～カフェで ひといき～

このマップはスタッフが独自に製作しました。スタッフの
一言は、あくまで紹介者個人の感想です。営業時間などは
変更になる場合もありますので、各店舗にお問い合わせく
ださい。情報は2019年9月現在のものです。

発行:川越市中心市街地活性化協議会
住

所

電

話

川越市新富町1-18-6
戸田本川越ビル 403
049-236-3680

1

むすびcafé

2

川越メル珈琲

３ HATSUNEYA GARDEN café

５

6

川越アートカフェ

エレバート
紅茶浪漫館 シマ乃

４

Lightning Cafe

７ シマノコーヒー 大正館

8

和カフェ 夢宇

2019年9月中 リニューアル準備の為休業
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9
10

Patisserie
Potager

Cafe Matilda
LAPHUTER
11

Kura Café

B

パイの樹

12

CAFE HYBRID

C

Chouette

13

Sicurezza

15

Gallery & Cafe
平蔵

16

Ehon cafe
English Blue Bell

17 MOANA cafe & diner
18

RAG CAFE

=おすすめカフェ
=イートインできるケーキ屋さん

※閉店30分前や1時間前にラストオーダーを
設定しているお店もあります。詳しくは
各店舗にお問合せください。

Kawagoe Café Map 川越カフェマップ
1

むすびcafé

２

自家焙煎

川越メル珈琲

ジカバイセン カワゴエメルコーヒー

ムスビ カフェ

住所:宮下町1-4-21 電話:080-3577-1421
住所:宮下町2-11 1F 電話:049-226-1260
時間:平日10:00～17:00(縁むすび風鈴期間～18:00) 時間:8:00～18:00
定休日:土曜日
毎月8日、第4土曜日8:30～
定休日:不定休(HP参照)
川越氷川神社の隣。木の温もりを感じる明るい店内。
数量限定ですが「お結び膳」「お結び」「おめで鯛茶漬
け」「むすびcaféの特製カレー」は営業時間内提供。季
節や神社の催しに合わせて繊細で美しい期間限定
ケーキや完全予約制の「季節のランチ」もあります。

４

Lightning cafe

５

６

川越アートカフェエレバート

８

和カフェ

10

Cafe & Kitchen

LAPHUTER

住所:久保町2-19 電話:049-227-3497
時間:カフェ 10:30～17:00
販売 10:30～18:00
定休日:月曜日・第1第3火曜日(毎月28日は営業)

2019年9月中 リニューアル準備の為休業

11

カフェアンドキッチン ラフテル

住所:中原町1-5-17 2F 電話:049-227-6652
時間:8:30～17:30
定休日:日曜日、祝日
階段を上がって2階。カウンター席とテーブル席があり、
空いていれば明るく見晴らしの良い窓際がおすすめ。
フレンチトーストと洋食のお店。30時間漬け込んだフレ
ンチトーストは種類も豊富。中はふわふわとろとろです。
モーニングサービスは8:30～10:30。

夢宇

住所:仲町5-11 電話:049-222-2715
時間:平日10:00～18:00・土日祝9:00～19:00
定休日:無休
1人でも入りやすく落ち着いた雰囲気の店内。セットの
飲み物はドリンクメニュー全てから選べます。紅茶を使
用したアイスやゼリーなどのスイーツも数種類あります。
専門店ならではの本格的な紅茶がいただけます。

Kura Café

カフェ マチルダ

住所:中原町1-5-17 電話:049-277-3747
時間:7:30～10:00・11:00～16:30・17:30～23:00
定休日:火曜日
パンケーキ専門店。青い扉が目印。カラフルな玩具や
アメリカン雑貨が飾られた賑やかな店内。エビとアボカ
ド、サーモンとチーズなどの食事系からチョコバナナホ
イップなどのデザート系までメニューが豊富。ボリュー
ム満点。ちょっとお得なモーニングサービスあり。

12

住所:新富町1-10-1 電話:049-228-1783
時間:7月～10月 11:00～19:00
11月～6月 11:00～18:00
定休日:無休
小江戸蔵里内のおみやげ処明治蔵の奥にあり、天井
の高い元酒蔵の赴きある店内でゆっくりくつろげます。
自家製さつま芋プリンがおすすめ。河越茶のお抹茶
セットもあり。ランチメニューのスパゲティーや角煮うど
んはミニサラダとドリンクの付き。

間隔の広い席の他にBOX席もあり、お子様連れでも安
心。サラダ・ドリンク付きのランチメニューは16:00まで
ゆっくりいただけます。フレッシュフルーツを使用したス
ムージーやパフェなどの可愛いメニューもあります。お
誕生日や記念日のサプライズも対応してくれます。

15 Gallery & Cafe 平蔵
ギャラリーアンドカフェ ヘイゾウ

住所:通町13-3 1F 電話:050-1466-5287
時間:11:00～23:00
定休日:無休

住所:南通町8-6 電話:049-215-5575
時間:11:00～17:00
定休日:月曜日、火曜日

間口コンパクトですが席はゆったりとしていてナチュラ
ルな内装で落ち着きます。二層のチーズケーキや米粉
のガトーショコラ他手作りスイーツがおすすめ。 15:00
以降は品数が増えます。アルコールはオールタイムＯ
Ｋ。貸切やパーティメニューも対応。

