
柳ケ瀬商店街の好きなとこ
ろ

柳ケ瀬商店街で好
きな店を

今後、柳ケ瀬に増えたらいいなと思うも
の

柳ケ瀬商店街活性化のアイデア コロナと闘う店主の皆さんへ応援メッセージが
あれば

落ち着きます つばめや 音楽と食を絡めたイベント 地元を盛り上げる為に、頑張ってください。ご

協力は惜しみません。

市場のような雰囲気が好き 高島屋 映画館 うーーん、まずは人を戻すことですから

ね・・・

柳ケ瀬を故郷と思っている人も多いはずです。

とにかく健康で！

アーケードがあって、お天

気を気にせず買い物ができ

るところ。

様々なイベントを計画して

いて、街全体が変わってき

てるな、と感じられるとこ

ろ。

アラスカ文具店／

mokkumokku

子どもが気軽に休める空間があるといい

な、って思います。

すぐには思いつかないのですが、例えば老若男

女誰でも気軽に出入りできる空間があるといい

な、って思います。

大変だと思いますが、みんなで乗り切りましょ

う！

懐かしさがありながら、少

しづつ進化している所。

高島屋、ENZA テイクアウト（いわゆる中食。仕事帰り

のおかずが欲しい）

夜のやなぶらイベントいいですね。あとはアイ

ディアではないですが、商店主の皆さんがもう

少しにこやかに穏やかにお客さんを迎えてくれ

たら、お客さんもにこやかになると思います。

柳ヶ瀬応援団します！一緒にがんばろ！

活気があるところ TAKASHIMAYA レンタル事務所 zoomでお店紹介 だんだん人は戻ってくると思います。

子供の頃から、慣れ親しん

でいる場所、落ち着く商店

街。

岐阜高島屋、ツバ

メヤ、CINEX

サンビルが、毎週開いていて、行けば楽

しいことがあるかもと思えるよなイベン

ト。

アーケードがあるから、路面店カフェから、自

然に物販のお店に入り込んじゃうような雰囲

気。

歴史と個性あふれる柳ケ瀬商店街の発展期待し

ています。郊外ショッピングモールに負ける

な！

歩いて色々いけるところ。 MAGICO&Dec. 大学や専門学校。若い学生が毎日、学ぶ

為に人が集まる空間。そして、ファミレ

ス。

路上駐車場の無料開放。大手IT企業の誘致な

ど、ビジネスパーソンが集う企業の誘致。IT企

業は安くテナント借りれるとか。イベントでな

く、毎日通わなければ行けない会社、学校など

を沢山、商店街に招き入れる。

頑張っていきましょう！

屋根がある^ ^ 高島屋 喫茶店 新しいキャラクターが欲しい コロナには負けないです！！

イベント 高島屋 １アーケード内のアスレチックまたは
アーケード内の公園
２薬草薬膳 ﾋﾞｰｶﾞﾝカフェ岐阜県は薬草に

縁があるから
３断食道場
イベントなら

1子供が店を運営するマーケット2教えて

店長の復活3薬草薬膳ﾋﾞｰｶﾞﾝ発酵食品な

ど健康にフォーカスしたマーケット

私は健康を主軸にした商店街を希望します。コ

ロナは2度と御免です。無農薬農家、薬草、薬膳 

お灸、発酵食品、断食等のイベントを仕掛けて

岐阜薬科大学 かすがモリモリ館、漢方薬局等、

わらべ村、東洋医学に理解のある医者等に協力

してもらうというのはどうでしょうか？

頑張って下さい。今回の企画の一番良いところ

は市民に直にアイディアをきく点です。私は一

万円はご遠慮させていただきます。別の何かに

お使い下さい。

どこかに必ず知っている人

と出会える所

コメディアン テイクアウト出来るお店。学生さん達が

立ち寄れる屋根のある小さな休憩所。

柳ヶ瀬に来てからのお店の配置などが分かりづ

らいので案内板があれば嬉しく思います。

近くでお店をしていますが、頑張る姿にこちら

も励まされております。大変ではありますが一

緒に頑張っていきましょう！

蜜を避けられるところ ツバメヤ 子供がメインのイベント 唯一無二のイベント 辛いのは皆同じ、ソーシャルディスタンス

人が優しい 一楽 年齢問わず楽しめる場所 露天ではなくそれぞれの店の個性を出して欲し

い

昔ながらの雰囲気 どのお店も好きで

す。

初見では入りずらいお店もあるので、

柳ヶ浦商店街ツアーのようなもの。

コロナ渦に加えて猛暑も続いております。お身

体ご自愛下さいませ。

アットホームなところ、人

との距離の近さ、ゆるいけ

ど、最先端

サロンドマルイチ 音楽、若者の活躍できる場所 駐車場を無料に！ 大変だと思いますが、ファンはずっとそばにい

ます！

落ち着きます。 高島屋 本屋とスタバが合体したような施設 精一杯コロナ対策したらもうコロナになっても

ええじゃないか祭り2020

頑張りましょう。

文化がある。昼と夜の世界

が長い年月をかけて共存し

ている。

マルイチ 飲食店、飲食系のイベント 近代的なホテル又は、旅館等の施設 ほぼ毎週通わせていただいている柳ヶ瀬商店街

がより発展していくことを心より願っておりま

す！

古い街と、新しい街が一緒

に暮らしているところ。

ツバメヤ、田中

屋、ニューパロマ

柳ヶ瀬の今と昔がわかる本屋さん、ギャ

ラリー等。

柳ヶ瀬の昔と今が繋がる展示、写真展等。 柳ヶ瀬はずっと小さい頃から通っている大切な

場所です。応援しております。

人情味がある所 高島屋 無添加野菜 パン カフェ おでんやさん スタンプラリー ・ パフォーマンスイベントとサ

プライズゲスト 野外live等

人と人の繋がり ・ 絆 ・愛ある行動が全ての原

動力です。笑顔を絶やさず頑張りましょう❗️活気

に満ちた柳ケ瀬が大好きです❗️

店主さんのこだわりが強い

個性的なお店が、自由にの

びのび仕事できているとこ

ろ

enza、ツバメヤ、

ロイヤル40、マル

イチ、ポーヤイ、

三和、がんこ村、

松竹小路

ビアパブなど小さくて気軽に出入りでき

るお酒のお店

タワーマンションで人の数が増えるので、どこ

かで「公園的」な使い方のできる空間はあった

ほうがいいと思っています。例えば長崎屋の

オープンスペースに芝を張るなど、ちょっとし

たところで出来ることはあるかなと思います。

先が見えない状況は続きますが一緒に頑張りま

しょう！

好きなところは最近はない

ですね。

三和さん シャッター店舗を安く貸して、とにかく

賑やかになってくれればいいかな！

台湾の夜市みたいな賑わいが欲しいです。 みんなで乗り越えましょう！

駅から近くて歩いて行ける 決められない リモートで遠方の人と繋がることができ

る飲み屋やそれが可能なイベント

応援したいお店や残したいお店にクラウドファ

ンディングでお金を集めて寄付する。上限額を

設けず、集まった金額が上限になるようなシス

テムを作る。

お客様を本当に喜ばせることができるお店や地

域に貢献しようと努力するお店が残るお店だと

思っています。

今こそ、皆んなで繋がって協力し合いましょ

う！

懐かしい 高島屋 屋根のない空間 あるけど、別の機会に お互いに頑張ろうね

良い意味で懐かしい。 高島屋 岐阜市と姉妹都市とのイベントをやって

ほしい。【フィレンツェなど】

名古屋に行ってもないモノ、コトがほしい。

でないと足を運ばない。路面電車復活熱望。

岐阜の誇りとなる場所であり続けてほしい。

個性的な店舗が多いですね BLUE BLUE 空き店舗を利用した音楽祭とか有れば行

きたいです

個人店と提携した駐車場が必要と思います。気

軽に飯を食べに行きたくても駐車場代が気にな

り足が向きません。

ここ数年柳ヶ瀬が盛り上がってきた所にコロナ

が来てしまいました。

柳ヶ瀬を盛り上げようとしている気持ちは十分

伝わってますので

団結しつ頑張って下さい
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の

柳ケ瀬商店街活性化のアイデア コロナと闘う店主の皆さんへ応援メッセージが
あれば

昔ながらの雰囲気 初寿司 イベント広場の充実 若い女性が集まる街づくり。大学等のサテライ

トキャンパス 

柳ヶ瀬の火を消さないで‼️

粋なお店と店主がいるとこ

ろ。

ツバメヤさん 立ち飲み屋さん 高知市のひろめ市場の様に色んなお店のメ
ニューを持ち寄って飲食できるところがあると
嬉しいです。

コロナ禍で大変な時期と思いますが、柳ヶ瀬は

岐阜の誇りなので頑張ってください。応援して

ます！

欲しいものが販売されてい

る

広瀬靴店、高島屋 おしゃれなカフェ、オーガニック野菜や

食材のお店

色んな食べ物屋さんが出店する柳ヶ瀬ビヤガー

デン(毎週末※毎日であってもなくても良い※開

催で週ごと※日ごとでも良い※に出店するお店

は変わる。その店の出店日時確認の出店カレン

ダーを配信するのに必要な柳ヶ瀬ビヤガーデン

のHPやSNSなど整備※ラインやブログ、便利な

何かで)

昔の活気を取り戻して欲しいです。幼い頃にお

出かけ着を着て柳ヶ瀬に出掛けたときめき、忘

れられないです。岐阜を愛する１人として、

柳ヶ瀬が廃れるのは悲しく、なんとか柳ヶ瀬を

盛り返したいので、魅力ある柳ヶ瀬作りに協力

したいです。

落ち着く 皐月テーラー まちおこし 昔から柳ヶ瀬で育って大好きなまちです。みん

なで力を合わせて頑張っていきましょう！

人と人とのつながりの濃さ

人生を楽しんでいる人が多

いところ

SATSUKIテーラー リメイクやオリジナルの作品世界に一つ

しかない。貴方だけの物を提供出来るお

店

中高生が主体的に動ける活動をしてもらいた

い。チャリティーイベントやバザーなど。

柳ヶ瀬商店街内で靴磨きイベントをやりたい

適度にひなびた感じが好き

です

やながせ倉庫 雑貨屋やおしゃれなカフェ 若者がお店を開きやすいような環境にしてくだ

さい

コロナがあっても、柳ヶ瀬でお買い物で応援し

てます。

変わったお店が多いところ 高島屋、皐月テー

ラー

定期的にライブイベントが出来るスペー

スとその近隣にクラブがほしい

観光客に長く滞在して頂く為に近代的なオシャ

レカフェ、そしてオシャレな写真撮影スポット

を設けるべき。

オシャレな10代〜40代女性にターゲットを絞

り、その方達にSNSに写真を上げてもらうだけ

で宣伝にもなり広告費を抑える事が出来る。

女性が沢山来るということは男性も必然的に

デート等で利用する機会も増えるのでまずは昼

間の観光客人数を増やす。

そして夜はイベントスペースを中心にクラブ等

で若者を中心に活気を増やす。宿泊施設も増や

す。

その為の土台として、まずはテナント利用料金

を下げ、新規事業者が参入しやすいようにす

る。

大々的に募集をかけ、その中から適切な事業者

を選別していく。

その代わり当選者は格安でテナントを借りる事

が出来るようにする。

これが出来るか出来ないかで柳ヶ瀬は変わると

思います。

理想論だけだと実行は難しいですが、何かを変

えたり得るには何かを捨てるべきだと思いま

す。

今はコロナの影響で辛いことが大半だと思いま

す。

このコロナで変わったことをどう受け止めてい

くかは皆さま次第ですがどうか絶望せず、逆に

チャンスだと思って何かを変えてみて下さい。

変わるなら今が1番良い時だと思います。

希望さえあれば人は何にでもなれますから

商店街の雰囲気とマニアッ

クなお店がある

グリューネ 手作り品などのオリジナリティの高いフ

リマ

新岐阜駅方面から歩いて柳ヶ瀬まで来れるスタ

ンプラリーなど

私が子供の頃母に連れられ買い物、ランチ。高

校生の頃、三者懇談の帰りはお昼を食べ高島屋

で買い物。亡き母の思い出がいっぱいです。頑

張ってください。

お店の人とゆっくり話せた

りするところ

四角商店、ビッカ

フェ、マルイチ、

ツバメヤ、

ゆっくりお茶できる場所が増えるといい

なと思う。

服や雑貨などの買い物が充実できたらう

れしい。

私はスティールパン のバンドをやってまして、

練り歩いたり、演奏させてもらえる場が有れ

ば、賑やかな演出にお力添えできるかなぁと思

います。

音楽の路上演奏がいろいろあるのも、楽しいか

なぁと思います。

今は大変だと思いますが、柳ヶ瀬はとても楽し

い街だと思います。これからどんどんもっと楽

しくなると思います。小さい頃から慣れ親しん

だ街。お力になれることが有れば微力ながら応

援、協力したいです。

昔からよく行っていて愛着

があります。

さっきテーラー 小売店

昔からのお店もあって和み

ます

つばめやさん 娘が好きな可愛い雑貨屋さんや古着屋

オシャレなカフェが増えると嬉しいです

若い子は流行に敏感だし、インスタで宣伝して

くれるので、若い子をうまく取り込むといいと

思います

頑張ってください　応援しています！

昔ながらのお店が残ってい

る所

高島屋 大人がゆっくりと食事を楽しめる場所 コロナに負けず頑張って下さい

雰囲気 花文　高島屋 祭り。飲食 託児所やダイバーシティ 一緒にこの困難を乗り越えましょう。

ごちゃごちゃした感じが面

白い。

ロイヤル劇場 輸入雑貨店、書店、チェーン店ではない

カフェなど。

自分は一宮市在住ですが、柳ケ瀬には名古屋と

は違った独特の魅力が有ると思います。道三祭

りなど、岐阜独自の良さをアピール出来るイベ

ントが増えたら良いですね。

この数ヶ月で世の中が大きく変わりました。こ

れからは元に戻るのではなく、新しい世界の始

まりかも知れません。お互いに頑張っていきま

しょう。

高島屋がある 高島屋 居酒屋
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柳ケ瀬商店街活性化のアイデア コロナと闘う店主の皆さんへ応援メッセージが
あれば

とてもとても人が良い

お店の方の若い方から年配

の方まで仲が良く元気で街

の雰囲気がとても好きで

す。

昔からの喫茶や建物などの

造りや装飾が味わいがある

だけでなく、独創的でいつ

も刺激になります。

古道具

mokkumokku

喫茶星時

珈琲専門店ルモン

ド

徒然舎

以前のコーヒースタンドのイベントはと

ても良かったです。

毎月足を運んでいる自分ですが、

つい最近無印を見つけたり、素敵なご飯屋さん

を見つけました。

もう30回以上通っていますが、大半はmokkumo

kkuさんと星時さんのみの為来ていました。

実はまだまだ素敵なお店があること、

お店に入れば気付けることは多いのですが、な

かなかまだ入れません。

素敵なお兄さんのやっているご飯屋さんは珈琲

イベントの時に豚汁を出されていて初めて知る

ことができました。

なので

⚫️イベントの際に小さく出店する

これはとても良いなあと思います。

また珈琲イベントのときとても良いなあと思っ

たのは、先に5杯分のチケットを買わせてしまう

ということ。

(前払いでさらにノベルティがあってお得なのも

良かったです)

⚫️柳ヶ瀬を回ろう！

という趣旨のイベントで、先に¥5000とか+¥

1,000とかで小さなノベルティ付きのチケットを

売ってしまい、

(お店としてはほんの少しいつものお値段よりお

得になってしまうチケット)

イベント中、広大なmapの下、町中に旗🚩が付

いているお店を回るというもの。

イベントのターゲット層を決めておいてその人

たちにヒットするような商品を用意しておくこ

とで、立ち寄ってもらう。

立ち寄って知ってもらうことで、次から柳ヶ瀬

に来る楽しみを増やして、お店の方としても

知ってもらえる方を増やす

ことができたらいいなあと思いました＾＾

チケットがあることで、必ず何処かへは回らな

いと損なので、みんな真剣に回ります。また、

柳ヶ瀬は喫茶やご飯屋さんなども人が温かく素

敵なお店がありますが、閉まっているお店もた

くさんあるため初めて来た人はどのお店がやっ

一客としてなくなって欲しくないです。

応援しています。

繁華街の感じ サツキテーラー ライブイベント 頑張りましょう！

沢山飲み屋さんがある 久松 飲食店 お祭りをする がんばって乗り越えましょう

個性的なお店が頑張ってい

る

柳ヶ瀬倉庫　ALC

カフェ

映画館 柳ヶ瀬商店街全体で一つになれませんか？昔な

がらのお店は、今一つ新しいイベントに参加出

来ずにいるような気がします。皆んながwinwin

になれるイベントをお願いします。

元を辿ればコロナも、人間の進化の過程で起こ

るべくして起きた産物。コロナのせいにするの

ではなく、地球と共存していくつもりで、今一

度自分達の行いを見直してはみませんか？

地元なので さつきテーラー セレクトショップ 交通網の整備 ファイツ

人が多すぎないところ サツキテーラー、

いろり庵

外国人居住スペース 頑張ってください！！

岡田さんプロデュースのお

店のファンです。

みつばち食堂、ツ

バメヤさん。

オープンダイニング。 オカビエ像を街角にシンボルとして設置。 店終いのきっかけにせず、柳ヶ瀬を残して下さ

い。

こんなプランデミックに負けたら悔しいです。

混みすぎず、いなすぎず 柳ヶ瀬倉庫 クラブ　ライブハウス　キャンプ用品小

売

安い居酒屋

柳ヶ瀬倉庫のように、個人事業主が店舗を借り

易くする。

コマ割りや契約年数等、ライトにすると若い生

きの良い方が、開業し易くなるかと思います。

柳ヶ瀬に育てられました。

みなさまのお店があって30年間楽しくこれまし

た。

ずっと守っていってください。

昔ながら サツキテーラー 空中プールとかインスタ映えするスポッ

ト

新しく生まれる業態などに対応して進化発展頑

張ってください

新しいもの、古いものが融

合している

ミツバチ食堂 遊び場 立体駐車場があれば嬉しいです。

行きたいけどやめようと思ったりします。

町の中心部にありながら、

静かなところ。定期的な商

店街全体を使った大規模イ

ベントが楽しめて一日中楽

しめる場所です。

来て屋 買い物中、ゆっくり休める休憩スペー

ス。落ちついた空間で昼食ランチが食べ

るお店が増えてほしいです。

サンデービルヂングマーケットの様なマルシェ

等が月１回だけでなく、週末、又は月貸しの一

坪店の様な場所があればいいかなと思います。

お店等、感染症対策で日々大変だと思います。

一日でも早く収束しますよう願っています。

楽しい町なところ ござるさ、シェリ

エ

マルシェなどのイベント 人が集まるような仕掛けがいると思います。 一緒に生き残りましょう！

様々な種類の店があるので

ただ歩くだけでも楽しくて

気に入っています。カフェ

も多くて休憩しやすいのが

いいです。

徒然舎 柳ケ瀬初心者でも気軽に足を運べるよう

な、駅前から柳ケ瀬まで広い範囲での音

楽フェスがあると楽しそうです。

名古屋在住ですが、柳ケ瀬の雰囲気が好きで

ちょくちょく通っていました。コロナが落ち着

いたらぜひ遊びに行きたいと思います。直接行

けなくとも支援できればと思うので、各店の通

販などがあれば情報をまとめていただけると助

かります。

昔ながらと新しいが上手く

ごちゃ混ぜになっていて楽

しい！

美味しいものがたくさんあ

るので大好きです。

ティダティダ、ツ

バメヤ、やながせ

倉庫団地

テイクアウトに特化したお店。

テイクアウトした物を食べるスペースが

ほしいです。

柳ヶ瀬商店街、とっても大好きな場所なのでこ

れからも応援しています！！

皆さまどうかお体に気をつけて

お互い頑張りましょう



柳ケ瀬商店街の好きなとこ
ろ

柳ケ瀬商店街で好
きな店を

今後、柳ケ瀬に増えたらいいなと思うも
の

柳ケ瀬商店街活性化のアイデア コロナと闘う店主の皆さんへ応援メッセージが
あれば

昔ながらの歴史あるお店

と、新たな風を吹き込むお

店が入り混じった雰囲気が

大好きです。

losers、clubG、ボ

ビンヘッド、正

村、enza、八百屋

さん、八千代

柳ヶ瀬ブランドを生み出して、若い子や

女性、子供たちをターゲットにした店

舗。商店街の良さである、人と人が繋が

るイベント。

映画の歴史も大切に、音楽、アートが溢れる

アーティストの町。飲食も含めて、こだわりを

持った人たちを中心に、商店街としての統一感

やイメージをしっかりと決めた上で一定の審査

も行い、ステージや店舗、イベントの付加価値

を高めていく強気な商店街へ。

大変な時に踏ん張って下さっている皆様のおか

げで柳ヶ瀬商店街は守られています。岐阜市民

はもっと柳ヶ瀬の存在価値を知るべきですし、

古く衰退していく場所ではなく、歴史と伝統を

守りながら、みんなで力を合わせて岐阜のエネ

ルギーが集まる中心街になればと思います。こ

れからも応援しております！！

レトロなお店が多い サツキテーラー ジム いつも利用する店が無くなるのは寂しいので皆

さん頑張って下さい。

昔ながらの風情と、これか

らの柳ヶ瀬を盛り上げよう

とする若い力が混ざり合っ

ているところ

まさむら 猛暑に耐えられるような涼しいアーケー

ド空間。

状況は厳しいと思いますが、明るい未来を信じ

て、業務に励んでもらえたらと思います。

店の人の顔がみえるところ

急いでいないところ

ぶびんが　ティダ

ティダ　大福屋　

シネックス

空き店舗のリノベーション

青少年の居場所

フリースクール

みんなの居場所

アートな空間

おもしろい大人に出会う場所

誰でもいつでも気楽に出会えるアートな空間が

空き店舗を利用してつながる！そこにフリース

クールやワーキングスペース　スタディルーム　

しゃべり場　スタジオなどなど　商店街まるご

と居場所になる！

密じゃない！を強みに！！→そして密になる！　

大好きなやながせです

ある程度広くて変わったお

店が多いからお散歩がとて

も楽しい

やながせ倉庫 変わった小物屋さん、安い若者向け服屋

さん、2次元・2.5次元イベント

もう少し若者向けのお店が出来たら「とりあえ

ず柳ヶ瀬に行こうか」になると思う。

金銭面はある程度超えてしまうと頑張りようが

ないので無理だったら頼れる誰かに相談しま

しょう。頑張りすぎて判断が遅くなるのが1番危

ないです！頑張って踏ん張るのではなく、誰か

に頼ることを頑張ってもらいたいです。

昔ながらの味を楽しめるお

店がある。

大福屋 古さ・懐かしさを味わうことができる、

最新技術を使ったゲームイベント。

（VRなどを活用）

コワーキングスペースの整備 コロナ後には、個性が求められる社会が待って

いると思います！それに備えて頑張ってくださ

い！

子供の頃から、高島屋を軸

とした、休日のお出かけ先

として。目的がしっかり

あっても無くてもぶらりと

できる所が好きです。そし

てやはりアーケードは楽だ

し助かっています。夏は日

差し、年間通じては雨雪の

煩わしさが無いところ。全

国的に商店街は侘しくなる

一方が多いですが、お若い

方の出店も少なからずあ

り、頑張っているな、と感

じられます。そういう部分

も。

高島屋(無印含む)　

ミツバチ食堂　

ティダティダ　古

道具 mokkumokku　

A.L.C.Cafe(美殿に

移転しちゃいます

ね)　やながせ倉庫

「柳ヶ瀬コーヒーカウンターの第二回の

(いつか)開催実現」を楽しみにしていま

す。第一回のカップは専用の袋を縫っ

て、棚で並べてスタンバイ中。

あと、コロナで夏祭りや花火大会が根こ

そぎ中止の中、夏の情緒に一役買う「浴

衣姿」を見かけづらくなりました。週末

夜、浴衣のお客さんに小さなサービス(カ

フェならクッキー一枚、食べ物屋さんな

らお通しもう一鉢とか)みたいなキャン

ペーンとかあったら面白いのに、と思っ

ていました。

お試し出店スペース(数か月単位)。一からの起業

にハードルが高い方に

ひとまず副業的に感触など実感してもらって、

よければ恒常的商店街メンバーに・・・と。魅

力的なお店が多いことは、街の人寄せの基本だ

と思うので。

そんなお店も一店舗だと弱いので、まとめて数

店舗同時期だと、どれかに興味があるお客さん

が、ついでに他の店舗も知るきっかけになるの

で、面白いかなと思います。

若しくは、果物屋さんや和菓子屋さんの限定サ

テライトショップ(季節出店。夏ならかき氷や

ジェラート、冬なら善哉や焼き芋など)も。人は

「期間限定」に弱いかですからねぇ。

一進一退に見える状況はどうしても先行きの苦

しさばかりが目につきます。

しかし何某かの前進はしていると思います。な

ので必ず出口が見えてくるはず。

それまで皆が頑張り続けるしかない。大変かと

思いますが、その日まで。

応援しています。

アーケードがある SATSUKI TAILOR テーマを持った専門街 再開発し、ゼロから街づくりをしないと変わる

事はできない

名古屋から独立するには柳ヶ瀬しかないと思い

ます。頑張って下さい！

傘がいらないところ 高島屋 フェスや美味しいものイベント 車が停めやすいと集客も増えそう

高島屋をもっと充実させる

今は苦しい時ですが踏ん張っていきましょう！

お店がこじんまりしてい

て、アットホーム感があ

る。

エンザ　ミツバチ

食堂　

　

広瀬靴屋さん

個性的な飲食店 空き店舗がとにかく埋まってくれるといいです

ね。

アーケードで雨でも歩きや

すい

堀江メガネ またデパートが増えて欲しい 昼間はある程度の時間無料の駐車場 大変だと思いますが、体調に気をつけて頑張っ

てくださいね

店主さん達があたたかい接

待をしてくださるところ

サツキテーラーさ

ん

グルメフェスイベント フェスや、期間限定の貸出し店舗等 コロナという予想だにしなかった出来事がお

き、商店街の皆さんは本当に大変だと思いま

す。何とか踏ん張っていただき、柳ヶ瀬を守っ

てください。

アーケードがあるため、天

候を気にしなくて良い

LOSERS 公衆トイレ まずは人を集めること。天候の影響を受けにく

いアーケードの存在はかなり利点だと考えてい

るため、商店街通路を利用した屋外型のイベン

トを年次行事的に固定化し、そのイベントのミ

ニチュアを通年体験できるような店舗があれ

ば、固定客とイベント客で人が集まってくるの

では無いかと思っている。（例えばプロスポー

ツチームのオフシーズンイベントとチームグッ

ズの買えるショップという感じ）

個人的にコロナがインフルエンザより脅威のあ

る感染症とは考えていないが、ここまで恐怖心

が植え付けられてしまっている状況下では、感

染症より風評被害や自粛警察のような存在の方

が脅威となってしまっている。お店に迷惑をか

けたくないという思いから外食（飲酒）を控え

てしまっては居ますけど、密になりにくい飲食

スペース（通路飲みとか）のような知恵出して

みて、お出かけしたい人の背中を押してくれる

ように頑張って下さい。

子供も楽しめるイベントが

多い

高島屋 若者が集まる商業施設

人情味あふれるところ 大福屋 鮎菓子フェス とにかくシャッター開けてみました会 昔の思いでをあてにしず新しき事へのチャレン

ジ

魅力的なお店がたくさん

あって、いつも新しい発見

があるところ。わくわくす

るイベントが一年を通して

あるところ。

マルイチ、Enza、

とりせん、ミツバ

チ食堂、cafe&bar 

wizard、やながせ

倉庫、and more....!

八百屋さん、クラフトビールやジンなど

を扱う酒屋さん

柳ヶ瀬商店街でばったり会う人たち、イベント

で楽しくお話しする人たち、いつものお店で会

えるみんなが大好きです。大変な時期かと思い

ますが、ずっとずっと応援しています。またお

店でお会いしましょう！

落ち着く 岐阜高島屋 ツバメ

ヤ

ジャズイベント 子供たちが楽しめるイベ

ント

夏なら 歩行者天国で盆踊り 夜店 いづれ終息する時期が来るまで、皆協力しあっ

て 頑張ってください！

岐阜を感じる味わい サツキテーラー ビジネス活性化イベント 柳ヶ瀬利用例、紹介動画、子供リポート 共に頑張りましょう！



柳ケ瀬商店街の好きなとこ
ろ

柳ケ瀬商店街で好
きな店を

今後、柳ケ瀬に増えたらいいなと思うも
の

柳ケ瀬商店街活性化のアイデア コロナと闘う店主の皆さんへ応援メッセージが
あれば

小さい頃は両親と祖父母と

一緒に買い物に訪れ、学生

時代は友達と何度も何度も

訪れ、就職してからは毎日

の通勤で通過し、帰りに家

族へお土産なんかを買って

帰ったりしていました。結

婚してからは小さい頃は両

親と祖父母と一緒に買い物

に訪れ、学生時代は友達と

何度も何度も訪れ、就職し

てからは毎日の通勤で通過

し、帰りに家族へお土産な

んかを買って帰ったりして

いました。ボランティアで

イベントのお手伝いをした

ことも。結婚してからは少

し距離が遠くなってしまっ

たので頻度は減ったもの

の、サンビルはじめ、コー

ヒーカウンターにもお邪魔

し、どんどん色々なイベン

トが増え、子供とも一緒に

繰り出せる場所となりまし

た。数えきれないほどの思

い出が私の人生の中に柳ケ

瀬として圧倒的な存在感を

持っています。

ツバメヤさん・一

楽本店さん・ミツ

バチ食堂さん・や

ながせ倉庫

柳ケ瀬という雰囲気を大切にしてくれる

お店がどんどん連なっていくといいなぁ

と思います。

柳ケ瀬のイメージは昔と今では随分と違うと思

います。岐阜市から少し離れてしまった身とし

ては、柳ケ瀬で何かある！と思うと、すぐに

すっ飛んで行ってしまう感覚です(笑)柳ケ瀬とい

う場所、空間自体に魅力があると感じます。無

理しすぎることなく、柳ケ瀬らしいスタンス

で、これからもみなさんが思う楽しいことを私

たちに教えてほしいなぁと思います。商店街の

方たちが楽しそうだと、こちらも本当に楽しい

です。仲間に入りたくなっちゃいます(笑)

月並みなことしか言えませんが、新しい生活様

式を守りながらも、また少し遠くからですが家

族で友人たちとも、遊びに行かせていただきま

す。楽しいことはもちろん、困っていること、

辛いこと、などがあったらどんどん発信してく

ださい。どれほど大変かは想像し得るところで

しかありません。何かご協力できるのであれ

ば、ぜひSNSなど通じてどんどん教えていただ

きたいです。みなさんの笑顔がキラキラ輝く日

が少しでも増えていきますように。

そんな好きとかはあんまり

ないんですが、飲み会の場

所に指定されるので、、

良く行くところは

知り合いの店で

す。さつきテー

ラー

子供が集まれば家族があつまるので、子

供主体のものかなぁ。。

例えばせっかく屋根があるので、子供プール、

子供アスレチック、みたいな場所を作れば遊ぶ

ところがないお父さんお母さんが来る気がしま

す

いろいろとアイデア次第でなにかできる気がし

ます！頑張ってください！

温かみのある、懐かしい雰

囲気

映画館 週末の色々なお店が出るイベントが好き

なので、頻度が増えるといいなと思いま

す

飲食店 飲食店 特になし

昔からなじみのある場所だ

けれど、近年のみんなで盛

り上げていこうという雰囲

気。

サロンドマルイ

チ、つばめや

コーヒーカウンター、またぜひ開催して

欲しいです。地域の人とつながれるよう

なお店、イベント。大きなイベント時だ

けでなく、普段から賑わいのある場所に

なるような何か。

お店同士のつながりを大切に、すべてのお店が

活性するような・・・新しくショップを出した

い人を一体になって応援、協力して一緒に作っ

ていくようなイメージ。

本当に厳しい時代で、大変だと思いますが、必

ずまた落ち着く時もくると思います。こんな時

だからこそできることで、この先、柳ケ瀬が

もっともっと愛される街になるように願ってい

ます！

飲食店の種類が多い やすき 販売促進キャンペーン 地元の傘で作るアーケードなど特産物を使い写

真をとってSNSにあげたくなるような商店街の

雰囲気を作ることが良いと思います。

岐阜市一体となって乗り切りましょう

人と人との繋がり 選べないほど沢山

ある

遅くまでやっているカフェがあればいい

なぁっと思う

辛い時こそ、手と手を取り合い頑張っていきま

しょう！

広々として見やすい ツバメヤ　古い家

具の店

若い人が入れるようなカフェ、洋服屋が

ふえればいい

ギャラリーと軽食や喫茶ができギャラリーに展

示したものの販売ができるところ

　商店街は全国的にシャッター通りなので若い

人が閉じている店を安価で借りて製作したもの

を販売できたら（まとめて～マーケットとす

る）集客できるかもしれない

好きな飲食店がたくさん集

まっているところ

マサムラ、ツバメ

や、宇を徳

高島屋以外で衣料品や雑貨などお買い物

をできる場所

華やか SATSUKITAILOR ラーメン 頑張ってください

慣れ親しんだ街 田中屋 ワインフェスやジュラシック展などの催

し

駐車場の整備 コロナに負けるな

のんびりできる 柳ケ瀬倉庫 男性向け服飾 ただの活気でなく、サンビル的な柳ケ瀬倉庫的

な、ああいう方向を大切にしてほしい

頑張れ岐阜のセンター街

夜が華やか サツキテーラー 若い人が、チャレンジ出来る場所 駐車場や、アクセスの確保をして欲しい。 皆、ウズウズしています。治って、早く普通に

行けるようになる事を願っております

昔ながらの雰囲気 パロマ シャッターが全て開く事 シャッター店舗を排除

ご飯屋さんがリーズナブル

で美味しいところ

大福屋、ミツバチ

食堂、がんこ村

既に満足ではありますが、ボルダリング

など軽い運動をできるお店があるとより

楽しいなと感じます

コロナが落ち着いたらぜひまたお伺いしたいお

店がいっぱいですので、なんとか持ちこたえて

くださると嬉しいです。応援しております！

雰囲気 ステーキのくいし

んぼ

サバイバルゲームができる使用してない

スペース使っての施設

遊べる場所を増やす、夏は涼しく、冬は暖かく お互い頑張りましょう。また寄ります

明るい感じ 1 サツキテーラー　

2ござるさ

食べ歩き街 止まない雨はないので、受け止めて乗り越えま

しょう！

古くて良いものが残ってい

る

パレット

キカザル

はぴやな食堂

駐車場が、分かりやすく、停めやすく

なってほしい。ワンコイン駐車場など。

せんい祭りを平日にもやってほしい。

古着屋が増えてほしい。

大須のように古着や食べ物などが充実したら人

が集まりそう。"気軽に行ける森"になったら、

子育て世代や色々な世代が集まりそう。雨風が
しのげて、着替えができて、トイレがある、小
さな森。
図書館、プラネタリウムなど公共の施設がある
といいかも。駅から少し離れているのでそこが
便利になったら行きやすい。
バスが分かりづらい。人力車が走ると話題にな
るかも。

アーケード街の雰囲気 更科 イベント時期だけではなく、常に若者も

来てくれるようなお店、空間

柳ヶ瀬と玉宮の連動した企画があるといいよう

な…玉宮は少しガラの悪い若者がたむろして、

それに対して柳ヶ瀬は年配の方が中心…棲み分

けと言えばそうだけれども、何か違う気がしま

す。

またゆっくり歩いて回れる商店街が帰ってくる

ことを期待してます！

雨降り、傘無しで歩いても
濡れない

備長いろり庵 無料駐車場 車で行きやすいことが第一。 頭を使ってなんとか生き延びて下さい。



柳ケ瀬商店街の好きなとこ
ろ

柳ケ瀬商店街で好
きな店を

今後、柳ケ瀬に増えたらいいなと思うも
の

柳ケ瀬商店街活性化のアイデア コロナと闘う店主の皆さんへ応援メッセージが
あれば

柳ヶ瀬内で一通りのお買い

物ができる

高島屋／ツバメヤ 今、若い人は柳ヶ瀬に目を向けてくれま
すが　シニア世代は柳ヶ瀬＝
　　　　　・　廃れている
　　　　　・若い人が楽しむ場所
　　　　　・行くのが面倒
と言ったようにネガティブなイメージし
かありませんので　お孫さんと
家族とお友達と行ける場所が欲しいかと
盛んな柳ヶ瀬を懐かしく思い集まって欲
しいです　シニアの方にも楽しめるイベ
ントを考えて欲しいです

年齢を問わず参加できる

　郡上踊りみたいなもの

　

　映画館ももう少し　どうにかなりませんか？　

私は映画を良く観ますが

やはりショッピングモールにいってしまいます　

柳ヶ瀬にも足を運ぶ何かがあればよいのです

が・・柳ヶ瀬モールを作りましょう

柳ヶ瀬は岐阜が誇る街

　マンションも何棟かでき人工は増えます、

ショッピングモールの様に人が集まる街が必ず

必要とされるはずコロナ‼️と言う３文字で腐って

いられなくなります

皆で素敵な街を作りましょう

　時間やリスクはかかりますが

そんなの当たり前　どうせ住むなら素敵な街に　

・・って

　　ちょっとワクワクしてきませんか

　　私は楽しみです

　　頑張って👊😆🎵

小さい頃から、特別な時に

連れてってもらえる思いで

の場所

名前は分かりませ

んが、古い家具を

売っているお店

サンデービルヂングのようなイベント 名物料理の開発

有名ラーメン店の招致

大変だと思いますが、とにかく頑張って持ちこ

たえてください。

きっと良くなる時期が来ますから！

温かいところ。懐かしさ サツキテーラー 雑貨店 子供が喜べる場所 コロナに負けないで頑張って下さい

イベントが多い。 ナマステグル、ソ

ラ、ツバメヤ

音楽イベント、家電店、スポーツ用品店 個性的なお店が多い素敵な商店街。もっと新し

い血をどんどん取り入れて変わっていくともっ

と面白くなると思います。期待しています。

雰囲気、イベント 古着屋。

喫茶店にも興味が

ある。

いろんな系統の古着屋さん。喫茶店。

人情 SATSUKI TAILOR 自然を感じられる空間 流行りのサウナを取り入れてみる このようなアンケートを見るだけでも、柳ケ瀬

商店街の皆さんのチームワークとパッションを

感じました！！頑張ってください！！

レトロな雰囲気、老舗と新

しいことをしているお店が

一緒に並んでいるところ

やながせ倉庫、虎

屋、マサムラ、古

道具mokku 

mokku、ぶびんが

商店街内のイベントで、少しお得な金券

（1000円で1200円分チケットなど）を配

布して、対象店で少し安く試し買いでき

るプチ商品や出店があるとうれしい。

スイーツイベントやごはんのお供イベン

トなど、気になるけど味見したい、一人

分はなかなか買えないお店などの商品を

楽しく味わってみたいため。（和菓子、

甘納豆や佃煮など）

既にやっているかもしれませんが、、、

・屋台や手作り作家の店や個人が短期間出店で

きるスペース

・こどもが遊べるスペース作り

・商店街内の喫茶店めぐりツアー

・着物イベント（期間限定のレンタル着物

ショップや、着物が映える写真スポット紹介

マップなど）

高校生のときから学校の帰りに通ったり、県外

に引っ越した時も帰省のたび遊びに行った、わ

たしにとっては思い出たくさんの商店街です。

コロナで大変な中、がんばってくださり本当に

ありがとうございます。まだ勇気がなく訪問で

きてないお店もいっぱいあるので、対策気をつ

けながらまた遊びに行きたいと思いますので、

よろしくお願いします。

昔ながらの雰囲気があると

ころ

高島屋 岐阜市全体を巻き込んだイベント 大変だと思いますが、頑張って下さい！！

雨に濡れない サツキテーラー 学校デパート 岐阜駅から市役所まで路面電車と名鉄とJRの総

合駅

やまない雨はない

ちょっと古いところ サツキテイラー 劇場 岐阜駅から行きやすくして欲しい ファイト！

楽しい ゴールデンチキン 飲食店 大変な時だとは思いますが、自分ながら少しで

も貢献できるように、少しでも足を運びたいと

思うます。

ブラブラ出来るところ 高島屋 昼飲み出来るイベントがあれば、嬉しい ありがとう。その言葉で頑張れる！！

でも毎日頑張っていると思うので、ぼちぼち働

いてください。

アーケードもあるので、雨

の日でも利用しやすい。

大福屋 若い子が集まるようなおしゃれなカフェ シャッターが閉まっているお店を格安で貸し出

す

いまは大変な時期ですが、お店を守っていきた

いという気持ちは、私達客の立場も同じです！

岐阜大好き！一緒に頑張りましょう！！！

アーケードが広いところ。 広瀬本店 いろんな国の料理屋が増えること。 eスポーツなどの若者向けイベント。 私の父はもう亡くなってしまいましたが、柳ヶ

瀬で40年間洋食屋を開いていました。今はもう

工事のおかげでお店は跡形もありませんが、ま

だ残っている昔からのお店も大切にしながら、

若者たちが戻ってくるような活気ある街づくり

を目指してください。

懐かしいところ みつばちカフェ ゆるい音楽系のイベント 今まで経験した事の無い事態ですが頑張って乗

り切って下さい。

変わり種のお店がある 来て屋 フリーマーケット ささえ愛でちょこっとづつ歩みやしょう！

昔がらのアーケード街 つばめ屋さん、高

島屋

以前、行われた長崎屋さん跡地のイベン

トは良かったと思います。

長﨑屋さんや空き店舗を使用したイベン

トをやってほしいです

柳ケ瀬商店街のアーケードでマラソン大会、全

店舗対象のスタンプラリー、jazz フェス、

コロナに負けず頑張ってください。

昔ながらの岐阜の良さをこれからも守ってくだ

さい。

昔ながらの商店街の雰囲気

を残しつつ、センスの良い

店が出展しているところ。

あと、サンビルなどイベン

トも楽しい！

ブルーブルー、ミ

ツバチ食堂、アイ

リッシュパブ ルー

ザーズ

毛色の違う、色んな種類の古本屋、雑貨

屋、セレクトショップ。

小さな子供（乳幼児）を持つ家庭が通いやすい

お店が増えると良いですね！ベビーカーでも気

を遣わないなど。保育所、託児所なども充実す

ると良いかもしれないですね。小さな子供を連

れて、大人も買い物が出来て楽しい場所は岐阜

ではほとんど限られています。あと、岐阜県全

体の情報をキャッチできる案内所みたいなとこ

ろが欲しいです。（イベント、宿泊施設、観

光。あるいはそれらの穴場情報など）

前に戻ることはないので、withコロナで楽しく

安心して通える商店街にして欲しい！応援して

いる人はとっても沢山いると思います。きっと

素敵な街、場所、にできますよ！

懐かしさ サツキテーラー ビアガーデン お祭り コロナに負けずに、盛り上がれ柳ヶ瀬！

新しいお店が増えてきたこ

と

ロンドン 喫茶店
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柳ケ瀬商店街で好
きな店を

今後、柳ケ瀬に増えたらいいなと思うも
の

柳ケ瀬商店街活性化のアイデア コロナと闘う店主の皆さんへ応援メッセージが
あれば

定期的にいろんな催しがあ

ることです。

ミツバチ食堂さ

ん！

駐車場を増やして欲しい。。。 私は主人と初めてデートしたのが夜空カフェで

した。それまでは恥ずかしながら柳ヶ瀬＝高島

屋の一部　というイメージでしたが、こんなに

面白いイベントがあるのか、スタッフの方々・

お店の方々皆一様にキラキラして働いてみえ

て、柳ヶ瀬ってめっちゃ素敵だなと思いまし

た。

それからは夜空カフェだったり恐竜イベント、

サンビル、お化け屋敷に何度か足を運ばせて頂

いております。毎回ワクワクさせてもらってい

ます。

目に見えない病原菌コロナで、日々試行錯誤し

ながらの営業・活動で大変なご苦労されている

かと思いますが、また賑わい高い柳ヶ瀬が戻り

ますよう、陰ながら応援させていただきます。

皆さまが優しい オーダースーツ　

サツキ

クリスマスイベント

アーケードがあり、ノスタ

ルジックな雰囲気が刺激的

で新旧混在するところ

初寿司、ミツバチ

食堂、ツバメヤ

大きなキッズスペース、授乳室 季節ごとのマルシェ、屋台、屋外遊園地、屋外

美術館

学生時代からお世話になっている場所です。こ

こ数年ではお化け屋敷や夜空カフェ、ジュラ

シックアーケードなどのイベント等形を変えて

盛り上がりを見せ素晴らしいです。子供がまだ

小さく、最近は行けておりませんでしたがこの

機会にまた遊びに行こうと思いました。コロナ

禍を乗り越えた柳ヶ瀬はまた面白くなりそう。

がんばってください！

掘り出し物 ツバメヤ 商店街の店が集う夜空カフェみたいなも

のをもっとして欲しい

ペットイベント

花イベントみたいな何かに特化したイベント

感染を広げない対策と経営の狭間で葛藤の日々

かと思います

お身体は資本ですので、ご無理のないようどう

かご自愛ください

商店街の方たちが地元を盛

り上げようとされてるのを

感じるし、おしゃれなカ

フェなど多いところ。

つばめやさん、バ

ルーンのお店

子どもための遊びや体験になるようなも

の。親子一緒にできたり、親は少し離れ

た少し離れたカフェスペースから見て入

れたり。

若い人ももちろんですが、3世代が楽しめるよう

なのが嬉しいです。上記と重複しますが、おじ

いちゃんとおばあちゃんが孫を見ているときは

特に休憩スペースも欲しいなと思います。

寄る度に新しいお店ができていたりいつも楽し

く過ごさせていただいています。本当に大変な

状況だと思いますが、もう少し落ち着いてきた

ら、今までセーブしていたぶん、たくさん遊び

に行きたいです！！それまで頑張ってくださ

い！！

ここはどんなお店なんだろ

う？と一軒ずつ入って見て

回ることが好きで、そこで

気に入った物に出会えた時

幸せな気分になります。

ツバメヤさん 子供がちいさいので多目的トイレが増え

ると嬉しいです。

岐阜はクリエーターが多いと聞きます。

シャッターが閉まっている店舗の再利用ができ

ればと思います。

ヤナガセ倉庫の店舗版で、お店を持ちたいけど

なかなか難しい人たちの為に１週間おき、もし

くは曜日ごとでお店がかわるなんていうのも楽

しいかも。

本当に非常に厳しい状況の中、先が見えず不安

な日々を過ごされていることと思います。いつ

自分が、お客様が感染するかの不安の中お仕事

をされている商店街の方々どうか、悪いことの

後には必ず良いことがあります。どうか早く終

息することを願っています。

やながせ倉庫団地 ツバメや 子育てカフェ 保育園と介護施設をやながせの中につくる。 素敵な企画、ありがとうございます！！地元、

やながせ、応援しています！！

路地を入ると新しい発見が

あっておもしろいです。

つばめや テイクアウトのお店、写真映えするもの 愛知県からも生活圏なので、岐阜近郊にもア

ピールするといいと思います。写真映えするも

のも増えるといいと思います。個人的にはアン

ブレラスカイ希望です。

大変な時期かとは思いますが、柳ヶ瀬商店街が

好きなので、頑張ってください。

アーケード お好み焼き　正村 酒呑みイベント アーケードがあるから冬や梅雨時に何かイベン

トを開催してみたらどうでしょう

柳ケ瀬は岐阜の宝ですから！！！

アーケードが雨天・猛暑関

係なく有り難い。若い人た

ちが少しずつ頑張っている

ところ

靴のヒロセ、お線

香などの仏具店(レ

ンガ通りの)、マサ

ムラ(焼きそば)、

柳ヶ瀬倉庫、シ

ネックスなど

・以前イシグロ珈琲前での「もりとみ舞

さん」の一人芝居はどうなったのか

なぁ。以前あったファストフード店の復

活(ミスド、マック、吉野家)・これに街

中でのストリートライブが有れば、学生

たちが集まるのじゃないのかな

・柳ヶ瀬周辺にはマンションの建設ラッ

シュですが、住民の日常の買い物をする

店が無いことが致命的です。ドン・キ

ホーテも撤退し、昔のタマコシ、長崎

屋、近鉄も無く、高島屋のみです。岐阜

市と商工会議所を巻き込んで、早急に誘

致しないといけないと思います。

アーケードは老朽化している問題は有るもの

の。天候に左右されず、広範囲に設置されてい

る商店街は少ないと思います。数年前、柳ヶ瀬

一体で実施のゲームの祭典(?)では、多くの若者

が地図を片手に全国から集まっていました。

アーケードが有るのだから、それを利用しない

手はないと思います。・ジャズストリートも下

火になってしまいましたがこれも一つ。・小学

生の駅伝、走りっこ・老人向けのオリエンテー

リングで街中散歩などなど

終息すれば、柳ケ瀬は以前の画期を取り戻せる

ものと信じています。店主の皆さん同様に私た

ち市民も踏ん張っています。共に頑張りましょ

う。

個性的なお店があるしデ

パートもある。

岐阜高島屋 便利な駐車場 便利な駐車場 いつもありがとうございます。

岐阜の文化を感じる。 London もっとおしゃれなレストランファション

の店が増えたらいい。

若い店舗経営者の勧誘 がんばれ商店主

私の世代は、柳ヶ瀬は、岐

阜で一番素敵な場所でし

た。大袈裟でなく、岐阜の

渋谷か、六本木みたいな存

在。今でも、行くと、その

時のワクワクした気持ちに

なります。

高島屋 柳ヶ瀬でしか買えないような服屋さん(若

い頃、服は、全て柳ヶ瀬で買ってました)

名古屋でも、昔のディスコが復活してる

ので、柳ヶ瀬にも是非作ってください。

イベントで一日限りでも良いです。

駐車場がやはりネックになっていると思うの

で、なんとか無料にできないかなと思います。

コロナで、今まで経験した中で、一番ぐらい大

変かと思います。でも、必ず終息するので、そ

の時のイベントには、必ず行きます。

みんなで支えていかなければいけないので、　

今から、柳ヶ瀬に行く回数を増やしますね！！

なので、どうか、がんばってください！！！

特にない あかわに 美味しい料理の店

岐阜と言えば柳ヶ瀬でしょ たくさんありま

す。

親子で参加できるイベント 空いてる店舗を格安で貸して、駐車場を無料で

す提供できるシステム

チーム岐阜で頑張りましょう！

レトロな街並みが残ってい

るところ

ミツバチ食堂 アパレル関係のお店の増加に期待 家賃１２ヶ月無料など。 柳ヶ瀬以外にも商店街は大変です。皆んなで力

を合わせて頑張りましょう。
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柳ケ瀬商店街で好
きな店を

今後、柳ケ瀬に増えたらいいなと思うも
の

柳ケ瀬商店街活性化のアイデア コロナと闘う店主の皆さんへ応援メッセージが
あれば

最近の状況が分かりませ

ん。昔はお菓子の器具の専

門店を良く利用していまし

た。

もうなくなってし

まいました。

⬆での回答と重複になますが体験型のイ

ベントが増えると良いと思います。

幅広い年齢層に活用出来る個性的なお店がある

と流れも生まれるかと。

苦しみは個々で違うとは思いますが、今までと

同じでは厳しい状況であれば過去にこだわらず

未来をイメージして乗り越えて頑張って下さい

🍀

古いものも新しいものも

ひっくるめて楽しめるとこ

ろ

ポーヤイさん 空き店舗が目立つので何か……(その何か

がうまくでてきません、すみません)

可能な限りですが利用させてもらってます。無

理せず頑張ってください。

初めて接した都会の思い出 島田漆器店 スーパー銭湯 タマコシ跡を更地にしてソーラーパネルのテン

トでも張って、空調を効かせた広場にするなど

コロナお構いなしに月二回は伺ってます。

ショッピングモールにない雰囲気が好きなの

で、変わらずこらえてください。お願いしま

す。

ノスタルジック サロン・ド・マル

イチ

食べ歩きできるお店 商店街全体で使えるポイント

統一した飾り

人出が増える事を願ってます

色んな顔があるところ 八千代（焼きそ

ば）

オープンカフェ、お酒イベントの復活！ お酒のイベントの時に簡易的な椅子とテーブル

が並んでいたように

日時限定でフリーに使えるテーブルセットが設

置されていたらいいかも。

小さな頃から通わせてもらってます。

個性的な小さいお店屋さんからデパートまでさ

まざまなお店がある魅力的な商店街としてこれ

からも楽しませてください。

昔ながらの雰囲気が好き いろり庵

高島屋

若年層向けのおしゃれなカフェ

アイドルを呼ぶ

若い人を呼び込むためにおしゃれなカフェ街を

つくる

イルミネーションイベント

大変な時期ですが、頑張りましょう！！

レトロさな所と現代的なと

ころが混じっているところ

サツキテーラー 食をメインに 駐車場の、確保 とにかく今は我慢と忍耐です。

なつかしい 皐月テーラー 美味しいお店 柳ケ瀬しか無いようなお店の出店 昔のような活気を取り戻してほしい

懐かしさを感じる 寿司屋 北海道の食材の店

買い物食事暇つぶし、一日

中遊べる。

神室町商店 ベンチ 旧長崎屋を更地にして、イベントスペースに。 柳ケ瀬には逆風を乗り切る知恵も経験も勇気も

あるはず。

打てる手をすべて打ったのなら、きっとなんと

かなる！と、信じる心も。

BLUE BLUE(洋服)に買い物

に行きます！以前は名古屋

にまで行っていたので岐阜

に出来嬉しい

BLUE BLUE サンビルは続けて欲しい 大変な時期だからこそ少しでも早く収まり、お

店に出かけたいです！頑張れ＼(^o^)／

地域密着の温かさ サツキテイラー 地元名産、家庭料理が食べられる定食、

居酒屋、カフェ。デカ盛り、B級グルメ

でインパクト。

人と人の繋がりを実感できること、また帰って

きたいと思えること。一人一人が積極的に話し

かけて友だちになることを意識することが大事

だと思います。日本一友だちができる商店街を

目指してほしい。

東京で広告・マーケティングの仕事をしている

ので、少しでもお力になればとその知見を使っ

てアンケートに答えてみました！一緒に頑張り

ましょう！

可愛い雑貨が多い。まった

りできるカフェがある！散

歩にちょうど良い。

BUBINGA 世界の雑貨セレクトショップ 柳ヶ瀬の雰囲気が好きです。

ワクワクできる空間をいつもありがとうござい

ます。頑張ってください！

つばめや つばめや わかりません

子供から大人になってから

も柳ケ瀬商店街で楽しく遊

べるところ

貿易風ミグ 今は子供が楽しめるお店、空間、イベン

トが増えたらもっと足を運べると思いま

す。

月一回、今回のようなお客様に還元があるイベ

ントがあれば集客は増えるかなと思います。

とても辛い状況ですが、どのお店様も負けずに

頑張って下さい。

コロナが明けたら微力ですがいっぱい遊び貢献

したいです。

・歩いていると知り合いに

会う。

・美味しい飲食店が多い。

・新旧入り乱れた感じ。

・ね古一（残念な

がら閉店）

・くいしんぼう

・ティダティダ

・モックモック

・モス

OKABIE FES 柳ヶ瀬ブルースを越える歌を米津玄師あたりに

歌ってもらう。

フレー！フレー！皆さん！

店主とお話ししながら買い

物(飲食)が出来る

ロイヤル劇場 イベント時県外の方に空き店舗を有効利

用してもらい、紹介出来るようなマッチ

ング。

駐車場の開放 少しの辛抱とアイデアで乗り切りましょう！

ない 高島屋 お千代保稲荷のような、いろいろな種類

の店

高山の古い町並みや、長浜市の黒壁スクエアの

ような、テーマにそった街づくり。無料駐車場



柳ケ瀬商店街の好きなとこ
ろ

柳ケ瀬商店街で好
きな店を

今後、柳ケ瀬に増えたらいいなと思うも
の

柳ケ瀬商店街活性化のアイデア コロナと闘う店主の皆さんへ応援メッセージが
あれば

小さくとも魅力的なお店が

点在していること。アー

ケードがあって、雨でも町

歩きを楽しめるところ。

タイ料理ポーヤ

イ、ぶびんが、花

基地、高島屋、ツ

バメヤ

雑貨のお店、インテリアのお店。明るい

雰囲気のカフェ。子供向けのイベント。

子供向けキッザニアみたいなイベントがあれば

嬉しい。

岐阜で育ち、一度外に出た後、家庭ができてま

た岐阜に戻ってきました。久々に来た柳ヶ瀬商

店街は古くからのお店もありつつ、サンビルな

ど新しい風も吹いていて、居心地のよい楽しい

場所になっていました。両親とも、子供ともふ

らっと遊びに行ける、貴重な場所です。（三世

代で行けるところって、実はあまりない…！）

今は厳しい状況かと思いますが、どのお店も無

くなってほしくないなと思っています。微力な

がら、買い物をしたり、飲食したりして、応援

したいと思っています。

散策するつもりで歩いてい

ると見たことのないものを

発見することがあるところ

ドン・キホーテ 無料で車が停められる場所 有料駐車場しか見当たらないためわざわざ行こ

うと思わないことが多い

気軽に車で向かえるようにしてほしい

コロナが落ち着いたときにまた良い場所に戻れ

るように頑張ってほしい

最近色々と頑張っていると

こ

ミツバチ食堂 カフェや、雑貨屋さん シャッター街を減らして人気のカフェや、お店

を誘致したら皆さん行くと思います

コロナに負けないで頑張ってください。

岐阜が大好きです。

良い物お店がある、 広瀬靴屋、ロイヤ

ルビル、つばめ屋

雑貨屋、おしゃれなカフェ 昔は(特に高校生の頃)柳ヶ瀬に行くのが楽しみで

した。毎日のように、は大げさですが、週の半

分は行ってました。

若い人も私たちおばさんも行きたくなるよう

な、柳ヶ瀬でないと買えないようなお店がある

と人も集まると思います。今後、柳ヶ瀬、を期

待します！！

コロナで、、毎月必ず行っていた柳ヶ瀬も3〜6

月はなんとなく足が遠のいてしまいごめんなさ

い。これからはwithコロナ、安心して出かけら

れる柳ヶ瀬であれば人は戻ってくると思います

ので、これからも頑張って下さい！

アーケードがある！ エンザ 座れる場所 照明計画をきちんとやること。

それぞれのお店も、アーケードも、どちらも。

これからもよろしくお願いします。

イベントがある エンザ 居酒屋

柳ヶ瀬は故郷です 高島屋 満足です。すでに行きたいイベントがあ

ります！

大須町人祭に勝るお祭りがしたい。 いつもありがとうございます！

みんなで支えたいです

新しいお店やイベントがあ

るところ。

BAR Wizard カフェ、BAR 商店街に何があるか知らない人が多いと思うの

で、地元の人だけじゃなくて外に向けて情報を

発信してほしい。

柳ケ瀬商店街が大好きです。また遊びに行きた

いです！

昔の雰囲気を残しつつ、新

しい動きも起こっていると

ころ。あとは商店主も味の

ある人が多いところ

やながせ倉庫、ミ

ツバチ食堂、ロイ

ヤル４０、マルイ

チ等々多数

家族で来て楽しめるまち、遊び場やゆっ

くりできる場所

関わる人がやりたいことをやれる仕組みをつく

ること。

大変な時代ですが、自身の子どもたちが大人に

なった時でも柳ヶ瀬が楽しい場所だと思えるよ

う頑張ってください

自分もできることをやって応援します

美味しい料理屋 内緒 服屋さん 一致団結

昔から来ていて、慣れてい

るから

一楽 雑貨屋、レトロおもちゃ屋、ゲーセン ハロウィン、お化け屋敷等、みんなで参加出来

るイベントを2カ月毎にやる

小さいときから、柳ケ瀬に通ってます。コロナ

前は少し盛り返してきた雰囲気でしたので、も

う少しがんばってください!

好きなお店がある。 ミツバチ食堂 100円ショップ　入りやすいご飯屋さん 駐車場サービス 応援しています。

朝まで飲んでた頃からかわ

らず愛してやまない街

浜屋 居酒屋 苦しい今を越えるのも大変な事と思いますが

活気戻せるよう通いますのでこれからも、柳ヶ

瀬～💕ラブでお願いします

やながせ倉庫など、こだわ

りのお店やエリアがたくさ

んあるところ

ティダティダ コロナが落ち着いたら、みんながゆっく

り休める広場のような空間があったら良

いなと思います。

柳ヶ瀬のお店を集めたフリーペーパーを作り、

名古屋など人が多い場所におく。もしもうやら

れていたらごめんなさい。

イベントも開催できず、外出する人も少ないな

か営業することは本当に大変だし、精神・肉体

ともに疲れることだと思います。また、休業さ

れるお店の方も、とても勇気のいる決断だと思

います。本当にお体に気をつけて、頑張ってく

ださい！！私も頑張ります。

昔を懐かしみ、安心できる

ところ

まさむら 老若男女が分け隔てなく、集まれる場

所。互いを思いやり、年齢関係なく自然

と仲良くなれる場所。日常を忘れ、心が

休まる場所。

上記と同じ。大型ショッピングセンターでは味

わえない、のんびりとした憩いの場所であって

欲しい。

明けない夜はない

そう信じています。

だからこそ、夜が明けるまでみんなで頑張る。

こういう時だからこそ、力を合わせられる。岐
色んな個性的なお店があ

る。とにかく落ち着く。

高島屋、一楽、ツ

バメヤ、たこ焼き

屋さん(名前失念)、

ロンドン

色んな食べ物屋さんがあるから、その日

だけのオリジナルメニューを出してスタ

ンプラリーみたいな食べ歩きあったらす

ごく楽しいと思う。古本屋さんとパン屋

さんがもっと増えたら嬉しい。

すべてのお店が載っているハンドブック(有料で

もいい)

本当に大変な状況と思います。

ですが、岡田さんの投稿などを読むと希望があ

ります。

仕切る(役員という意味で)人達に希望がなければ

明日はないけど、ちゃんと希望があって、こう

なっていってほしいという意図がある。だから

大丈夫だと確信しています。

大好きな街です！応援しています。

昔からあるお店に行くと、

子どもの頃母と来たなーと

郷愁に浸れます。

最近は新しいオシャレなお

店もあって、刺激を受けま

す。

ツバメやさん 子連れの遊び場。

安い駐車場。

子ども向けイベント

婚活イベント

異業種交流イベント

コロナが落ち着いたら遊びに行きます！

サンビル、久々に行きたい！！

騒がしくなくて落ちついた

ところ。

隠れた名店が多い。

ツバメヤ ケーキショップ コロナに負けるな！皆さん頑張ってください。
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柳ケ瀬商店街で好
きな店を

今後、柳ケ瀬に増えたらいいなと思うも
の

柳ケ瀬商店街活性化のアイデア コロナと闘う店主の皆さんへ応援メッセージが
あれば

雰囲気が昔から変わらない

ところです。

特定のお店はあり

ません。商店街自

体が好きです。

おしゃれそうな雰囲気でよくわからない

カフェなどはいりません。腰を据えて商

売してもらえるお店が増えたらいいなと

思っております。また、現在残っていみ

えるお店さんにお客さんが入りやすいよ

うなイベントを希望しております。

飲食店を主に利用しに柳ケ瀬にお邪魔しており

ますので、その観点からしかアイデアがうかび

ませんが・・・

商店街内、古くから商売されているお店はどう

しても入りづらく、店の前まで行ってスルーす

ることがあります。勇気をだしてお邪魔した

好きです柳ケ瀬！

行きたくても色々な事情により行けないお客さ

んも多いかと思いますが、なんとか踏ん張って

ください。

昔からの名残があるところ ベンテンドー 本屋(ゲーマーズ等の専門店) 前あった柳ケ瀬サンド的なものがあると良いか

と思います

生まれてずっと岐阜で柳ケ瀬に通い、育ってき

た思い出の地です。

また元気な柳ケ瀬になるよう通います。頑張っ

てください。

おしゃれなお店があるとこ

ろ

ツバメヤ こどもが遊べるイベント 子供が遊べる空間 頑張ってください！

美味しい料理 とんかつ三和 食いだおれ企画 無料ないし低価格駐車場の拡大 頑張ってください！

地下じゃないところ サンデービルド

マーケット　高島

屋

オシャレなランチのお店　パン屋さん　

モデルハウス　家具屋さん

駐車場の問題を何とかして欲しいです 昔以上の新しい柳ヶ瀬になって欲しいです

活気が戻っているところ、

知り合いが増えていくとよ

り楽しく面白くなるとこ

ろ、新旧大小の店が混在し

ているところ、ディープな

店も残っていていろんな文

化が共存しているところ、

美味しい店が多いところ、

これからどんな変化をして

いくのか楽しみなところ

ミツバチ食堂、や

ながせ倉庫、一

楽、丸万、モック

モック、ツバメ

ヤ、ポーヤイ、バ

ングラッシー、ペ

ンギンプーツ、花

基地、コメディア

ン、クロッキー、

マルイチ、ルー

ザーズ、そばくら

富など

ドン・キホーテ閉店を踏まえて、日用品

をはじめ、生活に関わる商品を扱う個店

の供給が増え、それぞれに魅力が増すと

いいなと思います。飲食も世代交代や閉

店があるかもしれませんが、飲食だけで

なく、物販の店がもう少し増えて、食べ

る、買う、遊ぶのバランスが整うと面白

いかもしれません。

今、柳ケ瀬は転機に来てると思うので、変わり

ゆく柳ケ瀬をを伝えるツール、発信する媒体の

強化ができたらいいなと想います。（作ってみ

たい…）

これまで、それぞれのお店にいろんな紆余曲折

があったと思いますが、今なお柳ケ瀬が続いて

いるのは、きっとたくさんの人たちが柳ケ瀬を

好きで、柳ケ瀬というまちを諦めず、応援した

り、大切に思ったり、懐かしく思ったり、純粋

に魅力を感じて利用したりしているからだと思

います。

私自身も、幼い頃に父や母に連れられて柳ケ瀬

を訪れてから幾十年が経ち、いつしか柳ケ瀬が

故郷のような愛しさを感じています。

コロナ禍で本当に大変だと思いますが、どうか

ここで踏ん張って、柳ケ瀬の未来を掴んでいた

だきたいと願っています。

アーケードなので、天候を

気にしないですむ所。専門

店がある所。

食事なら松富士。

洋服ならブルーブ

ルー。

カフェ。 コロナが落ち着いたら、以前やっていたお化け

屋敷は夏の名物にしてほしいです。

柳ヶ瀬に買い物に行くのが好きです。

ご飯が美味しくて、利便性

があるところ

三和、玉宮大飯店 個室が多い居酒屋 無料の駐車場があるといいと思います 厳しい状況が続き終わりが見えない毎日です

が、乗り越えれると信じて頑張ってください。

ご飯が美味しくて、利便性

があるところ

三和、玉宮大飯店 個室が多い居酒屋 無料の駐車場があるといいと思います 厳しい状況が続き終わりが見えない毎日です

が、乗り越えれると信じて頑張ってください。

人が親切 ロンドン 夜でも営業してる店が増えて欲しい キッチンカーが集まってのイベント 必ず人は戻ってきます。

その時まで笑顔を忘れず

待っててください。

昔から変わらないアーケー

ド街

ロンドン、正村、

Enza

若者向けのアクセサリーショップ、カ

フェ

SNSの活用 私の実家も商店街の外れで自営業を営んでおり

ますが、皆さまと同様の状態です。

慣れ親しんだお店が多くあるので、考えるだけ

で胸がいっぱいです。

一昔前の活気とは違う、新しい活気を築いてい

くためにも、今のこの苦しい時期を一丸となっ

て乗り越える必要があると強く感じています。

私を含め多くの人が、古き良き柳ヶ瀬で過ごせ

る時間を楽しみにしていますので、どうかコロ

ナ収束を乗り越えて頂きたいと思います！よろ

しくお願い致します。

楽しいところ ミライ 大人な日本酒バー 頑張ってください！

ひっそりしている ＢＡＧＵ 廃墟的な空間 コロナよりマスコミのあおり報道に負けないよ

うに！

アーケードがあるので雨が

降っても大丈夫。

マサムラ 日本一のヲタの街 ヲタの店が出店し易いように。 まず生き残ること、それが大事です。続けれ

ば、それが力になる時がきます。

アーケードがあって子ども

連れで安全に歩ける

さつき 年代を越えてくつろげるお店

きれいな明るい街

🚌待ちや、仕事帰りにちょっと買い物できるお

店。惣菜、パンなど

たいへんな時ですが、岐阜は何かあれば人が出

掛けます。何と言えないので申し訳ないです

が。昔は柳ケ瀬に行くのが楽しみでした。

ショッピングモールより外なので換気も出来て

いて、全体がショッピングモールみたいに

お店がたくさんあるところ ドンキ 歩きながら食べられるお店 頑張ってください！

映画館があり、雨が降って

も濡れないこと

ロイヤル劇場 映画祭や、上記のようなイベント 飲食店もいろいろなお店があると思うんです

が、頻繁に行くわけではないので、行く店が

偏ってしまいます。そうすると、「まぁ、こん

なもんか」と思ってしまうので、飲食店にして

も各店気軽に購入できるような食べ歩きメ

ニューがあったり、ちょっとずつ体験できるよ

うなメニューがあると、ブラブラのんびりと過

ごせるし、子連れだとそのほうが、過ごしやす

いです。

ドンとイベントだと、人が多すぎて嫌になるの

で、日常的にブラブラできるような仕掛けの方

が日々足を運びやすいなぁと感じます。

商店街は密ですが、その密度が良さだと思いま

す。

人と人との関係性の密度が損なわれないように

頑張ってください！

人が優しい。 losers 個性のある服屋さんが増えてほしい。 毎月お祭り！花火や大道芸やコンサートステー

ジ＆サンビルみたいなマルシェ。

小さな事でも出来ることか少しずつ、市民もお

店のみなさんも一緒に頑張っていきましょう☆
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ろ

柳ケ瀬商店街で好
きな店を

今後、柳ケ瀬に増えたらいいなと思うも
の

柳ケ瀬商店街活性化のアイデア コロナと闘う店主の皆さんへ応援メッセージが
あれば

ハイソ過ぎてない昭和レト

ロとオシャレ感

ミツバチ食堂、ツ

バメヤ

ノマド的な間借りできるお店で、定期的

に店内が変わる。

とにかくシャッターを開けてみる。 遊びに行きたいです！

学生時代の思い出がつまっ

ているところ

千利休 学生主体のイベント いろんな思い出が詰まった柳ヶ瀬が大好きで

す。

時代や環境が変化する中で、ここまでのご尽力

に感謝しております。

いつまでも賑やかなまちであってほしい。多く

の人がそう願っています。

お店の方々だけでなく、そこに訪れる立場でも

できることを考えていきます。

雰囲気 つばめ屋 つばめ屋の様な和菓子だけど現代風のお

店

空き店舗をゼロにする

子供のころ感じたわくわく

感、今も忘れられません

ツバメヤ 食べ歩きが出来るお店が何軒かあると良

いかなと思います。

観光スポットがあるといいかなあと思います。 負けないでください‼️

ローカル色満載で、昔から

変わってないところ

さくらや 食事やお茶のお店が少ないと思います。

食事関係のお店が増えると、買い物と食

事で長い時間いられると思う

駐車場代がかかる事が大きな問題だと思う。駐

車場無料なら、もっと気軽にフラッと行けるの

に。

終わりは必ずやってきます。今大変だけど頑

張って、乗り越えてください。応援してます。

昔ながらの商店街の良さも

残しつつ、新しいお店やイ

ベントなども増えてきてて

好きです^_^

柳ヶ瀬倉庫 ハンドメイドの商品を扱うお店がたくさ

ん増えたら嬉しいです！

老若男女が集まる場やイベントがあること。あ

とは、やはり柳ヶ瀬にしかないようなご当地グ

ルメを増やすとかどうですかね(*´-`)

コロナが落ち着いたらまた柳ヶ瀬に今までのよ

うにたくさんお買い物に行きます！みんなで

柳ヶ瀬をまた盛り上げましょう！今は皆さん大

変ですが頑張りましょう！そしてまた柳ヶ瀬か

らもパワーをもらいたいです！

歴史ある商店街ですが、新

しい物・事もどんどん取り

入れているところ。

ロンドンさん、ツ

バメヤさん、高島

屋さん、ミツバチ

食堂さん

気軽に買えるお惣菜のお店があると嬉し

いです。

お店同士が連携した施策。どこかのお店で食事

をしたら、別のお店での割引券がもらえるな

ど。

柳ヶ瀬商店街を応援しています！コロナに負け

ないでください！変わらず柳ヶ瀬商店街を利用

させていただきます。

レトロな雰囲気 映画館 昔を思わせる駄菓子屋等のお店 50年前の柳ヶ瀬商店街を再現したエリアを作

る。

ご年配には懐かしさを。若年層には新しさを。

大変な時ですが、きっと終息する時が来るので

お身体に気をつけて無理せず頑張って下さい。

アーケードと様々な商店が

混在しているところ

丸デブ総本店 自家用車利用で手軽に寄れる店舗、業種

は問いません。ライブハウス(コロナ収束

後)やコミュニティスペース

現在進行中のリノベーション(マンション型商業

施設)に誰もが利用できる店舗の導入

みんなで復活させましょう！

昭和が残ってる雰囲気 いしぐれ珈琲、味

噌カツ三和

スーパーが増えると助かります。コー

ヒーのイベントまたやってほしいです。

柳ケ瀬の話をすると駐車場がないことを言われ

ます。商店街が管理する駐車場があると嬉しい

です。　　　　　　柳ケ瀬商店街独自の金券。

柳ケ瀬を盛り上げようと頑張ってるのが伝わっ

てきます！大変な時期ですが頑張ってくださ

い。

美味しいものいっぱいなと

こです！(♡´▽`♡)

星時さん、リバー

ブさん、ツバメヤ

さん

落ち着けるお店 頑張って下さい！！

ノスタルジーな街並みと赤

いカーペットが古い中に情

緒を感じる。リノベーショ

ンしたお店も増えてきてお

り、宝探しの様な街歩きが

楽しめる。

サツキテーラー、

ツバメヤ、しかく

商店、ブルーブ

ルー

古着イベント、音楽イベント ドローンレース、商店街一体となった宿泊施設 止まない雨はない！！

みなさんが頑張ってくれているから、柳ヶ瀬商

店街はどんどん魅力的になっています！

今は苦しい状況だと思いますが、また商店街を

存分に楽しめる日が来ると信じています！

がんばってください！！

子どもの頃からの場所もあ

るから安心します。

高島屋 駐車場

なんだかんだと全て揃うと

ころでしょうか。新しく

なっていっている様子も。

ツバメヤさん（も

なかアイス復活最

高）。鉄道カフェ

はるかさん（子ど

もとよく行きま

す）。丸デブさん

（ソウルフー

ド）。

アート。柳ヶ瀬って、素敵な画廊はある

のに、残念ながらアートのイメージがあ

まりないですよね。

素敵な作家さんの作品が集まるようなアートス

ペース、ギャラリー。繊維の街、手芸の街を前

面に出して。世界的に活躍されている近隣市町

のアーティスト（例えば野呂栄作さんとか？）

とコラボして売り出す何か？。あとは、周りに

マンションがたくさん建設されているので、小

さいお子さんのみえるご家庭が安心してフラっ

と足を伸ばせる場が増えると良いと思います。

（すみません、何から何まで具体的でなく

て。）

いつも日常的に皆さんにお世話になっている一

人（家族全員）です。パイが大きいので大きな

イベント等で遠方からもたくさんの人に来てい

ただきたいですが、普段は徒歩・自転車で来ら

れる方がほとんど（だと思う・・・）柳ヶ瀬で

す。自分も含め、地元民の生活は皆さんによっ

て支えられ、豊かになっています。いつもあり

がとうございます。

やかましくない つばめや 天然木の子ども遊技場

アーケードがあるから チンプー 送迎付き飲み屋 送迎
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柳ケ瀬商店街で好
きな店を

今後、柳ケ瀬に増えたらいいなと思うも
の

柳ケ瀬商店街活性化のアイデア コロナと闘う店主の皆さんへ応援メッセージが
あれば

アーケードの中を　たくさ

んの、お店を見ながら安心

して歩けたり　新旧のお店

が隣り合って並ぶところが

好きです。買い物をしなが

ら　お腹がすいたら　美味

しいものが食べられて　満

たされた気持ちになりま

す。帰宅しても　また柳ヶ

瀬に行きたいな　と思い

何年後かには飲みながらお

店をぶらぶらとハシゴした

い夢を持っています。

ペンギンブーツさ

んです

ヨンマルニカイ

ティダティダさん

アートを感じるお店、体験、イベント、

や

人生の先輩方に　お店の歴史を聞けたり

または

簡易ゲートをつくり

子供たちが子どもだけで買い物したり　

ルールを持ったうえで　子供の溢れる

柳ヶ瀬。そんな日がいつか特別にあった

りしたら嬉しいです

（保護者は　その間柳ヶ瀬内に滞在）

学校の授業の探検で

柳ヶ瀬に行ったのがとても楽しかったそ

うで

また行きたいと嬉しそうに言っていまし

た。

具体的に有り難いのは

割引チケットをいただくことで、女性は特に行

く口実ができます．お店の方にも利益が出るよ

うに　２件ハシゴしたら　いくらつかったらと

かとか、

三軒いったらなどに　すると　たくさんのお店

や　初めてのお店にも入りやすいかなと思いま

す。

柳ヶ瀬公式LINE @

でのデジタルポイントカードで各店舗まわって

ポイン貯めて

柳ヶ瀬内を歩くルートをつくるような仕組みと

か

浅知恵でごめんなさい🙇♀️

明治村さんがやってるような

謎解き柳ヶ瀬とか。。

応援したい気持ち、飲食に行きたいとずっと

思っていますが　なかなか行動に繋がらず

矛盾して申し訳ない気持ちと　もどかしさがあ

ります

サンビルは楽しくお邪魔しています^ ^

長引くコロナで大変な状況のお店も勿論あると

思いますが　大好きな柳ヶ瀬がこれからも賑わ

う場所であり続けてほしいと思います

なんでも揃う！ 高島屋、ミツバチ

食堂、ロイヤルビ

ルによく行きま

す。

託児所 新しいだけでなく、古いものも残して欲しい 親が岐阜へ行くって言ったらオシャレして柳ヶ

瀬へ！

映画をみて高島屋へ行くのが楽しみでした。

今は、素敵なお店や柳ヶ瀬を愛する皆様から元

気をもらいに行くのが楽しみになってます。

あの頃と違い、大人になったのでオシャレして

安全で安心な夜の街も楽しみたいです！

楽しみにしております！

知っている人が多い。親近

感が湧く。

一楽が復活して良

かった。

柳ヶ瀬には大須や秋葉原の様なオタク層

を取り込むお店がありません。

ゲームやアニメ、新しい電脳を体験でき

る様なスペースを作って、新しい層を

柳ヶ瀬に呼んで欲しい。多様性こそアー

ケード街の魅力です。

上記と同じ。本通りは電脳オタク向けストリー

ト、レンガ通りは雑貨とか個性オシャレが集う

ストリート。

小柳町や弥生町は昭和ストリートなどと、通り

にイメージをつけて、「柳ヶ瀬と言えば○○がそ

れぞれの人にモテる様な街になれば。

今は大変かと思いますが、あと少しの辛抱で

す。頑張って下さい。

そして、ヘルプの声は大きく出してください。

みんな揃ってでも良いです。

困った時は岐阜のみんなで駆けつけます。

子どもの頃は親と買い物に

来たり…高校の頃は友達と

学校帰りに寄ったり…大学

の頃はバイトもしたし…今

はサンビルや大好きな Blue 

Blueもあるし…思い出も

いっぱい。大好きもいっぱ

い。な、コトに、今気付い

たくらい、身近な場所なト

コが好きです。

Blue Blue ・ ツバ

メヤ　・ ポーヤイ

月に2.3回柳ヶ瀬に来ているんですが、サ

ンビルで出店されているお店のコラボと

かで、月替わりとか週替わりとか、土日

毎とか、お店をやってくれたらうれしい

なぁと思います。

上記と一緒になりますが、週替わりとかでサン

ビルのお店が楽しめるといいなぁ。。。

柳ヶ瀬大好きデス！！高校の頃学校帰りに"マサ

ムラ"で焼きそばとおにぎり食べたり、"ドンク"

でパンの食べ放題いったり、平木屋で画材を

買ったり、江戸っ子やヤナギヤで布地やボタン

買ったり、あ、弁天堂のバタークリームのケー

キも好きでした。ずーーーっとお世話になって

きた思い出いっぱいの柳ヶ瀬。これからもまだ

またまいっぱい、楽しみたいデス！！色々大変

かと思いますが、応援しています＾＾*

昔よりは寂れたが個人店が

多いところ

ふさや サンデービルディングマーケットのもう

少し上の年代をターゲットにしたもの

メイン通りの車の抑制 止まない雨はありません

好きなところが出来るほど

知らない

好きな店が出来る

ほど知らない

子供が遊べるところ、ちょい飲みできる

ところ

子連れの若い世代に受ける商店街にした方が良

い、平面的なショッピングセンターみたいにす

るか、グルメロードみたいなのをつくるとか

コマーシャルをしっかりする、現状どんな特徴

があってどんな店があるか全くわからないし興

味がない

がんばってください

古き良き街並み ふわり グルメグランプリ 他の地域の商店街とのコラボ企画 今来ていただいてるお客様を心から大切にしよ

う

働く人の元気さ 皐月テーラー ママさんたちが集う交流会 小さなお子様連れでも来やすい環境作り 青春から今も商店街には思い出いっぱいです。

また遊びにいきますね

新しいお店と古くからある

お店が調和しており、また

コンパクトにまとまってい

る。

星時 ファッションショーなどのオシャレなイ

ベントが増えると良いと思う。

西と東が分断されている印象があるので、たと

えばイベントを実施する際に西側にもエリアを

拡げれば発展の伸び代があるのではないでしょ

うか。

やりにくい事だらけですが、逆に可能性がある

とも思うので頑張って下さい。

古いお店と新しいお店が共

存してるところ。イベント

の舞台として色んな顔を

持っているところ。

バングラッシー 食べ歩き、食べ比べできるメニューのお

店、お店をいくつか回ってセットにでき

るメニューとそういうものをいただく場

所、日本茶館（台湾の茶館の日本茶版）

シェアキッチン、シェア工房やデジタルデザイ

ン拠点、ネット配信拠点など、モノの作り手の

資源を作って安価に提供して、学生世代などの

若手の作り手を誘致して（「作りたいときは柳

ケ瀬に行けばなんとかなる」的拠点化）、クリ

エイターの集積と協働で「イケてる」町のブラ

ンディングと歩いて楽しい、やって楽しい価値

の新しい創造。若手に「柳ケ瀬で育った」感を

持って旅立ってもらえる街に。

老舗にせよ新店にせよ、知れば知るほど味のあ

るお店が見つかるのが柳ケ瀬の面白いところで

す。継ぎ足しダレのように古い旨味と新しい味

わいの融合した面白さをこれからも楽しみにし

ています。



柳ケ瀬商店街の好きなとこ
ろ

柳ケ瀬商店街で好
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今後、柳ケ瀬に増えたらいいなと思うも
の

柳ケ瀬商店街活性化のアイデア コロナと闘う店主の皆さんへ応援メッセージが
あれば

路地の雰囲気 ツバメヤ 開放的で居心地のいい待ち合わせスペー

ス

通り毎のテーマ（統一感）、特徴的なランド

マーク（目印）、それを利用したわかり易い企

画や演出などのプロモーション

地元住民として、大企業とも行政とも異なる立

場の柳ヶ瀬商店街の店主の皆様に頑張ってほい

しと心から願っています。

柳ヶ瀬が街として輝いてくれれば、利便性や生

活の楽しさはもちろんですが、私たちは地元に

誇りを持つことができます。誇りをもって地元

の話をし、友人を呼び、子どもを育てることが

できます。

柳ヶ瀬の皆様ばかりに重荷を背負わせたいわけ

ではありませんが、柳ヶ瀬というエリアで生業

をもつ皆様には岐阜市の未来を今よりもさらに

輝かせる力とそのための機会・環境があるので

はないかと思っています。

苦しい時期ではありますが、数年後にはたくさ

んの笑顔で振り返れるよう、私自身も街の変化

を眺めながら、応援しています。

ツバメヤさんのどら焼きと羊羹、とても美味し

かったです。

イルミネーションなど、季

節を感じられるところ

鉄道はるか また恐竜のイベントやってほしいです！ かき氷、ふわふわパンケーキなど、柳ヶ瀬にし

かない、行きたい思わせる店を出店する。

大須のような商店街になってほしいです。

コロナ落ち着いたら、必ずまた子供連れて、ぶ

らぶらしに行きます！

柳ヶ瀬エリア住みですが、

何だかんだで何でも揃って

いて便利です。

大福屋、ツバメ

ヤ、ポーヤイ

難しいでしょうけど、飲食以外のお店の

ターゲット年齢が高すぎるので、年齢層

が広がると人の動きも変わるのではと思

います。

イベント開催日に無料駐車場が有ると良いかと

思います。元公共施設のグランドとか。

柳ヶ瀬は住みやすい場所です。お店が充実して

来たら必ず人は戻って来ると思います。

熱い人がいるところ やながせ倉庫 ライブハウス、音楽イベント 柳ヶ瀬商店街全体を会場にした大運動会 自粛自粛で鬱々する雰囲気ですが、皆さんの何

とかしようと踏ん張る姿に力をもらうし自分も

よしやるぞ！と思えます。

みんなでひっつきもっつきしながら笑い合える

日が来ることを信じてもうひと踏ん張りファイ

トです！

昔の柳ヶ瀬が好きだったけ

ど昔の良いところと新しい

店などが混在してきたのも

面白くて好きになってきま

した。

岐阜高島屋　ツバ

メヤ　三和　初寿

司　桃花館

ランチやディナーが食べられるような飲

食店やラーメン屋さん、小さな子供も連

れて行ける食事屋さんや遊び場。若い家

族連れが来たくなる、そして柳ヶ瀬付近

に住みたくなる店が増えて欲しい。ドン

キが無くなるので大きな雑貨屋さんもあ

ると楽しいと思う。

フリマやお酒のイベントや、ラーメンイ

ベント、岐阜のパン屋さん集結イベン

ト、自転車イベント等どしどしやって欲

しいです。

イベントがあればあれだけ人が集まるのだか

ら、いろんなイベントを企画。

マンションがたくさん立つので若い家族向けの

安心して行ける飲食店や遊び場、イベントがあ

ると良いと思います。

今から数十年前は柳ヶ瀬に理由もなくブラブラ

しに来ていました。常にワクワクしていた。そ

んな柳ヶ瀬を知ってます。柳ヶ瀬で頑張ってる

皆様は岐阜を代表する場所、柳ヶ瀬を守ってく

ださってる方々なのでこんなご時世ですが絶対

に乗り切って柳ヶ瀬の未来を明るいものにして

いってください。

お店に気軽に入れる。懐か

しい映画が見られる。

みつばち食堂 気軽に休める場所、椅子だけでも良い。

お安いランチができるお店

掲示板でお店紹介（衣食住色分け、お買い得品

を紹介する）

いろんなお店がある楽しい柳ケ瀬、これからも

応援します。

雰囲気 G.festa 子どもが楽しめるショーや音楽イベン

ト、お祭り

なかなか普段行こう!とならない場所なので、チ

ラシやSNSでイベント等の情報を拡散してほし

いです♡

コロナを怖がらず、周りに優しくなることが、

今の世の中うまくいく方法な気がしています!支

え合いの精神で乗り切りましょう!

