
 三島の街が「A
アモーレ

MORE」で満たされる

〜とっておきの日常「食べて、歩いて、恋をして」〜
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EEK〉平成29年２月６日（月）〜１２日（日）飲食提供関連店 先行開催

平成29年 ２月１１日（土・祝）・１２日（日）期間

屋外で行う企画イベントは、荒天の場合中止になることがあります。
また、実施内容詳細は都合により変更になる場合もございますので、予めご了承ください。
詳細はwebサイトで発表してゆきますので、必ず事前にご確認ください。

［お問い合わせ先］ AMORE MISHIMA! 実行委員会
担当：田中（☎090-4525-3430 ： 午前8時30分～午後5時15分）
ＦＡＸ.983-2719、メールinfo.amoremishima@gmail.com
※問い合わせ先の電話は、専用電話ではありません。不通の場合、確認後に改めて連絡させていただきます。

イベントの詳細は▶ http://www.amore-mishima.com　

主催：三島市地域ブランド推進協議会（AMORE MISHIMA!実行委員会）

会場：

楽寿園・大社の杜みしま・鈴木学園・みしまプラザホテル・

三島市役所大社町別館1階

三島市内の飲食提供店/小売販売店/観光施設/

三島野菜生産地・源兵衛川遊歩道 ほか 

後援:

三島市、三島商工会議所、三島市観光協会、JA三島函南、

NPO法人みしまびと

静岡新聞社・静岡放送、テレビ静岡、静岡朝日テレビ、静岡第一テレビ、K-mix、 

SLOW FOODピエモンテ

企画協力:

学校法人鈴木学園、JA三島函南、伊豆メディカル農園、BIXXIS Japan、

薬袋内科クリニック、三島市公認婚シェルジュ、みしまプラサホテル、

ふじのくに出逢いサポートセンター、ミシラジTV、LEFA Shizuoka、

エブリワンRアカデミー、みしまるくんショップ Mary'z、

USHIWAKAMARU、株式会社きくや美粧堂、

ミツイコーポレーション株式会社

協賛：

Sho.art清水詔子［イラスト・デザイン］、岡本雅世［デザイン］、

（株）ハイスペック［WEB制作］、

（株）ナビコム［クチコミタウン情報サイト「静岡ナビっち！」］、

ミシラジTV［音響・イベントステージキャスティング］、

USHIWAKAMARU GROUP［カップルコンテスト］、

株式会社きくや美粧堂［カップルコンテスト]、

ミツイコーポレーション（株）［カップルコンテスト］、

I GO TRAVEL［カップルコンテスト/AIR券］、

加和太建設（株）、柿島養鱒（株）、JA三島函南、（株）前田建設、

（株）和楽、（株）アイティエス、（株）古藤田商店、

（株）サンアイ電工、三嶋観光バス（株）、静岡銀行 函南支店
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三島市役所大社町別館
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I N D E X

AMORE SHOPS!

市 内 を め ぐ っ て 楽 し も う！
AMOREな企画がいっぱいのショップ＆スポット

AMORE EVENT!

参 加 し て 楽 し も う！
楽寿園・大社の杜みしま・・・etc.各会場で盛り上がろう！

♥楽寿園

♥大社の杜みしま

♥三島市役所大社町別館

♥SPECIAL EVENTS!

P.08

P.10
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P.11

AMORE MISHIMA!のシンボル、ハートマークと、三島野菜の缶バッジを、
２日間通して、限定500個プレゼントします。

みしまるくん・みしまるこちゃんが配るよ！

「AMORE!」の国・イタリア発祥

S
スロー

LOW F
フード

OOD／S
スロー

LOW L
リビング

IVINGの概念のもと、

三島の食・文化・風土・暮らしを楽しみ、

三島の街を「三島L
ラヴァー

OVER」すなわち

「AMORE MISHIMA! 」でいっぱいにする

バレンタインイベントです。

AMORE MISHIMA! ウェブサイトで、参加店と詳細をご確認ください。
また、フェイスブックページでは、参加店が各店舗のイベント詳細を
自由に発信していますので、「いいね！」して、たくさんの情報を入手してください！
※このイベントは、チケット制ではありません。

１０：００　三嶋大社前（アグリツーリズモ/サイクリング出発式）
１２：３０　楽寿園ステージ
 　　　  （AMOREカップルコンテスト決勝会場）
１４：３０　大社の杜付近
１６：００　三島広小路駅付近

１１：３０　楽寿園ステージ（AMORE MISHIMA!開会式）
１３：３０　三島市役所大社町別館前
　　　　（アグリーリズモ/WALK&RUN 到着時）
１５：００　楽寿園～三島駅付近
１６：３０　大社の杜付近
１８：００　三嶋大社付近

【イベント当日は、事務局を三島市役所大社町別館１階に設置し、有料イベントの受付や参加店マップの配布を行います】

１ 感謝の気持ちを表す・形にする

２ あくせくせず、ゆったりのんびり過ごす

３ 三島産を意識しながら よく食べ、よく飲む

４ 甘いものにも つられてみる

５ プチご褒美をあげる

６ いつもよりおしゃれをする

７ 大人デートを楽しむ

とは？

の ７か条

AMORE MISHIMA!  ウェブサイト
http://www.amore-mishima.com　

フェイスブックページのアドレス
https://www.facebook.com/
amoremishima2017/ AMORE MISHIMA!

