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シャンドワゾー

（Chant d'Oiseau）
10:00～19:00 日曜日 川口市幸町1-1-26 048-255-2997

https://www.chant-

doiseau.com/

アルカイク

（ArchaIque）

[月～土]9:30～19:30

[日･祝]9:30～19:00
木曜日 川口市戸塚4-7-1 048-298-6727

シャンドワゾー・グラシ

エ・ショコラティエ
10:00～19:00 火曜日 川口市栄町2-2-21 048-299-2189

https://chant-

doiseau.com/

メレンゲ 川口店 10:00～22:00 (L.O.21:00)
川口市並木元町1-79 アリ

オ川口 ル 3F
048-252-7571

http://www.merengue-

hawaii.jp/

ドルチェメンテ

（Dolcemente）
10:00～19:00 火曜日 川口市領家3-13-11 048-229-3456 http://dolcemente.co.jp/

パティスリー ユリ 10:00～19:00 月曜日 川口市幸町3-10-14 048-299-4766
http://patisserie-

yuri.com/

太郎焼本舗 10:00～21:00 火曜日
川口市栄町3-7-1 かわぐ

ちキャスティ 1・3F
048-251-5455

http://www.tarouyaki.co

m/

村田屋 9:00～18:00 水曜日 川口市西川口6-8-33 048-252-1739
https://muratayabaum.t

hebase.in/

ヒマワリ 10:00～20:00 月曜日 川口市栄町2-1-11 1F 048-229-1304
http://www.patisserie-

himawari.com

サンヴェール 本店 9:30～19:00 水曜日 川口市西青木5-10-27 048-253-7443
https://www.sunverl.co

m

パティスリー アンパ

ルフェ
9:30～19:30 水曜日 川口市川口1-4-4 048-222-5720

https://www.facebook.c

om/patisserie.imparfait

千奈利 10:00～20:00 木曜日 川口市並木3-5-22 048-252-2349

http://www.saitama-

j.or.jp/syougyou/genki/s

hop/c4002_wkashi.html
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シュルプリーズ 東川口⾧

蔵店

[火～土]9:00～20:00

[日・祝]9:00～19:00
月曜日 川口市⾧蔵2-1-15 048-290-2525

http://www.surprise-

saitama.jp/index.html

パティスリーアプ

ロッシェ
10:00～20:00 水曜日

川口市本町2-6-17 プラ

ティーク・ONE
048-446-9023

https://www.instagram.

com/patisserie_approch

er/

カパティ 11:00～17:00 火曜日
川口市本町2-6-18 ロイヤ

ルコーポ 1F
048-299-4363

http://ameblo.jp/cuppat

ea-koucha/

伊勢屋 川口市並木4-3-28 048-255-6580

梅乃家 9:00～18:30
日曜日・第3土曜

日・祝日
川口市栄町1-18-9 048-253-2614

増廼家 9:00～19:00 水曜日 川口市朝日1-24-7 048-223-8986
http://masunoya.jimdo.c

om

smile 11:00～23:00 不定休
川口市西川口1-4-19 西川

口ビル 1F
048-234-5615

https://www.pictosee.co

m/smile.cake_/

町の小さなケーキ屋

さん おおはし
10:00～19:30 木・第3水曜日 川口市里416-1 048-286-9064

デイジイ 本店 8:00～19:00 なし 川口市弥平2-9-17 048-227-6060
http://www.daisy1962.c

o.jp/

こうやずし 10:00～19:00 月曜日・火曜日 川口市戸塚東1-2-19 048-296-7905

森屋菓子店 9:00～19:00 日曜日 川口市仲町16-2 048-251-3961
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パティスリーナ

