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伊賀ぶらり体験博覧会

桃の節句の
スイーツ巡り
開催期間: 2 月 15 日（月）～ 3 月 21 日（日）

eets meguri
w
s

主催
後援

いがぶら実行委員会
伊賀市・伊賀市教育委員会

お問合せ専用ダイヤル
Tel 0595 - 51 - 9088
（平日 10 時～16 時）
mail

igaburari@gmail.com

〒518-0873 三重県伊賀市上野丸之内 500
（ハイトピア伊賀 3F 株式会社まちづくり伊賀上野）

「桃の節句のスイーツ巡り」に参加するには
事前にお申し込みが必要です

受付開始

2021 年 2 月１日（月）正午～

※お申込み方法・予約期間がプログラムにより異なりますのでご注意ください。

「

い

がぶら」が目指すのは、

電話でのお申し込み

「伊賀がおもしろい」を増やしていくこと。

伊賀に訪れたことがない人も、

各プログラムに掲載しておりますお申し込み先へお電話ください。
電話が混み合う事が予想されます。予めご了承ください。

普段は出会えない伊賀に出会える
「伊賀をぶらりと体験する小さな旅」それが「いがぶら」です。

いがぶら公式 web サイトでのお申し込み
そんないがぶらのスピンオフ企画として、
「いがぶらり体験博覧会 桃の節句のスイーツ巡り」を開催いたします。
桃の節句にちなんだいがぶら限定
絶品スイーツが盛りだくさん！ コロナ禍の中ではありますが
完全予約制、人数限定のイートインとテイクアウトでお楽しみください。

いがぶら公式 web サイト内の各プログラムの
予約フォームからお申し込みください

h t t p s : / / i g a b u r a . co m
公式 WEB サイトからのお申し込みが便利です！
□予約が簡単！ □追加開催など最新情報がわかる！
□キャンセル待ちもできる！ □予約状況がわかる !

いがぶら公式 WEB サイトのリニューアルに伴い、
以前いがぶらへ会員登録された方にも再度会員登録をして頂く必要がございます。

Facebook

https://fb.com/igaburari/

Instagram @igaburari

#igabura

下記につきましては、web サイトの【参加する】または【いがぶらとは】をご参照ください。
◆注意事項 ◆料金の支払について ◆キャンセル待ちについて ◆キャンセルについて ◆参加規約
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1
いせやが贈る桃の節句

メルヴェイユのいがぶら限定スイーツ

まんまる可愛い
ひな小箱

苺のクリームタルトの
アントルメ

2/25 木 , 3/6 土

2/18 木 ,2/25 木 ,3/4 木 ,3/11木 ,3/18 木

各日10:00～18:00
定数

各日 15

実施店舗

いせや

料金

各日10:00～19:00
¥1,800

伊賀市上野新町 2755-2
【お申込み】いがぶら公式 WEB サイト
【お問合せ】 いせや ☎ 0595-21-0615（8:30 ～ 18:00）

info@kashi-iseya.co.jp 定休日 火曜
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伊賀の地で百余年 老舗和菓子屋「いせや」が作るいがぶら限定
品。見ているだけで心が弾む 華やかな和菓子を わっぱ に詰め
ました。
つぶ食感の道明寺、もっちり食感のういろう、伊賀名物おしもん、
しっとりとした口当たりの上用まんじゅう、和風マカロンの羊羹
合わせ。形はひし餅、手毬に着物、春の草花。色とりどりの いせ
や ならではの「雛菓子」を どうぞお楽しみ下さい。

定数

各日 12

実施店舗

朝日餅

¥1,800

伊賀市上野池町 1349-6
【お申込み】いがぶら公式 WEB サイト
【お問合せ】 朝日餅 ☎ 0595-21-2875

hanasena.k@gmail.com

24 時間以内に返信がない場合は再度ご連絡ください。
お電話は、店舗休業日はつながりません。

各日14:00～16:00
朝日餅の new ブランド「アネモネ」がお届けする心ときめく
「アンコ × お花」のお菓子 anco ﬂower カップケーキ。
食べるのが勿体ないような可愛いお花たちは、なんと白あん。
クリームを絞るように口金で、ひとつひとつ丁寧にお花を形づ
くっています。優しい色は天然色素。土台は抹茶ケーキ。ヘル
シーであっさりとしたお味です。華やかな雰囲気は桃の節句に
ピッタリ。自分へのご褒美やプレゼントにもどうぞ。

