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※本記事のメニュー等の内容は2017年10月現在（取材時）のものです。
注：L.O.・・・ラストオーダー

季節の果物、ホイップした生クリームがたっ
ぷり。果物の味を引き立てるため、クリーム
の甘さは控えめ。先代からの果物店で、多
くの種類を味わってほしいと30年程前にフ
ルーツパーラーを開店。サイフォンで入れる
本格コーヒーの香りが漂っています。

この日のケーキの盛り付けは、アイスクリーム、ラ
ズベリーとリンゴのジャム、マンゴーソース。リンゴ
のホットドリンクは甘酸っぱく身体がポカポカに。
人気の手作りジャムはテイクアウトもでき、北欧雑
貨の展示販売コーナーも魅力です。

タピオカの粉とバターでしっとりと焼き上げているマ
フィン。定番のフォンダン、マシュマロ抹茶、プレーンの
他、春は桜やアプリコット、秋は栗や洋梨など、季節の
果物を使ったマフィンが並びます。公園に隣接した住
宅街の小さなカフェは開店から丸3年。かわいいインテ
リアにも癒されます。

写真はシナモンバナナのチーズケーキ、ブラン・マ
ンジェ山梨のぶどうのせ、ティラミス、キャラメルカ
フェオレ。ちょこちょこ食べてもらえるように小さめ、
甘さは控えめに、ケーキはきび糖でコクを出し作っ
ているそう。ひとりでも入りやすく、かわいらしさが
ぎゅっと詰まったおとぎの国のようなお店です。

紅玉りんごで作った華麗なタルト。フルーツ系の
ケーキは旬の果物を使うため季節限定で、素材の
味を生かしできるだけ添加物や加工品を使わないと
か。ラム酒がきいた「ラムショコラ」もチョコ好きには
たまらない逸品です。開店から3年。住宅街なのでテ
イクアウトが多くファミリー層に人気です。

小さなカフェの
幸せふくらむお菓子

7、8種の果物を贅沢に使った
フルーツパフェとフルーツサンド

すてきな空間で味わう
素朴でかわいいしっとりマフィン

優雅な気分にいざなう
デザート・ケーキ3種

プチモンド
赤羽台3-1-18
営業時間／9:00～18:00（L.O.17:00）
定休日／木曜・金曜
Tel.03-3907-0750

ガトーココ　
神谷2-48-17-101
営業時間／［火水木］11：00～17：30
　　　　　［金土］11：00～19：00
定休日／日曜・月曜
Tel.03-6325-1007
Instagram／gateau_koko

ピースカフェ
赤羽1-14-1　Tスクエアビル8F
営業時間／［平日］11:30～15:00（L.O.14:30）／
　　　　　17:30～22:30（L.O.21:30）
　　　　　（平日のみ中休みあり）
　　　　　［土］11:30～22:30（L.O.21:30）
　　　　　［日・祝］11:30～22:00（L.O.21:00）
定休日／月曜（祝日の場合は営業。翌日が休み）
Tel.03-3902-4347
http://www.j-street.co.jp/

パティスリー・ル・クール・タンドル
浮間3-27-2 サンドリーム1F
営業時間／10:00～19:00
定休日／無休
Tel.03-5970-4196

個人の店でこれだけの種類は珍しいそう。初めての方におすすめは、フ
ランボワーズ、シトロン、レモン、ショコラ…。甘じょっぱさが珍しい「塩
味」は大人の味で一番人気。北赤羽駅の近くに移ってから21年になる
オシャレなフランス菓子店。焼き菓子、生ケーキ、プリンも華やかです。

宝石のようにカラフルな
20種の手作りマカロン

季節を楽しむ「タルトローズ」
バラの花びらはリンゴ

ふんわりシフォンケーキと
リンゴのホットドリンクで満たされる

アンズトモモ
赤羽西1-16-9
営業時間／12:00～17:00
定休日／水曜・木曜(他に臨時休業の場合
あり)
Tel.03-6312-1410
Instagram／@anzu_to_momo

洋菓子カフェ　かしこ
志茂2-64-9 前薗ビル1F
営業時間／10:00～19:00
定休日／月曜・火曜（他に臨時休業の場合あり）
Tel.03-5939-9554
Instagram／yougashi_cafe_kashiko
Blog／http://blog.livedoor.jp/kashiko_/

グッドニュースカフェ
赤羽1-42-7
営業時間／11:00～18:00
定休日／日曜・月曜・祝日
Tel.03-6903-8292
※電源、Wi-Fiあり

プチモンド

anzu to momo
アンズトモモ

洋菓子カフェ　かしこPâtisserie Le Coeur Tendre
パティスリー・ル・クール・タンドル

gâteau koko
ガトーココ

good news kafé +
グッドニュースカフェ

自家製のケーキは、チョコレート、クリームチーズとタル
ト。この1プレートの注文はひとりでも、複数でもOK。夜
はワイン片手に楽しむ方も…。ビルの8階にあり、窓際席
からは赤羽の駅前広場が見下ろせ、テラス席は空も近
く、女性に人気のイタリアンカフェです。