昔の建物、お店の匂い、雰

囲気

キカザル、高島

屋、靴屋さん

プリ機があれば絶対人来ます！！岐阜駅

周辺ないんで💦後はカフェがもっと増え

たらいいな！

柳ヶ瀬の古い町並みは残しつつ、新しいお店が

もっと増えたら最高です🥺！

柳ヶ瀬が本当に大好きなので一緒にコロナ乗り

切りましょう。

洒落っ気がなくラフなとこ

ろ

寿司よし 30〜40代向けのアパレルショップ 店舗や事務所の開業支援する。ファストファッ

ションやファーストフード店などを誘致する。

怪しげな店に撤退してもらうか西柳ヶ瀬に移動

してもらう。

無理せずマイペースで。

昭和レトロ。混沌と清濁合

わせ持っているところ。

ミツバチ食堂 公園。スーパー。ゲストハウス。 商店街の中でリラックスできる公園を作る。青

空が見えて、太陽を浴びられる。又は畑か田ん

ぼをつくって自然に触れ合える、キャンプでき

てしまうくらいに。街中に商いと自然という相

反するものをつくることで何かが自然発生して

くる。

柳ヶ瀬のアクアージュに…

オカビエ様が現れたらしい…

悪疫退散…

遥か昔の白亜紀の恐竜にも夜中出会った子ども

がいるって

次は、柳ヶ瀬で火の鳥に出会えるって

Yahoo NEWSに…なって…ま…

柳ヶ瀬は現と幻

世界初

タイムトラベルできる街

キャバクラ Aクラス メイド喫茶 頑張って下さい

昔から懐かしい引き寄せる

所

ツバメヤ 音楽、クラブ柳ヶ瀬みたいな企画 若者も年齢問わない企画。高島屋も重要な存在

(特にラーメンリレーなどは最も重要と考えます)

みんな見守ってます。頑張りましょう！コロナ

が収まって昔を取り戻しましょう

昔から懐かしい引き寄せる

所

ツバメヤ 音楽、クラブ柳ヶ瀬みたいな企画 若者も年齢問わない企画。高島屋も重要な存在

(特にラーメンリレーなどは最も重要と考えます)

みんな見守ってます。頑張りましょう！コロナ

が収まって昔を取り戻しましょう

ほどよく人がいるところ 来て屋 旧・あい愛ステーションのような憩いの

場

ドン・キホーテの跡地に東急ハンズを誘致 買い物行きます！



柳ケ瀬商店街の好きなとこ
ろ

柳ケ瀬商店街で好
きな店を

今後、柳ケ瀬に増えたらいいなと思うも
の

柳ケ瀬商店街活性化のアイデア コロナと闘う店主の皆さんへ応援メッセージが
あれば

時々掘り出し物が見つか

る。電車で来た時は傘無し

でもほぼいける、日焼け防

げる

高島屋　　ドンキ

ホーテ　好きな個

人店はもうなく

なってしまいまし

た

今までも催されたかも知れませんが、JR

や名鉄、県や市、近隣のお店と連携して

スタンプラリーを行うとか

駅からスタートして柳ヶ瀬でイベント見

たり金華山行ったり伊奈波神社や川原町

行ったり玉宮町でご飯食べるとか、商店

も観光も交通も皆一体となってイベント

繰り広げられると良いなと思います

あと、今やはり食べ物ですよね

岐阜のソウルフードやB級グルメのフェ

スやれる時が早く来たら良いですね

あと、殆どの商店街は神社仏閣の門前町

だったり駅前にあったりすると思うので

すが、柳ヶ瀬はそれに該当しないので、

観光用の神社を作ってしまうとか

駅からのアクセスを面白い自転車のレン

タサイクルやタイのトゥクトゥクのよう

なバイクカーを籠に見立てて金華山ぐら

いまでの広範囲行けるとか

駅から金華山に向かう人が柳ヶ瀬の飲食

店でお弁当頼むと駅から金華山までバイ

クカーでお弁当と一緒に送迎してくれる

とか

なかなか商店街だけでは難しいとは思い

ますが

せっかくアーケード街だから天井に星座が見え

るとかちょっとしたプラネタリウムのように

なっていたり

お台場のヴィーナスフォートは買い物したくな

る夕方を演出してるとかで、何かしら人間の心

理をそそる照明になっているとか

他、岐阜駅やバスが信長だったら柳ヶ瀬も戦国

のイメージにしてしまい、

喫茶店入れば戦国パフェとか和菓子や工芸品の

手作り体験などそれぞれのお店で武将や戦国時

代にまつわるオリジナル商品作るなど

柳ヶ瀬はコンセプトやターゲット層をはっきり

すると良いかと

若者やファミリーがマイカーでモールに行って

しまうのなら、それ以外の客層取り込む

外国人で岐阜が好き、歴史が好きで岐阜に住ん

でる人も多いかと思うのでそんな人たちの意見

も取り入れるようにされると意外なアイデア

持ってたり私達以上に岐阜を愛する気持ちが強

いと思うので参考になるかと

柳ヶ瀬という地名がコロナでイメージダウンし

て打撃は凄いかと察しますが、岐阜県自体数十

年前は知らない人も多かった気がします。それ

がネットの発達や著名な出身者が岐阜をアピー

ルしてくれたりで認知度は高くなりました。

柳ヶ瀬もこれから新たに生まれ変わって再び有

名になると良いですね

とにかく今は暑さとコロナ感染から安全に身を

守り新しいプロジェクトが動き出した頃には一

気に力を発揮してください

色んな食べ物屋さんがある

から

M's Cafe.ステーキ

屋 食いしん坊

喫茶パロマ

喫茶店、夏祭りなど 自分もコロナに負けないように

仕事を頑張っていきますので

皆さんも頑張って下さい。

風情ある街並み M's cafe お祭り、のど自慢大会 美少女図鑑 コロナに負けるな！

高島屋がある。歩いて回れ

る範囲に色々なこだわりの

お店がある。

柳ヶ瀬倉庫 気軽に停められる駐車場。 ①ペットの譲渡会など、ペットにまつわるイベ

ント。特に猫！

②グルメのイベント。B級グルメのグランプリ的

なものや、なかなか行けないちょっといいお店

の一品が屋台で味わえたり、コロナ渦で活性化

した色んな飲食店のテイクアウトが集結するよ

うなイベント

こんな時だからこそ、地元のお店、知り合いの

お店、好きなお店や懐かしいお店を応援したい

と思う人もきっと多いはず。私もそうです。頑

張ってください！

雨が避けられるアーケード 高島屋 各種団体が企画した様々なイベントを商

店街とのタイアップでやるシステムを企

画してほしい

空き家をなくす 古い考えを捨てて古参は去り若い人に任せてみ

て下さい。

ザ商店街なところ しま田、ポーヤイ 雑貨屋 スタンプラリー 開店ありがとうございます

お店が開店しているとホッとします

子供の頃の思い出と現状が

交差する風景

高島屋 岐阜県内のショップの出張販売 映画、食事、買い物という「おでかけ」を、特

別感を持てるようになれば

みんな応援しています。柳ケ瀬は岐阜の鑑で

す。

歩き慣れている点 ツバメヤ カフェ、喫茶店、ベンチ カビ臭い？臭いなくして欲しいです 早く指定感染症から外して欲しいですね。

近さ 色々有りました

が、50年で随分減

りました。

子供向けイベント

屋根がある 高島屋 大型店舗と駐車場の確保 大型店舗を作り既存店は店子にして入り、駐車

場を確保する。

抜本的な改革が必要。

古い看板のある店がそのま

ま残ってたり、レトロな風

合い

つばめや、ナマス

テグル、モス、

柳ヶ瀬団地、無印

良品

高島屋があるし難しいとはおもうけど成

城石井とかスーパーマーケット。

あと清味堂実店舗がつばめや近くにでき

て欲しいです！岐阜の個性的な食のお土

産屋さん増えて欲しいです。

買い回り　LINEスタンプカード 今は本当に大変かと思います。また遊びに行き

ますので元気で頑張ってください！！！

小さいときと学生時代を思

い出すので

お好み焼きマサム

ラ

アンティーク骨董焼き物 柳ケ瀬周回スイーツマラソン大会 微力ながら応援させていただきます今後もよろ

しくお願いします

デパートがある 面白そうな

小売店が出てきた

お好み焼き まさむ

ら

フードコート 飲食店の活性化 玉宮から人を取り戻す 家賃の減

額

負けないでください

イベント等 高島屋、ゲンキー 昼市 駐車場、イベント公園🎄⛲️ いずれ 終息する

個人飲食店が多く、食べる

ことに飽きない

個々ではなく柳ヶ

瀬が好き

アニメを用いたイベント、学校とのコラ

ボ

高島屋はシンボルかもしれませんが、若い世代

には人気が無い気がします。

高島屋以外にも魅力のある大型店舗を検討して

は。

がんばれ！岐阜の中心の商店街！！

アーケード街に色々なお店

があり、飲食、買い物が楽

しくできるところ

正村 荷物を一時的に預かって売れるところ 柳ヶ瀬商店街の全てのお店で特売会イベントが

定期的にあるといい

昭和の色が残っているとこ

ろ

ステーキ食いしん

坊

大阪の裏天満のような飲食店街 夜の飲食店街の充実 コロナに負けず、皆で乗り切っていきましょう

レトロな感じ mokku mokku 立ち飲み屋 ウィンズ誘致 柳ヶ瀬と言う名は全国的な知名度があります。

コロナ後ではなく、いま出来ることを皆さんで

団結して頑張って頂きたい。

ここにしかないお店がある

こと。アットホームなとこ

ろ。天候に左右されずぶら

ぶら歩けるところ。

つばめや 子供たちが遊べるような、集まってくる

ような遊び場ができるといいと思う。

子供を連れて行きたいと思うような場所にすれ

ば自然と大人も集まると思います。そんな施設

の建設やイベントを開催していくといいと思い

ます。

いつか必ず柳ヶ瀬に人が戻る時がきます！！そ

の時まで頑張りましょう！！！

新しい所もあり、昔のもあ

りで、入り混じっている所

です。

糸重るりや。ロン

ドン。

高齢者は平日に来れて、楽しく、過ごせ

る場所で休日は若者ゃ子供が楽しめるも

の。

若者の憩いの場所。スイーツとか、ランチの美

味しい店。ブティックの店。柳ケ瀬に1つの店と

して、高いビルでなく。横に長く、外観にこだ

わることなくです。

今は大変ですが、来年は今年より悪くなること

はありません。もう少しです。出来ることをや

りましょう。

落ち着いた雰囲気。アー

ケード。美味しいカフェ。

美味しいランチ。

ミツバチ食堂　ロ

ンドン　高島屋　

マルイチ　初寿司　

みわ屋　星時　正

村

ベーカリーカフェ 全体でのポイントカード

無料駐車場

柳ヶ瀬はとても大好きな場所です。コロナの影

響で大好きなイベントも中止となり、サンビル

も形を変えて…それでも開催してくださる姿勢

が素敵です‼️

これからも足繁く通いますので頑張ってくださ

い‼️



柳ケ瀬商店街の好きなとこ
ろ

柳ケ瀬商店街で好
きな店を

今後、柳ケ瀬に増えたらいいなと思うも
の

柳ケ瀬商店街活性化のアイデア コロナと闘う店主の皆さんへ応援メッセージが
あれば

ウィンドーショッピングだ

けでも、なんとなくワクワ

クする。

ツバメヤ（のアイ

スクリーム）と一

楽（のみそかつ）

巨大迷路や大道芸などのイベント 特にありません 遠出や近くへの外出も敬遠されるこの時期、た

まにはおもしろいイベントを期待してます。

古くて新しいところ 一楽本店 着物で買い物 駐車場の充実

アウトレット市

ずっと昔から通っています。また以前のような

活気ある街になりますよう、店主の皆様、苦し

い時期ですが頑張って下さい。

たくさんのお店が広範囲に

あり、道幅も広いのでゆっ

くり見て回る事が出来る所

です

古道具

mokkumokku

カフェと雑貨屋が増えたら嬉しいです。 柳ヶ瀬マップに、コロナ中などは店舗ごとの取

り組みなど書かれているといいかなと思いま

す。（take outとか何時が混んでいますなど）

また、遊びに行かせてもらいます^_^

特になし 特になし わからない わからない 大変だと思いますが、昔の柳ヶ瀬のような活気

を取り戻せるように頑張ってください。

岐阜市で生まれ育ったの

で、懐かしい雰囲気

特に「みそかつの

一楽」（最近復活

したらしいので

行ってみたい）

思いつきません、ごめんなさい。 やっぱり思いつきません。 月イチで岐阜の実家に帰ってます。たまに柳ケ

瀬に行くのが楽しみです。頑張ってください。

昔ながらの飲食店がある ラーメン丸万 流行りの飲食店 若い世代の考えたアイデアの活用 岐阜市民は、柳ヶ瀬が必要です。頑張って

いろいろな店が集まってい

るので、名古屋まで行かな

くて良い

高島屋 各国飲食の専門店等 原宿にあるような店を集める コロナに勝ち残って下さい。

様々な店があるところ 高島屋 もう少し大きな本屋さんがほしい 古いお店を綺麗にすると良いと思う お金の問題等もあって大変だと思いますが、頑

張ってください

学生時代に入り浸っていた

雰囲気が残り続け、懐かし

さを感じる

サツキテイラー IT、IoT技術系の会社の誘致。それら技術

系企業が取り組みたいと思えるようなイ

ベント

有名ユーチューバーをご招待しましょう！

柳ヶ瀬のホームページをECとリンクさせましょ

う！

ママ、主婦が過ごしやすい街にしましょう！

小さな頃から柳ヶ瀬で遊んでいました。

昔も今も私には特別な場所です。

応援しています。

頑張って下さい。頑張りましょう！

のどかなところ ツバメヤ カフェ併設のパン屋さん 平日の昼間は特に年配の方が多く柳ヶ瀬商店街

に出向かれます。そんな方も楽しめるイベント

があるといいかなぁと思います。ちょっとした

お得感、特別感も必要かなぁとも思います。

コロナ禍での営業はとても大変だと思います。

お客となる私たちも感染対策を可能な限り講じ

てお店に伺います。一緒に頑張っていきましょ

うね。

子供の頃から慣れ親しんで

いる、アーケードの雰囲気

ティダティダ、ツ

バメヤ

地元の作家さん、学生さんが、気軽に展

示、作品発表できる空間が増えること。

これから店を出したいと考えている若者に、お

試しで体験できる、機材の揃ったキッチンをい

くつか用意して、期間限定で貸す。まだ自信が

なくても一歩を踏み出せるよう後押しすると素

敵だと思います。

応援しています、頑張って下さい！

昔ながらのお店、人柄があ

る。

高島屋 雑貨屋さん　　パン屋さん 限定イベント 柳ヶ瀬は不滅です。岐阜県民は応援していま

す。

個性的な店が多い いしぐれコー

ヒー、セカンドミ

グ

服屋やファッションの店 若者向けのファッションやサブカルチャーのお

店を増やす

大変だと思いますが、少しでも力になりたいで

す。

アーケード 高島屋 コメダの様な大型喫茶店 緑地帯のある空間 今はじっと我慢する

人が居ない感じ。 特にないです。 全天候型の子供が楽しめるイベント。 有名YouTuberとのタイアップ等を活用して全世

界に柳ケ瀬を知ってもらう。

コロナ以前から集客出来ていない現状もあり、

さらにコロナで減少傾向が加速している中、頑

張ってるのは凄いと思います。

サンデービルヂングマー

ケットが好きです

ツバメや 手作り市などのイベントの数が増えたら

嬉しいです

どうしても、駐車場に停めなければいけないと

いう問題があるのでもう少し気軽に行ける・停

めれると行く機会が増えると思う

気が滅入ることが多いですが、人とのつながり

を大切に、この困難を一緒に乗り越えていきま

しょう。応援しています。

雰囲気 ダアチュ マルシェイベント 定期的なマルシェイベント 市民が安心して集まれる日を楽しみにしていま

す！

安心感、安定感がある。最

寄りのバス停から約20分、

近過ぎず遠過ぎずの距離感

もいい。知れば知るほど人

も魅力的で、新しい出会い

にワクワクします。

ツバメヤ。私の親

世代も知ってる

し、こちらの商品

でお茶をするとみ

んなが喜びます。

若者が集まれる遊戯施設（バスケット

ゴールやボードパークなど）や公園が

アーケード下にあるといいですね。世代

横断型の施設に魅力を感じます。

学びと、家族団欒と大人の楽しみと嗜み。それ

が同居できるような商店街になるといいです

ね。本を読んでる人と酒を嗜む人、それが同居

できる場所があること。私の理想です。

コロナの正体は人間の暗部です。疑心暗鬼や不

安感。それを吹き飛ばすような街づくり、大い

に期待しています！

おいしいものに出会える シェヴー　ツバメ

や

いい食材やおいしい食べ物に出会えるイ

ベント。

地元の個人商店、いいものを応援できる場づく

りを期待します

がんばって下さい

色々な店がある事 蜂蜜食堂 大人対象の居酒屋 子育て世代が安心して通える街にする。駐車場

料金をもっと安くする

ホコ天の開催

もっと元気さをアピールしたら

今は魅力を感じない 頻繁に通えるよう

な店は有りません

昼飲みの店 全ての年齢層が集える町作り。昼間が立ち寄り

にくいので色使い等で明るく。

衰退していた所にこのような状況は大変だと思

います。こんな時こそ全てのかかわり合う人達

が一つになり乗りきってください。

雰囲気と雨の日でも歩きや

すいとこ

お団子屋さん お酒のイベント！！！ 雰囲気好きだけど、もう少し清潔感？があると

お客さん増えそう。床をキレイにしたりライト

を明るくしたり

人情溢れるところ。 つばめや。いしぐ

れ珈琲。PARIS 

ITOJU。ミツバチ

食堂。シネックス

ホール。SATSUKI 

TAILOR。サクラヤ

化粧品。化粧品の

ナミコシ。やなが

せ倉庫。ホテル グ

ランヴェール岐

山。呉服のささ

政。ロイヤルビル

の中の店全部。

お店巡りのできるビルやお店が増えたら

いいな。やながせ倉庫やロイヤルビルの

中みたいにお店巡りが楽しいです。マー

ケットイベントもいつも素敵だなと思っ

ています。せっかくアーケードがあるの

だから雨の日も楽しめるイベントをして

いてくれたら嬉しい。でも、あいステが

なくなって色々困ることがあります（小

さい子供を連れていけない。トイレがな

い。休憩できない。）。新発見が楽しめ

る街になっていてくれたらなと思いま

す。

自転車は引いてはいってもらえるようにならな

いかな。

大変だと思います。どうぞお身体に気を付け

て、またお互い元気でお会いいたしましょう。

柳ケ瀬大好きです。ファイティン♡

昔ながらの町並 高島屋 もともと柳ケ瀬から、直ぐの所に住んで

いましたが結婚したことで、他市町村へ

引っ越した事で、車での移動しか出来ま

せん。有料の駐車場を利用してまで行こ

うと思えないです。

時間制限無く、無料駐車場があれば有難

いです。

やはり、無料駐車場。大きな商業施設はどこも

無料駐車場ばかり、これだけでもメリットがあ

ります。

凄く、ご苦労されている事と思いますが、全国

のお店を経営されている店主が同じ苦しみで

戦っている事と思います。開けない朝はない。

ので、応援しております。



柳ケ瀬商店街の好きなとこ
ろ

柳ケ瀬商店街で好
きな店を

今後、柳ケ瀬に増えたらいいなと思うも
の

柳ケ瀬商店街活性化のアイデア コロナと闘う店主の皆さんへ応援メッセージが
あれば

雨天でもいろんな店に行け

る

いしぐれ珈琲　ド

ンキホーテ

ドンキのようなディスカウント系、リサ

イクルショップ

柳ケ瀬共通のカートとか、荷物預かりサービス 感染リスクの中、営業お疲れ様です。コロナ以

前より感染対策の経費・気遣い等大変でしょう

が、ご自身の健康第一に頑張ってください。

アーケドがある ドンキホーテ スーパー 頑張ってください

劇場通り ミツバチ食堂さん 雑貨屋さん ドンキホーテが無くなるため、そこにスーパー

等のテナントを入れることです。

これからも頑張ってください。

ほどよい人混み 髙島屋 ケーキ屋さん 入りやすい駐車場をもっと整備して下さい。地

下駐車場がもったいない。

私の故郷。柳ケ瀬！頑張れ!

昔ながらの対面販売 末広屋 小規模で店主の人柄が見える店。なんと

なく座れる場所。大道芸。

期間限定のお試し店舗からの出店の支援。無料

駐車券が当たるとうれしい。

ショッピングモールには無い品揃え。温かさが

大好きです。ついふらっと出かけたくなる街で

す。

飲食店がいっぱいある。 武蔵野本店 服屋、昼からお酒が飲める店 若い世代にいっぱいチャンスをあたえてあげ

る。家賃を安くして出店しやすくするなど。食

べ歩きできるようなお店を誘致する。

子供が楽しめるお店を増やす。

先の見えない状況だと思いますが、

皆さんで力を合わせ頑張ってください‼️

応援してます。

昔ながらのお店と新しいお

店が良い具合に入り混じっ

ているところ

サロンドマルイ

チ、ツバメヤ、柳

ケ瀬倉庫

若者向けファッションのお店、気軽に入

れる居酒屋など

空き店舗の活用、情報発信、学生との協働など 少し昔は柳ケ瀬は若者が遊ぶところではありま

せんでしたが、今では友人と柳ケ瀬に行こう！

となるくらい魅力的な商店街になってきていま

す。コロナで大変な苦労をされていると思いま

すが、まだまだ訪れたことがないお店がいっぱ

いなので踏ん張ってください。私もできる協力

をしたいと思います！

昔ながらのお店と新しいお

店が良い具合に入り混じっ

ているところ

サロンドマルイ

チ、ツバメヤ、柳

ケ瀬倉庫

若者向けファッションのお店、気軽に入

れる居酒屋など

空き店舗の活用、情報発信、学生との協働など 少し昔は柳ケ瀬は若者が遊ぶところではありま

せんでしたが、今では友人と柳ケ瀬に行こう！

となるくらい魅力的な商店街になってきていま

す。コロナで大変な苦労をされていると思いま

すが、まだまだ訪れたことがないお店がいっぱ

いなので踏ん張ってください。私もできる協力

をしたいと思います！

レトロな雰囲気の中にキラ

リと光る魅力的な店がある

こと

ツバメヤ、みつば

ち食堂、やながせ

創庫の中のお店

アーケードの中に公園を造り、インドア

オープンカフェを開業！

同上。高齢者も多いので、保育園をつくったり

花壇を作ったりしてボランティアで運営に参加

してもらう。

柳ケ瀬は私が生まれ育った街で愛着がありま

す。ホッとできる温かな雰囲気をこれからも大

切にしつつ進化していくことを期待していま

す。

アーケードがあり、雨でも

濡れない

昔、柳ケ瀬に映画を観に

行ったり、アミコ、セン

サー、薔薇の広場へ行くの

が楽しみで、とても懐かし

いです

柳ケ瀬接骨院 イオンのような、１つにまとまった商業

施設

車を停めてお金がかかるのが凄くネックなの

で、大きな無料の駐車場があると良いと思いま

す

コロナを乗りきり、昔の活気をとりもどしま

しょう

時計店で電池交換出来ると

ころ

岩田時計舗 ドンキホーテの用な店 全店5%オフデー コロナ禍でも頑張ってください

良い食材が揃っている 岐阜高島屋 居酒屋、昼呑み酒屋、立ち飲み居酒屋 気軽に飲める立ち飲み居酒屋 飲食の業者の皆さんコロナに負けず頑張ってく

ださい。

昔から馴染みがある。 八百屋さん お洒落なカフェ、スーパー イベント開催、ポイントカード、岐阜駅からの

無料バス

今は我慢のとき、コロナが終息して

活気ある商店街への復帰楽しみにしています！

アーケードがあって、雨の

日でも、安心して買い物が

できること。

シネックス 昔は、定期的に歩行者天国などを行って

いたように思います。定期的に何かイベ

ントを行っていくと、よいと思います。

定期的なイベントを行っていくこと、大須が古

着などの店で特徴を出したように独自性のある

店にしていくこと、金公園の下の市営駐車場を

無料にすること

何かと大変だと思いますが、歴史ある柳ケ瀬を

守っていってください。

今はなし なし 学生やカップルや家族が楽しめる空間作

りや、お店、イベント！

お年寄り中心の街にしないで！

全ての年齢層が楽しめることが昔の柳ケ

瀬商店街の魅力でした。

駅からのアクセスの充実が必須

(車文化になった現在の岐阜県では、他県の人ほ

ど歩いて行動は、しない！)

昔のチンチン電車の換わりになるような交通手

段が必須！

タイのトゥクトゥクや簡易モノレールなど、名

物になる乗り物。

駐車場の確保！(買い物した人は無料になる)

シャッター街を無くす❗

出店の誘致しやすい環境を作る

家賃補助や若い企業経営者がチャレンジできる

一年間無料のチャレンジ店舗企画など！

新しい血を入れて循環させる。

高島屋頼みの商店街では、魅力が感じられな

い！

柳ケ瀬だけではなく、駅からのアクセス導線に

ある玉宮地区や問屋街との連携した総合的な岐

阜市商店街としての街作りを岐阜県や岐阜市と

連携してやってもらいたい！

昔とは、時代や環境が大幅に変わっています。

新たな考え方で新しい柳ケ瀬商店街にしてもら

いたい！

岐阜の看板は、柳ケ瀬商店街の店主の皆さんで

す、街が賑わうと全ての活性化になります。

今は耐えるしかないですが！コロナ後の未来を

見据えて更に商店街が良くなるよう頑張って頂

きたいです。

小さい頃から行っている

為、懐かしい場所

無印良品、ツバメ

ヤ

もの作り体験型のイベントやお店 高山の朝市のような地元の野菜やお花、果物等

新鮮な物が並ぶお店があれぱ行きたいと思いま

す。

大変な事ばかりですが、落ち込む事なくお互い

頑張りましょう。

小さい頃からお世話になった場所です、影なが

らではありますが、ずっと応援してます。

大好きな街です😍

商店街を歩くのが好きです 初寿司 ステキなカフェ 土、日曜日楽しめるキャンペーン 頑張って下さい、応援してます。



柳ケ瀬商店街の好きなとこ
ろ

柳ケ瀬商店街で好
きな店を

今後、柳ケ瀬に増えたらいいなと思うも
の

柳ケ瀬商店街活性化のアイデア コロナと闘う店主の皆さんへ応援メッセージが
あれば

昔からのお店の人達の元気

に頑張ってる姿を見れる。

空いていてゆったりしてい

る。

高島屋、ドンキ、

無印、スギ薬局、

たんぽぽ、ナマス

テグル

赤鰐のような人気店がアーケードの中に

あったらいいと思う。

活気ある新しい店の誘致、それと、広告をだせ

ればいいのですが、経費がかかりすぎるので、

webでお店の商品を紹介できれば絶対いいと思

う。一つの商店の中にどんな商品があるのかと

ても気になっても、奥の隅々まで見せて貰うの

はなかなかできない雰囲気なので。外から見て

も何の店なのかもはっきりしない場合も結構あ

ります。もう少しアピールできるよう、せめて

案内看板で、店や、イベントの紹介をしてはど

うでしょう

大好きな柳ヶ瀬で商売を頑張ってくださりあり

がとうございます。高島屋南の再開発できっと

賑わうと期待しています

古き良き趣き有り。岐阜城

も近い。

ドゥーザ 芸人を呼ぶ。 柳ヶ瀬商店街店舗フリーパス券の発行 いつかコロナ禍を笑い話にできるよう、笑顔を

絶やさず皆んなで頑張りましょう！

ジャンルいろいろな個人の

お店が詰まっているとこ

ろ。高島屋も含め、ここに

来たら気の利いたものが何

でも揃うところ。

高島屋、ポーヤ

イ、ミツバチ食

堂、ツバメヤ、エ

ウレカ、パンシノ

ン

平日の仕事後に買い物にさくっと立ち寄

れるお店が増えて欲しい。夜もやってい

る、お惣菜、お弁当、デリ屋さん、お菓

子屋さんなど。

お店は素敵なのに、車で行きづらく少しハード

ルあります。検討され尽くしてるかとは思いま

すが、気軽に停められる駐車場があるときっと

週2で行くと思います。

学生時代を柳ヶ瀬の近くで過ごし、しばらく離

れてましたが、結婚してまた戻ってきました。

学生時代（飲み歩くイメージ）とは違う、個人

の素敵なお店がたくさん増えて、うれしいで

す。高島屋の良さもこの年になりよく分かるよ

うになりました。愛知県の知人にも自慢できる

町です。これからもずっと通いますので、どう

か頑張ってください！

スーパーで買えないものが

手に入る

高島屋、鳥くら、

ツバメヤ

例えば、焼きたてのあゆ菓子をその場で

食べられるというような、回遊性を高め

ることのできる食べ歩きのお店

柳ヶ瀬の魅了ある個店の情報発信 サンビルやリノベーションなど、新しい取り組

みが軌道に乗ってきた矢先のコロナ禍。それで

もこれまでの皆さんの努力がいつかは実を結ぶ

日が来ると期待しています。頑張ってください‼️

昔ながらの雰囲気 高島屋 空いている駐車場を探すのが億劫でだん

だん出向かなくなりました。広い提携駐

車場があればもっと利用したいです。

こだわりを、持って営業し

ているお店があるところ

みつばち食堂 フードのイベント

レトロな雰囲気と新しい感

覚の融合

ポーヤイ クラブやレコード店 商店街全部でフェス 商店街なくして人の生活なし！

今は厳しいと思うけど、明けない夜はないので

す！

子供の頃嗅いでいた空気

が、どんなに景色が変わっ

ても柳ケ瀬なんです。ホッ

としたり思い出がいっぱい

あるから

柳ケ瀬大好きです。

高島屋、ピア、ま

さむらなど

大衆演劇は残して欲しいです。ついでの

食事や買い物をずっと楽しみたいです。

通りに椅子、ベンチなど少し休める場所

が至る所にあると、いいですね。

全国の特産品やグルメ通り

大型ビジョンなどで、お店紹介や、できれば大

衆演劇をチラ見せとか〰️情報発信を沢山してほ

しい。

愛する柳ケ瀬をずっと見せて下さい(^-^)

柳ケ瀬はみんなのふるさとです。必ず又、復活

します。応援してますからガンバって下さい‼️

ウインドウショッピング 岩田時計店 本屋 二時間くらいは無料の駐車場 立ち上がれ柳ヶ瀬

いろんなお店がある ドンキ　高島屋 ディスカウントショップ 毎日使えるワンコインランチのお店 いろんなアイデアを試してください。

狭い範囲でさまざまなお店

がみられるところ

高島屋、 八百屋、飲食店、惣菜店、地元の直売

店、など週1でもいいから一同にかいす

ようなイベント、

まずは飲食系統のお店がたくさん集まるのが活

気づく先決だと思う、私だって、まずは美味し

い物を食べてからゆっくり買い物したいですか

ら、それからいろいろなお土産を買ってまた休

憩する感じ、今はそういった気軽に入りたい店

が少ない、

今は全国各地厳しいですが、必ず人は戻りま

す。今のうちに楽しいアイデアをたくさん用意

して何処よりも楽しい街にして復活させて下さ

い、楽しみにしてます。

新しいお店と古いお店が混

在してる所

鳥倉 以前あったセンサのようなお店がまた復

活して欲しいです。

店舗の空きを無くすこと。長崎屋の跡地をうま

く利用して欲しい。無料駐車場を作る。

私は結婚するまで柳ケ瀬近くに住んでいまし

た。結婚して少し離れてしまいましたが今でも

柳ケ瀬に行くとやっぱり何だかホッとして懐か

しくて…大好きな場所です！！頑張ってくださ

い(*^^*)

なんかホッとする雰囲気 正村 食べ歩き 大型家電量販店・スポーツ用品店等の誘致 頑張って欲しいが、無理せず、時には閉店→事

業譲渡・転換等も、今後の柳ヶ瀬のためには必

要です。

レトロな渋さの中に新しい

発見が出来る

サロン•ド•マルイ

チ

新しい音楽イベント アイデアは思いつきません お疲れさまです。明けない夜は無い！

昔ながらの店が残っている

ところ

迷路のようにアーケードが

通っているところ

高島屋、ロンド

ン、つばめや、

blueblue

・明治村のような謎解き、宝探し

・元長﨑屋ビルをつかってお化け屋敷

・個性的なカフェ

・アーケードの屋根の上の点検用通路を

歩くイベント

・味のある店や雰囲気の場所がまだ残っている

ので、映画やドラマロケの誘致、漫画やアニメ

の背景に積極的につかってもらう。

・路上ライブ、パフォーマンスで有名な場所に

する

歴史ある柳ケ瀬商店街がまた活気を取り戻せる

ようがんばってください。

新しい動きがどんどん生ま

れるところ。店主さんたち

同士のつながりがあって、

みんなで柳ケ瀬を盛り上げ

ようとしているところ。

衣手、松ノ屋、四

角商店、ディタ

ディタ、ルーザー

ズ

寝転んだり、ゆっくりしながら本を読め

るブックカフェ

今は大変な時期だと思うけど、柳ケ瀬ファンも

早く柳ケ瀬に行きたくてうずうずしてます！も

う少し耐え忍んでください！応援しています。

ごみごみしてなくて、ゆっ

くり歩いて廻れる所

岐阜高島屋 ドンキホーテも無くなってしまうので、

それに代わるお店がほしい

シャッターが閉まっている所などの活用法を、

手軽に借りられる工夫とか

どこも大変でしょうが、今が踏ん張り時です。

きっと乗り越えたらいい事が待っていると思っ

て前向きに考えていきましょう。

散歩しながら買い物や飲食

が手軽に済ませる場所です

高島屋、劇場通り

の飲食店

ファミレス　オープンカフェ　各種なコ

ンサート

キャッチフレーズの作成 コロナに打ち勝て柳ヶ瀬店主
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柳ケ瀬商店街で好
きな店を

今後、柳ケ瀬に増えたらいいなと思うも
の

柳ケ瀬商店街活性化のアイデア コロナと闘う店主の皆さんへ応援メッセージが
あれば

アーケードがあって雨に濡

れない、日陰がある。

ツバメ屋、ミツバ

チ食堂、高島屋

若い男性向きの手頃な価格の服屋。イオ

ンやモレラで事足りるならそっちに行く

けど東急ハンズとか名古屋まで行かない

とあまりないような珍しい雑貨とかがあ

るお店。食べ歩きできるようなお店やイ

ベント。柳ヶ瀬の飲食店の色んな物が手

軽に食べれる野外ビアガーデンや日本酒

飲み比べ。岐阜ちょうちんや水うちわや

美濃和紙や関刃物や竹細工や竹炭細工や

下駄作りやろくろやガラス細工や陶磁器

などの物づくりの体験、販売イベント。

弓道や刀道やボクシングなどの武術の体

験や運動ができるイベント。ボルダリン

グやトランポリンやストラックアウトや

体力テストなど楽しく運動できるイベン

ト。縁日の屋台などの遊びが100円から

200円くらいで色々やれるイベント。ド

ローン操縦などの体験ができるイベン

ト。

上記に書いたような岐阜市までお出かけしたく

なるような楽しそうなイベント

さやかさん、元気ですかー？ツバメ屋新装開店

おめでとうございます！コロナに負けずに頑

張って行きましょう！！

行くたびに雰囲気が違い、

学生時代より賑わいがある

ように思う。

変化していける柔軟さが良

い。

高島屋 子供服のセレクトショップ

幼い頃からの馴染みがあ

り、懐かしさがいっぱいで

す。

広瀬靴店　　つば

めや

着物が好きなので川原町などとコラボし

たり、柳ケ瀬いったいをマルシェや縁日

のようにして着物割引や着付けサービス

などで着物の姿の人が増えたらステキ！

若いオーナーさんが頑張ってみえると思いま

す。例えば無名の作家さんの作品販売や個展な

どを空き店舗で行うなど一角を覚王山アパー

ト？みたいにしてくれると楽しいかも。

柳ケ瀬は私たちにとっては故郷の繁華街！

柳ケ瀬に行くことは特別で　ワクワクする場所

でした。大変なご時世ですが、こんな企画を生

み出せるチカラがあるのですから！！どうか、

これからも私たちの故郷をより魅力ある場所と

して守ってください(*^^*)　

応援しています！

アーケードで天候関係ない

所。面白いお店も多い。

つばめや　路面店

(イベント時)

他エリアからのお店をイベント出店 駐車場問題を解消する。 今はなかなか飲みに行けないので、前みたいに

はしゃぎたいです。それまで何とか頑張ってい

きましょう

雰囲気 パン屋 食べ歩きや持ち帰りのできるお店

アーケードがあって天候に

左右されない。

高島屋 産直市場。キッチンカー。 有名飲食店やスイーツのお店を誘致する。 マスク無しで、笑顔で会える日までファイトで

す。

懐かしい雰囲気が残ってる ミツバチ食堂 昭和をめちゃくちゃ感じさせてくれるお

店

なん店舗かのお店を回って、何がメリットがも

らえるなど

コロナなんかに負けず、地道な努力を続けてく

ださい。

まだ昔ながらの感じが好き マサム 子供が遊ぶ空間 若い親子さんが来れる遊ぶ所お茶ができ場所 開けない夜はない❗️

個性豊かな人、建物。魅力

的な取り組み。

サロン・ド・マル

イチ　柳ヶ瀬倉庫　

つばめや　石榑

コーヒー　四角商

店　ロイヤル４０　

マサムラ　バング

ラッシー

個性的な本屋、軽食のスタンド、もっと

ニッチな専門店（地図専門！とかウクレ

レ専門！とか）

もっと積極的な大学の進出 なんとか踏ん張って、頑張ってください！！！

色々なお店があって便利 つばさや

バッグのお店が

あったがなくなっ

てしまった

美味しい料理を出すお店 岐阜の街が寂れていくのは悲しいので、もっと

頻繁に訪れて、盛り上げたいと思う

アーケードがあり、雨が

降っても、お日様が強くて

も、気にせずに歩けるとこ

ろ

高島屋、花屋(名前

はわからない)蕪木

パーキングから

アーケード入って

すぐの右側、お安

い花屋、

上にも書きましたが、若者が買い物した

り、飲食したり、生活に少しゆとりの出

てきた、中年女性のランチが気軽にでき

て、駐車場契約もしてるお店が欲しい。

若者が行きたくなるようなお店があるといい。

雑貨屋、洋服や、飲食店等

カルチャー教室、など、いろんな年代の利用が

ある施設

最近ほとんど出かけてないのですが、

また出かけたくやるような、キャンペーン、案

内等あると行きたくなるかも。

ぜひぜひ、また活気のある商店街になるよう、

名古屋に出なくても行きたくなるような商店街

になること応援します📣

必要な物が買える 高島屋 フリーマーケットの充実空き家の 空き家の宿泊施設への転換とイベント もう少しで共生の方向になると思います。頑

張って下さい。

自転車でうごけます。 楮、ツバメや 食に関するイベント シーズンごとに全国各地の特集のイベント 持続こそが力となります。無理をしないでくだ

さい

気軽に歩ける。 大福屋 飲食関係(スイーツとかラーメンとか) もう少し、遅くまでお店が開いているとイイの

では?

アーケード下は天候に関係

なく利用でき、金公園もあ

り、一日中お店を出たり

入ったりして、買い物も散

歩も新しい発見も出来ると

ころが好きです。

神室町商店heat ワインや日本酒イベントは楽しかったで

す。個人的にはオープンブックカフェ。

各店舗のワンプレートやテイクアウトラ

ンチを食べつつ時間制限があってもよい

から1人本を読める椅子とテーブルがあ

ると嬉しい。

伊勢のおかげ横丁や、高山の古い町並みのよう

に楽しい場所だと思います。即消費のテイクア

ウトも座るスペースとゴミ箱がないので、買わ

ないまま過ぎてしまう事が。予約可のテイクア

ウト商品一覧があるとありがたいです。

映画みたり柳ブラしたり、楽しい場所です。時

間ずらして訪れますので各店舗の方々もどうぞ

頑張って下さい。

サンビルなどのイベントが

行われているところ

廣瀬靴店 カフェ
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柳ケ瀬商店街で好
きな店を

今後、柳ケ瀬に増えたらいいなと思うも
の

柳ケ瀬商店街活性化のアイデア コロナと闘う店主の皆さんへ応援メッセージが
あれば

まちづくり学習の題材にな

るところ

ツバメヤ 様々なイベントなどができる広場 長崎屋の撤去して広場にする 長期戦だと思いますので，いろいろ工夫する必

要があると思いますが，頑張ってください。

日陰になってて、水路があ

るし少し涼しげにも感じる

くいしんぼ サブカルのお店 サブカルや、ゲーム、メディア関係の専門店は

あってもいいのでは(例えばジャンプショップ)

商店街の雰囲気良いと思います。続いてほしい

水の流れる小路 高島屋 専門店 楽しいイベント コロナに負けず、頑張ろう‼️

人とのつながりが感じられ

る

エーデルワイス コスプレイベント 誰もが気軽に参加できるイベントを多く行う コロナに負けないで頑張ってください。

ノスタルジーを感じるとこ

ろ

ＳＯＬＡ、ポーヤ

イ

若者が集まりそうなカフェ、ランチがで

きる店

イベントだけではなく、普段から通えそうな商

店街にしていただけると。スーパーなどあると

いいんですが。

マンションもいっぱいできてきて、今後ニーズ

も増えると思います。柳ケ瀬がなくなってしま

うと困るので、今後ともどうぞよろしくお願い

します。

落ち着いた時間が流れてい

る所

サロン・ド・マル

イチ、ミツバチ食

堂

飲食店や、県外の人に向けた進物が買え

るような「岐阜らしさ」を伺わせるよう

な雑貨店や、豆腐屋。

ある程度の集客が見込めるイベントが増えてき

たし、増やそうと尽力されているのは感じます

が、長期的な視点に立つと、イベントや高島屋

に依存するだけでは息切れがしてくるでしょう

から、空き店舗を安く貸すなどして、普段から

営業している店を増やして、イベント以外でも

活気を感じる商店街を演出して欲しいです。

コロナ禍で大変な思いをされている皆様に、こ

の場をお借りしてお見舞い申し上げます。

今はアイデアを溜めたり周りで協力しあったり

して、収束の時が来るまで、力を蓄えておきま

しょう。

お店の人の雰囲気 名前は忘れました

がメロンパンが美

味しいお店

美味しいお菓子屋さん

グルメ広場

柳ヶ瀬は大型店舗と違い孤立したお店で、空気

の流れもありその点は安心出来ます。歩きなが

ら意外な発見もあるので、興味がある物を見つ

けたら、ラッキって思います。歩いて楽しい

柳ヶ瀬を今後も期待しています。

昔に戻れる 高島屋 プロレス あいつどうしてる(同窓生探しを柳ヶ瀬で)写真や

伝言板で

子供の頃は柳ヶ瀬が現在のイオンのような存在

でした、思い出の街として、復活してください

イベントが面白い ツバメ屋さん おしゃれカフェと古本、骨董品市 高校や大学の文化祭を商店街の通りで行う。 今は商店街をぶらぶらできませんが、コロナ収

束したら遊びに行くので待っていてください。

みんなで乗り切ろうぜ！ファイト‼️

特になし。 特になし。 特になし。

こじんまりしてるけど幅広

い種類のお店があるとこ

ろ。

モスバーガー 公園 SNSの活用

雨に濡れず買い物ができる

ところ

高島屋 美味しいケーキ屋さん とにかく駐車場無料貸し柳ヶ瀬に行きやすい雰

囲気を作ることです

コロラ前からすたった柳ヶ瀬ですが 負けずに頑

張ってください

気軽に行くことができる ツバメヤ、高島屋 手芸屋の復活、和洋菓子や料理、手芸な

どの体験レッスンができる店がほしいで

す

空き店舗の活用、キャバクラなどの業種の営業

店舗に制限や規制を切望。

今までの店舗経営を見直す機会と前向きに捉え

て、あえてチャレンジしてほしい。応援してい

ます。

寂しく1人で暮らしているの

ですが、柳ヶ瀬は遊びに行

くとウキウキ楽しくなるか

ら

高島屋 お蕎麦屋さん、和風スイーツの飲食店 駐車料金の無料化 今は辛抱の時ですが、身体を大切にして時期を

待ってください。

地元なので、安心する、素

朴な感じ

無印良品 ファッション市場など、岐阜はアパレル

が盛んなので、やってほしい。

家族向けの企画や人が行きやすく、楽しめるも

のが活性化すると思います。

大変だと思いますが、岐阜の町を守っていって

ほしいと思います。

歩きながらショッピングが

できるのが楽しい

ミツバチ食堂、ツ

バメや

駐車場から近くにレンタルスタジオがあ

ると良いなと思います。娘が体幹トレー

ニングをする場所を探しています。

駐車料金がかかるので足が遠のいている方思い

ます。駐車場が無料になると良いと思います。

今はとっても苦しいと思いますが、だんだん人

も戻っていくと思います。堪えて頑張って欲し

いです。

こじんまりしていて良い ポーヤイ カフェや雑貨屋。 もっとカフェや、若者が集まるようなショップ

を誘致。

個人の美容師さんや、ネイリストさん、マツエ

クや、飲食店など、店舗を持つのはできないと

いう人達に、間貸しするような施設があれば、

もっと活性化するのでは。

コロナに負けずに、今を乗り切ってください！

こじんまりしていて歩きや

すい

ツバメヤ スターバックスのようなコーヒーショッ

プ

これからも頻繁に足を運ぶので頑張って下さ

い。

アーケードがあって歩きや

すい

ねこ一 若者が集まるようなカフェが増えるとい

いです

私は柳ヶ瀬に人がたくさんいると嬉しくなりま

す。応援してます

様々な新しい発見がある ツバメヤ 野外でワイワイ 駐車場の充実 また遊びに行きたいです！頑張ってください

定期的にイベントがあっ

て、近いので子供と一緒に

行けるし、楽しい

ツバメヤ 子供も行きたいと思えるお店やイベント 楽しいイベントもやっているので、若い人達に

もどんどん来てもらえたらいい！クーポン引換

券とか配ったり、商店街限定商品とか、柳ヶ瀬

に行かなきゃ買えないものや、見れないものが

あればいいのでは。

今は大変なときだと思いますが、コロナが落ち

着いたらまた子供と遊びに行きます！出口のな

いトンネルはないので頑張ってください^_^

色々なお店があるところ 高島屋 ゲームセンター

食事をするところが多い かぶと 試飲会など クーポン券を配布して店の活性化 もう暫くしたら遊びに行きます

食事をするところが多い かぶと 試飲会など クーポン券を配布して店の活性化 もう暫くしたら遊びに行きます

小さい頃から来ている場所

なのでほっとする

高島屋 手作り感あふれて、気軽に入れるお店 閉めてあるお店が少なくなること 今はみんなが我慢の日々。早くコロナが終息

し、以前の生活に戻れるよう願ってます。商店

街の皆さんも頑張ってください。

アーケード、雨でも動きや

すい

高島屋 ラーメン街道 インスタ映えするスポットを作る 今を乗り越えて欲しい。

モダンでレトロ、昔と今か

らうまく混ざり合ってると

ころ

ツバメヤ、アラス

カ文具

岐阜県全体をアピールする様な店がある

と嬉しい。

子供も楽しめる店があるといいな、縁日みたい

な。

今はなかなか行けないけど必ず行きます！会い

に行きます！

岐阜県でも数少ないアー

ケード型の商店街で、レト

ロの雰囲気がたまらなく好

きです。

ツバメ屋 大須商店街のような買い食いできるよう

なお店が増えると面白いと思う

有名食べ歩き店の誘致 いつかは晴れる時が来る！晴れたら大騒ぎ、お

祭り騒ぎで商店街を盛り上げよう！

昔ながらの街並み 高島屋 おしゃれなカフェ 思いつきません。すみません。 柳ヶ瀬活性化のために数年前から取り組んでき

た方々も、このコロナでまたふりだしに戻った

と思われるかと思いますが、必ず終息すると願

い頑張って下さい。
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今後、柳ケ瀬に増えたらいいなと思うも
の

柳ケ瀬商店街活性化のアイデア コロナと闘う店主の皆さんへ応援メッセージが
あれば

イベントが面白い ツバメ屋さん おしゃれカフェと古本、骨董品市 高校や大学の文化祭を商店街の通りで行う。 今は商店街をぶらぶらできませんが、コロナ収

束したら遊びに行くので待っていてください。

みんなで乗り切ろうぜ！ファイト‼️

子どもの頃から行っている

ので、なつかしい感じがす

るところ。

高島屋　無印 スタバ 大変な時ですが、頑張って下さい。またイベン

トが再開されたら、遊びに行きます。

新旧が融合されている さんまるや 子供が楽しめるイベンを期待していま

す。

今で満足しています。 大変な日々が続いていますが、穏やかに御商売

ができる日を願っております。

昔からあるアーケード商店

街の雰囲気が大好きです。

色々ありますが、

週に2回はつばめや

さんに行きます。

食べ歩きが出来るお店 例えば、唐揚げ店等を大量に出店してもらい、

何かに特化をさせていけば自然に人は集まると

思います。

今はまだ収束とはいきませんが、自分も密にな

らないような時間帯に利用させて頂いていま

す。色々な工夫して頑張ってらっしゃるお店も

多々ありますが以前のような客足は、まだまだ

遠い気がします。

皆さんもそれなりのリスクがあると思いますの

で、どうか気をつけて頂き、各お店の笑顔に出

会いに週に何度かは歩いていますので、お体に

は十分注意して営業を存続させていって頂きた

く思います。

簡単ですが、いつも応援してますので頑張って

下さい。

新旧が融合されている さんまるや 子供が楽しめるイベンを期待していま

す。

今で満足しています。 大変な日々が続いていますが、穏やかに御商売

ができる日を願っております。

たくさんのイベント サンデービルヂン

グマーケット

お洒落な飲食店 緑化 頑張ってください！

雰囲気 高島屋 飲食店

意外におしゃれな食べ物屋

さんがあるところ

ツバメヤ 3歳児のこどもがいるため、こどもが行

けるcafeや遊び場が増えると3世代でいけ

るため利用頻度が高まります

商店街の人間のあたたかみが増えると子育て世

代が利用しやすくなります。今はシャッター街

のイメージがあり暗いイメージで子連れで行き

にくいため、キッズスペースがあるcafeや公園

とコラボしてのイベントを企画していただける

と嬉しいです

地元のため、また今までのように通いたいで

す。柳ヶ瀬商店街はあたたかみがあり自慢の場

所のため、今を一緒に乗り越えてまた利用させ

てください！また行けることを楽しみにしてい

ます！！

ココ最近は新しいお店も増

えて来ているが昔から長ら

く続くお店もありそこが好

き

ミツバチ食堂、貝

新

マーケットの開催を月2回ほどにして欲

しい

もっと若者が店を出店できるようにして欲しい

です

日々大変だとは思いますが、お店を開けていた

だいているおかげで買い物などが出来るので助

かってます！

くれぐれもご自愛ください

行きやすさ 高島屋 小さいこども向けのイベント コロナに負けないよう、一緒に頑張りましょ

う。応援しています。

イベントがあるときは、ぷ

らっと商店にはいってみた

り。

でも高島屋が多いです。

高島屋

嶋田さん

古びたとこが少しでもあると、あーやっ

ぱりなと思うので全体隅々まで明るい雰

囲気になるといいな。

また行けるときいきます。

新しいビルがたくさん建つ

中で、昔ならではの老舗か

ら若者も楽しめるカフェま

で揃っているところ。

カレー屋さん 先程の質問と同様で、お祭り等がコロナ

対策により中止になっているので、玉宮

町などにある居酒屋の出店を、屋台的な

雰囲気で出してほしい。

柳ヶ瀬のアプリを作って、新しくできたお店の

お知らせや、クーポン、新商品などの入荷をス

マートフォンで知れるようにする。若者は、チ

ラシよりもSNSで情報を得られるほうが目に入

りやすいです。

私もコロナの影響で、仕事がうまくいかないで

すが、お互い何とか乗り越えていけたらと思い

ます。みんなで頑張りましょう！

昔からある風景と新しい風

景が混じっているところ

老若男女行き交っている

ツバメヤ

お土産用によく使

わせてもらいます

子どもが遊べる場所

活気がないと言われている

中、努力をしてそれを取り

戻そうとしているところ。

つばめや 若者向けの古着屋さん。 客足が遠のき、感染対策に追われ、苦しい日々

をお過ごしなのではないかと思います。どうか

ご自分の健康を第一に考え、この状況が過ぎ去

るまで耐え忍んでください。気軽に遊びに行け

る平穏な日々が早く戻ってきますように...。

所々にあるレトロ感です マルデブです 子供が遊べるところが増えるといいと思

います

柳ヶ瀬にしかないB級グルメを出す 私が子供の頃は母に月に一度は必ず柳ヶ瀬に連

れて行って欲しいと頼んだ記憶があるほど私に

は特別な場所でした。今はなかなか外に出る機

会が減り柳ヶ瀬商店街の皆さんも大変な時を過

ごされているかと思いますがあの楽しかった

柳ヶ瀬にまた私も家族で行きたいと思います。

雨に濡れなくていい。 高島屋 Lacoste、アウトレットモールみたいに

なるといい。

レトロな雰囲気 ミツバチ食堂 ご飯屋さん

レトロな雰囲気 花基地 おしゃれなマルシェ　骨董市など 古い店を若いお店に活用 どこも本当に大変です。がんばりましょう。

商店街の雰囲気 名前は分かりませ

んが、うなぎ屋さ

ん

動物とふれあえる場所 行きたい店はあるが、車で行くと停める場所が

無いまたは停めてから店に行くまで時間かかる

場所が多い。商店街からちかいばしょに大きく

て料金が格安の駐車場があれば人は来ると思

う。もしくは30分は無料等にして短時間の買い

物に寄れるといいと思います

大変な時期ですが、頑張ってください

人が少ない 高島屋 地下鉄 無料駐車場 がんばれ！

昔ながらの雰囲気の中に新

しいものやおしゃれなも

の、美味しいものがあると

ころ。

ツバメヤ、

LONDON、ぎふ初

寿司

美味しいものが食べられるお店。 ワンコインで食べ歩きができるイベント、早起

きした甲斐があったって思えるお得な商品や店

と店がコラボした商品等が手に入る朝市。

早く柳ヶ瀬商店街に多くの人の笑顔と笑い声が

戻ってくることを心より願っています。頑張っ

てください。応援してます。

クロイスターズ マルイチ お祭り 若い子向けのカフェやイベントスペースを多く

設ける

コロナに負けず頑張ってください！

アーケードで雨で濡れない

ですむ事

まるでぶ 音楽ライブ お昼寝会場(笑) YouTubeライブで商店街ヤナブラ配信 いろんな

店の(店内)紹介してください。

広告費用無料ですからやる気があれば出来る😆

コロナで商いがキツイと思いますが、笑顔で乗

り切ってください❗

(嘘の笑顔でも私たちは嬉しいです)

昔のおもむきがあるところ 柳ヶ瀬ビアガーデ

ン

ライブ 若者向けの店を入れる 頑張ってください🙆♀️



柳ケ瀬商店街の好きなとこ
ろ

柳ケ瀬商店街で好
きな店を

今後、柳ケ瀬に増えたらいいなと思うも
の

柳ケ瀬商店街活性化のアイデア コロナと闘う店主の皆さんへ応援メッセージが
あれば

人と人との繋がりを感じら

れるところ。飲食店など

は、親戚の家を訪れたよう

な落ち着いた雰囲気があ

り、リラックスできるとこ

ろ。

ちょっと昔の佇まいのお店

があること。

ツバメヤ 一息つける、オープンカフェのような場

所が欲しいです。

車での移動のため、柳ヶ瀬商店街に出かけると

なると、駐車の問題があります。高島屋の提携

駐車場であれば、買い物を一定額すれは一定時

間、駐車料金が無料になりますが、商店街での

買い物では、そのようなサービスはないように

感じます。

例えば、スタンプカードなどを発行して各店舗

を利用することでスタンプを押印し、一定額貯

まるとフリータイムの駐車券1回分に交換しても

らえるなどの「柳ヶ瀬商店街を訪れた回数が増

えることによる楽しみ」のような、小さな楽し

みが生まれる仕組みがあれば、足を運ぶ人が増

えるきっかけにもなるのではないかと感じま

す。

地元に、こうしたあたたかみのある、そしてそ

の道のプロが集う商店街があることを誇りに思

います。

今はコロナウイルスね感染拡大で神経を使い、

これまでの様式を見直しながらの試行錯誤の

日々ですが、私も出来る範囲で足を運び、地元

の商店街を盛り上げるために微力ながら応援で

きたらと思っています。

いい意味で古臭いところ 八千代 クラフトビールのイベント

雨になら色々なお店で買い

物ができるところ。変わっ

たお店が沢山あって楽しい

です。

ポーヤイ（タイ料

理だいすき）、大

福屋さん（安くて

美味しい）ミツバ

チ食堂、シカク

新しいジャンルのスイーツ食べ比べ、飲

み比べ

柳ヶ瀬周辺のお店のブース出店、お店同士の異

ジャンルコラボ商品が有れば行ってみたいで

す！

柳ヶ瀬の古くて新しい、暖かい商店街が大好き

です！柳ヶ瀬でしか味わえない雰囲気と人の暖

かさがあります。

柳ヶ瀬でお買い物ができる日を楽しみにしてい

ます！

雰囲気とアットホーム感 雰囲気とアット

ホーム感

カフェや、安心して楽しめる遊び場 陽の光が入る明るい街並みのイメージ転換や登

りや飾りを多くしたりする。SNSの更新

柳ヶ瀬商店街の皆様、今この時期コロナウイル

スで大変ですが、負けず頑張ってください。応

援しております。

人と人との繋がりを感じら

れるところ。飲食店など

は、親戚の家を訪れたよう

な落ち着いた雰囲気があ

り、リラックスできるとこ

ろ。

ちょっと昔の佇まいのお店

があること。

ツバメヤ 一息つける、オープンカフェのような場

所が欲しいです。

車での移動のため、柳ヶ瀬商店街に出かけると

なると、駐車の問題があります。高島屋の提携

駐車場であれば、買い物を一定額すれは一定時

間、駐車料金が無料になりますが、商店街での

買い物では、そのようなサービスはないように

感じます。

例えば、スタンプカードなどを発行して各店舗

を利用することでスタンプを押印し、一定額貯

まるとフリータイムの駐車券1回分に交換しても

らえるなどの「柳ヶ瀬商店街を訪れた回数が増

えることによる楽しみ」のような、小さな楽し

みが生まれる仕組みがあれば、足を運ぶ人が増

えるきっかけにもなるのではないかと感じま

す。

地元に、こうしたあたたかみのある、そしてそ

の道のプロが集う商店街があることを誇りに思

います。

今はコロナウイルスね感染拡大で神経を使い、

これまでの様式を見直しながらの試行錯誤の

日々ですが、私も出来る範囲で足を運び、地元

の商店街を盛り上げるために微力ながら応援で

きたらと思っています。

古き良きものと新しいもの

が上手く融合され、全体的

に親しみがもてる雰囲気

呉服のささ政 ツバ

メや そばのくら富

雑貨屋 古本屋 古着屋 カフェ ゆるキャラの復活 日々沢山ご尽力されていることと思います。

ちょっと遠い市内人でも足を運びたくなる明る

い柳ヶ瀬が大好きです！コロナにめげず頑張っ

てください！！

なんでも揃うところ ツバメヤ 八百屋、肉屋 柳ヶ瀬商店を一つでも利用したら、駐車場無料 必ず行きます

アットホームでぶらぶらし

やすい

ツバメヤ 夕方の時間帯を活性化する縁日イベント 今年は祭りもなく、子供もかなり寂しい思いを

してるので、縁日のような祭りイベントを土曜

の夕方にいかがでしょうか？

苦しい時期が続きますが、皆で耐えて、皆で盛

り上げていきましょう！

アーケード 無印良品 お祭りや縁日のようなイベント 頑張って盛り上げていきましょう

穏やかで落ち着くところ 柳ヶ瀬倉庫 カフェ 芸能人の方に来てもらうイベント これからも辛い状況が続くかもしれませんが、

負けないでください。応援しています。

街並みを見ると落ち着く

昔と変わらない雰囲気が好

き

最近行っていない

のでわかりません

これをきっかけに

見つけられたら嬉

しいです。

ファストファッションのお店 若い世代の服や雑貨屋さんを増やすと、年齢層

も若くなり、自由にお金が使える若者が沢山消

費をし、お金が回ると思います。

これからも街並みや、地域の団結を守り、明る

い商店街にしてください。

昔とは違うけれど、イベン

トで地域の人達が頑張って

いるのかそこかしこに感じ

られて元気をもらう。

ツバメやさん ドンキなくなってしまうようなので、あ

のような雑貨店。　ビレバン

感染予防怠らず　体に気を付けてくださいね。

サンビルや、恐竜のイベン

トなどで、お子さんやたく

さんの方々が集まって、皆

さんがとても盛り上げてく

ださってるところです♡

みつばち食堂 夜中までやってるカフェ、素敵な出逢い

のある空間

街コンなどのような、素敵な出逢いがあるイベ

ントもあるといいな♡

とても頑張ってる柳ヶ瀬商店街が大好きなの

で、これからもどんどん新しいものも取り入れ

て、昔からのものも大切にして、みんなで楽し

い明るい未来を作りましょう♡踏ん張ってくださ

い！！！！！

古き良商店街 ねこ一 音楽イベント もっともっとsnsの活用 コロナが落ち着いたら必ずもっともっといきま

す！楽しみにしています！

懐かしいところ 高島屋 食べ歩き出来る店、若い子が好む店 駐車場を増やす、見て楽しめるお店が増えると

いいです。

高校生までは、遊ぶと言ったら柳ヶ瀬でした。

友達とおしゃべりしながら、少ない小遣いで買

い物して、何か食べるのが楽しかったです。

結婚して羽島に来てからは恐竜のイベントで家

族で遊びに行ったのが最後かな。子供達の笑顔

を思い出します。

早くコロナが収束し、

娘が、私と同じように、ワクワクしながらある

ける街になるように祈ります。

大変な時期ではありますが、頑張って下さい。

混んでなくていい 高島屋 お洒落なカフェができたらいいな 年齢層が高すぎるからリセットした方がいい 終息したらまた行きます

肩ひじ張らずに、気軽に立

ち寄れる雰囲気が好きで

す。買い物から食事、映画

鑑賞までできてとても良い

と思います！

CINEXです！コア

な映画を楽しんで

います！バング

ラッシーやミツバ

チ食堂はまだ行け

ていないので、早

いうちに行きたい

と思います！

アートスペース、音楽イベント、お酒が

楽しめるお店、岐阜っぽいお店

駐輪場や駐車場、子供が遊べる公演とか

施設

子供が遊べるワークショップとか、親子イベン

トはいかがでしょうか？料理とか、おもちゃを

作るとか、知育とか情操教育とか、テーマは何

でも問題ないと思います。

休日、子供をどこに連れていくか、親御さんは

結構悩まれている印象があります。駐車場も

あって、休憩もできて、子供が勝手に遊んでく

れるような場所になれば、自然と地元・岐阜の

人が活用してくれるようになると思います。口

コミで広がって、人や情報、知識がどんどん循

環するハブになったら、柳瀬がもっとワクワク

する場所になっていくのではないでしょうか。

また食事とか買い物に行きます！今度は友人も

連れていきます！！



柳ケ瀬商店街の好きなとこ
ろ

柳ケ瀬商店街で好
きな店を

今後、柳ケ瀬に増えたらいいなと思うも
の

柳ケ瀬商店街活性化のアイデア コロナと闘う店主の皆さんへ応援メッセージが
あれば

実家が近いため、昔から通

うお店が何軒かあるため

高島屋 昔のように、個人商店がたくさん出店す

ること

フランスからの市電を導入するなど、既存の設

備を使えるといいのでは？

いいものがあれば人は集まると思います

夜働いていますが、どこの

お店の方も親切でフレンド

リーで大好きな街です。

パスタ屋、高島屋 休日に子供が楽しめるイベントをやって

頂けたら嬉しいです。

子供が楽しめるイベント。 大好きな柳ヶ瀬のお店が無くならないように、

終息したらたくさん行きますっ！

商店街が少ない中唯一の商

店街ぶらぶらして買い物を

したいと思います。

高島屋 手軽に食べれるランチの店が沢山あれば

嬉しいです。

雨でも歩いて色々買い物で

きるところ、イベントを頑

張っているところ

高島屋 フリマのような誰でも参加できるイベン

ト

雨の日も楽しめるとゆう強みを生かして、梅雨

の時期のイベントなど。

私は医療者ですが、みんなにありがとう、頑張

れ、などと言ってもらえて嬉しいです。すべて

の人にお互いがんばってるよね、ありがとうと

言いたいです。

常に新しいものを目指して

るところ

ミツバチ食堂 できれば～値段が少し高くても～魅力的

な商品が並んでいるスーパーマーケット

が欲しい。

空き店舗に～やる気のある若い人達が～魅力の

ある店を出せるように～空き店舗情報が分かる

よう～情報を発信できるものを作ったら良いと

思う‼️

これからは～コロナとどのように共存していく

かが～大事だと思います‼️コロナに負けないで～

これをバネにして頑張っていきましょうね‼️

昔ながらの雰囲気が好き サロンドマルイチ ワークショップ ワークショップやカフェなど若者も立ち寄れる

ようなお店を参入させる

月一回ぐらいでもいいので、マルシェもいいと

思う

今は色々大変だと思います！コロナに負けず頑

張りましょう！応援しています！岐阜県大好

き！

昔ながらの雰囲気が好き サロンドマルイチ ワークショップ ワークショップやカフェなど若者も立ち寄れる

ようなお店を参入させる

月一回ぐらいでもいいので、マルシェもいいと

思う

今は色々大変だと思います！コロナに負けず頑

張りましょう！応援しています！岐阜県大好

き！

岐阜に住み始めてまだ1度も

商店街を訪れたことがあり

ません。

どんな店舗がある

のか分かりません

が、これをきっか

けに家族で訪れて

みたいです。

子供が楽しめる施設、ペット可の施設。 ペット可というだけで、変わってくると思いま

す。

コロナが落ち着いたら家族で遊びに行ってみよ

うと思います。「今年はコロナで苦しい年だっ

た」で終わらせず「コロナで苦しかったけれど

頑張れた」と1年を締めくくれるよう応援してお

ります。

最近人が戻ってきて少しづ

つお洒落なお店も増えたと

ころ。

phenom お洒落なお店やカフェ、美味しいお店 古き良き時代の店がそのままあったりするのは

素敵だと思う。でもシャッターがずっとしまっ

たままな場所がまだ目立つから、そこを無償で

貸し出したり、人気作家や人気陶芸家が無償も

しくは安値で貸し出せる場所でと提供したりし

て、人が増える工夫をしたらいいと思う。

今の時代の敏感な人はそういったものの方が心

動かされるので。

子供の頃からお出掛けした気がする場所を、こ

れからも提供してください。

こちらはマスク、消毒も徹底して遊びに行きま

す。

昔ながらのお店があるとこ

ろ

名前は忘れてしま

いましたがパン屋

マルシェ マルシェの機会が増えてもいいとおまう コロナの影響で大変な中お店を続けて下さりあ

りがとうございます。イベントでしか行く機会

はありませんが、コロナに負けず頑張ってくだ

さい！

レトロだけど新しい ミツバチ食堂 雑貨屋 中高生むきのイベント 新しいものを発信し続けてください

居酒屋 牡蠣小屋 無料駐車場 無料駐車場 頑張って！

雨でも濡れずにいろいろな

お店を見て回れるところ。

ツバメヤ いろんなカフェが集まったら嬉しい スイーツ祭りとかあったら嬉しい また伺います！必ず行くので待っていてくださ

い！

古い街並みに新しいお店が

頑張っているところが好き

です。

ツバメヤさん、高

島屋、無印良品

散歩がてら立ち寄れるカフェや雑貨屋さ

ん、いろんなワークショップなど増える

と嬉しいです。

駐車料金割引が高島屋、ドンキホーテの買い物

以外ではなさそうなので割引などあると遠くの

方も柳ヶ瀬に来やすいとおもいます。

いつかは終息するとおもいます。

大変だとおもいます。今は種まきの時期だとお

もい終息後花が咲くように今を乗り切っていた

だきたいです。

かわいいものが探せばある 柳ヶ瀬倉庫 おいしいパンケーキの店 屋外で日陰でおいしく 活気があるイベント楽しみにしています

いろんなお店で楽しめる 高島屋 癒し空間 岐阜出身などのタレントさんイベント 緊急事態宣言で今は行きづらいですが解除後、

柳ヶ瀬商店街へ行きます。

さびれてるイメージがあり

ますが、行ってみると意外

とおしゃれなお店や美味し

いご飯が頂けて、ついつい

足を運んでしまいます。

ブルーブルー岐

阜、cinex、お好み

焼き屋さん、やな

がせ倉庫etc..

