開催日程

6/25 〜 7/15
火

月

信州

小布施町

小布施育ちのさくらんぼ、チェリーキッス！
期間限定で、小布施町の各協力店が趣向を凝らした
珠玉のスイーツや料理をお召し上がり頂けます。

1 アイスクリームの家・エルバート

7 桂亭

026-247-3269 休：水

026-247-4541 休：月、日（不定休）

10:00 〜 18:00
（販売時間 11:00 〜売り切れまで）

11：30 〜 14：30 15：30〜22：00

13 栗スイーツカフェ 傘風楼
026-247-1113 休：木
11：00 〜 15：00

チェリーキッスのアイス。ピンク色のアイスに
赤の果実、さわやかな酸味と香りをお楽しみく
ださい。

チキンカツのチェリーキッスソース添え
チキンカツにチェリーキッスソースを添えて定番のボ
ルシチとパン（ライスでも OK）をセットにしました。
ジューシーで甘酸っぱいフルーツソースがカツに良く
合います。

小布施堂自慢のくりあんを使ったパルフェに、自家
製のチェリーキッスソースを添えました。爽やかな
酸味が栗の風味をより一層引き立ててくれる一品で
す。

2 ア・ラ・小布施
026-247-5050 休：無休

8 かんてんぱぱショップ 小布施店
休：無休
026-242-6280

大好評だったチェリーキッスソーダを今年もご用意い
たします。甘酸っぱさが魅力のジャムは定番人気のガ
トーショコラにかけてフルーティーな味わいをお楽し
みいただきます。また、ホテル部門では朝食のヨーグ
ルトにトッピング。新たな小布施の味を是非お楽しみ
ください。

スリーズ
酸味の強いチェリーキッスの
ムースとホワイトチョコのムー
ス。ふたつの味のハーモニーを
お楽しみ下さい。

4 小布施温泉 あけびの湯
026-247-4880 休：第 3 木曜日

休：日、祭日

8:30 〜 17:00
（販売時間 14:00 〜 16:00）

20 パティスリーロント

26 メゾンドナチュール

026-247-5848 休：水

026-247-2057

026-214-7133

休：月（不定休）、火
9:30〜19:00

11：30 〜
17：30 〜

チェリーキッスロール
チェリーキッスのコンポートを贅沢に使い、口どけの
良いクリームをたっぷり包み込みました。

酸味の強いチェリーキッスは、フランス菓子との相性
がとても良いフルーツ。お勧めのタルトは、アーモン
ドクリームの奥深いこくが更にチェリーキッスの旨み
を引出します。

フォアグラのテリーヌにチェリーキッ
スのソースを合わせました。酸味と甘
味がフォアグラと良く合います。

15 COFFEE＆JAZZ BUD

21 花子の店

27 薬師豆富

026-214-2449 休：無休

026-251-4033 休：月、火

11：00 〜 15：00
17：00 〜 20：00

026-247-3023 休：月曜日

11:00〜18:00

カニとチェリーキッスの他にアボカドやグレープフルー
ツが入った豪華なサラダ。チェリーキッスをソースでも
使用し、更に 2 種類のソースを組み合わせ最後まで飽
きがこない味に仕上げました。

濃厚な味わいのチェリーキッスジャムの酸味とアイス
クリームの甘さが口の中でとろけるハーモニーは忘れ
られません。夏の味覚、小布施の思い出をどうぞ。

チェリーキッスにグレープフルーツを加えたジャムは
程よい苦みで、アイスクリームやヨーグルトにかけて
とても美味しく召し上がって頂けます。

冷やした器にさわやかな酸味、色あざやかなチェリー
キッスのシャーベットに豆乳ソースをかけて食べて頂
き、雁田山のふもとでやさしい時間を過ごして頂きま
す。

10 㐂なり旬粋

16 竹風堂ジェラートショップ

22 フランス食堂 ヴァンヴェール

28 ろくさんジェラート

026-247-5512

026-242-6600 休：木

026-247-6780 休：無休

11：00 〜 14：00
17：00 〜 20：00

026-247-5847

11:00 〜 14:00
17:30 〜 23:00

14 栗の木テラス

9 ＫＩＴＣＨＥＮ 穴 ＧＯＨＡＮ

9:30〜19:00 休：火

026-247-6631 休：水

爽やかなレアチーズケーキに甘酸っぱいチェリー
キッスソースが良く合います。緑に囲まれたログハ
ウスの店内でぜひお召し上がりください。

チェリーキッスあんみつ
こだわりの寒天と優しい甘さの餡を使った人気のク
リームあんみつ。クリームはオブセ牛乳で作ったソフ
トクリームにチェリーキッスをふんだんに混ぜ込んだ
チェリーソフト を使用しています。

3 アルパジョン
026-247-5839

25 ㈱メイプル

チェリーキッスのヨーグルトサンデー（スイーツ）
チェリーキッスのＪＡＭを作ってヨーグルトの上に他
のフルーツと共にトッピング最後にパウダーシュガー
をふりかける。ＪＡＭとヨーグルトのベストマッチング

