
あなたの「推しスイーツ」を見つけて!

※店舗ごとに出店時間が異なります。
※販売数はお店によって異なり、
　売り切れ次第終了する場合がございます。
※掲載写真はすべてイメージです。

※イベント内容や出店店舗、出店時間、
　出品内容は予告なく変更となる場合が
　ございます。ご了承ください。

夫婦で営むパンとコーヒーのお店。草津市屈指の人気
スポット、草津川跡地公園ai彩ひろばにお店を構える。
国産小麦のみを使い極力添加物を控えた、身体にも心
にも優しいパンが並ぶ。「パンで滋賀を盛り上げる！」と意気込む
オーナーのおすすめは、発酵バターを使用したクロワッサン。
　　　　　　　「サクッ」「パリッ」と召し上がれ。
　　　　　　　　県外の熱いファンも多いカヌレも出品予定。
　　　　　　　　　 外はカリっと、中はしっとり、人気の秘密を味わ 
                              ってみてはいかが？ 

クロワッサン

bake＆coffee ampersand
＼お店の情報／

住所 草津市北山田町3267-4
strawberry factory内
営業時間 10:00～17:00
定休日 月～木曜日

15:00
〜
19:00 広大な田園風景に佇む人気のカフェ。こだわり

　のエスプレッソとサンドウィッチがいただける。
　　草津市内の「こはる農園」で栽培された希少ないちごを
　　　ふんだんに使用した「苺のフルーツサンド」は売り切
　　 れ必至の人気商品。いちごを包む食パンは「最高の食
　　パンで。」ここにもオーナーのこだわりが光る。ホイップクリ
　 ームは甘すぎず、あっさりと。どこまでもいちごの美味しさが追
及された自慢の逸品を是非。
　　　

こはる農園の
　苺のフルーツサンド

NICOLAO
Coffee and Sandwich Works

＼お店の情報／

住所 草津市下笠町3203
営業時間 9:00～16:00
定休日 毎週火曜日
　　　 第１・第３月曜日

17:30～
しぼりたて厳選和栗モンブラン
アーリーアメリカン調の内装で異国感ただようレストラン、
「オールデイダイニング リバティー」。シェフ自慢の料理を
リーズナブルに味わえる人気店の新たな看板メニューが
「しぼりたて厳選和栗モンブラン」。名だたる賞を獲得してきたシェフ　　
　　　　　 　　たちが探し求めて出会ったのは、熊本産の和栗。
                             温度管理を徹底することで最高の鮮度が
　　　　　　　　　　　 保たれており、和栗本来の味わいが
                                   最大限に引き出される。しぼりたてを
　　　　                      いただける贅沢なひとときをどうぞ。　　

オールデイダイニング リバティー

＼お店の情報／

住所 草津市西大路町1-27
営業時間 11:00～22:00
                        (L.O.21:00)
定休日 無休

15:00
〜
18:00

ホテルボストンプラザ草津

トゥンカロン

CAFÉ REED
＼お店の情報／

住所 草津市下物町1091
営業時間 平日 11:00～16:00
             土日祝 10:00～17:00
定休日 月曜日・火曜日

烏丸半島は琵琶湖博物館の近くに佇む、脱プラ・ボタニ
      カルカフェ。いつもにぎわう店内はワンちゃん連れOK。　　　　
                マカロンにクリームをたっぷり挟んだ新感覚
                     スイーツ「トゥンカロン」は、可愛すぎる
                    　ビジュアルに注目。ついつい写真を撮りたくなる。
　　　　　　　  新商品のグルテンフリーの焼きドーナツからも
　　　　　　　  目が離せない。米粉を使っているので、みんなで
                      楽しめるのが嬉しい。
　　　　　　

15:00
〜
19:00

フィナンシェ
15:00
〜
19:00

2022年11月24日、旧中山道沿いにオープン。
「菓子の道を志したことを忘れずに」との想いを込めた
               屋号からは、オーナーのこだわりが伺える。
　　　　　　人気のフィナンシェは、プレーン、ショコラ、
　　　　　　　キャラメン、ピスタチオの４種が楽しめる。カリカリに
　　　　　　　 焼き上げられたフィナンシェをひと口ほおばれば
　　　　　　　 中はしっとり。人気の秘訣、ここにあり。
　　　　　　　ロールケーキやジャースイーツも出品予定。
　　　　　　「菓子道」に想いを馳せながらいただくのも良い。

菓子道　に志むら 
＼お店の情報／

住所 草津市渋川１丁目7-3
　　 シャーメゾンサプライム1F 105
営業時間 11:00～18:00
定休日 日曜日・月曜日・火曜日

焼きタルト

Sweets works アラベスク舎 
＼お店の情報／

住所 草津市野路東５丁目25-19
営業時間 11:00～18:00
定休日 木曜日

15:00
〜
18:00

ショッソンポム
　　　　　 東海道と中山道が交わる町、草津。その合
　　　　　　流地点に佇むのは『L'esprit du Pain』。
　　　　　　　フランス語で「パンの精神」という意味だ。
　　　　　　　パリで修行したオーナーが作りだすパンが
　　　　　　　ずらっと並ぶのは、フランスのベーカリーを彷彿とさせる
　　　　　　カウンター式のショーケース。人気の「ショッソンポム」は
　日本でいうアップルパイだ。艶やかなパイ生地に包まれているのは、
　甘酸っぱいリンゴのコンポート。パリッとしたパイと
しっとりリンゴのマリアージュをご賞味あれ。「ガトー
ナンテ」「ガトーショコラ」など出品予定。

