
価格はすべて
消費税込みの
価格です。

まくろび cafe ひより

天草中央総合病院

利久

図書館
〒

市民センター トヨタ

ヤヒロ

月曜日、
第 1・3日曜

11:00～17:00
天草中央総合病院

利久

図書館
〒

市民センター トヨタ

ヤヒロ

たっぷりのいちじくと豆乳･甘
酒を使った体に優しいドリンク
です。

¥500

南蛮柿･ソ･イ･オ･レ

イチジクジャムをミルクアンとしっ
とりバター生地で包み込んだミルク
饅頭。

¥120 アイス大福･無花果カスタード
柔らかいおもちの中に無花果とカ
スタード。甘くて冷たくてとろ～り美
味しいよ。

¥150天草四郎幻の恋人

天草市太田町 5-1
　  0969-23-4172
　  9:00～19:00 なし

天草市大浜町 11-10
　  0969-22-2044
　  9:00～19:00 なし

お菓子の
喜久屋

大浜店

太田町店

イチジク特有のぷちぷちとし
た食感にしっとりとした口溶
けのパウンドケーキ。フランボ
ワーズのコンフィチュールが
アクセント。 ¥1,296
イチジクタルト
オリジナルタルトに天然バニ
ラビーンズのカスタードをし
ぼり、フレッシュなイチジクを
かさねました。

¥410

いちじくの樹

スイーツラボボングー

天草蕎麦処苓州屋

そばの香り漂うもっちりと
したそばがきに、南蛮柿の甘
煮を添えた素朴なデザート
です。 ¥600
天草南蛮柿の天ぷら
サクッとした衣を噛むと南蛮
柿の甘い果汁がジュワッと広
がります。天草の天然塩と天
つゆで召し上がれ。

¥500

もっちりそばがきの
南蛮柿添え

なし

お菓子の
みつみ

サンリブ本渡店

諏訪町店
天草市諏訪町 11-11
　  0969-22-2625
　  9:00～20:00 元旦､不定休

天草市栄町 7-34
　  0969-22-1373
　  9:30～20:00 元旦のみ

今年も暑くなりそうですが、見た目
もお味もサッパリの「イチジクココ
ナッツ」で爽やかに !

¥300 イチジク姫
フリアンの生地にイチジクジャムを
練り込んで焼き上げました。形の可
愛い一品です。

¥150イチジクココナッツ

コス
モス

本渡
諏訪
神社

バルサミコ酢で煮込んだいち
じくを発酵クリームで焼きあげ
ました。

¥340

ミルキーいちじくサンド
クッキーとクリームにミルキー
なバターミルクをたっぷりと使
用し、ラム酒に漬けたいちじく
をサンドしました。

¥250

いちじくのフラン

ロシアン洋菓子店
天草市川原新町 8-10
　  0969-23-3551
　  9:30～19:00 月曜日

ふわふわのロール生地の中
に、南蛮柿・ラズベリー・パッ
ションフルーツのムース・パ
イン・桃をサンドしました。

¥1,500
南蛮柿タルト
さくさくのタルト生地の上は、
南蛮柿・旬のフルーツ、中に
ラズベリーカスタード・ピスタ
チオをアクセントにサンドして
ます。

¥400

南蛮柿のロールケーキ

不定休

洋菓子匠維新之蔵

天然バニラビーンズのカス
タードと生クリームをしぼり、
フレッシュなイチジクをたっぷ
りのせました。

¥380

いちじくタルト
イチジクを練り込んだタルトの
上に、カスタードをしぼり、天
草産のいちじくをまるごとのせ
ました。

¥450

いちじくシュー

パティスリー
メール･ドゥース

10:00～19:00 水曜日
0969-22-6623

天草市本渡町広瀬 229-6

本渡北小ピッツァハウス
ボーノボーノ

４種のチーズと相性抜群のい
ちじくを使ったパスタとピザ
ができました。

¥1,490

いちじくピザ
¥1,912

いちじくパスタ

天草市丸尾町 5-29
  　0969-66-9885
　  11:00～22:00（O.S.21:00）
　   水曜日

天草市本渡町広瀬 996
  　0969-22-3161
　  11:30～14:00
 　 不定期の休日あり

（温泉入浴券付き）

大人

¥1,500

ランチバイキングの一品。天草
いちじくとアーモンドクリーム、
サクサクのパイのハーモニー
を召し上がり下さい !!

