
APERITIF IN GIFU 2020
アペリティフ in 岐阜 2020 2020.５.17［SUN］

OKBふれあい会館2Fアトリウム

ピアノ・コンサートとフランスの食が生み出す
幸せなゆとりの時間～アペリティフ～

Ⅰ部  《12：00-14：00》 Ⅱ部  《15：00-15：30》 Ⅲ部  《16：30-18：00 ―Last Order 17：30》

 （岐阜県岐阜市薮田南５丁目１４－５３）

OPEN 12：00▶CLOSE 18：00〈Last Order 17：30〉

FOOD- フード -

- チケット -

Lunch Time Dessert Time Bar Time

Pairing

フレンチ・ランチボックス 2020
サワーライス ～フレンチ・ちらしずし～

ごはんの上にシャキシャキサラダ。
魚介・生ハムと野菜のマリネをのせてお召し上がりください。

バラの華やかな香りが広がる
フランス古典菓子 “パリブレスト”。

※フルコースチケットに含まれています。 ※フルコースチケットに含まれています。 ※フルコースチケットに含まれています。

パリブレストと紅茶

南仏・プロヴァンスを思わせる
ポークのトマト煮込みが中にゴロっと入り、
ソースのうまみがしみこんだビスキュイ。

ビスキュイ・ア・ラ・キュジーヌと
カクテル

TICKET

- ドリンク -DRINK

ジャコバン＆フルコース・
チケットセット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7,500円⇒特別価格 6,600円

アペリティフ・チケット（食券100円券×15枚）・・・・・・・・・・・・・・・・1,500円

▶色とりどりのノンアルコール・ソーダ
▶アイスティー／コーヒー／ソフトドリンク

▶可憐でフレンドリー。爽やかな白ワイン

▶うまみでほっこり。コクのある白ワイン

▶料理と仲良し。万能ロゼワイン

▶フレッシュでカジュアル。軽めの赤ワイン

▶円みと骨格が魅力。ミディアムタイプの赤ワイン

・・・・・・・・・・・・・・ 500円
・・・・・・・・・・・・・・・・ 700円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 700円
・・・・・・・・・・・・・ 500円

・・・ 700円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 300円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 300円～

◀サーモンローズ
《冷製料理》

《温製料理》

《常時提供ワイン》

▶クレマン・ボルドー［12:00～14:00］

▶ボルドーの誇る甘口のワイン［15:00～15:30］

▶ボルドーワインの真骨頂、重厚な赤ワイン［16:30～17:30］

▶ 限定3種のグラスワインセット（2,500円）
▶ 限定3種に常時2種を加えた5種のグラスワインセット（3,500円）もご用意できます。

1日の始まりにふさわしい、はちみつ香が心地よいスパークリングワイン。

デザートワインといわれる、とろりと優しい甘口の白ワイン。デザートとあわせて。

力強さと濃厚。余韻が長く残り、主張のある端麗な風味の赤ワイン。

＊ ワインの銘柄は当日お知らせします。　＊ 詳細はアペリティフ実行委員会までお問い合わせください。

主催：アペリティフ in 岐阜実行委員会　共催：サラマンカホール

料理・製菓担当：
フランス料理レストラン オー・エ・セル（岐阜市宇佐3丁目18-15）
フランス菓子 ギャルリー・シュシュ・アー（大垣市内原1丁目181-2）

＊ 予定数に達し次第、販売終了となりますので、前売でのご購入をお勧めいたします。
＊ 当日の追加チケットはアペリティフ・チケットの半券をご提示の上、購入が可能です。

＊ 詳しくは裏面をご参照ください。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 800円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 800円

・・・・・・・・・・・・・・・・1，000円

《提供時間限定ワイン》

・・・・・・・・ 500円

◀シュケット
・・・・・・・・ 300円

◀スティックブーケ
　（チーズ・生ハム・野菜などの5本）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 500円
▶3種類のチーズの
　盛り合わせ
・・・・・・・・・・・・・・・・・ 600円