携帯用WEBサイト

アモーレ ミシマ

伊豆河童／(株）栗原商店
WINE BAR MISHIMA
多賀屋別邸
JA三島函南
SLOW FOOD YOUTH NETWORK TOKYO 
SALVATORE CUOMO
Café&Bar BACK DOOR
酪農王国オラッチェ
HEARTLAND BEER
ハンドメイドアクセサリー　Sans fard
Design comu Mi
AUTOSPEC
BIXXIS  Japan
東部生花商組合

楽寿園

七輪酒家
Meyci
LE PASSAGE
アランチャロッサ 【LE PASSAGE店内にてコラボ出店】

USHIWAKAMARU
TSUJIMARU
フローラント

大社の杜みしま
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I GO TRAVEL
SLOW FOOD ピエモンテ
フィリップ・ジョルダーノ

三島市役所大社町別館 1回

三島で食べる・飲む

とびきりワイン＆マンマのイタリアン
"ロザート”

（株）山本食品/門前せせらぎ店
Luca Wine
マリオ・パスタ
エルぶり
おてごろダイニング IPPIN+plus
カフェレストラン セゾン
香香飯店 三島店
ラ・ピアッツァ
Diciotto
VITIS vineria
ビストロ　カーヴ
Biarritz Café
il cocciuto
イタリアンバル PAPPATORIA
VACANZA
パステリア地中海
RAI4
café bar RITORNO
ララ洋菓子  広小路店
café & Bakery グルッペ
Café&Bar BACK DOOR
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ギフトを贈る、おしゃれする、大人のデートを楽しむ

エルスリー（株）
フローラント
ISHIKAWA LABO
やまがた楽器店
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大人のデートにぴったりのおすすめスポット

三嶋大社
佐野美術館
大岡信ことば館

●
●
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出店店舗AMORE EVENT!

参加店AMORE SHOPS!

AMORE MISHIMA!限定

オリジナル缶バッジ
配布スケジュール

みしまるくん・みしまるこちゃんが配るよ！

オリジナル缶バッジ
配布スケジュール

2/11土

2/12 日

♥三島で食べる・飲む

♥三島で贈る、おしゃれする、
　大人のデートを楽しむ

♥大人のデートにおすすめのスポット

P.04

P.06

P.07

AMORE MISHIMA!の
楽しみ方

いよいよ開催！※缶バッジ配布スケジュールは、
　移動時間の都合により、
　変更になる場合がございます。

三島野菜を食べて楽しもう！！

02 03



10

箱根西麓三島野菜をふんだんにのせた特製Pizzaをご用意いたします。
本場イタリア製の薪窯で焼き上げたPizzaをイタリアワインと共に。
ゆったりとアモーレなひと時をお楽しみください。

Diciotto
三島市広小路町9-4 第一長倉ビル
TEL.055-973-6699
18:00～24:00
月曜定休

11

SLOW FOOD WEEK期間中は、フードカルチャールネサンスのお野菜をお楽し
み頂ける特別コースを御用意致しております。ワインは伊・仏・米・国産を中心に
常時300種、グラスで10種以上御用意しています。

VITIS vineria
三島市本町6-18 青島ビル1F
TEL.055-955-9734
平日／17:30～24:00（L.O.）
土日／12:00～14:00（L.O.）、17:30～24:00（L.O.）
水曜定休

13

「イベリコ豚バラ肉とふろふき大根の柚子味噌風味」をご用意。イベリコ豚ならで
はの旨味と、柔らかい食感で甘みの強い大根に自家製の柚子味噌を合わせま
す。ぜひワインと合わせていただきたい一品です。身体も心もポカポカです♡

Biarritz café
三島市広小路町4-3
TEL.055-973-7086
Sunset～AM2:00
火・第3水曜定休

15

三島の採れたて食材だけで奏でる期間限定「Mishimaアモーレコース」2,500円
（税別）。旬の食材で美味しい料理をお届けします。
※前日までのご予約をお願い致します。

イタリアンバル PAPPATORIA

三島市本町12-15
TEL.055-972-2234
11:00～14:00／18:00～24:00（L.O.）
火曜定休

14

AMORE MISHIMA!だけのディナー。お１人様¥6,000円（要予約）。
メニュー：三島野菜のピクルスと生ハムたっぷりサラダ＋スパークリングワイン、三島野菜とトリュフ
のパスタ＋白ワイン、伊豆鹿のローストと三島野菜のグリル＋赤ワイン、デザート＋デザートワイン

il cocciuto
三島市泉町14-10 1F
TEL.055-941-7599
18:30～24:00（L.O.23:30）
日曜定休・不定休

12

気軽に楽しく、でも美味しく！ビストロならではのおつまみとワインを楽しんで頂
ける、おまかせおつまみコースをご用意しております！三島の美味しい野菜で作る
料理と美味しいワインで素敵な時間をお過ごしください。

ビストロ　カーヴ
三島市広小路町1-37 臼井ビル2F
TEL.055-972-5220
17:30～Last
火曜定休

16

ワインを中心とした各国のお酒と、ちょっとしたおつまみが楽しめるバール（bar）スタイルの
気軽なお店です。AMORE MISHIMA！では、ラム酒をベースとした「三島甘藷のデザートカ
クテル」を提供させていただきます。ラム酒の甘みとサツマイモの甘みがマッチして、さらにク
リームを加えることによって濃厚な１杯に仕上がっております。（ノンアルコールもできます。）

