TAJIMI GOURMET④

TAJIMI GOURMET④

市内にはお洒落なカフェや多くのファンを抱えるベー
カリーが点在。地元住人に愛される憩いの場です。多

うながっぱ

治見散策の合間の休憩や小腹が空いたときにどうぞ。

芸術的なミルクレープ680円

ランチプレート1,380円ほか

遠方ファンも多い人気店

しろくまサンド440円

ゆったりとした空気が流れるカフェ

タイル三昧のお洒落なカフェ

視覚と味覚で楽しめるパンの虜に

美味サンドイッチと名物クリームパン

ナチュラルな雰囲気の店内で、野菜たっぷりの大満
足ランチ、SNS映え間違いなしのミルクレープやフ
ルーツ紅茶などが味わえるカフェ。

タイルメーカー日東製陶所がプロデュース。14万個の
タイルで彩られた店内にはタイルの体験工房（SWAN
工房11：00〜17：00、コースター500円）も。

ピエニュ＝「素足」。靴を脱いだときのようなほっとし
た心地よさを感じるパンが並びます。四季折々の味
が楽しめるデニッシュも好評。

こだわりいっぱ いな贅 沢 具 材 のサンドイッチが多
数。無添加で手作りの具 材を使 用。菓子パンや総菜
パン、名物クリームパンなども人気です。

cafe zakka hinatabocco
多治見市宮前町2-38

MAP B-3

MAPをチェック

0572-22-2270

SWAN TILE Cafe
多治見市旭ヶ丘10-6-15

営 11：00〜18：00

MAP E-2

HPをチェック

0572-26-9516

火

ショートケーキ550円〜

パンブティック・ピエニュ

MAP D-3

HPをチェック

多治見市住吉町7-29-6 ファインビル住吉Ⅱ205
0572-56-5538 営 9:30〜18:30
（売り切れ次第閉店） 火、水

営 11:00〜17:00
（L.O16:30）、17:30〜完全予約制

水、第2火

KOTTU（コッツ）
多治見市太平町2-5-1 1F

MAP D-2

HPをチェック

0572-24-4456

営 10：00〜18：00
（売り切れ次第閉店）

日、第3月と翌日

ノイ！プレート
（パンとカレーのプレート）
1,210円

かわいい青色のドアが目印。コルネ183円

旬のフルーツたっぷりスイーツ

自家製発酵パンと本格スパイスカレー

お洒落な店内と可愛いパンがたくさん

寛ぎ空間で穏やかな時間を旅する

女性に人気を集めているカフェ。フレッシュ生ジュー
スに、こだわりのケーキやサンドイッチ、贈り物にも
おすすめな本格焼き菓子もあります。

土岐 川沿いの築110年の建物をセルフリノベーショ
ンした店。音楽を聴きながら、本を読んで、まったりと
カフェの時間を過ごせます。

有名なコルネは、サクサクのデニッシュ生 地で程よ
い甘さのカスタードクリーム。ハード系からふわふわ
系まで美味しいパンが並びます。

無垢材の温もりを感じる優しい雰囲気の店内。多彩
に揃う自家焙煎のコーヒーと手作りパンが好相性で
す。コーヒー豆とパンは購入も可能。

Fruits cafe LUPOS
多治見市明和町5-13-7

MAP E-2

0572-26-8893

営 10:00〜17:00
（ランチ11:30〜14:00）

木、日

たびメモ
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公式サイト

多治見市
マスコットキャラクター

HPをチェック

cafe NEU!
多治見市昭和町19 -1

MAP A-2

0572-51- 4112

営 木土日11:30〜17:0 0
（金17:0 0〜22:0 0）

月、火、水

HPをチェック

ハチパン
多治見市太平町1-14-1

MAP A-1

0572-24-3101

営 9:30〜18:30
（売切次第終了）

日、月

MAPをチェック

旅行ブレンド

Jikanryoko
多治見市池田町5 -142

500円

MAP D-2

MAPをチェック

0572-51-5289

営 10:0 0〜18:0 0

月、第2･4日

多治見を流れる「土岐川」は、お隣の春日井市では「玉
野川」、愛知県では「庄内川」に名前が変わるうな！
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TAJIMI GOURMET⑤

