Sweets Festa Gifu 2011 in Yanagase
スイーツコンテスト、やながせスイーツ教室、
スイーツフラッグアート展に
参加ご希望の方は、
（公社）岐阜青年会議所ホームページより参加登録を
行って下さい。参加資格など、詳細はホームページをご参照下さい。

お申し込み
方法

詳細はWebで！

CINEXビル会場
ベストセレクションカフェ
（10:00〜16:00）
岐阜県洋菓子協会
特設ブース

２００８年から続く“ベストセレクションカフェ”！有名スイーツ店が勢ぞろい！
会場でゆっくりくつろぎながら美味しいスイーツをその場でご堪能ください。
ジェラテリア

さかえや

GELATERIA
RACCONTO

岐阜市真砂町３-12

岐阜市美園町2-11

特売日には、大行列のできる和菓子屋さん。
ひんや〜り冷たいやわらかワラビ餅は絶品です!!
あんみつやもちもち白玉の入ったぜんざいもオ
ススメです!!手作りの美味しさを味わってみてく
ださい。

TEL 058-265-5108

名古屋市中村区鳥居通5-5-3

大垣市俵町39番地

東京都渋谷区富ケ谷1-14-9

TEL 052-486-7707

TEL 0584-78-2111

ハートブレッドアンティーク
ハートブレ

とよだや

烏骨鶏信長庵

本巣郡北方町加茂401-10

岐阜市早田大通 2-4

岐阜市宇佐3-5-3
岐阜市宇

TEL 058-324-0557

TEL 058-294-5358

TEL 05
058-213-1004

ブーランジュリー

Boulangerie Dada

マダムシンコ

岐阜市福光西3-14-1

岐阜市清本町7-60-10

大阪市福島区吉野4-20-14

TEL 058-294-3392

〔募集期間〕 6月6日
（月）
〜7月1日
（金）17:00まで

事前申込み制
・岐阜駅より徒歩10 分

ダダ

157

金公園

コンフォートホテル
TEL 058-215-7845

TEL 06-6468-4538
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JR 岐阜駅

岐阜市役所
NTT

岐阜市笹土居町18
コアフィール柴田１階

岐阜市松屋町１７

飛騨市古川町朝開町1219

TEL 058-265-1616

TEL 058-262-0432

TEL 090-3482-4873

岐阜県産の食材にこだわったスイーツ店。
一押しは
特大の飛騨牛乳と岐阜県産農場指定卵にこだわっ
て作られたげんこつシュークリーム。
大きくてゴツ
ゴツした逸品は大迫力ですが、甘さ控えめしかも無
添加で、
あっと言う間に食べきってしまいます。

チャレンジショップ

!
Challenge

将来のパティシエ候補生が、
プロ
の 監 修により商 品 化した夢が
いっぱいのスイーツを販売しま
す。将来の有名パティシエになる
かも!?先取りして味わってみて!!
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日本最古のみりんメーカー九重味醂の「九重櫻」を
利用した味醂スイーツをプロデュースするお店。み
りんの上品な味わいと「照り」に象徴される和の風
味で新感覚のスイーツを提供してくれます。話題の
一品を是非お試しください。

岐阜市役所南庁舎
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飛騨古川から遠路岐阜のまちに涼しさを届けよう
とスイーツフェスタに参加してくれるお店。ひん
やりとしたかき氷と店主自慢のもものジュレでぎ
ふの暑いまちを一気に涼しくしてくれます。
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柳ヶ瀬通り

高島屋

EVENT

MAP
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商工会議所
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岐阜中日ビル

A
徹明町通

スイーツで繋ぐ 支援の輪
東日本大震災からの復興を祈って、東北地方のスイーツをブース出店
いたします。オリジナルカスタードクリームをたっぷりと使い、ふんわ
りとした高級カステラで包んだ宮城銘菓「萩の月」、カステラ生地で黄
身あんを包んで卵形に焼き、ホワイトチョコレートでコーティングした
岩手銘菓「かもめの玉子」、その他お菓子・飲料も販売致します。売上
の一部は義援金として寄付いたします。

4 弥八地蔵

長良橋
通り

飛騨古川来度

（ご利用可能な駐車場の場所は、左の地図に記載）

名鉄岐阜
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山本佐太郎商店

・お車でお越しの方は、このチラシに付いている
ノータイム 500 円チケットをご利用ください。

中央郵便局

アクティブＧ

マダムの思い出詰まったホットケーキをバウム
に再現し、フランス産赤砂糖（カソナード）で
キャラメリゼした昭和ロマンの懐かしさ漂う新
感覚スイーツです。

みのひだ屋

・柳バス
（JR 岐阜駅前発）
【運行時間】10:30〜18:30／ 15 分ごとに運行
【料金】
１乗車均一 100 円

金華橋
通り

必食は「ごまキューブ」。見た目はかわい
必食は「ごまキューブ」。見た目はかわいい食
パンですが、実は濃厚なごまあんの入った、オ
パンですが、実は濃厚なごまあんの入った
シャレなあんパンです。香ばしいセサミ生地と
シャレなあんパンです。香ばしいセサミ生
甘いあんのバランスは絶妙。しかも卵やバター
甘いあんのバランスは絶妙。しかも卵やバ
は一切使っていないんです。