モクモク農場の
完熟いちごを楽しもう！

『完熟さちのかいちご』
の
スペシャルスイーツ
3/1 月 ,3/4 木 ,3/8 月 ,3/11 木 ,3/15 月
各日10:00～16:00
各日６

料金

パンケーキ ¥2,500
パフェ
¥2,300

モクモクでは 23 年前よりいちごづくりに挑戦しています。
幸せの香と書く春にぴったりな素敵な名前の「さちのか」は、甘み
と酸味のバランスが良く、濃厚な味わいが特徴です。一つ一つ、
真っ赤に色づき完熟していることを確認して摘み取るので、甘み
【お申込み】いがぶら公式 WEB サイト
が違います。
【お問合せ】 伊賀の里モクモク手づくりファーム ☎0595-43-0909 そんなさちのかを、たっぷり使ったスペシャルなパンケーキとパ
（9:00 ～ 17:00） info@moku-moku.com
フェをご用意しました。モクモクファームでいちご香る素敵な
定休日 ファーム営業日に準ずる
春スイーツをお楽しみ下さい。
実施店舗

伊賀の里モクモク手づくりファーム
「とまとカフェ」伊賀市西湯舟 3609

伊賀市平野城北町 148 リブロンティ1Ａ
【お申込み】いがぶら公式 WEB サイト
【お問合せ】洋菓子専門店メルヴェイユ ☎ 0595-23-0121
定休日 火曜日（10:00 ～ 19:00）
※お電話および店頭でのお申込みはお受けできません。

桃の節句を苺でイメージした " いがぶら " 限定クリームタルト。
アーモンドをたっぷり使ったバター生地“クレーム・ダマンド”
をパイタルトに絞って焼き上げ、苺のカスタードクリームとスポ
ンジ生地に生クリームを重ねました。仕上げはフレッシュ苺と
苺のソースで真っ赤にデコレーション。
甘さを調和してくれる苺の酸味がひと足早く春の訪れを感じさ
せてくれます。

2/21 日 ,2/28 日 ,3/7 日 ,3/14 日 ,3/21 日

3

定数

¥2,800

春スイーツを楽しむ
至福のカフェ時間 ♡

各日10:00～15:00
料金

料金

伊賀産無農薬茶の入れ方ミニ講座付き！

白あんで作る
anco flower
カップケーキ
土

各日 12

洋菓子専門店メルヴェイユ
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kokoro ときめくアートなお菓子

2/20 土 , 3/6

定数
実施店舗

定数
実施店舗

各日 5

料金

¥1,200

Cafe Wieder（カフェ・
（カフェ・ヴィーダー）
伊賀市上野東町 2934 天神商店街

【お申込み】いがぶら公式 WEB サイト
Cafe Wieder ☎ 0595-51-6862
【お問合せ】Cafe Wieder ☎ 0595-51-6862
定休日 日・火曜日 （8:00 ～ 17:00）

鎮守の森、上野天神宮近くの居心地いいカフェでゆったり春ス
イーツを楽しみませんか？
ゆっくりスイーツセットを召し上がった後は、伊賀産の無農薬茶
の入れ方ミニ講座も開催。店長が丹精込めて栽培した伊賀茶の
まろやかなおいしさを味わうことができます。
お雛様が飾られた優しい空間でスイーツも伊賀茶も楽しめる至
福のカフェタイムをお過ごしください。
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9
Santa×TomiBerry

ニノマチストリートクッキープレゼンツ♡

紅色の衣をまとう
「ichigo 姫」

たっぷり苺の
パリブレスト

2/27 日 ,2/28 日

2/19 金 ,2/20 土

各日11:00以降
指定の予約時間に引き渡し
定数
実施店舗

各日 8

料金

¥3,000

パティスリーサンタ
伊賀市ゆめが丘 2-5-8

【お申込み】パティスリーサンタ ☎ 0595-26-7777
【お問合せ】パティスリーサンタ ☎ 0595-26-7777
（9:00～19:00）定休日 火曜日、第 1・第 3 月曜日
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各日10:00～17:00
伊賀産の卵を使ったラズベリー香るサンタ特製アーモンドタル
トに TomiBerry いちご農園のこだわり苺をたっぷりつみ上げま
した。
苺と苺の間には超濃厚なカスタードクリーム「クレーム・ムース
リーヌ」とスポンジ、生クリームが詰まっています。紅色の衣を
身にまとい、桃のかんざしをつけた姿はまるでお姫様！
可愛らしくてちょっぴりおてんばな「ichigo 姫」にぜひ会いに来
て下さい。

