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須 賀 川 まちな か 商 店 街
が評判
「大どら焼き」
何といっても

▶MAP［B ‑ 1］ ●ところ／須賀川市岩瀬森1
●ＴＥＬ／0248-75-2465
●定休日／無

大正10年創業以来、現在まで営業しております。庄司の
「どら焼き」
「 特大どら焼き」
は、贈答用や結婚式の引き出
物として大変喜ばれています。
お買い上げいただいて、
「美
味しかったから」
と口コミで新たなお客様にもおいでいただ
いていることは、
ありがたいことと大変感謝しています。

無添加、酵母パンの 体にやさしいパン

▶MAP［B ‑ 1］ ●ところ／須賀川市古屋敷5-8
●ＴＥＬ／0248-73-0337
●定休日／日曜・第3月曜

▶MAP［C ‑ 1］ ●ところ／須賀川市仲の町186
●ＴＥＬ／0248-94-7007
●定休日／無

▶MAP［B ‑ 1］ ●ところ／須賀川市北町134
●ＴＥＬ／0248-73-2614
●定休日／不定休

●ＴＥＬ／0248-73-3639
●定休日／火曜

創業から80年以上、現在の当主で3代目です。国産小豆
を100パーセント使用、
すべて手作りで菓子作りをしており
ます。
「黒糖ようかん」
は黒糖の風味を活かした当店自慢の
品。昔ながらの手作り製法で羊羹にしました。

子供から大 人まで人気「ウルトラマンパン」

▶MAP
［A‑2］

江戸後期の銅版画家、洋風画家で須賀川の
永田家で生まれた亜欧堂田善（本名永田善
吉 1748〜1822）
は、
「 浅間山図屏風」
（油
彩：国指定重要文化財）や「新訂万国全図」
（銅版画）
などの作品で知られています。

多代の宙
▶MAP
［B‑2］

文化文政年間に須
賀川俳壇の中心と
して活躍した
「市原
多代女」
（ 1776〜
1865）
の生家跡に
つくられたポケットパーク。多代女は「峯巒の
庭」
と呼ばれた広大な庭園を持つ名家「市原
家」に生まれ、晴霞という別号をもちました。庭
園の一部が整備されたこの場所は、大きなケヤ
キや東屋が当時を偲ばせています。

神炊館
（おたきや）
神社
▶MAP
［A‑2］

▶MAP
［B‑3］

宿場町の面影を残
す須賀川中心市街
地南部地区にある
多目的公園。入口
では
「奥の細道」の
途中に須賀川を訪れ7日間にわたり逗留した
松尾芭蕉と河合曾良の石像が出迎え、
トイレ
や休憩スペースも設置されています。地域の催
しやまち歩きの拠点として利用されています。

▶MAP［A ‑ 2］ ●ところ／須賀川市諏訪町100
●ＴＥＬ／0248-73-4550
●定休日／月曜

▶MAP［B ‑ 2］ ●ところ／須賀川市中町46
●ＴＥＬ／0248-72-1234
●定休日／無

▶MAP［B ‑ 2］ ●ところ／須賀川市中町17-1
●ＴＥＬ／0248-75-3221
●定休日／日曜

「お諏訪様」の名で親しまれる須賀川の総鎮
守。全国唯一の「おたきや」
という珍しい社名
は、御祭神「建美依米命」
（たけみよりめのみ
こと）
が新米を炊いて神に感謝したという故事
によるもの。上杉景勝が寄進した石鳥居のほ
か、参道脇には「諏訪の小径（こみち）」
が整
備されています。

伝統の銘菓「かみしめ」

団子といえば「千成」

ベストセレクションをご紹介します。

可伸庵跡
▶MAP
［C‑1・2］

▶MAP
［B‑3］

須賀川中心市街地
東 側 に 位 置 する
翠ヶ丘 公 園の中 心
にある山。山上の芝
生広場に愛宕神社
が 建 立されていま
す 。中 世 第 一 次 須
賀川城跡山上に続く道は、
それぞれが緑あふ
れる格好の散策路として親しまれています。

元 禄 2 年（ 1 6 8 9 ）
陰暦4月22日、須賀
川入りした芭蕉と曾
良は本町の俳人相
良等 躬 宅に7日間
逗留しました。等躬
宅近くには可伸（俳号栗斎）庵があり、芭蕉たち
はそこで歌仙を巻きましたが、芭蕉の発句が「隠
家やめだたぬ花を軒の栗」
で、
「 世の人のみつけ
ぬ花や軒の栗」
が奥の細道に詠まれています。

お北稲荷の紫陽花

円谷英二メモリアルモニュメント
▶MAP
［A‑1］

▶MAP
［B‑2］

北 町の公 立 岩
瀬 病 院 下に鎮
座する
「お北稲
荷」周辺にはた
くさんの紫陽花
が 植えられ、須
賀川橋から見る風景がとてもきれいです。祭礼
の時は町内会あげてのもてなしで大変な賑わい
となります。神社の手前に
「北町あじさい公園」
があります。