岐阜市近郊の保育園・幼稚園児・小学生から募集した、
食べてみたいスイーツのイラストをフラッグアートにして展示します。

スイーツフラッグアート展
（展示期間：７月23日〜8月7日）

徹明小

PETIT BOULOGNE
DOUBLE
岐阜市・上西郷「棚橋ファーム」の醍醐卵を使用
した練乳生ロールは、生命の基本である餌と水に
こだわった醍醐卵だからこそ出せるコクのある
味わいです。
他にも吟味された素材と旬を大切に
し、
心を込めて作ったお菓子をお届けします。

〔募集期間〕 6月25日
（土）
〜7月15日
（金）17:00まで

この春に岐阜にオープンした若者に人気のスイ
ーツ店、新感覚のとろなまドーナツや高級チョ
コレートをふんだんに使った天使のチョコリン
グは、連日行列ができる人気です。

プティ・ブローニュ ドゥーブル

事前申込み制

名店の味を作ってみよう！

長良橋通り

スイーツ界に革命！古来から美容に良いとされ、王侯
貴族に愛されてきた烏骨鶏。
自社牧場で大切に育てた
有精卵と濃厚な飛騨牛乳をたっぷり使ったスイーツ
はまさにセレブの味。
食べて美味しい！体もお肌もリ
フレッシュする魔法のプリン＆ロールケーキ♪

HEA
HEART
BREAD
ANT
ANTIQUE

7/23,7/30,7/31 13:30〜17:00

① どらやき作り体験：柳ヶ瀬の隠れた名物どらやきを
「ツバメヤ」
さんに
教えてもらいます。
② パン作り体験：柳ヶ瀬の懐かしい味
「LONDON」
さんの美味しいパン
を一緒に焼きましょう！

金華橋通り

北方町の和菓子店とよだやが、今年もスイーツ
フェスタを盛り上げます。名物のみょうがぼち
は連日売り切れの大人気商品。他にも生クリー
ム大福やなまドラなど、新感覚の和菓子で、多
くの世代をとりこに
くの世代をとりこにします。

やながせスイーツ教室

TEL 03-5790-2181
日本における高級チョコレートブームの火付け
役、シェフショコラティエ・土屋公二氏のお店。
世界中の厳選したカカオ豆を原料にした本物のチ
ョコレートが揃います。東京でしか食べられない
チョコレートや人気のマカロンをお届けします。

事前申込み制

〔募集期間〕6月25日
（土）
〜7月15日
（金）17:00まで

ミュゼ ドゥ ショコラ テオブロマ

THEOBROMA

7/23（土）10:00〜12:30

信長に食べてもらいたいスイーツを岐阜柳ヶ瀬商店街振興組合連合会が
公認スイーツとして認定します。
優勝作品は商品化も!?

低カロリー、低脂肪が売りのジェラート店。旬
の食材を一切加工せずそのままアイスにしてい
るため、素材の良さがストレートにアイスに伝
わっています。当日は、お勧めの夏の果物のジ
ェラートをお楽しみください。

御菓子 つちや

2008年の最初のスイーツフェスタから毎回参
加の和菓子の銘店が今回は洋菓子を携えてスイ
ーツフェスタを盛り上げます。和菓子職人の繊
細な感性と洋菓子の魅力が融合したつちやの洋
菓子は売り切れ必至の人気商品ばかりです。

岐阜柳ヶ瀬商店街振興組合連合会公認

スイーツコンテスト

ラコント

スイーツマジック

「スイーツはジュエ
「スイーツはジュエリーの如く」
をコンセプトに美
味しさと美しさの両方を追求し、極上プリンを作
り上げました。
ブラックココアを用いたふんわり
とした生地に、純生クリームを包み込み、口どけが
柔らかく、
さわやかな味に仕上げています。

検索

柳ヶ瀬あい愛ステーション

TEL 058-251-3855
洋菓子協会に加盟する岐阜の有名スイーツ店が
各店自慢の限定スイーツを持ち寄ってスイーツ
各店自慢の限定ス
フェスタに参加してくれます。スイーツフェス
フェスタに参加し
タでしか味わうことのできない美味しさをぜひ
タでしか味わうこ
お楽しみください（イートイン限定）。
お楽しみください

スイーツフェスタぎふ

ドンキホーテ
スイーツフラッグアート展
開催地

金神社

文化センター
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円徳寺

日ノ出町幻まつり開催地
やなぶら楽市 開催地
冷茶ふるまい

