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「ＧＩＦＴＳ ＰＲＥＭＩＵＭ」８月イベントについて
県では、年間を通して魅力ある県産農産物、加工食品、地場産品の情報を観光、移住情報と一体的に
発信するため、名古屋栄オアシス２１内に「観光・食・モノ」情報発信拠点として「GIFTS PREMIUM（ギ
フツプレミアム）※」を設置しています。
このたび、「GIFTS PREMIUM」にて下記のとおり８月イベントを開催します。

記
１ 日程等
（１）フェア
①ＧＡＰ認定商材・岐阜県夏野菜フェア
日時
8 月 7 日（水）～15 日（木） 各日 10:00～21:00
内容
・ＧＡＰ（Good Agricultural Practice:農業生産工程管理）の取組内容のパネル展
示や、ＧＡＰ認定者商材を特設コーナーにて販売
②美濃焼と県産食材フェア
日時
8 月 16 日（金）～31 日（土）各日：10:00～21:00
内容
・土岐市で活躍中の陶芸家・青木良太さんの陶磁器を特設コーナーにて販売。
・県産食材の魅力を来店者に知って頂くため、同氏が制作した陶磁器類を用い、ワー
クショップを実施
＜県産食材を使った簡単料理ワークショップ＞
岐阜県 6 次産業化プランナー、レストランプロデューサーでもある料理研究家、
長田絢さんを招き、県産農産物や６次産業化商品などを使った簡単料理のワークシ
ョップを以下のとおり開催
（第一弾）
〇日時
8 月 28 日（水）19:00～20:00
〇内容
・ギフツプレミアムの商品を使った、食卓を彩り、簡単に作れる逸品料
理のワークショップ「グルテンフリーパスタ＆オメガ３で体の中から
健康的に美しく！」をテーマに実施
・参加費：７００円（税込）、定員：８名程度 ※レシピ・試食付き

（第二弾）
〇日時
8 月 31 日（土）①13:00～13:45／②15:00～15:45
〇内容
・旬の岐阜県産野菜やフルーツ、関牛乳、蜂蜜を使った簡単スムージー
の作り方の紹介
・参加費：５００円（税込）、定員：各回８名程度
※レシピ・試食付き
③世界農業遺産逸品”ザ・いっぴん“フェア～夏の陣～
日時
8 月 31 日（土）10:00～21:00
内容
・世界農業遺産「能登の里山里海」の認定地域で育まれ、磨き上げられた「未来につ
なげる「能登」の一品」や、世界農業遺産「清流長良川の鮎」の認定地域で清流長
良川の恩恵により育まれた自慢の商品「清流長良川の恵みの逸品」を特設コーナー
にて販売
（２）対面販売
①関牛乳㈱（関市）
日時
8 月 3 日（土）10:00～17:00（予定）
内容
関牛乳、コーヒー牛乳など、試飲販売
②中部食産㈱（恵那市）
日時
8 月 3 日（土）10:00～17:00（予定）
内容
奥美濃古地鶏フランクなど、実演販売を実施
③福ちゃん（岐阜市）
日時
8 月 9 日（金）10:00～17:00（予定）
内容
岐阜県産のエゴマ、ニンニクなどを使った調理用万能だれ「福ちゃんのばかみたに美
味いたれ」の試食・対面販売
④渡辺酒造醸（大垣市）
日時
8 月 13 日（火）各日 13:00～18:00
内容
県内酒蔵「渡辺酒造醸」の代表的な銘柄「美濃錦」の他、「清流長良川の恵みの逸品」
に登録されている銘柄「清流の国」の試飲販売を実施
⑤椿商事株式会社（岐阜市）
日時
8 月 17 日（土）10:00～15:30
内容
岐阜県大野町産の柿、岐阜県産のハチミツを使った「柿バター」の試食販売
⑥はち工房こうけつ（中津川市）
日時
8 月 24 日（土）10:00～18:00（予定）
内容
レンゲ、アカシヤ、そよごなど恵那・中津川市の自社養蜂場で採密した数々のハチミ
ツ商品を試食販売
（３）観光展
①岐阜の「やまがた」どんなとこ？
日時
8 月 8 日（木）10:00～20:00
主体
山県市
内容
1)まだ間に合う！岐阜の「やまがた」穴場情報！
・名古屋から日帰りで行ける夏のスポット紹介
2)明知光秀ゆかりの地 紹介
・簡単なクイズを実施（ノベルティあり）
3)移住定住関係事業の紹介
・相談会ブース設置

