
①Cafe&Restaurant LENRI
        /Garden Cafe HACKBERRY
連理の木の下にあるフレンチレストランとカフェです。
南フランスの長閑な風景をお楽しみ下さい。
営業時間等は各店HP
よりご確認下さい。
https://lenri.com/
https://cafe-hackberry.com/

②伊藤農園
シアワセみかん、次郎柿、ネーブル、不知火の生産
販売をしております。是非一度お召し上がりください。
営業時間：１1~3 月中旬
　　　　　9:00~17:00　
定休日：年末・年始
住所：都田町 7767-1
TEL：053-489-3311

③遠州信用金庫 都田支店
9:00 分 ~15:00（窓口）
定休日：土、日、祝
住所：都田町 8502
TEL：053-428-3939

⑤カクト・ロコ
多肉植物・サボテンを取り扱う専門店
田園風景を楽しみながらドリンクも楽しめます。
営業時間：10:00~17:00
定休日：木曜日
（8月と年末年始１週間休みあり）
住所：都田町 1672-3
TEL：053-401-3965

⑥川辺の食卓 都田のとうふ 勘四郎
古民家の中で「できたて豆腐と焼きたて油揚げ
ランチが味わえるお店です。
営業時間：10:00~16:00
( ランチタイムは 11:30~16:00 LO13:30)
定休日：木曜日
住所：都田町 6531
TEL：053-428-7667

⑦takayamarose
切り花のバラ専門店。プロポーズや誕生日など記念日
のお祝いには花束を !想いを伝えるお手
伝いをさせてもらいます。
営業時間：10:00~18:00
定休日：火曜日
住所：都田町 8138
TEL：053-428-4123

⑧浜松いわた信用金庫 都田支店

⑨はままつフルーツパーク時之栖
四季折々に大人から子供まで楽しめる
フルーツのテーマパーク
営業時間：9:00~18:00
（季節変動あり）
定休日：年中無休
住所：都田町 4263-1
TEL：053-428-5211　

⑩針灸治療センター浜松店
『本気で治します』をモットーに、皆様の健康をサポートします。
当院は「ReCell 療法」を中心とした様々な症状に対応しております。
営業時間：9:00~12:00
　　　　　15:00~20:00 
定休日 : 日曜・祝日 
住所：都田町 6410-1
TEL：053-428-5775

⑪Brot Lieben 都田店
テイクアウト形式のランチやパンを動物たちを
見ながらお楽しみ下さい♪
営業時間：9:00~18:00
定休日：月、火曜日
住所：都田町 3522
TEL：053-522-9498

⑫マルワ農園
ぶどう・梨・柿・みかん・他柑橘を栽培、販売しております。
ぶどう・梨は 8/1~9 月中旬、みかん・柿・他柑橘は 10月 ~4 月上旬
営業時間：9:00~16:00 ぶどう
梨期間中は無休・10月上旬 ~は平日休あり
直売所：都田町　362 号線沿い横尾バス付近
※GoogleMap「マルワ農園」で検索 
TEL：080-3642-2460

⑬静岡県バーベキュー協会 /カナデルウェディング
　静岡県バーベキュー協会では、BBQイベントの企画運営を出張で行って
　います。カナデルウェディングは会費制ウェディング＆写真だけの結婚
　式のコーディネートをしております。
　営業時間：10:00~17:00 
　定休日：水曜日
　住所：都田町 2805 
　TEL：053-428-2017

⑭森島鉄筋工業
従業員募集中！
未来に残る仕事を一緒にしませんか。
梅干し販売もしています。
都田マインド卓球クラブ
TEL：053-428-2291
住所：都田町 7707-29

⑮YAMARIN + TAKOYAKI kinoko
自転車とたこ焼きのお店です。
夏はかき氷もあります。
営業時間、定休日はQR
コードでご確認ください。
住所：都田町 6409-1
TEL：053-428-2044

⑲Patisserie Nami
住宅街の中にある小さなケーキ屋です。四季の味わい
と香りを大切にしたお菓子、オーダーケーキを作って
おります。　　営業時間：11:00-17:00
定休日：日曜日～水曜日
※お問い合わせはメールにてお願いします
patisserienami@gmail.com
住所：都田町 5丁目 44-29

⑳サーラ音楽ホール
1,406 席の客席数は市内 2番目。次代の音楽文化の担い手を育成し、
市民の音楽文化活動を促進します。
開館時間：9:00~21:30
休館日：12月 29 日 ~1 月 3日
（保守点検等による臨時休館あり）
住所：新都田 3-2-1
TEL：053-428-5700 

㉓イシダグリーン
緑化樹・緑化資材等の卸売り、庭づくりのサポートをしています。
広大な圃場でお気に入りの樹も選べます。
営業時間：8:00~17:00 
定休日：日曜日
住所：都田町 9276-5
TEL：053-428-2100

㉒サプレス
浜松市を中心に、工期厳守・誠実な仕事をモットーに
塗装工事・足場工事を行っています。
大切なお家のことなら株式会社サプレスまでお気軽にご相談ください
営業時間：9:00~17:30
定休日 : 日曜日
住所：都田町 7856-1
TEL：053-428-6430