9：00 〜 18：30
（販売時間 10：00 〜 16：00）

9:00 〜 17:00

19 TOMMY'S

9：00 〜 17：00
（販売時間 9：00 〜 16：00）

10:00 〜 18:00
（販売時間 10：00 〜売り切れまで）

11:30〜15:00
18:00〜21:00

10:00〜18:00
（ラストオーダー 16:30）

026-214-3287 休：シーズン中無休
10:00 〜 18:00

茶房まめ家

026-247-6706 休：水

（祝祭日は翌日）

マローネ

休：月曜日、
第 1 火曜日

休：不定休、
フェア期間中
夏期休みあり

10:00〜16:00

11：30 〜 20：00
（販売時間 14:00 〜 16:00）

「チェリーキッスのシャーベット」、チェリーキッスと
小布施牛乳を使った「チェリーキッスミルク」、チェリー
キッスのドライフルーツとチョコをふんだんに使った
「チェリーキッスチョコ」の 3 種類をご用意しました！

真っ白な牛乳ソフトの上に、真紅のチェリーキッス
をかけたソフトクリームは、甘さと酸っぱさが絶妙
なバランス！ お風呂上りの火照った体には、最高
にうれしい爽やかなお味です。

濃厚なチーズケーキとホイップクリームに小布施産の
風味豊かなチェリーキッスジャムを添えました。ほど
良い甘さと酸味のコラボレーションをぜひお楽しみ下
さい。数量限定販売となります。

果肉を贅沢に使用し、酸味を生かしたヨーグルトベー
スのジェラートに濃厚なチェリーソースをおかけしま
す！ 更にもう 1 種類、さっぱりさわやかなソルベも
ご用意しております！

5 小布施ハイウェイオアシス
026-251-4111 休：無休

11 クチーナ・イタリアーナ・パーチェ
026-247-6685 休：月、

17 ＴＳＵＭＵＧＩ ＣＡＦＥ

23 マルテ珈琲焙煎所

29 和菓子

026-214-3915 休：不定休

026-285-9582 休：火曜日

026-247-2639 営：土、日

11：30 〜 14：00 第 1・第 3 火
17：30 〜 20：30

9:00 〜 20:00
10:15 〜 17:00（屋台リトルオアシス）
当店では、チェリーキッスを使用したソフトサンデー、
クレープをご用意しております。

6 ＯＢＵＳＥ花屋
026-247-1187

チェリーキッスシェイク
採れたての新鮮なチェリーキッスとオブセ牛乳を使っ
た特製アイスをシェイクしました。爽やかな酸味とオ
ブセ牛乳のやさしい口当たりをお楽しみください。テ
イクアウトのみとなります。町歩きのお供にどうぞ。

12（株）栗庵風味堂

18 手打百藝 おぶせ

24 マロナップル

026-247-3090 休：元日

9：00 〜 17：30
（販売時間 9：00 〜 17：00）
小布施牛乳を使用した濃厚なソフトクリームをベース
に「チェリーキッス」を贅沢に使用したパフェです。
酸味の効いた「チェリーキッス」とチョコレートソー
スがベストマッチ！

チェリーキッスのラッシー
チェリーキッスをふんだんに使ったシャーベット、ゼ
リー、氷、ピューレへ牛乳を注いだ甘酸っぱいチェリー
キッス尽くしの飲み物です。

お問い合わせ

主催：小布施町
共催：（一財）小布施町振興公社、
チェリーキッスの会

チェリーキッスとベイクドチーズケーキを練り込んだ
爽やかな酸味と甘味のジェラートです。イートイン、
テイクアウトどちらも可能です。

026-247-2847 休：木

026-247-5861 休：無休

11:00 〜 15:00
17:00 〜 20:00（予約のみ）

10:00 〜 17:00

チェリーキッスをそば粉に練り込むと、
透き通った鮮やかな赤いそばになりま
す。食感はそばで、味はチェリーキッ
スその物の酸味のある爽やかな夏向き
のそばです。

チェリーキッスの酸味をそのまま生かした和菓子で
す。是非、和のテイストをお楽しみください。

チェリーキッスの果肉を贅沢に使用した「生フ
ルーツゼリー」、赤と白のコントラストが珍しい
２層仕立ての「ミルクプリン」、テイクアウト可
能な各種スイーツのご用意ございますので店内
でゆっくりとお楽しみ下さい。

小布施町役場産業振興課

一般財団法人小布施町振興公社・小布施屋

E-mail : sangyou@town.obuse.nagano.jp
URL : http://www.town.obuse.nagano.jp

E- mail : info@obuse.or.jp
URL : ht tp://w w w.obuse.or.jp

〒381-0297 長野県上高井郡小布施町大字小布施 1491-2
TEL:026-247-3111 FAX:026-247-3113

いちむら

11:00〜17:00
（なくなりしだい終了）
平日は御予約のみとさせて頂きます。

10：00 〜 18：00（数量限定）

チョコスポンジにたっぷりのチェリーキッスを加えた
ティラミスです。他にもタルトやチーズケーキ等も登場
する予定です。お食事の際のデザートとしてご提供させ
ていただきます。

CAFE SAGU G

休：木曜日及び水曜日のディナー
11：00 〜１5：30 18：00 〜 20：30
（販売時間 11：00 〜１5：30）

11:00 〜 17:00
（販売時間 11:00 〜 16:45）

チェリーキッスとミントの爽やかな香り、ブランマン
ジェのクリーミーな味わいとのアンサンブルをお楽し
みください。

〒3810209 長野県上高井郡小布施町大字中松 496-1
TEL: 026 -242- 660 0 FAX: 026 -242- 6601

小布施屋のホームページにてPCやスマートフォンで見ることの
できる地図がダウンロードできます。また、期間中、店舗ごと
の情報を発信しますので是非ご覧下さい。

小布施屋

検索