▶シャルキュトリーの
　盛り合わせ
　（リエット、パテドカンパーニュなど）
・・・・・・・・・・・・・・・・・ 600円

▶チーズ単品・・・・ 300円~

▶ムラング（メレンゲ）
・・・・・・・・ 300円

◀アマンディーヌ
・・・・・・・・ 300円

・・・・・・・・ 500円
▶帆立貝の
　エスカベーシュ

・・・・・・・・ 600円
▼海の幸の
　ポー・トー・フ

・・・・・・・・ 500円
▶エスカルゴの
　ブルゴーニュ風

・・・・ 400円
◀ムール貝の
　ムクラード

当日販売

当日販売

予約限定Lunch Box 予約限定Dessert Set 予約限定Bar Set

席数限定

DELI フレンチ・デリカテッセン・・・・・・・・ 300円~

当日販売

フランス産ボルドーワイン

その他ドリンク

DESSERT フランス古典焼き菓子・・・・ 300円~
当日販売

Cheese&Snack チーズやおつまみ・・・ 300円~

紅茶はティーアドバイザーが淹れる
スリランカ産ディンブラ。

鮮やかな紅色、コクと渋みのバランスが良い。
パリ気分で優雅にお楽しみください。

Pairing
ローズをベースにしたカクテルをご用意しました。

（いずれかをお選びください）
□「ローズスプリッツァー」
　…白ワインと炭酸のアルコールカクテル。
□「ローズレディー」
　…ピーチネクターと炭酸のノンアルコールカクテル。

＊当日はそのほかの商品もご用意します。＊当日はそのほかのデザートもご用意します。＊当日はそのほかのお料理もご用意します。

「ジャコバン国際ピアノ音楽祭2020 in岐阜」の「マチネ・コンサート」「ソワレ・コン
サート」と、「アペリティフ・フルコース」（ランチボックス＋デザートセット＋バーセット＋１
ドリンク）を組み合わせた超お得なセット。

初夏にぴったり
新感覚の
フレンチ弁当

ラズベリーの
エッフェル塔が
キュート♥

見た目は
デザートのような、
かわいらしい
フランス料理

BORDEAUX

↕当日販売は食券制です。（アペリティフ・チケットを事前にお買い求めください）

※写真はすべてイメージです

アペリティフ in 岐阜実行委員会
（事務局：フランス料理レストラン「オー・エ・セル」）
TEL.058-275-6317
アペリティフin岐阜2020公式ホームページ
https://aperitif365-gifu.jimdo.com

お問い合わせ
Facebook・Instagramも

CHECK！



APERITIF IN GIFU 2020
アペリティフ in 岐阜 2020 2020.５.17［SUN］

OKBふれあい会館2Fアトリウム

フランス料理とピアノを１日楽しむ
Aperitif in Gifu 2020 × Piano aux JACOBINS 2020 Gifu

 （岐阜県岐阜市薮田南５丁目１４－５３）

OPEN 12：00▶CLOSE 18：00〈Last Order 17:30〉

- チケット -TICKET

- タイムテーブル -TIME TABLE

ジャコバン＆フルコース・チケットセット
7,500円⇒特別価格 6,600円 席数限定

□サラマンカホールチケットセンター
　窓口もしくは電話 058-277-1110
□フランス料理レストラン オー・エ・セル
　店頭もしくは電話 058-275-6317
　一般販売期間での取り扱いです。
□アペリティフ in 岐阜実行委員会 HP　
　https://aperitif365-gifu.jimdo.com/
　一般販売期間での取り扱いです。

＊ 発売日は、窓口9:00から、電話10:00から販売
　開始となります。（サラマンカ・オンラインチケット
　での取り扱いはございません）

サラマンカメイト先行販売期間：
2020.1/30［木］～2020.2/5［水］
一般販売期間：
2020.2/6［木］～2020.5/10［日］

開　場

開　場

開　場

休　憩

休　憩

12:15
12:30

14:00

アトリウム/アペリティフ2020 ホール / ホワイエ

13:10
13:30

15:00

17:00
17:30

15:30

16:30

19:30

12:00

15:00

14:00

15:30

16:30

18:00

17:30

ショパン： スケルツォ 第4番 ホ長調
ラヴェル： 夜のガスパールより「スカルボ」
ベッリーニ=リスト： 「ノルマ」の回想

　  日本音楽コンクール2019 優勝！ ～ 亀井聖矢

若き天才“高純度のダイヤ” ～ マリー＝アンジュ･グッチ

オペラ的、最上のカンタービレ ～ 上原彩子

新世代フレンチ･ジャズの逸材 ～ アモリィ･フェイ

リスト： ｢巡礼の年 第3年｣ “エステ荘の糸杉に寄せて” “エステ荘の噴水”
シューマン： ベートーヴェンの主題による変奏曲
ラヴェル： 洋上の小舟
J.S.バッハ / ブゾーニ： シャコンヌ ニ短調
サン=サーンス： ｢ラ・パルマの鐘｣、｢トッカータ｣

