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本町オリベストリートエリアPICK UP

小泉・たかたおなだオリベストリート

多治見駅周辺～ながせ商店街エリア

新町ビル　　 shinmachi_bldg
MIROKU COFFEEの自家製アイスをmimosa
（菓子/出張喫茶）がアイスサンドにして
限定販売。岐阜県のガラス工房「glass 
studio 三日月」のポップアップと、陶芸作家
の器も展示販売して夏の食卓をご提案

PRODUCTS STORE　　 _products_store
ガラス作家・みずのみさと陶芸家・藤居
奈菜江の二人展を開催。モザイクガラスの
技法を使ったグラスなどが並ぶ。2日間限定
でグランピングダイニング・Eight 8 Camp
がかき氷出店（16:00まで、無くなり次第終了）

たじみえきキタビアガーデン
場所：虎渓用水広場（音羽町1-229）
　17:00~22:00（L.O 21:30）
9/3（土）までの金・土に開催

日替りで5店舗ほどの多国籍フードのキッチン
カーが登場。ライブやダンスなどのパフォー
マンスも楽しめる

KADOYAビアガーデン
場所：陶都創造館（本町5-9-1）
　17:00~21:30（L.O 21:00）
9/24（土）までの金・土に開催

JazzやSoul、Rockなどさまざまなジャンルの
バンドによる生演奏をお届け。音楽とともに
お酒とおつまみを提供

喫茶わに　　 wani_hiraku_02
ハンガリーのフルーツスープから「桃の
スープ」をわに風にしてお届け。ながせ商店
街にあるヤマニ陶器のガラスの器を使用。
ガラスのリム皿に浮かんだ夏の一皿で涼
を楽しんで。（無くなり次第終了）

Cafe de dolce　　 cafe_de_dolce
サクサクなパイ生地のミルフィーユの上に
農家直送のフレッシュな桃を丸ごと1個
のせた「桃フィーユ」（予約不可、11:00~提
供、無くなり次第終了）。8：30~モーニング
営業も。森の中で涼しい朝の時間を

茶屋 木曽馬　　 chaya_kisouma
昨年、十九田町から小泉町に移転した
甘味処。祖父母の思いを受け継いだかき
氷や五平餅、あんまきが味わえる。注文ごと
に抹茶を立てる宇治金時がオススメ。イー
トインスペースあり。テイクアウトも

亀屋製菓舗　　 kameya_seikaho
星空を表現した錦玉（きんぎょく）、溶けない
アイス・葛六菓や冷やし栗きんとん大福
などの涼菓を販売。500円以上購入＋
「四季と器と亀屋の和菓子」という合言葉
で生菓子1個プレゼント（イベント限定）
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多治見市PRセンター
本町5-9-1  陶都創造館1F
Fruits Cafe LUPOSのレモンケーキなど。「絵付けで
楽しむ夏の食卓」では豊泉窯、松尾摂子作品などが並ぶ
　10:00~18:00

カラアゲかどや
本町5-9-1  陶都創造館1F
陶都創造館のテラスで休憩スペース開放。
冷たいペットドリンク販売（無くなり次第終了）
　11:00~19:00

心粋
本町5-9-1  陶都創造館1F
イベント２日間限定。陶都創造館の外で、あま
おうや白いちごのふわふわかき氷ブースが登場
　27日 10:00~15:00　28日 10:00~17:00

井筒
本町5-16
岐阜県重要無形文化財「志野」保持者・林正太
郎氏直営店。和雑貨、ランプハンドメイドも多数
　10:00~18:00

アルティジャーノ
本町5-34-1  タイムビル1F
かき氷や冷たいドリンク、焼き立てのパンを
店内のゆったりとしたイートインスペースで
　8:00~18:00

IRISE antique
本町6-61-1
オーナー自ら国内、フランス、イギリス、インド
などで買い付けたアンティーク、夏の器企画
　11:00~17:00

Feuille
本町6-60  古民家KoyaKoya 1F
涼しげなガラスの器、地元の陶器やタイルを
使ったアクセサリーや小物などの雑貨が並ぶ
　土日祝  10:00~17:00

かどやダイニングandカフェ
本町5-9-1  陶都創造館1F
中華料理人の大将が作る本格杏仁豆腐と
美濃焼のコラボデザート（無くなり次第終了）
　土日祝 9:00~17:00

うつわや多治見
本町5-9-1  陶都創造館1F
おうち時間を彩る美濃焼。店内商品はレジ
にて２割引で販売（一部除外あり）
　土日祝 10:00~17:00

美濃焼の店 まる五いづつ
本町5-9-1  陶都創造館1F
林正太郎、佐藤和次、浜田純理、林健人など
美濃陶芸を代表する作家の作品を販売
　土日祝 10:00~18:00

tsunagu
本町5-15-2
2日間限定ガラスの器が大集合。涼菓のテイク
アウト販売。HUGEL（土岐）TEA HOUSE （江南）
　11:00~18:00