Peace Cafe
ピースカフェ
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シェアキッチン＆コワーキング
co-toiro（コトイロ）
　今年10月に築60年の木造空き家を
リノベーションして、シェアキッチン＆
コワーキング「co-toiro」（コトイロ）が
オープンしました。サークル活動や料
理教室を開催したり、事業の打ち合わ
せ、起業の準備に利用するなど、利用者
の発想次第で使い道（こと）は十人十色
（いろ）。基本は会員制ですが、1日単
位の利用や、イベント貸切もOKです。
　地域コミュニティの活性化を軸に、岩
淵町を東京の新名所にするべく起業し
たコトイロの今後の活躍に注目！

場　所：北区岩淵町15-13
問合せ：Tel.03-5939-7721
　　　　Fax.03-5939-7723
http://www.cotoiro.com/
コミュニティマネージャー 
織戸 龍也(おりと たつや)

　なかの雅章さんは、伝承者の少ないとんぼ玉の技法について高度な技能を有し、さまざまな技法
を研究し新たな作品を作り続けています。
　東十条商店街の一角に工房を開き、体験教室を行っていますので、ぜひご参加ください！

北区伝統工芸保存会会員・なかの雅章さん（とんぼ玉作家）が
平成29年度東京マイスター知事賞を受賞！

北区若手経営者グループ
チーム飛鳥ＮＯＷ（あすかなう）　
　2015年に、北区ものづくり企業の若手経営者の会として発足しました。グ
ループ名には「北区の今」「明日はきっと叶う」「明日か今か」との思いを込め
ています。活動の目的は、①北区内外での異業種交流、②新たな価値の創造、
③地域貢献・活性化、④made in KITAKUブランド構築です。
　普段から、お互いの職場見学や交流会の実施、他地域の企業グループとの
交流等、幅広く活動しています。北区に縁のある若手経営者の皆様のご参加を
お待ちしております。

場　所：北区豊島3-23-10
　　　　（株式会社ジンナイ内）
問合せ：Tel.03-3911-5121
　　　　Fax.03-3911-5125

北区INFORMATION

トピックス

企業・グループ紹介

長野県岡谷市「21経営者研究会」との交流会
（諏訪圏工業メッセ2017にて）

代表の織戸さん

東京マイスター知事賞HP http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/school/skill/meister/
とんぼ玉工房 海津屋　https://kaizuya.amebaownd.com/
場　所：北区東十条4-7-18-2F　問合せ：Tel.03-3927-2217

Event Schedule イベントスケジュール ※掲載されているイベント、内容、時期等は変更になる可能性があります。

実施期間 イベント名 商店街名（場所） 主な内容
11/21～1/31 ＪＲ北赤羽駅赤羽口駅前　イルミネーション アクトピア北赤羽商店会 点灯時間　日没～24：00

11/22～2/28 ＪＲ赤羽駅西口駅前　イルミネーション 赤羽西口本通り商店会 点灯時間　日没～24：00

11/25～2/28 ＪＲ赤羽駅東口駅前　イルミネーション 赤羽スズラン通り商店街振興組合 点灯時間　日没～24：00

12/1～1/31 ＪＲ十条駅北口駅前　イルミネーション 十条銀座商店街振興組合 点灯時間　日没～23：50

12/1～2/28 ＪＲ田端駅北口駅前　イルミネーション 田端駅通り商店街振興組合 点灯時間　日没～24：00

12/10～2/4 JR板橋駅東口駅前　イルミネーション 滝野川さくら通り商栄会 点灯時間　日没～24：00

12/1～12/25 歳末大売り出し いちょう通り十条駅西口商店会 抽選会

12/1～12/23 歳末大売出し及びガラガラくじ抽選会 赤羽西口本通り商店会 抽選会

12/1～1/31 歳末大売出し 十条仲通り商店会 抽選会、カレンダープレゼント

12/1～12/10 歳末福引き大売出し 神谷銀座商友会 抽選会

12/1～12/31 しーちゃんの歳末福引大売り出し 霜降銀座栄会 抽選会

12/2～12/11 歳末大感謝祭 赤羽一番街商店街振興組合 抽選会

12/4～12/9 歳末大売出し 豊島いなり通り商店会 抽選会、けんちん汁プレゼント

12/4～12/16 歳末謝恩ほっとほっとまつり 滝野川馬場商店会 抽選会

12/4～12/31 お客様感謝祭 豊島中央通り商店街振興組合 抽選会

12/5～1/31 歳末売り出し 西ケ原霜降橋商店街 抽選会

12/9～12/20 歳末大売出し 梶原銀座商店街振興組合 抽選会

12/11～12/16 歳末感謝セール 三岩通り商店会 抽選会

12/22 ふれあい湯とぴあ　柚子湯まつり 区内各公衆浴場 (浴場によって開催日が異なる場合があります) ゆず湯の実施

1/1～1/31 新春御宝銭セール 赤羽中央街商店街振興組合 抽選会

2/1 とよかわ通り豆まきと絵手紙コンテスト 豊川学校通り商店会（とよかわ通り善光寺境内） 絵手紙コンテスト、豆まき