昔ながらの洋服店が沢山あるので、おじ

さんおばさんに教えてもらいながら洋服

を自分で作るワークショップなど開催さ

れると嬉しいです。

やながせを舞台にした、ショートムービーを作

成してSNSで公開する。お店や人を紹介して魅

力を伝える。

これからもほっとする雰囲気のやながせを守り

続けて下さい。これからも足を運びますので、

がんばってください。

古き良き街と新しい街が合

わさっているから

高島屋 ペットショップやカフェが増えると子供

や若い女性も増えて賑わうと思うので、

若い人が行きたいお店を増やしてほし

い。

名古屋にはない身近な魅力があるので、毎日通

いたくなるお店やスクールを増やして欲しい

せっかく東京から岐阜に引越してきたのに、今

年はまったく柳ヶ瀬に行けてないので、コロナ

が落ち着いたら一番最初に遊びにいくので、素

敵な商品を開発して待っていて下さい。楽しみ

にしています。

雨でも気にせず出かけられ

ること。

シネックス 他ではやっていないレアなイベント 買い物しなくても使える無料駐車場 コロナ対策をしながらの営業ありがとうござい

ます。

よく見るとオシャレなお店

がたくさんある所

よく利用させて頂

くのは高島屋さん

オシャレなカフェや雑貨屋さん カフェや雑貨屋が屋台のように並んでる場所が

あると楽しそう

私も今　仕事がなく自分の出来る事を探してい

ます。皆さんも大変でしょうが　どうかこの困

難な日々を乗り越えて下さい。

いつか　笑顔になれる日まで頑張ろう💪

のんびり買い物が出来る 高島屋 手軽に食べられるデザート 岐阜駅からの移動の途中も楽しめるようなお店

が、あると嬉しい

まだ、市外に出掛けようと思えないけど、落ち

着いたら、絶対に出掛けたいので、それまで頑

張って下さい。

昔から通っていて、安心で

きる場所。

喫茶店 Denen 気軽に入ることのできる、食べ物屋さ

ん。

老舗と新しい店舗が混ざっ

てるところ

つばめや 子育て世代なので、授乳やおむつを変え

られる施設

おしゃれな公園 柳ヶ瀬は岐阜の顔だと思います！自分も購買で

応援します！



柳ケ瀬商店街の好きなとこ
ろ

柳ケ瀬商店街で好
きな店を

今後、柳ケ瀬に増えたらいいなと思うも
の

柳ケ瀬商店街活性化のアイデア コロナと闘う店主の皆さんへ応援メッセージが
あれば

往年の歴史漂う佇まい。 特定店舗・テナン

トはありません。

まだまだ発信力が足りません。 アイデアは多数ございます。

コンタクトを頂けましたら、

協力は惜しみません。

下記までコンタクトを下さい。

協業振興協会 林まで

lam.h.hayashi@gmail.com

ご連絡をお待ち致しております。

今般の「コロナ」はウイルスであり、

闘う相手ではありませんね。

敢えて云うなら、

受け入れなければならない相手です。

よって、この時世を受入れつつ、

店主個々の内なる闘いかと存じます。

しかし、その様な内在的な状況を情報として発

信する事は不可能です。

で有れば…

この「コロナ」を逆手に取り、

店主さん個々ではなく、

商店会皆で立ち向かう姿をより鮮明に具現化

し、それを消費者へ見える化。

強力な発信環境を構築出来れば、

「再興」では無く、

「新興」する商店街の姿を広く認知頂けると思

います。

正に今回の「１００・１００柳ケ瀬キャンペー

ン」もその一環ですね。

ニッチ・ミクロな地域戦略と、

全国・グローバルなマクロ戦略の二本立てが必

ず功を奏します。

これから希望の光が差します。

踏ん張って共に歩んで行けますと幸いです。

アーケードがあり、雨でも

困らないこと。

歩いてまわれること。

ツバメヤ 居酒屋（玉宮のように2軒目、3軒目と飲

み歩けると嬉しい）

魅力的な飲食店があると出掛ける目的になるの

で、行きたいと思える飲食店が増えると、自然

と人が集まると思います。

今は自粛の毎日で、みんな出掛けれないストレ

スを抱えています。

コロナが終息し、自由に買い物や飲食できるよ

うになったら、柳ヶ瀬商店街に家族で行きま

す！！！

ジュラシックアーケードが

子どもも楽しめて毎年楽し

みです。

つばめ屋 ハンドメイド雑貨 岐阜の美味しいもの祭 また遊びに行きます

いろんなお店があり、楽し

い

アスカ　すぎ薬局 カフェ スタンプラリーとかを導入する お店を出していれば、必ずいいことがありま

す。

広すぎず行きやすい 高島屋 化粧品や服屋が増えて欲しい 皆さん頑張ってください！

いろんなお店があり、楽し

い

アスカ　すぎ薬局 カフェ スタンプラリーとかを導入する お店を出していれば、必ずいいことがありま

す。

子供の頃は近くに住んでい

たから懐かしい気持ちにな

ります。

美味しい食べ物があるとこ

ろ

山本屋本店　　高

島屋

とめやすい駐車場　　少し離れていても

いいから

子供が楽しめるイベント　

声優さんをよぶ（子供が好き）

ゲームのイベント　

YouTuber 東海オンエアさんとか

人が集まりそうな場所に行こうという気持ちに

なれない状況です。

でも本当は、出掛けたいと思っています。大変

だとは思いますが　負けずに耐えましょう。わ

たしも感染しない　感染させない　拡げないよ

う日々気をつけようと思います

ふらっと入った店に当たり

が多いから新規開拓する楽

しさがある(食べ物、服、雑

貨など)

SAKE BAR 百蔵 コロナ下だと狭いお店はまだ行きづら

く、柳ヶ瀬のお店テイクアウトお弁当が

まとまって置いてある場所があると今の

状況でも遊びに行きやすいので、そんな

お店の集合体みたいな場所があって欲し

いです(各務原イオンのわくわく広場のよ

うな感じの)

柳ヶ瀬は安くて美味しいお店、おしゃれでこだ

わりのある雑貨服屋などが多いので、歩くと気

付けるんですが、インスタやFB、ホームページ

などでお店情報の紹介があると、柳ヶ瀬から離

れたところに住んでいる私としてはありがたい

です！

感染対策と商店街の盛り上がり、相対するもの

なので工夫は難しいかと思いますが、応援して

ます！社会人になってから柳ヶ瀬にたくさん思

い出のできた私としては、もし今苦しいお店が

あったとしても一軒でもつぶれてほしくないの

で、後々食べたりして使えるSOS券などいくら

でも買うので、頑張ってください！

歩きやすく　高島屋がある

のは嬉しい

新しいお店も増えているの

で　そこを覗くのも楽しい

高島屋　ミツバチ

食堂　ツバメ屋

高島屋を南に行っ

たところにあるお

花屋さん　シネッ

クス　名前を忘れ

ましたがイタリア

ンとかお肉とか出

してくれるガラス

張りのお店などな

ど

岐阜では売っていない物を　期間限定と

かでいいので　扱って欲しい

イベントや　各店舗のお得情報があれば発信し

てほしいです

伝わってこないことが多々あって　あとから

知って　残念な気持ちになります

柳ヶ瀬商店街に買い物に行きます！

頑張って下さい！

雰囲気 30年前にあった店

はおそらく無いの

で

高島屋くらいしか

わかりません。

若者の集客には食べ歩きや、若者をター

ゲットとした出典

若者ゾーンと年配ゾーン家族連れゾーン

等にわける。

芸能人のイベントで集客

痒い所に手が届く様な店舗配置

行列ができる店を誘致

アーケードを華やかに変える

駐車場の無料化

フードコート

生まれ変わるくらいの大規模な改革をし商店街

という名前を変えてみる

30年前は行くのが楽しみでした。

まる物、近鉄などの百貨店もありましたが

どんどん店がなくなり寂しくなりました。

大改造をしないと厳しいと思いますが昔ながら

の雰囲気を残しながらよりよい街作りに期待し

ています。

小さい頃から行っていて懐

かしさを感じるところ。

高島屋 気軽に入れて、食事できるお店。 インスタ映えスポットを増やす。 毎日、不安との闘いお疲れ様です。

また人が集まれる日を楽しみにしましょう。

昔からの息抜きの場所。 高島屋 カフェ、縁日、盆踊り大会 やななの復活 うちも飲食店で、頑張っています。

一緒に乗り越えましょう！

街並みを見ると落ち着く

昔と変わらない雰囲気が好

き

最近行っていない

のでわかりません

これをきっかけに

見つけられたら嬉

しいです。

ファストファッションのお店 若い世代の服や雑貨屋さんを増やすと、年齢層

も若くなり、自由にお金が使える若者が沢山消

費をし、お金が回ると思います。

これからも街並みや、地域の団結を守り、明る

い商店街にしてください。

情緒がある 高島屋 ドライブシアター 駐車場の超低料金化 岐阜県のシンボル柳ヶ瀬商店街を守り抜いて下

さい



柳ケ瀬商店街の好きなとこ
ろ

柳ケ瀬商店街で好
きな店を

今後、柳ケ瀬に増えたらいいなと思うも
の

柳ケ瀬商店街活性化のアイデア コロナと闘う店主の皆さんへ応援メッセージが
あれば

欲しい物が揃っている 高島屋　ささ政　

ツバメ屋

水族館　ダンス、スポーツジム 屋根のある公園みたいな、のんびりとベンチで

寛いだり、仲間とお弁当を広げて話したりでき

る明るいスペースがほしい

柳ヶ瀬が大好きなので、もっともっと新しく美

しく楽しい街になっていくのを凄く期待してい

ます！

キャバクラ キャバクラ キャバクラ 綺麗にする おうえんしてます

お店が密集していて周りや

すい

ツバメや ドライフラワーのイベント

撮影スポット

上手に回れなかったので、順路が欲しいです。 私も今大学生で必死にコロナと向き合っていま

す。落ち着いたらまた遊びに行きます！皆さん

もコロナに負けないでくださいね！

色々な店があるところ 馬喰一代 楽しければなんでも みんなで頑張りましょう

色々な店があるところ 馬喰一代 楽しければなんでも みんなで頑張りましょう

屋根があるアーケード。

昔ながらの昭和な雰囲気。

小さいけどこだわりのある

お店が多いこと。

サンビルなどのイベント

や、今回のようなアンケー

トを取るなど、とても良く

工夫されていて好感が持て

ます。

ツバメヤ、サロン

ドマルイチ、ロー

タスバゲット、

ルーザーズ、高島

屋

昭和な雰囲気を生かした空間。

手作り感のあるお店。

店主のこだわりの専門店。

活気がある商店街というのは、人工減少等から

見ても難しいとは思いますが、細々と、でも

しっかりと、地に足をつけた堅実な場であって

ほしいです。

一個人として出来ることなど全然多くないです

が、それでも柳ヶ瀬でしか買えないものがある

際は必ず足を運んでいます。

柳ヶ瀬の雰囲気は好きなので、どうかシャッ

ターを下ろさずにいてください。

レトロな雰囲気と現代のお

しゃれな感じがマッチして

いるところ

losers 子供を中心とした遊び場、歩きながら食

べたりできる店の拡充やベンチなどの休

憩スペース

若い人や新しい店などが参入しやすいような初

期費用などの補助や期間限定、お試し出店のサ

ポート。

個人ではなく商店街としての広い視野を持って

運営して貰いたい

大変な時だからこそ、お互いに地元が活性化す

るように応援したいと思います。

名古屋に比べて人が少なく

て見やすい

ミツバチ食堂 子どもが遊べる所 子どもが遊べる所がほしい たくさん遊びにいくので頑張って下さい！

骨董品、古道具、ランチ 高島屋、ドンキ

ホーテ

ちんどん屋、大道芸など 車の侵入防止対策 以前より、はるかに人通りが多く成った。

雰囲気 高島屋 レディースの服

個性豊かな人が多く、ふい

に行きたくなるところ

柳ヶ瀬ぶびんが 立ち飲みや立ち食い等ができる、キャッ

シュオンデリバリーの店

昔ながら趣 高島屋、まりも カフェ、雑貨 スタンプラリー、脱出ゲーム、カラフルな飾り コロナが治ったらまた柳ヶ瀬行きます。コロナ

と共に暑い日が続きますが頑張ってください。

昔ながら趣 高島屋、まりも カフェ、雑貨 スタンプラリー、脱出ゲーム、カラフルな飾り コロナが治ったらまた柳ヶ瀬行きます。コロナ

と共に暑い日が続きますが頑張ってください。

レトロで昭和な感じがある 無印良品　ブルー

ブルー

カフェ　マルシェ いつも元気な柳ヶ瀬が好きです。これからも頑

張って！

私の故郷　落ち着く場所 最近はツバメヤ　

全てのお店に歴史

を感じる

プリクラ　食べ歩き　カフェ 無料バスと無料配布　

期間限定でいいので全国人気店のショップが

あってほしい

コロナには負けないと思います！

一度に色色な店に立ち寄れ

る

高島屋 子供リサイクル店 老若男女が利用できる色んなタイプの店ができ

て欲しい

大変な時期が長く続いて苦しいと思いますが、

岐阜人魂を信じて踏ん張って下さい!!

昔懐かしい商店街があり　

あまり人混みがないとこ(ご

めんなさい)

ツバメや 柳ヶ瀬には駐車場！安くて割引きがき

く！車で移動するのが当たり前になって

ます。長良川鵜飼の体験　岐阜城のお殿

様気分　観光バスの立ち寄り場食事の提

供　図書館の様な空間

今までやってたイベントで　コスプレがありま

したが　スタジオや更衣室や写真栄えできる場

所あればどうかと思います。

今　本当に大変だと思います。お客様やご自分

の感染の不安や対策　頭の痛いことばかりです

よね。でもまだまだ柳ヶ瀬は色々なことにチャ

レンジして　岐阜を代表する商店街になって欲

しいです。貴方達店主が頑張れば夢は叶いま

す。応援しています。

昔から慣れ親しんだ雰囲

気。

ミツバチ食堂 若い人が経営するいろんなこだわりのお

店

大須商店街のように食べ歩きをできるようにし

てそのイメージをPRすると、老若男女、若者も

お出かけスポットとしてもっと来るかも。

柳ヶ瀬商店街にいろんなお店があることで行く

のが楽しみになります！また行きます！

久々に行った時にマルシェ

がやっているのには驚きま

した。すごく良い案だと

思ってまた行こうと思って

いた矢先コロナで…。柳ヶ

瀬なイメージが変わりまた

行こうと思っていたので

お店はよく知らな

くて

食べ歩きぐ嬉しいですが、安価なものが

ありがたいです。

商店街が暗いイメージがあります。電気の明る

さなのか天気なのか。もう少し光の明るさがあ

ると良いと思います。あと、少し細かい道とか

に行くと汚れていたのが残念でした。

風評被害で大変だと思います。でも負けないで

ほしいです。

昔ながらの商店街。 高島屋 居酒屋、夜の賑わい。 飲み屋が増えれば人も増える。 今は苦しい状態ですけど、ちょいちょい遊びに

行くので、頑張って下さい。

お昼は高島屋中心にいろん

な店で買い物がきて、夜は

美味しい飲食がたくさんあ

る！

高島屋、だいはち 祭りとか、大きいイベントをやってほし

い！

レトロな所 食いしん坊 若者が寄り付くようなお店、日用品店 大変なご時世になりましたが諦めずに一丸と

なって頑張りましょう

ノスタルジックな雰囲気を

感じることが出来る数少な

い商店街だと思います。

私はツバメやさんが大好き

でコロナの前に1か月に1度

はわらび餅を買いにお邪魔

しておりました。

しかしながらコロナのた

め、柳ヶ瀬付近でコロナが

出てからは1度も行っていま

せん。

というより、自宅付近から

あまり出ていないのが正直

なところです。

遠くからですが柳ケ瀬商店

街様を応援しております。

ツバメやさん コロナの為、外食などしづらいと思いま

す。

人と人との間が保てるような買い物や外

食を安心してできるようなお店があれば

行きやすいかと思います

withコロナと呼ばれるようにコロナ以前の活性

化のアイディアと今のアイディアは違ったもの

になると思います

上に書きましたように来てくれる人が安心でき

るようなお店、その中での人と人との商店街な

らではの触れ合いが出来るようなお店作りをさ

れると良いかと思います

非常に厳しい事態になってしまい柳ケ瀬商店街

の皆様も苦労されている事かと思います。

なかなかお邪魔できないんですが、遠くのファ

ンもいるということ、コロナに負けずにがん

ばっていただきたいと思います。



柳ケ瀬商店街の好きなとこ
ろ

柳ケ瀬商店街で好
きな店を

今後、柳ケ瀬に増えたらいいなと思うも
の

柳ケ瀬商店街活性化のアイデア コロナと闘う店主の皆さんへ応援メッセージが
あれば

レトロと今が相まって良い タカシマヤ 食べ歩きできるようなお店 入りづらい店舗が多いので入りやすさを 大変ですが、負けないで下さい！

いろんな世代の方が盛り上

げている所

ツバメや いろんな世代の方が集まれる場所 子どもの遊び場作り

柳ヶ瀬商店街へ集まりやすい交通機関、定額タ

クシー、駐車場の充実

ビル空き部屋のレンタル

早く遊びに行きたいです。楽しみにしていま

す。

ロイヤル劇場 岐阜高島屋 書店 かつての自由書房のような書店 岐阜市のシンボルを守ってください。

雰囲気が派手でもなく親し

みやすい所

八千代 フリーマーケットなど 若者のお店などがたくさんあるといいなと思い

ます。

うちもお店をやっていますが

なかなかコロナ以降大変ですが

笑顔だけは忘れずに一緒に

乗り越えましょう‼️

きっと良い未来があると

信じて‼️

雰囲気が派手でもなく親し

みやすい所

八千代 フリーマーケットなど 若者のお店などがたくさんあるといいなと思い

ます。

うちもお店をやっていますが

なかなかコロナ以降大変ですが

笑顔だけは忘れずに一緒に

乗り越えましょう‼️

きっと良い未来があると

信じて‼️

雰囲気が派手でもなく親し

みやすい所

八千代 フリーマーケットなど 若者のお店などがたくさんあるといいなと思い

ます。

うちもお店をやっていますが

なかなかコロナ以降大変ですが

笑顔だけは忘れずに一緒に

乗り越えましょう‼️

きっと良い未来があると

信じて‼️

デパートが入っているとこ

ろ

ポーヤイ ランチのお店を増やして下さい

人が多すぎないところ 初寿司 子供が楽しめるイベント すごく大変な世の中になってしまいました。

夜間営業するお店は特に影響があるかと思いま

す。コロナに負けず、頑張ってください！

ロイヤル劇場 ツバメ屋さん　

ALCカフェ 　ポー

ヤイ

切実にきちんと品揃えしたスーパーが

入って欲しいです

空き店舗がたくさん有るから　若者達が出店出

来る店があれば　活性化するのではと思います

これからは　コロナと上手に付き合って行くし

かないと思うので　With　コロナでみんなで頑

張ろう💪

レトロなところ 猿カフェ カフェ 大変な時期もきっといつか終わるはずで

す！！！

また行きます！

レトロなところ 猿カフェ カフェ 大変な時期もきっといつか終わるはずで

す！！！

また行きます！

都会な所 マクドナルド フリーマーケット 若者向けの店 今は辛いですが、頑張ってください。

応援しています。

アーケードがあって、雨の

日でも子連れで行きやす

い。

高島屋 ハンドメイドのイベントに行ってみたい

です。

スタンプラリーのようないろんなところを回る

イベントが参加しやすいです。

厳しい時期だと思いますが、落ち着いたらこれ

からも子供と一緒に柳ヶ瀬探検をしたいと思い

ます。早くコロナが収束し、元の柳ヶ瀬商店街

になりますように。体調にお気を付けください

ませ。

レトロなお店があったりす

る

高島屋 子供が遊べるところがあるといいです。 キッズスペースがあるカフェ 今、1番大変だと思います。

でも負けずに頑張りましょう。

また家族で商店街に行きますので

お店続けて下さい。

レトロなお店があったりす

る

高島屋 子供が遊べるところがあるといいです。 キッズスペースがあるカフェ 今、1番大変だと思います。

でも負けずに頑張りましょう。

また家族で商店街に行きますので

お店続けて下さい。

今はあまりない昔ながらの

風景が今でも残っていると

ころです！

ゴールデンチキン

さんのランチがボ

リューム満点で好

きです！

屋根があって雨でもイベントが行えるの

で、みんなでギネスに挑戦したい！

大衆酒場みたいな場所をつくって欲しい。 みなさんコロナに振り回されて大変な事態に

なってしまいましたが、昔ながらの雰囲気が味

わえる柳ヶ瀬商店街が好きなみなさんは山ほど

いるので、今後も盛り上げて頂きたいです！

みなさんの力が集まれば良いものが出来ると思

います！！

昔ながらの懐かしい感じだ

けでなく、新しさがあると

ころ。

A.L.C. cafe　閉店

残念です。

キッズだけでなく、ベビーが交流できる

場所

会いにいけるその時までご自身のお身体を大切

にして下さい。

人情味のある人やお店が多

いこと

サンデービルヂングマー

ケットが好き

高島屋 おしゃれなカフェ

スシロー

サイゼリヤ

大きい文房具屋

クレープ屋

イオン

緑の憩える場所

スポッチャやROUND1

若い人が集まる店が増えると良い

レトロな雰囲気は残してほしい

大変だと思いますが、どうにかとどまって欲し

いです。なるべくたくさん行きます。

頑張ってください。

活気がないので、分かりま

せん

岐阜初寿司、後藤

屋

昔の長屋風、楽しいお喋りができ、気さ

くに話が出来る店

交通機関駅から行きやすい。岐阜から岐阜柳ケ

瀬の有名人を作る。

気合いだ。気合いだ。頑張れ

アーケードのある風情 ドンキホーテ、高

島屋

ドンキホーテに変わる商店。岩盤浴、銭

湯などのリラクゼーション施設。大型無

料駐車場。

有名ブランド店舗の誘致。それを中心に地元ア

パレル店舗の配置。大型リラクゼーション施

設。はじめて訪れた人でもわかりやすいもっと

大規模な無料駐車場は必須。

とんでもなく最悪な事態の今ですが、なんとか

乗りきっていただける事を願っております。

商店街の町並み感 映画館 飲食店やアミューズメント施設 歩いていても若者が少ない印象を受けます。他

県都市部を参考に若者を取り入れるためのイベ

ントがあれば良いと思います。

落ち着くところ 岐阜高島屋 マーケットなどのイベント 蚤の市をやって欲しい 今はお互い耐え忍びましょう！

特にありません 特にありません 子供が遊べる施設 大型の子供施設を作る 頑張って下さい！

特にありません 特にありません 子供が遊べる施設 大型の子供施設を作る 頑張って下さい！

実家が近いので昔から立ち

寄りやすい雰囲気が好きで

す

高島屋 食べ歩き、屋台など と祭りなどで集客 人が少なく厳しいと思いますが柳ヶ瀬を存続さ

せてください



柳ケ瀬商店街の好きなとこ
ろ

柳ケ瀬商店街で好
きな店を

今後、柳ケ瀬に増えたらいいなと思うも
の

柳ケ瀬商店街活性化のアイデア コロナと闘う店主の皆さんへ応援メッセージが
あれば

子どもの頃から行っている

ので、なつかしい感じがす

るところ。

高島屋　無印 スタバ 大変な時ですが、頑張って下さい。またイベン

トが再開されたら、遊びに行きます。

アーケードが雨でも歩きや

すい

水谷屋 服屋さんかな シャッターのお店がなくなるようにいろんな店

舗が増えるといいなあと思います

今はしんどいですが頑張りましょう

お店が密集していて周りや

すい

ツバメや ドライフラワーのイベント

撮影スポット

上手に回れなかったので、順路が欲しいです。 私も今大学生で必死にコロナと向き合っていま

す。落ち着いたらまた遊びに行きます！皆さん

もコロナに負けないでくださいね！

昔ながらの商店街気分を味

わえる

高島屋 もう一度ジブリショップを！ 若い人向けのコスメとかがあるといい 頑張ってください。コロナが落ち着いたらママ

友と買い物しに行きます

子供の時からの懐かしいと

ころ

マルマン　弥八の

焼き鳥屋名前がわ

からない

無料駐車場公園？子供が安心して遊べる

場所。旦那に任せてその間に買い物した

いから！

気軽にできる体験スペース

子供と大人　大人の体験

いつ行っても何ができる短時間の体験所

たとえば、簡単なアクセ作りや、美味しいコー

ヒーとお菓子の入れ方作り方体験など

皆で、乗り越える山です！

小さな力も集まれば大きくなり、乗り越えられ

るはず。

若い頃毎晩飲み食べした思い出の場所

今行くのが寂しくて遠のいていますが、個性的

なお店もできているので探検させて下さいね。

高島屋がある ツバメや 盆踊り 路上カフェ 活気が出てきた柳ヶ瀬です。頑張ろう。

レトロな感じ 高島屋 カフェ　若い子向けのアクセサリーなど

のショップ

今は大変ですが、また人が集まれるようになる

時期が来るので、頑張って下さい。

ゆったりと時が流れている

ところ。自分のペースで好

きな店をまわれる

やながせ倉庫、ツ

バメヤ、ミツバチ

食堂、ラ・カラパ

ス、シェ・ヴーな

ど

岐阜の伝統工芸やおみやげ品などを購入

できる場所。いろいろな体験もできると

いいと思います。レンタサイクルや直行

バスなど、柳ケ瀬と駅や岐阜城周辺を結

ぶ、もっと手軽で気軽に使える交通手段

があったらいいのに

魅力的なお店がいっぱいあるのに、サンビル以

外の日は人が少なくてなんだかもったいないで

す。上記回答と重なりますが、柳ケ瀬だけじゃ

なく『岐阜』の魅力を発信できる場所があった

り、観光エリアとの交通の便がもっとよくなる

とプラスになるのでは。

今の時期なら、例えば髙島屋で『商店街のあの

お店のお弁当』が日替わりで買えるなど、決

まった場所でいろんなお店の味が楽しめるとよ

いのでは。いろんなお店のテイクアウト情報も

知りたいです

今は本当に大変な時だと思います。でも「また

前みたいにあのお店に行きたい」と楽しみにし

ている人はきっとたくさんいます。一日も早

く、みんなが心から笑顔になれる日が来ますよ

うに！

アーケードがある、自転車

でスイスイ、昔馴染み

シネックス、ブ

ルーブルー、花屋

パン屋、BAR 名古屋や一宮の人へ、イベント情報啓発、学生

さんが帰り道に寄りたくなるようなお財布にも

優しい日用品やスイーツ等のお店があると良い

新しいマンションが建ち、柳ヶ瀬も昔のように

賑わうと思ってます。

アットホームなところ、複

雑な道の先に新しい発見が

あるところ

ミツバチ食堂、

ティダティダ、

もっと食べ歩きできたらいいと思いま

す。

アーケードの下は涼しいって事をあまりみなさ

ん知らないようです。(結構知人には勧めていま

す)夏の散歩には持ってこい！そこで先に書いた

通り、ただ歩くのではなくて食べ歩きはどうで

すか？ゴミ箱の設置やトイレの整備も必要です

が、食べ歩きができる商店街があればいいなー

といつも感じています。後は食べ歩いた数に合

わせてスタンプラリーをしたりして商品券やく

じ引きなので還元してみてはいかがですか。

後はシャッターが降りてしまったお店のシャッ

ターに何か当たり障りのない絵を描いて、商店

街を統一できませんか。神戸だったと思います

が、閉店してしまったお店も出来る限り寂しく

見せないためにそう言った工夫がされていたの

を記憶しています。シャッターの絵を公募して

みてもいいかもしれません。最後に、やはりや

ななに変わる何かが必要でしょうか。

家族揃って柳ヶ瀬商店街が大好きです。何回歩

いてもいつも新しい発見ばかり。皆さん、新し

いものばかりに目を向けず、もっと身近なもの

に目を向けてくれれば、といつも感じていま

す。コロナの影響で休業されているお店がいっ

ぱいありますが、もう少し落ち着いて状況が改

善したら必ず戻ってきて下さいね。家族一同

待ってます。

それとこう言った商店街活性化に向けて活動さ

れている皆さん、本当にありがとうございま

す！陰ながら応援させて戴きます。

高島屋がある 高島屋 無料駐車場 幼い子が遊べる「ぎふ木遊館」のような施設 頑張ってください。

落ち着くところ ツバメヤ オシャレなカフェがもっと増えてほしい 定期的にイベントやお祭りを開催すればいいと

思う

大変な時期ですが皆で一緒に乗り越えましょ

う！柳ヶ瀬に活気が戻りますように！

若い頃は毎週のように来て

ました　柳ヶ瀬商店はくる

だけで昔に戻れる雰囲気が

大好きです。

高島屋の後藤屋さ

んです。昔からあ

る店で落ち着く為　

必ず行きます。

アメカジのお店 昭和の雰囲気がそのまま蘇えった通りを作ると

いいと思います。駄菓子屋さんや昭和の頃に

あった飲み屋さんやきさてんなど音楽が流れて

いるのも

いいと思います。昔を懐かしく思い来る方も増

えると思うし昭和の頃を知らない平成の子にも

知らない時代が見れて

新鮮だと思います。今こそ昭和ブームだと思い

ます。

コロナが終息した時の事だけを考えて

今は前だけを向いて頑張ってください

応援しています

恐竜イベント　昔はゲーセ

ンでした

特になし 子どもがあそべる空間、親子カフェ

回転する寿司じゃない何か

コロナで大変な時期ですが　終息したら　涼し

い時期に伺います。

なじみある空間 つばめ屋 昨年やった盆踊りまたやってほしい 今は苦しい時期ではあるが負けないでほしい。

昔ながらの感じ 岐阜高島屋 FC岐阜関連のお店 みんな大変なので頑張ってください

アーケード商店街が減って

きてる中、イベント等も定

期的に開催していて、若い

人から、お年寄りまでみん

なに愛されている所。

ツバメヤ コロナの中ではしばらく難しいとは思い

ますが、今日のクラブフェスをまたやっ

て欲しいです。

高島屋が有る 高島屋 安い駐車場 マンションが出来て人が住むこと コロナに負けず暑さに負けず頑張って👍

恐竜のイベントすきです！ 無印 子供が楽しめるイベントがあったら嬉し

いです！

やななみたいなキャラクターがほしいです！ 人混みをさけているので、なかなか遊びに行く

こともできていませんが、お持ち帰り、ネット

での情報公開等あれば、どんどん、してほしい

です(^^)応援しています！

恐竜イベント　昔はゲーセ

ンでした

特になし 子どもがあそべる空間、親子カフェ

回転する寿司じゃない何か

コロナで大変な時期ですが　終息したら　涼し

い時期に伺います。

お店が多い 岐阜タカシマヤ 子供向けのイベントをもっとやって欲し

い

飲食店の割引キャンペーン また、コロナが落ち着いたら、飲食店や買い物

にも行くので大変かと思いますが、がんばって

ください。

雰囲気が好き 名前はわからない 子どもも一緒に楽しめる空間

昔ながらの商店街の雰囲気 ヒロセヤコスメタ

ウン

スーパーマーケット、スターバックス(若

者の増加に期待できるだろう)、百均

スターバックスなど若者が集まりやすいカフェ

や、フォトジェニックな飲食店(タピオカ)などを

開設する

コロナに負けず、みんなで乗り越えよう！



柳ケ瀬商店街の好きなとこ
ろ

柳ケ瀬商店街で好
きな店を

今後、柳ケ瀬に増えたらいいなと思うも
の

柳ケ瀬商店街活性化のアイデア コロナと闘う店主の皆さんへ応援メッセージが
あれば

小さいお店が多いので、新

しくお店を見つけるのが楽

しく、新しい発見が沢山あ

る。

冷麺のハチ、ツバ

メヤ

マルシェのような、柳ヶ瀬を知れるイベ

ントがもっと沢山開催してほしいです。

テイクアウトをたくさんのお店でやっていただ

き、たくさん利用させていただきました！まだ

まだ大変かと思いますが、これからも応援して

いきたいと思いますのでコロナにまけないよ

う、頑張ってください！

懐かしい感じが好き 田中屋 ものづくり 若向きにした方がいいと思う 頑張って下さい。

用事を済ませやすい 衣手 スポーツカフェ パブリックビューイング 賑わいある柳ケ瀬が必ず戻ってきます。あと少

し頑張って下さい

昔よく行ったので、変わっ

た所を見るのが好きです。

ロフト 多目的ホール　キッズの遊び場 気軽に行けるイベントがあるといいな。

アーケード商店街が減って

きてる中、イベント等も定

期的に開催していて、若い

人から、お年寄りまでみん

なに愛されている所。

ツバメヤ コロナの中ではしばらく難しいとは思い

ますが、今日のクラブフェスをまたやっ

て欲しいです。

昔懐かしい感じがする。 カフェ。名前は分

かりません。

他にはない珍しいお店 どんなお店があるか分かりにくい。新聞折込み

か、新聞紙面等で、一度、大々的にPRして欲し

い。

コロナに負けず、頑張って下さい‼️応援していま

す‼️

小さい頃から行っていたの

で落ち着く

高島屋 スタバ、アフタヌーンティ、ユニクロ、

フランフランやカフェ

駐車場から柳ヶ瀬まで歩くので高齢者には向か

ないと思うので今は閉店の多い北側を立体駐車

場にしてスーパーや飲食店お洒落なカフェや服

屋を増やし柳ヶ瀬に行けば生活の全てが揃うと

いう魅力ある街にして欲しいせっかくアーケー

ドがあるのだから有効に使って欲しい

夜明けの来ない夜はないさって言う歌があるよ

うにいつか楽しく柳ヶ瀬散策出来る日は来るの

で元気で健康で乗り換えてください。

特になし 三和 中高生が行きたくなるような若い子のお

店を増やしたらいいと思います。

活性化するには若い子が集まるようなお店を増

やして話題作りすればいいと思う。名古屋の大

須のように。

昔のような活気溢れる柳ヶ瀬にいつか戻って欲

しいです。その為にもある程度の決断も必要か

と思います。

柳ヶ瀬商店街を歩く度に子

供の頃の思い出がよみがえ

ります。

母と高島屋や近鉄百貨店で

買い物や食事をしたり、父

と毎年衆楽でドラえもんの

映画を観ました。

大人になった今でもワクワ

クする場所です。

マサムラさん

30年ほど前から

ずっと祖母、母、

妹で焼きそばをよ

く食べています。

いま私には未就学児がおりますが、子供

にとって柳ヶ瀬商店街はあまり楽しい場

所ではないようです。

ジュラシックアーケードは大好きで毎年

参加させてもらってます。

親子で楽しめるイベントやお店があると

もっと頻繁に遊びに行けると思います。

イオンなどのショッピングモールとの差別化を

してほしいです。

柳ヶ瀬商店街は特別な空間にしてほしいです。

私が子供の頃は家族と柳ヶ瀬に遊びに行くのが

楽しみでした。とてもキラキラした思い出で

す。中高生の頃はあまり来ることがなくなった

のですが、就職で柳ヶ瀬にある支店で4年ほど働

くことになり、柳ヶ瀬に毎日通勤しました。

懐かしくてとても安心感のある場所でした。

柳ヶ瀬商店街は私の心の支えになっています。

ありがとうございます。

これからも柳ヶ瀬での思い出を増やしていきた

いと思っていますので宜しくお願いします。

地域全体で盛り上がってい

こうとするところ

ミツバチ食堂 ライブハウス 若者の誘致(古着屋等) まだまだ大変だとは思いますが応援してます

街並み　駐車場が多い モックモック 交通費無料や、岐阜駅直通バスなど 頑張ってください

懐かしさ 柳ヶ瀬倉庫、高島

屋

大須にある様な多国籍料理店 ペット参加型のイベント。 コロナによる新しい生活常識も定着してきたの

でもう少し頑張りましょう。

雨の日でも気にせず色んな

お店が見られること。サン

ビルなど、イベントがある

こと。

ツバメや 子供向けのお店やイベントが増えると家

族で楽しめるかなと思います。

お店のスタンプラリーや、お宝探しみたいなの

があると楽しいなと思います。

必ず、人がたくさん戻ってくる日が来ると思い

ます。私もまたたくさん買い物に行ったり飲食

したりしに行きたいので、どうかお店を続けて

下さい。

かわいいお店が多いのと、

みんなで商店街を盛り上げ

ようとして一致団結してる

感じが好き！！

ミツバチ食堂 食べ歩きできるお店が増えたら嬉しいで

す。

子連れでも楽しめるお店が増えると行きやすい

です。オムツ替えスペースとか、授乳室とか、

設備面でもそうですが、ご飯食べに行ったとき

に、お子様用に、セットにできて飲み物付きで

400円〜500円くらいでつけられると、嬉しいで

す。

コロナウイルス対策大変ですが、みんなで乗り

越えましょう！

最近は開発が進んで様変わ

りしたところもあります

が、昔懐かしい所が好きで

す

ステーキのくいし

んぼ

食べ歩きが出来る様な、楽しい空間に

なって欲しい

ちびっ子や家族連れが集まる様なイベントの企

画（子供に人気のキャラクターとか）

この危機を乗り越えたら、きっとまた良いこと

があるはず！みんなで頑張りましょう！

駅近でたくさんの飲食店が

ある

ぶらっ菜まぐろう 街中グランピング 玉宮から北側を大規模に整備し、大きな緑地を

作り、街と自然の融合したエリアとして様々な

イベント、春夏秋のキャンプサイト、ビアガー

デンなどが楽しめる。

必ずコロナは解決に向かうので、色々なアイデ

アで乗り切っていきましょう！

まったりとした空気と、お

気に入りのお店が見つかっ

た時の喜び

大福屋 トリエンナーレの開催 岐阜駅前から柳ケ瀬まで人が流れて来てくれる

ように、駅前から道中と連携したイベント

コロナが終息に向かうにつれ、客足も必ず戻る

と思います。私もテイクアウトやネット通販

等、微力ながら応援しております。またゆっく

りとお伺いできる日を楽しみにしております。

昔の憧れの街 お好み焼き焼そ

ば、くるみ

ゲームセンターがあってもいいんじゃな

いかな？

子供を呼べる施設でぼったくりしない。

高級志向とか、いらない。

からだが資本です。

イベント開催　アーケード

があるので雨でも快適な買

い物が出来る

ツバメやさん フリーマーケットを増やして欲しい SNSにアップすると、割引特典がつくとかある

と嬉しいです。もしくは、駐車場と連携して一

定金額以上で補助が出るとか。

フリーマーケット目的で行くようになってか

ら、既存のお店も見るようになって『柳ヶ瀬』

に行く機会が増えました。大変だと思います

が、またお邪魔します。

楽しみにしてます。

昔っぽい所 ツバメ屋 本屋 やななの復活！ 落ち着いたらまた買い物に行きたいと思いま

す。閉めないでください。

適度に空いてるところ BLUE BLUE GIFU 世界のグルメ的なもの バブルの頃のようなとは言わないまでも、活気

あふれる商店街になることを期待してます！

行きたい店がたくさんあ

る！

やながせ倉庫 サンビルのようなイベントをさらに増や

してほしいです！

今回のような柳ヶ瀬商店街だけで使えるお買い

物券や特典が受けられる券などが増えるともっ

と行く機会が増えそうです！

温かく、みんなが行きたくなる柳ヶ瀬商店街が

大好きです！コロナに負けず、頑張ってくださ

い！！

行きたい店がたくさんあ

る！

やながせ倉庫 サンビルのようなイベントをさらに増や

してほしいです！

今回のような柳ヶ瀬商店街だけで使えるお買い

物券や特典が受けられる券などが増えるともっ

と行く機会が増えそうです！

温かく、みんなが行きたくなる柳ヶ瀬商店街が

大好きです！コロナに負けず、頑張ってくださ

い！！



柳ケ瀬商店街の好きなとこ
ろ

柳ケ瀬商店街で好
きな店を

今後、柳ケ瀬に増えたらいいなと思うも
の

柳ケ瀬商店街活性化のアイデア コロナと闘う店主の皆さんへ応援メッセージが
あれば

岐阜の柳ケ瀬近くに実家が

ある為、私にとっては思い

出が一杯詰まった大切な場

所です。その思い出が詰

まった所が好きな所です。

岐阜高島屋、ねこ

一(洋食屋さん)、ツ

バメヤ、ミツバチ

食堂、マサムラ(お

好み焼き屋)etc...

老若男女が訪れたい店がある、イベント

があるといいです。具体的にはサンビル

で特に人気のある店を誘致し、安い経費

で店を持ってもらい、その店を固めてお

客様を呼ぶ塊を作る等。

①駐車場の環境(無料の空間必要)②アクセス環境

(バスor路面電車)③人気店の集合体(集落)を作

り、集客の波を作る。キーワードは毎月行って

いるサンビルマーケットで集客ベスト20を集計

し、無料でもいいので誘致してお客様が柳ケ瀬

に来る理由を作る。人気店の塊がどれだけある

かがカギです。④柳ケ瀬周辺の地価が高過ぎる

為ビジネスをするハードルが高い。誘致の為に

どれだけ家賃等下げられるかが課題でもあると

思う。

私は神田町の裏の吉津町という場所に生まれ、

18で実家が引越しするまで住んでいました。柳

ケ瀬は私の近所の商店街であり、本当に子供の

頃の記憶が多々残っており、まさに思い出の場

所です。その思い出の場所が今でも存在してい

る事は、柳ケ瀬商店街で仕事をしてくださって

いる皆様のおかげだと、店の前を通る度に思っ

ています。本当にありがとうございま

す。・・・しかし実際はどこまで商店街にお金

を落としているか、お金を使っているかと言え

ば責任を感じています(他で購入が多い)。これか

ら柳ケ瀬でお金を使う事を意識して考えます。

ですので、コロナ禍で厳しいですが、何とか踏

ん張って下さい。言葉だけでなくこれからは私

もお金を落とす様より意識し努めます。今を何

とかしのいで行ける様、頑張って下さいませ！

柳ケ瀬大好きです！

ふらりと行きやすい。親し

み感がある。

岐阜タカシマ屋 おしゃれカフェ(キッズルームあり)、ア

レルギー食専門店

子育て世代(乳児、幼児)が行きやすい店が増えた

らいいと思う。

いろいりな対策におわれ、大変な時期、辛い時

期ではあると思いますが、終息するまでなんと

かみんなで頑張っていきましょう。いつもあり

がとうございます。平和な日々が戻ってくるの

を心待ちにしています。

お店の方がみんな優しく、

いろんな会話ができ、楽し

い時間が過ごせる。

ツバメヤ ゆっくり過ごせるカフェや可愛いカフェ インスタ映えするトリックアートやウォール

アート

今は客足が減り大変かと思います。少しでも早

くコロナが収束し、柳ヶ瀬が栄える事を願って

います！今後も定期的に足を運びます！一緒に

頑張っていきましょう！

子供の頃から見慣れた親近

感

お好み焼き屋さん スーパー 柳ヶ瀬の中に入らないといけないお店を作る。

ドン・キホーテ無くなります。あの店も真ん中

に作ればよかったのかと。昔あった長崎屋みた

いなお店もいい。

皆さん、大変な思いされていますね。特に私は

子供頃から柳ヶ瀬に親しんできました。活気

が、あのようにまた戻ると良いと思ってます

レトロなお店と新しいお店

が混在しているところ

つばめや 本屋さんがあればいいと思います。 商店街の公式インスタグラム 大変な世の中ですが、頑張って欲しいです！

アットホーム 岐阜タカシマヤ カフェや居酒屋飲食店 日曜縁日 今は大変な時ですが、だからこそ出来る事新し

いことを考えて一緒に乗り越えましょう！

イベントが楽しい💗 高島屋 なし なし コロナで外に出る人が少なくなったことがあり

ましたが。だから柳ヶ瀬にくる人も少なくなっ

たと思います。でも私は柳ヶ瀬が好きです。頑

張ってください！！

自転車で行けます。 ミツバチ食堂 スポーツジム 時間を気にせずに置ける駐車場 予防対策さえしてあれば、お客さんは戻ってく

ると思います

値段は高くないのに、こだ

わってやっている店が多い

と感じる。柳ヶ瀬の店が好

きなので、わざわざ名古屋

まで足を伸ばしてまで飲み

に行こうと思わない

がんこ村 テイクアウトが盛んになっているので、

自分たちで酒類を持ち込んでテイクアウ

ト品で酒盛り出来るようなスペースが

あったら利用したいと思う。お店側に密

集しないし、飲む側も安く済む

『コロナ終息後の商店街に期待すること』であ

げたイベントについて、イベント自体も新しい

様式化して、人数限定でやれば希少感が出て、

二回、三回目以降続けていくと応募者が多くな

ると思う。イベントに参加できない人が、イベ

ント以外の日に、お店に流れてくると思う。宣

伝はマスコミ、SNSを活用すると良いと思う

以前はほぼ毎週一回行ってました。本当に飲食

店中心にかなり苦しい思いをしていると思いま

す。私のお気に入りの界隈なので、感染に気を

つけながら可能な限り足を運んでいます。店主

の皆さんもどうか身体を壊さないでください。

先が見えない状況ですが、皆遊びに行きたいと

思っています。微力ながら様子を見て実際に少

しずつ通ってもいます。自宅でしょうもないツ

マミで飲むのはもう飽き飽きしています。そん

な思いの人が私だけでなく、大勢いるでしょ

う。なので、落ち着いたら必ず右肩上がりにな

るので、どうか持ちこたえてください。

混んでなくていい 高島屋 お洒落なカフェができたらいいな 年齢層が高すぎるからリセットした方がいい 終息したらまた行きます

美味しいものがいっぱい 肉屋 ご飯 キッチンカー 大変だけど応援してます！

10年前まで柳ヶ瀬周辺に住

んでました。お婆ちゃんと

のお出掛けはワンピースを

着て高島屋さんへ…小さな

ときはちょっと背伸びをし

た気持ちになれた商店街大

好きです。

小中学校の時に

通ったワッフル屋

さん。まだあるか

な？

子供も参加できるイベントを是非！アー

ケードがあるので小さな子供から大きな

子供まで楽しめる体験教室など。屋台な

どあると1日遊べそう！

お買い物しなくても駐車場代が安い日を

作ってほしい！

やっぱり駐車場だと思います。新しくお店があ

るよーと広告など見て行ってみたいな思って

も、ふらっと寄れないので何か…

学校を卒業後から10年前まで柳ヶ瀬商店街でお

仕事をしていました。当時より今の商店街は若

い子が遊びに来るよと聞きました。頑張ってく

ださい。今年は子供達を連れて遊びにいきま

す！

昔から変わらないところ ブルーブルー バーベキュー

ショミンテなところ 高島屋 健康増進イベント 大変かな状況と思いますが頑張ってください。

溢れる活気 DREAM 踊りイベント コスプレパレード 頑張って下さい！

雨でも濡れないアーケード 高島屋 広場を利用した体験学習のイベント 子供向けイベントを多くする。駐車場の確保、

夜の集客を増やすイルミネーション等

他種多様な飲食店があり飽

きてこない

みそかつ三和さん 家族で来たいと思うイベント事

工作作業や音楽祭など

20代後半から40までの家族を対象にしたイベン

ト

コロナに加え夏の暑さがまだまだ続いていま

す。コロナや暑さに負けず柳ヶ瀬を活気づけよ

うとする熱さで皆さん乗り切りましょう！

細い通りにも　変わったお

店があり　歩くだけでも楽

しい

特になし リアル脱出ゲーム、ウォークラリー 若者が好きなブランドのお店が欲しい 今から盛り上げていきましょう

家からも近く、昔からある

お店と新しいお店の両方が

あり、懐かしい気持ちと新

鮮な気持ちで買い物ができ

るところです。

そばくら富 オーガニック商品を扱うお店、おいしい

パン屋、かき氷専門店

大変な時期だと思いますが、頑張って下さい！

慣れているから落ち着く 定食屋さん 子供が参加できるイベント

懐かしい雰囲気が好き 玉子屋 お笑いステージ 人が人を呼ぶと自身では思います

有名人を呼ぶ

協力しあって活気溢れる柳ケ瀬を、これからも

みんなで作っていきましょう
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柳ケ瀬商店街で好
きな店を

今後、柳ケ瀬に増えたらいいなと思うも
の

柳ケ瀬商店街活性化のアイデア コロナと闘う店主の皆さんへ応援メッセージが
あれば

気軽に行ける場所 来てや 飲食店

アーケードがあって、雨の

日でも安心して歩けるb

ツバメや 若者向けの飲食店　無料で展示できる

ギャラリー　産直マルシェ

絵画や書道や陶芸など趣味でやっている人が多

いので、無料で展示できるギャラリーがあっ

て、そこへ見にくる人達がお値打ちに昼食を食

べたり、お茶を飲んだり出来るお店があれば必

ず立ち寄ると思います。但し駐車料がネックに

なるのでまずは駐車料問題を解決することが大

切と思います

この状況が続く事は、本当に厳しいのは一目瞭

然！柳ヶ瀬が今以上に空き店舗が増えてしまわ

ない様何とか踏み堪えて下さい！コロナが治っ

たらヤナブラに行きます‼️

いつ行ってもアットホーム

で変わらない雰囲気。変わ

らないからこそ、それぞれ

のお店の前を歩くたびに

色々な思い出が頭に浮かび

懐かしい気持ちになりま

す。(高島屋の前では小さい

頃に祖母にねだって買って

もらった靴のことを、映画

館の前では高校生の頃初

デートでドキドキしながら

門をくぐったことなど。)

ロイヤル劇場　モ

スバーガー　ミツ

バチ食堂　高島屋

(あかさたな)

カフェや、子ども向けのおもちゃ屋(輸入

品などの木のおもちゃなどを扱うお店)

手芸が好きなので、多数の毛糸を扱うお

店などあったら毎日でも通いたいです。

私ごとながら、コロナ自粛中に息子を出産しま

した。小さい頃から馴染みのある柳ヶ瀬商店

街、今度は自分の子を連れて遊びに行きたいと

思っています。行きたいお店はたくさんです

が、なかなか足を運ぶことが出来ません。本当

にお辛い状況かと思いますが、岐阜の皆さん応

援していると思いますので、ぜひまた伺った際

には笑顔で迎えて下さると嬉しいです。

いつ行ってもアットホーム

で変わらない雰囲気。変わ

らないからこそ、それぞれ

のお店の前を歩くたびに

色々な思い出が頭に浮かび

懐かしい気持ちになりま

す。(高島屋の前では小さい

頃に祖母にねだって買って

もらった靴のことを、映画

館の前では高校生の頃初

デートでドキドキしながら

門をくぐったことなど。)

ロイヤル劇場　モ

スバーガー　ミツ

バチ食堂　高島屋

(あかさたな)

カフェや、子ども向けのおもちゃ屋(輸入

品などの木のおもちゃなどを扱うお店)

手芸が好きなので、多数の毛糸を扱うお

店などあったら毎日でも通いたいです。

私ごとながら、コロナ自粛中に息子を出産しま

した。小さい頃から馴染みのある柳ヶ瀬商店

街、今度は自分の子を連れて遊びに行きたいと

思っています。行きたいお店はたくさんです

が、なかなか足を運ぶことが出来ません。本当

にお辛い状況かと思いますが、岐阜の皆さん応

援していると思いますので、ぜひまた伺った際

には笑顔で迎えて下さると嬉しいです。

歩いていて楽しめるところ アラスカ文具店 幼児が気軽に遊べる空間 幼児の集まれる空間を作ることで、子育て世代

を含めた全体の活性化

コロナが落ち着いたら、今まで以上に訪れます

ので、頑張ってください。

近くで色々楽しめる ドンキホーテ お祭り 安全に帰れる公共機関の充実 岐阜県の中心部として、みんなが集まれるよう

に頑張ってほしいです。

個性的なお店が多い所 柳ケ瀬ぶびんが お祭り！

あちこち回って1日楽しめる

ところ

大福屋 柳ヶ瀬トリエンナーレ 柳ヶ瀬トリエンナーレ！ 今はお店のテイクアウトを利用しています！

柳ヶ瀬はとても楽しいところです！いっしょに

乗り越えていきましょう！

風景。雰囲気。ただ古いだ

けじゃない。文化遺産とも

言って差し支えないレトロ

さを生かした「新しい」商

店街の姿を模索している様

子。歩くだけで楽しい。面

白いお店が多い。百貨店が

ある。

カレー屋さんの

「Bhang Lassi」

古着屋さんの「キ

カザル」「pallet」

やながせ倉庫

古道具屋さんの

「mokku mokku」

高島屋

ロイヤル劇場

ツバメヤ

「サンビル」等イベントの夜バージョン

柳ヶ瀬全体で賑やかな夜を過ごしてみた

い

新しいものも大切だと思いますが、柳ヶ瀬の中

枢を形作る昔からのお店等が長続きしていくこ

とが大切だと思います。新しいお店と昔からの

お店のコラボレーション等があれば面白いかも

しれません。

県外から来た私にとって柳ヶ瀬は新鮮で懐かし

い、とても魅力のある空間です。

これからも買い物、食事などでお世話になりま

す。

アーケードなので雨が降っ

ても安心

みつばし食堂 子どもとママさんが楽しめるイベントを

多くやってほしい

ママさんと子どもを中心にしたイベント。後

は、ママさんには駐車料金は気になるので、何

か安くなる方法があると嬉しい。

今はとても厳しい状況だと思います。

柳ヶ瀬に働いていなくても、同じよう悩みを抱

えている方はたくさんいると思います。ここ

は、地域皆んなで力を合わせたいですね。

ア―ケード下の石畳の歩

道、レトロ感

映画館CINEX 1Fの 

喫茶店

路上ライブ 駐車場の無料化 夜明けは近い‼️ 頑張りましょう‼️

恐竜のイベントすきです！ 無印 子供が楽しめるイベントがあったら嬉し

いです！

やななみたいなキャラクターがほしいです！ 人混みをさけているので、なかなか遊びに行く

こともできていませんが、お持ち帰り、ネット

での情報公開等あれば、どんどん、してほしい

です(^^)応援しています！

最近できたおしゃれなカ

フェや洋菓子やさん

ツバメヤ お店は、若い人向けの服屋。SNS映えの

するカフェやごはん屋さん。家具屋さ

ん。

イベントは、(ブーケやカゴアレンジがで

きる)プリザーブドフラワー作り体験の開

催。

名古屋駅地下や軽井沢のように、柳ケ瀬全体が

統一感のあるお店の雰囲気にしていくとよいの

ではないでしょうか。

がんばってください。

家からも近く、昔からある

お店と新しいお店の両方が

あり、懐かしい気持ちと新

鮮な気持ちで買い物ができ

るところです。

そばくら富 オーガニック商品を扱うお店、おいしい

パン屋、かき氷専門店

大変な時期だと思いますが、頑張って下さい！

優しくて専門の話をしても

らえる

高島屋 やななさんのような、イメージキャラ

高島屋があるから他、柳ヶ

瀬の、町おこし

高島屋 シニア世代が、楽しめるコンサートとか コーヒーすきなので、こだわりのカフェ 私は、結婚当初から！岩田時計で、宝飾品を、

買ってますいつまでも続けてもらいたいと思っ

ています

道が広くて安心して歩ける ツバメヤ おしゃれな花屋(枝物もたくさん扱って欲

しい)、少しだけご褒美感のある手頃な値

段のスイーツのお店、月替りの飲食店

祖父母と若者が一緒に楽しめるお店やイベント 大変な時期が続きますが、また楽しく買い物が

できる日が来るのを待ってますので、それまで

なんとか頑張ってください。

雨天時でも傘を必要とせず

に歩けるところ

高島屋 食べ歩きできるお店
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柳ケ瀬商店街で好
きな店を

今後、柳ケ瀬に増えたらいいなと思うも
の

柳ケ瀬商店街活性化のアイデア コロナと闘う店主の皆さんへ応援メッセージが
あれば

古い建物やお店が多く歩い

ているだけでも楽しいとこ

ろ

喫茶店　VINGT-

CINQ

柳ケ瀬は商店街は近くに大きな美術館な

どがないため商店街内の古いビルや空き

家を利用してギャラリーや展示場を作る

といいなと思います。

またギャラリーとして利用しない時期は

フリーマーケットや各団体がさまざまな

イベントスペースとして利用することも

できるかと思います。

以前住んでいた藤枝駅周辺では空きビル

を利用して古着のイベント(マグマート)

を定期的に開催しておりました。

愛知トリエンナーレのような芸術祭を開催して

いただけると嬉しいです。以前豊橋駅周辺の商

店街や伏見の長者町繊維街でも行われていまし

た。

6月に岐阜に引っ越してきたばかりですが、すぐ

に柳ケ瀬商店街にハマりました。古い建物や商

店街の雰囲気もとても好きなので今後も定期的

に遊びに行きたいと思います。大変な時期です

が頑張ってください。

古き良き雰囲気と現代文化

を上手く融合させていると

ころ

柳ヶ瀬ビアガーデ

ン

キッズガーデン 県民からアンケートを取り月一でイベントを実

施する

岐阜県民で知らない人はいないと思える商店街

です。応援しています！

商店街の中にある小さな活

気、お洒落なお店

アラスカ文具店 雑貨屋、家電量販店 無料バス、食べ歩き施設の増加、車のない世代

（10代向け）施設の増加→車をそもそも使わな

いので、柳ヶ瀬のアクセスの悪さがデメリット

にならない世代の為

岐阜のコロナ中心地のイメージがついているか

と思いますが、必ず終わりはあります。今は苦

しいかもしれませんが、頑張りましょう！

アナザースカイ ぜんぶ 若者達が遊べる場所 私も柳ヶ瀬で働いています。前より更に人もお

店も減りましたが、コロナに耐えてお互いにが

んばりましょう！

お店の方々の笑顔 ティダティダ ナチュラル雑貨のお店 心から応援しています❗️頑張って下さい❣️

家から、近いので。 高島屋 手作り品や、材料の店 コロナは、必ず終息します！

お互いに頑張りましょう！

子供の頃を思い出させるよ

うな雰囲気とオシャレな今

風の店の融合が好きです。

高島屋 サンビルのようなマーケットイベント。 街灯が少ないように思います。とにかく明るく

してみてはいかがでしょうか。

終わりが見えず苦悩の日々が続いていますが、

前だけを見て明るく楽しく頑張って下さい！

新旧混ざった商店が魅力的 バングーラッシー Liveや音楽が楽しめる場所 朝まで遊べる特区(昔の赤線) 今は厳しい時代ですが、負けずに頑張ってくだ

さい。

微力ながら応援してます

日常の用事が済ませられ

る。欲しい物がある

高島屋　林茶舗　

ツバメや

お洒落なカフェ　オーガニックの店 昔からのお店を活性化させる事で、地元に密着

させた街づくりができたらいい。また新規事業

の方が、アンテナショップをひらけるようなス

ペースがあるといい

どうぞご自愛ください

子どもの頃は県内の田舎に

住んでいたため

かつてセンサやウォッチマ

ンなど、柳ヶ瀬のお店で買

い物するのが憧れで年に数

回バスで訪れ買い物するの

が楽しみでした。

大人になり結婚し、柳ヶ瀬

の近くに住むようになり昔

ながらの店、新しい個性的

な店、高島屋、映画館様々

な店があり町並みも合わせ

てショッピングモールには

ない魅力がたくさんありま

す。

今は夕方子どもたちと自転

車で柳ヶ瀬へ行き

高島屋の御座候またはツバ

メヤのどら焼きとわらび餅

を買ったり、若宮町の焼き

鳥屋さんでテイクアウトし

て帰るのが我が家のサイク

リングコースとなっていま

す。

ツバメヤ

ポーヤイ

とりせん

高島屋

お惣菜のテイクアウトが充実したお店

レコードショップ

学生が借りられるようなレンタルスペー

ス(勉強するための自習室、グループの活

動ができるスペース)

バンドや楽器の練習ができる音楽スタジ

オ

学生などの若い世代が柳ヶ瀬に集まるようなお

店やスペースがあれば良いと思います。

柳ヶ瀬が学生生活の思い出の場所になれば

その場所を大切に思うだろうし、その後の発展

にも繋がるのではないかと思います。

柳ヶ瀬商店の皆様。

私にとって柳ヶ瀬は憧れでありワクワクさせて

くれる場所です。

日常なのですが、何故かノスタルジーを感じ、

非日常を感じさせてくれる場所です。

コロナで色々大変だと思いますが頑張って下さ

い。

良い意味でこじんまりとし

ていて落ち着くところ

ツバメヤ 猫カフェ グルメマップを作ってみる コロナで経営が厳しい状況のお店もあると思い

ますが、なんとか商店街全体で支え合い、意に

そわない閉店に追いやられるお店が無いように

頑張って欲しいです。

コロナの状況が落ち着いたら、またいろんなお

店を利用させて頂き柳ヶ瀬商店街にお金を落と

したいと思います＊

良い意味でこじんまりとし

ていて落ち着くところ

ツバメヤ 猫カフェ グルメマップを作ってみる コロナで経営が厳しい状況のお店もあると思い

ますが、なんとか商店街全体で支え合い、意に

そわない閉店に追いやられるお店が無いように

頑張って欲しいです。

コロナの状況が落ち着いたら、またいろんなお

店を利用させて頂き柳ヶ瀬商店街にお金を落と

したいと思います＊

身近で親しみあるところ 高島屋 イタリアンレストラン、オンリーワンの

店

シニアも大切にする空間 この状況はきっと克服できると信じる

高校生の頃から雰囲気が変

わらない昭和的なとこら

高島屋 お洒落なカフェやSHOP 無料駐車場の確保 大変な時代になりましたが、必ず収束すると思

いますので、皆さんで力を合わせて乗り切って

下さい。

アットホームなところ ミツバチ食堂 食べ歩くことができるもの 岐阜駅からの案内を分かりやすくする 今は本当に大変だと思いますが、コロナ収束後

にゆっくり街歩きできるのを楽しみにしていま

す！頑張ってください。

誰と行っても楽しめる！ パン シノン カフェ やはりSNS 我慢の時期ですね。

また遊びに行きます

老舗から新店舗まで違和感

なく共存してるとこ

みつばち　つばめ

や

高校生くらいが気楽に購入したりできる

おしゃれショップ

自然を増やして明るい印象に。 厳しい状況が続いてますが、乗り越えて下さ

い！また伺います。

雨に当たらず買い物がゆっ

くり出来ること

高島屋 おいしいお店 魅力のある専門店

ここでしか入らないもの

昔のような活気と岐阜らしさがある商店街を蘇

らせて欲しいです

歩いているだけでも楽しい

です。

居酒屋が多いのが

とてもいいです

若い世代が参加しやすいイベント、

若い世代が集まれば活気も増えると思い

ます！

私は今の雰囲気でもとても好きです。 厳しい状況かと思われますが、頑張ってくださ

い。
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柳ケ瀬商店街で好
きな店を

今後、柳ケ瀬に増えたらいいなと思うも
の

柳ケ瀬商店街活性化のアイデア コロナと闘う店主の皆さんへ応援メッセージが
あれば

活性化のために色んなイベ

ントを開催しているとこ

ろ。昔ながらの店や、新し

い美味しいご飯屋さんがあ

るところ。

ミツバチ食堂

ツバメ屋

高島屋

BIG pubやワインのイベントのような、

お酒が飲めるイベントは定期開催された

ら嬉しいです。

また、街中でアウトドアを体感できるア

ウトドアイベントや、多国籍な世界の料

理、カレーフェスなどのイベントも開催

したら行きたくなります。

若者からお年寄りまでが行きやすい、それぞれ

の年代が必要としているお店が集まったら人が

行きやすくなると思います。

いつも行く時に思うのは、車で行きづらいと感

じてしまう。

わざわざ車や公共交通機関を使っても行きたく

なる街だといいです。

わたしは働いているので、安くて美味しい惣菜

を買える店が増えたら嬉しい。

地元なので元気な街になってほしいです。活性

化できるように足を運ぶので、頑張って下さ

い。

隠れ家的な店があって楽し

い

ミツバチ食堂 食べ歩きできる店増えるといいなぁ 例えば犬山の城下町は雨とか暑いと直射日光当

たるからきついけど、アーケードあるから、食

べ歩きに向いてそう。アーケードがあるのは強

みだと思います。

柳ヶ瀬は懐かしい雰囲気があって好きです。母

が幼い頃昔は電車で柳ヶ瀬に来るのが楽しみ

だったみたいです！その頃みたいなワクワクす

る柳ヶ瀬期待してます♬

昭和の感じ 高島屋 ファストフード店 還元祭 ピンチをチャンスと考える

雨降りでも買い物がらく 高島屋 前はつばめ

や

明るい喫茶 やランチ出来るところ

どんなイベントでも良い

孫も楽しめるのも

大変でしょうが 昔の柳ケ瀬のように

足が向くような場所を出来るのが楽しみです

頑張ってくださいね

夜働いていますが、どこの

お店の方も親切でフレンド

リーで大好きな街です。

パスタ屋、高島屋 休日に子供が楽しめるイベントをやって

頂けたら嬉しいです。

子供が楽しめるイベント。 大好きな柳ヶ瀬のお店が無くならないように、

終息したらたくさん行きますっ！

懐かしい。

そんなに混雑しておらずの

んびりできる。

車が通らない。

ツバメヤ 子供が楽しめるイベント コロナが落ち着いたら、家族で遊びに行きたい

です。

良く高校時代に友達と赤電

に乗ってよく言ってまし

た。最近では街も雰囲気が

変わっていますが懐かしさ

はあります。

リノベーションし

た今時のお店が数

多くあり好きで

す。

子供向けの遊べたり、体験できたりする

イベントや、場所があるといいです。

地元感があって親しみやす

いです。

高島屋 子供向けイベント 食べ歩きが活発になってほしい 厳しい環境下で営業をされているところは非常

に感謝しております

お店が入りすぎていないの

でごちゃごちゃしてなく、

とても広く感じる。幼少期

に祖母と商店街のお店でよ

く買い物をしていた。

高島屋 高島屋→GUCCI、JILLSTUARTなどのハ

イブランド店

商店街→タピオカ屋、プリクラ専門店、

猫カフェ

若者の集客率をあげるために今流行している韓

国の料理店や、いつまでも女子に人気のプリク

ラ専門店、タピオカ屋、若者向けの古着屋など

が増えれば行きたいな、行こうとなるかと思い

ます。

一昨年まで祖母とイベントなどよく行っていま

した。とても明るく楽しかったです。今は祖母

と2人で出掛ける機会が減ってしまったのでコロ

ナが落ち着き、またイベントがあったら祖母に

声をかけ行ってみようと思います。私も柳ヶ瀬

商店街のお店をもう一度見てあ〜こんなお店も

あったんだ！と再発見したいです。楽しみにし

ています。コロナは絶対収束するので残り少し

耐えて共に頑張りましょう。

懐かしい 無印良品 市民会館などのイベントホール

室内型の公共のスポーツ施設（サッカー　

卓球　テニス　バスケ　体操　など）

イルミネーション

料金が安く立ち寄れることで人が増えると思う コロナも来年には落ち着くと思います

幼少から変わらず行ってい

た場所です。色々と変わり

ましたが柳ヶ瀬のノスタル

ジーな雰囲気が好き。

鰻屋の田なか屋 柳ヶ瀬には若者からお年寄りまで幅広い

年齢層が訪れますので年齢に捉われない

オールマイティなイベントを企画して欲

しい。お祭りの縁日の様な出店などで埋

め尽くすとか

何か１つに特化した催しをしたらどうでしょう

か

やはり街は人とで繋がって生きていると思いま

す。みんなで支え合って頑張っていきましょう

子供の頃はとても栄えてい

ておばあちゃんの家が近く

にあったから頻繁に行って

いて服、靴、食品、なんで

も揃う所が良い。

ベンテンドー SENSOR、ウオッチマン、マハラジャ、

長崎屋など、潰れてしまった所の復活！

どんどんイベントをやるべき！ 昔のように活気を取り戻して欲しいので、諦め

ずに色んなイベントを沢山やってお客さんを取

り戻しましょう！

変わらないところ 高島屋 赤ちゃん、子ども連れでも行きやすいお

店

今は大変な時ですが、お互いに助け合って乗り

越えましょう

懐かしい感じがする ツバメや オシャレなカフェ グルメ通りがあればいいなー 大変な時ですが頑張ってください！

昔懐かしいところ、学生時

代を思い出します。

丸デブ 家族（子供連れ）で気軽に入れるお店

だったりイベントが増えると嬉しいで

す。

コロナの影響で苦しいと思いますがみなさん頑

張ってください。また遊びに行きます。

祖母、母と一緒に三世代で

行くことが多いが、みんな

が楽しめるお店があるとこ

ろ。

みつばち食堂、つ

ばめや

モーニングが楽しめるお店が増えて欲し

いです。

岐阜と言ったら柳ヶ瀬です！大好きな場所で

す！

地元だから安心感がある はるか　つばめや レトロな映画上映やカフェなど 今は大変な時だと思いますが、応援してますの

で、ぜひ頑張ってください。

駅近 高島屋 おしゃれな雑貨屋さんや飲食店 岐阜の学生さん達が寄り道したくなるな… 立地条件は良いので、頑張ってください。

おいしいお店がたくさん ツバメ屋 縁日のような店

レトロと今っぽさが混在し

ているところ

ツバメヤさん、

ティダティダさ

ん、柳ケ瀬倉庫さ

ん、BLUE BLUEさ

ん

子連れでも足を運びやすい間取りのお店

が増えると嬉しいなと思います。店内が

狭くベビーカーでは入りづらい、商品の

雑貨を手に取って壊してしまいそう…等

の理由でお店に入ることを諦めてしまう

ことがあるので…

私は柳ケ瀬商店街が好きです。

レトロな街の中にある昔ながらのお店、可愛い

雑貨屋さん、美味しいご飯屋さん、お洒落なカ

フェ…

商店街を訪れると変わらずそこにある安心感を

くれるお店がたくさんあります。

大変な状況下ではありますが、また楽しく柳ぶ

らできる日を心待ちにしています。

昔ながらの懐かしさと、身

近な雰囲気

bagu ファミリーレストラン 岐阜にないお店やショップの取り入れ 地元の貴重な歴史を守っていってほしいです。

細い通りにも　変わったお

店があり　歩くだけでも楽

しい

特になし リアル脱出ゲーム、ウォークラリー 若者が好きなブランドのお店が欲しい 今から盛り上げていきましょう



柳ケ瀬商店街の好きなとこ
ろ

柳ケ瀬商店街で好
きな店を

今後、柳ケ瀬に増えたらいいなと思うも
の

柳ケ瀬商店街活性化のアイデア コロナと闘う店主の皆さんへ応援メッセージが
あれば

素朴なところ イシグレ珈琲 サンビルのようなマルシェイベント 朝市、夜市、商店街で夜の映画鑑賞会。

商店街の通りを使ってマラソン大会とか、運動

会みたいなイベント

新しい

家から近い 高島屋 百均　北海道物産展 駐車場無料 一緒に頑張りましょう

いろいろなお店がある 大熊フルーツ店 飲みまわりイベント 飲みまわりイベント コロナに負けず頑張ってください！応援してま

す！

屋根があるところ 高島屋 美味しいパンケーキやさん 駐車場代安売り 応援してます！頑張りましょう。

昔から変わらぬ風景。懐か

しさ

お好み焼き　正村 学生や20代の若者が昼間楽しめる、若年

層をターゲットとした空間

私の学生時代は柳ヶ瀬へ遊びに行くというのが

ステータスでした。映画館、ゲームセンター、

服屋、カフェ、カラオケ等々いろんなものが

揃っていて、かつ昔から頑張ってみえる古き良

き店もあり、友達と遊んだりデートにつかった

り、ほんとに良い思い出ばかりです。今はそも

そも若者がわざわざ行く魅力がないように感じ

ます。岐阜に住んでてよかった、休みは柳ヶ瀬

に遊びに行くというスポットに再びもどってほ

しいなと。

今は池田町に移り住んでしまいましたが、岐阜

市、柳ヶ瀬大好きです！頑張ってください！

いろんな世代の方が盛り上

げている所

ツバメや いろんな世代の方が集まれる場所 子どもの遊び場作り

柳ヶ瀬商店街へ集まりやすい交通機関、定額タ

クシー、駐車場の充実

ビル空き部屋のレンタル

早く遊びに行きたいです。楽しみにしていま

す。

風情ある感じが良い 高島屋 若年層向けの雑貨屋など 商店街のイメージが高齢者よりなので、若者向

けのテナントを増やし（特に女性）ていく。

古い良き商店街の風情を残しつつ、活気ある楽

しい商店街になる事を期待しています。

色々な店があるところ 高島屋 オシャレな雑貨店、カフェ 商店街は厳しい状況と思いますが頑張って下さ

い。応援しています。

人の温かさがあるところ 高島屋 おばけ屋敷

人が多すぎず、広すぎず、

見て回りやすい

喫茶店 オープンエアの広いカフェ お店の看板の様式を統一してみる まず自分の身体を大切に、近いうちに買い物に

行きたいです

昔ながらのアーケードに行

きたいお店がギュッと詰

まってます

ミツバチ食堂、Ｅ

ＮＺＡ、ツバメや

なかなか地方に出店しない菓子店とか？ 駐車場無料キャンペーンとか 月並みですが、、頑張ってください！応援して

います！！

高島屋がある タイ料理　ポーヤ

イ

JAZZ BAR、楽器屋 変わった料理や、美味しい食べ物屋などが増え

ればインスタなどで盛り上げる事ができるか

も。

女性の興味持つものを中心にしていけばネット

で口コミが増え、来客が増すと思います。

頑張っている方々に頑張ってなど、簡単に言え

るものではないと分かっています。

ですから、頑張ってとはいいません。

その代わり落ち着いたら必ず家族で遊びに行き

ます。

店主の皆さん、応援しています。

夜と昼で違う顔があるとこ

ろがエモい

高島屋 マルシェ、インスタ映えするような食べ

物

若い人や、家族で遊びに行きたくなるような、

お店が増えると良いと思う！

大阪の通天閣周辺のように、昼間から家族連れ

でオープンテラスで飲めるようなお店を増やし

たり、大型テレビで野球(ドラゴンズ戦)を観戦し

ながら飲食できる場所、屋外での場所があれば

行きたい♪♪

大変な時期が長く続きますが、前向きに商店街

を盛り上げて行って下さい!!若い頃柳ヶ瀬で数年

働かせてもらって今でも大好きな場所です♪♪全

国的にも有名で魅力的な商店街になると良いで

すね☆

人情味がある。 高島屋 前者 若者が集まるようなsnsを使ったイベント コロナに負けるな！共に頑張りましょう！

子供の頃から変わらない

アーケードの中に店がいく

つも並んでるところと、馴

染み強い店が今もあること

です。

コメディアン　広

瀬商店(靴)

縁日店が立ち並ぶイベント、リラクゼー

ションが出来る空間

暗いトンネルの先には必ず明るい出口がありま

す。頑張っていきましょう！！

ジュラシックアーケード 正村 車のイベント イベントの周知 柳ヶ瀬は岐阜のシンボルとして頑張って下さい

定期的にイベントがあっ

て、近いので子供と一緒に

行けるし、楽しい

ツバメヤ 子供も行きたいと思えるお店やイベント 楽しいイベントもやっているので、若い人達に

もどんどん来てもらえたらいい！クーポン引換

券とか配ったり、商店街限定商品とか、柳ヶ瀬

に行かなきゃ買えないものや、見れないものが

あればいいのでは。

今は大変なときだと思いますが、コロナが落ち

着いたらまた子供と遊びに行きます！出口のな

いトンネルはないので頑張ってください^_^

柳ヶ瀬CINEXは穴場なので

リラックスして映画を見る

ことができる。

柳ヶ瀬天ぷらクラ

ブ

若者に流行りそうなカフェ 10〜20代をターゲットにした映えるカフェや

バーなどを増やす。オシャレな美容院などもい

いと思う。

飲食店等の営業は大変だと思いますがもうすこ

しの辛抱なのでがんばってほしいです！応援し

てます！

高島屋 高島屋 飲食店をもっと！ 明るいイメージの街に。お年寄りでもすぐに行

けるような街。

長期の戦いで疲れていると思いますが、明るい

未来を想像してみんなで頑張りましょう！

昔から変わらないところが

あるから子供時代を懐かし

く感じれる

かねみつ（今は閉

店してしまいまし

た）

思い切って、マックスバリュを招致し

て、古きと新しきを共存してはどうで

しょう

古きと新しきを取り入れて、信長が目指した街

づくりをしてはどうでしょう

大変だと思いますが、岐阜人は柳ヶ瀬を誇り私

達の街だと思ってます

何屋さんでも、あるとこ

ろ。

末広屋さん　マサ

ムラさん　貝新さ

ん

参加型のゲーム　スタンプラリー 柳ヶ瀬商店街の専用ネットモールを作って、良

い物を発信して欲しい

集客出来ないかと思いますが、私達の世代は、

買い物は柳ヶ瀬と決まっていました。良い物を

売っていたら、必ずお客さんがくると思うの

で、頑張って下さい。

ドン・キホーテあるところ

美味しいご飯屋さんがたく

さんある所

定食屋さんの ねこ

いち

お化け屋敷の復活

岐阜の中心で柳ヶ瀬にしか

売っていない特別なものが

変えたり大好きなバンドが

ライブなどをしてくれたり

するから大好きです

高島屋 クラブG 

Blitz

洋服のブランドや芸能人が来るイベント 街頭インタビュー！ コロナに負けず頑張ってください

個人個人のお店がとても美

味しい

つばめや 大人は買い物中に子供は逃走中イベント

に参加。参加はネット申し込みがよい。

買い物以外に家族で遊びに行くスペースがある

とよいです

みなさんのチカラをひとつにして盛り上げてい

けるよう頑張ってください。

昔から店の入れ替わりはあ

るが、高島屋を中心に変わ

らないまま残っているとこ

ろ

高島屋 食事のイベントや、外国人との交流 岐阜市の中心として頑張って欲しい。変わりな

がら進化していく柳ヶ瀬を応援しています。

老舗の食事処が美味しい 初寿司 浴衣イベント オンラインキャバクラの普及 今大変な時期ですが、頑張ってください
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柳ケ瀬商店街で好
きな店を

今後、柳ケ瀬に増えたらいいなと思うも
の

柳ケ瀬商店街活性化のアイデア コロナと闘う店主の皆さんへ応援メッセージが
あれば

昔のままの風景がそのまま

残っていてとても懐かしい

気持ちになる

ツバメヤ カフェ、ハロウィンイベントの復活 コロナの影響で本当に大変だと思います。頑

張ってください！また活気溢れる柳ヶ瀬に遊び

に行きたいです。

ゆっくり ゆったりしている

ところ

高島屋 安い立ち飲み屋みたいなの 入りずらいお店が多いかも コロナ終息したら行きます

レトロな雰囲気と、アー

ケードがあるため雨天でも

安心して行けるところ

ツバメや、みつば

ち食堂、ロンドン

(パン屋)など

子どもと一緒に楽しめて、地元の良さも

知ることが出来るイベントがあれば嬉し

いです。

やはり駐車場問題があると思うので、今建設し

ている高島屋南の市有施設に駐車場が併設され

るのなら、柳ヶ瀬利用者への減免措置や割引等

を検討してほしい。現在、コロナ禍で郊外型大

型商業施設などの客足が減少している中、柳ヶ

瀬は屋外且つアーケードで全天候にも対応でき

る強みがある筈です。子どもの頃から大好き

だった柳ヶ瀬、是非、昔のような賑わいが戻っ

てほしいです。

柳ヶ瀬には、大型商業施設にはない良さがたく

さんあります。どうか、次世代の子ども達に

も、その良さを引き継いで頂けたら、とても嬉

しいです。微力ながら応援しています。頑張っ

てください！

おしゃれなお店が増えてき

ているところ

つばめや カフェ 謎解きゲーム！子ども達大好きです たくさんの人に知ってもらえますように！

駅から近い なし 1人でも入りやすいお店 お一人様ターゲット店 共に頑張りましょう！

頑張っているところ まさむら B級グルメフェス ・柳ヶ瀬でお買い物をすると、帰りのバス代チ

ケットがもらえるキャンペーン

・ニューオープンのお店ウェルカムプロジェク

ト。（お客さんの投票で選ばれたお店は柳ヶ瀬

での出店費用がタダでできる）

柳ヶ瀬は私の青春時代でした。

これからも、ずっと岐阜県民の心に残る場所で

す！

無印良品があるトコ 高島屋 休憩スペースがほしい お化け屋敷や抽選会とか多くやる コロナて大変ですが頑張ってください

楽しい 四角商店 おしゃれ、話題のお店 若い子が行きやすい、行きたくなるような街 早く買い物に行きたいです(*≧∀≦*)

夜も昼も楽しめる お好み焼きの正村 小さい子供も楽しめるようなお店 大変だと思いますが頑張ってください！

アーケードになっていると

ころ

お店の人とお話しができる

ところ

やながせ倉庫 

離れてるけれど…

星時さん

雑貨屋さんがもう少し増えると嬉しいで

す

やはり駐車場を無料にして欲しいです もう少しの辛抱です

終息すれば皆さんもっと動き出される

と思います！

商店街画なので買い物しや

すい

し商品が選びやすい

sunday building 定期的な　パフォーマンスや大道芸人な

ど、気さくに参加できる工作や、手芸な

ど日常的に飾れるものなど。

寄せ植え教室、誰でも楽しめる、ゲーム感覚の

掴み取りなど

今は厳しいと思いますが、岐阜の町が、元気に

なり、元に戻れるように心からお祈りしていま

す。

各務原市に引っ越してきて

お酒好きな彼氏と定期的に

よく通ってます^ ^

岐阜駅におりて少し歩くと

いろいろな飲み屋があるの

が好きです。

わたしの出身は名古屋で、

名古屋には名駅、栄、伏見

などたくさんの場所に飲み

屋がありますが、岐阜は岐

阜駅におりれば何かしらあ

る！ってのが魅力です！

岐阜のみんなが岐阜駅を目

指していく感じが好きで

す。

はちみつ食堂

お洒落で落ち着い

て美味しくて2人と

も大好きです。

2人の今度の記念日

はココと決めてま

す！！

お化け屋敷も楽しかったです！

わたしは一年中お祭り気分が楽しめる屋

台ゾーンが欲しいです！！

上にも書きましたが、一年中お祭り気分が味わ

えるような屋台の並ぶゾーンがあると嬉しいで

す！！

屋台といえば、やっぱり夏なので一年中ここに

くるとお祭り屋台が楽しめる✨✨っていうの

が嬉しいです！

冬に焼きそばやベビーカステラ、わたあめが気

軽に食べれると嬉しい！！！

コロナの今は祭りもないし、外で店を話せば

ソーシャルディスタンスもとりやすいし、是非

やってもらいたい！！

今はコロナで本当に大変だと思います。

私たちも前みたいに気軽に飲みに行けなくて悲

しいです。

けど、今我慢して耐えないとこんな状況がずっ

と続いてしまいます。

そして、こんな状況だからこそ、はやくお店が

閉まった後の時間を使って商店街のみんな、お

店の方やお客さんみんなでアイディアを出し合

い未来を見つけましょう！その未来へ私たちも

連れてってください！

みんなで考えればやれることはあるはずです！

みんなで知恵を出し合い、乗り越えましょ

う！！

負けるな、柳ヶ瀬商店街！！

店が密集しているとこ 高島屋 食べ歩きを目的とした飛騨牛握りなどの

出店

名古屋の大須を真似てみたらどうでしょうか、

要するに食べ歩きで、かつ飛騨牛握りや韓国系

の料理(キンパなど)とか出してみてはいかがで

しょうか？

若者は絶対寄ってきます。

自分は医療関係の仕事をしていますが、接客業

てことでは変わりないので、もちろん来るお客

様に感染対策するのも大事ですが、自分も相手

にうつさないように日頃から努力していれば、

コロナなんてものは絶対なくなると思います！

人生下がるときあれば、必ず上がるようにでき

ているので、頑張って先を見てお互い頑張って

いきましょう！

あまりない みそかつ日和 若いクリエイター達にテナント解放 コスパ悪い駐車場料金高すぎ問題解決(この金額

使うならイオンモール行くか電車で名古屋行

くってなる)

