岡崎市公式観光サイト
「岡崎おでかけナビ」も
合わせてチェックしてね！

岡崎 で食 べた いカ フェ ラン チ
酵素玄米菜食プレート
数限定
¥1,500

旬の野菜をふんだんに使い、
手間暇かけて丁寧に作る菜
食料理と、西尾産無農薬こし
ひかりの酵素玄米、ヘルシー
なのに充分な満足を味わえる
プレートになってます。

店先からたくさんの商
品がお出迎え。料理
もお買い物も楽しめ
るわくわくとした空間
です。

こちらもおす
す

！
め
risoriso
定番スイーツ
マフィンもオススメ！
350円〜

手作り感あふれる温かい空間で
料理とお買い物を楽しんで

risoriso
入口の緑のアーケードからワクワクした気持ちにさせてくれる

『risoriso 』。作家さんの作品や洋服、おすすめの調味料などを

揃えたショップと併設してカフェを営みます。旬な食材や彩りにこ

だわり月替わりで提供されるランチは、4種から選択できます。
愛知県岡崎市美合新町15-6 ☎0564-54-2010
11:00〜18:00
（金曜〜土曜は〜23:00） 火曜定休
（その他不定休あり）
P15台
（共同） ★東名高速道路岡崎ICより車で10分

中庭からお店の内装まで、できることは
全て店主自ら作り上げたといいます。

ワンプレート定食
¥1,380

常時2種展開するランチの
中でも、月替わりのメインに
副菜3品、サラダ、玄米ご
はん、スープが付くワンプ
レートランチが人気です。

モルタルと木を基調とし
た店内には優しい光が
差し込みます。

黒を基調とした隠れ家カフェで
カフェ飯と自家製スイーツを

おすすめ！
らも
ち
こ

cafe cachette
落ち着いた空間が広がる隠れ家的カフェ。ランチは月替わ

り。身体に優しい食材を使用して、ワンプレート定食やカレー、
パスタなどその時により様々なメニューが楽しめます。その他に

も、パティシエ特製のスイーツも充実。

愛知県岡崎市稲熊町8-116-1 ☎0564-73-0855
ランチ11:00〜14:30
（LO） カフェ14:30〜18:00
（LO17:00）
水曜定休 P14台 ★東名高速道路岡崎ICより車で10分

ランチと合わせて「ブリュレ
チーズケーキ（ドリンク付）
」
¥500など、ショーケースに
並ぶスイーツをいただいて。

瓦そば¥1,300

すす
め！

自家製もみじおろしを入れたつゆ
につけていただいて。熱々、
パリッ
パリの食感がクセになります。

もお
こちら

2種のソースとスパイスをブレンドしたオリジナルソースがポイント
の広島焼き。ねぎ＆モチチーズ¥1,300

下関のソウルフード瓦そばと
広島焼きが看板の食事カフェ

シガ食堂
山口県下関の郷土料理「瓦そば」と「広島焼き」が

看板メニュー。西尾の抹茶や、あいち牛など厳選した

食材を使用し、自家製もみじおろしや、オリジナルのお

好み焼きソースなど、手作りの味にこだわります。天気

のいい日には店先のテラス席を利用するのも◎。

愛知県岡崎市小美町入山手98 ☎0564-47-2313（予約
不可） 11:00〜15:00（LO14:00）※土曜は11:00〜15:00
（LO14:00）18:00〜21:00
（LO20:00） 日曜・月曜定休
P12台
（できるだけ乗り合わせてお越しください）
★東名高速道路岡崎ICより車で10分

自宅の一部をリノベー
ション。真っ白の外観
を目印に訪れて。

◎ な カフェで
ひとや すみを

入口すぐにはフラワーショップが併設。
カフェと一緒にお買い物を楽しんで。

店内のいたる所にドライフラワーが装飾
されています。

フラワーショップ併設のカフェ 天井から降り注ぐお花たちに癒されて

BLUE BLUE C AFE
扉を開けた途端に、緑とドライフラワーが目いっぱいに広

がり、その空間にいるだけで乙女な気分に。お昼は仲間と

ワイワイと、夜はまったりとくつろぎながら食事が楽しめる
カフェ。

愛知県岡崎市昭和町北浦37-1 ☎0564-31-8733
11:00〜21:30
（LO21:00）
※金曜・土曜は〜22:00
（LO21:30）
火曜定休 P40台 ★JR東海道本線西岡崎駅より徒歩すぐ