定数
実施店舗

いがぶら限定
桃の節句の『姫いちご』

（10:00～17:00）定休日 火曜日～木曜日

¥430
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甘酸っぱくてほろ苦い

苺と珈琲の
ichigo ichie cake
3/1 月 ,3/2 火 ,3/3 水
各日10:00～18:00
定数
実施店舗

各日 4

料金

¥3,240

桔梗屋織居
伊賀市上野東町 2949

【お申込み】いがぶら公式 WEB サイト
info@k-orii.com
【お問合せ】 桔梗屋織居
定休日 第 3 火曜日

愛農高校の卵と牛乳を
たっぷり使いました

2/22 月
2/23 火

湖月堂オリジナルスイーツ『季節の雫』をたっぷりのいちごで仕
上げました。
「ぷるぷるのはちみつレモンジュレ」と「いちごたっぷりの寒天」
、
湖月堂
実施店舗
そして湖月堂名物の「丁稚ようかん」が三層になった期間限定の
伊賀市上野中町 3028
スイーツです。口いっぱいに広がるいちごとほんのり甘酸っぱ
【お申込み】湖月堂 ☎ 0595-21-0880 不定休（9:00 ～ 18:00） いレモンジュレが丁稚ようかんと相性抜群。
【お問合せ】湖月堂 ☎ 0595-21-0880 不定休（9:00 ～ 18:00） 是非この機会に老舗の和モダンスイーツをお試しください。
料金

ニノマチストリートクッキーが贈るいがぶら限定オリジナルパ
リブレスト。リング型のシュー生地にプチシューと、伊賀産の美
味しい苺、２種類のクリームをたっぷりとサンドしました。
苺のチーズクリームと生クリームの 2 種類の特製クリームは
とってもまろやかで、ほんのり甘酸っぱい美味しさが一口ごとに
口の中に広がります。フランス生まれの美味しいお菓子を召し
上がりながら、桃の節句の楽しいひとときを♡

４種の手作り野菜パンで
色とりどりのフルーツサンド

各日 9:00～18:00
各日 8

¥3,240

【お申込み】いがぶら公式 WEB サイト
【お問合せ】 ニノマチストリートクッキー ☎ 0595-51-4203

2/21 日 ,2/28 日 ,3/7 日 ,3/14 日 ,3/21 日
定数

料金

伊賀市上野魚町 2903

10

湖月堂の丁稚ようかん
『季節の雫』シリーズ

各日 4

ニノマチストリートクッキー

苺と珈琲。今までにありそうでなかった新しいケーキが誕生し
ました。
口に入れた瞬間、珈琲の香りと苺の甘酸っぱさが広がります。
伊賀産の卵を使ってしっとり焼き上げたスポンジ生地は、ほろ苦
い珈琲味。外と中には甘さ控えめ、口当たりの軽い珈琲クリーム
をサンドして。たっぷりのせた伊賀産苺の甘酸っぱさが珈琲ク
リームと絶妙なハーモニーを生み出します。少しビターで甘
酸っぱい苺の珈琲ケーキで大人時間をお楽しみ下さい。

10:00～15:00
10:00～17:00

無農薬で栽培されたニンジン、ほうれん草、かぼちゃ、愛農高校で
採れたトマトをソースにし、生地に練りこんでカラフルな４種類
のパンを作りました。
実施店舗 史跡旧崇広堂
それぞれのパンにはカスタードクリームとイチゴ、キウイ、バナ
伊賀市上野丸之内 78-1
ナ、みかんをサンドしました。こだわりのカスタードクリームは
愛農高校の絞りたて牛乳と採れたて卵を使用し、フルーツも無農
【お申込み】いがぶら公式 WEB サイト
（16:00 ～ 21:00） 薬やフェアトレードの物を使っています。カラダにも環境にも
【お問合せ】 kotori table ☎ 090-4200-5914
優しいフルーツサンドをどうぞ
kotoritable@gmail.com
定数

各日 5

料金

¥1,000