良くも悪くも変わらず安心

感があるところ

岐阜高島屋 高島屋以外の百貨店 一つの建物に地元のお店と新たなお店を入れる コロナの影響で自分も柳ヶ瀬に行く事すら控え

ています。お店の方は本当にご苦労が絶えない

時期かと思いますが、何とか絶えていただきた

いです。活気ある商店街をまた見たいです。

古い街並みや素朴感。写真

スポットが多い。

多くて書けませ

ん。

休憩所やカフェ。公園がないので緑の多

い場所が欲しい。無印良品のような誰で

も必要と思えるメインショップをもう少

しあると来る方も増えると思います。

新しいショップに入ってもらうことだけでな

く、古くからあるお店との融合で新しい動きが

出るのではないかと思います。

柳ヶ瀬のファンは必ず多くいますので、お互い

支え合っていきましょう。

昔ながらの雰囲気が懐かし

い気持ちになります。

高島屋 柳ケ瀬しか味わえない雰囲気のお店、岐

阜らしい食べ物が提供してくれるお店、

有名人を呼んで柳ケ瀬フェスなど

老若男女誰もが好きな100円ショップ、目玉商

品を100円にする店など、柳ケ瀬オリジナルの

ユニークな店舗を作ってみてはいかがでしょう

か？

いつも柳ケ瀬を守ってくださってありがとうご

ざいます。

皆さんの温かい笑顔で幸せになれる人がたくさ

んいます。

これからも大好きな柳ケ瀬を応援しています！

歩いているだけでも楽しい

です。

居酒屋が多いのが

とてもいいです

若い世代が参加しやすいイベント、

若い世代が集まれば活気も増えると思い

ます！

私は今の雰囲気でもとても好きです。 厳しい状況かと思われますが、頑張ってくださ

い。

昔ながらの風景を感じられ

るところ

ミツバチ食堂 ゲームセンターなど子どもたちが遊べる

ところ

カフェが増えたら嬉しいです

「古き良き商店街」という

雰囲気と、おおらかで暖か

な雰囲気。

みそかつ三和 若者の客を呼び込むためカフェ等を増や

すのも１つの手。

今の世の中はとにかくSNS。インスタツイッ

ターフェイスブックでどしどし宣伝していって

ください。

頑張ってください！



柳ケ瀬商店街の好きなとこ
ろ

柳ケ瀬商店街で好
きな店を

今後、柳ケ瀬に増えたらいいなと思うも
の

柳ケ瀬商店街活性化のアイデア コロナと闘う店主の皆さんへ応援メッセージが
あれば

昔ながらの街並み 岐阜高島屋 数年前していた恐竜イベントをして欲し

い

町あげてのセール。

子供を巻き込んで楽しいイベント。

今が、辛抱の時と思います。

子供の時、ワクワクしながら母に付き添い買い

物をした思い出が今も浮かんできます。昔から

の柳ヶ瀬が大好きです。コロナに負けないで。

お互いに頑張りましょう。

ジュラシックアーケード 正村 車のイベント イベントの周知 柳ヶ瀬は岐阜のシンボルとして頑張って下さい

多様な店舗 タマミヤ 飲食店 食べ歩き街道 継続して頑張って👍

少しさびれたとこ ない カフェ 大変な時ですが、頑張りましょう！

昔ながらの街並み ブルーブルー岐阜 無料駐車場 古い店と新しい店との共存 大変な時ですが継続が力なり

まだ行った事がないのでこ

の機会にお邪魔したいと

思っています

行った事がないの

でわかりません

行った事がなくイメージがわかないので

特にありません。

各種衣類、雑貨 ラペスカ 飲食店 縁日イベント 挫けず頑張ってください

懐かしい雰囲気のところ 高島屋 スポーツ体験施設 車が停めやすければもっと行きます 平和な日々がまた来ると信じて、みんなで希望

を持ち続けましょう！

和みと人柄 エンザ パスタ屋さん 新しい店舗がオープンしやすい環境 賑わいを今以上に期待しております

子供の頃から利用している

ので、今も変わらずあるお

店や、雰囲気が好きです。

高島屋 空き店舗が目立つと、寂しい感じがする

ので、空きスペースを減らして欲しい。

駐車場を探す手間や、

迷う事がないよう、わかりやすくする。

♡柳ヶ瀬商店街よ店主皆様へ♡

厳しい状況ではあると思いますが、

一緒に乗り越えて行けたらと思います！

思い出の商店街なので

いつまでもあり続けてほしいです！

応援しています(^^)

歩いて散策できる 無印 こだわりのカフェ 無料の駐車場完備 また行きます！

活気のある街並みを応援してます！

雰囲気が 食いしん坊 雑貨屋さん 居酒屋を増やす 熱中症気おつけて！OS1を飲もう！

無印良品の店舗がある。

映画館が自由席である。

岐阜タカシマヤ ディナーが楽しめるお店

昔からの飲食店があるとこ

ろ

丸万（ラーメン

屋）

親子で楽しめるイベントやワークショッ

プ

コロナも終息がなかなか見込めないので、テイ

クアウトを中心とした屋台や、オープンスペー

スで飲食できる場所を作る（アーケードを利用

する等）。

昔ながらの店で予約制でできるワークショッ

プ、店をめぐるスタンプラリー。

昔から土日のお出かけといえば、柳ヶ瀬でし

た。昼に何を食べようか楽しみにしていまし

た。親になった今も、子どもと一緒に昔から食

べていたラーメンやお好み焼きを楽しみにして

います。コロナに負けず、頑張って下さい。

産まれてからの地元で、小

さい頃から馴染みある所。

ふるさと。

高島屋 若い人達の喜ぶお店が増えて欲しいで

す。

岐阜城や古い町並みや柳ヶ瀬をサイクリングで

スタンプラリーで、巡る。

小さい頃からの思い出の詰まった柳ヶ瀬が、大

好きです。皆様頑張って下さいね。

飲み屋の雰囲気 ラペスカ 飲食店

商店街の町並み感 映画館 飲食店やアミューズメント施設 歩いていても若者が少ない印象を受けます。他

県都市部を参考に若者を取り入れるためのイベ

ントがあれば良いと思います。

昔ながらの風景 ミツバシ食堂 カフェ インスタの活用 皆さんで力を合わせて頑張りましょう！

古いものと新しいものが混

ざっているところ。雰囲

気。

一楽本店 子どもの遊び場。オープンテラスのある

お洒落なカフェ。

アーケードの改修。清潔感を出す等。 毎週柳ヶ瀬商店街に行くことを楽しみにしてい

ます！

昔ながらの中に新しさがあ

るところ

たこやき　大新 オープンな雰囲気のカフェ

高島屋がある 高島屋 カフェ　飲食店 住居兼商業地を伴ったマンションを建てる

街の雰囲気 どれも好き。岐阜

横丁のビアガーデ

ンとかです

色んなグルメを集めて欲しい マスコット、グループ、柳ヶ瀬と言ったらと言

う物を作って欲しい。TVとかもっとアピールし

て欲しい

今は大変だと思うけどプラスに考えてお互いに

がんばっていきましょう

活気がある。 古着とかがあると

こ

特になし

各種衣類、雑貨 ラペスカ 飲食店 縁日イベント 挫けず頑張ってください

頑張っているところ まさむら B級グルメフェス ・柳ヶ瀬でお買い物をすると、帰りのバス代チ

ケットがもらえるキャンペーン

・ニューオープンのお店ウェルカムプロジェク

ト。（お客さんの投票で選ばれたお店は柳ヶ瀬

での出店費用がタダでできる）

柳ヶ瀬は私の青春時代でした。

これからも、ずっと岐阜県民の心に残る場所で

す！

頑張っているところ まさむら B級グルメフェス ・柳ヶ瀬でお買い物をすると、帰りのバス代チ

ケットがもらえるキャンペーン

・ニューオープンのお店ウェルカムプロジェク

ト。（お客さんの投票で選ばれたお店は柳ヶ瀬

での出店費用がタダでできる）

柳ヶ瀬は私の青春時代でした。

これからも、ずっと岐阜県民の心に残る場所で

す！

頑張っているところ まさむら B級グルメフェス ・柳ヶ瀬でお買い物をすると、帰りのバス代チ

ケットがもらえるキャンペーン

・ニューオープンのお店ウェルカムプロジェク

ト。（お客さんの投票で選ばれたお店は柳ヶ瀬

での出店費用がタダでできる）

柳ヶ瀬は私の青春時代でした。

これからも、ずっと岐阜県民の心に残る場所で

す！

昔から慣れ親しんでいると

ころ

大福屋 ワインフェスタのようなイベント 長崎屋の跡地を小さい子供でも遊べるエリア。

若い夫婦が遊びに来てもらえるように。

収束しない感染症はないので、あと少しオール

岐阜で頑張りましょう！

高島屋で、全国の美味しい

ものが手に入る。

名古屋まで行かなくても良

い。

高島屋、ツバメや 上と同じ回答になりますが、

派手さは無くても、シンプルで本当は美

味しいものが手に入るような、お店が多

く集まる商店街になると嬉しいです。

ショッピングモールに入っている店舗ではな

く、それぞれのお店が特化したものづくりにこ

だわりがあるお店が集まれば、駐車料金を払っ

てでも来たいと思う気がします。

いつか、必ずコロナは終息します。

気持ちを腐らせず頑張りましょう！

ゴミが落ちてない みつばちカフェ B級グルメフェア 大型商業施設の併設 人との繋がりあってこその柳ヶ瀬なのでソコは

そのまま大事にして発展して欲しいです。

学生時代を思い出す変わら

ない雰囲気

ツバメヤ 子供を一時的に預けられる託児所があれ

ば大人の行動もしやすくなります。

食品において名物の創作 戦後の復興を遂げた柳ケ瀬は簡単に負けないと

信じています。

小さくてもこだわりのある

店が多い

ミツバチ食堂 サンデービィルディング的なイベントを

毎週いろいろやって欲しいです

1日も早くコロナが終息することを祈っていま

す。それまで諦めないで頑張ってください❣️

昔からの行きつけお店があ

る

パロマ 洋服屋、スイーツ、観覧施設 柳ヶ瀬クイズ　スタンプラリー コロナ対策ガンバ！安心できるとわかればば人

が増える。　親しみもてる街並み　守って頑

張ってください。



柳ケ瀬商店街の好きなとこ
ろ

柳ケ瀬商店街で好
きな店を

今後、柳ケ瀬に増えたらいいなと思うも
の

柳ケ瀬商店街活性化のアイデア コロナと闘う店主の皆さんへ応援メッセージが
あれば

昔から馴染みがあるところ やながせ倉庫 柳ヶ瀬独自のイベントの開催 岐阜であればモーニング。様々なモーニングを

提供するお店が複数店あれば集客が増えると思

います。

共にコロナ感染防止に努めましょう！

いろんなお店が集まってい

るところ

やながせ倉庫 縁日 食べ歩き 頑張って下さい！

レトロな感じ 初鮨 お洒落な夜カフェ インスタ映えなお店を増やす 頑張って下さい！

アーケード街で車が来ない

ので気軽にショッピングで

きる

一楽、正村、ドン

キ残念です

また、ディズニーパレードに来て欲し

い、ラーメン横丁もあるといい

駐車場に困るので、商店街の何処で買い物して

も、3時間は無料の駐車券を発行する

これからも応援していますのでがんばってくだ

さい

昔の風情があるところ 初寿司、高島屋 飲食店、岐阜の商品を売る店 頑張って下さい❗️

小さな頃から両親と映画館

やゲームセンターにきてい

ました。センサや近鉄百貨

店がなくなり寂しいです

が、アーケード内の変わら

ない温かな雰囲気がとても

好きです

ねこ一　のオムラ

イスが好きです

子どもたちは、駄菓子屋さんが欲しいよ

うです　笑

食べ歩きが充実していると、お散歩がてら行き

やすいと思います。子どもたちが楽しめる場が

もっとあれば親としても祖父母も連れてみんな

で遊びに行けるからいいんじゃないかなと♡

飲食店さんたちは、狭いスペースの中お店も

やっておられるので、ソーシャルディスタンス

確保すら難しいと思いますが、柳ヶ瀬を愛する

方は沢山いらっしゃると思うので、どうか心を

強く、前向きに頑張ってください！！！頻繁に

は行けませんが、小さなころから大好きな柳ヶ

瀬をずっと応援しております♡

定期的にイベントが行われ

ていて、食べ物もおいしい

ので毎回楽しいです。

ツバメヤ やながせ倉庫のようなお店が増えるとい

いと思います。

ウーバーイーツのような取り組み 本当に今大変な時ですが、なんとか耐えてくだ

さい！少しずつですが、お力になれるように私

もがんばります。

郡上市に住んでいるので、

お母さんの実家（岐阜市）

に行った時に柳ヶ瀬商店街

に買い物に行くのをすごく

楽しみにしています。

アラスカ文具 雑貨屋、カフェ 今はコロナ禍でなかなか岐阜へ出かけることが

出来ませんが、もう少し落ち着いたらまた買い

物に行くのを楽しみにしています。

人が少ない マザール 各種専門店 駐車場無料 休まず先ずは営業から

おぼえてないです おぼえてないです わかりませ

昔ながらの店と、新しくて

個性的な店がいい感じに混

ざりあっている。

アーケードがあるので、猛

暑でも豪雨でも大丈夫。

バス停が数カ所にあって、

行きやすい。

武蔵野本店。

LONDON。味噌カ

ツ三和。名前はわ

からないけど安く

てウマい定食屋さ

んとかお好み焼き

屋さん。

期間限定の実験的な飲食店や手作りの雑

貨店。

子どもたちが楽しめるイベント、予約制

で１日店長とか商店街でキャンプとか。

アーケード内にライブスペースを作り、少人数

の観客を入れてYouTube配信。

これからも安近短の楽しみの場として、私に

とって柳ケ瀬は不可欠です。

また、これからは遠くの人へも魅力発信でビジ

ネスを作るチャンスがあるかもしれません。広

く意見を集めるこの企画も面白いですね。これ

からも柳ケ瀬ファンとして支援させて頂きま

す。

新しいお店に変わったりし

ても、懐かしさや温かさは

変わらない所

高島屋　ツバメヤ 古着屋　のんびりできるカフェ　大きな

スーパー

岐阜のご当地の食材を集めたスーパーや、ご当

地の食材を使ったご飯屋さんを増やすと観光客

の方も来てもらえると思います

私も県内の病院で働く看護師です。今はとても

辛い時期ですが、また笑顔が増える日々に戻る

ことを信じて、一緒に頑張りましょう。

食べるところに買い物する

ところが揃っているので、

非常に便利。夏のお化け屋

敷も最高！

ミツバチ食堂 日本酒が好きなのでそれに特化したお

店。

お店同士のつながりを密にして、商店街の多く

の店を利用する事に不可価値をつける。簡単あ

のだとスタンプカードたまったら500円の割引

券とか、駐車場無料とか。

未来は明るいはずです。一緒に頑張りましょ

う。

昔懐かしい 高島屋 飲み屋

レトロで昭和の雰囲気 ツバメや 昔懐かしい駄菓子やさん

レトロな家具屋さん等

昭和歌謡を流したら笑笑 岐阜の柳ヶ瀬商店街

ふと立ち寄りたくなる

私と同じ思いの方々がいらっしゃると思います

更なる柳ヶ瀬商店街の活性化に

頑張って下さい！

昔懐かしい 高島屋 飲み屋

地元の岐阜県の商店街なの

で落ち着くし愛着があるこ

と

ミツバチ食堂 美味しい和菓子屋、洋菓子屋、可愛い雑

貨屋さん

ペットを連れて行けるお店を増やす とても大変だと思いますが頑張って下さい。コ

ロナが終わったらたくさん買い物に行きます！

昭和的な所。 来て屋 アップル、若者向けの服、ユニクロ的な

ファミリー層向けの服

お店が少ないと思う。大須商店街などはいろい

ろな分野のお店があるのでいろいろ見たりでき

るけど柳ヶ瀬は…。ピンチをチャンスに変える

といいと思う。

私は岐阜県民です。できる限りですが手助けで

きればと思います。「柳ヶ瀬商店街を応援しよ

う」みたいな企画で取り寄せグルメなどがあれ

ばぜひ購入したいです。

夜賑わう所 キャバクラ 年齢問わず遊べる所 若者が集まるようなお店を作る コロナに負けず頑張ってください、落ち着いた

らお金沢山使いにいきます

あたたかい感じが好きです ベンテンドー サンデービルヂングで出店する、アー

ティストのお店をもっと展開してほしい

1つテーマを決めて各店でオリジナル商品を開発

したて欲しい。食べ物もあり、グッズもあり

苦しい時ではありますが応援してます。

イベントをやるところ みつばち食堂 食べ物やお酒のイベント イベントもっと増やしたりカフェも増やす 頑張ってください

昔から行ってるから懐かし

い。アーケードで雨の日も

楽。

はちみつ食堂、ツ

バメヤ

猫カフェみたいな、仕事帰りの癒しの空

間。

少し暗い気がするので、照明を明るくするなど

明るさが出るといいと思います。

柳ヶ瀬商店街は子どもの頃からある場所なので

思い出があります。コロナで大変な中だと思い

ますが、これからも応援しています。

古くさい所！ ロイヤル劇場 雑貨屋、アメリカン雑貨屋 惣菜屋や、人気の露店スイーツ店など多ければ

それ目的で人も来ると思う

負けないで！！

一緒に頑張ろう！！！

昔から行ってるから懐かし

い。アーケードで雨の日も

楽。

はちみつ食堂、ツ

バメヤ

猫カフェみたいな、仕事帰りの癒しの空

間。

少し暗い気がするので、照明を明るくするなど

明るさが出るといいと思います。

柳ヶ瀬商店街は子どもの頃からある場所なので

思い出があります。コロナで大変な中だと思い

ますが、これからも応援しています。

飲み歩きができる所 岐州　ホワイト餃

子

お化け屋敷復活、コスプレイベント 頑張ってください！

昔よりは減りましたが色ん

な飲食店に行くのが好きで

す^_^

今はミツバチ食堂

のランチ

安くてランチのフ

ライが良かった。

飲食店　アニメショップやアニメイベン

ト

週替わりで年齢限定で無料サービスなどお得な

事をしてほしい。

コロナに負けないで今は辛いかもしれないです

が前向きに明るい未来に向かって頑張りましょ

う^ - ^

レトロなところです！ Aクラス カフェ

アーケードがあるため、雨

の日、暑いひなど安心して

買い物ができる所

みそかつ三和 年齢層関係なくみんなが集まるような空

間が増える事を期待します。

色々な人が気軽に立ち寄れる無料駐車場を設置

すれば確実に集客率が向上します。岐阜駅前の

ように時間指定で無料にするのもいいアイデア

だと思います。

三密回避でコロナを乗り切りましょう！



柳ケ瀬商店街の好きなとこ
ろ

柳ケ瀬商店街で好
きな店を

今後、柳ケ瀬に増えたらいいなと思うも
の

柳ケ瀬商店街活性化のアイデア コロナと闘う店主の皆さんへ応援メッセージが
あれば

懐かしい所 昔の神戸館　 モス

バーガー　高島屋

付近のご飯屋さん

（ガッツリてきな

名前分かりませ

ん）　CINEX

盆踊りと（縁日)

カラオケ大会　

花火大会

大食イベントその他

小さいお店一つ一つが個性

的でおしゃれ

ツバメや　サンビ

ル出店店舗　ミツ

バチ食堂

雑貨屋さん、お菓子屋さん　パン屋さん　

密を避けたベンチスペース(休憩したり、

飲食したり、読書をしたり)

おんぱくみたいに、まちぱく(以前やってたよう

な気がしますが)をして、お店の魅力をいっぱい

伝えてほしいです。

職業柄、密を避けなくてはいけなくて、なかな

か行けないので、ネット版アンテナショップを

開店して、商店街のいろんなお店の商品が一度

に見れて帰るシステムができたらいいなぁと思

います。

どのお店も、ひとつひとつが個性があって、店

員さんもあったかい対応をしてくださって、す

てきがいっぱいです。

柳ケ瀬はぷらぷらと歩いてまわると、その度

に、新たな発見や出会いのある場所です。

ぷらぷらできる日が来ますように。コロナ対策

などいろいろ大変だと思いますが、柳ケ瀬があ

るということそのものが地元民には支えだと思

います。応援してます！

いろいろなお店がある 八百屋さん ゆっくり、くつろげる空間 人気のある食品店、飲料店の勧誘 いろいろなアイデアを出しあって、感染防止対

策を徹底してがんばってください！期待してま

す！

昔の活気ある柳ヶ瀬は好き

です

昔ながらの食べ物

屋、お好み焼きと

か

名古屋の大須の商店街の様に　色んな店

が入り　人も集まる。

と、イベントしても活気ある柳ヶ瀬

全体に家賃を安くすれば入る人が増え　見せが

増えればいいかと

コロナの終わりは必ずある。

それまで踏ん張り頑張ってほしい

新しいお店も出来てる ツバメヤ スタンプラリー等のイベントがあると面

白いと思います。

無料駐車場完備、岐阜県内優良企業や、大学等

の誘致によって人の集まる街になると思いま

す。

このピンチをチャンスに変えるべく、みんなで

アイデアを出し合い乗り越えましょう。

あたたかい感じが好きです ベンテンドー サンデービルヂングで出店する、アー

ティストのお店をもっと展開してほしい

1つテーマを決めて各店でオリジナル商品を開発

したて欲しい。食べ物もあり、グッズもあり

苦しい時ではありますが応援してます。

サンデービルヂングや高島

屋に行きます

高島屋　無印 子育てサロン、アンテナショップ、ジジ

ババと子供が触れ合あるサロンなど

福引大会をする。 日々変化していく世の中でコロナで大変な時期

ですが、頑張ってください。

昔よりは減りましたが色ん

な飲食店に行くのが好きで

す^_^

今はミツバチ食堂

のランチ

安くてランチのフ

ライが良かった。

飲食店　アニメショップやアニメイベン

ト

週替わりで年齢限定で無料サービスなどお得な

事をしてほしい。

コロナに負けないで今は辛いかもしれないです

が前向きに明るい未来に向かって頑張りましょ

う^ - ^

アーケード商店街ならでは

の趣のある雰囲気

ミツバチ食堂　/　

BLUE BLUE 岐阜　

/　無印良品

立ち飲み屋があると面白いと思います サンビルのようなイベントだけど、もっと学生

が喜ぶような、良い意味でレベルを落とした催

し物があると盛り上がるかと思います。（学生

の演奏/ダンスetc...）

柳ヶ瀬の雰囲気が大好きです。応援していま

す。

昔ながらの雰囲気 がんこ村 ビアガーデン 休日などに屋台出店 1日でも早くコロナが終息することを祈ってま

す。頑張りましょう！

昔ながらの雰囲気 がんこ村 ビアガーデン 休日などに屋台出店 1日でも早くコロナが終息することを祈ってま

す。頑張りましょう！

自転車で行っても小回りが

きいて色々なお店がみれる

ところ

ツバメや、高島屋 魅力あるモーニングの喫茶店が増えると

良い

サンデービルディングマーケットに出るような

雑貨小物のお店があると良い

お店を辞めずに続けてほしいです。頑張ってく

ださい。

たくさんの豊富な商品から

飲み屋街まで充実している

ところ

酒のランバック・

村さ来

飲み放題無料券や食品券 柳ヶ瀬の魅力はやっぱり美味しい食べ物やなど

夜の飲み屋などの飲食店だと思います。そこの

店のピックアップした特に美味しいお酒や食べ

物を一覧にしたページなどがあればわかりやす

いし、それを目当てに人が増えると思います

コロナで大変だと思いますが、それ以上の魅力

や価値が柳ヶ瀬商店街のたくさんのお店にある

と僕は思っているので、大学生なりに応援して

います。みなさん苦しい時期だと思いますが頑

張って下さい

こだわりのあるお店が多い ツバメヤ サンビルのようなイベント

安心して買い物ができる。 不二家、ほなみ 子供達が遊べるキッズスペースなど 祭りがなかったので、コロナ終息したら時期に

関係なく祭りがあれば人は集まるとおもう。

今は大変な時期ですが、昔から柳ケ瀬好きな人

は沢山います。

助け合いながら頑張りましょう!!!

安心して買い物ができる。 不二家、ほなみ 子供達が遊べるキッズスペースなど 祭りがなかったので、コロナ終息したら時期に

関係なく祭りがあれば人は集まるとおもう。

今は大変な時期ですが、昔から柳ケ瀬好きな人

は沢山います。

助け合いながら頑張りましょう!!!

風情があり何処か懐かしい

感じがする

高島屋 お笑いイベント 特にない。 コロナでまだまだ外出を控えてますが、感染対

策に気を配りながら頑張って下さい。

小さい頃、近くに住んでい

たので、週末には毎週家族

で歩いていました。

母と出かけたり、父がビー

ルを飲んだり、おばあちゃ

んとただ歩いているだけ

で、お友達にすれ違った

り、、、と、賑わってい

て、楽しかった思い出ばか

りです。

高島屋、おじいさ

んの時計やさん

●学生さんが学校帰りに寄りたくなるよ

うなインスタ映えするカフェ、

●老若男女問わず気軽に昼飲みできるよ

うなお店

●キッズスペースある飲食店

異なるペルソナを設定するようなイベントを定

期的に開催して、

多種多様な方にまず足を運んでもらえるよう企

画をする。

（家族向けに縁日のようなお祭り、独身者向け

町コンのようなイベント、主婦向けバザー、高

齢者向けスペースの開放、など。

子供と高齢者が触れ合えるイベントなど）

柳ヶ瀬で飲食店をやっている経営者の知人が何

人もいます。

昨日も応援の気持ちも含め、友人と食事にいき

ましたが、金曜夜にも関わらず、他にお客さん

はゼロでした。

歩いている人もめっきり減り、さぞ大変だと思

いますが、応援する気持ちは変わりません。

今が1番大変かとは思いますが、

柳ヶ瀬をこの先も活気ある商店街として存続し

て欲しいです。

多くの方がそう思っていると思います。

頑張ってください。

割と何でも揃っている 高島屋 大きなゲームセンター 頑張れ岐阜！！

昔懐かしいところ、学生時

代を思い出します。

丸デブ 家族（子供連れ）で気軽に入れるお店

だったりイベントが増えると嬉しいで

す。

コロナの影響で苦しいと思いますがみなさん頑

張ってください。また遊びに行きます。



柳ケ瀬商店街の好きなとこ
ろ

柳ケ瀬商店街で好
きな店を

今後、柳ケ瀬に増えたらいいなと思うも
の

柳ケ瀬商店街活性化のアイデア コロナと闘う店主の皆さんへ応援メッセージが
あれば

昔ながらの商店街の雰囲気 ドン・キホーテ 岐阜の名産等を扱うアンテナショップ 大須商店街の様に、若い子が集まる流行りのお

店（少し前だとタピオカ、チーズハットグ、韓

国の化粧品等）を沢山出して欲しい。

小学生の頃、毎日の様に友達と柳ヶ瀬に行って

ました。コロナの影響で今まで以上に大変だと

思いますが、また賑やかだった柳ヶ瀬に戻る日

を楽しみにしています！

レトロな街並みが好きで

す！

みつばち食堂 乳幼児が遊べるお店 おしゃれなお店を増やしてSNSで拡散する 今はコロナで我慢することがあると思いますが

一緒に頑張りましょう！

高島屋があるところ ピア ブランドの服屋さん

イベントでは掘り出し物が

あったり昔ながらの雰囲気

があるので気が休まりま

す。

ツバメヤ 居酒屋ゆカフェ等飲食ができる場所が増

えると更に人を呼ぶことができると思い

ます。

スタンドカフェ、スイーツフェスなど コロナもいずれは収束します！それまではみん

なで力を合わせて耐え抜きましょう！山があれ

ば谷がある！！

変わらないところ 高島屋 赤ちゃん、子ども連れでも行きやすいお

店

今は大変な時ですが、お互いに助け合って乗り

越えましょう

飲食店のレベルが高いこと ミツバチ食堂、宮

本

バル、スポーツカフェ、アンテナショッ

プ等

コロナ渦で大変でしょうが、応援しておりま

す。

天候に左右されない屋根が

あるのは助かります

ぎふ柳ヶ瀬ツバメ

ヤ

和菓子屋、全国銘菓の催事お願いします 若い世代を呼び込める求心力のある店がじゃん

じゃん増えると、活気が出てくるかも。

良い時期も必ずきます！今を乗り越えましょ

う！

イベントに力を入れている

ところ。行くと歓迎してく

れるところ。

丸デブ 動物と触れ合える場所、イベント。 岐阜大学の大学祭と連携する いつか必ず元に戻る時が来ると思います。それ

を信じて一緒に頑張りましょう！

街の雰囲気 古着屋キカザル 屋台 広告 助け合って頑張りましょう

街の雰囲気 古着屋キカザル 屋台 広告 助け合って頑張りましょう

にぎやかな雰囲気 まる万 アウトドア広場 海鮮BBQビアガーデン 大好きな街です！頑張ってください！

レトロであること。懐かし

い風景にノスタルジックな

気分にさせてもらえます。

ロイヤル劇場 今のままでも私は好きです。ロイヤル劇

場の、昭和映画は魅力的です。

写真展とか。過去の賑わいを振り返られ

る視覚的なイベント。

隠れミッキー的な、シュールな演出。見つけた

人には、何か特典があるとか。今の状態を無理

に変えようとするより、生かしたイベントを期

待します。通路に出店とかも良いと思います。

非日常を味わいたい。特別なものでなくても。

コロナは、闘うよりも共存だと考えます。コロ

ナによって、人間の心と向き合う時代の到来で

す。皆で、共に生きていくために、衣食住は必

要です。商店街にそれらがある限り、私は商店

街に出向きます。あの雰囲気が好きだからで

す。どんどん消費活動を続けていきます。

高島屋があること 高島屋 クレープ屋など若い子向けのお店がほし

い

美味しいご飯屋さんがたく

さんある

ツバメや 子供と楽しめるようなイベント 今は大変だと思いますが、乗り切ってまた家族

で遊びに行けることを願っています

商店街の雰囲気 天ぷらクラブ 子供と大人が一緒に楽しめる屋内型アス

レチック。

今は行けないけど終息したら必ず活性化のため

にお店に行きます。

人の温かさ 百蔵 室内スポーツ空間。ロッククライミング

など。

若者を取り込むための店舗、イベント運営。空

き店舗を減らしていかないとシャッター通りで

は人が集まらない。

ピンチの後にチャンスあり。みんなで乗り越え

よう。微力ながら協力していきます。

アットホームなお店が多い 高島屋、パロマ、

田園

ランチができるお店が増えてほしい 柳ヶ瀬商店街で買い物することで、駐車券がも

らえたらするサービスがあると思いますが、

ちょっとだけ買い物などという方には駐車場代

を払うくらいなら他のところでという気持ちも

あるかと思います。特にコロナで収入が落ちて

いる方にとってはいくら以上利用で駐車券いく

ら分というサービスがあってもあまり効果がな

い気がします。

とりあえず柳ヶ瀬商店街に来てもらうために、

一時的にでも駐車場代を安くしたりすることは

集客効果につながるのではないかと考えます。

私は以前家族で飲食店をやっておりました。正

直今のような状況になったら早めに閉店するこ

とも考えなければいけなかったかもしれないと

家族で話すこともあります。

コロナが収束するまで頑張って下さいなどとは

決して思いません。お店の経営状態が悪くなっ

ているのはどこも同じで、思い詰めて亡くなら

れてしまう方も全国ではたくさんおられます。

お店や商店街を守ることも大切ですが命より大

切なものはありません。思いきって今までの生

活を大きく変えることも必要な時があると思い

ます。柳ヶ瀬商店街の中にも相談に乗ってくれ

るところがあるのであればそれを周知させ、一

人で悩む方が少なくなってくれたら良いと思い

ます。

いつかくるコロナの収束を柳ヶ瀬商店街の方が

笑顔で迎えられることを願っています。

昔ながらの商店街の雰囲気 キッチンマノ 焼肉店 柳ヶ瀬のキャバ嬢を使ったアイドルグループ 落ち着いたら必ず飲みに行きます！

飲食店の人柄の良さ 中華そば 丸デブ らーめん店 らーめん店の増加 飲食店の方々は特に大変だと思いますが、食べ

に行きますので、一緒に頑張りましょう！！

岐阜の懐かしい風景 高島屋、マルデブ 高級リサイクルショップ、有名グルメ

店、占い

名古屋の大須商店街を模範にして欲しい 協力して、国の補助を多く引き出しつつ、生き

残ってください

おいしいお店やかわいい雑

貨屋さんがあったり、楽し

いイベントが開催されると

ころ。

やながせ倉庫 オシャレな食器屋さん、パン屋、カ

フェ、バル、雑貨屋

商店街のみなさんもコロナでお客さんが減った

り対策など大変だと思いますが、コロナに負け

ず頑張ってください！

最近は若者向けのお店も展

開されてきて、若者の姿も

見かけるところ。

ミツバチ食堂 飲食店 柳ヶ瀬の歴史がある店を残しつつ、インスタ映

えをするお店を増やす。そうすることでどの世

代にも足を運んでもらえる商店街になるのでは

ないか。尾道の商店街を参考にしたらどうか。

私も力になれるよう、柳ヶ瀬に通いたいと思い

ます。

地元の友達と食事ができる

点

岐阜髙島屋 若者向けの服やアクセサリー店、飲食店

など

若者向けの店やイベントを増やすことで若者の

商店街離れの対策をす？

コロナが終息したら皆で盛り上がれたらいいな

と思います

また遊びに行きます頑張ってください

良くも悪くも古びた所 特になし カフェ、あと楽器屋 ライブ等、気軽に参加でき若者が集まる様なイ

ベント

昔ながらの雰囲気がたまら

なく好きです！

ドン・キホーテ

柳ヶ瀬店

またお化け屋敷を開催して欲しいです。 過疎化が進んでいるので、高齢者より若者を引

きつけるお店を増やしていくことが肝心になっ

てくると思います。

例えば、タピオカやチーズダッカルビなどの若

者に人気のあるもの中心としたお店を増やして

いくことです。最近の流行りのものには若者は

すぐに食いつくのでチャンスだと考えます。

柳ヶ瀬商店街に行くことを楽しみにしている人

はたくさんいるので、皆さんの柳ヶ瀬への強い

気持ちでコロナを吹き飛ばしましょう！頑張っ

てください！
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柳ケ瀬商店街で好
きな店を

今後、柳ケ瀬に増えたらいいなと思うも
の

柳ケ瀬商店街活性化のアイデア コロナと闘う店主の皆さんへ応援メッセージが
あれば

昔ながらの味のあるお店

と、オシャレな新しいお店

が融合している所

ツバメヤ クリエーターズマーケット、ライブ しまっているお店を、何か挑戦したいと思って

いる人たちに安く貸し出し、人が集まる賑やか

な場所にしたい。

この様な状況でも、新しい生活様式に合わせる

よう販売方法を工夫しながら商売を続ける事は

素晴らしいと思います。柳ヶ瀬は岐阜を象徴す

る場所で、ずっと人が集まる賑やかな場所であ

り続けて欲しいです。応援してます！

お洒落な店が多い上に人ゴ

ミもなく落ち着く所

みつばち食堂、つ

ばめや

低糖質を売りにした飲食店や商店 買い周りでポイントが貯めれらるキャンペーン

をする

近くではないのでなかなか行くことができませ

んが、大好きな商店街です！近くに行った際は

必ず寄るようにしています！大変な時期です

が、楽しみにしていますので頑張って下さい。

屋根があって雨が降っても

濡れない所。

菊川酒造 肉フェスみたいな、美味しい食べ物が

色々食べられるようなイベントをしてほ

しい。アーケードで屋根があるので、ビ

アガーデンも良いと思います。

昼間は駐車場が無料で使えるともっと行

きやすいです。

若返り！若者が行きたくなるようなカフェやお

店が増えて、車が無料で停められるといい。

今はまだ、コロナの感染が心配なので飲みに行

く勇気がありませんが、落ち着いたらまた飲み

に行きたいと思うので、それまで頑張ってくだ

さい！

アーケードがあり雨でも濡

れないところ。

高島屋 飲食店が増えるとよい

商店街の雰囲気や人の温か

さ

BIUEBIUE岐阜 DIESEL 頑張ってください

いろいろなお店があって楽

しいし、飽きない

そばくら富 ランチで使える店が増えたら嬉しい 脱出ゲームとのコラボ 客足が減る中、様々な対策をたて創意工夫して

経営なさっていると思います。コロナが終息し

ましたら遊びに行きますんで是非乗り越えてく

ださい。

実は色々面白い雑貨屋があ

る

高島屋 子供が遊べる施設 岐阜駅からシャトルバス、安い駐車場（利用者

は割引をわかりやすく）、子供が集まるイベン

トや託児を兼ねた遊び施設

やまない雨はない。晴れた時、おおいに遊べる

ように準備や計画を楽しんで下さい。

落ち着くところ 岐阜高島屋 マーケットなどのイベント 蚤の市をやって欲しい 今はお互い耐え忍びましょう！

混んでないので歩きやすい 高島屋 飲食店が増えるとよい

人が密集し過ぎることのな

い適度なディスタンスの取

れた街であり、老若男女へ

のウケが良いイベントが定

期的に開催されているとこ

ろです。

ステーキ屋のくい

しんぼ、ジュエ

リー店のマジコ、

高島屋、沖縄料理

の神室町商店 heat

テレワークができるようなワークスペー

ス環境や、観光客が寄りたくなるような

岐阜ならではのスポット・・？

個人的には、商店街の個人商店がぎゅっ

と凝縮されたような大型ディスカウン

ト、リサイクルショップ店です。

jr岐阜駅、新岐阜駅から移動がしやすい環境作り

が必要かと考えます。

例えば、デマンド交通やシェアリングカー、自

動運転車、または高山市のような人力車、タイ

のトゥクトゥク等での送迎＋魅力作りをするこ

とにより、普段使いの市民層の拡大、観光客の

誘致へも繋がるのではないでしょうか。

まずは目先のことで一杯々かと思いますが、一

昔前から今の柳ヶ瀬へと一変したように、次の

変革を考える重要な時期であると思います。

少しするとリニアも開通し、世界から名古屋駅

を通じて岐阜に観光客を誘致する核の地域とし

てチャンスが来るはずです。コロナが落ち着い

たらたくさんたくさん行って応援していきま

す！！

かなり厳しいご時世ですが、お身体に気をつけ

て頑張ってください。

祖母宅が近いので、子ども

の頃から親しんだ場所で、

懐かしくもあり、最近新し

く若い方たちががんばって

いるお店も増えて、新鮮で

もあり、楽しめるところが

好きです。

BLUE BLUE 、

LONDON(パン屋)

昔みたいに岐阜に古着屋さんがたくさん

できてほしいです！

ぜひ、柳ヶ瀬に！！！

多国籍なお店が増えたら楽しそうで、盛り上が

りそう！

お店を経営される方は皆さん本当に大変だと思

います。

私の実家も自営業で大変な思いをしています。

でも、柳ヶ瀬のことが大好きな人たちは本当に

多くいますので、絶対にこの大変な時期を乗り

越えて、またみんなで楽しく過ごせる日が来る

ことを願っています！！

静かな所、ゆっくり時間が

流れていると感じる所

髙島屋、マサム

ラ、つばめや、

A.L.C.cafe

ラーメン屋横丁、餃子横丁などの店やイ

ベント、ご当地グルメフェアなど

ミシュラン星のつく店の出店など、継続的に他

県からも集客が狙えそうな企画をすると良いか

と思います。

世界、日本全体で深刻な影響を受けている中

で、1日1日をお客様のためにという想いや、生

活ために何とか経営をされている方に大変感

謝、尊敬の念を抱いています。こういう状況に

なって初めて様々な方や物に生活を支えられて

いたのだと実感しています。これから先も厳し

い状況が続くかと思いますが、皆で知恵を出し

ながら協力し合って行くことが大切かと思いま

す。店主の皆様方におきましては、くれぐれも

ご自愛くださいませ。

いつもありがとうございます。お互いに頑張り

ましょう！

お店の方々やお客さんに明

るい方が多く、非常に楽し

い気分になれるところが好

きです！

大福屋 若者が来たいと思うようなお洒落なカ

フェなどがあると、活気溢れる場になる

と思います。

昔ながらの商店街の雰囲気 特になし 柳ヶ瀬のお祭り 毎月の青空市のようなもの 今はコロナの影響で人も少なく、厳しい時期で

すが、昔から続いてきた柳ヶ瀬商店街を絶やさ

ぬよう、今後また活性化できるように踏ん張っ

てください‼️

人情溢れる商店が軒を連

ね、古き良き昔ながらの雰

囲気を残したまま移り変わ

る時代を受け入れ新しい挑

戦を忘れずにいる商店街の

姿。いつも来るたびに新し

い発見があり、変わらない

街の景色に安心もするし変

化に期待もしています。

clubG、BLUE 

BLUE柳ヶ瀬店、フ

ルーツパーラーお

おくま、真砂座、

やながせ倉庫

様々な世代層が行き交う商店街が望まし

く、岐阜の中心街としての活躍を目指し

ていただきたいです。特に若者の商店街

離れが顕著だと思うので、衣料品やカ

フェなどの飲食店を増やして頂きたいで

す。

新たなコミュニティの創出⇒居酒屋通りを作り

柳ヶ瀬屋台化する。ユニークな企画⇒百円商店

街企画でなんでも100円で帰る催し物を開催。

職場が近く立ち寄る機会も多いため、できる限

り食品や日用品等は商店街で購買するように心

がけています。まだまだ続くコロナ禍であって

もくじけずに私の好きな商店街であり続けて欲

しいです。頑張ってください！

いろんなお店がある ドンキホーテ インスタ映えスポット、レジャー施設、

車でも行けるように料金がかからない駐

車場

若者が行きやすいよう、動画など撮れる芝生な

どのスポットや、室内で休憩できるようなお

しゃれな施設、居酒屋だけでは無くお昼でも気

軽に入れるようなおしゃれなカフェ、映えるよ

うなゲームセンター、規模が大きくなりますが

地上は暑いので岐阜駅から直結で行けるような

地下、岐阜駅から柳ケ瀬までのバスorタクシー

無料券などの配布

まだ自粛している人が多かったりお年寄りの外

出が少なくなったりと前より賑わいがなくなっ

たと思いますが、私もコロナが落ち着いたら学

生以来柳ケ瀬にあまり行ってなかったですがま

た行ける日を楽しみにしていますので頑張って

ください！

安心安全に歩けるところ どくだみそう 無料使える休憩所、子供が楽しめる体験

イベント

インスタ映えするオブジェや施設、料理等があ

れば遠方からも若者が集まって良いと思いま

す！

柳ヶ瀬は岐阜の誇りです！みんなで守っていき

ましょう！頑張ってください！

空いてるところ 高島屋 子供が参加できるお祭り

レトロな雰囲気 ツバメヤ ラーメン横丁 朝市で岐阜の野菜、名産品を販売 近くで働いてます。共に乗り越えましょう！



柳ケ瀬商店街の好きなとこ
ろ

柳ケ瀬商店街で好
きな店を

今後、柳ケ瀬に増えたらいいなと思うも
の

柳ケ瀬商店街活性化のアイデア コロナと闘う店主の皆さんへ応援メッセージが
あれば

レトロな雰囲気 ツバメヤ ラーメン横丁 朝市で岐阜の野菜、名産品を販売 近くで働いてます。共に乗り越えましょう！

懐かしい感じがするとこ ビックリドンキー 小学生が体験したりできる場所 親子で行きやすい場所で、送迎付きだとさらに

行きやすい

毎日大変だと思いますがこんな時こそ一丸と

なって子連れでも行きやすく優しい商店街を

作ってください。

アーケードがある全天候型

の便利さ

三和　つばめや　

丸桂　エンザ　他

結構　何でも揃ってると思います 盆踊りや縁日など子どもの記憶に残る様なイ

ベ。大道芸大会。街頭手品。音と光のイベ。ド

ローンやラジコンの大会。映画の誘致。100人

縄跳び。10人11脚大会。全国ホットドック祭り

などユニークで全国の違いを楽しめる飲食イ

ベ。犬やペットコンテスト。陶器祭り。などな

ど。。。一般的かな。。汗

柳ヶ瀬内での内需の充実など、お金を外に漏ら

さない仕組みをしながら耐え忍んで下さい！

自宅から近い 高島屋 もっと飲食店が増えるとよい。

落ち着いた雰囲気 ミツバチ食堂 おしゃれなカフェ お笑い芸人を呼んでお笑いイベント コロナで経営も大変だと思いますが頑張ってく

ださい！

岐阜の良さを感じられると

ころ

いっぱいありすぎ

る

土日等休日を利用して、キャンペーンを

多く実施する

まもなく夜明けだ！！

昔ながらの空間 ラーメン 花火 安いイメージ継続 頑張りましょう

贈答用 高島屋 プリ機(娘) ブランドのお店 必ずコロナは終息するのでそれまで上手く支援

金等を活用して踏ん張って下さい！

昔ながらのお店と新しいお

店の融合！

八千代さん（お好

み焼き）

野外ライブイベントをぜひ！！（野外だ

けどアーケードがあるから雨降っても大

丈夫！）

若い方（事業主さん）に家賃の負担を低くして

場所を提供しては？？

ヤナガセは岐阜の魂です！！がんばりましょ

う！！

地元感があって親しみやす

いです。

高島屋 子供向けイベント 食べ歩きが活発になってほしい 厳しい環境下で営業をされているところは非常

に感謝しております

昔からある商店街で、今で

もお店があること。これか

らも頑張って、お店を残し

てて欲しい。

麺dining 千利休 公園的なところ。 例えば、名古屋駅といえば金時計、銀時計、ナ

ナちゃんとか待ち合わせのしやすい場所がある

ので、柳ヶ瀬にもそういう待ち合わせしやすい

ものがあったらいいかも。

あとは、人が集まりやすいように休憩できるポ

イントがあるといいかも。

上にも書いた公園的なとことかベンチを置くと

か。

まだまだコロナが流行っているので、体には気

をつけて、営業のほう頑張ってください。

昔からある飲食店が大好き

です

マサムラ チームラボのような空間演出 食べ歩きができるようなスイーツや食事をいろ

んなお店で販売してほしい

私は岐阜市内の飲食店で働いておりますが、や

はりお客様が少なく厳しい状況が続いていま

す。感染予防対策やテイクアウトなど工夫を凝

らして営業しており大変ではありますが、いら

してくださるお客様の笑顔を励みに頑張ってお

ります。また柳ヶ瀬にも足を運んで美味しいお

食事やお買い物、イベントを楽しみたいと思っ

ております。お互い大変な時期ではあります

が、頑張って参りましょう！

イベントがあるとついつい

行ってしまいます。

一楽 子供が恐竜好きなので恐竜のイベントが

あればぜひ行きたいです。

無料駐車場を作る 私は医療従事者として日々コロナと闘っていま

す。柳ヶ瀬商店街のみなさんも頑張って欲しい

と思います。

昔ながらの風情があって通

るたびに鑑賞に浸らせて頂

いています。

高島屋 岐阜の名物を紹介するイベントや、若者

が集まりやすい空間があるといいと思い

ます。

お祭りや物産展 コロナ禍で大変だと思いますが、皆んなで力を

合わせて乗り越えていきましょう。

最近、若い方たちが盛り上

げようとしているところ

今のところありま

せん

以前あった日本酒、ビール等のイベント

地元だから好き。幼少期か

ら色々思い出がある。

ドンキの裏にある

たこ焼き屋さん。

名前忘れた

子供も大人も楽しめる身体を動かせられ

る施設。

古き良き商店街の面影を残して老若男女楽しめ

る商店街になれば活性化すると思う。

ひどい言い方ですいません、ただでさえ過疎化

が進んでてコロナで更なる打撃を受けてると思

います。

ただ今を乗り切った先に希望はあると思いま

す。

また昔のように活気づいてる柳ヶ瀬を見せてく

ださい。

大型ショッピングセンターに負けないでくださ

い。

昔ながら 革工房COMOC 有名人を呼ぶ

昔ながら 革工房COMOC 有名人を呼ぶ

街の雰囲気 どれも好き。岐阜

横丁のビアガーデ

ンとかです

色んなグルメを集めて欲しい マスコット、グループ、柳ヶ瀬と言ったらと言

う物を作って欲しい。TVとかもっとアピールし

て欲しい

今は大変だと思うけどプラスに考えてお互いに

がんばっていきましょう

レトロ感と、雰囲気 全部 人気がある、話題のスィーツ店 TVで有名になる程の店、あるいゎ、柳ヶ瀬の商

店街に何がぁるかTVで紹介とか。

暑い中大変ですが、コロナに負けず、元気一杯

頑張って下さい！！

飲食店があり、好きな服屋

がある

ナマステグル　カ

レー屋さん

小さい子供向けのイベント イベントを知っている私たちはいいのですが、

イベント自体があまり多くのかたに知られてい

ないので、告知活動を増やした方が良いと思

う。

なんか偉そうにすいません笑

今は厳しい時期だとは思いますが、いつかはコ

ロナも終息すると思いますので頑張って下さい

レトロ感と、雰囲気 全部 人気がある、話題のスィーツ店 TVで有名になる程の店、あるいゎ、柳ヶ瀬の商

店街に何がぁるかTVで紹介とか。

暑い中大変ですが、コロナに負けず、元気一杯

頑張って下さい！！

色々な商店集まっていると

ころ

つばめや 親子で楽しめるイベント 週末、市役所の駐車場を無料開放してほしい。 コロナで大変だと思いますが、終息することを

期待して頑張ってください。また、遊びに行き

ます。

気さくに買い物ができる つばめや ペットを連れて入れるお店を増やしてほ

しい

大学の柳ヶ瀬キャンパスをつくる 色々大変だと思いますが頑張ってください！



柳ケ瀬商店街の好きなとこ
ろ

柳ケ瀬商店街で好
きな店を

今後、柳ケ瀬に増えたらいいなと思うも
の

柳ケ瀬商店街活性化のアイデア コロナと闘う店主の皆さんへ応援メッセージが
あれば

私は岐阜で生まれ育って、

柳ヶ瀬といえば、岐阜市の

シンボルだと思います。小

さい頃、母親に柳ヶ瀬行く

よと言われれば、喜んでつ

いて行きました。大好きな

場所でした。あの頃と大人

になった今とでは、柳ヶ瀬

の印象も違いますが、地元

愛は同じです。お店の方々

が、とても気さくで、話し

やすく良い方ばかり。。。

という印象です。

高島屋、コメディ

アン、ロンドン、

檸檬、さんまる

や、天ぷら倶楽部

イベントにて、手作り市（おやつ、雑

貨）

ポイントラリー：あちこちのお店での買い物に

ポイントが付き、一定数貯めると、商店街で使

える商品券が貰える。そういうのがあると、他

所（ショッピングセンター）じゃなくここの商

店街で買おうかなぁと思える。

このコロナの間、仕事以外、家にいることが多

く、外食したくても、我慢して家で作ってい

る。コロナが終息したら、美味しいものを食べ

に行きたい！買い物をしたい！

そんな人がいっぱいいると思います。

柳ヶ瀬商店街の皆様、待っていて下さい！

今を乗り越えるのが非常に大変だと思います

が、私たちも行ける時が来たら必ず行きます！

がんばれ、柳ヶ瀬‼️

小さい頃、近くに住んでい

たので、週末には毎週家族

で歩いていました。

母と出かけたり、父がビー

ルを飲んだり、おばあちゃ

んとただ歩いているだけ

で、お友達にすれ違った

り、、、と、賑わってい

て、楽しかった思い出ばか

りです。

高島屋、おじいさ

んの時計やさん

●学生さんが学校帰りに寄りたくなるよ

うなインスタ映えするカフェ、

●老若男女問わず気軽に昼飲みできるよ

うなお店

●キッズスペースある飲食店

異なるペルソナを設定するようなイベントを定

期的に開催して、

多種多様な方にまず足を運んでもらえるよう企

画をする。

（家族向けに縁日のようなお祭り、独身者向け

町コンのようなイベント、主婦向けバザー、高

齢者向けスペースの開放、など。

子供と高齢者が触れ合えるイベントなど）

柳ヶ瀬で飲食店をやっている経営者の知人が何

人もいます。

昨日も応援の気持ちも含め、友人と食事にいき

ましたが、金曜夜にも関わらず、他にお客さん

はゼロでした。

歩いている人もめっきり減り、さぞ大変だと思

いますが、応援する気持ちは変わりません。

今が1番大変かとは思いますが、

柳ヶ瀬をこの先も活気ある商店街として存続し

て欲しいです。

多くの方がそう思っていると思います。

頑張ってください。

恐竜のイベント ツバメヤ、ポーヤ

イ

古着屋、パン屋、カフェ、ケーキ屋や食

べ歩きできるお店が増えたら楽しいです

無料駐車場をつくるとお客さんが来やすいと思

う(買い物額に応じた割引サービスでもよいと思

います)、昭和レトロを追求した通りを作る、食

べ歩きスポットをたくさん作る

自粛ムードでなかなか足を運べない日々が続き

ますが　落ち着いたらまた家族で行きたいで

す。大変な状況ですががんばって下さい！

なんだか落ち着く ツバメヤさん、パ

ン屋さん(名前わか

らない)

宝探しみたいなイベント 市外料金のバスの地域もバスで来やすいように

したらアルコールが入るイベントも参加しやす

いです

がんばれー

イベントが楽しみ。 ツバメヤ おいしいランチのお店 駅からのシャトルバスとか手軽に岐阜駅から行

き来出来るシステムの構築。

今は苦しい時ですが、きっと新しい未来の柳ヶ

瀬が待ってます。

みんなで少しずつ手を取り合って頑張っていき

ましょう❣️

昔から変わらない雰囲気 高島屋　ツバメヤ 遊べるスペースゆったりできる空間 無料駐車場

幼い時から行っている為親

しみ深い

一つを選べるほど

ではない

カフェ 暗い場所を作らない、安全 頑張って欲しいです。

昼間の活気溢れる明るい

所。

地域の方々が力を

出し合って頑張っ

ている様子が見ら

れる所も好きで

す。

喫茶店、アミューズメントパーク、雑貨

屋

独自だけではなく幅広く色んな事を取り入れて

いけたら良いと思います。

明るい未来を願って前向きに頑張りましょう。

傘いらず！雨に濡れないと

ころ(^^)

ツバメヤ ハロウィン、お化け屋敷の復活 夏祭りイベントやビアガーデン 今はガマンの時期ですが、笑顔あふれる毎日が

戻ってくるので、みんなの笑顔を糧にがんばっ

てください！

タカシマヤ タカシマヤ 長良川温泉街とタイアップした店舗 戦国武将のテーマパーク 明けない夜はない！

レトロな感じが懐かしい ぶびんが 輸入雑貨のお店 駐車場や、トイレが増えると子ども連れでも行

きやすいです

コロナに負けずに頑張りましょう！

青春時代は柳ヶ瀬で過ごさ

せて頂きました！また、あ

の青春時代を思い出したい

です！

今はなき、SENSA

めっちゃ通いまし

た。

子連れで楽しめる場所 老若男女が楽しめる場を作る。それが、何かと

言われると、、、 ( ´•̥  ̫ •̥̀  ) 

私の青春時代は柳ヶ瀬商店街での思い出ばかり

です。

結婚して子供が出来た今、今度は家族で通いた

いです！

あの頃とはまた違う柳ヶ瀬商店街を見せてくだ

さい！

全国からも足を運んで貰えるような商店街！期

待しています☆°｡⋆⸜(*  ॑꒳  ॑ * )⸝

レトロなかんじ 無印 食べ歩きが出来る店 大須みたいに気軽に立ち寄れる店 みんなで頑張りましょう！

美味しいものがたくさんあ

る❤️

ティダティダ 休憩スペース 昔ながらの良さを残しつつ現代にあった商店街

づくり

大変な時期ですが、お互いに頑張りましょう！

またお邪魔します。

色んなお店がある 高島屋 カフェ

独創性に溢れている シネックス 子供達が遊べるスペース、輸入雑貨や文

房具などの専門店が増えると良いと思い

ます。

ショッピングモールのように、万人受けする店

を増やすのではなく、コアなお店が増えると良

いと思います。

また柳ヶ瀬全体をショッピングモールのように

飲食店区域、服飾専門店区域などに区分けし人

の移動を考えた配置計画を立てるべきだと思い

ます。他にも、トイレや休憩所を増やした方が

良いと思います。

コロナ対策がとりやすいのは、ショッピング

モールよりも商店街だと思いますので、ピンチ

をチャンスに変える良い機会なので頑張ってく

ださい。

最近はイベント等頑張って

いる所

ツバメヤ お洒落な飲食店 朝一みたいな… 皆んなで一緒に乗り越えて頑張ろー‼️

昔ながらの商店街っぽくて

すき、カフェ等増えれば

もっとすき

タムタム 映画館、栄オアシスのような休憩スペー

ス、赤鰐のような人気のカフェ、プリク

ラ、ステージ、インスタ映えスポット、

有名な服屋、ご飯屋、お化け屋敷、ゲー

ムセンター

岐阜駅周辺の居酒屋が栄えてきているので、夜

まで遊べるスポットを作れば1日岐阜で楽しんで

もらえるのではないか。どこからどこまでが

柳ヶ瀬商店街なのかいまいちよく分かってませ

ん。岐阜の名産鮎や飛騨牛が美味しく食べられ

る店などがあれば行きたいと思います。リーズ

ナブルな店から高級店まであると幅広い世代の

人が楽しめると思います。若者が好きそうなオ

シャレなカフェや遊び場を増やせば学校帰りに

寄れたりしてもっと活気に溢れるのではと思い

ます。やななはもう引退してしまいましたか？

ゆるキャラでアピールするのもいいと思いま

す。

柳ヶ瀬商店街は岐阜の誇りだと思っているの

で、大変な時期ではありますがコロナに負けず

に頑張りましょう！！！終息して色んなイベン

ト等ある時は遊びにいきます。柳ヶ瀬商店街を

変えるチャンスだとも思っています。ピンチを

チャンスに変えて前向きに頑張りましょう！



柳ケ瀬商店街の好きなとこ
ろ

柳ケ瀬商店街で好
きな店を

今後、柳ケ瀬に増えたらいいなと思うも
の

柳ケ瀬商店街活性化のアイデア コロナと闘う店主の皆さんへ応援メッセージが
あれば

シャッター街の中におしゃ

れなカフェなどがあってノ

スタルジーを感じる

クロイスターズカ

フェ

カレー専門店やパン屋さん、一宮の七夕

祭りみたいなイベントがあったら楽しそ

う

ヤナナみたいな斬新なゆるキャラをまた作って

欲しい。メディアが取り上げて子供達にも人気

が出ればまた盛り上がると思う。

今は蜜を避けなければいけないけど、コロナが

収束すればまた必ず柳ヶ瀬商店街に遊びに行き

ます！！それまでどうか頑張ってください！！

昔ながらの店舗と新しい店

舗が両立しているところ。

村さ来 若者もお年寄りもゆっくり休めるカフェ

や喫茶店。サラリーマンを呼び込む居酒

屋。

高島屋を核として、小規模店舗の集合体を作っ

てみてはいかがでしょうか。

毎週柳ヶ瀬にお伺いしています。店主の皆さん

と客である私たちで力を合わせて乗り切りま

しょう！

ゆっくりお買い物ができる 高島屋 ランチができるお店やカフェ、子連れで

も楽しめるお店

コロナで色々とご苦労されていると思います。

柳ヶ瀬は歩いて行けて、色々お店があるので、

もっと活気付いて欲しいと思っています。頑

張ってください！

いい意味で静かなところ 喫茶店のかまた 今暑いので夏限定でアイスクリーム屋さ

んとかあればいいな〜って

一緒にコロナ乗り切りましょう！頑張りましょ

う！

屋根があって雨に濡れない

ところ

エウレカと、岐阜

高島屋の中のラー

メン屋さん

柳ヶ瀬の中に公園や無料の駐車場があれ

ば気軽に行ける。

お値打ちな駐車場は知っていますが、無料の駐

車場があると行きやすい。

グルメのイベントをやって欲しい。

頑張ってください！応援しています！

レトロで居心地が良いとこ

ろ

やながせ倉庫 カフェ 動物関連のイベントが見たい！ 健康に気をつけて頑張ってください！

昔ながらの商店街の雰囲気 ドン・キホーテ 岐阜の名産等を扱うアンテナショップ 大須商店街の様に、若い子が集まる流行りのお

店（少し前だとタピオカ、チーズハットグ、韓

国の化粧品等）を沢山出して欲しい。

小学生の頃、毎日の様に友達と柳ヶ瀬に行って

ました。コロナの影響で今まで以上に大変だと

思いますが、また賑やかだった柳ヶ瀬に戻る日

を楽しみにしています！

サンデービルヂングマー

ケット

ツバメや 駐車場 買い物カートを商店街中使えるとか。 また行きます！

屋根がある、レトロな雰囲

気

来て屋、村さ来、

がんこ村、ブルー

ブルー、くいしん

ぼ、ロンドン、廣

瀬本店

ラーメン屋、定食屋などの飲食店と、若

者世代が利用する洋服屋

・動物を飼う。といっても小動物ではなく、北

にライオン、南にキリン、東に象、西にワニ、

中央にゴリラなど。

・レトロはいいが、汚いのはダメ。古くてもき

れいにしておく。

・屋根にプロジェクションマッピング。

・台湾屋台村を再現

玉宮は若い経営者をたくさん呼び込み活性化し

ました。ただ、岐阜市民としては柳ヶ瀬が活性

化してこその岐阜市、とおもっています。お願

いします、やる気のある経営者だけで商店街を

運営してください。柳ヶ瀬が我々の誇りなんで

す。

地元だから。 バングラッシー アーケードを活かした全天候型の人工芝

公園や子供が遊べるボルダリング等の施

設。真夏の直射日光を避ける娯楽が不足

しています。

物販主体では無く体験型の商店街として、遊べ

る商店街が理想です。

近隣住人は常に必要としています。柳ヶ瀬商店

街にはチェーン店の出店はミスマッチと思いま

すので個人店さんの更なる活躍に期待していま

す。

行くたびに新しいショップ

を発見できるところ。

シルバーアクセの

お店が若い頃から

好きですが名前が

わかりません

ゲームセンター、雑貨屋さん、涼んだり

温まったり出来る簡易な休憩所

大須商店街で世界コスプレサミットという大き

なイベントをやっていますが、地域的にオタク

な人が多い気がするのでそういったオタク向け

のお店の展開やイベントがあると人が集まる気

がします。とくにコスプレイヤーは風流な場所

などをロケーションとして好み傾向があるよう

なのでそういったところでの撮影をしやすくし

たり、サポートをするとお金払いが良い人が多

いので活性化の一助になる気がします。

学生時代からふらっと行きたくなるような雰囲

気で昔から好きです。コロナ以前からとても大

変なのは閉店具合から見ても明らかで寂しい気

持ちがあるとともに何か出来る事はないかと考

えておりました。

コロナの最中はもちろん、落ち着いてからも大

変な闘いが続くお店もあると思いますが、また

買い物がてら散歩に行きますので、どうぞみな

さんご健康に気遣いつつ頑張ってください。

アーケードがあるところ お好み焼き 正村 高

島屋

親子で出来るお手軽なワークショップ 皆さん、思うことは同じです！

コロナが終息すればまた以前のように賑やかに

なるはずです！

厳しい時ですが、踏ん張りましょう！

高校生の時にいったお化け

屋敷が好きだった。成人し

た今は飲み屋があって意外

と楽しい。

柳ヶ瀬cinexと初寿

司

大手チェーンのファーストフード店、カ

ラオケ等

カラオケ、ファーストフード店、コーヒー

ショップ等あれば若者は足を運ぶと思うし、

柳ヶ瀬商店街全体での祭り等あれば自然と客足

は増えると思う。

頻繁ではないですが昔から足は運んでいて、人

あたりが良さそうな人ばかりなので体に気をつ

けて頑張って欲しい

街並みがすきです。 ミツバチ食堂さ

ん、ティダティダ

さん、神室町商店

さん、モックモッ

クさんなど。

おしゃれなカフェやおしゃれな飲食店な

ど。

柳ケ瀬商店街は昔から好きで、ちょくちょく行

きますので、諦めないでがんばってください。

応援しております。

食料品から雑貨まで！子ど

もからご年配の方まで！住

民と活気あふれる所。

店主の顔が見え(大型ショッ

ピングモールとは違い)季節

の商品やイベントが町全体

で取り組んで、食べたり

買ったりできるところ。

ツバメヤ、スナッ

クM、いろり庵

高島屋前の靴屋(靴

紐で助けて頂いた)

回遊性が大切(駐車場になるのはダメだと

思う)

大型ショッピングセンターにはない商品(オリジ

ナル、手作り、地元商品)の取扱と発信。

若い層家族連れが訪れる工夫テレビやネットで

の宣伝や特集

コロナ対策　ネットショップIN柳ヶ瀬みたい

な。

店主のみなさんも自身の健康を大切にしながら

お店の事を考えたり、不安や苦労があると思い

ます。私も行きたいけど若者の感染が騒がれて

いる中控えています。

決して行きたくないから行かなくなった人ばか

りでは無い、住民から愛着があるから店や周り

の人に迷惑をかけない様闘っている人達が多い

と思う。

店主さんの健康を第一にみんなでコロナを乗り

越えましょう。

最近、新しいお店も増えて

若い人達が戻ってきてる感

じがする。

柳ヶ瀬がもっと活気が出る

と嬉しいと思います‼️

ヒート 柳ヶ瀬の中に焼肉店が少ないので

出来れば行きたい。

柳ヶ瀬まで来てもらう為に

お店までの

無料ハイヤーとかあると助かる。

少し距離があるだけで来てもらえないのが残念

です。

大変な年になりましたが

力を合わせて乗り越えましょう‼️

商店街の雰囲気 菊川 いろんな国の料理店。 本場他国の料理店を増やす。 また遊びにいくで！

あたたかいところ バー、シークレッ

ト

入りやすい飲み屋さん、焼き鳥屋等、

飲んだ後のラーメン屋、岐阜タンメン希

望

現金で買える共通の商品券等、一万円で一万一

千円分になるみたいな

今は、耐えて耐えて、いつになったらって感じ

だと思いますが、落ちた後は必ず上がると思い

ます。その時は、自分も微力ながら地元民とし

て柳ヶ瀬に行きますので、その時に笑顔で会い

たいです。

若い頃から気に入っている

店がある

高島屋 おしゃれなカフェ〔昭和なレトロ風） 若い子が集まる様、インスタ映え 大変な今を乗り切り、自由に歩ける日を楽しみ

にしています。

昭和な雰囲気が残る商店街

高島屋にモロゾフがある！

おうばんやきおいしい！

星時　

CLUB G

ツバメヤ

高島屋モロゾフ

生活の木

カフェ　いちげんさんでも入りやすいご

飯を食べる所

ほかの手作り市と違う所は雨天決行が出来る

所。夏も炎天下にならない事。

和物市とか、ヨーロッパ市とかフランス一日中

とかテーマを絞った手作り市あると楽しそう！

またコーヒーの飲み比べイベントして欲しい！

この前に商店街でお店で買い物した時お店を閉

めるんだという話が聞こえてきました。

行政がもっと援助してくれてお店が無くなって

行かないように声を出す方法が何か有れば良い

のにと思います。

今日よりも明日良い方向に向かいますように。



柳ケ瀬商店街の好きなとこ
ろ

柳ケ瀬商店街で好
きな店を

今後、柳ケ瀬に増えたらいいなと思うも
の

柳ケ瀬商店街活性化のアイデア コロナと闘う店主の皆さんへ応援メッセージが
あれば

昭和的な所。 来て屋 アップル、若者向けの服、ユニクロ的な

ファミリー層向けの服

お店が少ないと思う。大須商店街などはいろい

ろな分野のお店があるのでいろいろ見たりでき

るけど柳ヶ瀬は…。ピンチをチャンスに変える

といいと思う。

私は岐阜県民です。できる限りですが手助けで

きればと思います。「柳ヶ瀬商店街を応援しよ

う」みたいな企画で取り寄せグルメなどがあれ

ばぜひ購入したいです。

歩いているだけで楽しい キッチンねこー 雑貨やさん おしゃれな日用雑貨が増えると生活が楽しくな

る

古臭い所 高島屋 居酒屋、屋台、横丁 イベントをやってほしい！

フェスなど

コロナに負けるな！共に頑張りましょう！

歩きやすくて、隠れた名店

もある。

つばめ屋、ブルー

ブルー

座る場所、昼間だけのゴミ箱、それらを

した上での各種イベント

新しい人は入りやすくして欲しい。

新規の客しかり、新規の事業者しかり。

店員さんも笑顔が少ない気がします。

苦しい時ではありますが、柳ヶ瀬商店街大好き

です。

各種イベントでの力の入れ方も素晴らしいと思

います。

応援してます。

気軽にいける所。雰囲気も

いい。

全部好き。 各地域のキャラクターが見たい 一緒にがんばりましょう！！！

イベントがたくさんあると

ころ！

いしぐれ珈琲 車でのアクセスが向上すると行きやすい イベント情報などの認知度が意外と低いと思う

ので会社などに、宣伝やビラ配りをすると良い

と思う。

会社仲間で話題になって行きやすくなると思

う！

厳しい状況が続いていて、維持することもすら

難しいかと思いますが、いつかはコロナ終息が

くるはずです。

諦めずに頑張っていただきたいです。

懐かしい ミツバチ食堂 子供が楽しいイベント イベントを増やす 大変とは思いますがみんなで頑張っていきま

しょう。

長年の歴史 あ 結婚式など 今は結婚式なども難しい状況だと思うので、結

婚式をできなかった人たちを支援するようなこ

とをしてもらいたいです。

今は本当に大変だと思いますが、またいつもの

生活に戻れるように祈って、自分自身も何かで

きることを探しています！一緒に頑張って日常

を取り戻しましょう！

どんな不況でもめげない 山本屋 ショッピングセンターにある珍しいお店

とか、スターバックスとか

イメージをがらりと変えてみる。

大分由布院のフローラルビレッジみたいな

頑張ってる皆さんに頑張ってとは言えません。

永遠に続くのではないのだからと思って乗り越

えて下さい。

通学途中の朝の準備の雰囲

気がいちばん好きです

松ノ屋 古着屋さんやカフェなど もう少しどの年代でもいいんですがターゲット

を絞ってその人たちが1日いることができる場所

にするべきであると考えます。

コロナが落ち着いたら通るだけでなく遊びに行

きたいと思います！苦しい中ですがどうか頑

張ってください！！

あたたかいところ バー、シークレッ

ト

入りやすい飲み屋さん、焼き鳥屋等、

飲んだ後のラーメン屋、岐阜タンメン希

望

現金で買える共通の商品券等、一万円で一万一

千円分になるみたいな

今は、耐えて耐えて、いつになったらって感じ

だと思いますが、落ちた後は必ず上がると思い

ます。その時は、自分も微力ながら地元民とし

て柳ヶ瀬に行きますので、その時に笑顔で会い

たいです。

昔ながらの懐かしい雰囲気 平木屋画材 地元色の強い、岐阜に特化した飲食店

活気 ミツバチ食堂 カフェ　集いの場 今回のような企画はいいと思います 岐阜県代表の商店街です。頑張って下さい。

小学生の頃から行ってる馴

染みの場所

みつばち食堂 お化け屋敷のような SNSで話題になるよ

うなイベント

やななの復活！ ガンバって！

なつかしいところ。 高島屋。 子供向けイベント。休憩できる場所。管

理された公衆トイレ。

子供連れなので子供と気軽に行けるお店が増え

るとうれしいです。

電車に乗りたい子供を連れてよく電車で遊びに

行っていました。今は足が遠のいていますが必

ずまた行きます。大変な日々かと思います。コ

ロナの収束を願っています。頑張ってくださ

い！

古着やカフェがおしゃれで

好きです！

Palette ミツバチ食

堂

カフェなど若者も行きやすい空間を増や

して欲しいです。

青春の場所 高島屋 大祭り パフォーマンスステージを使ってTICTOKにのせ

る

今は辛いと思うけど何とか耐えてください。

出来る限り支援します。

昔からのお店と新しいお店

が混在してるところ

マサムラ マーケット、朝市 インスタなどSNSを使う。

写真映えするメニュー(なるべく安め)の開発

今は大変だと思います。でも明けない夜はない

と私は思っています。

街の散策をしながら買い物

ができることが楽しいで

す。

高島屋 駐車場の確保など、アクセスが楽になる

といいなぁと思っています。

謎解きクイズや脱出ゲームなど、柳ヶ瀬を歩い

て探検できるイベントに行きたいです。

コロナ収束の見通しが立たない今、厳しい日々

をお過ごしと思います。明けない夜はないこと

を信じて耐えた先に安心できる毎日がきっと来

るはず。みんなで乗り越えましょう❗️

見つけにくいけれどいい店

があるところ

ティダティダ おいしいコーヒーやお菓子を食べながら

ゆっくりできるところ

学生が通ると思うので、学生向けの勉強ができ

るところや、イベントが増えるといいと思いま

す。

今は大変だと思いますが、なくなってしまうと

寂しいので頑張ってほしいです！応援していま

す！

最近、若い方たちが盛り上

げようとしているところ

今のところありま

せん

以前あった日本酒、ビール等のイベント

歩きやすくて明るい 一楽本店 落ち着きのあるカフェ 年配のイメージがあるので若い人も楽しめる原

宿とかにあるお店がたくさんあってもいいと思

います

まだまだこれからが大変になる気がします。い

つか終息した時、笑顔でお会いできるよう、お

互い頑張りましょう！

映画館やプリクラ、センサ

でお買い物したり、お化け

屋敷やちょっと背伸びした

柳ヶ瀬11階のレストラン♪小

さい頃から慣れ親しんだ

街。

一時は閑散としてしまった

が、また若い人も加わって

頑張ってるところが素敵✨

ささ政　着物 クリエイターのお店や、オーガニックの

飲食店

子育て世代をターゲットにした戦略をする 岐阜といえば柳ヶ瀬！柳ヶ瀬なら大丈夫👌

どこかホッとする街の空気

感

やながせ倉庫 ボードゲームで遊べる空間があったら嬉

しい。

お買い物しながら出来るラフなスタンプラリー

とか楽しそう

いつもおいしいお茶やお菓子をありがとうござ

います。やながせ倉庫のALCカフェさんと出

会ってから焼き菓子が大好きになりました！新

店舗応援してます(*´-`)✨

昔を思い出す 歩いてると楽し

かった

若い子を集めて出来る事

昔ながらのお店がある 高島屋　清福　山

本屋

アーケードがあるので屋台やオープンカ

フェなど歩いて楽しい空間

愛知県からの集客に成功していると聞く玉宮町

に飲みに来るお客さんが、昼間にランチやお茶

をしたり、岐阜ならではのお土産などを買い物

したり、帰りに寄ったりできるような導線が出

来たら良いと思う

巨大チェーン店や、ショッピングモールの出現

でただでさえ個人商店有り様が難しい時代に、

コロナによる経済ショックは本当に苦しいと思

います。しかしながら、海外旅行どころか県外

へ出かけることにも消極的にならざるを得ない

コロナ禍ではローカルに目を向けるチャンスで

もあるかと思います。



柳ケ瀬商店街の好きなとこ
ろ

柳ケ瀬商店街で好
きな店を

今後、柳ケ瀬に増えたらいいなと思うも
の

柳ケ瀬商店街活性化のアイデア コロナと闘う店主の皆さんへ応援メッセージが
あれば

青春時代を思い出して懐か

しいところ

ツバメヤ 職業体験 子供が集まるところは、大人もくるので、子供

が好きそうなイベント

大変な世の中で、厳しいこともあるかと思いま

す。私も医療現場にいて、いつも笑顔でいるこ

とは難しいですが、笑顔でいようとすることは

大切だと思っています。

患者さんのため、お客さんのため、家族のため

…、自分以外の人の事を考えることはとても尊

く、素晴らしいことだと思います。

どうか、お体に気をつけて、これからも頑張っ

て下さい！

イベントの開催があるとこ

ろ。

高島屋 皆んなが集まる空間。

のんびりしていて、ゆった

り歩ける

鮪しゃぶしゃぶ　

かじ木　さん

レンタルスペース(安価でイベント使用で

きると嬉しいです)

色んな企画を取り入れて皆んなが楽しめるよう

にする。ファッション、グルメ、クラフト、音

楽など。

岐阜駅周辺とは違った、懐かしさのあるお店や

若いオーナーのアイデア溢れるお店、アーケー

ドも綺麗になり、ゆったりと歩ける柳ヶ瀬商店

街が大好きです。

今は過去を振り返り、次へのステップの準備期

間と捉えて、前を向いて頑張って行きましょ

う！学生時代から慣れ親しんだ柳ヶ瀬商店街、

応援しています☆☆☆

良い意味で騒がしくない 高島屋 ニューカルチャーの集合団地など 本当に大変な時期だとは思いますが、是非体調

に気をつけてください。

お店の切り盛り応援しております。

賑わっていること コーヒー店 アイス みんなで乗り越えましょう

ローカル感。安心できる。

サンビル等、イベントが多

く楽しめます。

ツバメヤ 立ち飲み屋のイベント 柳ヶ瀬商店街独自のポイントカードやアプリの

ような、柳ヶ瀬商店街だからこその特別感を感

じられるような取り組みをしてはどうでしょう

か？

ポイントカードがあれば、柳ヶ瀬で買い物を全

て済まそうと思います。

応援してます！

いろんなお店がある。 ベーカリーショッ

プロンドン

ひと息つける寄り合い所のようなところ コロナが収束すればイベントなど 月に1度しか行けませんが、活気ある柳ヶ瀬商店

街を期待しています！経済的に不安も多いと思

いますが頑張ってください！

なんでも揃うこと まさむら 喫茶店 イベント がんばってください!