チュール
10:00～18:30 月曜日 川口市川口4-5-3 048-258-3328

http://www.tasukaru.ne.jp/tasu

karu/saitama/home/pickup/nat

ure/nature.htm

フランス菓子アニッ

ク
10:00～19:00 不定休 （月 or 火） 川口市南鳩ヶ谷5-19-26 048-286-4600

http://www.geocities.jp/

patisserie_annick/

すいーつばたけ 本店 10:00～18:00 日祝日 川口市安行1132 048-291-5047
http://kawaguchi-

saitama.mypl.net/shop/0000002

9077/

西川風月堂 9:00～20:00 木曜日 川口市西川口3-30-15 048-253-5091

トイ トイ トイ ア

パートメント

11:00～16:00（平日）

11:00～17:00（土日）
月曜日、火曜日 川口市安行領根岸2004 048-499-1128

https://www.instagram.com/toi

toitoi_diy/?igshid=1ej9op29wsi8

b

松鶴堂 9:00～17:00 木曜 川口市大字木曽呂646 048-296-6173

船田製菓 9:00～19:00 日曜日・祝日 川口市青木2-10-16 048-253-5068

源吉 8:00～17:00 月曜日 川口市安行原2363 048-295-0952

中ばし 9:00～19:00 火曜日 川口市桜町2-5-16 048-282-1425

三幸菓子舗
[火～土] 8:30～18:00

[日] 8:30～16:00
月曜日 川口市領家3-9-8 048-222-6227

おかき処 虎笛 10:00～19:00 不定休 川口市戸塚3-32-12 048-294-3535

まつしま和菓子店 9:30～18:00 火曜日 川口市鳩ヶ谷本町3-7-10 048-285-6341
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ミモザ ハウス ス

ウィーツ
11:00～16:00 水曜日・日曜日 川口市鳩ケ谷本町4-1-43 048-229-8660

http://www.mimosa-

house-sweets.net/

喜田家 川口新堀店 川口市大字新堀922 048-296-2256

賽月堂 9:00～19:00 木曜日 川口市川口4-11-6 048-251-5079

サフラン 川口市芝5041 048-265-8265

十勝甘納豆本舗 末広

店
9:00～19:00 川口市朝日1-10-1 048-225-0147

http://www.tokachi-

tachibana.co.jp/

菓匠 清閑院 川口赤井

店
10:00～19:00 川口市赤井2-5-12 048-287-4850

http://www.seikanin.co.j

p/

hana 9:30～19:00 不定休 川口市宮町5-35 048-299-7587

華菜実 9:00～17:00 土曜日・日曜日 川口市末広1-13-10 048-224-6711

菓子工房とかふぇく

るみ
11:30～18:00

水曜日・日曜日・

祝日
川口市西川口2-7-14 048-259-2065

http://cafekurumi.haten

ablog.com/

だんごのオカダ 鳩ヶ

谷店
9:00～18:30

月曜日・第3火曜

日
川口市三ツ和1-9-29 048-286-2711

福家 9:00-19:00 火曜日 川口市辻767-8 048-283-0298

chocolaterie S'more 12:00～18:00
木曜日、金曜日、

土曜日
川口市中青木5-5-26 070-1363-6582

https://chocolateriesmore.shop

/
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岡の屋 9:30～19:00 火曜日 川口市桜町6-3-2 048-281-4325

パティスリーナナ 10:00-19:00 水曜日 川口市戸塚2-24-11 048-229-1718
https://www.instagram.com/pa

tisserie_na.na/

シフォンケーキ&コー

ヒーショップ ロミ
10:00～18:00 不定休 川口市西新井宿580-2 1F 048-291-8795

https://chiffon-

romi.com/

久遠チョコレート 川

口店
10:30-19:30 川口市大字安行藤八315 048-420-9328

https://www.instagram.

com/quonkawaguchi/

けやき最中 渡邉屋 東

川口店
10:00～18:00 日曜日 川口市戸塚東1-12-3 048-297-0372

梅月堂菓子司
11:00～14:00

17:30～21:30
月曜日 川口市飯塚2-9-30 048-252-6670

ひらぎ菓子店 9:00～19:00 月曜日 川口市弥平1-17-12 048-223-3402

名倉園 9:30～20:00 不定休 川口市鳩ヶ谷本町1-14-18 048-281-3501

おやつ工房 ぺんぎん 10:00～18:00 月曜日、日曜日 川口市戸塚東3-28-14
https://www.instagram.

com/penguin_9122

※ポスター掲載協力店はシャンドワゾー様、ドルチェメンテ様となります。

※営業時間等については、ホームページ等確認のうえお買い求めください。