松正
本町5-29
28日（日）のみ極いちごミルクや特濃抹茶
ミルクなどのかき氷を販売。テイクアウト限定
　10:00~無くなり次第終了

KOYA CAFE
本町6-60  古民家KoyaKoya 1F
古民家を改装した複合施設のカフェ。イベント
限定でざるラーメンとクリームソーダを提供
　土日祝 10:00~17:00
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14 ハナタロウ商店
本町6-59-2
ポーヤイ（岐阜）によるタイやベトナムの冷たいアジア
スイーツ、tsukasa wonder mugのマグカップも
　11:00~16:00（8/27-28のみ、夏季アポイント制）

Collection's cafe Lagen
本町6-57-1
美濃焼の器で頂く白玉クリームぜんざい、アン
ティーク調インテリアの隠れ家的なカフェ
　11:00~16:00

三角屋
本町6-10-1
アンバーガラスなどデッドストックのガラス
コーナー。建物は大正時代のカフェの面影が
　土日祝  12:00~17:00

織部うつわ邸
小路町3-2
中庭が広がる茶室でかき氷を提供。築100年
の商家屋に人気作家の器や和雑貨が並ぶ
　10:00~17:30（L.O 17:00）

喫茶ひしや文具店
小路町38
空色のクリームソーダ・マンデリンの珈琲ゼリー
（限定6個）1902年創業の文房具店が営む喫茶
　9:00~18:00（喫茶は16:00まで）※27日（土）のみ

茶菓小
三笠町4-13
6席の小さなカフェで楽しむスペシャルあん
みつ。イベント限定のかき氷も提供
　11:30~17:30

菓匠庵 やまよね
日ノ出町1-15-1
葛バー、水まんじゅう、あんとうふ（予約可） 
明治時代に餅屋として創業した和菓子店
　8:30~18:00

器の店 やままつ
本町6-53
明治9年創業の卸問屋。店内ではいろいろな
美濃焼がお値打ち価格で購入できる
　10:00~17:00

ALLEY CAT CAFE
小路町40-8  NARROWROADBLDG
市役所本庁舎からほど近いカフェ。イベント
限定で冷製パスタとクリームソーダを提供
　10:30~15:45

カネヨ陶磁館
新町1-63
和洋中華食器の卸問屋が路地裏の倉庫を開放
して展示・販売。美濃焼探しのお手伝い！
　10:00~17:00

新町ビル
新町1-2-8
MIROKU COFFEE×mimosa コラボアイスサンド、
岐阜の「glass studio 三日月」展示販売
　12:00~18:00

マルト水野陶器
本町5-2-1  1F
今年６月に多治見駅前から移転。夏にぴったり
のガラスの器を2割引で販売
　9:30~18:00
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26 多治見市文化工房  ギャラリーヴォイス
本町5-9-1  陶都創造館3F
上絵付け体験「myかき氷のうつわ 作りません
か？」10色の陶芸用絵具を使って上絵付け
　受付10:00~ / 13:00~

PRODUCTS STORE
田代町1-59
Eight 8 Campがかき氷出店。ガラス作家のみずの
みさと陶芸家・藤居奈菜江の二人展開催
　11:00~19:00（28日のみ17:00まで）

ガレリア織部
白山町2-222
季節限定のソフトクリーム、かき氷など。アイス
コーヒーなども美濃焼の器で提供
　9:00~17:30（LO 17:00）

ヒラクビル（ひらく本屋）
本町3-25
夏に読んで楽しみたい、ひんやりデザートの
本や夏らしい表紙の本をセレクト
　10:00~21:00（日曜のみ19:00まで）

シュクレ ハーブスタンド
本町3-25  ヒラクビル2F
冷たいロースイーツとシュクレのドリンク、
日進のmakinokoとコラボ
　10:30~ 無くなり次第終了  ※28日（日）のみ

玉木酒店
本町4-46
かまわ庵 漢塾による、かね政のお菓子と冷水
点（冷たい抹茶）、お菓子が無くなり次第終了
　9:00~19:00 （冷水点は10:00~17:00まで）

菓子司 香風かね政
本町4-43
夏の上生菓子や小豆やっこ、葛アイスなど涼
菓を販売、玉木酒店でのコラボも
　9:00~18:30

冨士アイス
本町2-1-5
涼菓はソフトクリームのバニラ・巨峰とクリーム
ぜんざい。テイクアウトのみ
　10:00~ 無くなり次第終了

CHIC…! / SMF
本町1-91  木塚ビル1階
PRODUCTS STOREのマグカップを独自の目線
でピックアップ。無料で冷たい麦茶をご用意
　11:00~20:00

スパイスファクトリー あべべ
本町2-49-7
辛いカレーの口直しにぴったりなカタラーナ。
常時5種類のスパイスカレーが食べられる
　土 11:00~24:00、日10:00~22:00