割と何でも揃っている 高島屋 大きなゲームセンター 頑張れ岐阜！！

雰囲気が昔と変わらず、行

くと毎回ワクワクします

八千代 中高生が集まるようなスイーツのお店や

インスタ映えするような場所が増える

と、若い人達から発信してもらえるのか

なと思います。

わたしには計り知れないほど、本当に大変だと

思います。がんばって下さい。

イベントに積極的、アート

が身近、若い人が頑張って

いる

ツバメヤ 夏場は夕方の市（昼間は暑すぎるの

で）、読書や飲食ができる本屋（ノマド

ワークができるような空間）、犬飼いが

買い物を楽しめる工夫、ドッグラン

犬と買い物できる商店街、犬預かり施設、犬の

保育園、フリーマーケット

月一のサンデービルヂングマーケットが心から

楽しみです。

美味しいご飯、おやつ、ありがとうございま

す。

アーケードが多くて、雨の

日でも歩いて商店街にいく

のが苦にならない。

高島屋 カフェ専門店 私もサービス業に携わっていますが、コロナは

いつかは必ず消滅するハズ。

共に頑張って今を乗り越えていきましょう！

そう信じて毎日少なくても、来店して下さるお

客様を大切に！

昔から来ているので、地元

密着な感じがいい

高島屋、みつばち

食堂

東京や大阪で流行ってる飲食のお店。 敢えて寄る気になる商品(話題のもの)がある事。

例えば大須のように老若男女が楽しめるような

この状況でたいへんですが、いつか活気が戻る

ことを信じて頑張ってくださいね！

親しみ易く入りやすいお店

が多い

ツバメヤ 海外の雑貨や屋台ブース 若者がこれば活気が出てくるので、名古屋の大

須みたいに台湾ブームみたいに乗った屋台など

のお店が出店すればいいなあと思います。

コロナに負けないでみんなで頑張りましょう！

活気ある人と後は飲み屋さ

んによく行くので、お店が

多い所！

がんこ村 お昼行くと、食べる店が限られているの

で、ランチをするお店が増えたらいいな

と思う。

接客業をされている方は特に大きな影響を受け

ていると思いますが、これからもずっと行かせ

ていただきますので、皆さん頑張って下さい！

美味しいそうなお店がある おせん もっといろいろなグルメイベントをして

ほしいです。

Ｂ級グルメ東海地区全般など コロナに負けずに頑張って下さい。

小さいお店がたくさんある

ところ

飲み屋いろいろ 恐竜のイベントを回数増やしてほしい コロナ禍の状況なら、テイクアウト祭り 。基本

クルマ移動が市民は主だと思うので車で気軽に

寄れるようなもので。

大変な時期だと思いますが、乗り越えましょ

う。明けない夜は無いです。

自由に散策できるところ。

こんな所にこんなお店が！

と発見があるのも楽しい。

A.L.C cafe, ロンド

ン, ツバメ屋さんの

お菓子と松乃屋さ

んのアイス

子どもが安心して遊べるスペースがある

といいかなあ　個人的には古本市を定期

的に開いて欲しい

クイズラリーやスタンプラリーなど、買い物し

ながら楽しめるイベントがあるといいかも　い

ろんなお店の食べ比べ、飲み比べがしてみたい

私の青春は柳ヶ瀬とともにありました。19歳の

娘は東京の大学に進学しましたが、柳ヶ瀬が大

好きです。また行くので待っていてください。

いろいろな楽しいイベント 高島屋 ファーストフード 個性的な店がたくさん集まる事で人が集まる 今は苦しい時だけど、いつかは乗り越えられる

から頑張ってください！

雰囲気がある 柳ヶ瀬倉庫、シ

ネックス

SNS映えするカフェ、SNS映えするス

ポット(背景など)、音楽ライブ

もっと若者が行きたいと思うような、おしゃれ

な感じにして欲しい。一部ではなく、全体的

に。そのためだけに行きたくなるような。商店

街のレトロな雰囲気と新しいもののMIX。SNS

で新しいお店ができた際に発信をもっとして欲

しい。

大変な時期だと思いますが、頑張ってくださ

い！新しい挑戦やアイディアをどんどん実践し

てほしいです。

昔ながらの雰囲気があると

ころです！

京おこです！ 飲み屋街がほしいです！ 柳ヶ瀬と言えば道路の真ん中を電車が走ってい

たイメージがあるので、復元した場所をつくっ

てほしいです！

色々みなさん大変ですけど、岐阜のみなさんで

柳ヶ瀬を昔みたいな街に蘇らせてほしいです！

人の温かみも感じるし、お

しゃれな店もあるところ。

エンザ おしゃれなカフェとかお菓子屋さんがあ

ると嬉しいです。

若者が集まりやすいようにおしゃれな店を増や

して、入りやすい場所に商品買ったら無料にな

る駐車場があるといいと思うました。大須みた

いな商店街になれば若者も増えると思います。

今は個人商店には辛い時期だと思いますが、収

束を信じて頑張ってください。

昔ながらの雰囲気があると

ころです！

京おこです！ 飲み屋街がほしいです！ 柳ヶ瀬と言えば道路の真ん中を電車が走ってい

たイメージがあるので、復元した場所をつくっ

てほしいです！

色々みなさん大変ですけど、岐阜のみなさんで

柳ヶ瀬を昔みたいな街に蘇らせてほしいです！
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柳ケ瀬商店街で好
きな店を

今後、柳ケ瀬に増えたらいいなと思うも
の

柳ケ瀬商店街活性化のアイデア コロナと闘う店主の皆さんへ応援メッセージが
あれば

昔ながらの商店街の雰囲気 ヒロセヤコスメタ

ウン

スーパーマーケット、スターバックス(若

者の増加に期待できるだろう)、百均

スターバックスなど若者が集まりやすいカフェ

や、フォトジェニックな飲食店(タピオカ)などを

開設する

コロナに負けず、みんなで乗り越えよう！

お昼は高島屋中心にいろん

な店で買い物がきて、夜は

美味しい飲食がたくさんあ

る！

高島屋、だいはち 祭りとか、大きいイベントをやってほし

い！

昔ながらの街並み 一楽 公衆トイレと休憩スペース 岐阜県民向けのセール 厳しい状況ですが応援していますので

頑張りましょう

高校生の頃から行ってい

て、おちつきます

店の名前わかりま

せんが、フルーツ

のお店

子供が、少ないお金でも、自分で買い物

できるようなイベント

大変な時期はいつか晴れます！！のちに、必ず

消費にいきます！がんばってください！

最近新しいお店が出てきて

るので、歩いてて楽しい。

神室町商店 テラス席のあるカフェ

アンテナショップ（岐阜にはアンテナ

ショップが無いのでウケるかも）

どんなお店でもいいので、まずは閉まってる店

をなくす。閉まってる店が多いと暗い感じがす

るので、そもそも行きたくなくなる

車社会の岐阜なので、商店街にアクセスしやす

い駐車場ができれば行きたくなるかもしれませ

ん。もちろん良心的な価格で。

南は岐阜駅、北は川原町や岐阜公園、立地は良

いはず。コロナの影響が大きいですが、今日も

十八楼は県外ナンバーの車が数多く停まってい

ました。そのお客さんを取り込めるように、

柳ヶ瀬のパンフレットを置いてみてはどうで

しょうか？岐阜公園や川原町、麒麟が来るのパ

ンフレットは見ましたが、柳ヶ瀬のパンフレッ

トは皆無でした。

レトロな感じ みつばち食堂 小さい色々なお店が増えるといいな。 大きな駐車場をもっと柳ヶ瀬近くに作る。 本当に大変苦しい状況だと思います。

軽々しく頑張ってとは、言えないです。

でも、お店を経営している方々が希望が持てる

ような日常が早く戻ってくることを心から願っ

ています。

柳ヶ瀬に行きますねー。

最近新しいお店が出てきて

るので、歩いてて楽しい。

神室町商店 テラス席のあるカフェ

アンテナショップ（岐阜にはアンテナ

ショップが無いのでウケるかも）

どんなお店でもいいので、まずは閉まってる店

をなくす。閉まってる店が多いと暗い感じがす

るので、そもそも行きたくなくなる

車社会の岐阜なので、商店街にアクセスしやす

い駐車場ができれば行きたくなるかもしれませ

ん。もちろん良心的な価格で。

南は岐阜駅、北は川原町や岐阜公園、立地は良

いはず。コロナの影響が大きいですが、今日も

十八楼は県外ナンバーの車が数多く停まってい

ました。そのお客さんを取り込めるように、

柳ヶ瀬のパンフレットを置いてみてはどうで

しょうか？岐阜公園や川原町、麒麟が来るのパ

ンフレットは見ましたが、柳ヶ瀬のパンフレッ

トは皆無でした。

賑わっていること コーヒー店 アイス みんなで乗り越えましょう

柳ヶ瀬のサンデービルヂン

グマーケットや、ぜんため

などの楽しいイベントが特

に好きです。昔ならではの

雰囲気があるところもワク

ワクします。

平木屋、アジアン

バルソラ、無印、

高島屋

昔、高島屋の近くにゲームセンターが

あって、友達と遊んでいました。とても

楽しかったです。閉店したときは残念で

した。もし、またできたら友達と絶対遊

びに行きます。

ゲームセンターをぜひ！！！あと昔行ったこと

のある、口裂け女のお化け屋敷最高でした。と

ても思い出に残ってます。またやって欲しいで

す。

昔、迷子になったとき助けてくれた人たちが沢

山いました。皆さんいい人ばかりでした。その

節はありがとうございました。応援していま

す。

懐かしいにおいがする モスバーガー コンピュータの専門店 流行の食べ物のお店 がんばってください。

人の温かみも感じるし、お

しゃれな店もあるところ。

エンザ おしゃれなカフェとかお菓子屋さんがあ

ると嬉しいです。

若者が集まりやすいようにおしゃれな店を増や

して、入りやすい場所に商品買ったら無料にな

る駐車場があるといいと思うました。大須みた

いな商店街になれば若者も増えると思います。

今は個人商店には辛い時期だと思いますが、収

束を信じて頑張ってください。

昔の雰囲気を残していると

ころ

映画館、タカシマ

ヤ

B級グルメ集約店舗 岐阜の人は車移動が基本、なので駐車場確保と

その告知

どこも大変ですがいずれ治まります。

今はこらえて、その時まで頑張りましょう。

また、タカシマヤ南の開発が完了すれば人も集

まるのでこれにあわせてどんどん企画をお願い

します。

主に飲食店に行くのだが、

人がいいし、美味しい。

はぴやな食堂 落ち着いて本が読める喫茶店 固定のものではなく変わるもの。いろんな人の

魅力で活躍できるように。

まずは自分の想いを大切に。

レトロな感じ ツバメヤ 外人ターゲットイベント 異文化紹介、意外な暮らしなど 長い長いトンネルの先には光明が…！

おしゃれなお店ばかりで活

気あふれ、お祭りみたいに

ワクワク感があり、とても

好きな商店街です。

ツバメヤ 現状にとても満足しています！ 柳ヶ瀬商店街は、月に1回は必ず訪れる私の大好

きな空間です。大変な状況だとは思いますが、

頑張ってください！応援しています！コロナが

落ち着いてきたら、また伺います！

品揃えがいい 高島屋 お祭り 子供向けの遊び場 あきらめずがんばってください

岐阜といえば柳ヶ瀬、老若

男女が集まれる所です！

高島屋 もっと若い世代も行きやすい、楽しみや

すいお店が増えたらいいなって思いま

す。

ヤナナみたいな、愛されるゆるキャラの復活！ 毎日、大変な日が続いています、おつかれさま

です。商店街の皆さんもお店にとっては大変だ

と思いますが、自分も介護福祉施設でコロナの

中、利用者に感染しない、スタッフが感染しな

いよう毎日

頑張っていますので、一緒に乗り越えていきま

しょう！みんなで笑える日が来るまで。

サンデービルヂングマー

ケット

沖縄料理店、ツバ

メヤ

かき氷屋 全国的なコーヒーのイベント等 また遊びに行きますので頑張って下さい！

地元ではないけれど、何か

とても懐かしいような気持

ちにさせてくれるところ

まるや 無料駐車場、 無料駐車場の設置 歩いていると元気に声をかけてくれる人達ばか

りで、暖かみのある商店街だなって思っていま

した。なかなか収束の見えないコロナですが、

気おつけるとこは気おつけてお身体第一で営業

頑張ってください！

活気がある 高島屋 駐車場料の無料化 駐車場料の無料化 これがほとんど全てかと思いますが

アーケード 高島屋 テイクアウトのお店 駐車場がほしい ジュラシックアーケードは子供と毎年行ってい

ます。イベントは楽しみにしています。

身近な風景 ミツバチ食堂 音楽フェスティバル

古臭さの中に人情があると

ころ

来て屋 子供、大人が楽しめるイベント。

大須のように花魁道中などそういう変

わったものがあると人がくるんじゃない

かな？と思います。

若者に向けたファッション、雑貨や、飲食店を

増やしたらもっと行きやすいのかなと思いま

す。

今この大変な状況の中でお店を守り抜くことは

とても大変だと思います。

歴史ある柳ケ瀬という街の灯をこれ以上衰退さ

せない為にも、踏んばって頑張っていただけれ

ばと思います。

応援しています。

コンパクトなところ 高島屋 若者や家族で行けるお店。音楽イベン

ト。

高級食パンや有名ラーメン店など目玉となるお

店。

こどもの頃からよく行っていましたが、思い出

の場所としてずっと残っていると嬉しいです。

天候に左右されない屋根が

あるのは助かります

ぎふ柳ヶ瀬ツバメ

ヤ

和菓子屋、全国銘菓の催事お願いします 若い世代を呼び込める求心力のある店がじゃん

じゃん増えると、活気が出てくるかも。

良い時期も必ずきます！今を乗り越えましょ

う！
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柳ケ瀬商店街で好
きな店を

今後、柳ケ瀬に増えたらいいなと思うも
の

柳ケ瀬商店街活性化のアイデア コロナと闘う店主の皆さんへ応援メッセージが
あれば

人が暖かいところ。実家が

静岡県の富士市という所な

のですが、実家近くにあっ

た商店街を思い出すことが

出来るので、妻とたまの休

みに伺っています。

お茶処あずきの花

さん

自分も飲食店を以前していましたが、飲

食店は現在店頭にてお持ち帰り等を販売

しているかと思いますが、商店街の飲食

店のオリジナル商品をお持ち帰りできる

ものを売っている総合販売店があればな

と。商店街で運営し、商品は持ち寄り。

お店で買い切りを行い販売委託をする形

をとる事で、お店の宣伝、お店に行きた

い人は店舗へ、おうちで食べたい方は当

該店舗で。お店には固定の売上が入り、

見通しが出来るのではと考えます。

商店街の運営に若者の意見を取り入れるべきか

と。正直時代錯誤のイベントや、販促品が多い

なぁと感じます。今お店に来ている人が歳を召

したあとのことを考えるか考えないかが大事か

と。

僕も東京で飲食店店長をしていましたが、知り

合いなどで閉店を考えている方は沢山います。

居抜きなども狙われているらしく、商店街や雑

貨店など大変なことが多いかと思いますが、若

者でも考えている人はいます。インフルエン

サーなどに依頼などを行い、拡散など、ぜひ今

後も商店街になるように応援しています。

古い町並みだけど、いいお

店が隠れてるところ

丹下 芸術文化が感じられる町並み 芸術文化通りなど作って、他と異質な空間を

作ってほしい

消費者も本当にいいものはいつまでも欲しいも

のです。

いろいろなお店がある 八百屋さん ゆっくり、くつろげる空間 人気のある食品店、飲料店の勧誘 いろいろなアイデアを出しあって、感染防止対

策を徹底してがんばってください！期待してま

す！

古い街並みもあれば新しい

ところもあり買い物が楽し

い

ミツバチ食堂 古着屋 声かけがんばったら良いと思います 苦しいと思うけど大好きです！頑張ってくださ

い

のんびりお店を廻るのが楽

しい！

わか杉 美味しいものフェス 若者向けのお店を増やす 経済的にも苦しく、賑わいのない街で寂しく

思っておられると思いますが、来年、再来年に

今までよりももっと良い街になることを願って

頑張ってください！柳ヶ瀬商店街の復活を祈っ

ています。

懐かしい雰囲気がする。

アーケードがあるから雨や

太陽光を気にしないで済

む。

どらやきツバメや

高島屋

ペルルバロック(閉

店しましたが、、)

プチキッザニア　小鳥フェスやサミット

的なもの

イベントをたくさんして欲しい。ただ、駅から

距離があるので行きにくいし、車で行くにも駐

車場に困る、この点が解消されたら良いなと思

う。

柳ヶ瀬なかなかいけないけど、岐阜らしくて好

きです

高島屋があることと、懐か

しい街並み、あと、駐車場

からは遠いのが難点だけど

柳ヶ瀬内は屋根があること

高島屋、スギ薬

局、シネックス

お店はPARCOみたいなとこがあると嬉

しいけれど

現実的には、たいてい柳ヶ瀬はみんな帰

路の途中にあるので、温泉施設併設のス

ポーツジムとか帰りに寄るタイプの習い

事に近いお店があったら柳ヶ瀬に行く可

能性が上がる

お化け屋敷は大好きです！

何はともあれ無料の駐車場ができることだと思

います。

あとは、コメダとかスターバックスがドンキと

か高島屋の入りやすい位置にできるとか

岐阜県民の好きな趣味に関するお店が入ると良

い気がします。

客足が無い日々が続きますが、こういうときも

原点回帰と新たな挑戦ですよね。負けないで闘

い続けていきましょう。

こじんまりしていて買い物

しやすい

ツバメヤ、高島屋 ワークショップ、体験イベントに参加し

たい

飲食店の誘致でクーポンなどを使って宣伝、女

性客をターゲットとしたヘルシー嗜好のメ

ニューの考案

おいしいお店には、女性は必ず集まるはず。

大変なときですが、がんばって乗り切ってくだ

さい。若い頃から柳ヶ瀬にはお世話になってい

ます。これからも、買い物や会食で出かけたい

大事な場所なので、皆さま、どうかお身体　大

事にしてください。

ここにしかない魅力的なお

店がある

ALCカフェ テイクアウト可能なカフェやお菓子屋が

あると嬉しい

街歩きや次の目的地までの間に楽しみた

い

また、わざわざ寄りたくなるお店だと尚

よし

私にとってそれがALCカフェでした

今までも素晴らしいアイデアで盛り上がってき

たと感じる

地元のために取り組まれている活動、素晴らし

いです

観光客や外からのお客様も大切ですが、

地元に愛されてこその商店街だと思います

大変なご時世ではありますが、これからも突き

進んで下さい

応援しています

恐竜のイベントは子どもと

何回も参加しています。大

きくて本格的な恐竜が間近

に見れること、おいしい出

店がたくさんあること、子

どもたちは毎回大喜びで

す。クリスマス？のゆる

キャラ大集合みたいなイベ

ントも楽しかったです！

モックモック 子連れで入りやすい雑貨屋さんや飲食店

やスペースを増やせるといいかと思いま

す

学生のころはゲームセンターやカラオケしに

柳ヶ瀬へ行きましたが、当時に比べあまり若年

層が遊びに行ってないような気がするで、子ど

も〜学生に向けた何かを作ることで、今後も

通ってくれるきっかけになるのではないでしょ

うか。個人的ですが、古着屋さんはすごく良い

と思いました。

生粋の岐阜市民です。みんなで力を合わせて乗

り切りましょう。

雨天でも楽しめる やながせ倉庫 キャラクター専門店、チョコレート専門

店

駐車券サービス 大変な時期とは思いますが、コロナが終息すれ

ば客足は戻ってくると思いますので、頑張って

営業を続けて欲しいと思います！

懐かしい昭和感、落ち着く 高島屋 色々な趣味の店が集まる場所になって欲

しい

アニメ等に積極的にアピールして、場所、資料

の提供→聖地。共存

やまない雨はない！頑張ろう٩( ᐛ )و

遅くまでやってる居酒屋が

ある

ファンボギ、おせ

ん

以前にもあったいろんなワイン、ビール

などが飲めるイベント

定期的なイベント いずれコロナも終わる時が来るのでそれまでな

んとか頑張りましょう！

毎年のジュラシックアー

ケード

ブルーブルー 服屋さんがもっと増えるといいです。

地元感満載なところ 飲み屋 おしゃれなカフェ

適度に空いていて、ゆった

りした時間を過ごせる。

古道具

mokkumokku

同上です。

懐かしい 無印良品 高島屋 山

本屋 武蔵野屋

高島屋北海道物産展 家族で記念撮影出来るようなイベント 皆大変、コロナに負けず生き残りましょう

レトロ感、地元感 四角商店 クラブ柳ヶ瀬 若くて新しい発想を！ 地元の柳ヶ瀬を愛してます。苦しいですが未来

は明るいと思います。

雑貨屋やカフェが立ち並ん

でいて、友達と散策するの

が楽しい。レトロな雰囲気

が好きです。

ミツバチ食堂 最近赤ちゃんが生まれたので、大人だけ

ではなくて子供の楽しめるスペースを

作っていただけると今より行きやすくな

ります。

体験型のイベントなどを開催していただくと、

友達や家族を誘って行きやすいです。

接客業、自営業をされている方々は、この時期

悩まされることが本当に多いと存じます。終息

しないことに焦りを感じられる方も多いと思い

ますが、柳ヶ瀬商店街に気兼ねなく足を運べる

ようになる日を、私も心待ちにしています。終

息したらすぐにでも遊びに行きたいと思ってい

る方は私の周りにも沢山います。月並みな言葉

ですが、どうか今を乗り越えてください！

雨天でも傘なしで移動でき

る

高島屋 スイーツ専門店 岐阜女子短大の移転 苦あれば楽ありです。



柳ケ瀬商店街の好きなとこ
ろ

柳ケ瀬商店街で好
きな店を

今後、柳ケ瀬に増えたらいいなと思うも
の

柳ケ瀬商店街活性化のアイデア コロナと闘う店主の皆さんへ応援メッセージが
あれば

一つ一つの店を散策しなが

ら買い物出来ること

高島屋１F、地下　

無印良品　

ALC.Cafe

50代以上のシンプルで着心地の良い服の

店

お値段が手頃で

多治見、土岐、美濃などの素晴らしい焼

物,和紙があるのに岐阜駅のギフトショッ

プぐらいしか気の利いたお店が無いので

柳ケ瀬にも欲しいです

無理かもしれませんが長崎屋の跡地に水が流れ

るような木陰のある公園を設けて周りに色々な

店を配置できたら素敵だと思います

大変だと思いますが岐阜の代名詞、柳ケ瀬を盛

り上げていただきたいと思います

落ち着く 田なかや ユニクロ 駐車場割引きや、若者があつまるようなお店

（名古屋の大須）みたいな

雰囲気

あと少し踏ん張って頑張ってください

天気が悪くてもアーケード

で安心。

柳ヶ瀬に行けば何でも揃

う。

サンデービルディングマー

ケット。

ミツバチ食堂、正

村、BUBIGA

盆踊りや、リオのカーニバルのように

踊って楽しむイベント

子供や若者達が楽しめるように商店街をくまな

く一回り出来るスタンプラリーや一般の人がモ

デルになるファッションショー

闇が深いほど夜明けは近い！あきらめずもうひ

と頑張り、希望を持って頑張ってください！

小さな頃から両親と映画館

やゲームセンターにきてい

ました。センサや近鉄百貨

店がなくなり寂しいです

が、アーケード内の変わら

ない温かな雰囲気がとても

好きです

ねこ一　のオムラ

イスが好きです

子どもたちは、駄菓子屋さんが欲しいよ

うです　笑

食べ歩きが充実していると、お散歩がてら行き

やすいと思います。子どもたちが楽しめる場が

もっとあれば親としても祖父母も連れてみんな

で遊びに行けるからいいんじゃないかなと♡

飲食店さんたちは、狭いスペースの中お店も

やっておられるので、ソーシャルディスタンス

確保すら難しいと思いますが、柳ヶ瀬を愛する

方は沢山いらっしゃると思うので、どうか心を

強く、前向きに頑張ってください！！！頻繁に

は行けませんが、小さなころから大好きな柳ヶ

瀬をずっと応援しております♡

人情味がある 岐阜高島屋 柳ヶ瀬商店街でしか出来ないようなイベ

ント

月一回は、各世代のみんなが集まれるようなイ

ベントを開催する

コロナによってより人と人との関係を見直す

きっかけとなりました、

柳ヶ瀬商店街には、地域のみんなで集まれる憩

いの場になることを祈っています。

雰囲気が明るい ツバメや カフェやスーパー 商店街に店や会社を構える事業者に補助金給付

レストランなど食関係の店の誘致

コロナに負けず頑張って下さい

高島屋があることと、懐か

しい街並み、あと、駐車場

からは遠いのが難点だけど

柳ヶ瀬内は屋根があること

高島屋、スギ薬

局、シネックス

お店はPARCOみたいなとこがあると嬉

しいけれど

現実的には、たいてい柳ヶ瀬はみんな帰

路の途中にあるので、温泉施設併設のス

ポーツジムとか帰りに寄るタイプの習い

事に近いお店があったら柳ヶ瀬に行く可

能性が上がる

お化け屋敷は大好きです！

何はともあれ無料の駐車場ができることだと思

います。

あとは、コメダとかスターバックスがドンキと

か高島屋の入りやすい位置にできるとか

岐阜県民の好きな趣味に関するお店が入ると良

い気がします。

客足が無い日々が続きますが、こういうときも

原点回帰と新たな挑戦ですよね。負けないで闘

い続けていきましょう。

子供の頃から祖父母に連れ

て行ってもらった思い出の

多いところ

岐阜高島屋 暮らしの道具店 各お店のワークショップ 思い出深い商店街なので、末長く続いて欲しい

子供の頃から買い物といえ

ば、柳ヶ瀬、日曜日の楽し

い家族イベントでした。そ

んな思い出に浸りながら、

目新しい物、素敵な物、個

性的な物を探す宝箱みたい

な新旧混在とした不思議な

空間が大好きです。

難しい質問です

ね。柳ヶ瀬に愛着

があるので、全部

のお店が大好きで

すが、小さな頃か

ら、母に手を引か

れ通った八千代

は、特に想い入れ

が強いです。今

は、わたしが、娘

を連れて行かせて

もらってます。こ

のように、柳ヶ瀬

は、世代を超えて

長く愛されてるお

店が多いですよ

ね。

上に書いてしまいました！が、増えたら

いいなと思うお店は、若者が好きそうな

お店です。スタバだったり、ゴディバカ

フェだったり、PARCOみたいに、期間

がわりで、キャラクターのレストラン

だったり。新旧混在で、旧に、こだわり

すぎてませんか？新しいものを、少し入

れるだけで、風がかわり、人の流れも変

わると思うし、新旧棲み分けも可能だと

思うのです。今の柳ヶ瀬は、年齢層ター

ゲットが高すぎます。京都は、古き良き

ものと若者文化がうまく融合され、お

しゃれな商店街がありますし。

映画のロケや、ドラマロケ地として、漫画で描

いてもらったり、アピール発信は大事だと思い

ます。

柳ヶ瀬大好きです。コロナで大変ですが、頑

張って下さい！

見て楽しめるところが多い 神室町商店 スタバ イベントを増やす。 コロナ渦で大変だと思いますが、頑張ってくだ

さい。

若い人向けのお店がある ミツバチ食堂 クラフトマーケット 陶器市とか刃物市とか岐阜まとめ市 関の自営業としてお互い苦しい時期ですが頑張

りましょう！



柳ケ瀬商店街の好きなとこ
ろ

柳ケ瀬商店街で好
きな店を

今後、柳ケ瀬に増えたらいいなと思うも
の

柳ケ瀬商店街活性化のアイデア コロナと闘う店主の皆さんへ応援メッセージが
あれば

静かで穏やかな隠れ家的な

場所

高島屋　サンデー

マーケット

食べ歩きができるような空間があったら

楽しいなと思います

今はコロナの影響で苦しいと思いますが柳ケ瀬

の暖かい雰囲気大好きです。ご飯も美味しいし

また家族で近々いきまーす

昔ながらと今風の融合 みそかつ三和 美味しいグルメのイベント 消費をして柳ヶ瀬を応援していきたいです

いろんなお店がある。 ベーカリーショッ

プロンドン

ひと息つける寄り合い所のようなところ コロナが収束すればイベントなど 月に1度しか行けませんが、活気ある柳ヶ瀬商店

街を期待しています！経済的に不安も多いと思

いますが頑張ってください！

屋根つき 大福屋 大音量のカフェ(ジャズやクラシック) カバー人口の割に、けっこう活性化していると

思うから、無理しなくていい

購入や飲食の頻度が少ない者として、うわっつ

らの励ましメッセージはできない。商店街以外

も闘っているし、コロナの有無に関わらず、ほ

んとうに必要とされる店舗しか残らなくて良い

と思うけれど、自分が利用する店がなくならな

いことは祈ってます。

最近は若い力が頑張ってい

る。

最近閉店したが、

スロメ

カフェ

隠れ家的お店がある 鶏白湯のラーメン

屋さん！

美味しい魚介居酒屋 全体的に汚らしい感じがする、外装とか綺麗に

したらもっと行きたいと思う。

岐阜の中心部！コロナになんて負けず！応援し

ています！

自分が子供の頃にあったお

店が半世紀たった今も頑

張ってやっているところ。

お好み焼のマサム

ラ

新鮮野菜や果物のお店 バスの無料券や割引券があれば気軽に買い物に

来れると思います。

柳ケ瀬ならではのお店がたくさんあるので頑

張ってほしいと思います。

幼い頃から祖父母に連れら

れて何回も行き、柳ヶ瀬商

店街に訪れるとその時の事

を思い出し、とても懐かし

い気持ちになります。ま

た、高校時代に和太鼓を演

奏しに行ったりと思い出深

い場所でもあります。

カフェ 若い世代でも気軽に訪れることができる

洋服のお店やカフェなどです。

昔とは違い人もなかなか集まらないと思います

が、柳ヶ瀬商店街を必要とする人がたくさんみ

えると思いますので、これからも頑張ってくだ

さい。

色んな店があるところ ドンキホーテ フリーマーケット 無料駐車場 辛いのは皆一緒、頑張って乗り越えましょう！

アーケードがあり雨に強い

ところ

ミツバチ食堂 B級グルメ　　近 毎週続けれるイベント 新しい発想を考える時です。共に頑張ろう

やななの生まれた場所だか

ら。

ティダティダ 名古屋でしか買えないような服屋 分からない 自粛が開けたら還元します

美味しいお店が多い 岐阜初寿司、高島

屋の地下

音楽イベント、女の子が好きなたくさん

の占い師がいるイベント

老若男女が集う場所があり安く色々な物が売っ

ているところ

先の見えないトンネルの中にいるかもしれない

が必ず良いことは、あると私は信じているから

お互い頑張りましょう。

アーケードがあって雨に濡

れない。

無印良品 カラオケ イベントの充実 今は大変だと思います頑張ってください。

コロナが落ち着いたら遊びに行きます。

アーケードがあって雨に濡

れない。

無印良品 カラオケ イベントの充実 今は大変だと思います頑張ってください。

コロナが落ち着いたら遊びに行きます。

レトロオシャレ ミツバチ食堂 夜カフェ、バー マルシェ、朝一など コロナ対策ありがとうございます！頑張って！

イキイキとしてる所 いろり庵 ビアガーデン的な店 イベント事を更に増やしてみては？ 今は辛いですが明けない夜はありません‼️共に頑

張りましょう‼️

隠れ家的なお洒落なカ

フェ、店がある

みつばち食堂 朝市 フリマ やハンドメイド出店が主婦でも気楽に出

したりできるイベントを沢山やって欲しい

家に処分できずに困っているものが沢山ある人

が多いので、それを簡単に出店できるイベント

があるといい。

ハンドメイドイベントというとどこもクオリ

ティが高すぎて出店してみたくても自分には無

理だと諦めてしまう人は結構周りにもいます。

そんな人でも気軽に出店できるよう、出店をサ

ポートするシステムがあればいいなと毎回思い

ます

私が子どもの頃の賑わいを再び戻せれたらと思

います。

ぜひ、多くのイベントで参加したくなるような

催しを期待しています

美川憲一が歌ってるとこ 高島屋 無料駐車場 無料駐車場を増やせば、もっと人が集まると思

う。

がんばれ！！

いつも頑張ってるところ パン屋　お好み焼

き屋

回るお菓子や地元応援キャンペーン マルシェや朝一やりましょう いつもありがとうございます。頑張ろうヤナガ

セ

美川憲一が 歌っているとこ

ろ

高島屋 無料の駐車場

商店街全体の活気

車で行くのに 不便なので

駐車場を 無料にしたら いいと思います

頑張ってください

比較的空いているところ ツバメ 飲食系 インスタ映えマップ、食べ歩きマップを作る。 これを乗り越えて地域活性化にむけて頑張って

ください！

風景。雰囲気。ただ古いだ

けじゃない。文化遺産とも

言って差し支えないレトロ

さを生かした「新しい」商

店街の姿を模索している様

子。歩くだけで楽しい。面

白いお店が多い。百貨店が

ある。

カレー屋さんの

「Bhang Lassi」

古着屋さんの「キ

カザル」「pallet」

やながせ倉庫

古道具屋さんの

「mokku mokku」

高島屋

ロイヤル劇場

ツバメヤ

「サンビル」等イベントの夜バージョン

柳ヶ瀬全体で賑やかな夜を過ごしてみた

い

新しいものも大切だと思いますが、柳ヶ瀬の中

枢を形作る昔からのお店等が長続きしていくこ

とが大切だと思います。新しいお店と昔からの

お店のコラボレーション等があれば面白いかも

しれません。

県外から来た私にとって柳ヶ瀬は新鮮で懐かし

い、とても魅力のある空間です。

これからも買い物、食事などでお世話になりま

す。

昔から近くに住んでるので

気軽に行けるところ

高島屋 最先端の飲食店や若者が買い物にいける

お店

やっぱり若者が集まれば活気が出るので昔パル

コやセンサーがあったように買い物できるビル

が1つあると柳ヶ瀬に行こうってなります。

新しいお店もできたりしてせっかく活気がある

柳ヶ瀬に近ずくときに大変ですがコロナが終息

したらみんなで柳ヶ瀬にたくさん行くのでめげ

ずに踏ん張ってください！

美川憲一が 歌っているとこ

ろ

高島屋 無料の駐車場

商店街全体の活気

車で行くのに 不便なので

駐車場を 無料にしたら いいと思います

頑張ってください

懐かしい感じがするところ やながせ倉庫 オーガニック食品などを扱うお店がもっ

とあればいいなと思う あと若者がチャレ

ンジできるイベントや空間もあるといい

ですね

昔ながらのアーケード 高島屋 タピオカ屋 夜の店の復活 頑張って乗り越えましょう。



柳ケ瀬商店街の好きなとこ
ろ

柳ケ瀬商店街で好
きな店を

今後、柳ケ瀬に増えたらいいなと思うも
の

柳ケ瀬商店街活性化のアイデア コロナと闘う店主の皆さんへ応援メッセージが
あれば

個性的なお店が増えて楽し

いです。

やながせ倉庫 店主さんから、お店の魅力を直接聞ける

座談会みたいな会

商店街は、店主さんやスタッフさんと直接会っ

て話せることが魅力。先日も仕事の用事で探し

物していたときに力になっていただき有り難

かったです。これからも、顔の見える商店街で

あるように願いつつ、応援してます。

柳ヶ瀬でしか購入、食べれ

ない品がある所

高島屋　一楽 フード祭 B1グランプリ 柳ヶ瀬からコロナは絶対出さない様気をつけて

買い物行きまーすよ！

レトロな感じ

柳ヶ瀬倉庫がある

モックモック

柳ヶ瀬倉庫

昔みたいに古着の店をもっと増やしてほ

しい

応援してます

いろんなお店や変わったお

店があるため楽しいところ

やながせ倉庫 個性的なお店が増えたら嬉しいです。イ

ベントはフリーマーケットがたくさん

あったらいいなぁ。

人が集まるように定期的にイベントを開催する

といいと思う。あと駐車場がもう少し安かった

りサービスがあったりすると人も来やすいと思

う。

今は外出自粛等でお客さんが少ないと思います

が収まればまたみなさんきますのでそれまでど

うか頑張って下さい！

大好きな飲み屋がたくさん

あるところ

トレゾア 子供連れて行けるカフェや遊び場 夜の居酒屋には玉宮を利用する方が多いので、

駅と柳ヶ瀬のアクセスを良くしてほしい。例え

ば夜間だけ1時間に1本の無料のバスなどがある

と利用者が増えると思う。

大好きな柳ヶ瀬を懸命に守ってくれてありがと

うございます。医療機関に勤めており今はなか

なか足を運ぶことができませんが、落ち着いた

頃にはたくさん行きますので一緒に頑張りま

しょう！！

どこか懐かしい雰囲気がす

るところが好きです。

ツバメヤ レトロな写真を撮ることが出来る場所が

たくさんあるので、コスプレーヤーが訪

れて、素敵な写真を撮ろうなどと言うイ

ベントとかすると、全国から人が集まっ

てくれそうな気がします。

本当に大変な日々が続いていますが、これをピ

ンチと捉えるのではなく、より良い方向へ変わ

るチャンスと考えて、お互い乗り越えていきま

しょう^_^

くれぐれもお身体を大切に・・・ご自愛くださ

いませ。

昔ながらの商店街 ツバメヤ 魚市場など 若い人達がもっと沢山来れる様なお店が出来る

といいと思う。

常連の方たちもいますので、コロナに負けずに

頑張ってください！

昔行っていたのだ思い出が

ある

センサー 美味しいごはん屋さんと駐車場 わかりやすい場所に駐車場があると行きやすい 以前のような活気が戻るよう頑張って下さい

街並み ドルチ、カフェ 大型マルシェ 全員が気をつけているので

終息する日も近いと思います。

薬、治療によって

簡単に治るものとなる日が。。。

頑張っていらっしゃる

皆さんの底力で、柳ヶ瀬商店街の

発展を祈ってます。

街並み ドルチ、カフェ 大型マルシェ 全員が気をつけているので

終息する日も近いと思います。

薬、治療によって

簡単に治るものとなる日が。。。

頑張っていらっしゃる

皆さんの底力で、柳ヶ瀬商店街の

発展を祈ってます。

昔のおもむきがあるところ 柳ヶ瀬ビアガーデ

ン

ライブ 若者向けの店を入れる 頑張ってください🙆♀️

懐かしく感じられるところ 岐阜高島屋 親子イベントがあるといいです。 スタンプラリー 今はとても大変な時期だと思いますが、今は耐

えていただき、コロナが収束しましたら前以上

に活気のある柳ヶ瀬商店街になるよう期待して

ます！

踏ん張って下さい！！

食品から雑貨まで様々な店

舗があること。昔ながらの

喫茶があること。

みつばち食堂 月一のサンビルをもっと回数を増やす

か、もしくは他のイベントをしてほしい

です！コロナ が収束したら、食だけのイ

ベントもしてほしいです！

イベントをもっと沢山する。集客のために宣伝

活動をする。なかなかサンビルを知っている人

が少ないが、情報があればいく人は沢山あると

思うので。またインスタで柳ヶ瀬専門のインス

タを作って、各お店の情報を随時アップして欲

しい。

コロナ収束までなかなか大変かと思いますが、

テイクアウト等で少しでも力になれるように頑

張るので、店主の皆さんもコロナに負けず頑

張っていただきたいです！

昭和な感じ ツバメ屋 岐阜の美味しい食べ物などのイベント 市営で駐車場が無料の広い駐車スペースを作っ

て欲しい

コロナを正しく恐れて負けずに戦いましょう‼️

アーケイド！歩行者天国！

欲しいものが凝縮されてい

る

岐阜高島屋 趣味のお店(好きな人にはたまらない

ディープなお店が複数)

音楽、食器、鉄道、キャンプなど

上の回答と同じで、ディープなお店の発信。こ

こに行けば、全て分かる！という品物以外の情

報も、意見交換もできるお店があると嬉しい

(今も情報源になっていると思います)

今回のイベントポスターを拝読し、みなさんの

活力、アイディア力、発信力に励まされまし

た。

ありがとうございます。

気軽に店に入って商品が見

れること

高島屋 カフェ

昭和 高島屋 食べ歩きできる所を増やす 柳ヶ瀬リニューアルを一斉にやる！ 頑張ってください！

昔も今も変わらない雰囲気 ツバメヤ 休憩スペース 若い人をターゲットにしたお店があればいいな

と思います

古着屋さんがある 下駄屋さん 食べ歩き屋台、小形犬カフェ、300円

ショップ、輸入メイク取扱店

大型駐車場設置 岐阜のために自粛して下さってありがとうござ

います

親しみやすい 初寿司　高島屋　

ロンドン　

一楽　つばめや　

等　いっぱいあり

ます

フリーマーケット　美味しい物市場　グ

ルメ出店

地方の特産出店大会？ コロナに勝ってnew柳ヶ瀬誕生期待してまー

す！

ドンキホーテがある ドンキホーテ ドンキホーテ

雨に濡れない ミツバチ食堂 食べ歩きの出来るイベント 空き店舗の有効利用が出来ると活性化すると思

います

頑張って下さい

レトロな感覚を味わえる所 モックモック ○お酒&ビール飲み比べ

○柳ヶ瀬通りで岐阜市の人気飲食店食べ

比べ

1食500円

○柳ヶ瀬飲食店のY1グランプリ選手権

○柳ヶ瀬にアイドルを呼び写真撮影会　

○柳ヶ瀬ご当地キャラクターを作りグッ

ズを作る

○空き店舗でヤナナが作りそうなメ

ニューを考案し、喫茶店をやる。ウェイ

トレスはやなな。

土日に柳ヶ瀬ご当地キャラクターを登場させ

る。その為にキャラクターを募集しましょう。

店主の皆様、いつも温かい接客ありがとうござ

います。

今は大変な時ですが、必ずお客さんは戻ってき

ます。

コロナに負けずに皆んなで頑張りましょう。

ドンキホーテがある ドンキホーテ ドンキホーテ



柳ケ瀬商店街の好きなとこ
ろ

柳ケ瀬商店街で好
きな店を

今後、柳ケ瀬に増えたらいいなと思うも
の

柳ケ瀬商店街活性化のアイデア コロナと闘う店主の皆さんへ応援メッセージが
あれば

小さい頃家族とよく遊びに

きていたので懐かしさとレ

トロな感じ。

ツバメヤ フランフランのような雑貨店 月替わりでいろんなイベント、アクセサリーや

ラーメン祭りや各地の食べ物のイベント

今はホント大変だと思いますが、一緒に頑張り

ましょう。

助け愛。

新旧混在の店が並び、柳ブ

ラが楽しい。

正村 珈琲イベントのような専門的なイベント

の定期的な開催。

『はちみつ食堂』のような魅力的な店を増やす

為の開業支援の充実。

家族の生活の拠点である柳ヶ瀬がコロナに負け

ず、更に活気ある場所になることを期待し、応

援しています。

アットホームな雰囲気が良

い

ツバメヤ、無印な

ど、

アーケードもあり、車も通らないので、

子供が遊べるスペースがあればいいと思

う。

空き店舗が多いので、もう少しお店が増えると

いいと思う。

コロナでお客様も減って大変な時期だと思いま

すが、頑張って下さい！コロナが終息すること

を祈っています。

昔から慣れ親しんだ地元の

商店街

お好み焼き店　ド

ンキホーテ

おいしい飲食店が増えるといいです 柳ヶ瀬の飲食店マップ 大変かと思いますが今後も柳ヶ瀬に通わせて頂

きたいので頑張ってください！

手作りのものを販売してい

る

宝屋、ALCカフェ 古着イベント 駐車場無料にする 人が来なくて辛い思いをしているかと思います

が、踏ん張って下さい。

大好きな飲み屋がたくさん

あるところ

トレゾア 子供連れて行けるカフェや遊び場 夜の居酒屋には玉宮を利用する方が多いので、

駅と柳ヶ瀬のアクセスを良くしてほしい。例え

ば夜間だけ1時間に1本の無料のバスなどがある

と利用者が増えると思う。

大好きな柳ヶ瀬を懸命に守ってくれてありがと

うございます。医療機関に勤めており今はなか

なか足を運ぶことができませんが、落ち着いた

頃にはたくさん行きますので一緒に頑張りま

しょう！！

用事が一気に済ませれる。

昔から変わらない場所。

シャッターのお店は多いけ

ど。

シネックス。いつ

行っても空いてい

るから好きな映画

館。穴場。もっと

宣伝して人が来る

ように工夫しれば

いいのに。

夜に一人で行きやすいお店やイベントを

増やして欲しい。

子供の一時預かり所があると色んな人が集まる

と思う。お年寄りの集まり場とか。

コロナに負けず頑張ってください。

人が面白い 居酒屋　蕺草 朝まで飲食店で食べ飲み放題イベント YouTubeでの魅力紹介 自分が長良高校生の時からずっと帰り道に通っ

ていました大好きな街です。コロナに負けずに

頑張ってください。

雰囲気 柳ヶ瀬倉庫 お洒落なカフェ

雨にうたれず歩ける ブルーブルー岐阜 Apple shop ラーメン横丁のような名所 共存してうまく付き合う

商品の品揃えが豊富 ツバメヤ お菓子や和菓子のフェアを行ってほしい イベントや催事を増やす 商店街一丸となって活気を取り戻してほしいで

す。コロナの収束を願ってまた必ず足を運びた

いと思います。

レトロな雰囲気の中に新し

いお店があること

つばめや スイーツやパンのお店 お買い物すれば駐車場無料になる寄り付きのよ

い商店街

サンデーマーケットが大好

きで予定が合うときは行く

お店には入ったこ

とがない

焼き菓子 車の人にはアクセスが不便なので、提携駐車場

などがあれば積極的に教えてほしい

大変な時だと思いますが、頑張りましょう！

地元の岐阜県の商店街なの

で落ち着くし愛着があるこ

と

ミツバチ食堂 美味しい和菓子屋、洋菓子屋、可愛い雑

貨屋さん

ペットを連れて行けるお店を増やす とても大変だと思いますが頑張って下さい。コ

ロナが終わったらたくさん買い物に行きます！

昔ながらの雰囲気がたまら

なく好きです！

ドン・キホーテ

柳ヶ瀬店

またお化け屋敷を開催して欲しいです。 過疎化が進んでいるので、高齢者より若者を引

きつけるお店を増やしていくことが肝心になっ

てくると思います。

例えば、タピオカやチーズダッカルビなどの若

者に人気のあるもの中心としたお店を増やして

いくことです。最近の流行りのものには若者は

すぐに食いつくのでチャンスだと考えます。

柳ヶ瀬商店街に行くことを楽しみにしている人

はたくさんいるので、皆さんの柳ヶ瀬への強い

気持ちでコロナを吹き飛ばしましょう！頑張っ

てください！

昔ながらの雰囲気　落ち着

く懐かしさ

清福（チンプー）　

高島屋　和菓子屋

音楽イベント　映画館　イベントホール 無料駐車場　狭い範囲内での店舗 美味しい、珍しいものが有れば、何度でも足を

運びます。憎きコロナと共に闘いましょう！

歩きやすくて、隠れた名店

もある。

つばめ屋、ブルー

ブルー

座る場所、昼間だけのゴミ箱、それらを

した上での各種イベント

新しい人は入りやすくして欲しい。

新規の客しかり、新規の事業者しかり。

店員さんも笑顔が少ない気がします。

苦しい時ではありますが、柳ヶ瀬商店街大好き

です。

各種イベントでの力の入れ方も素晴らしいと思

います。

応援してます。

雰囲気　好きな飲食店が沢

山ある

ティダティダ どの年齢層でも楽しめる空間やイベント

喫茶店とかまた沢山できると嬉しいです

老若男女楽しめる事...

やっぱりイベントなんでしょうが...

まずはリモートやネットで参加できるワクワク

する何かがあったらいいのかなって

宣伝効果になればと思います

今とても厳しい状態だと思いますが...

私たちができる範囲でお店にランチへいったり

またコロナが落ち着いたら大切な人達と柳ヶ瀬

散歩しながらお店巡りをしたいので

無理なく体調壊さず乗り越えていきましょう

散策して冒険しているみた

いな気分をあじわえるとこ

ろ。知らないお店を見つけ

て気軽に入れるのが嬉しい

し、楽しい。

お店が個性的で、食べ物も

美味しい。

バングラッシー

やながせ倉庫団地

キカザル

四角商店

雑貨屋

古着以外の服屋

スパイス専門店

食べ歩きのお店が増えたりするといいかもと思

う。

無駄なスペースを休憩スペースにして机やイス

を置いたらいいと思う。

道がわかりにくいのでマップを配置したらいい

と思う。

柳ヶ瀬で買い物したら無料になる駐車場が欲し

い。

やながせは素敵がいっぱい詰まったところで

す。昔のいい所も、今風のオシャレも味わえる

他にはない味わい深いところだと思います。ま

た友達と遊びに行きたいです。大変な中だとは

思いますが頑張って欲しいです。

昔から変わらないとこ ミツバチ食堂 子供が思いっきり遊べるカフェ 食べ歩き通り コロナに負けるな

いろいろなお店があってみ

ているだけでも楽しい

つばめや お洒落なカフェや多国籍料理屋や韓国

ショップなどのお土産屋さん

柳ヶ瀬のお店で使えるお得な商品券を販売した

り

SNSなどでお店やお得な情報発信など

コロナに負けないで

時短でも良いので

営業を続けてください

岐阜が活性するのも柳ヶ瀬からだと思います

昭和感 高島屋 同上 やななの再雇用 頑張ってください。

昔ながらの雰囲気 映画館 サンバカーニバルを増やして欲しい 皆さん辛いと思いますがみんなで乗り越えま

しょう

昔ながらの雰囲気もあり、

楽しいです。

高島屋 子供が楽しめるイベントがやってほしい

です！



柳ケ瀬商店街の好きなとこ
ろ

柳ケ瀬商店街で好
きな店を

今後、柳ケ瀬に増えたらいいなと思うも
の

柳ケ瀬商店街活性化のアイデア コロナと闘う店主の皆さんへ応援メッセージが
あれば

スギ薬局が近くに2店舗ある

所。自転車で行けるとこ

ろ。

スギ薬局 アーケードを生かして雨の日でも人が集

まれるのを売り文句に、持ち帰り専門の

飲み物屋さんや、屋台的なお店を出す。

外で食べる際も専用のベンチなど用意す

る。

先日久しぶりに伺いました。

子連れで行ったのですが、高齢世代の方の距離

の取り方がまだまだ新しい生活様式に理解がな

いようで、とても近くに擦り寄ってこられるの

が凄く嫌でした。

まだまだ赤ちゃんを触ろうとしてくるお年寄り

は多いです。

これからの人付き合いについて高齢世代に昔と

は違うと言う事をわかってもらえるような講習

会や掲示などを大々的にしていただくと直接注

意することなく浸透しないかなーという期待を

込めて…

アーケードが開いているのを初めて見ました！

気持ちが良いですね！気遣いが嬉しかったで

す！

レトロな感じ 八千代 ご当地グルメが食べれるイベント 大変な時期ですがいつか終息する時がくると思

うので今を頑張って乗り越えましょう！！！

実家から近くて映画とか遊

び場とか買い物出来る

今は無い イベントは何でもいい。音楽祭みたい

な。

無し コロナで人が少ないと思いますが頑張って下さ

い。

実家から近くて映画とか遊

び場とか買い物出来る

今は無い イベントは何でもいい。音楽祭みたい

な。

無し コロナで人が少ないと思いますが頑張って下さ

い。

昔ながらの雰囲気 再開発で閉店した

丼屋さん（名前は

覚えていないで

す）←安くて美味

しかったです

カフェがもっとあるといいなと思いま

す。あとは、緑の多い休憩スペースと

か。

咲楽、たんとん等の無料の情報誌に、

毎月柳ヶ瀬商店街のお店の紹介のコーナーを掲

載してもらう。

美味しいお店、いいお店もたくさんあるんだろ

うけど、よく知らないので。

今は厳しいと思いますが、

いつかコロナも収束するはずです。

踏ん張って乗り越えて下さい。

またお買い物に行きます！

アーケードになっていると

ころ

サンビルのイベント

高島屋、ティダ

ティダ、ALCカ

フェ、ツバメヤ、

マルイチ、みつば

ち食堂など

体験型のクラフトイベント ダウンロードできる商店街紹介のかわいいマッ

プをHPにアップする。

インスタ映えポイントや、おみやげ紹介が載っ

ていればうれしい。

皆さんコロナ対策を色々頑張って頂いて、なん

とかサンビルを開催して頂いて嬉しいです。

今は厳しい状況だと思いますが、なんとか踏ん

張って頂ければと思います。

欲しいものが手に入る 高島屋 気軽に入れる個性的な居酒屋 イベント事を増やす！ コロナに負けずにがんばりましょう！

アーケードが高い お好み焼きやさん　

名前は？

高齢者に優しいお店 路面電車を走らせよう！ 色々な意味で変革の時なのかもしれません。み

んなで頑張っていきましょう！

広いところ、レトロなとこ

ろ

柳ヶ瀬倉庫 カフェ 写真映えするスポットを増やす コロナ渦の中、本当に大変だと思いますが、ど

うか頑張って下さい！！

雨でも気にせず行けるとこ じゅん 時間貸しイベントスペース 駐車スペースの充実 力を合わせて頑張りましょう！

雨に濡れない ミツバチ食堂 食べ歩きの出来るイベント 空き店舗の有効利用が出来ると活性化すると思

います

頑張って下さい

ゆったり流れる時間 高島屋 キッズスペース

アーケード商店街なので、雨の日でも子

供が走ったり、遊んだりできるスペース

があると、引きこもりがちな雨の日でも

外に出ようかな？と思うし、子どもも楽

しめていいと思う。

ジュラシックアーケード、去年初めて行きまし

た。その時の子どもの楽しそうな顔が忘れられ

ません。

コロナが落ち着いたら、またイベントやってく

ださい‼️

絶対行きます‼️

アーケードが有り、雨の日

でも買い物が出来る事。高

島屋でお土産品を買った

り、バックを買ったり、地

下でのお買い物が好きで

す。スギ薬局には毎日日用

品を買いに行きます。お花

屋さんに寄ったりと毎日

行っています。

高島屋・スギ薬

局・つばめや・コ

メディアン・ドン

キホーテ・ ダイ

ソー・佃煮やさ

ん・

柳ケ瀬の中心部にある長崎屋に色んなテ

ナントが入ったらいあなぁと思います。

ドンキホーテ等が撤退するそうなので期

待しています。

旧長崎屋の沢山のテナントが入ったスーパー

マーケットがあれば良いなぁと思います。

沢山のマンション建設ラッシュで人口も増え、

活性化される様、応援します。

イベントがある 高島屋 カフェ

実家から近くて映画とか遊

び場とか買い物出来る

今は無い イベントは何でもいい。音楽祭みたい

な。

無し コロナで人が少ないと思いますが頑張って下さ

い。

歩いているだけで楽しい 高島屋　柳ヶ瀬倉

庫

アジアン雑貨 駐車場の整備お願いします 頑張って

欲しいものが手に入る 高島屋 気軽に入れる個性的な居酒屋 イベント事を増やす！ コロナに負けずにがんばりましょう！

気軽に行けるちょっとお

しゃれな店のあるところ

シノン 子どもの遊べる場所、ダンスのイベント 無料駐車場 大変な中お店を続けてくださってありがとうご

ざいます。応援してます！

昔から変わらない店 一楽 サッカー専門店 頑張って続けてください。

子供を連れて買い物がしや

すいところ

岐阜高島屋 未就園児を連れて遊びにこれるキッズ

パーク

タピオカなどブームに乗っかり若年層向けのお

店を増やす

昔よりは減りましたが色ん

な飲食店に行くのが好きで

す^_^

今はミツバチ食堂

のランチ

安くてランチのフ

ライが良かった。

飲食店　アニメショップやアニメイベン

ト

週替わりで年齢限定で無料サービスなどお得な

事をしてほしい。

コロナに負けないで今は辛いかもしれないです

が前向きに明るい未来に向かって頑張りましょ

う^ - ^

地元で幼い頃からよく行っ

ていた柳ヶ瀬。S.B.Mなどの

イベントで柳ヶ瀬が昔のよ

うに活気のある商店街の姿

が見られる時。

ツバメヤ カフェやテイクアウト、食べ歩きができ

るお店も増えると嬉しいです。

子どもも大人ものんびり出来る空間

アスレチックなどもある広場

コロナに負けずみんなで頑張りましょう‼️応援し

てます‼️

懐かしくもあり、新しくも

あるところ

シネックス

ツバメヤ

ぶびんが

柳ケ瀬倉庫など

小さく集まれるイベントとか、ワーク

ショップ

フレーフレー　や～　な〜　がっ　せ

魅力的なお店がはいって

る。昔ながらのお店もあ

る、

やながせ倉庫 子どもでも楽しめるイベント

親子で体験できるイベント

また行きたいです☺️ 頑張ってください！

飲食店が多い所 高島屋 釣り具屋さん。 小さい子供がいると普通入れないようなお店で

も、柳ヶ瀬のあのお店なら例えば座敷があるか

ら行けるねみたいな、柳ヶ瀬に特別行く理由が

あると、もっと柳ヶ瀬に行くと思います。

上からですいません！

あなた達のいまの頑張りが10年、20年先の未来

の柳ヶ瀬を救い、作っていきます。

私達には想像がつかない苦労だと思います。

しかしこれからの頑張りは必ず未来に受け継が

れると信じています。

簡単に言えない言葉ですが、本気で頑張ってく

ださい、本気で応援しています。

雨でも濡れずに楽しめる アラスカ文具店 パリの様なオープンカフェ パリの様なオープンカフェや酒場 また、月2で飲みに行きます



柳ケ瀬商店街の好きなとこ
ろ

柳ケ瀬商店街で好
きな店を

今後、柳ケ瀬に増えたらいいなと思うも
の

柳ケ瀬商店街活性化のアイデア コロナと闘う店主の皆さんへ応援メッセージが
あれば

混みすぎてないところ 神室商店ヒート、

一豚

初めてでも入りやすい飲食店 子供の遊べるところ、子供と入れるトイレやお

むつ変えれるところをもっと増やしていくべき

神室商店の水野さん、いつも応援してます。子

供と参加出来るイベントとか開催してくれて嬉

しいです。またコロナが落ち着いたらぜひ開催

してください。

昔も今も変わらない雰囲気 ツバメヤ 休憩スペース 若い人をターゲットにしたお店があればいいな

と思います

混みすぎてないところ 神室商店ヒート、

一豚

初めてでも入りやすい飲食店 子供の遊べるところ、子供と入れるトイレやお

むつ変えれるところをもっと増やしていくべき

神室商店の水野さん、いつも応援してます。子

供と参加出来るイベントとか開催してくれて嬉

しいです。またコロナが落ち着いたらぜひ開催

してください。

食事がおいしい！ バングラッシー 焼肉店 いつ終息するかわからないもののため、飲食店

の皆様やサービス業の皆様、苦労されていると

思います。コロナが落ち着くまでみんな一丸と

なって頑張っていきましょう！！

岐阜高島屋の北海道物産展

などの催事が楽しい。

ツバメヤ おいしくてお値打ちなランチがテイクア

ウトできるお店があったら行きたいで

す。

たこ焼き、クレープ、パン屋、フルーツ

のお店などおいしいなら遠くても行きた

くなります。

岐阜駅に商店街の魅力がいっぱい詰まったポス

ターを貼る。岐阜咲楽に割引クーポンをつけて

掲載する。イベントをインターネットで告知す

る。商店街利用者は岐阜バスの割引がある。

息子が、この春から岐阜県の高校に通っていま

す。状況が良くなってイベントなどが開催され

る時がきたら行ってみたいです。知らない店も

知りたいです。今は辛い時ですがその日を楽し

みにしていますので頑張ってくださいね。

古いとこと新しいとこが上

手く合わさってるところ

ツバメや カフェ

昔はもっと活気があったの

で…応援したい気持ちで

広瀬靴屋さん 子供たちにとって思い出が作れる、よい

場所になるといいです。

写真が撮れる、インスタ映えする場所があると

いいと思います。

頑張って下さい

高校時代、塾通いの帰り毎

日寄り道していました。今

も古い日本と新しい日本を

感じさせてくれる商店街で

す。何度来ても飽きない雰

囲気が大好きです。

ツバメヤ 新規企業家を応援するフリーオフィス。

新規事業を立ち上げやすいイベントや補

助金など。

空き店舗をフリーオフィスへ。 コロナに負けるな！頑張れ岐阜の宝　柳ケ瀬商

店街！

他にはないアンティークや

個性的な雑貨が売っていた

り、意外とお洒落な古着屋

さんや、セレクトショップ

がいくつか並んでいて、若

い人でも買い物を楽しなこ

とができるところ。あと、

最近では新しい居酒屋も増

えて、飲み歩きが楽しい。

郡上市から、ふと行きたく

なる。

やながせ倉庫、Ｐ

ＨＥＮＯＭ

食べ歩きできる屋台が欲しい。唐揚げと

か、タピオカとか、クレープとか。それ

を食べに柳ヶ瀬に行きたくなるようなも

のがあるといいなと思う。

お化け屋敷はすごく面白いと思ったので、何か

そういうような体験型のアトラクションとかは

若い子にうけると思う。VRのアトラクションと

か。あと、パルコとかによくある、期間限定の

カフェだったり、展示場があるとつい行きたく

なる。

私の叔父も柳ヶ瀬にお店を出しているのでたま

に話を聞くのですが、今この状況はいろんな面

で本当に大変だと思います。でもその中でもこ

のようなキャンペーンを実施したり、日々コロ

ナ対策を徹底してやってくださっていることに

感謝します。また、落ち着いたら必ず遊びに行

きます。その時まで変わらない柳ヶ瀬であって

ほしいです。苦しい状況ですが、頑張ってくだ

さい。私もコロナに負けないように頑張ってい

きます！

アーケード街の雰囲気が好

きです

高島屋 お洒落なランチのお店

昔からの行きつけがある マルデブ　つばめ

や　お化け屋敷

飲食店 食べ歩きが出来る環境　大須のような とにかく頑張ってください。昔なように活気の

ある柳ヶ瀬に❗️

イベントがたくさんあると

ころ

田なかや 1時間ぐらいかかるのでそれなりに楽し

んで帰れるような家族でできるお店やイ

ベントをお願いしたいです。

特にないです。今まで通りで大丈夫です。 本当に毎日不安ですよね。同じ岐阜県でも毎日

岐阜市のニュースを見るたびに不安と手間かけ

られない何もできないストレスが強い中ネット

ニュースを見て本当に嬉しかったです。今では2

児の母ですが１９年前は毎日行くぐらいすごく

好きな場所でした。岐阜市で知ってるのは柳ヶ

瀬と岐阜駅ぐらいです。笑

ニュースを見たときはすごく親近感がわきまし

た。これから同じ岐阜県コロナに負けずに自分

や身内の人を守る為にもこれから頑張って乗り

越えていきましょう！

私も子供たちや夫家族仕事場お客様自分の身内

を守る為にも頑張ります。そして落ち着いたら

また柳ヶ瀬に遊びにいきます。

頑張ってください！！本当に幸せな企画ありが

とうございます。

行きつけがある！ つばめや 若い子も沢山来て貰えるように、お洋服

屋さんを沢山増やして欲しい！

お祭りとか、アーティストが来るイベン

トがあると、柳ヶ瀬は賑わうから、絶対

楽しい！！！

閉まっているお店を若い子向けに、インスタ映

のご飯屋さんとかにしてみては！？

これからも沢山のお客様が来て貰えるように、

応募しています！

行きつけがある！ つばめや 若い子も沢山来て貰えるように、お洋服

屋さんを沢山増やして欲しい！

お祭りとか、アーティストが来るイベン

トがあると、柳ヶ瀬は賑わうから、絶対

楽しい！！！

閉まっているお店を若い子向けに、インスタ映

のご飯屋さんとかにしてみては！？

これからも沢山のお客様が来て貰えるように、

応募しています！

昔からの行きつけがある マルデブ　つばめ

や　お化け屋敷

飲食店 食べ歩きが出来る環境　大須のような とにかく頑張ってください。昔なように活気の

ある柳ヶ瀬に❗️

地元ならではの温かさ ぱすた屋 異国料理店街 街コン コロナが終息したら必ず行きます！

レトロな感じを残しつつ新

しいカフェなどが増えて

いっているところ

そばくら富 落ち着きがない乳児とでも一緒に行ける

場所

子連れの若い主婦や大学生をターゲットにした

インスタ映えを重視したイベントやカフェの展

開。

柳ケ瀬は昔は廃れたイメージでしたが、お洒落

な穴場スポット的なイメージへ変わってきまし

た。コロナ収束がいつになるのかわかりません

が、また廃れてしまわないよう、更に発展する

よう、願っています。コロナが収束したら遊び

に行きます。非常に厳しい状況が続いているか

と思いますが、(月並みな言葉になりますが)頑

張って下さい！

昔ながらの雰囲気があると

ころ

八百屋（店名は忘

れました）

お洒落なカフェ、雑貨屋 店頭販売（タピオカやパン屋等）を増やすこと

で人の出入りを流動的にする。

とても苦しい時期だと思いますが、乗り越えた

先の未来のためにもお店を維持してください。

昔ながらの雰囲気があると

ころ

八百屋（店名は忘

れました）

お洒落なカフェ、雑貨屋 店頭販売（タピオカやパン屋等）を増やすこと

で人の出入りを流動的にする。

とても苦しい時期だと思いますが、乗り越えた

先の未来のためにもお店を維持してください。

ゆったりと買い物ができる 柳ヶ瀬倉庫 フリーマーケットのイベントを多くやっ

て欲しい



柳ケ瀬商店街の好きなとこ
ろ

柳ケ瀬商店街で好
きな店を

今後、柳ケ瀬に増えたらいいなと思うも
の

柳ケ瀬商店街活性化のアイデア コロナと闘う店主の皆さんへ応援メッセージが
あれば

いい人ばかり タカシマヤ インスタ映えスポットを増やす 若者がもっと増えるようにばえスポットや可愛

いカフェを作る

大変な時期ですが助け合って頑張りましょう！

雨に濡れないで買い物でき

る

たかしまや、ベン

テンドー

落ち着けるカフェがあるといいな コロナで大変ですが、

小さい頃から柳ヶ瀬はあたしにとって憧れでし

た。

高校生の時は毎日あそんで、バイトできるよう

になったら柳ヶ瀬で働いて、結婚をし、たまに

買い物して。今は寂しくなっちゃったけど、

地元の人は応援してますよ！

映画館と高島屋によく行き

ます。高島屋の物産展が好

きです。川上屋の栗きんと

んも大好きです。

高島屋 フルーツパーラーなどお茶ができるお

しゃれなカフェがほしいです。アフタ

ヌーンティーなどが岐阜には少ないの

で。

若い人向けのお店をもっと増やしてほしいで

す。学生時代の帰り道でしたがあまり寄れるお

店がありませんでした。

ご当地のアイドル(岐阜出身が3人いる祭nineな

ど)とのコラボ商品、料理(スイーツなど)やコラ

ボしたイベント(謎解きゲーム、スタンプラリー

など)などがあると若者(層が偏りますが)も足を

運ぶと思います。岐阜にゆかりのあるアニメや

ゲームとのコラボでもいいと思います。

柳ヶ瀬のHP、ピックアップ店舗はページからお

店のHPにとべますが、マップからはリンクがな

く少し不便な気がします。またショップや飲食

など分けられてはいますが何が売っている店な

のか、何の料理屋なのかが分かりにくいので一

言欲しいです。

厳しい世の中ですが頑張ってください。また収

束したら足を運びたいと思います。

昔ながらの街並みが好き。 高島屋 ハンドメイドのイベントや、子供が楽し

めるイベントをこれからもしてほしいで

す。

今は皆が皆大変な時期です。商店街の方々も大

変な時期ですが、一緒に頑張りましょう！！

昔ながらの街並みが好き。 高島屋 ハンドメイドのイベントや、子供が楽し

めるイベントをこれからもしてほしいで

す。

今は皆が皆大変な時期です。商店街の方々も大

変な時期ですが、一緒に頑張りましょう！！

昭和ぽいところ 平光 お洒落なカフェ

ひとがあったかい！ ツバメや！ 小さい子供が遊べるスペース コラボ開発 ✧ ٩( ๑•ò•๑́ )وｴｲｴｲｵｰ!!

子供が大きくなり、ここ数

年で年に数回行けるように

なりました。

居酒屋さん昔より行きやす

くなり、昼は恐竜とても子

供は喜んでいました。

ここ数年で数件い

きましたが、全て

違うため選べませ

んが、どこも良

かったです。

幅広い年齢層が楽しめる音楽イベントを

開催して欲しいです。

ライブステージがあったり、路上ライブ

があって

気になる人の所で立ち止まって聴いて楽

しみたいです。

音楽で盛り上がる とても苦しい時ですが

絶対に柳ヶ瀬に行きます。

あのお店に負けない！

という競走の気持ちも大切ですが

今は同業者協力しあって、お店に行く事を励み

に我慢している人もいる事を胸に先を見て進ん

で下さい。

早くお出かけいろいろしたいです。

懐かしい雰囲気 高島屋 行列の出来る飲食店

インスタ映えするスポットを作って若者を呼ぶ

雰囲気がいい マルイチ 体を動かして遊べるところ トランポリン 本当に大変なときだと思います。コロナが落ち

着いたらまた遊びにいきますのでお互い頑張り

ましょう！！！

雰囲気がいい 高島屋 ドンキの跡地に人が集まる店にして欲し 岐阜県民みんなで頑張りましょう

昔ながらの店 大福屋 韓国料理屋など 動画配信 みんなで柳ヶ瀬を盛り上げて全国からお客様が

これる場所にしましょう。僕も頑張ります。

昔ながらの雰囲気が残って

るところ

つばめや カフェ

高島屋へ行くついでに、

ちょっとお惣菜買ったり、

美味しいランチしたりでき

るところ。雨を気にしなく

ていいのもありがたいで

す。

高島屋　ツバメヤ 地産地消のお店、土産物屋、特産品の販

売店

駐車場がもっと安ければ、もっと人が集まると

思います。

以前旅行で行った愛媛県松山市の商店街は、駅

と道後温泉の間に位置していて、岐阜駅ー長良

川温泉の立地とよく似ていました。

でもとにかく駐車場が安く、温泉までの路面電

車やバスが充実しており、観光客も地元の人も

たくさんの人が商店街に来て賑わっていまし

た。

柳ヶ瀬も、あんな風に賑わったらいいのにな、

と思っています。

陰ながら応援しております！

子供達も柳ヶ瀬が大好きです。

懐かしい雰囲気 高島屋 行列の出来る飲食店

インスタ映えするスポットを作って若者を呼ぶ

昔ながらの商店街っぽくて

すき、カフェ等増えれば

もっとすき

タムタム 映画館、栄オアシスのような休憩スペー

ス、赤鰐のような人気のカフェ、プリク

ラ、ステージ、インスタ映えスポット、

有名な服屋、ご飯屋、お化け屋敷、ゲー

ムセンター

岐阜駅周辺の居酒屋が栄えてきているので、夜

まで遊べるスポットを作れば1日岐阜で楽しんで

もらえるのではないか。どこからどこまでが

柳ヶ瀬商店街なのかいまいちよく分かってませ

ん。岐阜の名産鮎や飛騨牛が美味しく食べられ

る店などがあれば行きたいと思います。リーズ

ナブルな店から高級店まであると幅広い世代の

人が楽しめると思います。若者が好きそうなオ

シャレなカフェや遊び場を増やせば学校帰りに

寄れたりしてもっと活気に溢れるのではと思い

ます。やななはもう引退してしまいましたか？

ゆるキャラでアピールするのもいいと思いま

す。

柳ヶ瀬商店街は岐阜の誇りだと思っているの

で、大変な時期ではありますがコロナに負けず

に頑張りましょう！！！終息して色んなイベン

ト等ある時は遊びにいきます。柳ヶ瀬商店街を

変えるチャンスだとも思っています。ピンチを

チャンスに変えて前向きに頑張りましょう！

昔よりは減りましたが色ん

な飲食店に行くのが好きで

す^_^

今はミツバチ食堂

のランチ

安くてランチのフ

ライが良かった。

飲食店　アニメショップやアニメイベン

ト

週替わりで年齢限定で無料サービスなどお得な

事をしてほしい。

コロナに負けないで今は辛いかもしれないです

が前向きに明るい未来に向かって頑張りましょ

う^ - ^

4月に岐阜に引っ越して来た

ばかりですが、昔ながらの

お店に味があって好きにな

りした

ポーヤタイご飯 子連れで行けるご飯や、遊び場 子どもも楽しめる場所になると嬉しい 岐阜にきて5ヶ月ですが、昔ながらが残っている

柳ヶ瀬商店街の雰囲気が好きになりました。岐

阜には欠かせない場所になるよう応援していま

す！他県のお友だちが来たら、連れて行きま

す！

学生の頃からよく遊びに

行っていたので懐かしいし

とても好きです。

アンツ 音楽イベントが出来る空間がもっと増え

たら嬉しいです。

若者が増えればインスタなど　繋がりが増える

ので　インスタ映えスポットがもっと増えると

いいですね。

今はほんとに辛くて大変な時だと思いますが、

諦めずに頑張って下さい。



柳ケ瀬商店街の好きなとこ
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柳ケ瀬商店街で好
きな店を

今後、柳ケ瀬に増えたらいいなと思うも
の

柳ケ瀬商店街活性化のアイデア コロナと闘う店主の皆さんへ応援メッセージが
あれば

昭和な雰囲気が残る商店街

高島屋にモロゾフがある！

おうばんやきおいしい！

星時　

CLUB G

ツバメヤ

高島屋モロゾフ

生活の木

カフェ　いちげんさんでも入りやすいご

飯を食べる所

ほかの手作り市と違う所は雨天決行が出来る

所。夏も炎天下にならない事。

和物市とか、ヨーロッパ市とかフランス一日中

とかテーマを絞った手作り市あると楽しそう！

またコーヒーの飲み比べイベントして欲しい！

この前に商店街でお店で買い物した時お店を閉

めるんだという話が聞こえてきました。

行政がもっと援助してくれてお店が無くなって

行かないように声を出す方法が何か有れば良い

のにと思います。

今日よりも明日良い方向に向かいますように。

子供が恐竜が大好きなの

で、恐竜のイベントの際に

は必ず柳ヶ瀬に行っていま

す。私達が夫婦は、学生時

代から変わっていない高島

屋の中をブラブラする事が

大好きです。

高島屋の地下が大

好きです。

小さい子供が遊べる空間があると、ママ

友とランチに来やすいです。

平日は特に、少し暗い雰囲気があるので、もう

少し明るくなるといいと思う

コロナの影響で、店も人も暗い雰囲気が漂って

いますが、コロナが終息する事を祈って今出来

る事をして頑張って乗り越えていきましょう。

私も看護師として、今の状況に必死で頑張って

います。お互いに頑張りましょう！

キャバクラが安い フィッツ コスプレイベント 頑張れキャバ嬢＼( 'ω')／

ちょっと背伸びしていいも

のを買う時に高島屋に行

く。手土産だったり地元の

ものを買う事も出来る。

高島屋、やながせ

倉庫

ドン・キホーテが無くなってしまうそう

なので同じような量販店が出来るとい

い。

若い人やその地域の人じゃなくても寄りやすい

ようなチェーン店のお店を増やす。

いつも丁寧に優しい接客で地元民としては親し

みやすい商店街だと思います。こんな時期で大

変ですが、頑張ってください。

雨でも平気 ティダティダ 子供が遊べる屋内遊園地 ヤナナ復活w 頑張って下さい

岐阜高島屋の北海道物産展

などの催事が楽しい。

ツバメヤ おいしくてお値打ちなランチがテイクア

ウトできるお店があったら行きたいで

す。

たこ焼き、クレープ、パン屋、フルーツ

のお店などおいしいなら遠くても行きた

くなります。

岐阜駅に商店街の魅力がいっぱい詰まったポス

ターを貼る。岐阜咲楽に割引クーポンをつけて

掲載する。イベントをインターネットで告知す

る。商店街利用者は岐阜バスの割引がある。

息子が、この春から岐阜県の高校に通っていま

す。状況が良くなってイベントなどが開催され

る時がきたら行ってみたいです。知らない店も

知りたいです。今は辛い時ですがその日を楽し

みにしていますので頑張ってくださいね。

アクアージュ柳ヶ瀬、イベ

ントをやってる所

ツバメヤ アンテナショップ 今のご時世ネットで何でも買えるので、お店に

行きたくなるような、楽しかったりかわいかっ

たりきれいだったりな店作りが良いのでは。

辛いことと思います。コロナの１日も早い収束

を願っています。

中高生でも楽しめるところ

や、カフェ巡りとか楽しい

ところ

ティダティダ 若い世代でも楽しめるようなお店がもっ

と増えたらいいなと思います

色んな世代の人にどんなものが好きなのかアン

ケートをとってお店を増やす

今はまだ人が集まることに行けないけどコロナ

が収束したら友達とカフェ巡りなどで楽しみた

いので頑張ってください✋✋

意外にいいお店がある 高島屋 デザイナーのたまごや、これからの人が

いろんなことを試すことができる店舗

高島屋リニューアル 岐阜市全体を盛り上げて行きましょう

小さい時の憧れの場所、

柳ヶ瀬。風景が変わっても

やっぱりなんか特別な場所

に感じ、いくと背筋が伸び

ます。

つばめや、高島屋 子供が遊べる大きな場所。木遊館や市立

図書館みたいな、な小さな時から行ける

ようなものがあると子ども達が大きく

なっても柳ヶ瀬が身近に感じるかもしれ

ません。

昔、映画館は柳ヶ瀬しかなかったので良

く行きました。

今でも映画を見てるとふと、柳ヶ瀬で観

た立ち見の映画を思い出し、心がほっこ

りします。

岐阜駅から柳ヶ瀬に続く道の活性化。

オリジナルの何か面白い事をして、クラウド

ファンディングにだす。

プレスをしっかり行いメディアに取り上げても

らう。

昔から好きな場所です。

ずっと守っていて下さりありがとうございます

^_^

最近できはじめてきた魅力

的なお店たちと、昔からあ

るお店の混在。

大新(たこ焼き) かわいい雑貨店や、本格的な多国籍な飲

食店があったら行ってみたいです。

柳ヶ瀬でしか食べられないジャンルの飲食店が

あったら行きたいと思う人も多いのでは。テイ

クアウトできるかんたんな食べ物や飲み物の店

もあるといいなと思います。

大変な時期が続きますが、みなさんがんばって

ください。私も応援しに行きます。

アーケードの雰囲気 高島屋 スイーツのお店

昭和の雰囲気が残ってお

り、若い頃を思い出させて

くれる

高島屋 柳ヶ瀬アイドルカフェ とにかく駐車場がないので、土日は市役所の駐

車場を開放してほしい。

あきらめずがんばってください。

雨が降っても気にせず買い

物出来る

ツバメや フリーマーケット、若者が集まる旬なお

店（大須商店街みたいなイメージ）

シャッターを閉めたあちこちのお店を別なお店

として再利用。

昔のようなにぎわいが戻るように、商店街づく

り、頑張って下さい！子供の頃、柳ヶ瀬に行く

となると、すごくワクワクして。。。あの日の

ような柳ヶ瀬を期待しています！！

新しくはないが人情味のあ

る店が立ち並ぶところ

木蓮 ドンキが閉店してしまうのでそれに代わ

る夜間営業のお店が欲しいです

商品券１万円分を５千円で販売する等のイベン

ト

過半数の業界がコロナにより業績不振となって

います。私もその一人ですが早くワクチンが広

まり柳ケ瀬に戻れる日を待ち望んでおりますの

で厳しいと思いますがお互い耐え忍びましょ

う。

街が素敵 柳ケ瀬　天ぷらク

ラブ

服屋さん

歴史のあるところ 初寿司 若者のファッションブランド、カフェ

(モーニングが食べられる場所)

道を綺麗にして明るい雰囲気にする。(若者が入

りやすい雰囲気にする。)大通りがシャッター通

りにならないようにする。車を置く場所を作

る。

昔から柳ヶ瀬に行ってたのでコロナに負けず頑

張って下さい！！もっともっと活気づいて岐阜

が栄えることを願います。

歴史のあるところ 初寿司 若者のファッションブランド、カフェ

(モーニングが食べられる場所)