⑯まるたか農園
私たちは、浜松市都田町の小さな農園ですが、
少しでも多くの食卓に笑顔
を広げたいと思っています。
営業時間：13:00~16:00
定休日 : 不定休
住所 :都田町 1677‐1
EL：053-428-2693

⑰加藤農園
年間１００種類の野菜を無農薬で育てています。
季節に合わせた旬の美味しい野菜
セットを販売しています。
営業時間：予約注文
定休日：日曜日
住所：都田町 8611
TEL：080-2620-2071

㉔ウチザワ酒店
都田町最西端にある 1977 年創業の酒屋。蓬莱泉と鳥飼の特約店。
全国から取り寄せたこだわりの食品があります。
営業時間：9:00~20:00
定休日：不定休
住所：都田町 7547-75
TEL：053-428-2527

㉕日下農園
弊社はみかん、ブルーベリーを中心に農産物の生産販売をしています。
来シーズンには新店舗が完成します、
ぜひお越しください。
営業時間：10:00~17:00  
定休日：日曜日（変更あり）
住所：都田町 7785-20
TEL：053-428-2234

㉖ｕｎｊｏｕｒ
素敵な 1日をここで過ごしていただきたい、そんな想いを
詰め込んだ小さなティールームです。
営業時間：9:00~18:00
（17:30L.O） 
定休日：火、水曜日
住所：新都田 5-48-13
TEL：080-9268-2756

㉗渥美農園
１５種類ほどの柑橘を除草剤不使用の草生栽培で
こだわり栽培、加工、販売、
イベント出店しております。
営業時間：直売所・みかん狩り
　　　　　　　開設準備中　
住所：滝沢町 626-8
TEL：053-428-6370

⑱Mz Farm - 縁結農園 -
自然を最大限生かした、持続可能な農法に取り組む小さな農場です。
ハーブや葉菜を主に栽培しています。
営業時間 :未定  
定休日：不定休
住所：都田町 10571
TEL：090-5635-2482

㉑都田総合公園
四季折々の変化を楽しめる斜面林、水辺空間などの自然地形を生かした
浜松市の代表的な公園です。ウォーキングやジョギング、自然観察など
休日は家族連れでにぎわいます。
営業時間：9:00~17:00( わんぱくゲレンデ 10:00~16:00）
定休日 : 年末年始 12月 29 日 ~1 月 3日
住所 : 新都田 1丁目 103-4
TEL：053-428-4860（南管理棟）053-428-2803（北管理棟）

④ギャラリーかたばみ
瀬戸、多治見や他の作家さんの器を置いています。
カフェコーナーあり (コーヒー、和紅茶他 )
営業日：日、月、火、水
（10:30~17:00）
住所：都田町 7767-4  
TEL：053-428-4736

㉘無添加パン工房 秋桜
体に優しい安心安全なパンを提供しています。
地元食材を使い、生地、具材、クリーム等全て
手作りしています。
営業時間：店頭販売
毎週金曜日（7:00～18:00）
住所：都田町 7547-123
TEL：053-428-0166

㉙ドロフィーズキャンパス
約10,000 坪の敷地に北欧の世界観と自然と共存する美しいライフス
タイルが体感できるドロフィーズキャンパスです。
営業時間：11:00~18:00
（※店舗によって異なります）　　　　　　　　
定休日：火曜日・水曜日  
住所：都田町 2706-1 
TEL：053-428-3520

㉚CEサロン 桜都
自宅ではできない本格的なサービスで、満足度の高いエステ、楽しい
メークアップを提供します。
営業時間：9:00~18:00 
定休日：日曜日
住所：都田町 8765-2   
TEL：053-428-5010

㉛いちごいちえ
営業時間：テクノ園　9:00~18:00
              馬渡橋園：9:00~17:00
定休日 ：シーズン中（概ね 12月中旬 ~５月末）無休
住所：テクノ園　都田町 8493-6
         馬渡橋園　都田町 10017
TEL： テクノ園 090-4229-4107
        馬渡橋園 080-5120-9804

32JA とぴあ浜松 都田支店 / 購買店
営業時間：都田支店　9:00~15:00
　　　　　購買店　8:30~15:00( 平日）8:30~12:00( 土・祝日）
定休日：都田支店　土、日、祝日
　　　　購買店　日曜日
住所：都田支店　都田町 5563-88
　　　　購買店　都田町 5563-100
TEL：都田支店　053-428-3111
　　　　購買店　053-428-3101

9:00~15:00（窓口）
定休日：土、日、祝
住所：都田町 8111
TEL：053-428-6600

33しんやま書写教室
幼児からｼﾆｱまで年齢に応じたﾊﾞﾗｴﾃｨ豊かな稽古と丁寧な指導が売りです。
本当にうまくなりますよ。
営業時間：月 (15:00~20:00）　
              木・金 (15:00~18:30)　
              土 (9:00~12:00)　
住所：新都田 2-20-20
TEL：053-428-5608

山路を登りながら