中町の生家脇に
（ 社 ）須 賀 川 青 年
会議所が設置した
モニュメントが建っ
ています。御影石、
鉄、
アルミの3種類の素材を使用し、
それぞれが
近代、現代、未来を表現しています。英二氏の
肖像やウルトラセブンが描かれ、氏の功績を顕
彰しています。

まちなかウルトラマン像
▶MAP
［B‑2］

「Ｍ７８星雲 光の国」の
姉妹都市須賀川市の松
明通りには、
ウルトラマン
やウルトラセブン、
ゴモラ、
エレキングのモニュメント
が設置されています。
これ
からもさらに仲間が増え
る予定です。
須賀川はウル
トラマンと共に「光の町」
を目指します。

▶MAP［B ‑ 3］ ●ところ／須賀川市馬町95

が美味
「みそパン」
手作り

●ＴＥＬ／0248-73-2941
●定休日／日曜・祝日

●ＴＥＬ／0248-73-3276
●定休日／不定休

馬町通りの脇道を入った昔ながらの和菓子屋。大正8年
の創業で、戦後、馬町95番地の、俗称「榎の下」に移転
し、現在に至ります。俳句の街にちなみ「風薫る 夫と切り
継ぐ 一里あめ」の行燈を軒に掲げてあります。創業以来
手作りをモットーとして
「一里あめ」
「 四方焼」
「みそぱん」、
季節商品の
「柏餅」
などが好評を得ております。

▶MAP［B ‑ 3］ ●ところ／須賀川市本町4-9

▶MAP［C ‑ 3］ ●ところ／須賀川市桜岡3

が大人気
「そぼろパン」

●ＴＥＬ／0248-73-2276
●定休日／日曜・祝祭日

●ＴＥＬ／0248-73-3662
●定休日／火曜

大正14年（1925年）古川製菓店として創業、以来「上野
（うわの）の古川パン屋」
として親しまれてきました。
「そぼろ
パン」
「フルーツパン」
などのパン類、
「玉子ケーキ」
やラスク
などの焼き菓子がご好評いただいております。人気商品
「そぼろパン」
は、10個以上ご予約いただければ焼きたてを
ご提供できます。

▶MAP［B ‑ 3］ ●ところ／須賀川市馬町2-5

が人気
「純生和ロール」
米粉を使った

●ＴＥＬ／0248-73-2906
●定休日／無

▶MAP［B ‑ 3］ ●ところ／須賀川市大町302
●ＴＥＬ／0248-73-2393
●定休日／第2・4火曜

宝暦元年（1751年）
に創業し、材木店から大工棟梁を経
て菓子作りを始めました。米粉と黒豆の「お米の純生和
ロール」
「 黒豆和三盆の福俵」、100％餅米を杵でつき上
げた三色大福「玉福」
などが特にご好評いただいていま
す。和と洋の食材を融合させた新しい和菓子、
お客様の心
が ほっ と温まるお菓子を、
これからも作っていきます。

▶MAP［B ‑ 3］ ●ところ／須賀川市大町143

●ＴＥＬ／0248-73-2694
●定休日／火曜（季節により営業有）

餅菓子の専門店として、昭和32年に創業しました。昔ながらの
薪釜で蒸し、石臼と杵でつきあげた口どけのよいおだんごを、今
も製法を変えずに製造。
あんこ・よもぎ・ごま・ずんだ・みたらしの
５種類があります。
また、
お汁粉やぜんざい、
かき氷などをお楽し
みいただけるカフェも併設しています。
ご注文で赤飯やちん餅も
お作りいたします。
ご予約もお気軽にお申し付け下さい。

の風景……。
まちなか歩きのおすすめお立ち寄りスポットの中から

日本の特撮映画の
生みの親 円谷英二
監督が須賀川生ま
れであることから、松
明通りに設置されて
いるトランスボックス55基に
「ウルトラマンシリー
ズ」
のキャラクターがペインティングされています。
中町にある生家前の2基には、英二氏と初代
ウルトラマンが描かれています。

▶MAP［B ‑ 2］ ●ところ／須賀川市東町53-5

創業天保7年（1836年）、現在の店主（小林一夫）
で5代目とな
ります。創業時より世襲で
「小林半兵衛」
を名乗っていたため、
代表銘菓の
「かみしめ」
は地元の人から
「半兵衛おこし」
とも呼ば
れていました。江戸時代に庶民の保存食、携帯食として親しまれ
た
「かみしめ」の他、北海道産大納言小豆を使った京風和菓子
「松明絵巻」
があります。