VACANZA

三島市一番町13-7
TEL.055-976-1174
18:00～
不定休

17

創業40年の思い出が詰まった、地元の人なら誰もが知っているイタリア料理
のパイオニア。地産・国産食材をふんだんに使用した大満足のお食事をお楽
しみください。

パステリア地中海

三島市広小路町13-1
TEL.055-972-3630
11:00～15:00／17:30～22:00
年中無休

19

12:00～24:00通し営業のカフェバール。2/12（日）営業します。いつでも食事もデザート
もコーヒーもアルコールも楽しめます。西麓野菜やふじやまプロシュートなど地元の美
味しい食材を使っています。AMORE MISHIMA！では地元の美味しいトマトをふんだん
に使った自慢のお料理を。シエスタランチ（6～12日）、カンツォーネディナー（12日）

café bar RITORNO

三島市泉町14-16  1F　TEL.055-981-7557
月・火・木・金・土 12:00～24:00
（24:00～27:00「Night Swimming」として営業）、
水12:00～17:00
日曜定休　　

18

三島広小路裏でこっそりと、ワクワク18時から3時まで営業しております。
三島野菜のバーニャカウダ・その他毎日更新の三島野菜メニューで三島の食材
のおいしさと居酒屋ならではの「アモーレ」を楽しんでいただきたいです。

RAI4

三島市広小路12-11
TEL.055-991-2828
18:00～3:00(L.O.2:00)
不定休

楽寿園にもワインバー出店

楽寿園にもワインバー出店

Course Dinner

Canzone Dinner Siesta Lunch

Course Dinner

Course Dinner

楽寿園にもワインバー出店

7

本格フレンチコースからカジュアルなランチ＆ディナーまで様々なシーンに合わせ
てご利用いただけます。期間中はバレンタインディナーとして特別コースでのご
用意となります。アモーレな方とご一緒にどうぞ。

みしまプラザホテル カフェレストラン セゾン

三島市本町14-31
TEL.055-976-2303
7:00～20:00(L.O.)
年中無休

6

猫とウィスキーをこよなく愛する店主が作る三島産マスタードレタスとサーモン
のサラダが人気！白菜と手羽先のあったかスープで心も身体もほっこりに♪美容
と栄養を考えた、女性に嬉しいメニューでお待ちしております。

おてごろダイニング IPPIN+plus

三島市一番町17-53 PSAビル1F
TEL.055-941-9247
11:00～14:00／17:00～24:00
日曜定休

4

マリオパスタからは「三島西麓茶のリングイネパスタ」を出品！もちろん、パフェバー、サラダ
バー、ドリンクバーの使い放題をセットで提供！バイキングが売りなんです。
★佐野美術館、大岡信ことば館の入場券の提示でシェフ特製♡生チョコプレゼント！

マリオパスタ

三島市南本町7-17
TEL.055-973-0550
11:00～15:00／17:30～21:45
月曜定休

5

ブロッコリー・エビ・ゆで卵をマヨネーズと生クリームで和え、新鮮なトマトとバジル
を散らした、ジェノバ風イタリアングラタンで、お出迎えします。
寒い夜にピッタリの熱々のグラタンで、AMORE MISHIMA!を盛り上げます。

エルぶり

三島市本町4-14 川ビル1F
TEL.055-972-7708
17:30～25:00
日曜定休

2

三島大社参拝後、ゆっくり過ごせるテラスで「みしま」を満喫しませんか？
テラスではみしまコロッケや三島で育った「みしまわさび」を使用したお団子まで。
その他特産品も販売しております。お気軽にお立ち寄りください。

（株）山本食品／門前せせらぎ店

三島市大社町1-28
TEL.055-983-1108
平日 9:30～17:00／土日祝 9:30～17:30 
（季節により営業時間変動有）
年中無休

とびきりワイン＆マンマのイタリアン"ロザート”

三島市芝本町5-23
TEL.055-916-3956
11:30～14:00、17:30～21:30
火曜定休

1

三島野菜を生かしたメニューをお楽しみいただけます。2/11（土）はペアで参加
するクイズ大会やジャズギターライブ付きディナーを企画（要予約）。
★「大岡信ことば館」「佐野美術館」の半券でワンドリンクサービス

8

期間限定メニューとして、中華の人気料理のひとつ麻婆豆腐をアレンジした「麻婆ト
マト」を提供します。使用するトマトはもちろん箱根西麓産。これに合わせ、ご要望の多
かったワインもメニューに追加。厳選したビオワインを期間中20％OFFで提供します。

香香飯店 三島店

三島市一番町12-22
TEL.055-991-5888
16:30～AM5:00(L.O. AM4:00)
年中無休

9

AMORE MISHIMA!期間中は、LA PIAZZA２周年記念フェアを同時に開催します。
三島野菜を使用した、自慢のデリ９種盛りのスペシャルセット￥1000（税別）を、
是非お楽しみください。

ラ・ピアッツァ

三島市広小路町8-19
TEL.055-955-9995
11:00～21:30
年中無休

3

ワイン専門店ルカワインです。作り手の心のこもった美味しいワインを日々探求し
ています。ルカワインでは、ロミオとジュリエットが生まれた愛あふれる街「イタリ
ア・ヴェネト州」のワインをご紹介♪

Luca Wine

三島市中央町2-6
TEL.055-983-0755
10:00～19:00（日・祝-17:00）
水曜定休

★2/6～2/12の「佐野美術館」「大岡信ことば館」入場券の半券提示で、参加飲食店で、特典が受けられる店舗があります。（各お店ごとに特典内容は異なります）

AMORE MISHIMA! 各参加店舗では「食べる/飲む」「ギフトを贈る」「おしゃれする」「大人のデートをする」・・・など、
さまざまな"AMORE体験"をご提案します。   ※各参加店の営業時間などの詳細は、AMORE MISHIMA!ホームページをご覧ください。

参加店舗

三島で食べる・飲む。
参加店では、三島野菜を使った料理や
スイーツメニューを提供します。

〈S
スロー

LOW F
フード

OOD W
ウイーク

EEK〉
平成29年２月６日（月）〜１２日（日）

楽寿園にもワインバー出店

Siesta LunchCourse Dinner

Siesta LunchCourse Dinner

Siesta Lunch

Canzone Dinner Course DinnerCourse Dinner
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Have a “AMORE TIME”!

