
ふる里 

親子２代で経営する小さな和菓子屋さん。そのやさしい味の饅頭を買いに、 

地元のお客さんの足が絶えることはありません。まんじゅうを揚げたものや、季節限定

の中身のまんじゅうも。 

 

TEL：055-992-6801 

裾野市千福 167-1 

営業時間：7：00～17：00 

定休日：月曜日 

ふる里まんじゅう：１ヶ 120 円 

 

          

土屋商店 

Ｂ１グランプリ常連の｢すそのモロヘイヤ水餃子｣や、｢地酒もののふの里｣｢純米すその｣

｢すそのいちごワイン｣｢茶焼酎三七七六｣等、裾野市の原料にこだわった商品を取り揃え

ております。 

TEL：055-997-0941 

裾野市御宿 1036-12 

営業時間：7：00～19：00 

定休日：日曜 

モロヘイヤ水餃子：500g1300 円 

 

竹水園 

 裾野市のモロヘイヤ、苺の章姫を使ったものなど、多彩な種類、一つ一つ丁寧な手作

りが人気の和菓子屋さん。路地裏の小さなお店

を、ご夫婦で経営されているお店です。 

TEL：055-992-0402 

裾野市佐野 807-32 

営業時間：9:00～18:00 

年中無休 

 

白蓮の鈴 5 個 450 円 



五竜太鼓 6 個 950 円など 

やさい食堂 楽風 

地元の新鮮野菜を使った、健康に配慮した体に優しいお料理をいただけます。 

一汁三菜ランチは安価でありながら絶品です。 

気軽に立ち寄れる、とても温かなお店です。 

       

 TEL：055-993-9304 

 裾野市石脇 586 裾野市文化センター内 

 営業時間：9：30～11：00 

      11：30～17：00 

 定休日：月曜日（祝日の場合翌火曜日） 

 一汁三菜ランチ：599 円（限定 10 食） 

HP：http://www.ra-fu.com/ 

裾野市もののふの里銘酒会 

 地産地消という言葉が出来る以前の 20 数年前より、地場原材料にこだわり商品開発

を続け、「もののふの里」「純米すその」「富士山とっくり」などの名ブランドを生み出

し続けています。 

 

TEL：055-993-1553 

  裾野市佐野 1489-3 

  営業時間 9：00～20：00 

  年中無休 

  本醸造 720ml 1080 円 

HP： 

http://www.3776-mononofu.com/index.html 

 

和風れすとらん みよし 

地産地消をモットーに厳選された旬の食材、新鮮な 魚

介類、安心安全な牛ステーキ、健康麦豚を使用した こ

だわりとんかつ等和食をベースにバラエティ豊か に

楽しめる和風レストランです。 

 

 



TEL：055-993-5555 裾野市御宿 136-1 

営業時間 11:00～14:30 17:00～21:30 無休 

HP：http://miyoshi-res.com/shop/index.html 

ステーキ旬彩和膳 1980 円 

六文亭 

静岡県内に３店舗を展開するラーメン店です。味自慢のラーメンの他にチャーハンや丼

もの、一品料理、幅広い料理を多数ご用意。人気 No.1 の辛し五目ラーメンは心地よい       

辛さが癖になる味です。 

裾野店 

TEL：055-993-4848 

裾野市茶畑 30-1 

営業時間 11：00～25：00 

定休日：火曜日 

辛し五目ラーメン 850 円 

HP：http://rokumontei.jp/shouyu.html 

 

渡辺製麺 

かなり以前から幻のうどんとして有名なすやまうどん。防腐剤などは一切使用せず塩分

も最低限に抑え、ミネラル分たっぷりの富士山の湧水を使ったうどんです。 

モチモチしててコシがあってとてもおいしいです。 

 

TEL：055-998-0612 

  裾野市須山 176 

  定休日：不定休 

  すやまうどん １束 150 円 

 

富士の里洋菓子店 

明るく開放感のあるお店で、裾野市の特産品を用いたお菓

子、富士山をイメージしたお菓子などを販売しています。裾

野市のゆるキャラすそのんの形のケーキやカラフルなケー

キの数々、目でも楽しめるお店です。 

 



TEL：055-992-0057 

静岡県裾野市深良 451 

営業時間 9：30～19：00 

定休日：水曜日 

https://twitter.com/sweetfujinosato 

シュークリーム 160 円 

ミツマル燻製所 

定年後のご夫妻が丹精込めて作る燻製は、サービスエリアや朝市で販売され大人気に！ 

こだわりの河津桜のチップで燻製されたベーコンやチーズは、風味豊かでとてもおいし

いです。 

 

TEL：055-993-7564 

裾野市久根 118-7 

駿河湾沼津 SA 

  などで販売 

スモークベーコン 

 700～2100 円 

 

 

スタジオ O＆K 

映画「TOO YOUNG TO DIE!」の舞台としても利用されたスタジオです。店長の勝又

さんは、すそのんグッズの開発をしており、現在ボーカロイドとコラボした、裾野市の

イメージソング公募を行っています。 

TEL:055-993-8857 

裾野市公文名 64-3 

営業日：11：00～25：00 

不定休 

イメージソング募集サイト： 

http://rana-fujisong.jp 

HP ：

http://www.oandk.jp/index2.html 

 

 



深良乳販 

森永乳業、雪印メグミルク、ヤクルトとの契約店で、飲料の卸、宅配、自動販売機の 

管理を行っています。今大会では、森永乳業、雪印メグミルクからご協賛品を頂きまし

た。 

TEL：055-992-2457    裾野市深良 495 

 

 