人気の「ローストビーフ」は、厳選した赤身 ランチセッ
トはもちろん、単品でもいただける
を贅沢に使用。自家製和風ソースとの相 「ミニグラススイーツ」は、定番種類に加え
性抜群です。¥1,780円
（税抜き）
季節のスイーツもあります。

岡崎市民の憩いの場

美味しい珈琲と気になる1冊でいつまでも寛げそう

一隆堂喫茶室
昔栄えた街並みを取り戻すべく、使われなくなったビルを

リノベーションして生まれた
『一隆堂ビル』。1階はスペシャ
ルティコーヒーや素朴な軽食などを提供する喫茶、 2階は
雑誌や漫画など様々な本が所狭しと並ぶ読書室となってい

ます。一部メニューを除き読書室でも食事ができるのでぜ
ひ合わせて利用してみて。

愛知県岡崎市連尺通3-18 ☎0564-83-6099
9:00〜18:00
（LO17:00） 水曜・毎月最終木曜定休
P3台 ★東名高速道路岡崎ICより車で10分

九州より仕入れる鮮度の高いスペシャルティ 定番人気、十勝産あずきを使った
「小倉トー
コーヒーをハンドドリップで提供。コーヒーや スト」¥450。9時〜11時のモーニング時に
紅茶には老舗『一隆堂』
の煎餅が付きます。 は、
ドリンク代に+¥100で付けることも。

OKAZAKI
CAFE
TOUR : 02

空間◎ な カフェ
ひとや すみを

ビル1階の喫茶スペース。店主厳選
の音楽が鳴り響く心地よい空間です。
店主の収集品だという雑誌や漫
画、書籍がずらりと並ぶ2階の読
書室。ワンドリンクで90分利用で
きます（
。持ち込みも可能です）

シメ はや っぱ り大 好き なス イー ツを
目で見て、味わって
四季を楽しむスイーツプレート

桜moon
四季により移ろう景色を楽しめる、一面ガラス張りの

開放的なお店。シェフ自ら栽培をする季節のフルーツや、

できるだけ岡崎産にこだわる新鮮な野菜をふんだんに使

用したフレンチ・イタリアンが自慢。食後にはお花でデコ

レーションされた華やかなスイーツプレートを。

愛知県岡崎市稲熊町3-163-1 ☎0564-77-0156
11:00〜21:00
（LO20:00）
※ディナータイム
（17:00 〜）
はコースのみの完全予約制
不定休 P5台
★東名高速道路岡崎ICより車で10分

こちらもおすすめ！
スイーツメニューは日により内
容が変わります。スタッフさん
に聞いてみて。フレンチトース
ト
（ドリンク付）¥1,400

その日のメインに、前菜、パン、
ド
リンクが付く「 桜 m o o nランチ」
¥1,600。この日のメインは庭のブ
ルーベリーを使ったソースでいただ
くチキンガランティーヌでした。

春には店前の桜並木が窓一面に広がり絶景な
のだとか。

ほっこりするような空間と
昔ながらの和スイーツが楽しめます

茶房あんどう
「お抹茶」や「くずきり」
「わらび餅」が定番人気の和カ

フェ。木の温もりを感じる店内では、作務衣を着たスタッ

フがお出迎え。いろりの席や縁側、春先や秋ごろには離

れの個室も開放し、雰囲気ある空間を楽しめます。かき
氷やぜんざいなど季節の和スイーツも味わって。
愛知県岡崎市美合町西屋敷111-3
☎0564-52-6601 8:00〜19:00 日曜定休
★東名高速道路岡崎ICより車で10分
※メニューの価格が変更する
予定があります