四季の移ろいが織り成す景観の美。心にしみいる懐かしい街かど

▶MAP
［B‑2］

が絶品
古来製法の「大福」

●ＴＥＬ／0248-73-3613
●定休日／無

昭和6年の創業以来の製法を守り、手造りの菓子店とし
てお客様に喜んでもらえるよう商売を続けております。60
年続く名物「一口まんじゅう」や「栗むしようかん可伸庵」、
手造り飴、黒飴、茶飴など、
ぜひご賞味ください。

江戸時代の須賀川の中心地である本町に、古くから店を構えて
おります。伝統の道具を用い、手づくり製法を守って菓子づくりを
続けております。若干塩味の利いた
「大福」のほか、季節の「桜
餅」
「 柏餅」
もご好評いただいております。古来製法のため生産
量が限られております。売り切れの際はどうぞご容赦くださいませ。

お す す め ス ポ ッ ト

松明通り地上トランスペインティング

名物「くまだぱん」

▶MAP［B ‑ 3］ ●ところ／須賀川市大町237

名物「一口まんじゅう」

▶MAP［B ‑ 3］ ●ところ／須賀川市南町312

本物の味わい「最中、餅」

●ＴＥＬ／0248-73-2849
●定休日／日曜

創業100年、現在3代目の小野塚一男代表が最中皮を
製造販売しています。
また、最中、餅、赤飯や味おこわのほ
か、小正月の飾りせんべいなども販売しています。餅、赤飯
なども心を込めて一年中注文に応じて作っています。少量
のご注文でも承りますのでお気軽にご用命ください。

須賀川のまちなかについて
須賀川は、
俳聖松尾芭蕉が奥の細道紀行
のはじめに7日間逗留するなど、町人文化が
大いに栄える奥州屈指の宿場町でした。
そのまちの中心は四方から一段高い
「馬の
背」
と呼ばれる地形上にあり、現在も多くの坂
に囲まれた市街地としてかつての面影を今に
伝えています。路地裏には小さな神社やお宮
が点在し、
お寺が多いこともまちなかの特徴
の一つです。
桜並木が雲となる下の川の春、浴衣姿
溢れる
「きうり天王祭」
ではじまる夏、翠ヶ丘が
紅葉に染まる秋、冬の訪れを告げる
「松明あかし」
など、
いにしえに想いを
誘う風情や行事も多く、坂の風景とともに四季それぞれのまちなか散策が
お楽しみ頂けます。

須賀川市
仙台
福島

新潟

すかがわ

磐越自
動車道

郡山

福島県
東北
新幹
東北
線
自動
車道

結の辻

●ＴＥＬ／0248-73-2082
●定休日／日曜

須賀川銘菓「くまだぱん」。戦中の一時期、休業を強いられまし
たが、終戦後砂糖の統制が解除され製造を再開しました。現在
も昔ながらの技法で一つ一つ心を込めてつくっています。お客
様に店まで足を運んでいただけることは、大変ありがたいことで
す。須賀川のお土産には、
ぜひ「くまだぱん」
をご用命ください。

ベ ス ト ・ オ ブ ・ ま ち な か 景 観

愛宕山

亜欧堂田善像

▶MAP
［A‑2］

翠ヶ丘公園の北側
一体に
「石の彫刻」
40基が設置されて
います。特 産 の 江
持石を広く知っても
らう為に全国から気鋭の彫刻家を募って実施
した
「石の彫刻フェスティバル」
（ 主催須賀川
商工会議所、2002〜2006）
で制作された作
品のほか、巨大な現代版ストーンヘンジが配
置された悠久の
「石の舞台」
です。

を販売
「薄皮饅頭 」
福島を代表する

▶MAP［A ‑ 2］ ●ところ／須賀川市諏訪町70-2

奥 州 須 賀川

通称「前田堤の桜」。須賀
川市がまだ町制の頃、当時
の前田藤吉町長が下の川
両 側の堤にソメイヨシノを
植樹したもの。現在は古木
となった180本の桜が琵琶
池から妙見まで立ち並ぶ、
須賀川を象徴する景観。

▶MAP
［C‑1］

胡桃たっぷり黒砂糖使 用の「黒奴」ゆべし

TVチャンピオン全国パン職人選手 権出場

ぶら り 坂 道
馬 の背 の街

▶MAP
［C‑2］

石の彫刻の森

●ＴＥＬ／0248-73-2645
●定休日／日曜・祝日

配合にこだわった手作り・焼きたてパンを豊富に取り揃え、低価格
で販売しているお店です。自慢のオリジナルパンは「ウルトラマン
パン」
（クリーム入120円）
です。須賀川市はウルトラマン生みの親、
円谷英二監督の故郷という事もあり、円谷プロ公認の商品となっ
ています。
ほかにもおススメがたくさんありますが、
チーズタルト
（150
円）
がイチオシです。福島空港の売店でもご購入いただけます。

