
1



2 3



4 5



6 7



8 9



10 11



12 13



14 15



16 17



18 19



20 21



2322



24 25



26 27



(上)一番人気のオペラケーキ５US$。ショーケー
スの中のケーキはどれも持ち帰りが可能。飲み物
もコーヒーの他にハーブティーやスムージーなど
もあり、種類も豊富。
(左)"グラスハウス"という店名通り、大きなガラス
張りの明るい店内はクラシックな雰囲気。

(上)サワーチェリーの色がかわいいチーズケーキは、濃い目の
コーヒーととても合う。サイズが大きいのものもあるので、みん
なでわいわいシェアするのも良い。

Yammy!

Elegant cake

Rec
omended, Carrot

Cake

favorite!

フランス系NGOが運営するパティスリー学校に併設されているカフェ。
提供されるケーキは、フランス式の素材の味が引き立つケーキだ。生徒が
作るケーキとは言え、フランスのパティシエ直伝のレシピで作るケーキは、
見た目も味も本格的で美しい。ケーキや焼き菓子は全てテイクアウト可能。
軽食メニューも充実しているので、のんびりしたブランチやランチなどに最
適だ。ちょっと小さめサイズのケーキは食後のデザートにぴったりだ。

Bayon Pastry School Coffee Shop
バイヨン・ペストリースクール・コーヒーショップ

NGOが運営する、おいしくて可愛いソーシャルカフェ

市内屈指の高級ホテルパークハイアットのパティシエが作る、生ケ
ーキとホームメイドのアイスクリームは絶品。当店のケーキは甘さも
しっかり、素材の味もしっかりしたスタイル。シェフお勧めのオペラ
ケーキは、アーモンドとチョコレート香る一級品だ。ガラス張りの温
室のようで気持ちいの良いカフェでは食事メニューも楽しめ、美味
しいランチと素敵なデザートを堪能できる。

Glasshouse is a cafe located in the Park Hyatt that one of the �nest luxury 

hotels in Siem Reap. The cakes and homemade ice cream made by the 

�ve-star chef have a �ne sweetness where you can taste the ingredients 

well. The chef's recommended Opera cake is a �rst-class item where you can 

feel the fragrance of almonds and chocolate. You can enjoy a meal menu in 

a cosy café like a greenhouse, enjoy a delicious lunch and a nice dessert.

Glasshouse  -Park Hyatt Siem Reap-
グラスハウス -パークハイアット・シェムリアップ-

ハイクラスホテルのカジュアルティールーム

 アメリカンホームメイドスタイルの楽しさあふれるケーキを販売するオ
ープンエアーカフェ。パティシエのアイディアたっぷりのレシピで作られる
ケーキは、ユニークで心くすぐられるものばかりだ。おススメのキャロットケ
ーキは、コクのあるチーズクリームとキャロットケーキのスポンジが合わさ
って絶妙なバランス。どのケーキもボリュームたっぷりで、食べた後の満足
感は最高だ。店内ではパンやキッシュも販売しており、こちらも美味しい。

An open-air cafe selling American homemade-style cakes full of fun. The 
cakes are made with an original recipe by a pastry chef with a lot of 
unique and inspiring ideas. The recommended Carrot Cake is an exquisite 
balance with a rich cheese cream and a carrot sponge cake. Every cake is 
very voluminous, so it satis�es you long after eating. In the store they sell 
bread and quiches, which are also delicious.

Bakery Bang Bang
ベーカリー・バン・バン

遊び心あふれる、ホームメイドケーキ

国道６号線沿いにある、大きな開口が明るく気持ちの良
いカフェ。まるで誰かの家のリビングのような空間で、リラ
ックスしながらティータイムを楽しめる。ケーキはどれも
華やかだが、小ぶりで甘さも控えめで日本人好み。店内で
はケーキ以外にもクッキーやペストリーも味わえる。中で
もワッフルは、アイスクリームやソースのトッピングが可愛
くおすすめだ。

A cafe that is along the national highway 6 is bright and 
feels like a good space with large windows. You can 
enjoy tea time while relaxing in a space that feels like a 
living room of a friend’s house. Every cake is gorgeous, 
but it is not so big and the sweetness is discreet, so you 
can enjoy it if you are careful about sugar. You can taste 
cookies and pastries besides cakes. Among them, 
waffles are recommended because the ice cream and 
sauce toppings are very cute.

Red Buff Coffee House 
レッドバッファ・コーヒーハウス

プチ贅沢なハイ・ティーを

(上)店内で提供されるハイティーセット。おしゃれなデザイン
のティーセットと合わせると、リッチな気分に。
(右)ゆったりとしたソファセットの席では、大きな窓から外の
緑の景色が見える。自然光が入る気持ちのいい店内だ。

ドリンクの種類も豊富。容量もた
っぷりのおしゃれなジャーマグ
で提供されるのも嬉しい。

A café of the patisserie school operated by a French NGO. They are 
making French-style cakes with a rich taste of ingredients that are 
popular. Although it's a cake made by students, it’s from the recipe of 
a French-educated patissier, so you can enjoy authentic and beautiful 
appearance and taste. All cakes and baked sweets can be taken out. 
The light meal menu is also fulfilling, so it is ideal for relaxing brunch 
and lunch. A slightly smaller cake is perfect for dessert after dinner.

(上)お店だけで食べられる、バナナピラミッド。た
っぷりのカンボジア産バナナと自家製ナッツバタ
ー、パンのコンビネーションが絶妙！おススメドリ
ンクのライムジュースと一緒に。
(右)オープンエアの明るい店内。

(左)新メニューのココナッツ
ムース3US$はカラフルなフ
ルーツが可愛い。

      National 6 Rd, Airport Rd.
      092-595-981
      6:30-22:00              SR②-Ae

      Tapul Road
      098-976-987
      8:00~18:00            SR①-A3e

      Tapul Village
      078-907-903
      8:00~17:30            SR①-B2sw

      Sivatha Blvd
      063-211-234
      9:00~19:00            SR①-B3sw                 

Siem Reap
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