つるんとした食感が楽しめる「くずき
り」¥750。黒蜜が良く絡みます。
口直しにデミコーヒーが付きます。

日本らしい和を
感じる空間に癒
されます。

P15台

こちらもおすすめ！

ショーケースから好きな
ケーキを選んで。ケー
キ代にプラス¥350で
コーヒーまたは紅茶を
付けることができます。

こちらもおすす
め

！

行列ができる人気カフェ
最高ランクにこだわる極上のパフェをぜひ

一押しメニュー
「バーニャカウ
ダ」
￥1,674は季節の野菜をオ
リジナルの器で提供。スーパー
などでは出回らない珍しい食材
をオリジナルソースと一緒に。

MИp cafe
2019 年４月に移転オープンしたばかりのカフェ。なか

なか出回らないブランドもののフルーツを使用した季節

のパフェが人気です。カフェ隣には植物としつらえモノの
お店「青丹」も併設。珍しい植物や鉢、インテリア雑貨か

らアクセサリーまで、食後のお買い物も楽しめます。

夏の時期に大人気な数量限定
「 極桃パフェ」
￥1,550。フレッ
シュで最高ランクの桃をまるまる１
コ使います。※季節によりパフェ
のフルーツが異なります

愛知県岡崎市下佐々木町字宮畑51-7
☎0564-83-5882
ランチ 11:00〜15:30
（L.O.14:30）
ディナー 18:00〜22:00
（L.O.21:00）
水曜、第１・第３木曜定休 P20台
★ＪＲ東海道本線西岡崎駅より車で５分

オリジナルドーナツと
ハンバーガーの人気店

ZARAME C LASSIC

もおすすめ！
こちら

仕事や勉強、友達とのおしゃべりなど、何かをし

ながらでも美味しい食事を、との思いから、オリジ

ナルのハンバーガーやドーナツなどのワンハンド

フードを中心に提供する人気カフェ。材料の配合か

ら生産・販売まで一貫して行い、日々試行錯誤を
重ね美味しい料理を提供します。

愛知県岡崎市中田町6-19
☎0564-52-8222
9:00〜24:30
（LO23:30） 無休 P25台
★東名高速道路岡崎ICより車で15分

シックな色味がかっこいい空間は、NYのデザイナー
ズホテルをイメージ。

サラダ、ポテトもセットになったハン
バーガー。種類も豊富です。写真
はアボカド＆
トマトバーガー1,300円。
その他バーガーも1,180円 〜。

毎日１０種類以上が展開するオリジ
ナルドーナツ260円 〜。通年でのレ
ギュラーアイテムから年間通して期
間限定のドーナツが入れ替わりで
並びます。生地や食感も季節ごと
に様々な味わいが楽しめます。

1日 のは じま りの モー ニン グも 忘れ ずに
非日常のお洒落な空間で
珈琲とともに寛ぎの時間を

海老とアボカドの
バジルトーストプレート
サラダ＋コーヒーゼリー付
ドリンク料金+¥500
（税抜き）

HOKI C OFFEE T ERRACE

大きな海老とアボカドにサラダが付い
てヘルシーなのが嬉しい。モーニング
は全5種類あります。

岡崎店

海外から買い付けたオーダー家具やオリジナルのインテリア

が並ぶ、リゾート感あふれる寛ぎの空間。光サイフォンで淹れる

コーヒーを中心に、モーニングからランチ、ディナーまで充実の

メニューが揃います。お店で生地から手作りして焼き上げるキッ

シュは要チェックです。

もおすすめ！
こちら

ランチやディナーでも人気な「キッシュ＆パス
タプレート（
」デザート・ドリンク付）
。キッシュ
もパスタも月替わりで季節の旬を楽しめま
す。ランチ¥1,400、ディナー¥1,760

愛知県岡崎市仁木町字東郷12-12
☎0564-73-0680
8:00〜23:00 無休 P約40台
★伊勢湾岸自動車道豊田東ICより車
で10分

！

らもおすすめ
こち

天井から吊り下がるジャー
ランプがおしゃれです。

大きさに驚くバケットのフ
レンチトーストは7 種 展
開。写真はベリー¥680

OKAZAKI
CAFE
MAP

スペシャリティ珈琲がいただける
広々とした落ち着きの喫茶店

若葉珈琲 岡崎美合店

モーニングセットA
ドリンク代+¥248

ふわふわのスクランブル
エッグとトースト、サラダ、
ヨーグルトが 付きます。
モーニングは全4種類！

日本の情緒ある街並みをイメージしたという空間。一杯

ずつ丁寧に淹れられる、オリジナルブレンドや、季節により
変わるスペシャリティ珈琲がいただけます。
「鉄板ナポリタ

ン」など定番の喫茶メニューから、大きなバケットの「フレン
チトースト」も人気です。

愛知県岡崎市美合町五反田15
☎0564-83-7477
8:00〜23:00※金曜・土曜は〜
翌1:00、月曜は〜18:00
（LO17:00）
無休 P35台
★東名高速道路岡崎ICより車で
5分
シックで落ち着いた外観。大きな店名ロゴが目立ちます。

岡崎市観光推進課／☎0564-23-6384 （一社）岡崎市観光協会／☎0564-64-1637
https://okazaki-kanko.jp/feature/cafe/top