English BlueBell
エホンカフェ イングリッシュブルーベル

住所:仙波町1-14-2 電話:049-290-2509
時間:11:00～19:00
定休日:火曜日、第4水曜日
絵本がたくさんあり買うこともできます。
センスのよい本屋さんでお茶ができるような感じで、
外観もイギリスの田舎にあるお家のように素敵です。
ランチセットも美味しいですが、スコーンやパンナコッタ
などのデザートもおすすめ。

ハイブリッド

住所:新富町1-11-2 電話:049-299-4922
時間:月～木 12:00～25:00
金・土 12:00～26:00
日 12:00～24:00
定休日:不定休

カフェバー シクレッツア

Ehon Cafe

CAFE HYBRID
カフェ

クラカフェ

13 Cafe bar Sicurezza

16

Cafe Matilda

9

ワカフェ ムウ

シマノコーヒー タイショウカン

レトロな外観と店内は、古き良き時代の喫茶店を思わ
せます。サイフォンで淹れた美味しいコーヒーが飲め、
トーストや焼きサンドなどの軽食や、お得なモーニング
やランチのセットもあります。
喫煙もできるので、コーヒーと煙草をゆっくり楽しめます。

コウチャロマンカン シマノ

住所:仲町6-4 電話:049-222-0241
時間:11:00～18:00
定休日:水曜日

７

住所:連雀町13-7 電話:049-225-7680
時間:8:00～19:00
定休日:無休

紅茶浪漫館シマ乃

カワゴエアートカフェ エレバート

川越市指定文化財の洋風町屋。アンティークでシック
な雰囲気。２階のカウンター席は蔵の街並みを望めま
す。厳選されたトアルコトラジャコーヒーやコエドビール
全種類が飲めるお店。おすすめのは上品な甘さのさつ
まいもプリンは数量限定。

大正館

住所:元町1-9-8 電話:049-222-2300
時間:11:00～18:00
定休日:火曜日
明治元年創業の老舗料亭「初音屋」が2013年から
「HATSUNEYA GARDEN」として生まれ変わりました。
カフェ部分は奥行きのあるゆったりした空間。テ
ラス席のみ喫煙・ペット同伴可。おすすめはラテ
類。抹茶ラテやほうじ茶ラテなど種類が豊富。

酵素玄米を使ったランチが人気のお店。
ケーキはお店オリジナルのもので、どれもとても美味し
そう。河越抹茶を使った抹茶ガト-は美味しくておすすめ
です。ケーキはテイクアウトもできます。
店内は落ち着いていてゆったり過ごせます。

シマノコーヒー

ハツネヤガーデン カフェ

市役所の北側にあり、民家を活用した落ち着く店内。
煎りたて珈琲を提供できるよう少量ずつ自家焙煎し、
好みの味を選べるよう「浅煎り～極深煎り」や「スッキリ
～コク」の目安のわかる表が用意されています。
ギャラリーや書のポストカード販売などあり楽しめます。

ライトニング カフェ

住所:幸町15-21 2F 電話:049-225-4776
時間:11:00～18:00(11月～2月の平日のみ ～17:00)
定休日:水曜日

HATSUNEYA GARDEN
The café

３

明るく和風の店内はゆったりと趣あり。期間で変わる作
家さんの作品を観ながら、女性1人でもゆっくり出来ま
す。食事メニューは比内地鶏・由利牛・ジュンサイなど
秋田県の食材を使っていて、冬は小鍋のきりたんぽ鍋
もおすすめ。手作りデザートや仁手古サイダーも。

17 MOANA

cafe & dining

18

モアナ カフェアンドダイニング

住所:新富町1-12-13 電話:049-299-6369
時間:ランチ 11:30～16:00
ディナー 16:00～24:00
定休日:不定休
南国リゾートに来たかのような広々とした店内に爽や
かなインテリア。気候のよい日には心地よさそうなテラ
ス席はペット同伴可。ランチセットは選べるメインメ
ニュー(カレーやロコモコなど)にサラダ・スープ・ドリン
ク・パンケーキ食べ放題がついて、ゆっくり過ごせます。

RAG CAFE
ラグ カフェ

住所:南通町16-5 2F 電話:049-270-9826
時間:11:30～19:00
定休日:木曜日(他不定休HP参照)
正式名称は『Ragged edge coffee house』。
建物正面の階段を２階へ。ソファ席が多くのんびり落ち
着いた雰囲気。タコライスやナチョス、グリーンカレーな
ど様々な国のメニューやスイーツ類も豊富。世界の
ビールもあります。おすすめは自家製の季節のケーキ。

イートインできるケーキ屋さん

A

Patisserie Potager
パテスリー ポタジェ

住所:松江町1-17-3 電話:049-223-6232
時間:9:00～20:00
定休日:元旦

B

パイの樹
パイノキ

住所:中原町2-7-9 電話:049-298-4033
時間:10:00～18:45（日祝18:00）
定休日:火曜日、水曜日

C

Chouette
シュエット

住所:中原町2-11-17 電話:049-225-0380
時間:10:30～19:00
定休日:水曜日