TAJIMI GOURMET⑤

観光を締めくくるお土産選び、
ちょっと疲れたときの甘
いもの。せっかく買うなら美味しいものがいいですよ

7 シェ・シバタ多治見

8

MAP B-1

多治見市観光大使の柴田武氏でおなじみのパティ
スリー。素材・技法、食感や見た目にまでこだわりが。

ね。
人気店の定番商品からいま話題のものまで紹介。

多治見市太平町5 -10 -3
火

0572-24 -3030

多治見市宝町10 -24

2

栗・バター入りどら焼き150円

山帰来麩まんじゅう160円

9 ラ・メール・ブランシュ
多治見市前畑町3 -31

うながっぱ美濃初衣184円

栗大福（9月〜5月販売）240円

うながっぱまんじゅう125円

11

MAP A-3

ふっくら生地に、栗を沢山入れた粒餡とバターを
絶妙なバランスでサンドしたどら焼き。
多治見市新町1-2- 6
0572-22-1088
水、第3木

3 御菓子処 松谷園

MAP D-3

多治見市住吉町3 -53 -2
0572-26 - 8565
水、第3火

多治見市滝呂町10 - 8
0572-22- 4591
営 9:0 0〜19:0 0
水、第3火

13

4 御菓子処 港屋

MAP C-3

厳選された大粒の栗とつぶ餡をやわらかい餅で包
んだ逸品。全国菓子大博覧会で名誉総裁賞を獲得。

11

0572-22-1668

営 8:30〜19:0 0
MAP C-3

老舗の多治見銘菓。米油で揚げてあるのでサラッ
と軽く、甘さ控えめの餡との相性が絶妙です。

自然素材のかりんとう

村瀬のたじみあられ238円

12

精進かりんとうの
人気5種セット1,080円、
蒲焼の味蒲焼かりんとう324円

MAP A-3

もちもち、ふんわり、つるり食感の生地に自慢の
餡。ほのかな麩の香りがアクセントに。

多治見市滝呂町1-70
月

営 9:0 0〜19:0 0

手焼きバームクーヘン1,782円〜

定番人気の焼き菓子
贈り物におすすめ

手づくりの風 味 が
懐かしい

営 8:30〜18:0 0

多治見市の花、桔梗の形のこし餡にきな粉と抹茶を
まぶした和菓子。昔から変わらない美味しさです。

5 菓子処 やまもり

10

上品で奥深い美味しさ

2 菓匠庵 やまよね

多治見市日ノ出町1-15 -1
0120 - 046 -543
水、第3火

営 9:0 0〜18:0 0

苺のミルフィーユ486円

サクサクパイと苺&
濃厚クリームで大人気

フリアン237円

うながっぱの焼き印が
愛らしく、幅広い
世代から人気

香ばしくカリカリ食感が
大人気の揚げ饅頭
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9

かりんとう饅頭130円

1 和菓子処 梅園菓子舗

8

自慢の焼き菓子
幸せになる美味しさ
6

5

多治見市虎渓山町7-14 -18
0572-25 -1211
水（他月2回の木休みあり）

営 8:0 0〜18:0 0

五感で楽しめる
スイーツに出合える

県外リピーターも多い
伝統的な和菓子

ほっこりした優しい
口当たり、お土産にも人気！

MAP E-3
フランス菓子 サンドール
手焼きバームクーヘンや全国菓子大博覧会で名誉総裁
賞を受賞したダックワーズなど、美味しいスイーツ揃い。

クー・デ・ボワ550円

日経どら焼き
ランキング全国6位

3

0572-24 -3680
月

営 10:0 0〜19:0 0※日、
祝は18:0 0まで

7

4

10

MAP A-1

創業以来、変わらぬ美味しさ、飽きのこない味。フリアンは
アーモンドパウダーと焦がしバターが香ばしい焼き菓子。

さっぱりとした甘さ、
上品な味わいの麩饅頭

不動の1番人気！
新感覚のどら焼き

0572-25 -7737
火、第3月（祝日の場合は翌日）

営 10:00〜19:30（イートイン18：00）

営 10:0 0〜19:30

1

パティスリー・エ・カフェ グランディール MAP D-2
20年以上続く人気フランス菓子店。ケーキのほかショ
コラ、焼き菓子など。2階にサロンスペースもあります。