道を綺麗にして明るい雰囲気にする。(若者が入

りやすい雰囲気にする。)大通りがシャッター通

りにならないようにする。車を置く場所を作

る。

昔から柳ヶ瀬に行ってたのでコロナに負けず頑

張って下さい！！もっともっと活気づいて岐阜

が栄えることを願います。

歩いているだけで楽しい 高島屋　柳ヶ瀬倉

庫

アジアン雑貨 駐車場の整備お願いします 頑張って

岐阜駅に近いところ 高島屋 以前、声優の「三宅麻理恵」さんを呼ん

だイベントをされていたのが良かったの

で、岐阜県出身の「森下来奈」さんなど

地域に関連した他の声優さんのイベント

も開催されると良いです。

柳ヶ瀬で行ってみたいイベントがあっても、

ネットニュースなどで事後にその存在を知るこ

とが多いので、インスタグラムやツイッターな

どのSNSの公式アカウントを作り、情報発信を

してほしい。

今でも「岐阜の中心部と言えば柳ヶ瀬」という

イメージがあります。

コロナの影響で県外へ出かけることへの忌避感

があるため、イベントなどがあれば柳ヶ瀬に行

きたいと思います。

ご飯屋さんが増えたところ タカシマヤ カフェ ネコカフェ 頑張って下さい

幼少から変わらず行ってい

た場所です。色々と変わり

ましたが柳ヶ瀬のノスタル

ジーな雰囲気が好き。

鰻屋の田なか屋 柳ヶ瀬には若者からお年寄りまで幅広い

年齢層が訪れますので年齢に捉われない

オールマイティなイベントを企画して欲

しい。お祭りの縁日の様な出店などで埋

め尽くすとか

何か１つに特化した催しをしたらどうでしょう

か

やはり街は人とで繋がって生きていると思いま

す。みんなで支え合って頑張っていきましょう

人情味がある。 高島屋 前者 若者が集まるようなsnsを使ったイベント コロナに負けるな！共に頑張りましょう！



柳ケ瀬商店街の好きなとこ
ろ

柳ケ瀬商店街で好
きな店を

今後、柳ケ瀬に増えたらいいなと思うも
の

柳ケ瀬商店街活性化のアイデア コロナと闘う店主の皆さんへ応援メッセージが
あれば

昔よりは減りましたが色ん

な飲食店に行くのが好きで

す^_^

今はミツバチ食堂

のランチ

安くてランチのフ

ライが良かった。

飲食店　アニメショップやアニメイベン

ト

週替わりで年齢限定で無料サービスなどお得な

事をしてほしい。

コロナに負けないで今は辛いかもしれないです

が前向きに明るい未来に向かって頑張りましょ

う^ - ^

レトロな本物の商店街なと

ころ

ミツバチ食堂 着物、浴衣イベント。お茶屋さん 柳ヶ瀬商店街の団結力で、皆んなで出来る事で

ギネス挑戦。

見えないかもしれませんが、応援している人は

多分予想以上に必ずいます！頑張って下さい！

雨の日でもぶらぶらでき

る。

高島屋 イベントラリー的なもので、知らないお

店を回れルと良いかなと思う。がんば

頑張って、

盛り上げようと色んな事業

をやっているところ。

ants 上記と同様。

アーケード通路の清掃が行

き届いていると感じる点。

昔ながらの飲食店がある点

高島屋 色々なジャンルのお店が屋台のように集

まる、広場。

郊外のショッピングセンターに客が多いのは、

車社会が定着している岐阜だからです。中心部

なので難しいかもしれませんが、柳ヶ瀬商店街

に足を運ぶためには、駐車場の分かりやすさ(提

携駐車場か否かも分かりにくい)、低料金化、駐

車場の台数確保が必須だと思います。人が集ま

りやすくなれば、必ずもっと元気が出ると思い

ます。

大変な状況ですが、頑張って下さい。落ち着い

たら家族で、遊びにいきます。

昔ながらの店が残っている

ところ

季づな　宇を徳 10代、20代が入りやすい衣料の店が欲し

い！！

お菓子やスイーツのイベントをたくさん行う！ 今辛抱すれば前の日常が必ず戻ってきます！

色んなお店があって、最近

若者向けのお洒落なお店が

増えてきて、家からも近い

ので散歩でも楽しいとこ

ろ。

やながせ倉庫 若者向けのスイーツ屋さんができて欲し

いです

どちらかというと大須のように、若い人向けの

流行を取り入れた食べ歩きできる感じのお店を

通りにたくさん作って欲しいです

家から近いので、自分でもコロナ対策はしっか

りとして、少しでもお店の力になれるようにお

買い物行きます

オシャレな店や、アイデア

いっぱいの店があるところ

やながせ倉庫 謎解きイベントを是非お願いしま

す！！！

繰り返しになりますが、謎解き。scrapという謎

作成会社とコラボしたら最高です。

あとちょっとだと思います！みんなこもってい

た分、外出したい気持ちいっぱいです^ ^頑張っ

てください！！！！

お店がたくさんあって嬉し

い。

一楽本店 お化け屋敷 大変だと思いますが、コロナに負けずがんばっ

てください。

かわいい雑貨や服があると

ころ

キカザル、やなが

せ倉庫など

古着屋やカフェなど

昔ながらの雰囲気 BLUE BLUE GIFU オシャレな洋服屋 ファッションや飲食に特化した店舗を集める 大変だと思いますが、コロナに負けずに頑張り

ましょう！

アーケードがあり雨の日で

も楽しめるところ

つばめや おしゃれなスイーツカフェ、インスタ向

きのスポット

若年層の好むお店、特にファッションのお店を

増やす

自粛中の辛い時期ではありますが、一緒に乗り

越えましょう！

お店が一杯あるところ ロフト 若い子に人気のお店やカフェ お店を全体的に建て直して若い子が来やすいよ

うなお店が一杯あると活性化に繋がる。

柳ヶ瀬でクラスターが出たり、皆さんコロナの

影響で色々と大変だと思いますが、コロナに負

けず、元気一杯、頑張ってください。みなさん

の元気な笑顔が励みになります。

歴史がある 高島屋 ワイン試飲 アーケードは暗いので撤去する コロナに負けないアイデアで集客を！

新しいお店や古いお店がい

ろいろある

柳ヶ瀬倉庫 インスタ映えするスポットを 探せるス

ポットとか

金神社にちなんだイベント 金 世界中がコロナで低迷しているけど、なんとか

耐えて コロナが終息したら 今まで以上に復活し

てほしい。ドンキが無くなっても 人が集まると

ころになってほしい

レトロな洋風な雰囲気いろ

んな雰囲気楽しめる

つばめや、ミツバ

チ食堂

和食店 コロナで営業大変だと思いますが

頑張って下さい

今は寂しくなってしまった

けど、子供の頃は服、食べ

物、アクセサリー、文房

具、いろんなお店があって

キラキラしていた。その面

影を探して、なぜか行きた

くなる。

パン屋の

LONDON、果物屋

の大熊

サンビル、ジュラシックアーケードみた

いなイベントを、季節ごとに！

シャッターを減らして、若いお店を増や

してください！

食べ歩きのお店が豊富とか？

何かに特化した、全国にアピールできるお店が

増えたらいいな。

マスクして、いつも通り遊びに行きます！持ち

堪えてください！

ご飯の美味しいお店がある 焼肉よこやま 玉宮町のようなお店を柳ヶ瀬にもっと

作ってほしい

小さい頃からの憧れ 高島屋及びその周

辺のお店の雰囲気

子供が集まれるような場所 岐阜駅からの導線設定の見直し 大変な状況でありますが岐阜県一の繁華街とし

て頑張って下さい☆

昔ながらの雰囲気という

か、古くさい感じもありな

がら、お洒落なお店が隠れ

ているところや、歩いてい

ると老若男女さまざまな人

が買い物をしているとこ

ろ。

一番好きなのは昔

からある高島屋。

独身の頃は、大切

な人への贈り物を

買いに行くことが

多かったです。最

近はサンデービル

ヂングをきっかけ

にやながせ倉庫を

知り、そちらも好

きになりました。

子どもが産まれてから、少し柳ヶ瀬での

買い物に不便を感じることがあったの

で、子連れ歓迎のカフェや飲食店、授

乳・オムツ替え施設などを増やしてもら

えると嬉しい。

平日も賑わうようにするには、やはり専業主婦

を狙うといいと思います。そのために子連れの

母親が出向きやすい環境作りをすると、休日だ

けでなく平日も賑わうのではないかと思う。

「経営を継続するのも辛い。やめるのも辛い」

知人の店主から聞いた言葉が忘れられません。

客が来るかも分からないのに、開店の準備を

し、エアコンをつけて室内を涼しくし、コロナ

対策をし、どんな思いで毎日過ごしていらっ

しゃるのかと思うと、胸が苦しくなります。い

つかこんなこともあったねと笑える日がきっと

来ると信じて、今はどうか耐えてください。何

もできませんが、同じ岐阜に住む人間として、

柳ヶ瀬を利用してきた人間として、応援してい

ます。

街並みが好きです⑅◡ ̈* あま

りゆっくりとみられたこと

がないので昼間にも行って

みたいです

ごめんなさい…忘

れちゃいました

映えそうなお店 今はみんながみんな大変な時だけど、落ち着い

たらまた行きたいと思うので一緒に頑張りま

しょ♡

レトロな雰囲気 ツバメヤさん イベントでいうなら、夏の風物詩である

お化け屋敷を冬場とかにもやってもらえ

たら嬉しいです！謎解き脱出ゲーム×お

化け屋敷みたいなのも面白いかと思いま

す！昔福島に復興支援行った時、仙台の

商店街で同じようなイベントをやってま

した。その時も常に3時間待ちぐらいで

大変賑わってましたよ！

今はSNSの時代なので、Twitter、Instagramなど

などこれまで以上に発信していけばいいのでは

ないかと思います！それと、毎回行く度に思っ

てたのですが駐車場が分かりにくいかなと思い

ました！

自分がまだ若い時は友達と遊びにいき、結婚し

てから嫁と遊びにいき、子供が産まれて去年は3

人で遊びに行きました！本当に自分の思い出が

沢山ある商店街です！今はコロナで大変な時期

だと思いますが、必ずまた前みたいに戻るはず

です！また遊びに行きますね！

風情がある 岐阜高島屋 プロレス

ぶらぶらと散歩ができると

ころ

初寿司 去年の恐竜みたいに、子供向けのイベン

トをもっと増やしてほしいです。

テイクアウトのお店が増えたら、気軽に行ける

かな

この状況がいつまで続くか分からないけれど、

きっとまた以前の様に明るい未来が来る時信じ

て！

頑張り過ぎても疲れるだけなので、適当に頑張

りましょう！！



柳ケ瀬商店街の好きなとこ
ろ

柳ケ瀬商店街で好
きな店を

今後、柳ケ瀬に増えたらいいなと思うも
の

柳ケ瀬商店街活性化のアイデア コロナと闘う店主の皆さんへ応援メッセージが
あれば

活気があるのに、昔からあ

るのがわかる所が大好きで

す

タイ料理屋さん、

まるでぶ

若者向けのライブ 映画を新しいのもして欲しい たくさん行くので耐え抜いて下さい！

サンデービルヂングマー

ケット

BLUE BLUE 子供を連れてゆっくりできるカフェ 頑張って

高島屋があるところ 高島屋 ソーシャルディスタンスが保てるような

お店を提案されてはいかがでしょうか、

せっかくアーケードがあるので

その下を活用して考えてみてはいかがで

しょうか、、、

長住町あたりから

柳ヶ瀬への流れができるようにしてはいかがで

しょうか、、、

柳ヶ瀬商店街だけがコロナの影響をうけている

のではありません。

皆が潤わないとお金も物も動かないと思いま

す。希望を持って少しずつでも

前に進んでください。陰ながら応援しておりま

す。

岐阜県でも数少ないアー

ケード型の商店街で、レト

ロの雰囲気がたまらなく好

きです。

ツバメ屋 大須商店街のような買い食いできるよう

なお店が増えると面白いと思う

有名食べ歩き店の誘致 いつかは晴れる時が来る！晴れたら大騒ぎ、お

祭り騒ぎで商店街を盛り上げよう！

昔からのお店がまだある所 高島屋 ドンキホーテのような、ディスカウント

店　ネイルサロン

以前あったお化け屋敷は、良かったので、復活

してほしい

ご自身の体調にも気をつけて、頑張って下さ

い。

岐阜らしいところ ツバメやさん きれいなガーデン併設のカフェ。 ネットやマスコミにとりあげてもらう。 歴史のある商店街だと思いますので、頑張って

下さい！。

古いものと新しいものが共

存しているところ

bhang lassi 、キカ

ザル、柳ヶ瀬倉

庫、ロイヤル劇場

音楽の聴けるクラブ、深夜営業のカフェ 夜に立ち寄れるお店がもっと増えるといいと思

います。

苦しい時期に色々と試行錯誤して下さりありが

とうございます。普段利用しているお店は出来

る限りサポートしたいと思っています。

昔ながらの昭和な感じ 無印良品 ミニライブ

昔からのお店がまだある所 高島屋 ドンキホーテのような、ディスカウント

店　ネイルサロン

以前あったお化け屋敷は、良かったので、復活

してほしい

ご自身の体調にも気をつけて、頑張って下さ

い。

昔ながらのところが残って

るところ。母が柳ヶ瀬でお

店を経営していたので通っ

ていました。昔から変わっ

てないところもあり懐かし

さを感じます。

小さい頃に飲んでたフルー

ツジュース。また飲みに行

きたいです。

高島屋　なくなっ

ちゃったけどつる

天さん　つばめや

さん

岐阜の名物を使ったお店やさんもたくさ

んあって欲しい

駐車場のmap、やなバス活躍　玉宮町から繋い

で岐阜市全体が盛り上がるといいです。

今、すごく大変だと思います。

特に飲食店の方は大変ですね。

コロナの対策をされてる何かわかりやすい情報

などがわかればこちらも行きやすいです。※密

集してたらどうしようと足が止まるのは事実で

‥すいません。

落ち着くまで皆さんで力を合わせて乗り越えま

しょう！

しばしば演劇を観に「御浪

町ホール」へ行きます。

演劇を観るついで

に駅周辺で飲食し

ます。

どこでもよいので場所さえ借りれるな

ら、気軽に参加できる敷居の低いブック

トーク哲学カフェとか、やってみたいも

のです。あるいは、著名な学者を招いて

の学習会・講座などがあれば、参加して

みたいです。東浩紀さんが東京でやって

いる「ゲンロンカフェ」みたいなのが岐

阜にあれば、毎回行きたいですし、すご

いですね。評判になると思います。

https://genron-cafe.jp/　むしろ企画に参

加してみたくもなります。

普段コストなしで演劇を上演する「0円演劇事

業」「借地・借景・借人演劇プロジェクト」を

実施していますが、商店街の人たちがキャスト

となって出演するような街角を舞台にした「0円

演劇」を制作し、コスト0円で、上演してみたい

ものです。

https://note.com/republic_arts/n/n1237effe9a93

消費税が国に入らず、すべて消費した地域の自

治体に納入されるなら、地元の振興のために

も、がんがん地元で消費したいと思うようにな

るのですが。なんとか議員さんが動いてほしい

ものです。

個人のお店や百貨店などの

大型店舗もあり、様々な用

事で使えること。かわいい

雑貨屋さんがあるところ。

やながせ倉庫 若い人も通いやすい料理教室があれば

行ってみたいです！

若い人が訪れやすいお店がたくさんできるとい

いと思う

コロナが終息後に友達や家族と気兼ねなく遊び

に行ける日が待ち遠しいです。感染症対策など

大変な事が多いと思いますが頑張って下さい。

ゆったりと買い物ができる 柳ヶ瀬倉庫 フリーマーケットのイベントを多くやっ

て欲しい

ない タカシマヤ 若い人のワークショップを空き店舗で毎

日行えるように。昔のようにMELLさ的

な施設やPARCOを柳ケ瀬でオープンし

て欲しい

空き店舗をなくす 昔のように道に人が溢れた活気を作ってくださ

い

個性あるお店がたくさんあ

り、食品の買い物ついでに

食事をしたりお茶をしたり

ぶらぶらと散策できるとこ

ろが好きです。

やながせ倉庫 食品の専門店(お肉やお魚屋さん) 月に1〜2回ですが買い物ついでに散策させても

らっています。いつも各店主さんの気持ちのよ

い接客に「また来たい」と思っています。小さ

な貢献しかできませんが、どうか今を乗り切っ

てください！

雰囲気 これから見つけて

いきます！

芸能人の来店イベント ゆるキャラ 大変だと思いますが、みんなで頑張っていきま

しょう

せんい祭です！アンティー

クな感じのボタンが安く売

られてて、宝物探しみたい

です！

柳ヶ瀬倉庫 Instagramと連携したイベントがあればい

いなと思います！ハッシュタグをつけた

ら、それがフリーペーパーにのるかも！

的な？、

上と同じなんですが、写真を投稿して選ばれた

のが、webやフリーペーパーになるみたいなの

があったら楽しそうだなって思います！柳ヶ瀬

に置いてあるフリーペーパーはどれもおしゃれ

なので、のってみたいっ私も思うし、そう思う

ひと多いと思います！

すごく大変な時期だと思います。たくさん苦し

いことあると思うけど、きっともう少しで終わ

ります！みなさん、がんばってください！また

柳ヶ瀬に遊びに行けるの楽しみにしています！

劇場通り 高島屋岐阜店、 寄り付きの良い駐車スペース 高校生や大学生や若者のイベント活動に協力す

る。リモート活用拠点用の空き店舗整備インフ

ラ

柳ヶ瀬は不滅です!

懐かしく思う風景 弁天堂 子連れ歓迎カフェ！

美味しいお店がたくさんあ

る

馬喰一代 おしゃれカフェ ご当地アイドル、グルメ 必ず終わりが来ると思うので今を踏ん張ってく

ださい。

歩きやすい、駐車場も沢山

ある

ツバメヤ ランチに力を入れた店！

ケーキ屋！

やはりランチ！ いつまで続くか分からない状況ですが、希望を

捨てず！

高島屋しか行ったことがな

いので正直わかりません。

岐阜高島屋 近隣に大型施設等 岐阜市には空港もなければ新幹線もない、隣が

海じゃないから船もない。そうなると人を呼ぶ

には車とJRと名鉄だ。身近でいきやすい街づく

りがいいのではないかと。

これからもずっと頑張れ柳ヶ瀬商店街



柳ケ瀬商店街の好きなとこ
ろ

柳ケ瀬商店街で好
きな店を

今後、柳ケ瀬に増えたらいいなと思うも
の

柳ケ瀬商店街活性化のアイデア コロナと闘う店主の皆さんへ応援メッセージが
あれば

昔ながらのお店と現代的な

お店が立ち並ぶ景観

八千代 現実を忘れられるような空間、店舗 空き店舗へ企業の誘致 もう少しの辛抱です。

それまで頑張って下さい。

変わらない雰囲気（思い

出）

高島屋 メンズのアパレルショップ 柳ヶ瀬商店街が大好きです！大変な時ですが共

に乗り越えましょう。応援しています。

人間関係のいいところ 高島屋　ドンキー

ホーテ　宝石屋の

隣の八百屋

もっと若い人でも楽しめる店 まず余ってる土地に店を建てて柳ヶ瀬人口を増

やす

皆さんコロナで厳しいお思いますが一緒に頑張

りましょう共に乗り切り柳ヶ瀬を活性化させま

しょう

人間関係のいいところ 高島屋　ドンキー

ホーテ　宝石屋の

隣の八百屋

もっと若い人でも楽しめる店 まず余ってる土地に店を建てて柳ヶ瀬人口を増

やす

皆さんコロナで厳しいお思いますが一緒に頑張

りましょう共に乗り切り柳ヶ瀬を活性化させま

しょう

古い街並み ミツバチ食堂 カフェや子供がワクワクするような空間 若い世代の活気 コロナ渦で大変ですが日本の経済を柳ヶ瀬から

盛り上げて行ってください！自分達も家族で伺

います。

古い街並み ミツバチ食堂 カフェや子供がワクワクするような空間 若い世代の活気 コロナ渦で大変ですが日本の経済を柳ヶ瀬から

盛り上げて行ってください！自分達も家族で伺

います。

レトロでおしゃれなところ ツバメヤ お祭り 先が見えない状態ですが頑張ってほしいです。

実は穴場の店が結構あると

ころ

とんかつ一楽(もう

なくなりました

が、、、)

中高生や大学生、酔っ払い大人をター

ゲットにした出店(コロッケ等)

インスタ、有名youtuberに紹介してもらう 皆さん頑張りましょう！止まない雨は無い！私

も笑顔で頑張ります！ファイトー！

昔から通っていて思い出が

あるので

いしぐれ珈琲 おしゃれなカフェやマッサージ屋さん バーや居酒屋など夜のお見せは充実しているの

で、飲食店以外にも雑貨屋さんなど入れて、お

昼時間も楽しめるようになったらもっと繁盛す

ると思います！

今は自粛していますが、お店が再開したら必ず

遊びに行きます！！

ゆったりとした風情 BLUE BLUE スイーツ系のお店 Instagramで盛り上がるお店が多くはいる 僕もサービス業してます。お互い頑張りましょ

う。

落ち着いた雰囲気がある 虎屋 おしゃれなランチができる食事処 閉まっている店舗もありますが、明るい雰囲気

があるといいと思います

慣れ親しんだ柳ケ瀬と新しい柳ケ瀬がうまく融

合した商店街期待しています

サンデービルヂングマー

ケットの開催

ミツバチ食堂 子どもと一緒に楽しめる場所 サンデービルヂングマーケットは、大好きなイ

ベントです。ただ、子供（小学生）にとっては

あまり魅力を感じないらしく、行きたがりませ

ん。

子供も楽しめるプラス要素があると、さらに家

族連れなどに訴求すると思います。

大変だと思いますが、頑張ってください。ささ

やかですが、なるべく足を運んで応援させてい

ただきます。

アーケードがあって快適に

動けるところ

LOMDON(パン屋

さん)

猫カフェやフクロウカフェ等 人と直接繋がれない世の中になって、改めて、

人と人との関係って大事だなって感じました。

コロナが消息したら、あったかい雰囲気の柳ヶ

瀬に足を運びたいなぁと思ってるので、何とか

踏ん張って下さい。

レトロなところ 映画館 子供の遊べる遊具 駐車場の整備 1日、1日大変ですが、頑張ってください。

最近はバラエティ豊かなお

店がたくさんあって楽しい

です。

マサムラ 観葉植物のお店 若い子が来たくなるようなイベントがあるとい

いと思う。

柳ヶ瀬に行くのが毎回楽しみなので、

コロナに負けず頑張ってください。

レトロなところ 映画館 子供の遊べる遊具 駐車場の整備 1日、1日大変ですが、頑張ってください。

少しレトロで落ち着く雰囲

気。派手すぎず治安が良さ

そう。

備長いろり庵 やななちゃんに会いたい！やななちゃん

グッズが買える場所。

空き店舗をなくし出店してもらえるように出店

サポート。(最初の数ヶ月家賃割引や敷金無しな

ど費用面でも・・)流行りのインスタ映えスポッ

トや映える食べ物を販売するなど。

今は一足が減って大変な時だと思いますが、コ

ロナが落ち着いたら外出沢山したいと思ってい

ますのでそれまでどうか頑張っていてくださ

い。発送できる商品などあれば宣伝してくれた

ら是非沢山買って応援したいと思います。

色々な店があり、レトロな

雰囲気もいい

お香のお店、宮本

でしたか、色々な

お香があって楽し

かったです

若い人も来れるイベント レトロな商店街を生かした映画やドラマの撮影

誘致なんかどうでしょう。

柳ヶ瀬は岐阜市民の誇りですから、ぜひぜひ頑

張ってください！

下町ぽい所 山ちゃん いろんな町の名品とか 明るいイメージが足りないと思う 今はみんな我慢の時かと思います

あと少し頑張って下さい

職場が柳ケ瀬だったので毎

日行っていました

髙島屋 長崎屋のような一般庶民が買い物できる

ようなお店があるとよい

現代に溶け込むレトロ感 ぎふ初寿司 無料駐車場の整備（岐阜は車社会、街以

外に住む人が行きにくく駐車場のある

ショッピングモールに流れる）

謎解きイベント等の開催（謎解きしながらお店

をまわり、消費を見込む）

コロナを乗り切り、柳ヶ瀬の底力を見せつけて

ください！

地元感溢れるところ 岐阜高島屋 出店 いろんなニーズに応えられるお店 厳しい状況の中、営業してくださってありがと

うございます！

デパートがある 高島屋 祭り 郊外のスーパーで販売してないものを

取り扱って欲しい。

一緒に乗り越えましょう。

レトロな雰囲気。 とんかつ三和 縁日、昼飲み 自粛営業や集客が少なくて大変な時期ですが、

みんなで支え合い助け合って頑張って下さい。

応援してます！

店員さんの人柄 ツバメヤ 食べ物など。B級グルメ 食べ物系が増えればいいと思う いつも色々なお店でお世話になります。

今は色々大変な時期ですが、みなさん、頑張っ

て下さい。

必ずコロナ前のような日が来ます！

レトロな雰囲気。 とんかつ三和 縁日、昼飲み 自粛営業や集客が少なくて大変な時期ですが、

みんなで支え合い助け合って頑張って下さい。

応援してます！

気取らずほのぼのとした商

店街でぶらぶら出来るとこ

ろです。

ミツバチ食堂 綺麗で利用しやすい駐車場。 散歩が出来る、トイレが綺麗な若い子が集う場

所にして欲しい。

店内が清潔に見えればフラッと立ち寄りたくな

ります。どの業界も厳しい時期です。共に努力

し前に進みましょう。

柳ヶ瀬に一生に一度の思い

出があります

ジーフェスタ 小さい子供がいるので、家族で楽しめる

イベントがあれば行きたい。

車で行くと少し不便な事が多いです。たまにし

か行かない人にとって駐車場の位置の案内や空

き情報がわかりやすくあると気軽に寄って行こ

うかななどと思えるようになる

一生に一度の思い出が商店街にあります。

また思い出を振り返りに行きます。頑張ってく

ださい。

黄金神社によく行く 1番はむかーしあっ

た、チーズケーキ

のお店。

コスプレや音楽。若い子が集まりそうな

イベント

とにかく人を呼ぶ。他県から来て、泊まってい

くような、定期イベントをやる。

イベントが始まったら、また行きます。

昔子供の頃は柳ヶ瀬を歩く

のがワクワクして楽しかっ

たです。今は高島屋へお祝

いの品を買いに行ったり、

北海道のものを売っていた

りするときに行きます。

高島屋 安くて明るくて美味しい、入りやすいカ

フェや居酒屋

老若男女行きやすいカフェ、居酒屋があると、

行きやすいと思います。

柳ヶ瀬は車では有料駐車場に停めなくてはなら

ず、なかなか行きにくくて行けずにすみませ

ん。コロナが少し収束したら、バスで飲みに行

きたいです。体に気をつけてくださいね。



柳ケ瀬商店街の好きなとこ
ろ

柳ケ瀬商店街で好
きな店を

今後、柳ケ瀬に増えたらいいなと思うも
の

柳ケ瀬商店街活性化のアイデア コロナと闘う店主の皆さんへ応援メッセージが
あれば

実家から徒歩距離なので何

かあると柳ケ瀬です

無印良品　髙島屋 ランチのお店

古き良き昭和の雰囲気が

残ってる

ミツバチ食堂 やなな復活、または新ゆるキャラ立ち上

げて町興しイベントやりましょう！

もっと地産地消をアピール！あと、いわゆる歴

女顧客の取り込みを！

今は雌伏の時！止まない雨はありません！

若い人達が活気ある商店街

を復活させようと頑張って

いるところ。

ツバメヤ、ミツバ

チ食堂

農家直送のとれたて野菜売り場。他に

は、ABCマートとか、コメダ珈琲、ユニ

クロとかいわゆる普通の店とかがたくさ

んあってもいいかと思います。

こだわりの店とか、個性的な店も増やしつつ、

今あるスギ薬局などに加えて、定番の店をもう

少しいろいろ増やせば、日常に必要だから、店

がある商店街に行くと思うので、多少、チェー

ン店もいろいろ参入してもいいのではないかと

思います。

コロナが落ち着いたら、また商店街に行きたい

と思います。

レトロ感 高島屋　江崎模型 若者が来るような街 市営の大型駐車場の再整備

食べ歩きができるような街

一丸となって乗り越えましょう！

歩いていて涼しい ツバメや 暗いところが怖いので、もっと明かりを

設けて欲しいです。

シャッター街を無くす。もっとお店の表情を前

に出して欲しい。何をやっている店なのか、価

格帯、メニューなどの看板があるとわかりやす

いと思います。

新しくできるcafeに行ってみたいです。様々な

取り組みを考えてくださりありがとうございま

す。

ドンキが好きです ドンキ 年配の人間でも買い物ができる場所が欲

しいです

あったかい雰囲気 ツバメヤ スイーツに関するイベント、オススメラ

ンキングとか作って何箇所も回らなくて

もついでに買いたくなるようなブース

柳ヶ瀬商店街の魅力を紹介したフリーペーパー

をせめて県内の道の駅に置く。フリーペーパー

は季節ごとにほしいので年４回。

今は自粛の時期ですが、コロナが落ち着く頃に

は自主的(自然)に皆が集まり、また笑顔溢れるあ

たたかい商店街に戻る事を信じています！なか

なか私も遠くて行けませんが、いつも何故か急

に行きたくなる柳ヶ瀬商店街。大好きです！！

頑張って下さい！！

古いけど可愛い看板 モックモック ライブ

最近ステキなお店が増えて

きている

ツバメ屋 ステキなカフェ 駐車場の整備！ 笑顔で頑張って！買い物に行きます？

昭和感漂うレトロな雰囲気 やながせ倉庫 勉強できるカフェや小洒落た洋服屋さん

子供の時からあるので懐か

しく、来るとほっとする場

所

無印良品、ミツバ

チ食堂、高島屋

昔もっと雑貨屋さんが沢山あって好き

だったので、可愛い雑貨屋さんが増えた

ら嬉しいです。

若いお客さんが減ってる気がするので、もっと

若い子にうけるようなお店イベントを行うとい

いと思う。

わたしが高校生の頃センサーがあって、そこで

買い物、今はないですが柳ヶ瀬にサラダとかは

ピュッフェになってる美味しいイタリアンレス

トランがあって穴場だった。今はそういうお店

がなくなってしまったので😞

今は大変だと思いますが、この苦境を乗り切っ

て柳ヶ瀬の伝統を守り続けて欲しいです。昔か

らある柳ヶ瀬の雰囲気大好きだし、今も来ると

ホッとします。

屋根があるから濡れない。

イベントが多い

ポーヤイ、高島屋 服や雑貨屋 コスプレとか？ また遊びに行きますね！

店が豊富 4℃ お洒落なカフェ 柳ヶ瀬あっての岐阜です。応援しています。

友人と気軽に買い物ができ

るとこ

ミツバチ食堂、高

島屋

めちゃくちゃ個人的なことですが、タピ

オカが好きなのでタピオカのお店できた

ら嬉しいです笑

若者向けのカフェを増やすことだと思います。 私も飲食店で仕事をしているので大変さはわ

かっているつもりですが、その中で来てくだ

さったお客様への対応を少しでも良くしようと

心がけています。そういったことの積み重ねだ

と思います！コロナで大変ですがみなさんで頑

張りましょう！

アーケード街が好き 初寿司 飲食店が増えたらいいです

雨が降っても大丈夫なとこ 高島屋 世代を超えた、どの世代の洋服が買えた

らいい

全天候対応

アーケードを利用した、アウトレットモールに

したらいいなあー

レトロな風景が好きです 無印 供用のカフェスペース、休憩所 スタンプラリー

ハンドメイドなどの参加型のイベント

教室

必ず乗り越えることができる。

一緒にがんばろ〜！

特にない あまり知らない 大須商店街のような活気 商店街が暗く、やってるのかやってないのかわ

からないような店も多いので、もっと若い人が

散歩やデートに寄りたいと思えるような、明る

い商店街にしてほしい。

大変だと思いますが、頑張ってください。

雰囲気が好きです ささ政 オシャレな服屋、かわいい古着屋 業種別の柳ヶ瀬歩きマップ、(カフェ、服、雑貨

など)

和服で商店街に着たらサービスなど。（今の郡

上がやっているようなキャンペーンを常時）和

服と合うような写真スポット

またらお買い物行こうと思います。

どこか懐かしい雰囲気で、

落ち着きます。

ツバメヤ 特になし。 地産地商品を推せば必ず活性化すると思いま

す。

本当に大変な時期だと思います。

今こそ商店街の皆様の素敵な人柄で頑張ってく

ださい。お身体だけはどうかご自愛ください。

岐阜高島屋とまわりのお店 岐阜高島屋 介護や子育てが落ち着いて、これから中

日文化センターで習い事を始める予定で

す。

草木染め、陶芸教室などあると

いいです。

手作り柳ヶ瀬のお店ガイド、 他県から金華山周辺の観光に見えた人たちにも

柳ヶ瀬に来てもらえるよう、アイデアを出し

て、活性化していってほしいです。

岐阜の文化が学べる所やハンドメイドのお店

や、長崎屋の跡地やそのほか、新しい建物、人

が集まるような工夫をしてほしい。花や喫茶

店、運動できる施設やチェーン店など、今後の

柳ヶ瀬を楽しみにしています。

スーパー銭湯、浴衣が選んで着れるなど、若者

を集める企画、

物心ついた時からずっとお

世話になっているので、愛

着があります。

ロンドン（パン

屋）、正村（お好

み焼）、ミツバチ

食堂、オギウエサ

イクル、ツバメヤ

昔のように、映画館がたくさんあったよ

うに、ギャラリーなどアートに触れる場

所が欲しいです

万人受けを狙うより、一部の文化に特化した方

が面白いと思います。（万人受けは郊外の

ショッピングモールに任せて…）電気の街秋葉

原や、古着の街大須のように？ITの時代と若者

誘致のために、若者やスタートアップ企業のの

賃料を格安にする、など。

コロナ流行後も、私たちのように、商店街に伺

う人は確実にいます。逆境なのは柳ヶ瀬だけで

はありませんし、皆で乗り切って行きたいで

す。その為にも、少しでも貢献できるよう、で

きるだけお邪魔させて頂きます。



柳ケ瀬商店街の好きなとこ
ろ

柳ケ瀬商店街で好
きな店を

今後、柳ケ瀬に増えたらいいなと思うも
の

柳ケ瀬商店街活性化のアイデア コロナと闘う店主の皆さんへ応援メッセージが
あれば

昔ながらの風景。落ち着

く。

屋台のラーメン 駐車場 安いスーパー 現在、怖くてなかなか遊びに行けないですが、

終息したら是非遊びに行きたいので、コロナに

負けず頑張って下さい。

いろいろなイベントや企画

で盛り上げようという気概

が好きです

A.L.C.Cafe アミューズメント施設 厳しい状況が続いていますし大変かと思います

が、お身体に充分気をつけて頑張ってくださ

い。

アットホームなお店が多い 干支の置物　昔な

がらの和紙の小物

を

販売しているお

店。

高島屋

お好み焼屋さん

お化け屋敷　　恐竜展「毎年　楽しみに

してました。」

やなな　復活‼️ 柳ヶ瀬での買い物は　若い頃から

^_^50代になった今も　私の楽しみです。そして

これからも　ずっと変わりませんので　どうか　

宜しくお願いします。

はぴやななどのイベントを

させてくれるところ。やな

ながいたのも良かった。

末広屋 下駄屋さんや着物屋さん。お風呂屋さ

ん。本屋さん。

色々なお店が、もっと子どもを受け入れる感じ

を出す。

もともと密じゃないからこそ、うまくやれば成

功します！

歴史あるお店 特になし 飲食店 駐車場の整備 今は、我慢！

小学生の時に初めて行って

みなさんが優しかったこと

下駄のお店です 映えらお店を出すとお客が増えると思う こんな時期で大変かと思いますがお体に気をつ

けてお過ごし下さいコロナが収束したらいつか

行きます

昔ながらでエモいところ 柳ヶ瀬倉庫 若者向けのカフェが増えるといいなと思

います！

イベントの告知をもっと盛大に行うべきだと思

います！知らない人が多いのでもっと知っても

らうところから始めるといいと思います！

このご時世、やれることが限られてしまって思

うようにいかないかもしれませんが、どうか体

にはお気をつけて、今できる最大の接客や歓迎

をして下さい！コロナが落ち着いたらまた行き

ます！！！

小さい頃は柳ヶ瀬に遊びに

行くのが大人‼️って思ってい

た思い出の地。通学路でも

通っていて、私にとっては

青春‼️

高島屋、マルでぶ 岐阜のキャラクターカフェ お祭り他イベント 今は苦しい時期ですが、コロナも終わる時が来

るはずなので頑張りましょう‼️

レトロな雰囲気 BLUE BLUE 古着屋 若者が集まる場所になるために、昔のように服

のセレクトショップがあるといいと思います。

土地には価値があるため難しいと思いますが、

無料駐車場があるとさらにたくさんの人が集ま

れるようになると思います。

どこも厳しい状況が続いていると思いますが、

頑張ってほしいです。

今はだいぶお店も閉まって

しまったが、美味しいお店

が意外とたくさんあるとこ

ろ。飲みに行くのに良いで

す。

初寿司 上記と被りますが、うまいものフェアと

か、ラーメン祭りとか、岐阜グルメなど

何かフェアをやってほしい。

お化け屋敷のクオリティを高くする。

食べ物のイベントをやる。

飲食店などは特に厳しい状況かと思いますが、

今を乗り切り、頑張って欲しいと思います。

レトロな雰囲気があるとこ

ろ

岐阜柳ヶ瀬CINEX 柳ヶ瀬ならではのスイーツ店が増えれば

いいなと思います。

新型コロナの影響で厳しい状況が続いています

が、ぜひいまを踏ん張ってこれからに繋げてい

ただければと思います。応援しています！

昔ながらの雰囲気が好きで

す。

高島屋 勉強や仕事や、趣味、作業をしやすい空

間、そのようなお店があるといいなと思

います。

中学生頃からよく通っていて柳ヶ瀬が大好きで

す。気分転換にもなっています。

これからも応援してます。

レトロな洋風な雰囲気いろ

んな雰囲気楽しめる

つばめや、ミツバ

チ食堂

和食店 コロナで営業大変だと思いますが

頑張って下さい

通学路として数十年前から

商店街を利用していました

が、その頃と変わらない懐

かしいさと新しく活気あふ

れるエリアが混在している

ところです。

ブルーブルー、高

島屋のデパ地下

アニメや歴史…岐阜には魅力的なものが

たくさんあります。しかし、アピールが

やや弱いかと思います。利用するべき物

は利用する、コラボや便乗…もっといろ

んな角度や方法でイベントを行ったり、

専門ブースなど作ってはどうかなと思い

ます。

他県と被ってしまうかもしれませんが、jazzス

トリートのような感じで商店街の至る場所でラ

イブを行なってはどうでしょうか？飲食店も数

多くありますし、昼から夜まで音楽を聴きなが

ら飲食を行こなえ全体的に活気付くのではない

でしょうか？

コロナという見えない敵に怯えながら、私たち

の利便のため、娯楽のため、お店を開いてくだ

さりありがとうございます。商店街の皆さまの

お陰で私たちの生活は支えられているように思

います。

まだまだ先は見えない状況ではありますが、必

ず以前のような活気のある柳ヶ瀬商店街が戻っ

てきます！みんなでこの苦しい状況を乗り越え

ていきましょう！

今は特にない 今は特にない インスタ映えするカフェや食事ところ インスタ映えするカフェや食事ところ

キッズやドックカフェなど様々な人が利用出来

る空間

駐車スペースの確保

今は皆が力を合わせコロナがおさまる日まで耐

え、防ぐことです。皆頑張っています。今様々

な見直しをする良い機会として柳ケ瀬を活気あ

る町になる様に考えていきましょう！



柳ケ瀬商店街の好きなとこ
ろ

柳ケ瀬商店街で好
きな店を

今後、柳ケ瀬に増えたらいいなと思うも
の

柳ケ瀬商店街活性化のアイデア コロナと闘う店主の皆さんへ応援メッセージが
あれば

子供達に優しくしてくれる

方が多い

ツバメヤ 無印良品 お店

引越しをしてきた当初、駐車場が分かり

ずらかったり、ゆったりと買い物をした

くても以外と嵩む駐車場代でなかなか通

えませんでした。

いまは知人の駐車場を利用させて頂き通

えるようになりましたが、東京都内にも

あるように、○○円以上お買い上げの方連

携駐車場無料、又は配達無料等といった

各店舗と駐車場や、運送関係での連携が

沢山あると助かり、利用する機会が増え

ると思います。

イベントに関しても、来場される方が気

軽に来場出来るよう、様々な利用者の利

便性を優先して頂けると助かります。

空間に関しては、空間を用意したとして

も利用者の年代が仕方がないこととおも

いますが、どうしても偏ってしまう傾向

があると感じるので、空間よりも清潔

感、車道や歩道の整備、商店街内の巡回

等がもっともの優先事項になるのかな…

と感じることがあります。

通いやすくなると本当に助かります…

上記質問内容にとても似ている意見ですが、

地元の方も買い物がしやすく、旅行の際には寄

りたい、歩きたいと感じられる雰囲気も大切か

と思います。

照明1つ、歩道1つでも、奇抜さは飽きが来るか

もしれませんが、雰囲気があるとそれだけで長

くいてしまうこともあるのでは…と思いまし

た。

今年も暑さ厳しい中、お疲れ様です。

学生の時に分からなかった苦労や、どのような

仕事や商売でも感じる大変さ、思い描くものが

あってもなかなか実現までたどり着けないもど

かしさ等、環境もさらに厳しくなり、経営も大

変な部分があるやもしれませんが、商店街から

通っていたお店が無くなったときの寂しさを阪

神大震災の際に経験しており、時代もインター

ネットなどに傾いて来てしまい、段々と商店街

すら貴重になりうる存在だと思っています。

時代の変化も著しい中利用者の考え方や商売の

在り方すら振り返るとどんどんと変わりつつあ

りますが、小さな子から大人まで、ゆっくりし

て行きたい、もっと居たかったと思える商店街

があると、とても嬉しいです。

応援しています。

子供達に優しくしてくれる

方が多い

ツバメヤ 無印良品 お店

引越しをしてきた当初、駐車場が分かり

ずらかったり、ゆったりと買い物をした

くても以外と嵩む駐車場代でなかなか通

えませんでした。

いまは知人の駐車場を利用させて頂き通

えるようになりましたが、東京都内にも

あるように、○○円以上お買い上げの方連

携駐車場無料、又は配達無料等といった

各店舗と駐車場や、運送関係での連携が

沢山あると助かり、利用する機会が増え

ると思います。

イベントに関しても、来場される方が気

軽に来場出来るよう、様々な利用者の利

便性を優先して頂けると助かります。

空間に関しては、空間を用意したとして

も利用者の年代が仕方がないこととおも

いますが、どうしても偏ってしまう傾向

があると感じるので、空間よりも清潔

感、車道や歩道の整備、商店街内の巡回

等がもっともの優先事項になるのかな…

と感じることがあります。

通いやすくなると本当に助かります…

上記質問内容にとても似ている意見ですが、

地元の方も買い物がしやすく、旅行の際には寄

りたい、歩きたいと感じられる雰囲気も大切か

と思います。

照明1つ、歩道1つでも、奇抜さは飽きが来るか

もしれませんが、雰囲気があるとそれだけで長

くいてしまうこともあるのでは…と思いまし

た。

今年も暑さ厳しい中、お疲れ様です。

学生の時に分からなかった苦労や、どのような

仕事や商売でも感じる大変さ、思い描くものが

あってもなかなか実現までたどり着けないもど

かしさ等、環境もさらに厳しくなり、経営も大

変な部分があるやもしれませんが、商店街から

通っていたお店が無くなったときの寂しさを阪

神大震災の際に経験しており、時代もインター

ネットなどに傾いて来てしまい、段々と商店街

すら貴重になりうる存在だと思っています。

時代の変化も著しい中利用者の考え方や商売の

在り方すら振り返るとどんどんと変わりつつあ

りますが、小さな子から大人まで、ゆっくりし

て行きたい、もっと居たかったと思える商店街

があると、とても嬉しいです。

応援しています。

柳ヶ瀬でしか買えないもの

が有る

高島屋　ベンテン

ドー

マルシェみたいのが有ると嬉しい 土日に朝市みたいな物ができたら あと１年我慢だと思いますので頑張って。

徹明小学校卒だから懐かし

い

武蔵野　高島屋　

洋品トミー

巨大スーパー 岐阜駅から柳ヶ瀬まで終日歩行者専用道路とし

て無料の電動カートを運行させる

私は医療系の仕事をしています。診療態勢は

整っています。安心して営業してください。

新しさと良い意味で古さが

混ざっているところ

ミツバチ食堂 お店スタンプラリー 地域に根付いたお店のみでのイベント開催 皆で手を取り合って、無理をしないでください

徹明小学校卒だから懐かし

い

武蔵野　高島屋　

洋品トミー

巨大スーパー 岐阜駅から柳ヶ瀬まで終日歩行者専用道路とし

て無料の電動カートを運行させる

私は医療系の仕事をしています。診療態勢は

整っています。安心して営業してください。

温かみがあるところ。 無印 学校帰りに寄れるカフェ。 高校生も楽しめるようなカフェなどをつくって

いただきたいです。

この世の中で大変なことも多々あると思います

が、頑張ってください！

懐かしい雰囲気がすきで

す。

沢山あり過ぎ

て。。。

週替わりのお店とかどうですかね。 面白いイベントが多いからもっと岐阜全体、

否、日本全国に宣伝するべきと思います。

今を踏ん張って、しんどいけど踏ん張って、無

理と思っても、もう少し踏ん張って下さい。絶

対に光はさしますから！

サンデービルディングマー

ケット

季づな アーケードがあるのでカレー選手権と

か、唐揚げ選手権とか岐阜のお店を投票

で決めるイベントあると雨天でも大丈夫

なので決行出来るのでいいのでは。

今は昭和レトロが多いですが、新しい斬新なお

店も共存出来るといいと思います。

明けない夜はないです！！コロナ落ち着いたら

必ず行きます！頑張って下さい。

活気があって人が良い所！ ツバメヤ 体験型のブースなど増えたら嬉しいで

す！

皆さま、大変な時期ですがお身体にお気をつけ

て、この難を乗り越えて行きましょう！病は気

からなので明るく元気でいて下さい！！

美味しい飲食店が多い だいはち 昼飲みイベント 夜の駅からの送迎バス 負けずに頑張ろう‼️

人が優しいところ 高島屋、ドン・キ

ホーテ、星時

小さい子向けの宝探しなど 予防などしっかりしてコロナ終息後も元気な商

店街を期待してます！頑張ってください！！

レトロな感じが好きです アラスカ文具 ゆっくりできるカフェや、ご当地グルメ

が食べられる飲食店

サンデービルヂングで購入した場合も駐車場の

割引きがあると良い

辛い時ですね。私も介護職でコロナと闘ってい

ます。それぞれの出来ることに取り組み、一緒

にがんばっていきましょうね！

サンビルマーケット つばめや、ロンド

ン、

花やグリーンに囲まれたカフェ

レトロな喫茶店

商店街でコスプレイベント

レトロなお店の雰囲気を残しつつ若者からお年

寄りまで繰り出す魅力的な街に！

今が一番厳しいですが乗り越えられると思いま

す！魅力いっぱいの商店街だから必ず人が戻っ

て来ます！

美味しい食べ物屋があった

りするところ。高島屋があ

るからいいと思う。

高島屋　つばめや 子供が参加出来るイベントや有名人に来

てもらい、盛り上がって欲しい。

ドンキは跡地を利用して、有名なお店や飲食店

を入れて欲しい。

もっと出し入れしやすい駐車場を増やして欲し

い。

絶対収束するコロナ！今を踏み台にして頑張っ

て下さい。



柳ケ瀬商店街の好きなとこ
ろ

柳ケ瀬商店街で好
きな店を

今後、柳ケ瀬に増えたらいいなと思うも
の

柳ケ瀬商店街活性化のアイデア コロナと闘う店主の皆さんへ応援メッセージが
あれば

行ったことがないので分か

りません。

行ったことがない

ので分かりませ

ん。

アニメ系イベント、Vtuber系イベントetc

柳ケ瀬ご当地Vtuberとか爆誕させてみて

はいかがでしょうか？

今、Vtuber文化とても熱く、売り上げも

すごいです！

または柳ケ瀬を舞台のアニメ制作とかも

いいと思います！！

オタク文化を取り入れる これを機に行ってみたいです！

まだまだ止まらないでください！

昔ながらの雰囲気を残しつ

つ、色々なところで買い物

が出来るところ。

お好み焼きの正村 音楽ライブをお酒や食べ物を嗜みながら

楽しめる場所

若者を呼び込むために、アイドル（SKE48等）

を呼んだり、インスタ映えするスポットや食べ

物を作ったりがいいと思います。

コロナの打撃をモロに受けてしまっていると思

いますが、収束したら友人集めてみんなで行き

たいのでどーにか踏ん張ってください！！

美味しいもののお店がある 高島屋　ツバメ屋　

ベンテンドウ

雑貨屋さんとおしゃれなカフェ スタンプラリーでお店を回る コロナが収束はいつになるかわからないです

が、頑張って下さい

いい感じに楽しめるとこ おおいちおく 居酒屋

ぶらっと歩くと新しいお店

を発見できるとこ

三和 オープンカフェやBAR キャンプバー 昼間から明るい感じが欲しい

10年以上前はよくゲームセ

ンターに行きプリクラを

撮ったり、食べ歩きをして

いた記憶で楽しかった

当選したら通って

見つけたいです

軽食、手土産にしやすい菓子屋等 清潔な店周り、歩道、トイレ等 経営者の方々は大変だと思います。今が踏ん張

り時ですよね。どん底に落ちたあとは上に登る

のみ！一刻も早いコロナ収束を願って地元の岐

阜の活気が蘇りますように。

小さくて他にはないような

珍しく面白いお店がところ

どころにあるところ

やながせ倉庫 おしゃれで1人でゆっくりできるカフェ

美味しいケーキ屋さん

スイーツのイベント

小さいお店がぎゅっといっぱいあるのが商店街

のいいところだと思います。サンデービルヂン

グマーケットのような感じが常時週末にあると

楽しいと思います。昼は柳ヶ瀬で遊んで、夜は

玉宮で呑もう！みたいな流れができたら若い人

が集まりそうな気がします。

今はどこも厳しいと思いますが、柳ヶ瀬商店街

が復興することを願っています！

古風なカフェや古着屋さん

がたくさんあるところ

ビッカフェ、こう

ぞ

おばけ屋敷またやってほしいです 若者がもっと寄るようお洒落なカフェなどを増

やしていく、SNSを活用

また友達とご飯やカフェしたり買い物しに行こ

うと思います！コロナに負けず頑張って下さい

💪

古い街並み ビッカフェ お祭り がんばってください

おいしいものがたくさんあ

る！

ツバメヤ 芝生の広場 岐阜は車社会なので駐車場が便利になると良

い。

必要としている人がいます！

飲み屋街 串カツ屋 和風の温泉　アーティスティックな 駐車場の割引券とか？店舗利用した人に 負けずに頑張ってください！

岐阜のアットホームなとこ

ろ

ミツバチ食堂 親子向けイベント インスタグラムでの情報発信 コロナを乗り越えた際にはみんなで岐阜県をさ

らに盛り上げましょう！！

世間からシャッター街と言

われていますが活気がある

所。

ドンキホーテ 楽器を販売する店 ゆるキャラを復活 こんな生活が早く終息するために頑張りましょ

う。

地元愛・個性的 ツバメヤ・あとは

名前が分からない

婚活イベ なんでもある店より1個がすごい店 耐えてください。力になれる時がきたら協力し

たいです

金神社も近く隠れたら名店

があるので好きです

高島屋 カフェや食べ歩きができるお店、昔のよ

うにお化け屋敷もやってほしいです

カフェや子供向け施設（遊び場的なものが増え

るといいと思います

コロナに負けず元気な柳ヶ瀬に1日も早く戻れる

よう願っております！

風景。雰囲気。ただ古いだ

けじゃない。文化遺産とも

言って差し支えないレトロ

さを生かした「新しい」商

店街の姿を模索している様

子。歩くだけで楽しい。面

白いお店が多い。百貨店が

ある。

カレー屋さんの

「Bhang Lassi」

古着屋さんの「キ

カザル」「pallet」

やながせ倉庫

古道具屋さんの

「mokku mokku」

高島屋

ロイヤル劇場

ツバメヤ

「サンビル」等イベントの夜バージョン

柳ヶ瀬全体で賑やかな夜を過ごしてみた

い

新しいものも大切だと思いますが、柳ヶ瀬の中

枢を形作る昔からのお店等が長続きしていくこ

とが大切だと思います。新しいお店と昔からの

お店のコラボレーション等があれば面白いかも

しれません。

県外から来た私にとって柳ヶ瀬は新鮮で懐かし

い、とても魅力のある空間です。

これからも買い物、食事などでお世話になりま

す。

毎月のSUNDAY BUILDING 

MARKEを楽しみにしていま

す！若い世代の新新しい取

り組みが多くて、とても期

待しています！

ミツバチ食堂 幅広い世代がふれあえるような、交流場

などあると地域活性にもなると思いま

す。

柳ヶ瀬おやつ街道みたいなスポットがあると素

敵だと思います！(イベント限定でもいいですが)

とても苦しい時ですが、ここで折れてはつまら

ないです。笑ってこの時代を見返せる商店街に

なると信じています。おもしろいと思うことを

進めてください。味方はたくさん居ます。

少し昭和な雰囲気であると

こ

タカシマヤ カフェ

毎月のSUNDAY BUILDING 

MARKEを楽しみにしていま

す！若い世代の新新しい取

り組みが多くて、とても期

待しています！

ミツバチ食堂 幅広い世代がふれあえるような、交流場

などあると地域活性にもなると思いま

す。

柳ヶ瀬おやつ街道みたいなスポットがあると素

敵だと思います！(イベント限定でもいいですが)

とても苦しい時ですが、ここで折れてはつまら

ないです。笑ってこの時代を見返せる商店街に

なると信じています。おもしろいと思うことを

進めてください。味方はたくさん居ます。

タイムスリップしたような

ノスタルジックさがあるの

に、新しさもある不思議な

空気感

ブビンガ アジアンなお店が多いのでもっと古着屋

さんや北欧系のお店や大須商店街みたい

に唐揚げ屋さん等のような食べ歩き出来

るお店があればいいなと思う

街の様子をもっと細かく配信した方が良い。外

から通るだけでは廃退したようにしか見えない

ので、どんなお店がどこにあるか分かりやすけ

れば明確な目的が出来るし、SNSの口コミ次第

で学生やママさん達がもっと来やすくなると思

う

出来る限り利用したいと思います。頑張ってく

ださい。

知り合いがそこしょかしこ

にいる事。

末広屋 昼飲み。無料で演奏できる楽器の設置。

セミナー。

柳ヶ瀬利用者のみの大型無料駐車場。 コロナと闘ってるのは柳ヶ瀬だけではないの

で、お互いに価値観から変えていけば良いかと

思います。

いろいろな店舗があるとこ

ろ

やながせ倉庫　ツ

バメヤ　高島屋

サイクリングスペース(共通)があってい

ろいろなお店をゆっくり見て歩けるとう

れしいです　

コロナで自転車でのお出かけが密もなく

エクササイズとしてもいいので

中学生・高校生で流行っているスイーツやフー

ドを月替りで出店したり

夏祭りがなかったのでスーパーボールすくいや

射的のようなお祭りのゲームができるお店が常

にあると子供達も行きたいと思います　

露店の食べ物もあるとさらにうれしいです

みなさんお出かけしたい気持ちでいっぱいなの

でいろいろな世代が楽しめる商店街でみんな元

気になってほしいです

近くに映画館がある 岐阜柳ヶ瀬CINEX 若者向けのお店（ブランドの洋服店な

ど）。あと、小さい頃行った時に大人向

け感がすごく、面白くなかった思い出が

あります。大人についてくる子供のこと

を考えた施設。

名古屋と比べて高島屋の若者などに対する魅力

が少ないと思います。あと宣伝が少ないかなと

思います。岐阜駅などでも柳ヶ瀬商店街とわか

る広告を見たことがありません。そのため商店

街に行く目的がわかりません。

このような企画で久しぶりに行こうかなと思い

ました。きつい時期だと思いますが頑張ってく

ださい。

昔ながらの雰囲気 ツバメヤ 栄のオアシスのようなランドマーク 筋毎に専門店が集まる 収束まで大変ですが、また前のように気軽に遊

びに行きたいです。



柳ケ瀬商店街の好きなとこ
ろ

柳ケ瀬商店街で好
きな店を

今後、柳ケ瀬に増えたらいいなと思うも
の

柳ケ瀬商店街活性化のアイデア コロナと闘う店主の皆さんへ応援メッセージが
あれば

まあ地元だなって感じると

ころ。

高島屋、ミツバチ

食堂

抽選会 こちらの回答に力入れておきます。

急で書いたので、まとまりないです。

よろしければご一読ください。

今、柳ヶ瀬はシャッター街と言われています。

現に否定できません。むしろそうです。

近くに大型ショッピングモールもあります。

私は今高校生ですが、柳ヶ瀬に行こう！より

も、（具体的に名前を出しますが、）マーサ行

こう、とかみっぱら（イオンモール各務原のこ

とです。）へ行こう！とかの方が多いです。

時々Instagramに、柳ヶ瀬の食事店で食事する様

子が投稿されることもありますが、お金を落と

しに柳ヶ瀬へ行くことは多くないです。

ドンキホーテも閉店するようですし。。

柳ヶ瀬を活性化させるにはやはり、ブランド力

が必要で、それがなければ莫大な資金が必要か

と思います。

そのような企業を誘致するのはかなり厳しいで

しょうし、行政にも限界があるかと思います。

コロナ渦で、外に出る連中は若者です。その若

者が利用する街にするためには、若者に合う街

にする必要があります。

「それだとご高齢の方が来なくなってしまうか

もしれない」そう思われるかもしれません。し

かし、それを危惧するのであれば、ご高齢の方

に特化したまちづくりをすべきでしょう。

お客さんの層を幅広く取り込もうとしすぎてい

るのでは、と思います。

一例として若者が来る街に、と言う例をあげた

までです。

また、シャッター街です。

であるならば、シャッターをもう少し美しく魅

せるようなことをされてみてはいかがでしょう

か。

シャッターの前に絵が置いてあるのをみたこと

がありますが、そのように絵を置くのもありで

しょうし、シャッターにプリントされてもいい

のではないでしょうか。

店舗誘致ですが、どこかの組合（？）が、出店

経費を半分程度負担していただいていると言う

ことを聞きました。

しかしながら、そこまで効果があるとは思えま

せん。なぜ、店舗が入らないのか。答えは単純

明白ですよね。儲かるかわからない、又は儲か

らないと思われているからですよね。

頑張ってください。

諦めないでください。

この言葉をたくさんの方からかけられたと思い

ます。

しかし、その方々も多くは何もしてくれませ

ん。

私もそのうちの1人です。

悩み、辛いことは、誰かに聞いてもらってくだ

さい。

吐くことで少しばかり、楽に感じられることが

多いでしょう。

私もこのくらいのことしか言えません。

自分の子供の頃から変わら

ない佇まい

菜食だいはち 岐阜ならではの食、文化、物作り、子供

も遊べるようなアミューズメントパーク

的なものなど何も予定がない時そこに

行っとけばいいわってなるような商店街

になると良い。

とりあえず車社会なのでそれこそ柳ヶ瀬商店街

専用の立体無料駐車場を作って大須商店街的な

SNS映えする若者が好きそうな店を誘致して

ネット拡散してもらうとともに高年齢の方たち

が口コミで広がるような安さ美味さを売りにし

た衣料、和洋菓子、郷土料理の店。小さい子供

が喜ぶような露店的な出店など、先ずは行きや

すさかな。

柳ヶ瀬は夜とイメージがあるのでもっと昼でも

オシャレな店が増えると良いです。

何年後かに必ずこの危機を乗り越えた事が大き

な成長に繋がると思います。全ての試練は意味

があると信じて頑張って下さい！微力ながら応

援しています。

働く人の元気さ 皐月テーラー ママさんたちが集う交流会 小さなお子様連れでも来やすい環境作り 青春から今も商店街には思い出いっぱいです。

また遊びにいきますね

廃れてく商店街を盛り上げ

ようとしているところが好

きです。サンビル大好きで

よく行ってます(^^)！

A.L.C.cafe cafe/子供のフォトイベント/子連れて気に

しないで楽しめる優しいイベント

今はできないと思いますがインスタ映えするス

ポットを作る。例えばひまわりいっぱい植えて

ひまわりロードとか夜にランタン浮かべるイベ

ントとか。こんな安直なのしか思い浮かばなく

てすみません（ ; ; ）

今は大変な思いをされてると思いますがいつか

必ずあんなこともあったよねーって話せる日が

来ると思います！前(未来)を見て踏ん張ってくだ

さい！！

行くたびに新しい発見(店な

ど)があるところ。

みそかつ三和 運動施設 運動施設があれば活気が出ると思う。 苦しい状況ですが無理せずに頑張ってくださ

い。コロナがおさまればたくさん行きます。

いい意味でごちゃごちゃし

たところ

高島屋 の中のあか

さたなってラーメ

ン屋

レトロな店 柳ケ瀬単体で考えるべきではない 更なる余波に備えましょう

昔ながらの街並み ひろまさ アパレル関係 玉宮のように飲み屋を増やす みんなで乗り越えて頑張りましょう

子供の頃から慣れ親しんだ

場所だから

いしぐれコーヒー カフェがたくさん欲しい

近い範囲内に良いお店が集

まっている。アーケードが

あり、雨でも濡れない。

ツバメヤ 赤ちゃん(幼児)連れで行けるお店やイベ

ントが出来たらとても嬉しいです。

1時間でもいいので、駐車場無料の場所が出来る

といい！

岐阜は車社会なので、車で行きやすくなると

もっと人が集まると思います。現に、高島屋さ

んでお買い物すると提携駐車場1時間無料になっ

た事で、以前より格段に行く機会が増えまし

た。

柳ヶ瀬商店街が老若男女問わず集まる場所にな

りますように。

コロナのせいで！と思う事が多々ありますが、

この際コロナを糧にしてもっと人が集まる場所

に変われるよう願ってます。

せんい祭です！アンティー

クな感じのボタンが安く売

られてて、宝物探しみたい

です！

柳ヶ瀬倉庫 Instagramと連携したイベントがあればい

いなと思います！ハッシュタグをつけた

ら、それがフリーペーパーにのるかも！

的な？、

上と同じなんですが、写真を投稿して選ばれた

のが、webやフリーペーパーになるみたいなの

があったら楽しそうだなって思います！柳ヶ瀬

に置いてあるフリーペーパーはどれもおしゃれ

なので、のってみたいっ私も思うし、そう思う

ひと多いと思います！

すごく大変な時期だと思います。たくさん苦し

いことあると思うけど、きっともう少しで終わ

ります！みなさん、がんばってください！また

柳ヶ瀬に遊びに行けるの楽しみにしています！



柳ケ瀬商店街の好きなとこ
ろ

柳ケ瀬商店街で好
きな店を

今後、柳ケ瀬に増えたらいいなと思うも
の

柳ケ瀬商店街活性化のアイデア コロナと闘う店主の皆さんへ応援メッセージが
あれば

近い範囲内に良いお店が集

まっている。アーケードが

あり、雨でも濡れない。

ツバメヤ 赤ちゃん(幼児)連れで行けるお店やイベ

ントが出来たらとても嬉しいです。

1時間でもいいので、駐車場無料の場所が出来る

といい！

岐阜は車社会なので、車で行きやすくなると

もっと人が集まると思います。現に、高島屋さ

んでお買い物すると提携駐車場1時間無料になっ

た事で、以前より格段に行く機会が増えまし

た。

柳ヶ瀬商店街が老若男女問わず集まる場所にな

りますように。

コロナのせいで！と思う事が多々ありますが、

この際コロナを糧にしてもっと人が集まる場所

に変われるよう願ってます。

アーケード街の雰囲気が好

きです

高島屋 お洒落なランチのお店

アーケード街の雰囲気 江崎模型店 小さな子供が喜べるイベント 小さな子供が喜べるイベント 昔からよく知っている商店街です。

今ではイベントなどでしか行かなくなってしま

いましたが、頑張って欲しいです。

アーケードがあって高島屋

があるところが好きです。

高島屋、喫茶店田

園、無印

名古屋の大須商店街みたいに新しいお

店、昔ながらのお店が沢山あって歩いて

いてもワクワクしたり、学生は新しい物

が好きなので、流行っているお店を常に

取り入れてもらえたら素敵です。

やはり駐車場の無料ですね。

ショッピングしたら無料っていうのは買い物し

ないと駐車料金がかかるんですよね。

今の時代だから、買い物だけじゃなくて気軽に

遊びに行ける場所になったら、自然にショッピ

ングは付いてくると思います。

そのためには、柳ヶ瀬商店街の中に、色々な

ジャンルのお店があって欲しいですね。

家族でショッピングに出かけたら、帰りに夜ご

飯まで買って帰れるようなショッピングモール

みたいな商店街になったらとても素敵です。

柳ヶ瀬商店街が、これから先もずっと素敵な商

店街であり続けられるように、応援していきた

いです。

古くて湿っぽい雰囲気だけ

ど、なんだか懐かしい街並

み

高島屋 星空カフェ？を頻繁にやってほしい ポップでカラフルなスイーツのお店があったら

いいです

頑張ってください!

昔ながらの商店街の雰囲気

がすきです

喫茶店もレトロ感があって

いい

喫茶ヨジハン文庫 古着屋さんや子供たちがする遊べる空間

をつくってほしい

子供たちが楽しめるイベントやフリーマーケッ

トを増やしたりしたらいいとおもう

コロナが落ち着いたら必ずあそびにいきま

す！！飲みにも行きたい！

雨に濡れない ミツバチ食堂 食べ歩きの出来るイベント 空き店舗の有効利用が出来ると活性化すると思

います

頑張って下さい



柳ケ瀬商店街の好きなとこ
ろ

柳ケ瀬商店街で好
きな店を

今後、柳ケ瀬に増えたらいいなと思うも
の

柳ケ瀬商店街活性化のアイデア コロナと闘う店主の皆さんへ応援メッセージが
あれば

いつまで経っても岐阜感の

ある雰囲気

いしぐれ珈琲 キャンプブームなので、キャンピクニッ

クというイベントを誘致して、日本中の

こだわりのキャンプ用品のガレージブラ

ンドを呼んで欲しい！

柳ヶ瀬商店街の街のカラーを決め、そのイメー

ジカラーで芸術作品のコンペを開催し作品を募

集。

商店街中にそのカラーの作品をたくさん展示。

展示に合わせて、商店街中を皆で力を合わせ

アーティスティックに装飾。

商店街の各店舗に協力いただいて、イメージカ

ラーのコラボ作品を制作・販売してもらう。

半年ほど作品を展示。

作品の展示とともにマーケットや屋外での芸術

表現をする、様々なこだわりのあるイベントを

展開。

このようなことを行い、

今までの柳ヶ瀬に、イメージカラーとアート、

芸術、かわいくおしゃれなフォトジェニックな

街というイメージを持たせ、若く感性が鋭いお

店が入りやすい雰囲気をつくり、若者客を中心

に何度も来てみたい空間を作っていくのはいか

がでしょうか？

ざっと書いたのでうまく書けていなかったらす

いません、、、

買い物に行った際、みなさんのあたたかい顔に

癒されています。

商店街の皆さんが作る温かい雰囲気が岐阜らし

さ、柳ヶ瀬らしさだと思っています。

そんな雰囲気が大好きですので、コロナで現実

はいろいろ厳しいと思いますが、いつまでも応

援しています！

ガンバレ柳ヶ瀬！

アーケードに入るとワクワ

クします。青春の匂いがし

ます。

ツバメヤ 子供達が楽しめる室内アクティビティ施

設。ボーリングやトランポリンなど体を

動かせる施設がほしいです。

週末はもっとイベントを増やして欲しいです。

高島屋の東にあるステージを有効活用して、色

んなPRをしてください。

懐かしくて大切な場所です。大型商業施設に負

けないでください。

昭和レトロな雰囲気が残っ

ているとこ。歩いてて楽し

かった昔を思い出します。

タカシマヤ。美味

しいもの探し。

ハンドメイドのお店、イベント。占い、

手相。ネイル、マッサージ、雑貨屋さ

ん。カフェ

ショッピングモールはチェーン店だらけ。柳ヶ

瀬は、昔ながらのお店がいっぱいで、可愛い雑

貨屋さんいっぱいカフェもあって、主婦が昼間

ゆっくりランチしつつ、野菜売り場。お肉やさ

ん、パン屋さん、魚やさん、お惣菜さん、あれ

ば遊びついでに夕飯買い物出来ちゃう。昔なが

らの商店街になってほしいです。

離れてても、日帰りで遊びに行けるような、買

い物で満足できる商店街がいいなぁ

実家が関市で、中学生から柳ヶ瀬に通ってまし

た。今は川辺町に住んでるので、たまにしか

柳ヶ瀬はいきませんが、行くとなつかしくて、

大好きです。たまに行くと懐かしいお店の看板

見つけて嬉しくなります！子供産まれた頃行っ

た子供服のお店もまだやってた！

あの頃の活気がないのは寂しいけど、懐かしさ

求めて、行きたくなる街です！

みんな、柳ヶ瀬の街の思い出いっぱいです。コ

ロナに負けないでー。

昭和レトロな雰囲気も、今なら、それを活用し

ておしゃれな感じにして生まれ変わってほしい

です。古いのがよいと思います^_^

天井を見上げれば凝った装

飾がなされてたり昔は賑や

かだったんだろうなという

のがみえつつそれを知らな

い僕ら世代でも行くと面白

い場所だねって言えるのが

好きなところです。

お店の名前がわか

らないけど和雑貨

を扱っているお

店。店長さんが県

岐商出身とお聞き

しました！

大阪の泉南市が始めたお洒落なビーチ

じゃないけど、1区画だけでもお洒落な

場所ができれば若い人が柳ヶ瀬にいくと

おもいます！

高校生のときに学校でどうすれば活性化するか

というのが議題に上がったときに無料駐車場が

できれば活性化するはずという意見が出ていた

が、むしろ有料でも車をとめていきたいと思え

る場所ができればいいなと思います。たとえば

尻毛にあるこのコロナの間も客足が衰えていな

いラーメン香楽に期間限定でラーメンを商店街

で売ってもらうとか。岐阜市の繁盛店を柳ヶ瀬

に連れてくるのはどうでしょうか？

僕も岐阜市内で接骨院をやっていますが飲食店

の方などは本当に苦しい状況だと聞いていま

す。子供も小さいのであまり柳ヶ瀬にいけてい

ませんがまた家族で行って楽しみたいと思いま

す。応援しています！！

レトロなお店と現代的なお

店があって柳ケ瀬にいくと

なにか新しい発見があるん

じゃないかとおもったり、

なんだか異空間に来たみた

いで心がワクワクします。

ツバメヤ こども向けのお手頃な価格帯のショップ

や、子連れでも気軽に利用できるカ

フェ、有料でもいいのでこどもを一時間

でもいいので預けられる託児施設がある

とゆっくり買い物できるかなと…

屋根があるのは強みだと思うので、季節は限ら

れるかもしれませんが、イルミネーションやプ

ロジェクションマッピング行ってほしいです。

あとは、年齢層別にターゲットをしぼってママ

向けイベント、こども向けイベント、高齢者イ

ベントなど月１とかであるととてもおもしろそ

うかなと…

オタク向けイベントあっても面白そうです。

今はほんとに辛い時だと思います。でもみんな

柳ケ瀬大好きです。コロナが落ち着けば出掛け

たくてウズウズしてる人が私を含め沢山いるの

でコロナ前より売り上げ伸びるのでは?と思って

います。

コロナは絶対に特効薬など近いうちにできて落

ち着くので明るい未来を考えて私も頑張って行

こうとおもいます。

柳ケ瀬ほんとに大好きなので応援しています。

また遊びにいきます。

高校生の時に毎日通ってい

たので、懐かしさを感じ

る。

閉店してしまった

ので今はありませ

ん。

移動動物園。 通りすがりにイベントを行なっているのを見か

けたが、行なっている事は知らなかった。もっ

と幅広い年代に周知できると良いと思う。

涼しくなったら久しぶりに柳ヶ瀬へ行きたいと

思います。一時は本当に人が居なくてガラガラ

だと聞いていましたが、先日車で通った時は賑

わいを取り戻したように感じました。昔と比べ

無くなった店も多いですが、新しくどんな店が

できているか楽しみです。

地元の中山道とは違った歴

史も感じられるだけでな

く、流行も取り入れ老若男

女が交流できる所。

BEVEL さん 祖母が小言で言っていましたがベンチを

増やして欲しいそうです。

私事ではありますが、夜間でも使える勉

強スペースがあると社会人にとっては嬉

しいです。

地元の工務店に勤めていますが、主婦の

方が買い物中に子供を少しでも預かって

もらえる施設があると嬉しいよね。と

言っていたのを覚えています。

地元の食べ物、飲み物を休憩所に設けたウォー

キング大会。

使われずシャッターが降りている所を意見箱の

ように柳ヶ瀬商店街ユーザーが欲しいお店の名

前を自由に書くフリーシャッター。

ハンドメイドが流行の中、誰でも簡単に出品で

きる店舗型フリマ。

特にBEVELさん。最近喫煙者には辛い世にな

り、コロナも直撃したことで経営的にも体力的

にも苦労されていると思います。コロナが開け

ましたらまた遊びに行きます。負けずに頑張っ

てください！

アーケードがあるので猛暑

や雨の時便利。美味しいお

店や、デパートあって便利

ミツバチ食堂、ツ

バメヤ、高島屋、

閉店してしまった

が佐合

熟女のキャバクラの看板が目立ってて残

念です、水商売系のお店が目立ってるの

で、女性や子連れが安心して気持ち良く

通れる空間になるといいです。柳ケ瀬で

飲んで帰宅するとき客引きとかマチの雰

囲気が怖いです

駐車場代が気になるので、無料になるともっと

来る頻度が上がるし、時間を気にせず柳ぶら出

来ます

柳ケ瀬は岐阜市の誇りなのでこれからもコロナ

に負けず頑張って下さい！

昔ながらの街並み ひろまさ アパレル関係 玉宮のように飲み屋を増やす みんなで乗り越えて頑張りましょう

地元愛・個性的 ツバメヤ・あとは

名前が分からない

婚活イベ なんでもある店より1個がすごい店 耐えてください。力になれる時がきたら協力し

たいです



柳ケ瀬商店街の好きなとこ
ろ

柳ケ瀬商店街で好
きな店を

今後、柳ケ瀬に増えたらいいなと思うも
の

柳ケ瀬商店街活性化のアイデア コロナと闘う店主の皆さんへ応援メッセージが
あれば

ローカルな街並み 高島屋 食べ物屋さん。持ち帰りで密にならない

ように

食べ物があればみなさんが集まる。どうせ空い

ている店舗、1度３日限定などで開放しスイーツ

やパクッと食べられる物を中心にお店を出して

ほしい

辛いけどみんな同じことを考えています。早く

収束して平穏な日常を送れますように…4歳2歳

の子供がうちでも耐えています。どうか耐えて

ください。いい時代がいつかきますよう祈って

います。

温かみがあるところ。 無印 学校帰りに寄れるカフェ。 高校生も楽しめるようなカフェなどをつくって

いただきたいです。

この世の中で大変なことも多々あると思います

が、頑張ってください！

小学生の時に初めて行って

みなさんが優しかったこと

下駄のお店です 映えらお店を出すとお客が増えると思う こんな時期で大変かと思いますがお体に気をつ

けてお過ごし下さいコロナが収束したらいつか

行きます

落ち着くところ ドンキ 遊べるところ、無料駐車場 若者向けの店 負けずに頑張ってほしい

20代の頃、会社が近かった

ので、お洋服をいつも買い

に行ってました。その後海

外にいき、再び、岐阜に数

年前に戻ってきてかひ、又

通っています。やっぱほっ

としますね！

一楽　味噌カツ！

はずせない！笑笑

アロマオイルマッサージの店！ほっとで

きる空間のお店があってもいいかと。

後は、海外だと、森林をイメージしたレ

ストランがあるんだけど、（アニマルカ

フェというが、〕小さい子供もつれてい

ける開放的なレストランがあったらたの

しいな。お店のすぐ入り口に、ミスト

シャワーが出てたり！

ラスベガスにあるような、アーケードの

うちがわをライトアップして、四季ごと

に、違うデザインが現れる。とか。

アーケードが、逆に、閉鎖的な暗いイメージに

なってるかも。なので、アーケードの内側をラ

イトアップしたりして、見上げたくなる明るい

アーケードにかえる。四季ごとの話題にもなる

んじゃないかな。

ずっと慣れ親しんだ場所なので、これからも通

いたい！

日々の進化とともに、新しい風を取り入れて頑

張ってほしい。若い世代のオーナーさんもふえ

ているので、もっと活性化できるよう、私達も

通って応援します！みんなでがんばりましょ

う！

近くに映画館がある 岐阜柳ヶ瀬CINEX 若者向けのお店（ブランドの洋服店な

ど）。あと、小さい頃行った時に大人向

け感がすごく、面白くなかった思い出が

あります。大人についてくる子供のこと

を考えた施設。

名古屋と比べて高島屋の若者などに対する魅力

が少ないと思います。あと宣伝が少ないかなと

思います。岐阜駅などでも柳ヶ瀬商店街とわか

る広告を見たことがありません。そのため商店

街に行く目的がわかりません。

このような企画で久しぶりに行こうかなと思い

ました。きつい時期だと思いますが頑張ってく

ださい。

20代の頃、会社が近かった

ので、お洋服をいつも買い

に行ってました。その後海

外にいき、再び、岐阜に数

年前に戻ってきてかひ、又

通っています。やっぱほっ

としますね！

一楽　味噌カツ！

はずせない！笑笑

アロマオイルマッサージの店！ほっとで

きる空間のお店があってもいいかと。

後は、海外だと、森林をイメージしたレ

ストランがあるんだけど、（アニマルカ

フェというが、〕小さい子供もつれてい

ける開放的なレストランがあったらたの

しいな。お店のすぐ入り口に、ミスト

シャワーが出てたり！

ラスベガスにあるような、アーケードの

うちがわをライトアップして、四季ごと

に、違うデザインが現れる。とか。

アーケードが、逆に、閉鎖的な暗いイメージに

なってるかも。なので、アーケードの内側をラ

イトアップしたりして、見上げたくなる明るい

アーケードにかえる。四季ごとの話題にもなる

んじゃないかな。

ずっと慣れ親しんだ場所なので、これからも通

いたい！

日々の進化とともに、新しい風を取り入れて頑

張ってほしい。若い世代のオーナーさんもふえ

ているので、もっと活性化できるよう、私達も

通って応援します！みんなでがんばりましょ

う！

いろんなお店がある 鉄道カフェはるか ドンキホーテを残してほしい 24時間やってるスーパーがあるといいかな これからも頑張って下さい

レトロな雰囲気。 とんかつ三和 縁日、昼飲み 自粛営業や集客が少なくて大変な時期ですが、

みんなで支え合い助け合って頑張って下さい。

応援してます！

昔よりは減りましたが色ん

な飲食店に行くのが好きで

す^_^

今はミツバチ食堂

のランチ

安くてランチのフ

ライが良かった。

飲食店　アニメショップやアニメイベン

ト

週替わりで年齢限定で無料サービスなどお得な

事をしてほしい。

コロナに負けないで今は辛いかもしれないです

が前向きに明るい未来に向かって頑張りましょ

う^ - ^

レトロな雰囲気が残る商店

街の中、おしゃれな雰囲気

の小さなお店を見つけられ

ること。

ブルーブルー岐

阜、ツバメや、

ティダティダ、み

つばち食堂

焼き菓子が充実してるカフェ ハロウィンや職業体験など、こどもたち主体で

楽しめるイベント

大変なご時世ですがいつかかならず終わりが来

ると思うのでみんなで乗り切りましょう！

高島屋があるので 高島屋 フリーマーケットなど 体験ができる催し物 大変だと思いますが頑張ってください。

昔ながらの雰囲気があると

ころ

高島屋 去年の飲むイベントは楽しかった。 一筋使ってダンスや盆踊り 今大変な時期ですが必ず元に戻ります。頑張っ

てください

昔ながらの雰囲気という

か、古くさい感じもありな

がら、お洒落なお店が隠れ

ているところや、歩いてい

ると老若男女さまざまな人

が買い物をしているとこ

ろ。

一番好きなのは昔

からある高島屋。

独身の頃は、大切

な人への贈り物を

買いに行くことが

多かったです。最

近はサンデービル

ヂングをきっかけ

にやながせ倉庫を

知り、そちらも好

きになりました。

子どもが産まれてから、少し柳ヶ瀬での

買い物に不便を感じることがあったの

で、子連れ歓迎のカフェや飲食店、授

乳・オムツ替え施設などを増やしてもら

えると嬉しい。

平日も賑わうようにするには、やはり専業主婦

を狙うといいと思います。そのために子連れの

母親が出向きやすい環境作りをすると、休日だ

けでなく平日も賑わうのではないかと思う。

「経営を継続するのも辛い。やめるのも辛い」

知人の店主から聞いた言葉が忘れられません。

客が来るかも分からないのに、開店の準備を

し、エアコンをつけて室内を涼しくし、コロナ

対策をし、どんな思いで毎日過ごしていらっ

しゃるのかと思うと、胸が苦しくなります。い

つかこんなこともあったねと笑える日がきっと

来ると信じて、今はどうか耐えてください。何

もできませんが、同じ岐阜に住む人間として、

柳ヶ瀬を利用してきた人間として、応援してい

ます。

気軽に行けるちょっとお

しゃれな店のあるところ

シノン 子どもの遊べる場所、ダンスのイベント 無料駐車場 大変な中お店を続けてくださってありがとうご

ざいます。応援してます！

昔から変わっていない街並

み

ブルーブルー ラーメン横丁を作って欲しい 今更感はありますが、ご当地アイドルグループ

を作って売り出す

負け無いでください

瑞穂市には商店街がないの

でたまに散歩したくなりま

す。

高島屋 ラーメン屋。イベントはカラオケ大会は

盛り上がりそうです。

ラーメン街道は集客力あると思う。 今は大変かと思いますが、コロナ収束までは頑

張って耐えて下さい。諦めなければ必ず明るい

未来はあります。

レトロな街並み、屋根が

あって天候に左右されず買

い物しやすい

弁天堂 1ヶ月とか数週間とかワンデイショップ

よりは期間長めの限定ショップ（数店舗

集合）

上記に似ちゃうけど、期間限定で普段お店を持

たないイベント中心のお店などに期間限定貸し

出して、期間限定商店街ゾーンを作る

レトロな雰囲気で柳ヶ瀬商店街がとっても大好

きです。まだまだ通い切れていないので、コロ

ナが落ち着いたら早くまた行きたいです。各々

の店舗が大変だとは思いますが、どうか古き良

き商店街を守って頑張ってください！

慣れ親しんだ地元の商店街

の雰囲気

どのお店も風情が

あって素敵です。

子どもが楽しめるようなイベントの増加

に期待します。

エリアごとに曜日や日にちを決めた定期的なイ

ベント実施

大変な世の中です。「努力」には2つの力しかあ

りません。だけど、「協力」には4つの力が含ま

れています。みんなで協力して乗り越えていき

ましょう！

懐かしさ 高島屋 親子で楽しめるお店 今皆さんも大変だと思いますが、青春時代の詰

まった町はやはり大切です！

皆で頑張って乗り越えましょう

レトロな雰囲気。 とんかつ三和 縁日、昼飲み 自粛営業や集客が少なくて大変な時期ですが、

みんなで支え合い助け合って頑張って下さい。

応援してます！



柳ケ瀬商店街の好きなとこ
ろ

柳ケ瀬商店街で好
きな店を

今後、柳ケ瀬に増えたらいいなと思うも
の

柳ケ瀬商店街活性化のアイデア コロナと闘う店主の皆さんへ応援メッセージが
あれば

ローカル感 高島屋 キャラクターとか目をひきやすいもの

高校生の時からよく利用し

ていて懐かしさが好き

高島屋 家族で行けるイベントをたくさんやって

ほしい

みんなで柳ヶ瀬をペンキでペイントしよう 私も自営業の1人です。コロナで日々苦悩の毎日

ですが子供の笑顔のため何ができるか毎日模索

しています。同じ岐阜市民。支え合って励まし

合って頑張りましょう！！

雰囲気が好きです ささ政 オシャレな服屋、かわいい古着屋 業種別の柳ヶ瀬歩きマップ、(カフェ、服、雑貨

など)