本屋のとなり 喫茶わに
本町3-25  ヒラクビル1F
ハンガリーのフルーツスープから「桃のスープ」
をわに風に。無くなり次第終了
　10:00~21:00 （日曜のみ19:00まで）

tekolin
本町3-28-1
イベント限定レモネード、プリンなどスイーツ
も販売。店内飲食・テイクアウト可
　10:00~17:00

日本酒食堂 hularito
本町 3-67-3
大人の涼菓「お酒×アイス」。「ゆず×抹茶」
「桃×バニラ」と「甘酒（ノンアル）×紅茶」
　13:00~16:00  ※28（日）のみ無くなり次第終了

豊広あんどう
宮前町２-43-1
廿原のブルーベリーなど季節のフルーツ入り生
クリーム大福、コーヒーやマンゴーのわらび餅
　8:30~18:30
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40 レストラン レヴェリエ
昭和町18
昭和初期のレトロな建物で季節のフルーツを
使ったデザートフラッペ３種を。テイクアウトも可
　11:00~15:00

Teryori Oya てりょうりおおや
住吉町7-29-1  ファインビル住吉III 1F
27日（土）夜 クリームぜんざい、28日（日）
mimosaとのコラボメニュー
　11:30~14:00（L.O）、17:30~20:00（L.O）

フランス菓子 サンドール
虎渓山町７-14-18 
どの席からも森を眺められる店でかき氷、アフォ
ガード、季節のパフェを。テイクアウトも
　8:00~18:00

Cafe de dolce（カフェドドルチェ）
小名田町小滝5-6  アルティストビラージュ内
パイ生地のミルフィーユの上に農家直送の
フレッシュな桃を丸ごと1個のせた桃フィーユ
　8:30~17:00（L.O）

茶屋 木曽馬
小泉町8-25-1
注文ごとに抹茶を立てる宇治金時のかき氷
がオススメ。イートイン、テイクアウトも
　10:00~17:00 

菊寿園
池田町4-35
寒天に葛まぜ流しをした美山清水、枝豆
（ずんだ）餡など涼菓を販売
　8:30~19:00

Terrace cafe 織部
旭ヶ丘10-6-130
上高地の氷を使用したかき氷、自然に囲まれた
テラスと店内には夏の器コーナーも
　10:00~17:30（L.O 17:00）

永保寺 案内所
虎渓山町5-11
虎渓山永保寺の大型駐車場にある案内所。
かき氷のほか、くるみダレの五平餅もオススメ
　10:00~17:00

ギャルリ百草
多治見市東栄町2-8-16
百草カフェで新メニューのコーヒーゼリーララ
フロートなど夏メニューを
　11:00~18:00  カフェ（L.O）17:30

シェ・シバタ 多治見店
太平町5-10-3
期間限定のかき氷・トロピックマンゴー、ミルク
ティー、モンブランなどを販売 ※28日（日）のみ
　10:00~19:30（かき氷は11時~、L.O 19:00）

ラ・メール・ブランシュ
前畑町3-31
冷凍庫で凍らせて食べるソルベ・デ・ビジュー
やフルーツゼリーなど
　10:00~19:00、日曜は18:00まで

Fruits cafe LUPOS
明和町5-13-7
イベント限定の季節のフルーツパフェ。テイク
アウトできる「クラッシュゼリー」なども
　10:00~17:00（L.O  16:00）

笹幸菓子舗
根本町3-27
1961年から営業する和洋菓子店。水ようかん、
マンゴゼリー、シトロンなどを販売。イートインも可
　8:30~19:00
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53 亀屋製菓舗
高根町4-9
溶けないアイス葛六菓や冷やし栗きんとん大福、500
円以上購入でプレゼントも（詳細はPICK UPを）
　8:00~19:00

当日、気温が高くなることが予想されます。水分補給をしっかり行い、熱中症には十分お気をつけ

ください。飲食の参加店でテイクアウト品をご購入の際は、保冷バックをご持参ください。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、マスクの着用、手指の消毒、検温等のご協力をお願いし

ます。発熱、咳、くしゃみ、倦怠感などの症状がある、体調に不安のある場合はご参加をお控えください。

多治見市内の参加店でイベントにちなんだ

かき氷や夏の涼菓、夏の器を販売します。

涼菓と器がコラボした限定企画も。市内を

巡りながら、暑いまち多治見だからこそ

見つかる「夏」を探してみてください。

多治見駅周辺、ながせ商店街、
本町オリベストリート、小泉、たかたおなだオリベストリート

イベントの詳細は、A2 webと
A2 webのインスタグラムで随時更新

主催：たじみDMO  一般社団法人 多治見市観光協会
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カフェ　ド　　ドルチェ

※開催時間は各店の営業時間に準じます
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各店舗のInstagramもチェック！

どちらのビアガーデンも席料無料、ドリンクまたはフードをご注文ください
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