KOGAN E I
OSA N PO
M AP

1

小金井の風景を取り入れた創作和菓子

小金井市本町 1-10-5
http://koganei-naraha.com

2

製 作・発 行

満開の花で季節を感じたり。
そこかしこに自然があふれる、
小金井市。
市内には、
暮らしに寄り添う
すてきなお店もたくさんありま
す。
のんびりお散歩しながら、
巡ってみませんか？

桜天然酵母パン びおりーの

秋田美桜酵母を使用したパン屋さん

小金井市本町 1-20-2
https://violino.tokyo
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4

オーブンミトン

E

黄金の水
 地蔵境内の井戸から汲み上げる天然
六
水は、「黄金の水」と呼ばれています

B

地域のイベントが開催されることも

F

天神橋
こ
 こから眺める桜は見事。 川べりの遊
歩道をお散歩するのもおすすめ

C

G 小金井公園

はけの森美術館

都内屈指の広さを誇る、 都立公園。

H

はけの小路
 下水路沿いの細い散歩道。 川のせせ
地
らぎ、 緑の茂みに癒されます

https://www.instagram.com/wagashi_minori

チョコファニー

PETAL

1 本から買えるお花と雑貨

https://www.instagram.com/konomimori

ヨシタ手工業デザイン室

キィニョン 武蔵小金井ののみち店
小金井市緑町 5-3-45
http://quignon.co.jp
ワイルド

〒184-0004 東京都小金井市本町 1-12-6（ JR 武蔵小金井駅より徒歩 5 分 ）

042-387-5555

PC/ スマホから「タカキホーム」で検索

www.takaki-home.net
タカキホーム

ブロッサム

スペース

カフェ

16 ocio Healing space&Cafe

自家焙煎カフェ＋リラクゼーションサロン

17 コガネイチーズケーキ

合成甘味料・添加物不使用のチーズケーキ

ホステル

旅行者とローカルコミュニティを結ぶホステル

小金井市中町 4-15-14
https://wildcherryblossomhostel.com

11

小金井市中町 2-13−10
https://www.facebook.com/nishimakigohan

小金井市東町 4-42-3 エクセル東小金井 B1
https://cake.koganei-wai.com

10 Wild Cherry Blossom Hostel

W B 工 法を採 用した 強くて長 持ちする木 の 注 文 住 宅・リフォーム

タカキホーム 武蔵野スタジオ

チェリー

18 菓子工房 ビルドルセ
名物、黄金井パフを販売

小金井市東町 4-38-17
http://builddulce.com

ムジナの庭

福祉施設の新しい形を提案

小金井市中町 4-12-18
https://www.atelier-michaux.com

魚沼産コシヒカリ100% 使用の三角おむすび

小金井市東町 4-38-28
042-203-2083
アトリエ

テンポ

21 atelier tempo

JR 高架下にある、作り手によるアトリエ兼ショップ

小金井市梶野町 5-10-58

絵とデザイン ヤマコヤ

紙布雑貨の販売やワークショップの開催
ドッグデコ

dogdeco HOME

ペットまわりの商品いろいろ

あたらしい日常料理 ふじわら
料理家が提案する、家庭料理と瓶詰め調味料

http://nichijyoryori.com

22 珈琲や 東小金井工房

小金井市梶野町 5-10-58-E04
http://coffeeya.co.jp

ベジタリアンな古民家カフェ

ヒーリング

20 東小 おむすび さんかく

焼きたて豆が買える、ロースタリーカフェ

小金井市緑町 1-1-23 大洋堂書店内
https://www.ociocafe.com

手作りパンとスコーンのベーカリーカフェ

夏涼しくて冬暖かい、家族が元気になる家。
新築・リフォーム・耐震診断 、お気軽にご相談ください。

小金井産野菜を使ったメニュー

小金井市中町 1-11-3
http://hakenomori-cafe.net

オシオ

小金井市緑町 5-3-18
https://wurst-koenig.tokyo

9

14 musashino はけの森カフェ

15 にしまきごはん

ケーニッヒ

小金井市東町 4-43-10 桜ハウス3 号室
https://nichiyouhin-to-okashi-sofar.com

https://dogdeco.jp

ペタル

和風ジェラートおかじTOKYO

ギフトにもぴったり！季節の焼き菓子

https://yamasakikaoru.net

土曜・時々木曜のみオープン。 四季の生菓子

CHOCOFUNNY

19 日用品とお菓子のお店 sofar -ソファ-

コミュニティステーション東小金井

季節の和菓子 みのり

自家製ソーセージショップ＆レストラン

江戸東京たてもの園

文
 化価値の高い建物が並び、 レトロな
街並散策を楽しめます

https://tinylittlehideout.com

http://www.de-cha-ya.com

小金井市緑町 5-4-24-113
https://www.yoshitadesign.com

桜の名所としても有名です

スプンフル

御菓子司 三陽

暮らしの道具をデザイン・販売

8

ハイドアウト

直火焙煎のまろやかなコーヒー

小金井市本町 5-4-29
https://www.okaji-ice-tokyo.com

くじら山
武蔵野公園内にある丘。 小さいながら、

リトル

デチャヤ

小金井市本町５-３１−５
http://chocofunny.com

7

地元で長く愛されてきたレトロなストア

小金井市前原町 5-8-3

出茶屋

オーガニックチョコレート専門店

頂上からの景色はとびきり気持ちいい！

 さな森の中の美術館。 年４回ほど展
小
示が変わります

D

武蔵野公園
野
 川沿いにある自然な姿が残った公園。

13 丸田ストアー

小金井市本町 1-12-13
https://ovenmitten.com

日本の素材を取り入れたジェラート

A

小金井市前原町１−１４−３
https://www.wisemancoffee.com

季節の焼菓子と異国を感じるデリ

小金井市本町２-9−10
042-383-7400

6

コーヒー

海外仕込みのバリスタが活躍するカフェ

タイニー

創業５０年の老舗和菓子店

5

マン

12 WISE MAN COFFEE

tiny little hideout SPOONFUL

レシピ本も多数、ケーキと焼菓子の名店

小 金 井 お さ ん ぽ マ ップ

川のせせらぎや虫の音に耳を傾
けたり、
草むらにゴロンと寝そべったり
、

ワイズ

和菓子処 ならは

23 かぶとパン・かぶとめし
パンとお弁当のテイクアウト

小金井市関野町 1-10-11
https://kabutopan-meshi.storeinfo.jp
アンティークス・エデュコ

24 antiques-educo

和洋アンティーク家具、古道具の販売・買取

小金井市関野町 1-4-6 デミールハイツ1F
https://antiques-educo.com
マート

25 MA-TO

高架下にある食とものづくりのシェア施設

小金井市梶野町 1-2-36
https://ma-to.jp
みちくさ

ヒュッテ

26 道草 Hütte

そば粉のガレット・キッチンカー

小金井市梶野町 1-2-36 MA-TOガレージ
https://www.michikusahutte.com

タカキホーム HP にて、 各店舗を写真とともに
詳しくご紹介しています。 ぜひご覧ください！
営業時間・定休日などは、 各店舗のサイトにてご確認ください
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