和服で商店街に着たらサービスなど。（今の郡

上がやっているようなキャンペーンを常時）和

服と合うような写真スポット

またらお買い物行こうと思います。

レトロな雰囲気 BLUE BLUE 古着屋 若者が集まる場所になるために、昔のように服

のセレクトショップがあるといいと思います。

土地には価値があるため難しいと思いますが、

無料駐車場があるとさらにたくさんの人が集ま

れるようになると思います。

どこも厳しい状況が続いていると思いますが、

頑張ってほしいです。

昭和レトロ感 特にない 昔ながらの福引き 訪問時に押す「スタンプカード」 街並み自体が貴重な財産です。出来るだけ外観

を残して欲しいです。

古いお店と新しいお店が共

存しているところ。

つばめや 1時間から利用できる託児所などあった

ら助かります。

活気がある 高島屋 駐車場料の無料化 駐車場料の無料化 これがほとんど全てかと思いますが

静かにお買い物できるとこ

ろ

alc.cafe ゲームセンターがなくなったり、ドン・

キホーテがなくなると静かになってしま

うので、もっと人がたくさん集まるまち

づくり。

１週間くらい試験的に近隣の駐車場に協

賛してもらって無料開放する。

大きな無料駐車場の確保。どれだけいいお店が

あっても岐阜市という街では駐車場がないと人

は集まらない。

まだまだ苦しい状況が、続くと思われますが、

できるだけ柳ヶ瀬に貢献させてもらいますの

で、なんとか継続してください。

店員さんの顔が生き生きと

しているところです。

SUNDAYBuilding 

Market

今の柳ヶ瀬も好きですが、

若年層を取り入れるために、

カフェ(パンケーキやかき氷)やラーメン

の店を増やした方が良いと思います。

上記にも記載しましたが、若年層の取り込みが

非常に重要な局面であると思います。

インフラの整備は難しいとは思いますが、自転

車で来るお客様も多いので、

自転車と徒歩の方の区分があった方が安全で快

適に買い物ができると思います。

コロナ禍で非常に苦しい状態が続いておりま

す。

苦しい状況の中でも、笑顔で接客してくれる店

長さんや従業員さんから活力をもらえます。

これからも、お互いに大変だと思いますが、何

とか乗り切りましょう！

盛況だった頃が懐かしい 高島屋 子供達や若者、様々な年代の人が趣味な

ど交流　体験できる場所

同上 特に若い人、情報発信して集客を頑張ってくだ

さい。

個性ある個人店さんが歩く

範囲である

ツバメ屋　Cafe 

ALC ボーヤイ

ミツバチ食堂　八

千代

レッドカーペットを使用してのファッ

ションショーやダンスショーイベント

色んな作家さん作品が集まったお店

自由に座ってリラックスして休憩出来る

緑にかこまれた空間

駐車場の無料化もしくはチケットプレゼント 大好きな岐阜の街柳ヶ瀬❣️

また道いっぱいの沢山の人が必ず戻ってきます

❤️

岐阜人パワーを信じてください😊

涼しいところ モスバーガー カードショップ カードショップを設ける がんばってください

涼しいところ モスバーガー カードショップ カードショップを設ける がんばってください

楽しいイベントがある ツバメヤ アニメショップ 学生をターゲットにするため学割サービスなど

を飲食店で増やす

きっとまた柳ケ瀬に活気が戻ると信じて！互い

に頑張りましょう。

市役所に行く場合に駅から

の通り道にあり、行きやす

い。雰囲気がちょうどよ

く、お化け屋敷や恐竜、柳

ケ瀬倉庫、夜空カフェなど

新しい楽しみもある

柳ケ瀬倉庫、ツバ

メヤ

IT施策に長けた岐阜市、教育委員会との

連携で、今までにないデジタル商店街

全国の商店街とコラボしてバーチャル訪問した

り、自分の好きな時代の見た目に出来るVR商店

街

厳しい状況が続くと思いますが、岐阜市の玄関

から広がる柳ケ瀬を応援しています。

ゆっくり買い物ができる。　

こだわりのお店がある。　

サンビル開催が楽しみ。

つばめや　ティダ

ディダ

他県のアンテナショップ 期間限定でショップを呼んで欲しい。　スイー

ツや　セミオーダーのお店や　クリエイターブ

ランドなど。

変わらなくて良いところ　変えなくてはいけな

い所を模索中とは　思いますが　良い方向へ向

いてほしいです。

アーケードがある

デパートがある

髙島屋 お洒落なカフェやレストラン 店舗の賃料をもっと安くし若い人が出店できる

ようにする

すでにやってみえるかも知れないですが　古い

商店街を再ブレイクさせた全国の商店街の分析

をすると取り入れられることはある気がします

様々なイベントを考えられ　一時より人出が多

くなってきたので嬉しく思っていました

しかし今コロナで大変ご苦労されていると思い

ます

私ももっと出かけるようにしたいし友人にもお

店を紹介して気に入ってもらいました

何とか踏ん張って今後も柳ヶ瀬を盛り上げて

いってください

学生の頃、町に出ることが

すごく大人だと思っていま

した。そんな懐かしい気持

ちにさせてくれるところで

す。

行かなくなってし

まったので、どん

なお店があるのか

すらわかりませ

ん。

子どもが遊べる場所。室内遊園地など。

子どもが気軽に参加できる◯◯大会、老

舗の職場体験など。

アイドルなどのイベント。

岐阜県民は車がないとどこにも行けない人が多

いのですが、駐車場にお金がかかると躊躇しま

す。無料の駐車場を増やしたり、バス会社と提

携して無料バスチケを渡したり、とにかく足を

運んでもらえるようにするといいと思います。

うちも家族で出かける事が多いので、子どもが

楽しめるところがないと出かけないので、もっ

とイベントを増やすと行きやすいです。

柳ヶ瀬商店街に限らず、大変な思いをしている

人たちがたくさんいます。同じ空の下、それぞ

れの場所で、笑顔でいられますように。

アーケードになってるとこ

ろ

高島屋、ロンドン お祭り こどもイベント 今はコロナで行く頻度が減りましたが、また行

きます

古風なカフェや古着屋さん

がたくさんあるところ

ビッカフェ、こう

ぞ

おばけ屋敷またやってほしいです 若者がもっと寄るようお洒落なカフェなどを増

やしていく、SNSを活用

また友達とご飯やカフェしたり買い物しに行こ

うと思います！コロナに負けず頑張って下さい

💪

昔懐かしい雰囲気 高島屋 子供イベント

劇場通り 高島屋岐阜店 寄り付きの良い駐車スペース 学生や若者層に空き店舗の活用しやすくリモー

トの拠点

柳ヶ瀬は永遠に不滅です。

高島屋　恐竜イベント　

アーケード

高島屋 長崎屋のあとの所にデパートが入ってほ

しい

閉まってるお店を格安で賃貸したらいいと思う　

いい場所なのに「シャッター通り」になってる

から暗いイメージで子供達と通るのが怖い時が

ある

これからマンションがたくさんでき、人も多く

なるのでお店の再建などにはいい時期だと思

う。頑張ってください！



柳ケ瀬商店街の好きなとこ
ろ

柳ケ瀬商店街で好
きな店を

今後、柳ケ瀬に増えたらいいなと思うも
の

柳ケ瀬商店街活性化のアイデア コロナと闘う店主の皆さんへ応援メッセージが
あれば

飲み屋が盛んになってき

て、お洒落な店も増えてき

て、美味しそうなケーキ屋

もあったりする所😌

飲み屋 美味しい物のイベント 負けずに体に気を付けて頑張って下さい。

幼い頃から行っていて、色

んなお店があるところ。最

近はサンビルによく行きま

す。お店の人が温かいし懐

かしい感じがするので好き

です

ツバメや 大須みたいに食べ歩きができるようなテ

ナントがあれば

若い人達にも空き店舗をどんどん貸していく 今は大変な時期かと思いますが、柳ヶ瀬かなく

なるなんて想像出来ないので、頑張って下さ

い。

知る人ぞ知る！みたいなお

店がたくさんあるところ。

商店街に川がある！

プリーマ 、ルベッ

タ、村さ来、タカ

シマヤ

他多数

食べ歩きできる通りの新設。

若者のファッション店誘致。

古風を残しつつ、新しいものの取り入れを。 岐阜で勤務するようになってから、岐阜の良さ

を日々感じています。

柳ヶ瀬にも、素敵なスポットがたくさんあるの

に知らない人が多い。もっとたくさんの人に

知ってもらいたい。情報発信を積極的にやって

ほしいです

昔よりは減りましたが色ん

な飲食店に行くのが好きで

す^_^

今はミツバチ食堂

のランチ

安くてランチのフ

ライが良かった。

飲食店　アニメショップやアニメイベン

ト

週替わりで年齢限定で無料サービスなどお得な

事をしてほしい。

コロナに負けないで今は辛いかもしれないです

が前向きに明るい未来に向かって頑張りましょ

う^ - ^

いろいろなお店がある 八百屋さん ゆっくり、くつろげる空間 人気のある食品店、飲料店の勧誘 いろいろなアイデアを出しあって、感染防止対

策を徹底してがんばってください！期待してま

す！

イベントがある 高島屋 宝探しイベント 日本一大きな駄菓子屋を作る 昔のようなにぎわいを取り戻せるよう、頑張っ

てください

高島屋や

周りにおしゃれなカフェ、

雑貨屋さんが多い

ツバメや、 子供向けの体験型イベント お化け屋敷など大人が遊べる体験型イベント 日々大変な苦労の中

柳ヶ瀬をなくさないでいてくれて

ありがとうございます

私も２年前まで柳ヶ瀬で働いてましたが

あの雰囲気が好きです

恐竜のイベントを子供が毎

年楽しみにしています✨

LONDON 柳ヶ瀬商店街を使った謎解きイベントを

してほしい

柳ヶ瀬商店街を使った謎解きイベント 微力ですが、テイクアウトやお弁当の購入な

ど、少しでも協力できたらと思います✨応援し

ています。

暖かみがあってゆっくりで

きるところ。

広瀬靴屋さん 駐車場があるお店、カフェ イベントはどれも良いアイディアのものが多い

ので、それをもっと皆にわかりやすい形で知ら

せる手段があれば良いと思います。

コロナに負けないで頑張ってください！

どこか落ち着くレトロな雰

囲気

エウレカファクト

リーハイツ

あいあいステーションのようなちょっと

した憩いスペースをまた作って欲しいで

す。

キャラクターを作る いつもありがとうございます。

色々な小さなお店があっ

て、ブラブラするのにいい

です。

ツバメや 子供向けのお店があるといいとおもいま

す。駄菓子屋とか、レトロなゲームセン

ターなど

駐車場代がかからないと行きやすいとおもいま

す！

昔から行ってる、夢の街です。なくなるといや

なので、これからも皆さん頑張ってください。

昔ながらと今風の融合 みそかつ三和 美味しいグルメのイベント 消費をして柳ヶ瀬を応援していきたいです

アーケードがあり、雨天で

も子供連れて歩ける

髙島屋 週末にフリーマーケットを積極的に開催

して欲しいです。せっかくのアーケー

ド、活用してください。出店したい方は

いーっぱいいるはずです。柔軟に受け入

れ、気軽に出店できるシステムを期待し

ます。

個々のセンスや才能を柔軟に受け入れ、それに

沢山の人が気軽に触れられる場所になり得るの

ではないかと期待しています。新しさよりも、

寂れた空間をうまく活用できる人がいるはずで

す。また、どうしても駐車場代がかかってくる

のがネックですので「お得感』は外せないポイ

ントです。

小さい頃から柳ヶ瀬へのお出かけはワクワクす

るものでした。お店がだんだん無くなったり

シャッターが増えていくのは寂しさもあります

がきっと柳ヶ瀬にしかないオリジナリティーを

生かして再生してくださると信じています。こ

れからも柳ヶ瀬に足を運んで変化を感じてワク

ワクしたいです。頑張ってください！

レトロな感じ 岐阜高島屋 若年層向けのショップ、ブランド力のあ

るファッションや雑貨の集合店舗等

今の柳ヶ瀬商店街はいい意味で「レトロ」悪い

意味で「暗い、寂れた」イメージがあると感じ

ます。若年層が気軽に訪問出来るような、例え

ば名古屋の「大須商店街」の様な訴求力且つト

レンド発信力のある商店街作りを行うべく、 積

極的に世代交代(人的&物理的&店舗的)を進めて

頂き、マスコミやSNS等利用した情報発信を十

分に活用してかつての賑やかさを取り戻して頂

きたいものです。

皆様お身体に気を付けてがんばって下さい。

アーケード街 高島屋 子供と一緒に気兼ねなく入れる飲食店。

雨でも楽しめる子供の遊び場。

ショッピングモールのような若い世代の家族が

遊び食事買い物で楽しめるような空間。清潔感

があれば尚更良い。

柳ケ瀬の良さが分かれば人は集まってくると思

います。

穴場スポットがある！ ALCcafe.高島屋 駐車場ありの大きいお店 頑張ってください！

子どもの頃から慣れ親しん

だ古き良き街並みを見てい

るとホッとします。

QUEEN COOKING 子どもが遊べる、楽しめる空間やイベン

トが増えると嬉しいです。

岐阜大学や岐阜聖徳学園などの学生と連携を図

りながら活性化に向けたイベントを行ってい

く。学生が呼び水となり若者の活気が戻ってく

れば新しい柳ヶ瀬の将来像が見えてくるのでは

ないか。

今は苦しい時ですがジッと耐え、みんなで乗り

越えましょう。明るい未来に向けた大切な時だ

と思います。

装飾やBGMがうるさすぎな

いこと

サロンドマルイチ 子育てファミリーが集える空間 サンビルがとても楽しかったのでもっとPRした

らいいと思う

4月に岐阜に引っ越してきました。時々柳ヶ瀬商

店街を子供と散歩しています。私は名古屋出身

ですがのんびりほのぼのしてる空気感が大須商

店街よりも好きです。笑　大変なことが多いと

は思いますが、もっともっと子供と通いたいと

思っているので頑張ってください！サンビルま

た行きます！

人の息づかいが感じられる

ところ。ここにしかない空

気があるところ。

つばめや、パロ

マ、四角商店、映

画館、モックモッ

ク、ポーヤイな

ど。

コミュニティスペース(休憩所)。アイア

イステーションより、少し雰囲気か良い

ものがあれば嬉しい。

継続して来るきっかけ作り。イベントや新しい

お店。特にここでしか出来ない事が増えたら人

が定期的に増えるのではないでしょうか。

変わらずいつも利用しています。ピンチをチャ

ンスに変えて諦めずに頑張って下さい。感染に

もくれぐれもお気をつけ下さい。

子供の頃から慣れ親しんだ

場所だから

いしぐれコーヒー カフェがたくさん欲しい
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ろ

柳ケ瀬商店街で好
きな店を

今後、柳ケ瀬に増えたらいいなと思うも
の

柳ケ瀬商店街活性化のアイデア コロナと闘う店主の皆さんへ応援メッセージが
あれば

おじいちゃんやおばあちゃ

んが優しくてお店にふらっ

と寄れるところ

大熊果実店 ジュラシックアーケードみたいに子供が

楽しめる縁日を商店街全体でやりたい

1年中柳ヶ瀬遊園地 夏はお化け屋敷冬はイルミ

ネーションなど年間でイベントを開催しどの季

節でも柳ヶ瀬が楽しめる遊園地化する

大変だと思いますがまた楽しい柳ヶ瀬が復活し

てみんなが集まる場所になるようにわたしも頑

張ります

小学生の頃、映画といえば

柳ヶ瀬まで行って兄弟でコ

ナンをよく観た記憶があり

ます。記憶が薄れつつもあ

りますがあのどこか懐かし

い映画館が好きでした。今

は通る度に懐かしくもどこ

か寂しい気持ちを抱きなが

ら通ります。そして、今は

自分の子供に「昔はここ映

画館があって…」なんて昔

話のような会話をして思い

出を繋いでいます。

子供が鉄道が大好

きなので色々調べ

てそこで知った鉄

道カフェです

子連れで楽しめるイベントがもっとたく

さん開催されると嬉しいです。スタンプ

ラリーのようなたくさん歩けるイベント

とか大好きです。

いつも当たり前の様に行っていた商店街、今は

こんな事態なのでなかなか足を運べないのが現

状です。商店街の皆様も苦しい中本当にお疲れ

様です。どうかまずはご自身の身体をご自愛い

ただきコロナの終息を願うばかりです。

庶民的なところ 高島屋とたこ焼き

屋

本屋、洒落たコーヒー屋 無料の駐車場 大変だと思うけど、頑張ってさ

レトロな雰囲気 BLUE BLUE 古着屋 若者が集まる場所になるために、昔のように服

のセレクトショップがあるといいと思います。

土地には価値があるため難しいと思いますが、

無料駐車場があるとさらにたくさんの人が集ま

れるようになると思います。

どこも厳しい状況が続いていると思いますが、

頑張ってほしいです。

昔ながらのアーケード alcカフェ おしゃれカフェ 若者に無料解放 今は苦しいけど、頑張って下さい

店主の方と気さくに話をす

ることができる

喫茶店「あずきの

花」高島屋前の

「お好み焼きのま

さむら」　岐阜高

島屋

年配者が気軽に参加できる健康イベント

や手作り体験など

サンデーマーケットのようなもので年配

の人が出かけることができるイベントが

あると良いと思います。

夜間に食事をする場所が増えるとよいで

す。玉宮は若者向けなので落ち着かな

い。

柳ケ瀬ですべての買い物ができるようになると

よいです。

飲食店の皆さま、色々と大変ですがなるべく柳

ケ瀬で飲食、買い物をしたいと思っています。

コロナに負けずに頑張って下さい。

人情身あるれる人々 高島屋 オープンカフェ。雑貨屋。クレープ屋

等、若者文化が発祥できる空間。

ぎふFM等の公開録音スペース。イベントが集客

できる舞台の設営。

明けない朝はない。とにかく、歯を食いしばっ

て頑張ってほしいです。

イベントをやるところ みつばち食堂 食べ物やお酒のイベント イベントもっと増やしたりカフェも増やす 頑張ってください

様々な飲食店やレストラン

等

餃子　岐州 小さい子供向けのイベント 地産地消をもっともっと促す 地元の気持ちは皆一緒！明るく前向きに頑張っ

て下さい！

伝統と新しさの混雑 アイリッシュ

バー、ツバメヤ、

エンザ、BAGU、

薄焼きじゅん、そ

の他いっぱい

地元YouTuber参加による各種柳ヶ瀬グル

メの大食い大会（大盛のり子さん、カワ

ザイル等、一般参加も可）大会の模様は

ケーブルテレビや各YouTuberによる動画

配信で世界に柳ヶ瀬をアピール

①子供のみならず大人も商店街の各業種での仕

事体験可能なモノからコトへの体験型商店街化

（学校で学べないことは商店街で体験して学

ぶ）

②田舎暮らし体験のように街暮らし体験が出来

るようにする。

柳ヶ瀬にはどんなお店やどんな催しが、周囲に

どんな施設が有るか短期間住んで体験してもら

う。

③例えばアーケードに太陽光パネルを設置した

りして商店街独自で得た不労収入の一部を商店

街住民に還元する。

地域独自のベーシックインカムモデルを何処よ

りも早く形にする。

「強いものや賢いものが生き残るのでは無く、

変化に柔軟に対応できるものが生き残る」コロ

ナをきっかけに柔軟で徳川家康のように素直に

人の意見に耳をかたむける事を第一にみんなで

乗り切りましょう。大一大万大吉の精神で

のんびりしているところ。

こんなところに？というと

ころに面白いお店や商品が

ある。

柳ヶ瀬倉庫 お昼にさらっと入ってゆっくりできるカ

フェが増えたら嬉しい。京都のように着

物で散策できるイベントとかあったら嬉

しい。小中学生が居心地の良い空間があ

ればいいなと思います。

うちの子供はウインドーショッピングが嫌いな

ので、柳ヶ瀬でゆっくり散策できません。小学

生が楽しめる空間があったら一緒に楽しめるの

に…と思います。屋外に気軽に体を動かせる空

間があったら良いな。

遠出がしにくいので、これを期に近場を楽しみ

たいと思います。柳ヶ瀬にも以前より足を運ん

で楽しい発見をしたいです。頑張ってください

ね。

レトロなところ 御座候 昼飲みイベント 昼からちょい飲みが出来る店を増やす。 今は耐えて下さい。頑張りましょう。

屋根があるところ 高島屋 美味しいパンケーキやさん 駐車場代安売り 応援してます！頑張りましょう。

最近、美味しいお店が増え

ましたし、若い人たちのオ

シャレなお店をのぞくのも

楽しいです！

BLUE BLUE、エン

ザ、ミツバチ食

堂、SORA、ツバ

メや

夏なら盆踊り、他の季節ならフェスのよ

うな音楽イベントでありながら、沖縄の

ように簡単な振付でみんなが踊れるよう

なイベントはどうでしょう。

以前、那覇の柳ケ瀬のような屋根のある

商店街でそういうイベントに遭遇して楽

しかった思い出がありますので😊

柳ケ瀬にずっとあったタオルショップミナさん

が撤退されましたが、帝国ホテルやデパートの

ポップアップでしか購入できないタオルが、岐

阜では柳ケ瀬で常時買えるというのが素晴らし

かった。お祝いやプレゼント、何か必要な特化

した商品が柳ケ瀬に行けば間違いないというふ

うに個性的なお店が増えればいいなと思いま

す。

30年ほど前に岐阜に嫁いできました。

柳ケ瀬は気になるお店がいっぱいで、時々焼き

そばの香りがして、用もないのに毎日いろんな

お店をのぞいてました。

子供が小さい時も映画や習い事の帰りはいつも

柳ケ瀬でした

どこも大変だと思いますが、柳ケ瀬には底力が

あります！

頑張って下さい❢

ゆったりした雰囲気 みつばち食堂 ゆったりとした広々空間 昼と夜で違う対応ができるような雰囲気がある

と活性化するかも

みんなでコロナを乗り切ろう

古い中にも新しくてお洒落

なお店もあって、発掘しが

いがあるところ

ナマステグル　サ

ロンドマルイチ

子供向けのイベント　お酒の飲めるイベ

ント

共通お食事チケット（商品券）の発行 コロナに負けずに頑張ってください！足を運ば

ない時はテイクアウト等で応援します！！

高島屋でお買い物が楽しい 高島屋 子供が喜ぶイベントやデパートがたくさ

ん名古屋の様に建ち並ぶと若者がたくさ

ん集まると思います。

若者の洋服のお店がたくさん入るといいなと思

います。

毎日色々工夫して頑張ってみえると思います。

これからも止まらず色々ワクワクする柳ヶ瀬で

走り続けて下さいね。また買い物に行きます。

子供の頃から行っているの

で当たり前にある場所

ツバメヤ、club-G ライブがあって遠方から友人が来ても、

ライブまでの時間帯に一休みできる場所

が少ないです。ある程度の長時間いられ

るカフェとかが増えると嬉しいです。

とにかくアクセスが悪いので、気軽に使える駐

車場があるといいです。いまある駐車場、昔な

がらの駐車場が多くてなんとなく入りづらいし

敬遠してしまう。

大変な時期だと思いますが、がんばってくださ

い。また遊びに行きます。
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柳ケ瀬商店街で好
きな店を

今後、柳ケ瀬に増えたらいいなと思うも
の

柳ケ瀬商店街活性化のアイデア コロナと闘う店主の皆さんへ応援メッセージが
あれば

昔ながらの映画館や、モダ

ンすぎず、いろんな時代を

感じられるところ。映画館

が自由席であるのが、ほか

とは違って魅力的。

古着屋さん、映画

館

料金制の休憩スペース、店員さんがいな

くても、自分で自販機などで飲み物を購

入でき、場所を借りられる。少し休みた

いときに休める場所

学生の時たまに通っていて、学生限定で商品券

が割引で買えたりするといいと思う。

ターゲットを普段あまり利用しない世代にす

る。

大学生と共同でイベントをやって、ボランティ

アの人に商品券を配ったりすれば、活性化して

いけそう。

これから大切になってくるので、いち早くエコ

活動に力を入れて、地球を守る街づくりを進め

ていけば、ほかとは違う商店街として話題にな

りそう。

買い物した人にエコバッグを配ったり、ポイン

トが貯まったりするなど。リサイクル可能な紙

製の商品で、実用的でおしゃれなものを売るお

店があれば、年代問わず利用者が増えそう。そ

こからSNSで発信していく。

今はあまり行けないかもしれないけど、魅力的

な場所なので、必ずお客さんは戻ってくるは

ず。また落ち着いたら行きたいと思います。応

援しています。

アーケード通路の清掃が行

き届いていると感じる点。

昔ながらの飲食店がある点

高島屋 色々なジャンルのお店が屋台のように集

まる、広場。

郊外のショッピングセンターに客が多いのは、

車社会が定着している岐阜だからです。中心部

なので難しいかもしれませんが、柳ヶ瀬商店街

に足を運ぶためには、駐車場の分かりやすさ(提

携駐車場か否かも分かりにくい)、低料金化、駐

車場の台数確保が必須だと思います。人が集ま

りやすくなれば、必ずもっと元気が出ると思い

ます。

大変な状況ですが、頑張って下さい。落ち着い

たら家族で、遊びにいきます。

歩いて散策できる 無印 こだわりのカフェ 無料の駐車場完備 また行きます！

活気のある街並みを応援してます！

むかしとかわからない雰囲

気

閉店するドンキー 無料パーキング 無料パーキングの開設 ただでさえ、人がいなく厳しい経営状態の中、

コロナの中更に大ダメージを受け厳しいと思い

ますが再開発もあり

多少は人も戻ってくると思いますので

これからも頑張って下さい。

昔よりは減りましたが色ん

な飲食店に行くのが好きで

す^_^

今はミツバチ食堂

のランチ

安くてランチのフ

ライが良かった。

飲食店　アニメショップやアニメイベン

ト

週替わりで年齢限定で無料サービスなどお得な

事をしてほしい。

コロナに負けないで今は辛いかもしれないです

が前向きに明るい未来に向かって頑張りましょ

う^ - ^

色んな店があるところ ドンキホーテ フリーマーケット 無料駐車場 辛いのは皆一緒、頑張って乗り越えましょう！

高島屋の前が綺麗 麺屋はなび　岐阜

店

全国各地の特産品の直売会 園芸品関係（花や植木など）、食べ物関連など

のイベントは年代問わず興味を持ってもらいや

すいのではないでしょうか?

園芸関係も自宅の庭などでやってる人も多いの

でそれなりに需要はあるかなと。

苦しい状況ではありますが頑張って乗り切って

ください。

高島屋がある 高島屋 特になし 今は麒麟がくるで盛り上げましょう 今は我慢の時ですねもう少しだけ頑張って下さ

い

雨に濡れないアーケード ツバメヤ 無料駐車場 無料駐車場を増やす。

ヤクザ に、夜の店が多く、その関係者だらけ

で、本当に治安が悪くみえる。

あの場所に夜、家族や子供を連れたり、年寄

り、女性だけで行こうとは思えない。集客でき

てる層は夜の店に来る男性のみ。そこに特化す

るなら健全な夜の街のイメージを作るべき。

ボッタクリを本当に無くすための動き、どの町

よりお店としてお客様を大切にしてないのがよ

く分かる。

大変だと思いますが頑張ってください

昔からの馴染みでわかりや

すい

色々なお店があって便利

高島屋　八千代 ベンチやトイレ、木陰などがある休憩

所、ドンキホーテや長崎やなどなくなっ

てしまった大型店

現在もやってみえるとは思いますが、とにかく

空き店舗を作らない工夫。空き店舗が出てしま

うなら、賃貸料金や契約なと、できる限り間口

を広くした対応なとで、次の人を入れられると

いいです。

きっとまた、平和な日常が戻ります。その時ま

で、皆で元気にがんばりましょう❗

昔から変わらない風景 ロンドン カフェ 次はきっといいことがある！！今は踏ん張り

時！！頑張ってください❤️

空いてる・イオンなどに

入っていないお店がある。

柳ヶ瀬倉庫・貝

新・ポーヤイ

オシャレなカフェ又は雑貨屋さん、お化

け屋敷の復活。

eスポーツの大会！

唯一無二の商品を扱うお店を増やして、職人さ

んが商品を制作する工程がガラス張りの工房

で、一般の方が見れたり体験したりできるお店

を増やして職人になりたい若者が全国から集

まって来て、その人たちが職人見習をしながら

岐阜に住みSNSを通じて岐阜の良さと商品を全

国に発信する。

職人を目指す若者又はリタイアした60代は意外

に多い！

自然の多さと土地の安さを上手く利用して、余

裕のある60代と若くて頭の柔らかい10〜２０代

に盛り上がって欲しい！

今回の企画をネットで知りました。

SNSを上手に活用して、他の田舎地方とは一味

違う独自の発展を応援してます。

頑張って下さい。

歩いていても楽しい。色々

な店がある。

高島屋　いろり庵　

等々

道路真ん中におしゃれなベンチ　若者向

けにその場で食べられるドリンクやコ

ロッケなどの販売

お洒落なお店が増える事　又

ブランド店の出店　商店街独自のポイント　各

店舗のサービスの向上　空き店舗を利用して健

康教室の開催等

店舗の良さを知るお客様はいつまでもその店の

ファン　情報発信下さい。

一緒に乗り越えたい

趣のある雰囲気 サロンドマルイチ 夜でも子供連れで入れるカフェ等 学生に格安で空きテナントを貸す 大変な時期だとは思いますが、応援している方

は沢山います！コロナに負けず頑張って下さ

い！

なし なし なし 若者向けのお店を増やす とても大変な時ですが今だからこそお互い助け

合い、支え合いましょう！

昔から変わらない風景 ロンドン カフェ 次はきっといいことがある！！今は踏ん張り

時！！頑張ってください❤️

散歩を兼ねてブラブラある

けるとこ

ミツバチ食堂 お持ち帰り専用の飲食店 スタンプラリー 暑い夏もいつまで続くかわかりませが、食欲の

秋も近づいています。コロナに負けず四季を乗

り越えていきましょう！



柳ケ瀬商店街の好きなとこ
ろ

柳ケ瀬商店街で好
きな店を

今後、柳ケ瀬に増えたらいいなと思うも
の

柳ケ瀬商店街活性化のアイデア コロナと闘う店主の皆さんへ応援メッセージが
あれば

色んなお店が入っていて、

雨を気にせず歩くことがで

きる

高島屋、CINEX、

Sunday Building 

Market ,

陶芸教室、アクセサリー作り、ジェル

キャンドル作り等、体験イベント。

色をテーマにしたイベント。柳ヶ瀬のお

店も指定の色の商品を並べて、来場者も

その色の入った服を着て、柳ヶ瀬中をそ

の色の一色にする。

「柳ヶ瀬」の名前をお洒落なロゴにデザインし

て、柳ヶ瀬に出店している店のみに使える共通

のロゴとして、それを入れた商品を作る。

コロナに負けずに頑張ってください！

昔ながらの雰囲気が好きで

す。

ロイヤル劇場 食べ歩きが出来るようなB級グルメのお

店。

大型ショッピングセンターが周辺地域にありま

すので、無料駐車場の確保も必要です。

そのうえで、人が集まるためには美味しいグル

メ、B級グルメを集め、柳ヶ瀬でしか食べられな

いような商品を開発して欲しい。

次に町全体が昭和を感じる地域として、例えば

高山市の古い町並みを参考に、昭和のノスタル

ジーな町並みが体験できるような観光都市を目

指して欲しい。

我が家では、昔の古い雑貨、おもちゃ、家具等

捨てるものが大量にあります。どこの家庭にで

も、使わなくなったもの、要らないもので昭和

文化を感じる物がたくさんあると思います。

例えば黒電話、初期の携帯電話、ブラウン管テ

レビ、8ミリ映写機、二層式洗濯機、蚊帳、昭和

ポスター、ＬＰレコード、蓄音器、初期型のパ

ソコン等、最近まで倉庫に眠っていた物は処分

してしまいましたが、ディスプレイ用とすれば

全然使える物ばかりでした。

昭和の町並みを再現する為、一般市民から要ら

なくなった物を提供してもらうと言うのはどう

でしょうか。一般家庭では必要ない物が、立派

な昭和文化の物として、今なら溢れていると思

います。

我々も出来ることは協力します。昔のような華

やかな柳ヶ瀬を一緒に復活させましょう。

中高生でも楽しめるところ

や、カフェ巡りとか楽しい

ところ

ティダティダ 若い世代でも楽しめるようなお店がもっ

と増えたらいいなと思います

色んな世代の人にどんなものが好きなのかアン

ケートをとってお店を増やす

今はまだ人が集まることに行けないけどコロナ

が収束したら友達とカフェ巡りなどで楽しみた

いので頑張ってください✋✋

アーケード通路の清掃が行

き届いていると感じる点。

昔ながらの飲食店がある点

高島屋 色々なジャンルのお店が屋台のように集

まる、広場。

郊外のショッピングセンターに客が多いのは、

車社会が定着している岐阜だからです。中心部

なので難しいかもしれませんが、柳ヶ瀬商店街

に足を運ぶためには、駐車場の分かりやすさ(提

携駐車場か否かも分かりにくい)、低料金化、駐

車場の台数確保が必須だと思います。人が集ま

りやすくなれば、必ずもっと元気が出ると思い

ます。

大変な状況ですが、頑張って下さい。落ち着い

たら家族で、遊びにいきます。

人が少ないから安心安全 やながせ倉庫 オッ！と驚くほどオシャレで清潔で綺麗

な無料トイレ。手洗いや化粧直しやオム

ツ交換などができるのはもちろんここに

しかないぞ！ってくらいの公衆トイレが

あったら便利！

インパクトの大きい物で、この建物は

何？えっ？トイレなの？すごい！って言

うくらいなものが有ればそれだけでもイ

ベントなどの人も集まりやすいと思う。

心理的にも清潔なトイレはみんな清潔に

使うと思う。

近場でお使い物のお菓子や

化粧品を買える

高島屋　ツバメや お洒落なカフェ 老舗のコラボを買いやすくおしゃれに

実演やアレンジ法

あゆの塩焼き　朴葉味噌　提灯等

買い物にでかけられないけど、素敵なものをみ

たいし美味しいものを食べたいのは変わらない

ので、提供の仕方を新しい発想で挑戦して下さ

い。昔にこだわらないで新しいものを作ってく

ださい。

下町って感じであたたかい

から

ドンキホーテ みんなで盆踊りなど、人と柳ヶ瀬の方が

交流できるイベント

もっと駐車場を増やしたらいいとおもう。デ

パートとかよりも駐車場無料とかあるとみんな

くるよ！

柳ヶ瀬が岐阜を支えてぃます　温かい心で接し

てくださりありがとうございます😊

昔ながらの雰囲気が好きで

す。

ロイヤル劇場 食べ歩きが出来るようなB級グルメのお

店。

大型ショッピングセンターが周辺地域にありま

すので、無料駐車場の確保も必要です。

そのうえで、人が集まるためには美味しいグル

メ、B級グルメを集め、柳ヶ瀬でしか食べられな

いような商品を開発して欲しい。

次に町全体が昭和を感じる地域として、例えば

高山市の古い町並みを参考に、昭和のノスタル

ジーな町並みが体験できるような観光都市を目

指して欲しい。

我が家では、昔の古い雑貨、おもちゃ、家具等

捨てるものが大量にあります。どこの家庭にで

も、使わなくなったもの、要らないもので昭和

文化を感じる物がたくさんあると思います。

例えば黒電話、初期の携帯電話、ブラウン管テ

レビ、8ミリ映写機、二層式洗濯機、蚊帳、昭和

ポスター、ＬＰレコード、蓄音器、初期型のパ

ソコン等、最近まで倉庫に眠っていた物は処分

してしまいましたが、ディスプレイ用とすれば

全然使える物ばかりでした。

昭和の町並みを再現する為、一般市民から要ら

なくなった物を提供してもらうと言うのはどう

でしょうか。一般家庭では必要ない物が、立派

な昭和文化の物として、今なら溢れていると思

います。

我々も出来ることは協力します。昔のような華

やかな柳ヶ瀬を一緒に復活させましょう。

おしゃれなイベントある なし 手作り市 なし なし

特になし 高島屋 おしゃれなカフェ 子供と行きやすい場所作り 先が見えず不安ですが、みんなで頑張りましょ

う

いろいろなお店がたくさん

ある。

高島屋 骨董屋さん、アンティーク 雑貨 もっと小さなお店をたくさん集めたらいいと思

うんだけど。

なんと言っても柳ケ瀬なので、頑張って欲し

い。



柳ケ瀬商店街の好きなとこ
ろ

柳ケ瀬商店街で好
きな店を

今後、柳ケ瀬に増えたらいいなと思うも
の

柳ケ瀬商店街活性化のアイデア コロナと闘う店主の皆さんへ応援メッセージが
あれば

アーケードがある ドンキ 居酒屋 駐車場が(無料)あると行く 踏ん張りどころです

屋根がある 高島屋 大型店舗と駐車場の確保 大型店舗を作り既存店は店子にして入り、駐車

場を確保する。

抜本的な改革が必要。

4月に岐阜に引っ越して来た

ばかりですが、昔ながらの

お店に味があって好きにな

りした

ポーヤタイご飯 子連れで行けるご飯や、遊び場 子どもも楽しめる場所になると嬉しい 岐阜にきて5ヶ月ですが、昔ながらが残っている

柳ヶ瀬商店街の雰囲気が好きになりました。岐

阜には欠かせない場所になるよう応援していま

す！他県のお友だちが来たら、連れて行きま

す！

美味しいもののお店がある 高島屋　ツバメ屋　

ベンテンドウ

雑貨屋さんとおしゃれなカフェ スタンプラリーでお店を回る コロナが収束はいつになるかわからないです

が、頑張って下さい

夜が楽しい Duuxa お祭りなど がんばってください！

昔ながらの商店街、そのな

かでも新しいお店も馴染ん

でいるところ

ミツバチ食堂 新しいお店と、昔ながらのお店がコラボ

したようなお店があったらと思います

シャッターが下りたお店が多いので、柳ケ瀬倉

庫みたいに面積貸ししてシャッターが下りたお

店を減らす

大変な時期ですが、頑張って下さい。

ぶらぶら歩いて買い物がで

きる

高島屋 オシャレなカフェ 子ども連れでたのしめるように 変化を期待しています！

人の温かさ 高島屋 ユニクロや、GU、H&M等 駐車場と一体となった大型ショッピングセン

ターか大型アウトレットを誘致する

なかなか行けないですが、柳ヶ瀬のシャッター

が閉じていると寂しいので頑張って下さい

人の温かさ 高島屋 ユニクロや、GU、H&M等 駐車場と一体となった大型ショッピングセン

ターか大型アウトレットを誘致する

なかなか行けないですが、柳ヶ瀬のシャッター

が閉じていると寂しいので頑張って下さい

美味しい飲食店が多い だいはち 昼飲みイベント 夜の駅からの送迎バス 負けずに頑張ろう‼️

商店街が沢山あって楽し

い。

雑貨、化粧品のお

店

ワークショップ 主婦のハンドメイド コーナー 以前は頻繁に行っておりましたが、コロナで外

出を控えており、そして家から遠くて行く機会

も減っております。

この商品券が当たったら、これを機会に行きた

いし、変わったお店を発見しに行きたいです。

柳ヶ瀬が以前みたいに活性化する事を応援しつ

つ、今後を期待しております。

イベントが多い 特になし 美味しいご飯の店 頑張ってください

隠れ家的な店が本当に隠れ

てあるところ。シャッター

の中にいい店があるので歩

いていると発見がある。

ロンドン(パン屋) ランチタイムに空いているカフェ、テイ

クアウトできる飲食店、スーパー、ドン

キホーテに代わる雑貨や日用品を購入で

きる所、玉宮の飲食店のように気軽に入

れる居酒屋から少し高めの居酒屋、本屋

など。

夏祭りのようなイベントを柳ヶ瀬商店街

も一緒に盛り上がって欲しい。

商店街に入っても一部店舗のみ、ほぼ

シャッターで楽しみが少ない。

空き店舗を柳ケ瀬倉庫のように店を出したいク

リエイターなどに向けて出して欲しい。

その他、使える場所を増やしてランチ利用でき

る店舗を増やして欲しい。近隣の会社員のラン

チ場所が限られている。

休日でも人が減り、もともと少ない中で苦しい

かと思いますが、できる限り利用します。頑

張ってください。

落ち着いた街 無印　高島屋本屋 大きな本屋があるとうれしい

岐阜駅前玉宮にあるような、屋台村を

柳ヶ瀬につくってほしい

やななを復活させてほしい

製作者の考えがあると思うが、あれだけの人気

者を使わないのはもったいない。やななの後継

キャラクターをつくってほしい

徒歩で行けて 混雑していな

い

高島屋 主催者の自己満足で終わらない 

すべての 物 事

商店街がショッピングモールという

考え方 郊外からの 交通手段

柳ヶ瀬単独でなく 岐阜駅〜柳ヶ瀬〜

河原町 という 線での活性化

自分達だけが苦しい訳ではない

ゆっくりぶらぶら歩けると

ころ

ミツバチ食堂 カフェ、本屋、休憩所、ベンチ 柳ケ瀬商店街のことをよく知らないので、スタ

ンプラリーなど。

お店もお客さんもお互いに気を付けながら、少

しずつでも柳ケ瀬商店街が活性化することを応

援しています。

人情、店員の対応 三和 今どきのお店、食べ歩きも可能なお店 若い人がもっと集まれるような店イベント コロナが収まったら必ず行きます。

それまで商店街一丸となって頑張ってくださ

い。

屋根付き 高島屋 シニア中心のエリア シニアの出会いの場を作る あまり考えすぎず、やれる事から一つずつ。

昔から馴染みがあるので落

ち着くところと、新しいお

店がないか探検がてら散歩

できるところ。

ラカラパスさん(エ

リア外でしたらす

みません)

増えたらいいなと思うのはラーメン店、

もつ焼き店、町中華などですが、女性1

人でも入りやすいお店です。

また、アーケードで雨天でも快適なので

ありがたいです。

あとはドンキの後はどうなるか気になり

ます。マンションじゃないといいな…。

お店で一品ずつおつまみを買って、外で飲むよ

うなイベント

一番大変な時はテイクアウトなど利用させても

らい、毎日助かりました。まだまだ大変かと思

いますが、足を運ぶことで微力ながら応援させ

てもらいたいと思います。

アーケードがあるから夏は

涼しい。

ショッピングも楽だし、

ウォーキングもできるとこ

ろ。

つばめや、alcカ

フェ、高島屋

ベーカリー ！ 商店街の参加店から、食事 甘味 陶器 お花 等の

カテゴリーから、それぞれ1店ずつ選び、3000

円くらいのチケットがあったら新しいお店に行

くきっかけになると思う。

岐阜市民は柳ヶ瀬が大好きです！

普段使いから御使いものま

でコンパクトに揃えられ

る。

トミー やはり、使い勝手のよい駐車場は必須で

す。

やりきれなさ、閉塞感、いろいろあることと思

いますが、口角あげていきましょう。

いろんなお店が多く、

ショッピングモールにない

楽しさがある

三和 オープンカフェや外で食べられるお店、

空間

全てのお店でQR決済を導入し、駐車場利用やバ

ス利用者にQR決済ポイントで還元する

今はみんなつらいけど、落ち着いたら必ず行き

ます！

昔ながらの懐かしい雰囲気

です。

つばめやさん 雑貨屋さんや服屋さん 子ども服のお店がほしいです。 地元を大切にしたい一人なので、商店街が続い

てほしいです。

下町っぽい雰囲気 居酒屋 可愛い子が集まるイベント 思いつきません 柳ヶ瀬は岐阜に絶対必要なので応援していま

す。頑張って下さい。

古いけど可愛い看板 モックモック ライブ

古くて良い思い出の場所 正村 体験施設



柳ケ瀬商店街の好きなとこ
ろ

柳ケ瀬商店街で好
きな店を

今後、柳ケ瀬に増えたらいいなと思うも
の

柳ケ瀬商店街活性化のアイデア コロナと闘う店主の皆さんへ応援メッセージが
あれば

雑貨やカフェがいろいろあ

り、お散歩するにはもって

こい。新しいものを見るの

が好きだけど、昔からある

お店を一緒にみることがで

きて、新しい発見ができ

る。

柳ケ瀬倉庫、あと

角にある骨董？古

いタンスなどを

売ってるお店

夜にやる屋台のイベント、ボードゲーム

カフェ

今のままで十分楽しい。

毎週サンビルみたいなイベントがあったら、

もっと楽しい。

昔ながらの商店街が残り、さらに若者が集まる

場所となっている貴重な場所だと思ってます。

いつまでも残っていてほしい！これからも応援

してます。

高校時代から通っていたの

で懐かしいところ

CINEX サンビルがもう少し頻繁にあるとうれし

い。

以前からいろいろなところで、いろいろな人に

訴えているのですが、関係者の自家用車がアー

ケード内を走るのは絶対に良くないと思いま

す。これをやめさせてください。百歩譲って荷

物を搬入出するトラックなら許せますが、自家

用車は絶対だめ。それくらいの秩序が守れない

ようであれば、未来に期待はしません。

これからも遊びに行きます。安全、安心は基本

だと思います。

どんな不況でもめげない 山本屋 ショッピングセンターにある珍しいお店

とか、スターバックスとか

イメージをがらりと変えてみる。

大分由布院のフローラルビレッジみたいな

頑張ってる皆さんに頑張ってとは言えません。

永遠に続くのではないのだからと思って乗り越

えて下さい。

独特のディープな雰囲気が

漂っているところ。

・大熊果実店（フ

ルーツパーラーお

おくま）

・cafe&hair salon 

re:verb

コミュニティスペースがあれば良いなと

思います。

私は、柳ヶ瀬商店街の独特なディープな雰囲気

が好きです。

これは、一つ一つのお店があってこそ醸し出さ

れているものだと感じております。

コロナ禍で大変だとは思いますが、どうか頑

張って頂きたいと思っております。

だからといってご無理をお願いするような恐れ

多いことはとても致しかねます。

何よりもどうか、ご自愛下さい。

応援しております。

古き良き商店街の雰囲気 みそかつ一楽 子供向けイベントを月1回くらいやって

欲しいのと、そういったお知らせをもっ

と届けてほしい

3歳児〜未就学児と小学生が別れて参加出来るよ

うなイベント

いまは大変な時期ですが、頑張って耐え忍んで

ください

レトロなところ 武蔵野本店、玉子

屋、ツバメヤ、お

おくま

マルシェ、骨董市などのイベント、レト

ロ感のある喫茶店、屋外ステージがあっ

たら嬉しいです。

若者向けのお店(喫茶店、ノマドワーカーが使え

そうな店、日用品)の一画があればいいなと思い

ます！

コロナが終息したらぜひ柳ヶ瀬町歩きしたいで

す！！大変な中ですが頑張ってください！！

昔ながらの雰囲気が凄く好

き

ツバメヤ 抽選会があるイベントがあったら楽しそ

う

B級グルメ食べ歩きが出来るお店がずらーっと並

んでてほしい

コロナ対策万全でご飯を食べに行くかテイクア

ウトしてお金を使いたいと思います！

大好きなお店がなくなってしまうのは悲しいの

で頑張って下さい！！！

昔ながらの雰囲気が凄く好

き

ツバメヤ 抽選会があるイベントがあったら楽しそ

う

B級グルメ食べ歩きが出来るお店がずらーっと並

んでてほしい

コロナ対策万全でご飯を食べに行くかテイクア

ウトしてお金を使いたいと思います！

大好きなお店がなくなってしまうのは悲しいの

で頑張って下さい！！！

高島屋の食品フロア 高島屋 駐車スペースがあるお店 駐車料金を気にせずゆっくり買い物ができる 体調に気をつけて下さい

学生時代の遊び場だった場

所なので、盛り上がって欲

しい

まるもと、パンシ

ノン

駅から、川原町まで、ブラブラ歩きなが

ら食べ歩きや、雑貨屋、魅力的なお店が

点在する街になる事を期待！

気付けばこんなに歩いてしまったって、

健康にも良くて、お金も落として貰えた

らこの上ない、経済活性化にも

上に同じ コロナで飲食店さん、売上が減っているとあち

こちで聞きますが、私の感覚では、美味しくて

清潔なお店は混んでいます！経営を見直す良い

機会と前向きに捉えて、未来に向けて頑張って

欲しいです！

静かな シネックス エスニック料理店 車で出掛けても時間を気にせずいられること 発展をお祈りします

人が優しいところ 高島屋、ドン・キ

ホーテ、星時

小さい子向けの宝探しなど 予防などしっかりしてコロナ終息後も元気な商

店街を期待してます！頑張ってください！！

自分の幼少期の頃からある

「特別にお出かけする場

所」という雰囲気

高島屋 親子で参加できるツアー、コンテスト等 現実的には難しいと思うけど、路面電車で行け

る空間になってほしい。

止まない雨はない。

専門知識のある店が多く、

希望の物が揃うところ

ミツバチ食堂

ツバメヤ

高島屋

ALC カフェ

ルーザーズ

ENZA

広瀬靴店

椿庵

末広屋

金物屋専門店

公園のように、ふらっと立ち寄って休憩

出来る場所

商店街全体を、１つの商業施設の様に見立て

て、フロアガイドの様に分かりやすいMAPを

所々に設置してはどうでしょう？

または、案内所みたいな所が有ると欲しい物に

辿り着きやすい気がします。

大変な事は色々有るかとは思いますが、頼りに

しているお店がいくつも有るので、微力ながら

利用させて頂きますので、これからも頑張って

下さい。

アーケードがあるので天候

を気にしなくても良いとこ

ろ。

ツバメヤ 岐阜の味が楽しめるお店 質の良いゲストハウスを作る 知恵を出し合ってSNSでどんどん発信して下さ

い！！楽しみにしている人はいっぱいいます

よっ！！

老舗から新しいお店まで

あって、それぞれがオン

リーワンなところ

ツバメヤ、ミツバ

チ食堂、カルパ

ス、Enza、三和、

一楽など

室内型の公園（酔っぱらいは入らない

が、緑はある）

応援しています。魅力的なまちなので、大好き

です

雨に濡れないアーケード ツバメヤ 無料駐車場 無料駐車場を増やす。

ヤクザ に、夜の店が多く、その関係者だらけ

で、本当に治安が悪くみえる。

あの場所に夜、家族や子供を連れたり、年寄

り、女性だけで行こうとは思えない。集客でき

てる層は夜の店に来る男性のみ。そこに特化す

るなら健全な夜の街のイメージを作るべき。

ボッタクリを本当に無くすための動き、どの町

よりお店としてお客様を大切にしてないのがよ

く分かる。

大変だと思いますが頑張ってください

昔ながらのお店から新しい

お店がある所

一楽 仕事終わりに立ち寄れる食事が出来る場

所

飲食店をはじめみんなが大変な時期ですが、い

つか終わると信じて頑張って下さい。

ランチで少しですが行ける時にはお店に行きた

いと思います。

古き良き街並み、店主さん

の温かな笑顔が好きです

ドン・キホーテ 今回のような抽選会が開かれると良いと

思います

今回のようなアンケートキャンペーンは非常に

良いと思います。

Yahooニュースに取り上げられてました。

ネット上で誰でも閲覧できるのはかなりの宣伝

効果につながります。

大変な時期ですが、一丸となって一緒に乗り越

えていきましょう。



柳ケ瀬商店街の好きなとこ
ろ

柳ケ瀬商店街で好
きな店を

今後、柳ケ瀬に増えたらいいなと思うも
の

柳ケ瀬商店街活性化のアイデア コロナと闘う店主の皆さんへ応援メッセージが
あれば

アーケードがあり快適。サ

ンビルやジュラシックアー

ケードなどのイベント！

高島屋、みつばち

食堂、ツバメヤ

サンビルが大好きなのでもっと規模が大

きくなって欲しい

若い人に来てもらえるイベントやお店、SNSを

活用した広報、駐車場の分かりやすい案内

微力ですが私もまた買い物や食事などに行きま

す！コロナをチャンスに！頑張ってください！

私は4月から新入社員として

岐阜に配属になり岐阜に住

み始めました。コロナウイ

ルスの関係で中々外出や外

食等が出来ず、配属して職

場の同期や先輩社員等と交

流が出来ず正直不安を抱い

ておりました。そこでコロ

ナウイルスが少し落ち着き

かけた時、柳ヶ瀬にて食事

や飲み会をしました。その

機会で岐阜には〝柳ヶ瀬商

店街〟という場所があるん

だ。この場所は凄く自分に

とって居心地が良い場所だ

な。と思いました。現在、

コロナウイルス対策を十分

に行った上で職場の同期、

先輩方とお食事や買い物を

する際はこの商店街を楽し

く利用させて頂いておりま

す。今回のこのキャンペー

ンを見て、頑張ってほし

い。これからも利用してい

きたい！という気持ちから

こちらのアンケートに回答

させて頂きました。一緒に

柳ヶ瀬商店街を盛り上げま

しょう！

柳ヶ瀬ドンキホー

テ（色んな意味を

込めて）

岐阜高島屋

ティダティダ

キャバクラ店

イベントを通して色んな方と交流するこ

とが出来るイベントがあったら！外出の

自粛やストレスを発散させるような機会

があれば。若い人も参加しやすいような

イベントとかがあれば盛り上があるのか

な？

また、小さいお子様向けに楽しく遊べる

イベントとかがあれば良いかなと！

増えたらいいなと思うお店は、若者が入

りやすい喫茶店やカフェ、またSNS映

え？とまでは言わないが、おしゃな空間

の飲食店があればいいなと思いました。

あくまで個人のアイデアとして、若者層をター

ゲットにしたお店、イベントを増やしていった

らいいと思います！もしその様なイベントが

あったら自分は必ず参加します。

負けないで！！！

頑張ってください！！！

これからも利用したい。と思える場所です。心

から応援しております。

私は4月から新入社員として

岐阜に配属になり岐阜に住

み始めました。コロナウイ

ルスの関係で中々外出や外

食等が出来ず、配属して職

場の同期や先輩社員等と交

流が出来ず正直不安を抱い

ておりました。そこでコロ

ナウイルスが少し落ち着き

かけた時、柳ヶ瀬にて食事

や飲み会をしました。その

機会で岐阜には〝柳ヶ瀬商

店街〟という場所があるん

だ。この場所は凄く自分に

とって居心地が良い場所だ

な。と思いました。現在、

コロナウイルス対策を十分

に行った上で職場の同期、

先輩方とお食事や買い物を

する際はこの商店街を楽し

く利用させて頂いておりま

す。今回のこのキャンペー

ンを見て、頑張ってほし

い。これからも利用してい

きたい！という気持ちから

こちらのアンケートに回答

させて頂きました。一緒に

柳ヶ瀬商店街を盛り上げま

しょう！

柳ヶ瀬ドンキホー

テ（色んな意味を

込めて）

岐阜高島屋

ティダティダ

キャバクラ店

イベントを通して色んな方と交流するこ

とが出来るイベントがあったら！外出の

自粛やストレスを発散させるような機会

があれば。若い人も参加しやすいような

イベントとかがあれば盛り上があるのか

な？

また、小さいお子様向けに楽しく遊べる

イベントとかがあれば良いかなと！

増えたらいいなと思うお店は、若者が入

りやすい喫茶店やカフェ、またSNS映

え？とまでは言わないが、おしゃな空間

の飲食店があればいいなと思いました。

あくまで個人のアイデアとして、若者層をター

ゲットにしたお店、イベントを増やしていった

らいいと思います！もしその様なイベントが

あったら自分は必ず参加します。

負けないで！！！

頑張ってください！！！

これからも利用したい。と思える場所です。心

から応援しております。

今時と昔ながらが入り混

じってるところ　なにか発

掘したくなる！

てんぷらくらぶ イベント以外でも足を運ぶ人が増えるよ

うにもっと岐阜市民を柳ヶ瀬に呼び込む

企画があると面白い

岐阜駅から柳ヶ瀬までの距離を感じさせない導

線

柳ヶ瀬だいすきです！

昔ながらの雰囲気が出てる

ところ

グース 気軽に行けるBAR まだまだ厳しい世の中ですが、お互いに体調に

気をつけて過ごしましょう。

いろんなお店がある 高島屋 美味しいカフェ 駐車場無料化 元気があればなんでもできる

地元の雰囲気 一楽本店 雑貨店 グルメ祭り

綺麗にし過ぎず、適度な汚さを残すと、レトロ

感が映えていいと思います。

無くなったら困ります。

商店街はどんどん減っていっている中、柳ヶ瀬

商店街は歴史のある貴重な商店街の一つだと

思っています。

日本の遺産の一つなので頑張って残したいです

岐阜っぽいところ 高島屋 タワー モノレールで岐阜城に行けるようにする がんばってください！

ローカルな街並み 高島屋 食べ物屋さん。持ち帰りで密にならない

ように

食べ物があればみなさんが集まる。どうせ空い

ている店舗、1度３日限定などで開放しスイーツ

やパクッと食べられる物を中心にお店を出して

ほしい

辛いけどみんな同じことを考えています。早く

収束して平穏な日常を送れますように…4歳2歳

の子供がうちでも耐えています。どうか耐えて

ください。いい時代がいつかきますよう祈って

います。

定期的にイベントが行われ

ていて、食べ物もおいしい

ので毎回楽しいです。

ツバメヤ やながせ倉庫のようなお店が増えるとい

いと思います。

ウーバーイーツのような取り組み 本当に今大変な時ですが、なんとか耐えてくだ

さい！少しずつですが、お力になれるように私

もがんばります。

美味しいお店がある 高島屋 ラウンドワン 歩行者天国 あきらめないでください。



柳ケ瀬商店街の好きなとこ
ろ

柳ケ瀬商店街で好
きな店を

今後、柳ケ瀬に増えたらいいなと思うも
の

柳ケ瀬商店街活性化のアイデア コロナと闘う店主の皆さんへ応援メッセージが
あれば

いろんなイベントを企画し

てくださるのでいつも楽し

みにしています。

今年はコロナ禍ということ

で中止になるということで

すが、ジュラシックアー

ケードはいつも子どもも大

人も楽しませてもらってい

ます。

スタンプラリーを周りなが

ら、こんな所にこんなお店

が出来たんだね！と、ふら

りと寄っていました。

昔からある懐かしいお店と

新しいお店を見て回ること

ができるのは嬉しいです。

LONDON　、　ツ

バメヤ

公園、子どもが遊べる場所、スタンプラ

リー（子どもはスタンプラリーや地図が

好きなので）、何時間か無料の駐車場

子育て世代はどうしても子どもが中心なので子

どもも楽しめる場所を日々探してしまいます。

アーケードをいかして雨でも遊べる場所を作っ

てもらえるとそこを中心に柳ヶ瀬でお昼を食べ

たり、おやつを買ったり、雑貨をみたり出来ま

す。（イオンタウンにあるモリワクマーケード

のように空き店舗を利用するのも良さそうだな

と思います。）

あとは駐車場です。

メディアコスモスのようにどこかを利用したり

ぎふっこカード提示で2時間無料のような感じに

なると柳ヶ瀬に気軽に行けます。駐車場場所も

新しく岐阜に来た方だと分かりにくいみたいで

す。

今は大人の場所のようなイメージがあるので、

子どもも行きたいと思えるようなファミリー向

けの明るいイメージがあると柳ヶ瀬に行くハー

ドルが下がります。

岐阜の中心街で頑張ってる皆様へ。

わたしができることは微々たることですが、コ

ロナ対策をしながらまた柳ヶ瀬にご飯をたべに

いったり、遊びに行きますね。

コロナに負けずこれからもお互い頑張りましょ

う！

個性があるお店が多い いしぐれ珈琲 ドンキがなくなるみたいなので ドンキに

代わるお店が出てきてほしい

ホームページに 商店街のいろんなお店の魅力が

あるところを載せれば いいなと思います お店の

マップはあるけどそれだけではお店のいいとこ

ろが伝わらないと思います

コロナ禍の中 大変な状況の中 お仕事本当にお疲

れ様です 来てもらえたお客様にたくさんの笑顔

ありがとうございます 皆様の頑張りが柳ケ瀬に

明るい光を射しています 商店街で皆様 本当に体

調に気をつけてください コロナが早く終息しま

すように そしてコロナが終息したら また活気の

ある商店街に戻れるように祈ってます

たくさんのお店があるとこ

ろやレトロな街並みが好き

です。

岐阜高島屋、ツバ

メヤ、無印良品

食べることが大好きなのでかき氷、たい

焼き、和カフェなどのお店ができたらい

いなと思います。

ある場所で季節ごとに期間限定のお店（フー

ド・スイーツ系）が開かれたら面白いし楽しい

と思います。例えば、春だったらいちごのス

イーツ、夏だったらソフトクリームやかき氷、

秋だったらさつまいもやマロン系、冬だったら

焼きたてで温かいたい焼きやおしるこなど。こ

んなようなテイクアウトもできる簡単なフード

メニューがあったりすると柳ヶ瀬に足を運んで

くれる人が増える思います。

コロナで大変な中、お店の営業を続けてくだ

さって本当にありがとうございます。皆さんの

おかげで楽しい生活を送ることができていま

す。暑い毎日が続いていますが、お体に気をつ

けてください。私はコロナにならないように

しっかり感染防止に努めるのでみんなでコロナ

を乗り越えましょう。

雰囲気 ツバメヤ 音楽イベント 有名な歌手の音楽イベント 大変な時期ですが頑張ってください。また遊び

にいきます。

どこか昔の雰囲気が感じら

れるところ

かじ木 今回のような商品券での活性化

徹明小学校の卒業生です。

懐かしさと新しさに出会え

る所が好きです。

ツバメヤさん　ロ

ンドン

こだわって作られたものなら、どんな

ジャンルの店でもいいです。

岐阜県内の名品が手に入るアンテナショップを

作る

月イチ程度しか行けませんが、柳ケ瀬魂で乗り

切りましょう。応援してます。

最近アットホームなこじん

まりしたおしゃれなお店が

多い

ツバメヤ いろんなお店や個人の作家さんなどが集

まるようなイベント。花屋や服や、雑貨

屋さん、カフェが増えると嬉しい

柳ケ瀬で買い物をすると柳ケ瀬で使えるクーポ

ン券がもらえる！購入した次2週間〜１ヶ月で使

えるようにすると、またすぐ来てくれる？

昔からよく映画を見に行ったり、大切な思い出

の場所です！コロナで大変な時期だと思います

が、こらからもどこか懐かしい雰囲気を残しつ

つも進化を続ける新しい令和の柳ケ瀬を楽しみ

にしています！がんばれ〜

岐阜高島屋があるところ 岐阜高島屋内の店 無料の駐車場を整備したらいかがでしょ

うか。

あと、やななは人気があったと思うの

で、復活させてはいかがでしょうか？

モールは駐車場が無料なので、同じように駐車

場を無料にしないとゆっくりとはしてもらえな

いと思います。

あと、アプリ払いと連携したキャッシュバック

キャンペーンは集客に効果的だと思います。

昭和の町並みが残っている

ところ

高島屋のそばにあ

る(あった？)映画

館。小さい頃よく

通っていました。

大人女子が通えるカフェ。 通いづらい理由は駐車場が有料な事だけで、と

ても魅力的な商店街だと思います。無料の駐車

場があれば、イオンやショッピングモールより

も沢山買い物に行くと思います。

どの業種も大変な事と思います。岐阜に生まれ

育って、昔あったお店がだんだん少なくなって

いくのを寂しく思っていました。コロナ対策を

しっかりし、みんなで頑張っていきましょう！

昔の雰囲気も残しつつ現代

も出してきている。イベン

ト事にも力をいれていて楽

しい。変わったお店も多

く、一点ものを見つけるの

も楽しい。やなな大好きで

した。

一つに絞れません ジブリの世界のようなゴチャゴチャとし

た迷路のような楽しい空間が広がる空間

を作って欲しい

柳ヶ瀬のイベント情報が収集しずらいの

で一つにまとめてインスタなどで告知し

てほしい

駐車場料金が気になり、行きたくても中々行く

にも億劫になる時があるので気軽に行けるよう

に無料駐車場や有料でももう少し安い値段の駐

車場や提携駐車場（柳ヶ瀬でお買い物したら値

段に応じて駐車代割引）があると、車で行く人

にとっては気兼ねなく行きやすい場所になると

思う

毎年楽しみにしていたジュラシックや、お化け

屋敷など中止になって私達も悲しいです。この

悲しさ寂しさを踏ん張りにして貯めて、コロナ

終息後に爆発させて活気あふれる街にしてくれ

ることを願ってます

アーケード街で、昔ながら

のお店があり、色々な用事

が済ませられる所が好きで

す。

ピュアトマト、ツ

バメ屋、岐阜薬

局、岩田時計舗、

シネックス、高島

屋、キンショウド

ウ

100円ショップ、甘味処(かき氷、おにぎ

りが食べられると良いです)

半年に一度、買物客に対しての抽選会(ガラガラ)

を行うと活気が出て良いと思う。

柳ヶ瀬商店街へは毎日のように買い物に行きま

す。お体に気を付けて毎日頑張って下さい。

イベントが楽しい！ club-G 夏祭りやハロウィンイベント復活してく

ださい！

クラブダンスイベントで盛り上がりたい！ コロナに負けず頑張ってください！また遊びに

行きます

小さい頃から行ってるから

安心感がある。あったか

い。大好き。

高島屋 ツバメヤ ロ

ンドンなど。昔か

らある喫茶店や飲

食店etc

買いたいものが買える、人酔いしない行

きやすいイベントがあると嬉しい。

良いアイデアが思い浮かばなくて申し訳ないで

す。行くことで応援させていただきます。

持続、繁栄し続けるのは大変だと思いますが、

買い物をして応援させていただきます！頑張っ

てください！

小さい頃から行ってるから

安心感がある。あったか

い。大好き。

高島屋 ツバメヤ ロ

ンドンなど。昔か

らある喫茶店や飲

食店etc

買いたいものが買える、人酔いしない行

きやすいイベントがあると嬉しい。

良いアイデアが思い浮かばなくて申し訳ないで

す。行くことで応援させていただきます。

持続、繁栄し続けるのは大変だと思いますが、

買い物をして応援させていただきます！頑張っ

てください！

映画を見て食事喫茶ができ

る。アーケードは炎天下や

雨には良い。

シネックス、はち

みつ食堂、石榑

コーヒー、ツバメ

屋

書店、おしゃれカフェ、PC関連、コワー

キングスペース

小型バイクの駐輪場を作ってほしい 何もできませんが頑張ってください。知ってる

ところはもちろん、色んな情報で気になった店

も覗こうと思います。

アーケードがあるところ、

美味しいごはん屋さんケー

キ屋さんがあるところ

マルイチ、ツバメ

ヤ

ツバメヤのカフェができたら嬉しい サンビルを土日にする この企画で柳ヶ瀬はまた活気が戻ると思います

昭和な感じ クロッキー 石の店 レトロ感を大切にしたイベントの開催 一緒に頑張りましょう！

話しかけると、何かしら返

事が返ってくる気安さが、

好きです

髙島屋のデパ地下 大須の様な、小さい店、特に飲食店が増

えたらいいな、

オタク、ゲーム等文化を発信してほしい 日はまた昇る、明けぬ夜はない、あと少しで

す、



柳ケ瀬商店街の好きなとこ
ろ

柳ケ瀬商店街で好
きな店を

今後、柳ケ瀬に増えたらいいなと思うも
の

柳ケ瀬商店街活性化のアイデア コロナと闘う店主の皆さんへ応援メッセージが
あれば

散歩を兼ねてブラブラある

けるとこ

ミツバチ食堂 お持ち帰り専用の飲食店 スタンプラリー 暑い夏もいつまで続くかわかりませが、食欲の

秋も近づいています。コロナに負けず四季を乗

り越えていきましょう！

岐阜の商店街と言ったら柳

ケ瀬です。昔懐かしい感じ

と新しいお店が楽しめて昭

和を思い出す一方、今の流

行りも分かってとても癒さ

れ安心して行けるところで

す。

ツバメヤさんで

す。

女性が気軽に立ち寄れる飲食店や、バリ

アフリーの完備がある施設、飲食店が増

えたらと思います。

シェアオフィスやシェアビルを生かしたイベン

トを企画してほしいです。

始まりがあれば必ず終わりが来ます！コロナに

負けず頑張りましょう。活気溢れる柳ケ瀬商店

街が完全復活出来るのを楽しみに私も頑張りま

す。

アットホームなところ 高島屋 カフェ 厳しい状況が続いていますが、お互い負けずに

頑張りましょう。

岐阜市の生まれ育ちで、馴

染み深い

焼きそば 旧長崎屋

前の。屋号失念

店舗兼住宅 起業しやすい形態 先ほどと同じく職住接近、高級マンションばか

りでなく、暮らしやすい住居、借りやすい、買

いやすい店舗

を大手企業に乗っ取られずに維持できる仕組み

づくりと維持する方策

どうしたもんでしょうかね

ストレートに闘いすぎないでください。零細企

業潰しの側面もあるようです。

近いし落ち着く 高島屋、無印、村

さ木、スギ薬局

なんだかんだで田舎っぽさが抜けないカ

フェが多いので無機質なカフェや和食居

酒屋ばかりなのでイタリアンやアジアの

ビストロが欲しい

ソニーパークの様に空き店舗を綺麗にして活用

して欲しい。地元アーティストではなく新進気

鋭の雑誌などに出ている人。(綺麗にしてという

のがポイント・薄暗く整備しないままだと田舎

くさい・若者を呼び込む為)

土日だけto goのお店を増やす。

またクラブ柳ヶ瀬をやって欲しい。

高島屋以外の場所に整備された自転車置き場が

欲しい。

大変な世の中ですが地元民としてはなくなって

しまっては困るお店ばかりなので知恵を出し

合って生き延びましょう。

昔の雰囲気がどことなく

残っているところ。商店街

の中に入るとなぜか安心感

が湧いてくるところ。素敵

な飲食店や雑貨屋があると

ころ。

髙島屋の無印良

品、みつばち食

堂、ツバメヤ、古

道具mokumoku、

やながせ倉庫

通路にまではみ出してしまう広くてオー

プンなカフェ。

可愛い文房具が溢れる雑貨屋さん。

リノベーションに必要な材料や知識が得

られるDIYショップ。

柳ヶ瀬観光案内所兼カフェで、柳ヶ瀬商店街の

店舗について詳しい情報や、これまでサンビル

などのイベントや柳ヶ瀬の歴史的ものをギャラ

リー化する！

コロナが始まり、自分自身も商店街に行く機会

が減ってしまってはいますが、たまに行くと懐

かしい雰囲気にとても安心します。私はもとも

と県外の人間ですが、家族や友人が遊びに来れ

るようになったら、柳ヶ瀬をぐるりと回りたい

と思っています。柳ヶ瀬っていう響きも大好き

なので、コロナで大変な思いをされている方が

多いとは思いますが、柳ヶ瀬ファンはたくさん

いると思うので、これからも柳ヶ瀬らしく頑

張ってください！応援しています。そして、ま

すます面白い商店街になることを期待していま

す。

昔よりは減りましたが色ん

な飲食店に行くのが好きで

す^_^

今はミツバチ食堂

のランチ

安くてランチのフ

ライが良かった。

飲食店　アニメショップやアニメイベン

ト

週替わりで年齢限定で無料サービスなどお得な

事をしてほしい。

コロナに負けないで今は辛いかもしれないです

が前向きに明るい未来に向かって頑張りましょ

う^ - ^

空いてる・イオンなどに

入っていないお店がある。

柳ヶ瀬倉庫・貝

新・ポーヤイ

オシャレなカフェ又は雑貨屋さん、お化

け屋敷の復活。

eスポーツの大会！

唯一無二の商品を扱うお店を増やして、職人さ

んが商品を制作する工程がガラス張りの工房

で、一般の方が見れたり体験したりできるお店

を増やして職人になりたい若者が全国から集

まって来て、その人たちが職人見習をしながら

岐阜に住みSNSを通じて岐阜の良さと商品を全

国に発信する。

職人を目指す若者又はリタイアした60代は意外

に多い！

自然の多さと土地の安さを上手く利用して、余

裕のある60代と若くて頭の柔らかい10〜２０代

に盛り上がって欲しい！

今回の企画をネットで知りました。

SNSを上手に活用して、他の田舎地方とは一味

違う独自の発展を応援してます。

頑張って下さい。

昔ながらの雰囲気がまだ

残っているところ

高島屋 紅茶の専門店 カフェ

ごちゃごちゃ感 ALCカフェ 各自がゆっくりくつろげるスペース、買

い食いのものを食べられる場所、緑を感

じてのんびりできる空間。柳ヶ瀬初心者

でもわかりやすく回れる表示、マップみ

たいな。隠れ家的なお店は、詳しくない

人からすると、本当に隠れてしまって結

局わからない。迷う。

駐車場が高すぎてあまり行きたくない。車の人

にはよっぽど用事がないと寄りにくい。

みんな苦しいこともありますが、きっといい日

が来ます。また、コロナの中でも何ができる

か、何が必要かを考えて切り抜けましょう！

アーケード 菊川 ラスベガスのようなアーケード電飾

ショー

アーケード電飾ショー コロナに負けるな　もう少しのがまん

個性的なお店が多い アイリッシュパブ

ルーザーズ

高島屋

バンクラッシー　

廣瀬靴店　など。

水辺や誰もが数年に一度来なければいけ

ない免許更新のような施設。

起業家さんに対し、数年契約を前提に無料賃貸

期間を与えて新しい風を入れる。

踏ん張り時かもしれませんが、頑張っていきま

しょう。応援しています。

老舗がある

美味しいものがある

品の良いものがある

高島屋 アート、音楽の発信 岐阜の観光をもっとアピール

観光バスも立ち寄れるような、メインのイベン

トやスポットを作る

自分へのご褒美や大切な人への贈り物はやは

り、柳ヶ瀬！

また、落ち着いて美味しいものを楽しめるのも

柳ヶ瀬！

応援しています！自信をもって頑張ってくださ

い！

行きつけの居酒屋がある！ 花串庵、高島屋 ディスコ、クラブ！！ 若者がたくさん来るようにクラブや中高年を呼

び込むためのディスコ復活！！

負けずにファイト！！！

店のおじさんの人柄 江崎模型店 夜カフェ 商店街のクイズ みんなあの頃の柳ケ瀬は知ってるよ

昔から続くお店がたくさん

あるところ

髙島屋、CINEX、

がんこ村

今は、お店の中で食事をするのがまだ怖

いので、テイクアウト専門のお店が増え

るといいなと思います。

柳ヶ瀬でしか買えない、食べられないような名

物やお土産、あとは撮影スポットの様なものが

あったり、スタンプラリー的なもので商店街内

を巡る機会があれば楽しいと思います。

学生の頃から柳ヶ瀬商店街の雰囲気が好きで、

よく友人と遊びに行っていました。当時から好

きなお店や場所もたくさんあります。コロナで

大変な世の中になってしまいましたが、どうか

負けずに頑張ってください。応援してます。



柳ケ瀬商店街の好きなとこ
ろ

柳ケ瀬商店街で好
きな店を

今後、柳ケ瀬に増えたらいいなと思うも
の

柳ケ瀬商店街活性化のアイデア コロナと闘う店主の皆さんへ応援メッセージが
あれば

小さい頃から言っているた

め、いい意味で田舎で落ち

着くところ

ツバメヤ 3世代イベント、東京と違い岐阜は3世代

で暮らすそうも多いため、3世代で楽し

めるイベントや空間がもっとほしいです

3世代で楽しめるために、高齢者でも孫を見きれ

る範囲で、色んなお店や企画が楽しめるコンテ

ンツを作ってほしいです。柳ヶ瀬商店街＝

シャッター街→3世代で楽しめるスポットのイ

メージ払拭が不可欠な気がします

地元のため、より応援したい気持ちでいっぱい

です。人材を扱う仕事をしているため、岐阜へ

の若い世代の流入を私も思考しているので一緒

に頑張りましょう！

美味しいお店が多い 高島屋 スーパー銭湯 安く泊まれる場所などが欲しい。飲みに行って

も終電でかえたらなければならないので

今は大変ですが、負けずに頑張って下さい

アーケード街を通ると子供

のころのわくわく感を思い

出しうれしくなります。ま

た、チェーン店ではなく趣

向を凝らした店がたくさん

あるのも魅力です。

つばめや ミニゲームなど食べ物ばかりでなく縁日

のようなイベントがあると子供も喜ぶと

思います。

買い物や飲食のイベントはたくさんあるけれど

子供たちが喜ぶイベントは少ないように思いま

す。輪投げやまとあて、ボウリングみたいなミ

ニゲームなどのイベントはどうでしょうか。

柳ヶ瀬は岐阜市民の故郷。あの光景あの匂いを

絶やさず頑張っていらっしゃる皆さんに感謝で

す。

レトロなところ 岐阜高島屋 カフェ 大好きな街なので頑張って下さい

混みすぎない所で落ち着く M'sカフェ ジャズストリートの復活 起業家が相談し合える場、遊び場 魅力を発信し続けて

昔ながらの雰囲気が残って

るところ

一平(日ノ出町3-

16)

クラシックカーを展示したり走行したり

するイベント

なかなか密になる場合には行けませんが、人混

みを避けてカフェやランチに行きますので頑

張ってください！

ショッピングモールなどに

はない、美味しいもの、変

わったものがあるところ。

ぶびんが　ツバメ

屋　マルイチ

コーヒー屋さん マルイチさんの美味しいケーキをご褒美にがん

ばっています！商店街のみなさんも応援してい

ます。ありがとうございます。

お店の店員さんと気軽に

しゃべれること。あと落ち

着く。

つばめや ベンテン

ドー

ラーメン店 占い店 ボルダリング店

路上ライブ パン屋さん

名物通りを作る。ラーメン通り 唐揚げ通り 占い

通り 古着屋通り 若者をよぶ。

スタンプラリー 岐阜大学の落研のひとの講座。

ゴミ箱の設置にはお金がかかるので 商品に10円

をプラスする。

私は子供の頃から柳ケ瀬には親につれてきても

らいました。若いときにはセンサへよくいきま

した。あの頃が懐かしいです。ひとにものをあ

げるときには、必ず岐阜のものを選びます。も

うしばらく待ってください。

また昔みたいに賑わう日々が必ずやってくると

信じています。両親も柳ケ瀬が大好きです。

お店の店員さんと気軽に

しゃべれること。あと落ち

着く。

つばめや ベンテン

ドー

ラーメン店 占い店 ボルダリング店

路上ライブ パン屋さん

名物通りを作る。ラーメン通り 唐揚げ通り 占い

通り 古着屋通り 若者をよぶ。

スタンプラリー 岐阜大学の落研のひとの講座。

ゴミ箱の設置にはお金がかかるので 商品に10円

をプラスする。

私は子供の頃から柳ケ瀬には親につれてきても

らいました。若いときにはセンサへよくいきま

した。あの頃が懐かしいです。ひとにものをあ

げるときには、必ず岐阜のものを選びます。も

うしばらく待ってください。

また昔みたいに賑わう日々が必ずやってくると

信じています。両親も柳ケ瀬が大好きです。

昼と夜で楽しみ方が違うと

ころ

高島屋 カフェ　テイクアウト専門店　韓国コス

メ店

コリアンロード作ったりして韓国のコスメや屋

台、食べ物、流行りのスイーツが集まった場所

小さい頃から柳ヶ瀬は通っていた場所です。当

時からあるお店も大好きです。

街中なのに野菜やお花が値

打ちな事、アーケードのお

かげで涼しいし、雨もしの

げる事

ロンドン(パン屋)、

山本屋(うどん)

CD屋 アマチュアバンドの音楽イベント 大型スーパーもない中心部は車の無いお年寄り

は大変不充してます。柳ヶ瀬は大切な台所です

ので、コロナに負けないでください

子供のころから愛着があり

落着きほっとできる

八千代 パソコン教室、憩いの場 大須商店街のように大須から上前津に通り抜け

して帰れるような商店街、若者がいっぱい訪れ

るよう駐車場がほしい。

コロナに負けないで復活から発展になるよう頑

張って下さい。

人間味がある所 宇を徳(季づな) ツバメやさんみたいな、柳ヶ瀬の名物に

なるようなお店ができたらいいなと思い

ます。

お店で購入する毎に、スタンプラリーみたいに

して、全体で盛り上がれるような街作りをす

る。

勿論、活性化するように頑張ってもらいたいで

すが、皆さんのお身体だけは大切に無理せず生

活していってほしいです。

お店の店員さんと気軽に

しゃべれる。

つばめや ベンテン

ドー

ラーメン通り 占い通り 唐揚げ通り コミュニケーションができる広場があるといい

です。

若者の話し合い 悩みをもつひとの助け人がいた

り。

私は柳ケ瀬が大好きです。子供の頃から親につ

れてきてもらいました。

両親も柳ケ瀬が大好きです。

昔からのお店やここ数年の

新しいお店の魅力がいっぱ

い詰まってて、買い物をす

るたびに親しくなった店員

さんとの会話が楽しみで買

い物に出かけてます。

「ティダティダ」

「大新」

美味しいお値打ちなランチのあるお店 車を止めるのに駐車場が有料というところで出

かけるのにちょっとちゅうちょしてしまうとこ

ろもあるのでもう少し安く駐車出来るか柳ヶ瀬

全体のお店でレシート合計いくら以上だと駐車

券を出しますとかしてもらえると何店舗かはし

ごしたいなと思えると思います。

岐阜市の中心の柳ヶ瀬。やはり活性化してない

となんとなく寂しい気がします。でも『サン

デービルヂングマーケット』は柳ヶ瀬の賑わい

が見えて凄く楽しみなイベントです。ぜひぜひ

長く続いて頂けると嬉しいです。

今は特にないです、寂しく

てつまらない

高島屋 キラキラ、ドキドキする空間

お祭りなどの賑わい！！

沢山のお店ですかね、イオンとかもいいけど、

賑わいのあるたくさんのお店ワクワクしたいで

すねー

私達も頑張ってます、苦しいけど乗り切って欲

しいです、また賑わう柳ヶ瀬を取り戻しましょ

う❗️

古いものと新しいものの融

合が好き

映画館、ブルーブ

ルー、クラブG、

ツバメや

プロレスイベント、音楽イベント コロナが落ち着いたらまた遊びに行くので頑

張って下さい！！

下町っぽい感じ ツバメヤ 食べ物屋さん。柳ケ瀬にこないと買えな

い、食べれない名物があれば、もっと来

る機会が増えると思います。

レトロ感。 アラスカ文具 ゆっくり立ち読みできるスペースがある

本屋さん。

営業が大変だと思いますが応援してます。柳ケ

瀬　大好きです。

可愛い古着とアクセサリー

が売っているところ

やながせ倉庫 インスタ映えする場所、カフェ 若者も年配の人も来れるような美味しいご飯屋

さんをつくる。

ドンキホーテが秋に閉店になり、柳ヶ瀬商店街

の店がますます厳しくなるかと思いますが、頑

張ってください！今はコロナでなかなか訪れる

ことができていませんが、前まではたまに学校

帰りに訪れたりしていました。応援してます！

昔ながらの街並み アイリッシュパブ 

LOSERS

子供が遊べる施設 個々に才能ある方が溢れていると思うのでもっ

とまめに交流を深めるべきなのと、環境つくり

が必要であると思う。今まで柳ヶ瀬を守り続け

てきた方々の意見や想いを大切にして若者達の

新しい発想や発言も取り入れて新しい事をどん

どんやっていくことが活性化に繋がると思う。

苦しい時こそ、超えなければならない壁があ

る！

柳ヶ瀬魂で負けずに頑張りましょう★

子どもの頃から存在して

た。

高島屋があり、まわりに小

さなお店もあるところ

高島屋 オリエンテーリング的なもの 駐車場を安く！ コロナが落ち着いたら行きます❤️



柳ケ瀬商店街の好きなとこ
ろ

柳ケ瀬商店街で好
きな店を

今後、柳ケ瀬に増えたらいいなと思うも
の

柳ケ瀬商店街活性化のアイデア コロナと闘う店主の皆さんへ応援メッセージが
あれば

老舗から若手のお店まで、

温かみのあるお店が多いと

ころ。アーケードがあるの

で天気もそれほど気にせず

買い物ができ、各店舗のこ

だわりの商品を見てまわる

だけでも楽しめる。

食いしん坊　つば

めや　ロンドン　

大福屋

ベビー・キッズと一緒に過ごせるカフェ

やお店、イベント

いつも楽しく柳ぶら散歩させていただいてま

す。温かみのある商店街で、子供を連れて歩く

のが大好きです。早くコロナが終息し、柳ヶ瀬

がこれまで通り・それ以上に盛り上がることを

祈っています。

レトロな雰囲気が好きで、

よく見にいきます。

やながせ倉庫 レジャースポットが増えると嬉しいで

す。

名物があれば人が集まると思うので、なにか変

わった動物のカフェだったり面白い物があると

良いと思います。

今のコロナの時期にも耐えれたら、今後どんな

困難も乗り切れると思うので、私も柳ヶ瀬に行

く事ができるの楽しみにしてるので頑張ってく

ださい！

雰囲気 ツバメヤ 子どもが楽しめるお店

レトロな雰囲気 八千代 子どもが楽しめるイベント いつもありがとうございます

レトロな雰囲気 八千代 子どもが楽しめるイベント いつもありがとうございます

昔を知ってるから現在の好

きなところは無い

高島屋、時々の催

事場が好きです。

キャラクターショーなど。

日向があって日陰あっての公園。

名古屋に無い良品店。

柳ヶ瀬商店街、現在は下から見上げるのみ。

岐阜市内を見まわせる高層ビル(観覧展望台)その

建物同士の空中回廊。

利用者の駐車場の確保と低料金もしくは無料。

駐車場料金を最初に頂いて店舗で買い物したら

無料に。

コロナが収束するまで店舗同士の結束と自治体

の協力を。

六十代以上は昔の柳ヶ瀬を知っています。

肩がぶつかり迷子になったあの頃に復活を期待

します。

頑張って下さい。

アーケードがあって、雨に

も濡れず

日焼けすることもなく、ぷ

らぷら買い物したり、いろ

いろと見てまわれる。

ツバメ屋さん 木々などの緑のある、オープンカフェ。

開放的なカフェで、まったりしたいで

す！

ギネスに挑戦。

みんなで、何かにチャレンジするイベントをや

りたいです！

負けないで！！！

応援しています。

イベントがあったら子ども

連れていく

嶋田漆器店 コロナが中止になったイベントがまた再

開されるだけで嬉しい

若者たちを増やす 落ち着いたらまた行きます！

イベントがあれば行く。お

いしいお菓子もあるから好

き。

高島屋 明るい雰囲気 駐車場にお金がかかるから、ゆっくり回らせて

くれない。

私もコロナこわいけど、頑張ってください。

気さくでフレンドリーな感

じ。気がつくと　けっこう

面白いお店があったりする

ところです。

古着屋さん　柳ケ

瀬倉庫

オシャレなカフェ。パリのように、店内

だけでなく　外にテーブルがあって、街

を歩く人など眺めながら　ゆっくりお茶

できる空間、ストリートがあるといいで

すね。

長崎屋付近をもっとオシャレにしてほしいで

す。長崎屋をお化けビルにせず、柳ケ瀬倉庫の

ように、いろんな店舗が入っていたほしいです♥

コロナ禍がいつまで続くかわかりませんが　元

気に頑張ってくださいね。行きますから、お店　

ずーっと続けてくださいね。ファイト!