いつもよりも ちょっとオシャレして、
AMOREな人と一緒に贅沢ディナーを！

アモーレな
ディナー＆ランチのご紹介

ランチタイムを、いつもより ゆっくりと優雅に
楽しく過ごしましょう

【カンツォーネディナー実施店】
● café bar RITORNO　2/12（日）18：00～
● パステリア地中海　　2/12（日）19：30～

【シエスタランチ実施店】
● パステリア地中海　　● ビストロ カーヴ
● ラ・ピアッツァ　　　  ● café bar RITORNO

2/12（日）15:00～16:00、正式参拝ツアーを実施します。
要事前参加申し込み。
参加費お一人様 ￥１０００（当日支払い）。

2月19日（日）まで、佐野美術館創立５０周年・三島市制75
周年記念「名刀は語る 磨きの文化」開催中。

1月21日（土）～4月16日（日）は、パワフルなおっちゃんたち
の世界「釜芸がやってきた！釜ヶ崎芸術大学・わしが美な
んか語ってもええんか？」開催中。釜ヶ崎のおっちゃんたち
の絵や書など、幅広いアート作品を展示。

★2/6（月）～12（日）の飲食参加店のレシート提示で、
　入場料100円割引

★2/6（月）～12（日）の飲食参加店のレシート提示で、
　入場料1割引

三島市中田町1-43　TEL.055-975-7278
10：00～17：00（入館受付は16：30まで）
木曜休館
※入館料は展覧会によって異なります。

三島市文教町1-9-11 Z会文教町ビル 1F、2F
TEL：055-976-9160
※開館時間、入館料は展覧会によって異なります。

　　佐野美術館82

　　大岡信ことば館83

　　三嶋大社81

大人のデートにぴったりの
おすすめ3スポット

・webサイトから応募、もしくは、電話にてお問合せの上
 FAXにてお申し込み（FAX:055-983-2719）
・先着順にて受付。定員３０名になり次第締切。
・お申し込みいただいた方には、確認メールを返信いたします。

※キャンセルされる場合は、2/9までに、
　info.amoremishima@gmail.comまで、ご連絡ください。

カンツォーネとは、イタリア語で「歌」のこと。イタリアの民謡・大衆
歌曲・民謡・ポップスなどを、プロの歌手の歌と、ギターやアコー
ディオンなどの演奏で楽しみながら、楽しく食事をし、楽しく飲む
のが、「カンツォーネディナー」です。
イタリア旅行に行くと、オプションメニューとしてよく見かけます。
この楽しい食事の場を音楽で演出してくれるのは、イタリア及び
世界で活躍し、日本との関わりも深い、
イタリア国から勲章も授与されている
演奏家・ファビウス・コンスタブル（ハー
プオーケストラを率いて活動中。今回
は、ハープの他に、ギターでも演奏予
定）と、その妻で歌手のリョウコ・カシマ
（日本人）。

このバラをもらった人は次の「貴方」へ渡してください。
２月11日&12日には、楽寿園、清花園前、
大社の杜前からスタート！ 限定１００本。
楽寿園では、華麗なフラワーテーブルや、フォトスペースを
デザイン展示します。

私から貴方へ、１本のバラが笑顔をもたらす
【幸運のローズパッシング】。

〈参加店〉
＊ FLORANT
＊ 清花園
＊ みどり生花店
＊ 野口園芸

チェリーブロッサム企画

三島でギフトを贈る。
おしゃれする。
大人のデートを楽しむ。

20

箱根西麓野菜を使ったマカロンを「ミシマカロン」として4種類販売しています。
三島大根、生姜（ダークチョコ）、かぼちゃ、三島甘藷です。

ララ洋菓子  広小路店

三島市広小路13-4
TEL.055-975-0749
10:00～19:00
水曜定休

21

三島馬鈴薯、三島人参を使ったみしまコロッケぱんとフルーティキャロットは、ご
当地パン祭り第1位の三島の人気パン。スィートポテト餡をたっぷり挟んだまんぷ
く芋どら焼きは品切れ続出の人気スィーツ。

Cafe & Bakery グルッペ

三島市本町2-27
TEL.055-973-1153
9:30～18:30
年中無休

31

三島の歴史、豆知識などエルスリー講師が英語で解説します！
英語に興味がある方ならどなたでもご参加OK♪日本人スタッフも同行します。
2/11（土）午前＆午後　参加費￥500　申込詳細はエルスリーヘ。

エルスリー株式会社

三島市芝本町12-6
TEL.055-941-7550
9:00～18:00
土・日・祝日定休

33

"装いを通じてライフスタイルを豊かに"をコンセプトにお一人お一人の魅力を引き
出すスタイリング提案。商品は株式会社丸井の元バイヤー出身の石川英章、石川
ひとみがイタリアからの直接買付も含めて全40ブランドを展開中。

ISHIKAWA LABO

三島市一番町20-3
TEL.055-975-1814
10:00～19:00
水曜・第3日曜定休

34

イタリアンヴァイオリンの特別展示を行います。個人制作によるイタリー製は、高額
なため普段あまり手にすることができません。今回は新旧おりまぜて数本のヴァイオ
リンを並べます。お声かけいただければ自由に試奏していただけます。