6 豊広あんどう

MAP B-3

多治見市宮前町2- 43
0572-22- 4672
営 8:30〜19:0 0
月、火（祝日は営業）

13

地酒の仕込み水で
作ったサイダー

MAP D-2
株式会社 たじみあられ
うるち米を蒸すところから始まり生地から手作り。
多治見土産の定番として親しまれています。

多治見市宝町4 -135

うながっぱの箱入り10個1,410円もあり、日持ち
もするのでお土産におすすめです。

14 やくもサイダー4種各230円（税抜）

もみじ茶700円、もゆるは
もみじスパークリング350円
もゆるは もみじ茶1,620円

0572-22-1520

MAP D-2
株式会社もみじかえで研究所
無農薬栽培されたもみじ葉を日本茶の深蒸し製法
を応用して製茶。
多治見発のオンリーワン商品です。

多治見市廿原町787-1

0572- 44 -7950

12 虎渓山 風林堂

MAP E-3

甘さ控えめ、精進料理をテーマに、自然素材にこ
だわった手づくりのかりんとうです。
多治見市虎渓山町6 - 45 -3

0572-23 - 0216

14 ショップ＆ギャラリー MI-NO
※取扱店

MAP D-4

ご当地ポップカルチャー「やくならマグカップも」と、
老舗の酒造販売メーカーがタイアップした商品です。
多治見市東町4-2-5 セラミックパークMINO内

0572-25 - 4959
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4月の第2土・日曜日
毎 年 県 内 外から人 が
訪 れ 賑 わう 春 の 風 物
詩 。廉 売 市が 開 かれ 、
様々なやきものと出合
えます。

陶器にまつわるイベントが盛り沢山。
せっかくの多治見旅行です、イベントと
合わせて楽しみましょう！

8月1日に近い日曜日（変更の場合あり）

たじみ陶器まつり
本町オリベストリート
(多治見市本町5〜6丁目)

3年に1度の秋の期間（2021年開催）

音 楽 に合 わ せる
ミュージック花 火
が 見も の 。夏まつ
りで は 、ダ ンスコ
ンテストも行われ
ます。
みんなでてりゃあ夏祭り&

多治見市制記念花火大会
陶都大橋〜国長橋

10月中旬

#桜 #土岐川 ＃多治見 #橋

#街角スナップ #ながせ通り
#誰かに見せたい風景

@kazumotokato

@tajimi̲ofﬁcial

@berry̲lpplmlk

3 年に一度 開 催さ
れる世 界 最 大 級
の 祭 典。世界 各 国
の陶磁器作品が
展示されます。

国際陶磁器フェスティバル美濃
セラミックパークMINO

他

10月中旬
市之倉町を挙げて行わ
れます。一帯の窯元 巡
りや 作 家によるクラフ
ト市が見どころです。

陶の里フェスティバル
in市之倉
市之倉町一帯

(市之倉さかづき
美術館周辺)

10月中旬

陶芸家による作品
展示や地元窯元
の 陶 磁 器 販 売を
通して美濃焼の魅
力を発 信。

美濃焼祭

たじみ茶碗まつり
多治見美濃焼卸センター

#虎渓山永保寺 #グラデーション
#もみじ #紅葉

「#tajimihot」は多治見の
魅力を発信するハッシュタグ。
気になるスポットに
行ってみましょう！

@takeonihei0514

#タイルの町笠原 #五平餅
#アットホームなお店
@hasetenten

みのやきさい

多治見市音羽町〜本町(JR多治見駅周辺)

11月3日（祝）
美濃焼の大廉売
市や蔵出しセール
が 行 われます 。大
抽選会や催し物も
同時開催。

美濃ゆかりの武将
やその奥方が道を
練 り 歩 くパ レ ー
ド 。駅 前 でイベ ン
トも開催。

多治見まつり
多治見市役所〜JR多治見駅間

※開催年によって日程の変動があります。多治見市のホームページでご確認ください。
※行事については、感染症拡大の状況によって、日程の変更や開催されない場合があります。
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#tajimi #たじみ #多治見
#tajimihot

＃tajimi ＃tajimihot ＃タイル
＃多治見観光

#ひらく本屋東文堂本店
#ながせ商店街 #多治見駅前

#ギャラリーヴォイス #素敵な空間
#陶器好き #モダンアート

＠tono.trip

@nagasaki1959

@nayunayuh
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