FAYE： Buran Iberian Waltz、Follow The Fox
HIGELIN： Balade pour Izia
BARRY： The Persuaders
LODGE： The Temptation Rag　ほか

モーツァルト： キラキラ星変奏曲 ハ長調
チャイコフスキー： 主題と変奏 ヘ長調
チャイコフスキー： ｢四季｣ 作品37bisより ３月“ひばりの歌”、６月“舟歌” 
モーツァルト： ピアノ･ソナタ 第12番 ヘ長調、第4番 変ホ長調
チャイコフスキー： グランド･ソナタ ト長調

ピアノ･リレー❶

ピアノ･リレー❷

ピアノ･リレー❸

入場無料

Pairing
セットに付属の「1ドリンク券」で
お好みのお飲み物を
《ドリンク例》
白ワイン／赤ワイン（500円）
色とりどりのノンアルコール・ソーダ（300円）
アイスティー／コーヒー／
ソフトドリンク（300～500円）

Pairing

Pairing

ホットティー
（スリランカ産ディンブラ）

フレンチ・ランチボックス 2020

パリブレストと紅茶

ローズをベースにしたアルコール 
or ノンアルコールのカクテル

ビスキュイ・ア・ラ・キュジーヌとカクテル

ビスキュイ・ア・ラ・
キュジーヌと 
カクテル

サワーライス ～フレンチ・ちらしずし～

フレンチ・ランチ
ボックス 2020

サワーライス 
～フレンチ・ちらしずし～

予約限定Lunch Box

予約限定Lunch Box

パリブレストと
紅茶

予約限定Dessert Set 予約限定Bar Set

予約限定Dessert Set

予約限定Bar Set

魚介・生ハムと
野菜のマリネをのせて、
初夏にぴったり新感覚
フレンチ弁当

ラズベリーの
エッフェル塔が
キュート♥

ポークの
トマト煮込み入り、
ソースの旨味
しみこむ

マ
チ
ネ･

コ
ン
サ
ー
ト
Ⅰ

マ
チ
ネ･

コ
ン
サ
ー
ト
Ⅱ

ソ
ワ
レ･

コ
ン
サ
ー
ト

プ
レ・コ
ン
サ
ー
ト

Ⅰ部

Ⅱ部Dessert Time

Lunch Time

Ⅲ部 Bar Time

Aperitif in Gifu 2020 Piano aux JACOBINS 2020 Gifu

全席指定
一般1,500円
［サラマンカメイト1,350円］
※学生1,000円

全席指定
S席3,000円［サラマンカメイト2,700円］
A席2,000円［サラマンカメイト1,800円］
※学生半額

マチネ･コンサート（Ⅰ・Ⅱ）

ソワレ･コンサート

マチネ･コンサート（Ⅰ・Ⅱ）

ソワレ･コンサート

「アペリティフ・フルコース」に含まれる料理・
ドリンクは、予約限定商品となっております。
キャンセルはもちろん、別の商品への交換に
は一切応じられませんのでご注意ください。
１ドリンクは、ソフトドリンクもしくは500円
のワインが指定できます。
「2020年度プレミアムシート」をご購入の
方で「ソワレ・コンサート」チケットを既にお
持ちの方は、差額の4,200円で本チケット
セットにアップグレードできます。
（アップグレード期間：3/14［土］まで）

＊

＊

＊

取
扱
窓
口

発
売
日・販
売
期
間

〈ジャコバン単体チケット〉

ジャコバン＆フルコース・
チケットセット

は右記内容がセットでお得！！

祝

Last
Order

※写真はすべてイメージです

主催：アペリティフ in 岐阜実行委員会　共催：サラマンカホール
料理・製菓担当：フランス料理レストラン　オー・エ・セル（岐阜市宇佐3丁目18-15）

フランス菓子 ギャルリー・シュシュ・アー（大垣市内原1丁目181-2）

TEL.058-275-6317
アペリティフ in 岐阜実行委員会
（事務局：フランス料理レストラン「オー・エ・セル」）

アペリティフin岐阜2020公式ホームページ
https://aperitif365-gifu.jimdo.com

お問い合わせ Facebook・
Instagramも

CHECK！
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