やまがた楽器店

三島市本町11-5
TEL.055-975-0207
10:00～20:00
年中無休

大切な人に
バラを贈ろう！

PRESENTED BY

22

ハンドドリップで淹れたコーヒーと日本ウィスキー主体のカフェ＆バーです。昔なが
らのナポリタン、バターチキンカレーのランチセットやプロシュート、白カビサラミな
どのおつまみもあります。お気軽にお立ち寄りください。
2/11&12は楽寿園に出店。ホットコーヒーを販売します。

café & Bar  BACK DOOR

三島市本町6-6 タツミビル１F南
TEL.070-1612-2490
11:00～16:00／19:00～Last
月曜定休

32

大社の杜前にてミニブーケの販売を致します。
チェリーブロッサム企画ローズバトンパス会場にもなります。また楽寿園にて華麗
なフラワーテーブルや、フォトスペースをデザイン展示します。

フローラント

三島市北田町2-28
TEL.055-976-1187
平日・祝祭日／9:00～19:00 
火曜のみ9:00～17:00

フラワー屋台が
登場します！

楽寿園にも出店

楽寿園にも出店

【コースディナー実施店】
● カフェレストラン セゾン 
● パステリア地中海
● il cocciuto

● ビストロ カーヴ
● ラ・ピアッツァ

下記の2施設では
AMORE MISHIMA!飲食参加店の
2/6～12の間のレシート持参で、
入場割引が受けられます。
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「日常を楽しむ」をテーマとした、お車のご提案と
安心のサポートをご提供します。1つのメーカーを
扱うディーラーではない、セレクトショップ的ポジ
ションだからこそ取り扱うことができるバラエティ
に富んだメーカーの輸入車を、ご購入から車検・
整備、ボディメンテナンスから売却まで、最新の設
備と経験豊富なスタッフがご提供します。そして、
常にお客様が安心して「日常を楽しむ」ために何
ができきるかを追求し続けます。

AUTOSPEC.

伊豆鹿のツノを使ったペンダントや静岡茶を
モチーフに使用したピアスなど静岡県の素材
を使ったアクセサリーを作ってきました。他に
も身につける人の魅了を引き出すようなシンプ
ルなアクセサリーを手作りしています。

Sans fard ▶クラフト

酪農王国オラッチェ・風の谷のビールと女性の
健幸美支援を掲げ活動するＨｉＰｓによるコラボ
レーション限定醸造ビール「伊豆アール（ＩＺＵａ
Ｒｅ）」を販売します。伊豆アールは地元伊豆で丹
念に育てたビール大麦を自社設備にてモルティ
ングし、厳選された数種の欧州産モルトとブレン
ド。麦のほのかな甘さをニュージランド産のホップ
「ネルソン・ソーヴィン」の上品な苦味が引き立て
る、琥珀色のエールです。

酪農王国オラッチェ ▶ビール ▶ビール

ナポリピッツァ世界チャンピオン、大西誠による
世界No.1のピッツァがAMORE MISHIMAに登
場！本場ナポリで日本人初（外国人初）で優勝
したチャンピオンのピッツァをお楽しみいただけ
ます。本格薪窯で焼き上げるピッツァは香ばしく、
生地のもちもち感も絶品です。三島野菜を使っ
た特別メニューも登場！ここでしか味わえない
SALVATOREのピッツァを是非ご賞味ください！

SALVATORE  CUOMO ▶ピッツア

自転車ロードレースで最も偉大なフレームビルダーの
1人である父のレガシーを受け継ぐドリアーノ・デロー
ザが40年に及ぶキャリアを経て2015年に設立した、自
らのブランドBIXXIS。モンツァ近郊のセレーニョにて
娘と共に工房を営む。第1弾のクロモリモデルPRIMA
は昨年NAHBSにて最優秀賞を含む2賞を受賞。彼の
真骨頂ともいえるチタンフレームPATHOSがいよいよ
リリース。AMORE MISHIMA!では、楽寿園・展示ブー
スと、限定試乗も、予約受付！

BIXXIS Japan ▶自転車展示と試乗会

女性の目線から作る木工！木や自然の温も
りを生かし、世界にひとつだけのオリジナル
グッズ　デザイン・設計・製作・販売しており
ます。地球、からだ、心にもやさしい製品製作
をDesign comu Mi は日々目指しています！お
気軽にお問い合わせ・ご相談ください☆

Design comu Mi ▶クラフト

DISCO SOUPは、「ゴミ箱でなく腹を満たせ」
というメッセージのもと、今オランダやケニア
を始め世界中で開催されている食糧廃棄問
題への啓発運動です。ここ三島でも捨てられ
てしまう運命にあった食材を集めてきて調理
し、素敵なスープとして皆様にお届けしたいと
思います。

Slow Food Youth Network Tokyo ▶スープ

アロマホップから生まれる柑橘系の澄んだ香
味。 “自然や食材など「素」が豊かなこの街、
三島に乾杯。
”HEARTLAND、それは「心」と「大地」。誰もが
自分らしく、素のままでいられるほっとできる
場所という思いをこめて、二人の楽しい時間
に乾杯しましょう！！

HEARTLAND BEER ▶ビール

＊ バックドアオリジナルブレンドコーヒー
＊ バターチキンカレーのホットサンド
＊ ハムチーズのホットサンド
すっきりとした味わいの、オリジナルブレンド
コーヒーと、トマトベースでじっくりと煮込んだ
バターチキンカレーを挟んだホットサンド。
ハムとチーズを挟んだホットサンドを、ご用意さ
せて頂きます。

café & Bar BACK DOOR ▶コーヒー・ホットサンド ▶イタリア車展示

楽寿園では、華麗なフラワーテーブルや、フォト
スペースをデザイン展示します。
私から貴方へ、１本のバラが笑顔をもたらす
【幸運のローズパッシング】。
このバラをもらった人は次の「貴方」へ渡してく
ださい。２月11日&12日には、楽寿園、清花園
前、大社の杜前からスタート！限定１００本。

東部生花商組合 ▶フラワースタンド

AMORE EVENT!