天草南蛮柿のフルーツサンド
ランチバイキングの一品。ふわ
ふわの食パンに天草いちじく
とカスタードクリームを生ク
リームでサンドしました。

天草南蛮柿のアーモンドパイ

ホテルアレグリアガーデンズ天草

水曜日のランチ
バイキングメニュー

水曜日のランチ
バイキング
メニュー

水曜日のランチ
バイキングメニュー

つるんとなめらかな和菓子の
とうふに天草産完熟いちじく
ソースをかけました。

¥200

天草南蛮柿どら焼
こんにゃく入りの生地に天草産
完熟いちじくのクリームをサン
ドしました。

¥200

天草南蛮柿とうふ

天草郡苓北町富岡 3243
0969-35-0119
8:00 ～ 19:00 第 1･3 木曜日

黒瀬製菓舗
★

苓北中

肥後銀行
拓心高校
マリン校舎

黒瀬海産

カーブ
ミラー

看板 ウッディハウス
交番

本
渡

天草町

苓北町
役場

389

トータルファッション
もり

→

→

四郎の初恋シリーズに南蛮柿
のパイが新登場 ! サックサク
のパイに、プチプチのいちじ
くとアップルのハーモニー !

¥160
四郎の初恋 南蛮柿パイ

天草飴本舗
えすぽると菓子工房

天草市佐伊津町 2140-8
  　0969-23-6827
　  9:00～18:00 火曜日

天草市東町 48　　0969-22-9966
　  11:00～L.O.14:30､
　  17:00～L.O.20:30　   火曜日

天草晩柑果汁入りのオリジナ
ルいちじくジャムです !! 風味
まろやかな味です !

¥640
極上ジャム
（生姜&青いちじく）
生姜と青いちじくの風味豊か
なジャムです。料理のアクセ
ントにピッタリです !!

¥640

極上ジャム
（いちじく&晩柑）

食の天草 にじ
天草市有明町下津浦 3001-9
　  0969-53-0628
　  10:00～17:00  　土･日･祝日

本渡

熊本

道の駅 有明

上津浦〒

324

上津浦 IC

★

松島有料道路

有明グラウンド

南蛮柿とフレッシュサラダに温
泉たまごをのせて、手作りドレッ
シングで召し上がれ !¥810

いちじくシーザーサラダ

ハニーレストラン
天草市瀬戸町 72
　  0969-22-3737
　  10:30～22:00 不定休

日産

本渡

有明

ミヨセ

瀬戸
保育園 渡辺

鮮魚

三菱ふそう

天草
信用金庫

プラザホテル
アネックス
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【事前にご予約ください】

いちじくがたっぷり

入っておいしかったで

す。いちじくの甘さが好

きなので、いちじくを食

べているという感じが

しました。

不老長寿の果物と言われ、

栄養価が高いいちじくを美

味しく食べられて幸せでし

た。もっと食べてみたくな

りました。

天草へランチを食べに行きまし

たが、このフェアを知りお茶し

たり、お土産を買ったりするの

にスタンプラリーのお店をまわ

ることができ、とても楽しくド

ライブコースを作ることができ

ました。

毎年楽しみにしてます。

いちじくがおいしいと思っ

たのはこの天草いちじく

フェアがきっかけでした。

毎年おいしいケーキを楽し

みにしています。

①お店で写真の商品をお買上の際、お会計後にスタンプ
1個を押してもらってください。（ポイント発行所は重複
しないでください）
②ポイント2個たまったらご応募頂けます。
③裏面のハガキに必要事項をご記入のうえハガキ部分を
切り取り、店内の応募専用袋にお入れ頂くか、切手を
貼って事務局（本渡商工会議所）宛に郵送してください。

※応募はお一人様何口でも可能です。
　郵送による応募締め切りは、平成29年10月10日消印有効。
※当選者の発表は、発送をもってかえさせていただきます。
※応募いただいた方の個人情報については、外部に流出しないよ
う厳重に管理し、当選者への通知、発送にのみ使用いたします。

応 

募 

方 

法
　

※天候などの都合で、お店によっては、期間前に終了となる場合がありますので予めご了承ください。

南蛮柿フェア
参加者の声

天草南蛮柿
い ち じ く

フェア 2017

2017.8.10〜9.30