華ようかん

ペンギンファーム
＼お店の情報／

草津市内外の物産展や道の駅などで販売中。　
問い合わせ先 077-558-7703

L’esprit du Pain 
＼お店の情報／

住所 草津市草津１丁目3-14
営業時間 7:00～19:00
定休日 月曜日（不定期）・火曜日（毎週）

15:00～色とりどりのようかんの中に、色鮮やかなゼリー
  が浮かぶ「華ようかん」。モチーフは四季折
　　々 の花や自然。季節の移ろい感じる、和菓子
　　　　  の楽しさも感じられる。見てよし、味わって良しのようかん
　　　　  たちの可愛さに、つい目移りしてしまう。家族や友人
　　　　  へお土産にも最適だ。 　　  　　　　
             その他にも、みたらし団子や、つくりたての温かいお　
　　　　 ぜんざいもスイーツナイト限定で販売。身も心も温
　　　　まるひとときを味わえそうだ。

たび丸どらやき
東海道沿いに店を構えて１３０年あまり。今もなお、
　　　　先代の残したお菓子造りの道を歩みつづ
　　　　　ける。一つひとつ丁寧に焼き上げられた
　　　　　どら焼きには、草津市公認マスコットキャラクター
　　　　　「たび丸」の焼き印があしらわれる。
　　　　　一口ほおばると、北海道産の小豆の甘みが口
　　　　　の中いっぱいに広がる。
　　　伝統を引継ぎながらも、挑戦をつづ
ける店主のこだわりの逸品だ。　その他生
菓子も出品予定。

松利老舗
＼お店の情報／

住所 草津市草津3丁目10-40
TEL  077-562-0371
営業時間 8:00～18:00
定休日 日曜日の午後

15:00～ 新感覚、「和洋折衷の和スイーツ」をいただけるお店。
大人も子どももみんなで愉しめるお菓子には、あんこが
苦手だったというオーナーの経験を活かされている。
　　　　　　　　たっぷりのいちごとあんこ、そして生クリ
　　　　　　　　ームの中にはお餅まで隠されている
                        人気商品「苺の生どら」は、なんと当日限定で
                          実演販売を予定。これは見逃せない。
　　　　　　　　   その他、「抹茶の生どら」やみたらし団子も出品
                         予定。家族へのお土産にも是非。

苺の生どら

和・菓ふぇ oto 
＼お店の情報／

住所 草津市野路東5丁目
　　 25-23-102
営業時間 9:30～19:00
定休日 不定休

15:00
〜
18:00

南草津の人気カフェ。スイーツプレートや色鮮やかなパ
フェがいただける。カフェスペースの内装は、重厚感の
あるアンティーク調。落ち着きのある空間には、隠れ家のよ
うな心地よさがある。今回出品されるのは、人気の焼きタルト。
季節のフルーツがふんだんに使われていて、心も身体も満たされる。
　　　　　　　　　　　　　　 ビジュアルも抜群。目でも味わえ
　　　　　　　　　　　　　　　る。そんなタルトを生み出すオー
　　　　　　　　　　　　　　　ナー、実は甘いものがあまり得
　　　　　　　　　　　　　　　意ではないんだとか。そんな
　　　　　　　　　　　　　　　アンバランスさも人気の秘訣か。

15:00～

浜街道沿い、鮮やかなブルーが目を引くお店、
COCO beaｎs。内装も随所にオーナーのこだわり
　が光る。看板メニューの「coco blue」は、びわ
　湖をイメージしたミルクプリン。青色のジュレに浮か
    ぶのは、ビワコオオナマズをかたどったハードグミ。滋賀県産
　　の原料を使用するこだわりも。滋賀愛と遊び心にあふれ
　　 た一品は必見。 当日は、シンプルなミルクプリン「coco 
white」と、季節のフルーツに心躍る「coco fruit」も出品予
定。お楽しみに。

coco blue
15:00～

COCO beans
＼お店の情報／

住所 草津市矢橋町663-22
TEL  077-558-7878
営業時間 10:00～18:00
定休日 月曜日（その他不定休有）
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電車が
便利♪

イベントに出店している 11店舗 のスイーツの中から
あなたの「推しスイーツ」を決めて投票しよう♡
投票してくださった方の中から抽選で１名様に
5,000円分の商品券をプレゼント!
「推し活」に使ってくださいね。

あなたの「推しスイーツ」はどれ？

当日、草津市内のホテルをご利用の方には、
イベントで使用できる 500円分 のクーポンを
プレゼント。（先着50名限定）

【クーポン受取方法】
　当日の宿泊予約が証明できるもの  を

　イベント当日、会場内の本部テントにて

　ご提示ください。引き換えにクーポン券を

　お渡しいたします。

対象のホテルはこちらからチェック!

※

※予約時の受付完了メールなど

詳細はイベントページからチェック！
（紙の投票用紙もご用意しています。）

※

※当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。

野外イベントのため、雨天の場合は中止となります。
　・やむを得ず中止となった場合には、前々 日に草津市観光物産協会のホームページ・SNS等でお知らせします。

感染症対策にご協力をお願いします。
　・発熱や体調に不安のある場合は来場をお控えください。また、こまめな手指消毒にご協力ください。

　・周囲のお客様との距離が十分に確保できない場合、マスクの着用をお願いします。

　・密回避にご協力ください。

混雑が予想されますので、会場へは公共交通機関を利用してお越しください。
　・de愛ひろば西口駐車場は一部工事中のためご利用いただけません。渋滞を避けるために、お車でのご来場はお控えください。

主催：一般社団法人草津市観光物産協会（077-566-3219）
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