鶏本来の優しい香りと繊細な旨味を引き出し
た、後味さっぱりの鶏白湯ラーメンに三島産長
ネギをのせました。「美味しいものを食べる幸
せ」を弊社グループの喜びと誇りとしております。
店舗は、熱海の海が一望できる絶好のロケー
ション。ペット可のテラスも御座いますので 熱
海にお越しの際は、ぜひお立ち寄りください。

多賀屋別邸 ▶鶏白湯ラーメン

創業明治二年。ところてん、あんみつの伊豆
河童。こんにゃく白滝も製造している為おでん
も開始いたしました。今回三島野菜中心のイ
タリアンおでんを予定しています。

伊豆河童／(株)栗原商店 ▶イタリアおでん

AMORE MISHIMA!のイベント期間中、飲
食参加店で提供されている野菜の販売を
致します。三島産のフレッシュ野菜を皆様の
食卓へ。

JA三島函南 ▶三島野菜

昨年５月にアステール総合美術研究所を会場に
行われたワインラヴァーのためのイベント「WINE 
BAR MISHIMA」のメンバーによる、特別な２日
間！スローフード発祥の地、ピエモンテ州中心の
上級なワイン、ホットワインなども用意。イタリア・
スペイン産の生ハムやサラミ、チーズ。三島野菜
を作った煮込み料理など、心も体も温まるアモー
レな料理を予定しています。

WINE BAR MISHIMA ▶ワインバー

楽寿園・大社の杜みしま・三島市役所大社町別館１F 防災研修室 会場での出店・出展のほか、
鈴木学園（SLOW FOOD料理教室）、みしまプラザホテル（マッチングパーティー）、三島野菜生産地（アグリスーリズモ）で、
スペシャルイベントを実施！ 各イベント会場を回りながら、源兵衛川遊歩道のゆったり散歩もオススメです。

の、イベント情報

AMORE MISHIMA! 開会式
2/11土 11:30〜

2/12 日 12:30-13:30  

AMOREカップルコンテスト決勝の
会場投票に是非ご参加ください！
投票いただいた方にも、抽選で
プレゼントがあります！！

（審査委員長：豊岡 三島市長）

AMORE♥カップル
コンテスト決勝

のりもの広場

どうぶつ
ふれあい広場

ふれあい広場

どうぶつ広場
万葉の森

梅花藻の池

常盤の森

すずめヶ池

みどりヶ池
あやめヶ池

みや島

なかの島

せりの瀬 中の瀬 はやの瀬
お茶水

南出口 源兵衛川

小浜池

小浜の森展示場

※雨天時のイベントステージは
　こちらになります。 公園事務所

駅前入園口

南口

至静岡 至東京東海道新幹線

東海道本線
三島駅

正門おきな島 さぎの森

いこいの松

深池

梅御殿

お休み処

郷土資料館

蒸気機関車
C58322号

さくら広場

もみじ広場

チビッコ広場

イベントステージ

出店ブース
エリア

楽寿園
メイン会場

開園時間９：００～１６：３０
（最終入園１６：００）

2/11土

2/12 日

楽寿園では、三島野菜を使った飲食店ブース、クラフト販売、フラワースタンド、
イタリア気分満載の車・自転車の展示などの出店があります。
イベントステージでは、ミュージシャンによる演奏のほか、
カップルコンテスト決勝戦も開催！ 　＊楽寿園 入園料・別途要
雨天の場合はイベントステージの場所が、北門側「展示場」になり、出店ブースもその周辺に設置します。
荒天の場合は、中止になることがあります。

２月１１日（土）
１１：３０～１１：４５　AMORE MISHIMA! 開会式
１１：４５～１２：４５　村松日登美（Jazz vo.pf & sax）
１２：１５～１３：４５　トロンボーンカルテット

楽寿園ステージ TIME TABLE▶ ２月１２日（日）
１１：３０～１２：００　サックス四重奏GEORGE
１２：００～１２：３０　田中みどり（vo.pf）
１２：３０～１３：３０　AMORE♥カップルコンテスト決勝戦
１３：３０～１４：００　Faith（vo.gt）

51 53

55 60

56 61

57 62

58 63

59 6452 54

参加店の営業時間
１０：３０～１５：３０
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事務局では、イベント パンフレットの配布や、有料プログラムの受付を行います。
また、イタリア旅行パネル展やイタリア食材の展示も開催します。

2/11&12　8:30～17:30  AMORE MISHIMA! 事務局

三島市役所大社町別館1F
防災研修室

BIXXIS Japanのブースが、2/11&2/12 楽寿園にて出展されます。
展示自転車の撮影のほか、
予約優先にて、BIXXISの自転車に試乗ができます（無料）

注意事項
♳試乗前に、誓約書にサインいただき、保険にご加入いただくため、免許証などの身
分証明書をお持ちください。♴必ず、試乗しやすい服装・シューズをご自身で用意いた
だき、試乗予約時間前に集合ください。ブースには着替え専用の場所はありません。♵