下の川の桜並木

「神炊館（おたきや）神
社」の社（やしろ）の裏
に、エドヒガン桜の大
木13本が残っていま
す。
まちなかにこれほど
大きなエドヒガン桜が
残っていることは珍し
く、
「日本花の会」
が毎
年その種を採取して全
国に配布しています。

▶MAP［B ‑ 2］ ●ところ／須賀川市上北町50-1

当店は1987年6月にオープンし、
おかげさまで25周年を迎えま
す。看板の品「柏屋薄皮饅頭」
は、福島を代表する銘菓として
1 6 0 年もの永きにわたり愛され続けています。その他にも、
「檸檬」
や「もちずり」、季節の和菓子・洋菓子など、種類豊富に
取り揃え、
これからも歴史ある須賀川で、老舗の味をお届けして
まいります。

▶MAP［B ‑ 1］ ●ところ／須賀川市守谷舘4-1

お諏訪の杜エドヒガン桜

「フルーツパン」
50余年のロングセラー

個性的なお菓子を作り続けています。
まちなか歩きと共に、おいしい“お菓子屋さんめぐり”もお楽しみください！

10年来種継ぎをしている県産熟成米酵母を使った天然酵母
パンは、熟成のうまみが出ています。
おすすめは、種類の豊富な
「クロワッサン」
や「天然酵母のライ麦フルーツ
（要予約）」、
「カン
パーニュ」
など。美味しいパンを毎日食べてほしいという、オー
ナーの姿勢が感じられるお店です。

初代は染物屋で、菓子作りを始めたのは2代目から。昔は
「飴長」
という名で通っていたようです。現在は上生菓子、
かしわ餅、
あわ
まんじゅう、
いちご大福等々、
季節の菓子作りをしています。
黒砂糖
を使った
「黒奴」
は、
くるみがたっぷり入った甘みをおさえたゆべし
です。須賀川観光銘菓としてご贈答用にも喜ばれています。

慶応2年（1866年）
に初代鍵屋與惣治により創業、現在
の5代目当主は平成23年に須賀川市技能功労者表彰を
受けました。餡を用いる
「上生菓子」
とザラメを使用した上品
な甘さの「長崎カステラ」がご好評いただいております。
「かぎ浜のかすてら」
は、
スタンダード、抹茶味、
コーヒー味
の3種類の味が楽しめます。
「黒糖ようかん」
昔ながらの 手作り

●ＴＥＬ／0248-73-1399
●定休日／火曜

大正5年の創業以来、パンを製造販売しています。約80種類
ある焼き立てパンの中でも一番人気の商品は、約50年のロング
セラー
「フルーツパン」
です。洋風クリームの中にドライフルーツ
が入った懐かしい味わいです。昔ながらの品だけでなく、食事に
合う商品など新たな味もどんどん作っていきたいです。

1919年創業、仲の町店は2005年にオープンしました。毎
朝手作りする和洋菓子の中でも、
「玄米パン」
は約50年に
及ぶロングセラー商品で、特に高齢者の方に人気です。
なが〜いロールケーキは、多くのマスコミ等の取材を受けた
人気商品です。
店内にはお客様が気軽に寛げるよう、
セルフ
喫茶スペースを設けています。
「カステラ」の上品な旨さが評判

▶MAP［B ‑ 1］ ●ところ／須賀川市塚田1-1カトルセゾン102

こだわりの焼き菓子

季節のフレーバーが随時登場するスコーンや、6種類のフレー
バーがあるフィナンシェなど、焼き菓子が充実しています。北海道
阿寒町産の生クリームを使った、甘さ控えめでかわいらしい小
ぶりなケーキを手頃な値段で揃えています。
カフェスペースもあり
ますので、買い物や散歩の途中に気軽にお立寄りください。

平成9年4月にオープンしました。当店のパンは、全てにホ
シノ丹沢酵母パン種使用し、小麦粉、
きび砂糖、
あら塩を
基本に特別な味を加えず、時間をかけて発酵させて焼き上
げた、体にやさしいパンです。
もっちり、
しっとり食感のベス
パンが1番人気です。国産小麦使用の山食パン、
くるみ、
レーズンなど多数あります。
伝統の玄米 パンに新商 品も豊富

おすすめの銘菓店

人が集まり、人とふれあい、人の輪を広げる。
そんな須賀川のまちなか商店街には、伝統のある菓子店が多く、
その店それぞれの

坂物語

福島
空港

いわき

宇都宮
水戸

■ 須賀川商工会議所

まちなかマップ

お問い合わせ

〒962-0844 福島県須賀川市東町59-25
TEL

0248-76 -2124

FAX

0248-76-2127

http://www.sukagawacci.or.jp
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