②白山フェア in 名古屋
日時
8 月 10 日（土）10:00～16:00
主体
環白山広域観光推進協議会
内容
石川県・福井県・岐阜県の３県で連携して実施している「プラチナルート白山周遊
キャンペーン」ＰＲイベントを開催
1)環白山地域のＰＲブースの設置
・パンフレットの配布
・おすすめ観光スポット等の紹介
2)ガラポン抽選会
・環白山地域の特産品等が当たる抽選会の開催（景品がなくなり次第終了）
3)環白山地域の特産品の販売
③「清流の国ぎふ」めぐる旅キャンペーン 2019
日時
8 月 12 日（月・振休）11:00～16:30
主体
岐阜県観光企画課
内容
1)岐阜県の特産品があたるガラポン抽選会
（店内商品 500 円以上購入の方） ※100 名限定
2)岐阜県観光に関するアンケートの実施（粗品進呈） ※100 名限定
3)岐阜県内、夏のおすすめ観光地のご紹介
※パンフレットの配布、展示
④長良川流域観光ＰＲ
日時
8 月 25 日（日）12:00～17:00
主体
長良川流域観光推進協議会
内容
1)長良川流域の観光情報の紹介
2)「長良川体験チケット」をはじめ、長良川流域の様々な景品が当たる抽選会
を開催（景品がなくなり次第終了）
⑤「中津川栗きんとん」の魅力
日時
8 月 29 日（木）10:00～15:00
主体
一般社団法人中津川観光協会
内容
1)「中津川の和菓子」のＰＲ「栗のまち中津川」ＰＲ
・中津川の和菓子屋約１５店の栗きんとんを１個から販売
・中津川の和菓子屋お奨めの和菓子の紹介・展示・パンフレット配布
・「中津川菓子まつり」のＰＲ
2)中津川市お菓子めぐりツアーの案内
（中津川栗きんとんめぐりツアー、中津川菓子まつりめぐりツアー）
⑥八百津町観光物産展
日時
8 月 30 日（金）10:00～16:00
主体
八百津町役場 地域振興課
内容
・小麦粉せんべいの全国シェア８割を誇る無添加・無着色の「やおつせんべい」や、
標高５２０ｍの久田見高原で育ったお茶の販売
（４）移住促進イベント
①個別就職相談会
日時
8 月 7 日（水）、8 月 14 日（水）、8 月 21 日（水）、8 月 28 日（水）
いずれも 13:00～17:00
主体
岐阜県総合人材チャレンジセンター（県担当課：産業人材課）
協力
清流の国ぎふ移住・交流センター （県担当課：地域振興課）
内容
岐阜県内への移住を伴う就職希望者や学生向け個別相談会（予約優先）
相談予約・お問合せ先：090-2619-2102（清流の国ぎふ移住・交流センター）

②多治見市モザイクタイルワークショップ・移住相談会
日時
8 月 25 日（日）10:00～16:00（受付 10:00）
主体
多治見市 移住定住推進室
内容
多治見市の特産品であるモザイクタイルを使った「コースター」及び「フォトフレー
ムづくり体験ワークショップ、移住相談会
参加費 300 円／１作品

２

場 所
ＧＩＦＴＳ ＰＲＥＭＩＵＭ
（名古屋市東区東桜１丁目１１番１号 オアシス２１ ＴＥＬ：０５２－２５３－８５５０）

※「ＧＩＦＴＳ ＰＲＥＭＩＵＭ（ギフツプレミアム）」とは
〇平成30年度まで設置していたアンテナショップ「ジ・フーズ」に、県の観光案内所「飛騨・美
濃観光名古屋センター」と、県への移住相談所「清流の国ぎふ 移住・交流センター」を集約
し、岐阜県の「観光・食・モノ」の魅力を一体的にＰＲする新たな情報発信拠点として、平成
31年4月にリニューアルオープン。
〇岐阜県が誇る農産物や食品、モノの販売の他、地域の魅力と合わせた情報発信やイベント等を
実施。
〇「GIFTS PREMIUM」へのアクセス（電車）
・名古屋駅から地下鉄東山線で栄駅下車 ４番出口
・金山駅から地下鉄名城線で栄駅下車