「ビンディングペダル」での試乗を希望の方は、ペダルをご持参ください。♶ヘルメットは
BIXXISで用意します。♷健康状態が優れない等、予約をキャンセルされる場合は、必ず
事前に、キャンセルの連絡を info.amoremishima@gmail.comまで入れてください。

〈試乗のご予約〉
info.amoremishima@gmail.com まで予約希望メールを送付ください。
お名前・連絡先TEL・身長・自転車歴・試乗の希望スタート日程（日にち
と時間）を明記の上、連絡の取れるアドレス（info.amoremishima@
gmail.comを受信できるようにしておいてください）から、件名「2/○○ 
BIXXIS試乗希望」と書いて、申し込みください。 ＊○○には、試乗希望の日

にちを書いてください。

おひとり様／30分～最長1時間
試乗コース／楽寿園スタート～楽寿園戻り　30分コースと１時間コース
　　　　　 ＊スタッフが試乗コースに同行いたします。
試乗バイク／３台予定　　
● PRIMA（クロモリモデル）サイズ52.5cm・54cm（トップチューブ長）
● PATHOS（チタンモデル） サイズ54cm （トップチューブ長）  

BIXXIS 限定試乗会
＠楽寿園各日１１：００－１４：００までの間のスタート

2/11土 2/12 日

【要事前予約 】
限定人数に達し次第、
締め切りとなります。 

注意事項　♳雨天・荒天の場合は中止になることがあります。♴申込受付受理後、事情によりキャン
セルさせる場合は、必ず事務局までご連絡ください（当日8:00まで）。♵受付及び集合時間に遅れます
と、参加できない場合があります。

注意事項　♳雨天・荒天の場合は中止になることがあります。♴申込受付受理後、事情によりキャン
セルさせる場合は、必ず事務局までご連絡ください（当日8:00まで）。♵受付及び集合時間に遅れます
と、参加できない場合があります。

9:00大社町別館駐車場前集合 
健康運動指導士の指導の下、準備体操を行ってから、出発 
▶愛宕坂▶錦田一里塚▶五本松▶塚原新田▶市の山 新田▶坂小学校裏▶大曲
▶三島野菜生産地▶ 山中城跡（11:45頃）/休憩▶ 三島スカイウォーク▶ 旧街道石畳
▶山中城口▶三島市役所大社町別館まで戻り（13:30頃）▶参加者全員で三島野菜
を使ったランチを堪能 ▶解散（15:00頃予定） ※コースは一部変更になる場合があります。

募集人数／先着10名
参加費／￥２０００（税込）
※主催者の手配する保険加入費・
　ランチ代等を含む

持ち物等／
走りやすい&歩きやすい服装・
シューズ・帽子・水分補給用の
水など・タオル類 

募集人数／先着10名
参加費／￥２０００（税込） ※主催者の手配する保険加入費・ランチ代等を含む
持ち物等／ご自身の自転車（基本的にロードバイク）　
　　　　　ご自身の使用する、自転車ペダル・ヘルメット
　　　　　運動しやすい服装・シューズ（自転車用）
　　　　　タオル類・水分補給用の水など
　　　　　厚手のビニール袋
　　　　　（畑に行く際に必要。シューズを保護する為の袋２枚以上）
※保険にご加入いただきますので、身分証明のできるものをお持ちください。

箱根西麓三島野菜の産地、旧東海道、史跡などを巡
りながら、三島市役所・別館前～山中城址までの往
復約18キロのコースを予定。 

当日の受付＆参加費支払

※保険にご加入いただきますので、身分証明のできるものをお持ちください。

WALK&RUN COURSE

当日8:30～8:50の間に、市役所大社町別館1階「防
災研修室」にある、AMORE MISHIMA!実行委員会
事務局にて、当日受付及び参加費の支払いをしてくだ
さい。保険加入手続きをしていただき、着替えなどの
荷物（貴重品を除く）をこちらでお預かりします。

こちらのコース全体に、WALK&RUNの達人と、健康運動指導士・三島市役所文化振興課／学
芸員が同行いたします。同行スタッフがつきますが、集団でのWALK&RUNですので、体力・健康
面に自信のない方、医師などから無理な運動を止められている方等の参加はご遠慮ください。

こちらの設定は、自転車上級者です。
また、集団での自転車RUNになる為、体力・健康面に自信のない方＆問題がある方

（医師などから無理な運動を止められている等）の参加はご遠慮ください。

１０：００／三嶋大社・鳥居前から出発（出発時の記念撮影有）
１３：００頃／三島市役所大社町別館まで戻る
１３：００～１４：００／三島野菜を使ったランチを堪能 
１４：００頃／解散

三島野菜の産地（平地）での、農家さんからの野菜
のお話を聞きながら、箱根西麓三島野菜の産地付
近や市内及び近郊を巡る、UP&DOWNのある約３
時間のコース。

当日の受付＆参加費支払

CYCLING COURSE

当日９：３０～９：５５の間に、市役所大社町別館1階
「防災会議室」にある、AMORE MISHIMA!実行委
員会事務局にて、当日受付及び参加費の支払いをし
てください。保険加入手続きをしていただき、着替えな
どの荷物（貴重品を除く）をこちらでお預かりします。

アグリツーリズモ
「サイクリング」編

[上級者向き] 
[三島野菜のランチ付き]  

10:00-14:00
2/12 日アグリツーリズモ

「WALK & RUN」編9:00-15:00

2/11土

[初級者・中級者向き] 
[三島野菜のランチ付き]  