タイコーホーム 

地元に根差す不動産です。 

LED 付きのかわいいストラップをいただきま

した。 

TEL：055-993-4661 

静岡県裾野市石脇 442-3 

http://www.ac.auone-net.jp/~buj/index.html 

 

渡辺工業 

「誠意ある、精度の高い施工によりすべてのお客様に満足を提供する」 

をスローガンに全社員一体となり安全かつ高品質な施工により地域社会への貢献を展

開する建設企業です。 

TEL：055-993-7575 静岡県裾野市深良 744 

HP：http://www.watakou.co.jp/ 

 

鈴木凸版印刷 

一般的な印刷物からノベルティグッズへの印刷まで、印刷に関するお客様からのご要望

にお応えします。また、T シャツ・ポロシャツプリントなどの作成も受注しています。 

TEL：055-992-2179 静岡県裾野市深良 29-6 

HP：http://fight.hamazo.tv/e5024819.html 

 

中山産商 

裾野市の多くの物件を仲介する不動産です。裾野駅近です。裾野市で物件をお探しの方

はぜひお声かけください。 



TEL：055-992-5176 静岡県裾野市茶畑 247-1 

 

静岡銀行裾野支店 

地域の総合金融機関として、質の高いサービスを提供し人々の暮らしと事業の夢の実現

に貢献します。 

TEL:055-992-1313 裾野市平松 450-1 

HP: 

http://lbss.mapion.co.jp/map/uc/PoiInfo?vo=mbml&grp=shizuokabank&oe=sjis&poi

_code=A000112 

 

三島信用金庫裾野東支店・裾野支店 

『地域のホームドクター』として、市町、経済団体、医療・教育機関等との様々な連携

や、当金庫の持つ「情報力」を駆使した、地域の活力を向上させるための活動や提案 

を行っています。 

裾野東支店 

TEL：055-993-3411  裾野市茶畑 487 

HP：https://www.mishima-shinkin.co.jp/index.html 

裾野支店 

TEL：055-992-3434 裾野市佐野 857-1 

 

裾野市上下水道課 

裾野市の上下水道を管理する上下水道課は、裾野市のおいしい水の PR のために、ペッ

トボトル入りの 350ml の水を販売しています。 

HP：http://www.city.susono.shizuoka.jp/soshiki/2/3/2/2048.html 

裾野市水道庁舎 裾野市深良 215-22 TEL：055-995-1831 

業務時間：8：30～17：15 

定休日：土日祝日 

 

清水銀行裾野支店 

地域密着型金融への取り組み、CSR 活動への取り組み、お客様満足度向上への取り組

みで地域に根差す金融機関としての地位を確立しています。 

TEL：055-992-6500 静岡県裾野市佐野 1519-1 

http://lbss.mapion.co.jp/map/uc/PoiInfo?vo=mbml&grp=shizuokabank&oe=sjis&poi_code=A000112
http://lbss.mapion.co.jp/map/uc/PoiInfo?vo=mbml&grp=shizuokabank&oe=sjis&poi_code=A000112
https://www.mishima-shinkin.co.jp/index.html


https://www.shimizubank.co.jp/ 

 

沼津信用金庫裾野北支店 

「ぬましん」は、地域に密着した金融機関として、みなさまに充実したサービスを提供

していきます。そして、地域のみなさまの夢をかたちにするお手伝いをしていきます。 

TEL：055-995-0200 裾野市石脇 470-15 

http://www.numashin.co.jp/ 

 

  



 

JA なんすん 

産直市などで地元の特産品（モロヘイヤ、メロン、イチゴ）を販売する活動や、食物に

ついての安全、安心のための取り組み、学校給食への食材提供などに取り組む団体です。 

地域の子供が農業に親しむ機会の提供など地域に根差した活動で、地域の拠りどころと

して親しまれ、喜ばれ、地域に貢 献

する JA となることをめざして

います。 

 

HP： 

http://www.ja-nansun.or.jp/fan/ 

富岡支店 

静岡県裾野市御宿 690 

 

 

 

景ヶ島バーベキュー 

屋内施設「景ヶ島食堂」、屋外施設でのバーベキュー、二次会にあｈカラオケ施設の整

ったアットホームなスナック「義子ん家カラオケ」と幅広い用途に対応した飲食店です。 

景ヶ島食堂の内装は映画「TOO YOUNG TO DIE」撮影時のセットそのままとなって

おり、ドラマの雰囲気の中、バーベキューが楽しめます。 

 

 

TEL：055-992-1455 

裾野市御宿 481-4 

HP：http://keigashima.com 

 

営業時間 11：00～21：00 

定休日：月曜 

景ヶ島からあげ 1100 円 

 

 

 

 



海野製麺所 

広大な富士の裾野に自生する自然芋をつなぎに練り込んだ「手打ちそば」このおいしさ

をいつでも味わえるようにしたくて、当地特産の栽培山芋（旧称つくね芋・商品名やま

いも）で、作り上げたものがこの「山芋そば」でございます。 

 

TEL：055-992-3790 

裾野市御宿 198-4 

HP: http://www.yamaimoya.com 

営業時間 9：00～18：00 

定休日：月曜 

 

山芋そば 600 円 

田舎そば 430 円 

 

 

 

お菓子処 清月 

裾野市を代表する和菓子屋。あんのいっぱい入ったアンパンは運営者の中で好評です。

チョコを使ったまんじゅう、すそのんの焼き印入りのまんじゅうなど、目で楽しめる商

品、食べて驚く商品の数々をお楽しみください。 

 

TEL：055-997-0369 

裾野市蔓山 737-4  

営業時間 9：00～19：00 

不定休 

 

あんぱんボーイズ 

    各 180 円 

 