～健康運動指導士・看護師同行～ 協力：BIXXIS Japan

webサイトもしくはFAXで、事前に参加のお申し込みが必要です webサイトもしくはFAXで、事前に参加のお申し込みが必要です
店内やテラスなどお好きな場所でまったりと本
格炭火焼肉をお楽しみください。
三島野菜を使用した焼き野菜をサービス致しま
す。

七輪酒家 ▶焼肉

ロミオとジュリエットの舞台 イタリア・ヴェローナ
の、「永遠の愛」という名のワイン、”AMORE・エテ
ルノ・オーガニック”はいかがですか？バレタインの
ギフトとしてもオススメ。ワンコインでもオシャレで
濃厚クリーミーなチョコ、幻の高級酒を使った特
上品質のトリュフチョコと一緒に。

LE PASSAGE ▶ワイン

メイシーはみしまプラザホテルがプロデュース
するカフェブランドです。世界トップクラスのスペ
シャルティコーヒーや、カフェレストランセゾンが
手掛けるサンドウィッチ、スウィーツなど幅広い
商品を用意してます。

Meyci ▶カフェ

AMOREカップルコンテスト、イタリア往復
ペア航空券・協賛提供社。イタリアの原風
景を紹介するパネル展を実施します。アグ
リツーリズモツアーで訪れるワイナリーや
ヴィラなどの写真が満載です。

I GO TRAVEL ▶イタリア旅行のパネル展

AMORE MISHIMA!期間限定
『三島野菜のペペロンチーノ』
地元の契約農家で大切に育てられた新鮮な野菜
を、その日のうちに一番美味しい形で調理してご提
供します。“TSUJIMARU”シェフの粋なおもてなし料
理で、味と香りをご堪能ください。

TSUJIMARU ▶野菜料理

家族経営の多いイタリアの企業から輸入
した、ワイン・オリーブオイルなどの食品を
展示。イベント期間中、試食できるお店も
紹介します。

SLOW FOODピエモンテ ▶イタリア食品の展示

大社の杜前にてミニブーケの販売を致しま
す。チェリーブロッサム企画ローズバトンパ
ス会場にもなります。また楽寿園にて華麗
なフラワーテーブルや、フォトスペースをデ
ザイン展示します。

フローラント ▶フラワーテーブル 他

イタリア出身の絵本作家。日本の民話「かぐやひめ」
を題材にした絵本の他、作品は日本、フランス、韓
国、南アメリカ、タイ、イギリス、中国、スペイン、スロ
バキアにも翻訳されている。 絵本以外の仕事に、本
の表紙用イラストレーション（大人用、子供用）、ス
トップ・モーション など、アニメーションの伝統的な
技法を使った短編映画制作なども。日本在住。

フィリップ・ジョルダーノ ▶絵本の原画展

参加店舗でフード＆ドリンクを味わえるほか
イタリア食材等のサンプリング＆販売や、
２日間限定のワンコイン・
ヘアーアレンジブースも出店！

▼大社の杜みしま 音楽ステージ TIME TABLE

大社の杜みしま
営業時間 １０：００～２０：００

※出演スケジュールは、都合により
　変更になることがあります。

２月１１日（土）
１１：３０～１２：００　ハートクレッシェンド（pop dance）
１２：００～１２：３０　ミシマ（hip hop）
１２：３０～１３：００　ハートクレッシェンド
１３：００～１３：３０　フルヤモトヒロ（vo.gt）
１３：３０～１４：００　ミシマ
１４：００～１４：３０　フルヤモトヒロ

２月１２日（日）
１１：３０～１２：００　海野みいな（vo.gt）
１２：００～１２：３０　ミシマ
１２：３０～１３：００　瀧田淳
１３：００～１３：３０　海野みいな
１３：３０～１４：００　ゲスト
１４：００～１４：３０　瀧田淳

SLOW FOOD
料理教室
＠鈴木学園

マッチングパーティー
〜あなたの出逢い〜
＠みしまプラザホテル
三島産の野菜を取り入れたビュッ
フェメニューを食しながら、三島市
公認婚シェルジュが出逢いをサポー
トする仕掛けをご用意します。

イタリア人料理ブロガーによる、三島野菜を使っ
たSLOW FOOD コース料理教室。三島野菜を
使ったイタリア料理のフルコースを、食材の解説な
どを交えながら作り、参加者全員で食します。

参加費／お1人￥5０００
※食材費、食事代等込

参加費／お1人￥4０００
※フリードリンク、料理代金込

18:00-21:00    

各日11:00-15:30    

2/11土

2/12 日

2/12 日

ミュージシャンたちの
ステージもお楽しみに♪

▶http://www.amore-mishima.com からお申し込みください。

AMORE MISHIIMA! だけのスペシャル企画。
事前予約のうえ、ぜひご参加ください！SPECIAL EVENTS!

41

イタリアの風土が育んだ本当の美味しさを日本
へお届け。長年イタリアをたずね歩き、信頼できる
生産者が丁寧に作った、日本未発売のオリーブ
オイルとジャムを輸入販売しています。今回は、LE 
PASSAGEとのコラボで、試食販売致します。

アランチャロッサ ▶イタリア食材44

46

32

42

43

USHIWAKAMARUグループは、2月11日（土）・12日（日）の2日間限定で、
大社の杜２Fに”アモーレ”ヘアーアレンジブースをOPENします。
ワンコイン500円でお気軽にキレイ、カッコイイをお楽しみください。

USHIWAKAMARU ▶ワンコイン・ヘアーアレンジ45

71 73

72

【 LE PASSAGE店内にてコラボ出店 】
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