サンビルなどでにぎやかな

ところ。雨の日でも気兼ね

なく過ごせるところ。

名前を忘れてしま

いましたが、たこ

焼き屋さん。

おもちゃ箱みたいな楽しいお店。 ごめんなさい、すぐには思いつきません。 がんばってください！

年配者も訪れたい趣きがあ

る

高島屋 ファミリーレストラン 低料金の駐車場 夜明けは必ず来ます

こぢんまりしてるけどおい

しいお菓子屋さんやかわい

い雑貨屋さんがあるところ

ツバメヤ 朝通勤の時に開いているパン屋さん お店をめぐるとたまる手形みたいなものを作

る。

インスタ映えするお店の特徴を作って、リレー

形式で紹介する。

子供が恐竜アーケードやバスや緊急車両のイベ

ントが大好きなので、そういうイベントを増や

す。

トミカやプラレール、おままごとなどで遊べる

イベントなど。

おもちゃや不用品をを物々交換できるイベン

ト。

または不用品を柳ヶ瀬で使えるクーポン券に交

換できるイベント。

今本当に大変だと思いますががんばってくださ

い！当面コロナと共生していくしかないと思う

ので、感染に気をつけつつ利用したいと思いま

す。

なんとか踏ん張ってください！！

レトロな雰囲気 BLUE BLUE 古着屋 若者が集まる場所になるために、昔のように服

のセレクトショップがあるといいと思います。

土地には価値があるため難しいと思いますが、

無料駐車場があるとさらにたくさんの人が集ま

れるようになると思います。

どこも厳しい状況が続いていると思いますが、

頑張ってほしいです。

レトロなお店と新しいお店

が両方ある所

ティダティダ サンデービルジングマーケット大好きな

ので、そのようなイベントが増えてほし

い

またたくさんの人が集まる日まで、応援してお

ります！

人が繋がるところ ENZA アートが楽しめる空間 暮らし×●●の街　みたいな、柳ケ瀬商店街の

テーマが明確になっていくといいなと思いま

す。

コロナ対策に心配りいただいて、ありがとうご

ざいます。また気軽にみんなが集える柳ケ瀬に

なることを祈っています。がんばってくださ

い。

昔の柳ヶ瀬をいつも行く

と、思い出して、旦那さん

と良く話してます。

八千代、高島屋 子供や、年配の人がゆっくり出来る空

間、信長祭り

柳ヶ瀬を、おかげ横丁みたいな、食べ歩きがで

きる空間、大人から、子供まで楽しめるからで

す。

岐阜には、色々特産品もあるし、美味しいもの

もたくさんあるから、皆さん、岐阜に来てくれ

ると思います。

岐阜県民、みんなで協力して、頑張っていきた

い

子供の頃から馴染みがある

商店街だから。

芙蓉ずし(もうない

のかな??)

SNS映えするお店やスポットを作れば、

若い子が集まって来て、話題になると思

う。

今は色々と厳しいですが、きっとまた、日常が

戻るはずですので頑張ってください!!

柳ヶ瀬商店街を訪れ、微力ながら、応援してい

きます！

子供の頃から馴染みがある

商店街だから。

芙蓉ずし(もうない

のかな??)

SNS映えするお店やスポットを作れば、

若い子が集まって来て、話題になると思

う。

今は色々と厳しいですが、きっとまた、日常が

戻るはずですので頑張ってください!!

柳ヶ瀬商店街を訪れ、微力ながら、応援してい

きます！

古いお店と新しいお店が、

入り混じった所が歩いてい

て楽しいです。

ロンドン、正村、

無印良品

イベントで、フリーマーケット 誰でも参加できるフリーマーケット いつか終息する日を思い浮かべて今はとにかく

耐えて、諦めないで欲しい。

人がステキです 自転車屋さん ゲームセンター いつも、自転車の点検ありがとうございます。

朝早くから開けていてくれるので、安心して通

学ができます。いつまでも元気でいて下さい！



柳ケ瀬商店街の好きなとこ
ろ

柳ケ瀬商店街で好
きな店を

今後、柳ケ瀬に増えたらいいなと思うも
の

柳ケ瀬商店街活性化のアイデア コロナと闘う店主の皆さんへ応援メッセージが
あれば

若い人が多くオシャレなお

店も多いこと

ツバメヤ カフェ、オシャレな雑貨(サン宝石やレト

ロ雑貨)、テイクアウトできる飲み物のお

店

マーケットの回数を増やす、20％還元(柳ケ瀬で

使える商品券)

個人店が多いのでコロナの影響をすごく受けて

いると思います。以前家族で日曜日のマーケッ

トに行ったらとても楽しくてまた行きたいと

思ったので是非頑張ってお店を続けていってほ

しいです。

高島屋　名店街　子供服　

玩具

高島屋 真ん中あたりで、くつろげる空間とかベ

ンチ

コミニティーバスの様な。各市から直通バス。 コロナに負けず、日々身体に気をつけ頑張って

ください。過ごしやすくなって出かけて行きま

す。

柳ヶ瀬、応援してます。

サンデービルマーケットが

楽しい。

高島屋　大福屋 オープンカフェ☕️や自然を感じる所。 柳ヶ瀬を流れる水はキレイなのでビオトープは

どうでしょうか？

大変な毎日が続いてますが頑張ってください。

高島屋南開発後の新しい柳ヶ瀬の誕生楽しみに

しています。

秘密基地感があって、お

しゃれに楽しめるところ。

まだまだ活性化の余地があ

るところ。、

柳ヶ瀬団地、ティ

ダティダ

カフェや飲食店など、キッチンカーが集

合したような食のイベントが欲しい、若

者をターゲットにすることで、活性化に

つながると思う。SNSでの拡散等

シャッターの下りている店舗を、若者の新規事

業者に貸すことで、柳ヶ瀬団地のような人気ス

ポットを増やしたい。

柳ヶ瀬＝人の少ない錆びたところというイメー

ジを払拭するような、元気な企業家を集める。

柳ヶ瀬に気軽に遊びに行ける状況になるまで、

どのくらい時間がかかるかはわかりませんが、

本当に楽しみにしています！

サンビル、可愛い雑貨屋さ

んやランチのできるお店が

あるところ。

やながせ倉庫、ミ

ツバチ食堂、ツバ

メ屋

韓国料理やk-popなどを取り扱うお店、

若手クリエイターさんのお店や、名古屋

などに進出している服屋さんなど。若い

世代がもっと通うお店を増やして欲し

い。また、高島屋の前にある赤いカー

ペットをなくしたり、天井の清掃や修

復、綺麗な印象作りをしていただきたい

です。

上に書いたようなイメージです。大須商店街や

大阪の商店街のような活気のある商店街を参考

にしていただきたいです。

コロナが落ち着いたら、友達や家族を誘ってま

た行きます！健康には十分注意していただい

て、共に頑張りましょう。

懐かしいところ 高島屋 オープンカフェ 無料駐車場 応援してます。

がんばってください。

雰囲気 ブルーブルー アンテナショップ 全国の名産品を取扱う専門店 自治体との協力は不可欠だと思う。二人三脚で

前向きに頑張っていきましょう！

雰囲気 ブルーブルー アンテナショップ 全国の名産品を取扱う専門店 自治体との協力は不可欠だと思う。二人三脚で

前向きに頑張っていきましょう！

人が多すぎないところ 高島屋近くの和菓

子屋さん

サンデー…がもっと大きなイベントにな

るといいなと思います。地元岐阜からの

出店が少ない？ようなイメージもありま

す。

昔からの街並みに、新しい

お店を発見する所

ALCカフェ グルメフェス キッザニアのような、子供の体験型のイベン

ト。お金がかかっても子供のためなら払う親は

多いと思います。親が写真を取れるようにすれ

ば、SNSで拡散の期待も出来る。例えば、和菓

子屋さんで鮎菓子作りなど。

全国どこも辛い状況ですが、アイデアを出し

合って、オール岐阜で頑張っていきましょう。

いろいろなお店があるとこ

ろ。新しいことに挑戦する

人が集まっているところ

ミツバチ食堂 ささ

いち

あい愛ステーションのようなフリーで汎

用のきくスペース。新しいところに期待

しています。

ネット・アーケードとか。新型コロナに対応し

て。

明けない夜はない。

好きなお店がある ブルーブルー カフェ イベントがあるといい 大変な時期ですが少しでも力になれればと買い

物に行きます

趣があるところ、イベント

を開催されており活気があ

るところ、開放的で足を運

びやすいところ

つばめや、ミツバ

チ食堂、高島屋

歩き疲れたときに、ちょっと休憩できる

ラウンジがあるといい。

サンデービルヂングマーケット、素敵な企画だ

と思うので続けてほしいです。

商品券をいただいたらもちろん、そうでなくて

もまた伺って、微力ながらも力になれたらと

思っています。これからも頑張ってください。

ゆっくりと流れる時間とお

店の人たち

palette キカザル　

alc cafe ミツバチ

食堂　ティダディ

ダ

サンビルのようなイベント いつもありがとうございます！

普段、あんまり人がいない

のがいい。

サンビルに行くのが好きで

す

やながせ倉庫 蚤の市が単独であるといいな

懐かしい雰囲気があるとこ

ろ

つばめ おしゃれなカフェ コロナの中苦しいでしょうが頑張ってください

サンビル てぃだてぃだ、マ

ルイチ

本屋、パン屋、カフェもある勉強、読書

できるようなスペースづくり（図書館の

勉強スペースの替わりのような）

高校生が自転車で寄れる場所なのに、休憩しや

すい店が少ないのが残念。高校生が楽しめる店

づくりを意識するとママさんなど人が来るかと

思います。

コロナとの共存への対策が大変かと思います

が、さらなる盛り上がりを期待しています。

新しくできたおしゃれな古

着屋やカフェと昔ながらの

レトロなお店が混在してい

て落ち着く雰囲気が漂って

いるところ。

古着屋キカザル プリクラが撮れるゲームセンターが岐阜

駅周辺にも柳ヶ瀬方面にも全くなく、放

課後や休日はどうしても大型ショッピン

グセンターへ行ってしまうのでプリクラ

機を設置してほしいです。

シャッターが閉められて薄暗い雰囲気のところ

を一人で通るのが少し怖いと感じてしまうとこ

ろもあるので、アートや新しいお店を取り入れ

て写真映えするような明るくてお洒落な街にし

てほしいです。

小さい頃から親しんできた柳ヶ瀬商店街が大好

きなので、コロナに負けじと頑張って下さい！

サンビルがあるところ。隠

れ美味しいご飯屋さんがた

くさんあるところ。

ポーヤイ 映画イベント

美味しいランチのお店やパ

ン屋さん和菓子屋さんなど

こじんまりしたお店がいろ

いろ集まっているところ。

アーケードがあるのも便

利。

ポーヤイ、ナマス

テグル、ロンド

ン、ツバメヤ、高

島屋

雑貨屋さん、おしゃれなモーニングがで

きるお店。

ダイエット中でも安心な低糖質メニュー

やグルテンフリー、高タンパク質など、

栄養や体に優しい食事ができるお店。

和カフェ、ふわとろパンケーキ、クレー

プ、かき氷、パフェ、フルーツサンド、

焼鳥屋さんなどそれぞれの専門店。

・柳ヶ瀬商店街で1000円以上ランチや買物(合算

して)で駐車券2時間発行

・岐阜高島屋9時半オープン。

コロナに負けずに頑張って下さい。活気が戻る

ことを祈っています。

雰囲気と雨の日でも歩きや

すいとこ

お団子屋さん お酒のイベント！！！ 雰囲気好きだけど、もう少し清潔感？があると

お客さん増えそう。床をキレイにしたりライト

を明るくしたり

落ち着いた雰囲気 一楽 高山や下呂、郡上など、岐阜の観光地と

連携した食べ歩きができる商店街になっ

てほしい

雨が降っても濡れない！ イベントがある時

にしか行かないの

で、お店の名前は

分かりません。ご

めんなはい。

若い子向けのアパレル店が欲しいです。 やながせ倉庫のような、レンタルブースみたい

なものが、柳ヶ瀬内のあちこちにあると楽しい

かなぁと思います。

今は大変な思いをされていらっしゃると思いま

す。いつか来るコロナ収束の日まで、お互いに

がんばりましょう。



柳ケ瀬商店街の好きなとこ
ろ

柳ケ瀬商店街で好
きな店を

今後、柳ケ瀬に増えたらいいなと思うも
の

柳ケ瀬商店街活性化のアイデア コロナと闘う店主の皆さんへ応援メッセージが
あれば

古き良き商店街からの脱却 高島屋　初寿司 ターゲットを分けたストリートにした店

舗展開

若者の獲得 次の世代に残す商店街の

活性化

いつ行っても子供の頃と変

わらない雰囲気があり、ど

こか懐かしい感じがすると

ころ。

キカザル 柳ヶ瀬倉庫やその周りに古着の店も増え

てきて、若者が増えつつあると思うの

で、古着屋などのお店を増やして欲しい

です。

柳ヶ瀬と言うとまだ私たちの世代では買い物す

る人の年齢層が高めというイメージがあるの

で、愛知の大須のような若者に人気のあるお店

やイベントを取り入れながら、若者も歓迎！と

いうところをアピールしていけばいいと思う。

今はコロナでお店の方々は大変かと思います。

でも、柳ヶ瀬は岐阜のシンボル的存在で岐阜市

民は柳ヶ瀬とともに育ってきました。その柳ヶ

瀬を守っていけるのは柳ヶ瀬商店街のお店の

方々だけです。頑張って今を乗り越えましょ

う！コロナが終息したら、その時は必ず柳ヶ瀬

に遊びに行きます！頑張ってください！

カフェや、雑貨屋さんや、

高島屋やドンキなどの大型

店舗など、いろいろあると

ころ

高島屋と柳ヶ瀬倉

庫のアクセサリー

売ってるところ

雑貨屋や服屋、若者向けのコスメが売っ

ているところ

ドンキホーテに代わる若者向けの大型店舗が入

るといいかなと思います。

洋服屋も割と高年齢層向けの店が多いため増え

るといいなと思います。

どこに何があるのか分かりにくいので地図がほ

しいです

大変な時期かと思いますが、岐阜の街をもう少

し支えて頂くために頑張ってほしいです！

個性的なお店が多い アイリッシュパブ

ルーザーズ

高島屋

バンクラッシー　

廣瀬靴店　など。

水辺や誰もが数年に一度来なければいけ

ない免許更新のような施設。

起業家さんに対し、数年契約を前提に無料賃貸

期間を与えて新しい風を入れる。

踏ん張り時かもしれませんが、頑張っていきま

しょう。応援しています。

岐阜出身なので20代、30代

いろんな店に行ってまし

た。柳ケ瀬も駅から柳ケ瀬

までの通りも新しい店が増

えたりで、いまも懐かしみ

ながら開拓しつつ訪れます♪

うすけぼー クラブ柳ケ瀬のような

若い人が活力を見いだす（ワクワクす

る）イベントをできたらいいです。

柳ケ瀬イコール、

古い新しいのノスタルジー＆異国情緒

を感じれる場所だといいですね。

海外に行けないいまだからこそ余計にそうある

といいですね。

持ち帰りやいろんな対策されて頑張っていると

思いますので、また買いに寄らせてもらいます!

私はレトロが好きなので商

店街の服や雑貨、レトロな

雰囲気が好きでよく写真を

撮ります。

やながせ倉庫 ・ラーメンが大好きなのでラーメン街道

を作ってほしい

・ボルダリングができる場所を設けてほ

しい

・AKB48グループみたいにYNG48が毎月

路上でパフォーマンス

・柳ヶ瀬はパン屋さんが少ないのラス

ティコ5号店を柳ヶ瀬に作ってほしい

私は毎日よく行く飲食店や服屋さんのアプリで

ポイントを貯めているので、柳ヶ瀬のアプリを

作って毎日スクラッチやサイコロゲームでポイ

ントが貯まってそのポイントで柳ヶ瀬商店街の

対象のお店で特典や割引がつくなどそういう

サービスがあればいいなとおもいました。

私は柳ヶ瀬が大好きなので早くコロナが終息し

て人で溢れる柳ヶ瀬商店街になる日を祈ってま

す。毎日暑い日が続いておりますがお体ご自愛

くださいませ。

学生時代から変わらない懐

かしさがあるけど、掘り出

し物も沢山あるところ

やながせ倉庫 雑貨系のお店、子連れで行けるランチの

できるようお店

子連れでいっても子供たちは退屈してしまうの

で、子供が参加できるようなイベントを週末に

開催してくれると行こうという気持ちになる。

ちゃんと対策してくださり感謝しています！

美味しい物が食べられる所 つばめや 限定の美味しい物をあるといいな みんなで頑張りましょう！

親しみやすい　　近い 高島屋　　井川(食

事)

食事処 若い人や子供向けのイベントが、増えると、人

が寄ると思います

出来るだけ、柳ケ瀬で、お買い物をしたいと

思ってます。みんたで、頑張りましょう！

若い方によるおしゃれなお

店が増えてきた

ツバメヤ 食べ歩き、飲み歩きのできるおしゃれな

お店が増えるとよい。

また、NHK　BSのTV番組にあるよう

な、街ピアノを置いたりして、はしご酒

をしながら音楽の流れる、雰囲気の良い

街づくりができると嬉しい。

グランドピアノの設置 共に頑張りましょう！

下町ぽっい所 高島屋前の甘味処 雑貨屋さん

今は閉まっているお店がほ

とんどではあるが、幼少期

より親に連れられて歩いた

アーケード街、高校時代は

映画館や本屋、ゲームセン

ターと良く通ったあの頃の

面影が残っているところ。

旧ピカデリー やはり若年層が集まる場所が良い。ラウ

ンドワンや好まれるファッションブラン

ドのお店があるといい。

あとは観光客の取り込みか。数少ない名産品の

他に鵜飼や信長関連の資料体験館で呼びこんで

みては。川原町や金華山、数少ない観光スポッ

トが微妙な距離で離れている事から、ミュージ

アムのような１箇所で楽しめる様にしてはどう

だろうか。

先週何年かぶりに、まるデブへ行きました。昔

通りの味で嬉しかったです。コロナに負けない

で、営業続けてください。今度はぼてじゅうに

も行きたい。私ひとりでは力になりませんが、

また柳ヶ瀬に行きます。

アーケードがあって雨の日

でも気軽に行ける

赤鰐 食べ歩きのできるものやインスタ映えす

るものが買えるお店。

ちょっと休憩ができるスペースがあれば

いいと思います。

レトロ感！ ツバメや、和カ

フェしまだ

駅ピアノ的な、商店街ピアノ。習い事の

お店。縁日イベント。ママ同士が集ま

り、情報共有やお友だちづくりができる

場。外国人と交流ができる空間。最新の

小型モビリティ体験ができるイベント。

アイデアまではないのですが、シャッターが閉

まっているお店の短期貸出や有効活用について

考える。

コロナに負けずに頑張ってください！

サンビルやワインフェス、

クラブ柳ヶ瀬などのイベン

ト

ポーヤイさん、

柳ヶ瀬倉庫、シ

ネックス

アートや音楽のフェス、民族フェス、昼

飲み

今は大人の街の印象なので10代20代の若い世代

がもっと訪れる街になると賑わうのかなと思い

ます。

新しいイベント企画にいつもわくわくさせられ

ています。ありがとうございます。今も時々遊

びに出かけていますが、早く落ち着いてのびの

びと楽しめる日が来ますように！

昔懐かしいところも残って

いるところ

ブルーブルー 服 小さめの規模の野外コンサートのようなものが

あると、柳ヶ瀬に活気が戻るかなと思います

コロナがおさまったら必ず足を運びます！

ハンドメイドの作家さんの

作品が販売されてるので オ

リジナルの物を見つける楽

しみがあります。

やながせ倉庫 やながせ倉庫に出品されてる作家さんの

教室があったら通いたいと思います。

大変な時期ですが 出来る事から応援させて頂き

たいと思います。お体に気をつけてお過ごし下

さい。

お店の人達が優しい ミツバチ食堂 かわいいカフェ 古着屋さんとか増えたら若い子が来てくれそう

です

もっと盛り上がった商店街になったら嬉しいで

す！頑張ってください！

お店の人達が優しい ミツバチ食堂 かわいいカフェ 古着屋さんとか増えたら若い子が来てくれそう

です

もっと盛り上がった商店街になったら嬉しいで

す！頑張ってください！



柳ケ瀬商店街の好きなとこ
ろ

柳ケ瀬商店街で好
きな店を

今後、柳ケ瀬に増えたらいいなと思うも
の

柳ケ瀬商店街活性化のアイデア コロナと闘う店主の皆さんへ応援メッセージが
あれば

ハンドメイドの雑貨や古着

屋があるところ

柳ヶ瀬倉庫 ハンドメイドのお店や、ワークショップ

が月に1回でもあると定期的に行きたい

なと思う。

高齢者向けのお店が多いと感じるので、若い人

にも楽しめるような古着屋や手作り雑貨屋があ

ると活気が溢れると思う。

今はコロナでお店を続けることが大変だと思い

ますが、終息したらたくさんの人が買い物に行

くと思うので、頑張ってください。

昔ながらの商店街の中、ポ

ツンポツンとおしゃれなお

店がある。

ミツバチ食堂 

EUREKA 

SATELLITE 

STORE ツバメ

お店だけでなく施設、病院等も増えたら

ついでに…という感覚で商店街に立ち寄

るかもしれません。素敵な器有名な県で

すので、器のお店、作家さんのイベン

ト、企画展ができる施設があればと思い

ます。

せっかくいいお店、古くからのお店があるので

コロナが落ち着いたら今まで以上に活性化する

ことを楽しみにしています。

車が通らないところを堂々

と歩けるのがいい

お好み焼きのまさ

むら

昔は売り出し中の駆け出しアイドルが来

ていて、学校帰りに見に行けたのでそん

な感じのイベント

期間限定ショップとか、カフェとカフェのコラ

ボみたいな

コロナが落ち着いたらまた柳ケ瀬に遊びに行き

ます。

落ち着いた雰囲気 一楽 高山や下呂、郡上など、岐阜の観光地と

連携した食べ歩きができる商店街になっ

てほしい

高島屋、ツバメヤ、ティダ

ティダ、ミツバチ食堂なと

好きなお店がある

ツバメヤ、ティダ

ティダ、ミツバチ

食堂

サンビルマーケットみたいな若者の集ま

るイベントが増えたらいいな

商店街で買い物したらポイントがつく→商品券

などで還元

これかアプリでできたらいい。

知らないお店がたくさんあるから、これもアプ

リで一覧で店舗が分かるといい。

アプリでなくてもカードでもオッケー

柳ケ瀬は好きなお店がたくさんあります。

柳ケ瀬活性化してほしいです。がんばってくだ

さい！

地元感があり、あたたかい

雰囲気

高島屋　つばめや タピオカ、パンケーキ、クレープ、かき

氷など若者が集まるようなお店。

特になし(上記と同じ) お客様の数が少なくなったり、コロナ対策とし

て色々な準備もあり大変な毎日だと思いますが

頑張ってください。

1日も早く終息して、思う存分楽しく柳ヶ瀬商店

街が歩き回れる日を楽しみにしています！

レトロな雰囲気と、他のお

店では売っていないような

珍しい雑貨や古着に出会え

るところ。

カラスノス、柳ヶ

瀬倉庫団地、パ

レット、ミツバチ

食堂、キカザル

駐車場 年代や趣味別の分かりやすいマップなどがある

と、初めて来る方も興味のあるお店を探しやす

いと思います。

気さくに話しかけてくださったり、心のこもっ

た対応をしてくださったり、素敵な商店街だと

感じています。柳ヶ瀬には美味しいお菓子や、

ご飯、可愛くて個性的なアクセサリーや雑貨、

古着に出会えるお店がたくさんあり、また何回

でも友達や家族と訪れたいです。

落ち着いた雰囲気 一楽 高山や下呂、郡上など、岐阜の観光地と

連携した食べ歩きができる商店街になっ

てほしい

街並みからあたたかさがつ

たわってくる

高島屋 スイーツ店 車でも気楽に行けるようになればと思います。 コロナ収束後の柳ヶ瀬商店街を楽しみにしてい

ます！

レトロな雰囲気。こどもと

歩ける(歩者優先)。対面接客

がぬくもりがある。

ミツバチ食堂、ツ

バメヤ、お香と仏

具の宮本、神室町

商店heat、やなが

せ倉庫団地、ビッ

カフェ、天ぷら倶

楽部、いしぐれ珈

琲、バングラッ

シー

緑が溢れる公園のような多世代がたちよ

れるとまり木のような場、空間。

空き地空き家の緑化→デイキャンプ、BBQがで

きる→それにまつわる用品のお店が増える、そ

れにまつわる商品開発もできる

毎月こどもたちと、はぴやなにてお騒がせして

います。商店街の皆様からは、あたたかく見守

り声をかけてくださり、本当に感謝していま

す。微力ながら、こどもたちの元気と声でにぎ

わいをもり立てて共に乗り越えていきたいと

思っています。みなさま、お体に気をつけて元

気にお過ごしください。

天気に関係なく落ち着いて

買物ができる

高島屋、つばめ

や、広瀬靴店

個性的なカフェ、催事空間、サンビル等

のイベント

天気に影響しないアーケードを活用し、かつ周

辺の駐車場を安くして集客する

活気ある柳ケ瀬を期待して、頻繁に買物に行き

ますので、がんばってください

所々にお店があり、散歩を

しながら新たな発見があっ

たりする

ツバメヤ オープンカフェやオープンスペース等入

りやすくてゆっくりできる場所が欲しい

アプリの開発:どこにどんな店があるのかやクー

ポンの配布、情報の発信等をアプリを通じて

行って欲しい！

お客さんが減って大変だと思いますが、コロナ

が落ち着いたら必ず、また行きます！

色々な店舗を巡っていける

所

岐阜高島屋 ブランドショップ、劇場 買い物スタンプラリー。 もう少しコロナが落ち着いたら、ゆっくり行き

ます。

秘密基地感があって、お

しゃれに楽しめるところ。

まだまだ活性化の余地があ

るところ。、

柳ヶ瀬団地、ティ

ダティダ

カフェや飲食店など、キッチンカーが集

合したような食のイベントが欲しい、若

者をターゲットにすることで、活性化に

つながると思う。SNSでの拡散等

シャッターの下りている店舗を、若者の新規事

業者に貸すことで、柳ヶ瀬団地のような人気ス

ポットを増やしたい。

柳ヶ瀬＝人の少ない錆びたところというイメー

ジを払拭するような、元気な企業家を集める。

柳ヶ瀬に気軽に遊びに行ける状況になるまで、

どのくらい時間がかかるかはわかりませんが、

本当に楽しみにしています！

昔の雰囲気が残りつつ、新

しいお洒落なお店もあり新

旧入り混ざった雰囲気が素

敵。

やながせ倉庫 古着屋、カフェ、音楽イベント 地元のシンボル柳ヶ瀬商店街がいつまでも続く

ように、、今まで以上にお買い物に行こうと

思ってます。頑張って下さい！！

学生時代たむろしてたゲー

センもなくなり…

数年前相棒の映画見たとき

音響ぶっ壊れてても上映し

てたり…

それでもやっぱりこの商店

街には私の青春があった

し、なんとか活性化しよ

うって姿は愛おしいもので

す。

SUNDAY 

BUILDING 

MARKET(月一)

マルシェを月二に増やしてほしい そこそこ有名人がでそうなドラマや映画の撮影

地で使ってもらって、聖地巡り的な事を積極的

に取り入れる

頑張ってくださいなんて簡単な言葉をかけてい

いのかと思うくらいですが、耐えて乗り越えて

ください。また伺います。

学生時代たむろしてたゲー

センもなくなり…

数年前相棒の映画見たとき

音響ぶっ壊れてても上映し

てたり…

それでもやっぱりこの商店

街には私の青春があった

し、なんとか活性化しよ

うって姿は愛おしいもので

す。

SUNDAY 

BUILDING 

MARKET(月一)

マルシェを月二に増やしてほしい そこそこ有名人がでそうなドラマや映画の撮影

地で使ってもらって、聖地巡り的な事を積極的

に取り入れる

頑張ってくださいなんて簡単な言葉をかけてい

いのかと思うくらいですが、耐えて乗り越えて

ください。また伺います。

昔懐かしい雰囲気が残って

いるところ

ENZA 占いイベント、リラクゼーション的なお

店、主婦がランチで行きたくなるような

お店

宣伝、口コミ コロナが落ち着いたら母とまた遊びに行きま

す！



柳ケ瀬商店街の好きなとこ
ろ

柳ケ瀬商店街で好
きな店を

今後、柳ケ瀬に増えたらいいなと思うも
の

柳ケ瀬商店街活性化のアイデア コロナと闘う店主の皆さんへ応援メッセージが
あれば

柳ヶ瀬アーケード 高島屋 子どもといけるランチのお店 休業を余儀なくされたり

売上減少で辛い状況だと思いますが

どうぞ柳ヶ瀬がゴーストタウン化しないように

頑張って下さい！

店がおもしろい キカザル お化け屋敷 宣伝

細い路地とノスタルジー やながせ倉庫 日本酒飲み比べ コロナだろうと毎月いきますよ。三密守ってお

いしいもの食べにいきます。

色々なお店があって楽しい

ところ

田なかや ハロウィン仮装イベント

柳ケ瀬の分かりやすいパンフレットや

マップ

いつも楽しい時間をありがとうございます！負

けないで頑張ってください！！

今は好きなところで思い浮

かぶ言葉が見つかりません

が、今工事も進んでいてこ

れから柳ヶ瀬を好きになっ

ていけるかなと楽しみにし

ています。

高島屋 子供が好きなキャラクターとのコラボ企

画、働く車が集まって実際に乗ったりで

きる企画、ランチができるお店、

私が子供の頃は休日のお出かけ、子供同士で

ちょっと電車でお出かけと言ったら柳ヶ瀬でし

た。またそんな柳ヶ瀬になるよう、子供が楽し

めるイベント、お店が多くできるといいなと期

待しています。

とても大変な状況だと思いますが、コロナが落

ち着けば必ず柳ヶ瀬商店街に賑わいが戻ると思

います。頑張ってください！応援しています。

家から歩いていけるところ タカシマヤ 野外映画 駐車場を無料にする 頑張ってください

落ち着いた雰囲気 キッチンねこ一 様々なジャンルに特化した専門店 レンタルオフィスや工房など企業と商店街の融

合

コロナは必ず終息します！みんなの思い出の

地、がんばれ柳ケ瀬商店街！皆様お体には気を

つけてください。応援しています。

古いものと新しいもの、変

わっていくものと変わらな

いものが上手く混じってい

るところ。おかげで、祖母

との買い物も心地好いので

す。

ロイヤル劇場、お

好み焼き(なんとか

正？)、ツバメヤ、

菊川酒蔵

・早い時間からお酒を飲める蕎麦屋。名

古屋等から電車で来る友人を招きたい。

・祖母とゆっくりと休憩できる商店街の

あちこちにある喫茶店を、できる限り残

したい…

口コミしかない。SNS、動画配信。

私が中学生～高校生の頃は、学校帰りに柳ケ瀬

でプリクラを撮って、クレープを食べて、ルー

ズソックスを買うのがお決まりでした。おすす

めの店や場所の情報は、学校や塾などで仕入れ

ていました。

大人になってからは、飲み友達との集まりが中

心です。

面白いもの、美味しいもの、楽しい情報を、ど

んどん発信してください！

小さい頃から、ずっと生活の一部です。

今は実家から少し離れて暮らしているため、足

が遠退いてしまっていますが、祖母と柳ケ瀬で

買い物やお茶をすることが楽しみのひとつで

す。

いつでもそこにあるものではないと分かってい

ながらも、ずっとあってほしいと願うワガママ

をお許しください。

コロナが明けたら、また祖母と遊びに行きま

す。

のんびりとした雰囲気 ツバメヤ、一楽 あい愛ステーションがなくなってしま

い、気軽に休憩やトイレに入れる場所も

無いのが不便。待ち合わせにもよく使っ

ていたので、そんな場所があったら嬉し

い。

柳ケ瀬に行ってみたいけど、おすすめは？と聞

かれることが多いです。

レトロ喫茶めぐりとか　ものづくり体験など、

おんぱくミニバージョンみたいな、気軽に参加

できるツアーがあったら、1日楽しく過ごしても

らえそう。

案内人はつけず、紹介MAPに割引チケットなど

をつけて、設置または配布し、手にした人が自

分のペースで参加する感じ。ひと月1種に絞って

も良いかも。

「一度柳ケ瀬に行ってみたい！楽しそう！」と

いう知人が、名古屋に何人かいます。コロナ終

息したら案内します！

思わず立ち寄りたくなるよ

うなかわいい雑貨屋さんが

多いところです。

リーズナブルな値段で食事

ができるのでランチを食べ

によく行きます。

ツバメヤさんのサブレやど

ら焼き、わらび餅はお土産

としてよく購入します。

また、どのお店のご主人が

気さくな方ばかりで気持ち

よく買い物や食事ができる

ので、私は柳ケ瀬商店街が

大好きです！

「ツバメヤ」「柳

ケ瀬BUBINGA」

「ミツバチ食堂」

「A.L.C.Cafe」

「ティダティダ」

飛騨牛のコロッケなど岐阜の名物を販売

するお店ができたらうれしいです。

岐阜のアンテナショップをぜひ作ってほ

しいです！

駄菓子屋さんができたら小さい子供連れ

の家族なども増えるのではと思います。

1．新しいマスコットキャラクターやポスターの

作成

柳ケ瀬商店街には以前「やなな」がいました

が、新しいマスコットキャラクターを採用する

のはどうかな？と思います。

岐阜市在住のイラストレーターさんや漫画家さ

んに依頼して、柳ケ瀬商店街を盛り上げるキャ

ラクターやポスターを作成してもらい、様々な

ところで宣伝するのもいいかと思います。

2．柳ケ瀬商店街のオリジナルソングの作成

思わず口ずさみたくなるような、柳ケ瀬商店街

のテーマ曲などあればいいなと思いました。

3．柳ケ瀬商店街の観光大使

岐阜県出身アイドルの「伊藤寧々さん」や「堀

未央奈さん」「加藤るみさん」などを柳ケ瀬商

店街の観光大使に任命して、盛り上げてもらっ

たりするのもいいかなと思います。

4．柳ケ瀬商店街のオリジナルグッズやお土産の

販売

柳ケ瀬商店街でしか購入できないオリジナル

グッズや岐阜県のものを使ったお土産があれば

売れると思います。

今がコロナで売り上げが厳しいかと思います

が、できるだけ柳ケ瀬商店街には足を運ぶよう

にしますので一緒に頑張りましょう！

柳ケ瀬商店街にはいいお店がたくさんあるの

で、友人や知人などにどんどん紹介して盛り上

げたいと思います！

柳ケ瀬商店街が大好きなので、これからもおい

しい食事や買い物ができるのを楽しみにしてい

ます。

落ち着いた雰囲気 一楽 高山や下呂、郡上など、岐阜の観光地と

連携した食べ歩きができる商店街になっ

てほしい

蚤の市で雑貨探しできると

ころ

蚤の市 前にもやってたかもですが、スタンプラ

リーみたいなのがあるとふらふらしがい

があります。店での購入を誘うよりも、

スタンプスタンドは無料でできると意欲

が湧きやすいなとおもいます。私が気づ

かなかっただけならすいません。

もっと若い人も来やすい環境作りがあると嬉し

いです。

どのお店も大変な状況だとは思いますが、頑

張ってこらえてまた賑わう商店街を見たいで

す。

広すぎず、狭すぎず散策し

やすい。アーケードがある

ので雨の日や日差しが強い

日も歩きやすい。近くに駐

車場もあって車でも行きや

すい。

ツバメや ランチができるお店。小さくていいの

で。

若い人に人気が出るインスタ映えするスイーツ

を扱うお店があると人が集まるのではないかと

思います。

今はのんびり遊びに行けないけど、コロナが落

ち着いたら必ず遊びに行きます。それまでがん

ばってください。

昔ながらの雰囲気が楽しめ

るところ

BAKERY　SHOP　

LONDON

ケーキ屋

懐かしい中に新しさがあ

る。

London、正村 ハロウィン、季節ごとのイベント・フェ

スティバル

子供が楽しいスタンプラリーやオリエン

テーリング的なイベント

ファンシーショップ

イベントの宣伝、広告を広くやってほしい。

地元なので、イベントが開催されるのを知れ

ば、色々参加したい。

最近、昔からあるお店が閉まっているのを見掛

けるので、今を乗りきってまた頑張ってほしい

です。



柳ケ瀬商店街の好きなとこ
ろ

柳ケ瀬商店街で好
きな店を

今後、柳ケ瀬に増えたらいいなと思うも
の

柳ケ瀬商店街活性化のアイデア コロナと闘う店主の皆さんへ応援メッセージが
あれば

雰囲気（実家が近く昔なが

らのなつかしさがある。

高島屋をはじめ、野菜.フ

ルーツ.お菓子.飲食等そぞろ

歩いて食や買い物を満た

す。

主人はただ歩いてるだけで

楽しいから定期的に行きた

くなると言います。

（実際、食いしん坊なので

いつものお店に行きます。

（笑）

屋根があり安心

清楽さん（主人は

月一は駐車場へ停

めその為だけに行

きます。時間内に”

丸でぶ”さんへ行く

ことも！！）

高島屋さん（和菓

子　川上屋の栗観

世.洋服.小物.バー

ゲン☆）

春秋のお祭りのほか、花火の日には昼間

から柳ケ瀬で待ちきれない花火ファンに

ビアガーデンや夏祭りのようなイベント.

お弁当販売カーなどで盛り上げってたら

楽しそう。

（私は嫁いだ今も長良川の花火の日は朝

からワクワクします）

岐阜地産地消のブース（購入.食事.日替

わりオーナー店）

昔ながらの中華そば.ラーメン専門店

上記重複してしまいました。その他には...

・イベント時　駐車料金や交通機関の優遇

（田舎に嫁ぎ、自家用車での乗りつけ不便さを

痛感）

・ポケモンコラボ

（この年で同級生と（梅林）ポケモンにはま

り、部活のように楽しんでいます

柳ケ瀬独自は難しいかもですがなにか絡めたら

面白そう！！帰省し同窓会

飲食お店巡り....）

・同窓会プラン（飲食店）学校名等で写真や寄

せ書き残したり

お楽しみプランや宣伝発信する。

（やっぱ地元はいいです！！）

・地元有名人館を作る

（大小有名人を知ってもらい　ちなんだイベン

ト　学び　実践　記憶　テレビロケ等.）

・祭り館

・将棋.囲碁．オセロ　大会（長いテーブルで一

斉に！！

柳ヶ瀬はやっぱ素敵です！！岐阜人ですも

ん！！

笑顔で集える時を楽しみにしています！

元気なら！！と思いながら家族各自日々頑張っ

てます。

そんな中　食べたいものはそっと静かに食べに

行ってますよ。買ってます。

そこに提供があるなら！！

がんばろまい！！

また行くで！！

ほっとする場所 BLUE BLUE オープンカフェ 厳しい現状の中、頑張ってください。

お店が豊富でクオリティー

が高い。

Ｅnza 新しい飲食店 地域振興券の発行 厳しいご時世だとは思いますがこんな時だから

こそアイデアを出し合って助け合って乗り越え

ていきましょう！

意外と美味しいご飯屋さん

があるところ。

LONDON、高島

屋、だんごろう、

みつばち食堂、ツ

バメヤ

人気ファッションのお店や食べ歩きが出

来る店が増えてくれたら嬉しいです。

商店街食べ歩きフェスとか？ 一緒に乗り越えていきましょう！

風情が有り、人情味ある所

です。

柳ヶ瀬商店街全体

が1つとして大好き

です。

今は若い世代も競馬をせれている方が多

いので場外馬券場があれば良いと思いま

す。

皆さんコロナで非常に大変だと思います。もし

本当に苦しくなった時はお店を閉めてしまうの

も1つだとは思います。ですがこれまで皆さんが

作り上げてきて、皆さんが守ってきた柳ヶ瀬が

コロナなんかで変わってしまうのは非常に心苦

しいです。まだまだ大変な事も多いとは思いま

すが、精一杯頑張って下さい。陰ながら応援し

てます。

昔懐かしい雰囲気が残って

いるところ

ENZA 占いイベント、リラクゼーション的なお

店、主婦がランチで行きたくなるような

お店

宣伝、口コミ コロナが落ち着いたら母とまた遊びに行きま

す！

レトロを残しつつ、若者向

けのイベントもあること

ツバメヤ 自由に出入りできるギャラリー テイクアウトフェスタ 今は、外出する人が少なく、大変ですが、コロ

ナが収束したら、いろんなお店を訪ねたいと思

います！

暖かい感じがする所 高島屋 子供達が喜ぶ段ボールタワーとか

学生と一緒に作る空間‼️

目玉が月単位か半年単位であればいいな 大丈夫🙌待ってるから☺️

共に‼️一緒に立ち上がろう‼️

ノスタルジックなところ 大福屋、高島屋 オープンカフェ、サバイバルゲーム 名古屋大須のように探検しながら美味しいもの

を食べるような企画があると嬉しい。明るいイ

メージに変えるとよいと思う！

苦しいとは思いますが、もう少しの我慢だと信

じて頑張って下さい。

近所では買えないものが購

入できる

広瀬靴店、無印良

品、高島屋

サンデービルヂングマーケットを広く開

催してほしい

各商店が個性的な商品の販売、個性的なカフェ

などのオープン

買物に行きますので、がんばって営業を続けて

ください

高島屋で画廊を見たり　服

や靴の買い物

ラ、クワランター

つばめやー田園ー

こうぞう

一息できる公園が欲しいです 老人が必要な店があるといい きっと　晴れる日がきます頑張ってください

昔からのお店や最近のお店

が入り混じり、行くたびに

ワクワクする。

ミツバチ食堂 子供と入れるカフェ コロナで大変だと思いますが、頑張ってくださ

い！

最近再開発のプロジェクト

で若い子でも楽しめるとこ

ろが増えてきて前はそこま

で来てませんでしたが、最

近はよく行く大好きな場所

です‼️古着屋さんは安いとこ

ろが多くて来やすいですし

、ミツバチ食堂さんや、ツ

バメや今度できるTIROLさ

んなど雰囲気が可愛いとこ

ろが多くて、現に私は高校

生なんですが、沢山インス

タ映えもあって好きです( 

･･̥̥̥ )

♡あと、知り合いの方が柳ヶ

瀬でお店をやっていてコロ

ナでだいぶ苦しそうでした

が、またこうやって少しづ

つ工夫をしてお客さんを呼

び込んで地元活性化させて

くれてありがとうございま

す。

ミツバチ食堂 今柳ヶ瀬は夜は学生などが入れそうなお

店が少なくてご飯を食べる時は駅周辺を

使うことが多いので、ミツバチ食堂さん

などの若い子もお酒を飲まない人も入り

やすい雰囲気のいいお店があると色んな

年代の方が来れるようになると思いま

す！今は学生や若い女性は韓国風のカ

フェなどが流行りなのでおしゃれなカ

フェを作ってほしいです！

もっと若い子が来れるようなお店を作ってそれ

をインスタなどsnsで宣伝して若い子たちにきて

もらいます。それを着てくれた子達にまたsnsで

ハッシュタグなどつかって例えば（#柳ヶ瀬いい

とこ）などと書いて投稿してもらいしてくれた

人には次から使えるクーボンなどを渡せばまた

来てくれると思うしそのsnsを見た人たちは繋

がってる人だから大体同じ年代だと思うのでま

た顧客も増えると思うしそれでまたsnsで宣伝し

てもらったらどんどん増えると思います！

大変だと思いますが頑張ってください！！わた

しは柳ヶ瀬が近くにあるのでもっと利用して少

しでも力になりたいです！一昨日も行きました

が、どこの店舗でも消毒の徹底や熱の確認も

あってコロナ対策も感謝しています。ありがと

うございます。



柳ケ瀬商店街の好きなとこ
ろ

柳ケ瀬商店街で好
きな店を

今後、柳ケ瀬に増えたらいいなと思うも
の

柳ケ瀬商店街活性化のアイデア コロナと闘う店主の皆さんへ応援メッセージが
あれば

最近再開発のプロジェクト

で若い子でも楽しめるとこ

ろが増えてきて前はそこま

で来てませんでしたが、最

近はよく行く大好きな場所

です‼️古着屋さんは安いとこ

ろが多くて来やすいですし

、ミツバチ食堂さんや、ツ

バメや今度できるTIROLさ

んなど雰囲気が可愛いとこ

ろが多くて、現に私は高校

生なんですが、沢山インス

タ映えもあって好きです( 

･･̥̥̥ )

♡あと、知り合いの方が柳ヶ

瀬でお店をやっていてコロ

ナでだいぶ苦しそうでした

が、またこうやって少しづ

つ工夫をしてお客さんを呼

び込んで地元活性化させて

くれてありがとうございま

す。

ミツバチ食堂 今柳ヶ瀬は夜は学生などが入れそうなお

店が少なくてご飯を食べる時は駅周辺を

使うことが多いので、ミツバチ食堂さん

などの若い子もお酒を飲まない人も入り

やすい雰囲気のいいお店があると色んな

年代の方が来れるようになると思いま

す！今は学生や若い女性は韓国風のカ

フェなどが流行りなのでおしゃれなカ

フェを作ってほしいです！

もっと若い子が来れるようなお店を作ってそれ

をインスタなどsnsで宣伝して若い子たちにきて

もらいます。それを着てくれた子達にまたsnsで

ハッシュタグなどつかって例えば（#柳ヶ瀬いい

とこ）などと書いて投稿してもらいしてくれた

人には次から使えるクーボンなどを渡せばまた

来てくれると思うしそのsnsを見た人たちは繋

がってる人だから大体同じ年代だと思うのでま

た顧客も増えると思うしそれでまたsnsで宣伝し

てもらったらどんどん増えると思います！

大変だと思いますが頑張ってください！！わた

しは柳ヶ瀬が近くにあるのでもっと利用して少

しでも力になりたいです！一昨日も行きました

が、どこの店舗でも消毒の徹底や熱の確認も

あってコロナ対策も感謝しています。ありがと

うございます。

思い出がたくさんあるとこ

ろ

高島屋 無料で、道からの出入りがしやすく、ア

クセスのよい駐車場。ピックandドロッ

プしやすいロータリー。世界に通用する

岐阜の食材専門店の支店。現在地の表示

されるマップアプリ。全域空調管理。

ゲーセンでないテーマパーク。フード

コート。

柳ケ瀬全体を対象にしたネット配送があったら

いいなと思う。(A店のa商品とB店のb商品、と

いうように別の店舗の商品を同時に注文でき、

同時に配送してもらえる。食事や弁当も宅配で

頼めたら嬉しい)。

現地に行かなくても楽しめる方法が増えるとい

いと思う。

頑張ってください。

静かなところ 高島屋 無料駐車場 アウトドアブランドのショップがあると良い 店主の笑顔があれば他は何もいらない

可愛いレトロな雑貨屋など

あるところ

やながせ倉庫 フルーツサンドのお店 店舗を増やす いつもお疲れ様です

大変な中ですが共に頑張りましょう！

ぶらぶらしながら新しいも

のを発見できるところが好

きです。

高島屋 恐竜イベントは子どもが大好きなので継

続していただきたいですし、柳ケ瀬は子

どもと歩き回るのにちょうど良い距離な

ので探索系のイベントがあると嬉しいで

す。

店舗の特徴が良くわかるように柳ケ瀬通の入り

口に何か明示されていると良いと思います。

とにかく大変な状況ですが、昔から岐阜のシン

ボル的な商店街なので盛り立てていって欲しい

です。

個性的なお店が多い アイリッシュパブ

ルーザーズ

高島屋

バンクラッシー　

廣瀬靴店　など。

水辺や誰もが数年に一度来なければいけ

ない免許更新のような施設。

起業家さんに対し、数年契約を前提に無料賃貸

期間を与えて新しい風を入れる。

踏ん張り時かもしれませんが、頑張っていきま

しょう。応援しています。

雨でも買い物しやすいとこ

ろです。昔から慣れている

のもあります。

暫　支店 月1回の現在のイベントを　できれはも

う少し増やしていただけると　うれしい

です。

重複しますが、若い方や小さいお子さんのいる

ご家族の方が求めているお店があると　将来的

にも活性化すると思います。

コロナ禍の中　何度か柳ヶ瀬商店街のお店に伺

いましたが　感染防止対策をしっかりされてい

て安心して楽しむ事ができました。現在は大変

厳しい状況かと思いますが、岐阜県民はやはり

柳ヶ瀬が大好きですので、このコロナ禍をみん

なで乗り越えていくお手伝いを少しでもできた

らと思っております。

ふと立ち寄れる親しみやす

や

やながせ倉庫 お昼ご飯が気軽に食べれるようなお店が

増えると嬉しいです。

地元の高校生や大学生などの若い世代とコラボ

したイベントやお店があると面白いと思う。

今は大変な時期だと思いますが、コロナの収束

を願い、これからも応援します！！

アーケードがあり、天気の

悪い日でも散歩がてら買い

物ができる所

BLUE BLUE 子供が遊べる場所ができたらいいなと思

います。

これからマンションが建って子供も増えてくる

と思うので、子供達が、楽しく遊べたり、ママ

達の癒しの場みたいな所が出来ればいいと思い

ます。

昔ながらの商店街。無くなるととても寂しいと

思います。大変な時ですが、また盛り返してい

ただきたく思い、出来る限りの応援をしたいと

思います^_^

柳ヶ瀬に行けば大体揃う 暫支店 服屋 無料駐車場 大変でしょうが頑張って乗り切りましょう

個性的な商店が多く楽しい

商店街だと思う。

柳ヶ瀬倉庫、つば

めや、ブルーブ

ルー

体験「陶芸、パン作り」等できる場所が

あると楽しい。

柳ヶ瀬の商店の内容がより理解できるクイズを

出題していろんな場所へ、足を運んでもらう。

新しい生活様式を受け入れて、活気溢れる商店

街にしましょう。

サンデービルヂング等イベ

ント

高島屋 若者向けのカフェ、子供のキッズスペー

ス遊び場があると子育て世代としてはあ

りがたいです！

イメージとして、古びたイメージと年齢層高め

のお店がたくさんあるイメージで、若者向けの

お店があまりない感じが勝手にしていてあまり

行けていない。若者向けのお店がある事をもっ

とPRしたり子供向けの親さんが安心して買い物

等できる環境が整っているといきやすいです！

いつ終息するか分からないこの状況の中、私た

ちが不便なく生活出来ているのは毎日健康管理

や環境を整えてお店を開いてくださる皆さんの

おかげです！本当にありがとうございます！子

育てや妊婦ですのでまだまだ不安で外出控えて

おりますが、落ち着いたらぜひ柳ヶ瀬に行きた

いと思います！頑張ってください！！！

お店の方々の人柄 ツバメ屋さん スイーツが食べれるカフェ こだわりのある洋服屋さん 名古屋に行けないので柳ケ瀬に行きたいです😃

昔よく母親に連れられて

行ったお店がまだ残ってい

ること。

ドンク カフェ 私も飲食店で働いているので、コロナの影響は

よくわかります…大変だと思いますが、乗り越

えていきましょう！

魅力的なお店が増えてきて

いるところ

やながせ倉庫 おしゃれな飲食店

レトロ感 ミツバチ食堂さん サンビルみたいなイベント

昔よく母親に連れられて

行ったお店がまだ残ってい

ること。

ドンク カフェ 私も飲食店で働いているので、コロナの影響は

よくわかります…大変だと思いますが、乗り越

えていきましょう！



柳ケ瀬商店街の好きなとこ
ろ

柳ケ瀬商店街で好
きな店を

今後、柳ケ瀬に増えたらいいなと思うも
の

柳ケ瀬商店街活性化のアイデア コロナと闘う店主の皆さんへ応援メッセージが
あれば

なにもないと思ってた商店

街にクラゲがいたり、隠れ

家みたいな雑貨屋さんが

あったり、美味しいイタリ

アンの店があったり、お化

け屋敷だったり、コーヒー

のイベントや、サンビルな

ど、探せば探すほど魅力が

出てくるとこ。

クラブGの裏の小川が流れて

る細い道が好きでした。夜

はライトアップされて鯉が

幻想的ですよね！しかし南

側の建物がなくなってから

雰囲気が変わってしまいま

したね(o_o) マンション完成

したらどうなるのか楽しみ

です。

カラスノス 数百円ずつとかで食べ歩きができたら中

高生はいいのかも？

自転車置き場

やながせ倉庫内にはありましたが、店マップが

目の入りやすい所にあるといいのかも？(私が見

つけれてなかったらごめんなさい)

話題になるような写真スポット

昼と夜で顔を変える柳ヶ瀬が好きです。

色々な世代の方々が行き交

うところ

サクラヤ化粧品店 気軽に入れる喫茶店、カフェ どんなお店があるのかを積極的に告知する

古道具屋や、古着屋がある

ところ

古道具屋さん、名

前を忘れた

カフェが増えるとよい。 通路にはみ出た陳列があると分かりやすい。 時々足を運びます。頑張ってください。

昔からのお店も新しいお店

もあって若い人から年配の

方まで幅広く楽しめるとこ

ろ

キカザルさん、ロ

ンドンさん、大福

屋さん

食べ歩きできるようなお店 ・市役所に勤める人などが預けた子どもを迎え

に来たついでに買い物していくように保育所を

つくる

・コインパーキングに車を停めて来る人に、商

店街で一定の金額以上買い物をしたら駐車料

100円引き

大変な時期にもかかわらず、コロナの対策をし

ながら営業を続けてくださり、本当にありがと

うございます！

高校生になってから柳ヶ瀬によく行くようにな

り、家族や友達と食事や買い物など楽しませて

いただいています

行くたびに新しい発見があって、散歩するだけ

でもとても楽しいです

柳ヶ瀬商店街のお店や雰囲気、そこにいる人た

ちのあたたかさが大好きです

苦しい日々が続きますが、お互いに安心して暮

らせるようになるまで頑張ってください！

これからもずっと応援しています！！

裏路地ぽいところ A.L.C.cafe やなが

せ倉庫団地

食べ歩きフードのお店 若者が集まりやすいように、ゲームセンターを

復活させて欲しい！高校時代、岐阜市内の学校

に通っていてよく柳ヶ瀬のゲームセンターのプ

リクラを使っていました。ゲームセンターが潰

れてからというもの、若者があまり商店街に行

かなくなってしまった気がします

がんばってください！

レトロな雰囲気 BLUE BLUE 古着屋 若者が集まる場所になるために、昔のように服

のセレクトショップがあるといいと思います。

土地には価値があるため難しいと思いますが、

無料駐車場があるとさらにたくさんの人が集ま

れるようになると思います。

どこも厳しい状況が続いていると思いますが、

頑張ってほしいです。

最近新しいお店が増えてい

る所

つばめ屋さん 駐車場。小さい子供がいるのでベビー

カーでも行きやすい場所が増えるといい

です。

オリジナル商品を扱うクリエーターさんのお店

やおしゃれなカフェ、地元食材をお得に購入で

きるマルシェを定期的に開催してほしいです。

消毒液の配置などコロナ対策を全面に推して宣

伝して下さい。

商店街は軒先などに商品を並べていただければ

密を避けられると思います。生まれも育ちも岐

阜なので活性化されると嬉しいです♪大変な時期

ですが頑張って下さい！

最近新しいお店が増えてい

る所

つばめ屋さん 駐車場。小さい子供がいるのでベビー

カーでも行きやすい場所が増えるといい

です。

オリジナル商品を扱うクリエーターさんのお店

やおしゃれなカフェ、地元食材をお得に購入で

きるマルシェを定期的に開催してほしいです。

消毒液の配置などコロナ対策を全面に推して宣

伝して下さい。

商店街は軒先などに商品を並べていただければ

密を避けられると思います。生まれも育ちも岐

阜なので活性化されると嬉しいです♪大変な時期

ですが頑張って下さい！

暖かい人が多い 初寿司、モスバー

ガー

飲食店イベントを活発にしてほしい 玉宮と柳ヶ瀬の行き来が簡単にできる移動手段

があれば良いかと。

やななのようなマスコットをまた作ればいいか

なぁと。

コロナに負けるな。

落ち着けるところ 映画館 ビンゴ大会 若い世代に向けたお店を

もっと増やす

今は大変な時期ですがこの時期を乗り越えれる

よう応援してます。

裏路地ぽいところ A.L.C.cafe やなが

せ倉庫団地

食べ歩きフードのお店 若者が集まりやすいように、ゲームセンターを

復活させて欲しい！高校時代、岐阜市内の学校

に通っていてよく柳ヶ瀬のゲームセンターのプ

リクラを使っていました。ゲームセンターが潰

れてからというもの、若者があまり商店街に行

かなくなってしまった気がします

がんばってください！

田舎の落ち着く雰囲気 ロンドン 色々な美味しい食べ物屋さんマルシェ

やって欲しいです。

スイーツや食パン等々有名店が入ってくれたら

良いなと思います。

少しでも意識的に協力して売上協力したいで

す。

百貨店もあり、専門店舗も

あり、いろんな体験ができ

るところ

大きさ的にも歩きやすいと

ころ

岐阜高島屋、広瀬

本店、宮本

トミカ、プラレールの専門店

ロクシタンなどの専門店

ジュラシックアーケードは、毎年楽しみにして

ます。今は無くなりましたが、サンバカーニバ

ルも楽しいイベントでした。

柳ヶ瀬は、駅から少し離れてて、駐車場から歩

かなくてはアーケードにいけないのですが、そ

の導線を、例えばスタンプラリーみたいにする

とか、ストーリーのある絵にするとか、岐阜市

出身の方の絵本のキャラとか、「歩かなければ

ならない」を、「歩きたくなる」に変えるなに

か、を作れば良いと思います

コロナ対策は、どこまでやるのか、正しい対応

がわからない中、みなさま、本当におつかれさ

まです。

イベントなどは、どうしても密になることもあ

り得る、けれども、来場者の心がけ次第だと、

私は思います。

お店の人が感染しないよう、お互いさま精神

を、この岐阜で、そして柳ヶ瀬で培われると良

いと思います。岐阜の人は、真面目で思いやり

のある県民だと思うので、ぜひ、頑張ってくだ

さい！

お店が沢山あるところ アンスリーム B isグルメ、夏場は水鉄砲大会とか 無理駐車場を作り、若い人がお店経営する事 絶対失いたくない商店街！みんなで笑顔溢れる

商店街にしましょう。

雰囲気がいい 高島屋 飲食店 食べ歩きの出来るお店を増やしてほしい 頑張って活気のある町にしてください

アーケードなので、雨に濡

れなくて買い物など出来る

ツバメヤ スーパーやおんさい広場みたいな農産物

の店　ジェラシックパークみたいなイベ

ントを増やして欲しい

週末ごとに魅力的なイベント　身体動かすよう

なウォーキングができる仕掛け

イベントが出来ない中で活性化させるのは難し

いと思いますが、お店に足を運ぶようにしま

す。

昔ながらのお店がたくさん

ある中で、やながせ倉庫の

ような若い人でも気になる

お店もあるところ

やながせ倉庫 子育て支援イベント 駐車場の充実化（1時間無料など…） 岐阜といえば『柳ケ瀬商店街』だと私は思って

います。人足が少なく営業に影響があるかと思

いますが、コロナが落ち着いた頃に活気のある

柳ケ瀬商店街になるよう願っています。



柳ケ瀬商店街の好きなとこ
ろ

柳ケ瀬商店街で好
きな店を

今後、柳ケ瀬に増えたらいいなと思うも
の

柳ケ瀬商店街活性化のアイデア コロナと闘う店主の皆さんへ応援メッセージが
あれば

暖かい雰囲気、ゆったり過

ごせるところ

茶屋赤鰐 物産展 岐阜県各地域のゆるキャラとコラボ この状況の中、お店を開けて下さり、感謝の気

持ちでいっぱいです。

昔ながらのお店と新しいお

店が両方楽しめるところ。

ツバメヤ まだこどもが小さいので、親子で楽しめ

るお店やイベントがあったらいいなと思

う。

遊べる広場があると行きやすいです。 今はコロナで客足が少なく厳しい状況かと思い

ますが、きっとまた気軽に足を運べるような状

況になると思います。応援しています。

お洒落な飲食店、雑貨屋が

あるところ。

みつばち食堂 お洒落なカフェが増えてほしい マーケットをたくさん開催してほしい コロナで大変な時期ですが頑張ってください！

昔ながらの感じ 無印良品 安い飲み放題のある居酒屋 毎日大変だと思いますが協力したいです

アーケードがあるところ コメディアン 子ども食堂やサロンも含めた店

商店街フォットコンテスト開催

月１で岐阜県内の市町村団体が柳ケ瀬を買い物

できるツアーを企画して、

特典ありつきで再度来てもらえるような感じが

いいと思う

先がみえない中、マスク越しでも温かい表情は

元気をもらえます。

がんばりゃあね！ありがとうね～！

みんな一緒やでね～！

そんなやりとりが大好きです！

昔から馴染みがあり、父が

高島屋で働いていたことも

あり、懐かしく感じていま

す。

しかしながら、時代の流れ

と共に変化して飲み屋、

ショッピングもめっきり行

かなくなりました。

この商品券をきっかけに

柳ヶ瀬商店街を回ってみた

いと思います。

八千代 やなな、美川憲一のコンサートなど、イ

ベントを期待したい。お化け屋敷も良い

イベントでした。

若者が気軽に出店できる環境をこれからも割安

で行う。

ラーメン博物館など、食べ物をブーム化する。

今回のようなプレゼントイベント。

活気あふれる柳ヶ瀬商店街が岐阜を蘇らせま

す。コロナに負けず、このようなプレゼントイ

ベントで集客をして、みんなで笑顔の華を咲か

せましょう！

雰囲気　人　臭い 菊川酒造 複合レジャー施設 岐阜駅からの無料シャトルバスの運行 一緒に頑張りましょう！できる限りのことは致

します！

アーケードがあるので雨に

濡れないですし車も来ない

ので小さい子と一緒でも安

心して歩けるところ。お店

の人たちが優しいところ。

パン屋ロンドン、

シネックス

子どもと一緒に入られる飲食店 使いやすい駐車場(買い物カートを駐車場まで押

していける)

何処も厳しいですが、知恵と工夫で乗り越えま

しょう！

昔からの趣を残しながら、

新しいお店が増えていくと

ころ。

同級生にたまたま会って、

プチ同窓会ができるとこ

ろ。

やっぱり高島屋！ 子供が遊べる室内の場所。

地元野菜のお洒落なスーパー。

地元の人たちが作っている、気軽に買え

るお手頃値段のお惣菜屋さん。

駐車場がもっと便利になると、さらに行きやす

い。広い場所や立駐など。

駐車場探すのが面倒で自転車で行きがちです

が、荷物や天気で行くのを躊躇うことがある。

あと、近場じゃない人にも気軽に立ち寄っても

らいたいから。

柳ヶ瀬大好きです！応援してます。頑張りま

しょう！

ゆったり買い物できる 岐阜高島屋 無料駐車場　もしくは　買い物金額での

無料駐車時間を増やしてほしい

（補助金で駐車料金を補助したほうが集

客には効果あるとおもいます）

スペシャルデー　2000円買うと駐車場6時間無

料

活性化に力を入れていると

ころ

ゴールデンチキン 美味しいお菓子があるカフェ 商店街でありながら、緑があったりすると癒し

も求められていいかも！

とても大変な時期が続いていますが、一消費者

の私も協力できる部分はしたいと思っていま

す。

みんなで頑張りましょう！！

昔ながらの変わらないとこ

ろ

楮（ランチ）　赤

鰐（かき氷）

岩盤浴　ヨガスタジオ 交通費や駐車場料金の補助 明郷中出身です。生まれ育った商店街。

30年前の活気あふれる柳ヶ瀬が、また戻って来

ますように

昔ながらの変わらないとこ

ろ

楮（ランチ）　赤

鰐（かき氷）

岩盤浴　ヨガスタジオ 交通費や駐車場料金の補助 明郷中出身です。生まれ育った商店街。

30年前の活気あふれる柳ヶ瀬が、また戻って来

ますように

落ち着いた雰囲気 一楽 高山や下呂、郡上など、岐阜の観光地と

連携した食べ歩きができる商店街になっ

てほしい

昔から生活の一部 高島屋 初寿司 村さ

来

お祭り的な屋台など 無料駐車場などを増やして欲しい もう一度活気のある柳ヶ瀬商店街を見てみたい

と思います！

ゲームのイベントが開催さ

れるところ。

高島屋 大須商店街のようなサブカルのお店が増

えるといいと思う。

イベントでもないと柳ヶ瀬には行かないので、

何かイベントが開催されるといいと思う。

若い力とセンス パリス 

mokkumokku ビブ

ンガ

雑貨屋さん ロックバンドでのフェス。他の地方からもきて

くれるようなバンドが実はたくさんあるし、呼

べる人がいる。日本を代表するライブハウスが

柳ヶ瀬にあるということの底力を見せて欲し

い。

応援しています。名古屋は買い物に行けない

分、柳ヶ瀬に行く頻度が増えました。好きな店

にしか今までは寄らなかったけど、今は他の店

を覗くことも。

若い力とセンスを活かす商店街であって欲し

い。

今は特になし 無印 子供が楽しめるお店が増えてほしい 大きな駐車場があれば良い コロナが治ればきっと客足　特に夜は　戻って

くると思いますので頑張ってください。

昔ながらの街並みの中にあ

る小洒落た雰囲気！！

ALC cafe 喫茶星時 お菓子屋が好きなのでお菓子屋さんや珈

琲豆の販売店舗が増えてくれると……！

今の彼女と初めてデートした思い出の場

所です！デートできる場所が増えてくれ

たら大学生等が集まりやすいかと思いま

す。

自分は店舗同士のつながりが面白く、芋づる式

に様々な店舗を回っていました。カフェのスタ

ンプラリー等があれば柳ヶ瀬を歩き回ってもら

えて素晴らしさに気がつくきっかけになるかも

しれません。

いつも楽しませてくれる柳ヶ瀬界隈は岐阜に来

て人に紹介したい場所No.1です！！！！

昔ながらの雰囲気が残って

いて懐かしい感じがすると

ころ

高島屋、ツバメヤ 人通りが少し少ないと感じるので、今ま

での雰囲気も残しつつ、オープンカフェ

のような人が集えて、それが外からも見

れて、少しオシャレな空間、お店が出来

ると良いと思います。

前の意見とは、矛盾がありますが、活性化する

には、若者をターゲットにするだけじゃなく、

イオンなどに行く、小さい子供を持つ層が行け

るような場所があるといいと思う。例えば、

柳ヶ瀬商店街全体でショッピングモールに負け

ないような、こんな1日の過ごし方はどうかみた

いな提案を含めたアピールが出来ると良いと思

います。

自分は懐かしい雰囲気が残る柳ヶ瀬商店街が好

きです。無くなってしまったら、岐阜の良さが

失われてしまうので、自分も沢山行くようにす

るのでなんとか頑張って欲しいです。

レトロなところ みそかつ三和 300円均一ショップ

おもしろいお店が沢山あ

る。

ぶびんが 若い人が活躍出来るか空間。お年寄りが

活躍出来る空間。

ここでしか買えないものをつくる また、遊びに行きたいのです。孫と一緒にまた

恐竜みたいのです。

楽しみに待っています。

古き良き時代を感じさせる

ところ

うどん　よしこ 若宮大通り封鎖で路上大ビヤガーデン 空き店舗の積極運用。

基金や寄付により今回のアンケート等を参考に

柳ヶ瀬ファンによる店舗運営を実施。柳ヶ瀬

ファンが何を欲しているのかが具現化できる。

まだまだ我慢の日々は続くと思われますが絶対

に客も戻ってきます。

なんとかそれまで頑張って頂きたい！



柳ケ瀬商店街の好きなとこ
ろ

柳ケ瀬商店街で好
きな店を

今後、柳ケ瀬に増えたらいいなと思うも
の

柳ケ瀬商店街活性化のアイデア コロナと闘う店主の皆さんへ応援メッセージが
あれば

これから、新しいお店がた

くさん入るみたいなので、

楽しみです

ナマステグル 小さい子供も楽しめるスペースがあると

いいと思います

工夫をしながらお店を継続されており、これか

らも頑張ってほしいと思います

掘り出し物がたまに見つか

るとき

ミツバチ食堂 食べ歩きができるお店、雑貨屋が増えれ

ばいいな思います

レディース向けのお店を増やす事はもちろん、

メンズ向けのお店を入れることもいいのではな

いかなと思います。

今は苦しい時期かもしれませんがどうかお身体

だけはご自愛ください。

会社が近くにあり、柳ヶ瀬は私にとって近い存

在です。コロナが落ち着きましたらまた足お運

びたいと思います。

掘り出し物がたまに見つか

るとき

ミツバチ食堂 食べ歩きができるお店、雑貨屋が増えれ

ばいいな思います

レディース向けのお店を増やす事はもちろん、

メンズ向けのお店を入れることもいいのではな

いかなと思います。

今は苦しい時期かもしれませんがどうかお身体

だけはご自愛ください。

会社が近くにあり、柳ヶ瀬は私にとって近い存

在です。コロナが落ち着きましたらまた足お運

びたいと思います。

いろんな年齢層の方が楽し

めたり、おいしいスイーツ

がたくさん売っている！

mokkumokku 無料の自習室　本が読めるカフェ

ケーキ屋　フルーツジュースの店

美容院　文房具屋

WiFiの整備、SNSを使って、柳ケ瀬にあるお店

の宣伝（おいしい食べ物を載せる）

今は、店内で食べることは出来ないけれど、よ

くテイクアウトのメニューを買っています！

柳ケ瀬のお店の方は、私が、小学生の時の自由

研究で、柳ケ瀬スイーツマップを作ろうと取材

したときに、とても親切にしてくださったこと

を覚えています。

それから、柳ケ瀬のお店に行くことが、とても

楽しみです。

コロナウィルスで大変だと思いますが、柳ケ瀬

のみなさんに元気になっていただきたいです！

ファイティン柳ケ瀬！

昔よく母親に連れられて

行ったお店がまだ残ってい

ること。

ドンク カフェ 私も飲食店で働いているので、コロナの影響は

よくわかります…大変だと思いますが、乗り越

えていきましょう！

庶民的でレトロ。おしゃれ

な店も増えてきている。

ハリウッドランチ

マーケット

カフェ 駐車場無料で止められたりする 安心して買い物や食事が出来る日まで頑張って

下さい。

昔ながらの商店街 ミツバチ食堂 自然食のカフェ

昔からの街並みに、新しい

お店を発見する所

ALCカフェ グルメフェス キッザニアのような、子供の体験型のイベン

ト。お金がかかっても子供のためなら払う親は

多いと思います。親が写真を取れるようにすれ

ば、SNSで拡散の期待も出来る。例えば、和菓

子屋さんで鮎菓子作りなど。

全国どこも辛い状況ですが、アイデアを出し

合って、オール岐阜で頑張っていきましょう。

レトロな雰囲気があるとこ

ろ

やながせ倉庫団地 やながせ倉庫のような若者向けのお店 若者をターゲットにし、若者のSNSでの拡散に

よる地域おこし

コロナの影響で大変だとは思いますが、より活

気の満ちた柳ヶ瀬商店街になるのを楽しみにし

ています

アーケードがあり天気に左

右されずに歩ける

みつばち食堂、ツ

バメや、無印良品

気軽に入れるおしゃれなカフェ、サンビ

ルで売っているようなハンドメイド商品

の常設店、親子でも遊びにこられるよう

な子供も楽しめる広場

・空いている空間がそのままになっていると寂

れた雰囲気が広がってしまうので、所有者の協

力をえて、多目的空間や広場にする。その際

に、全国に呼びかけて空間デザインの募集をし

て、クリエイターたちの作品の場とする。合わ

せてワークショップを行い、市民が参加してつ

くりあげる場にする。シャッターを活用した作

品でもいいかも。

・現在営業されているお店には、どうすれば

もっと求められるお店になるのかを第三者にア

ドバイスしてもらう。レイアウトや見せ方だけ

でも工夫できるはず。もし何十年も変わらない

営業スタイルをされているのであれば、時代の

変化に合わせて、なにかを変えていくことも必

要では。

・お店やイベントなどのPRをもっとするべき。

せっかくおもしろい場所なのに、市民はもちろ

ん、市外、県外の人にはほとんど知られていな

い。SNSやテレビ、雑誌など、ありとあらゆる

方法でもっと効果的なPRを積極的に行ったほう

がいいと思う。

コロナがこれだけ広がり、なかなか収束もみえ

ない中、商店街の皆さんは本当に先が見えない

不安をかかえておられると思います。

わたしはここ岐阜市が地元ですが、すこし前は

柳ヶ瀬商店街はもう寂れてしまったシャッター

通りという印象もありましたが、いざ来てみる

と個性的な小さなお店が点在していたり、サン

ビルなどのイベントでとても賑わっていたり

と、とても惹かれるところがあります。

また、わたしの叔母は名古屋市在住ですが、

柳ヶ瀬の靴屋さん、鞄屋さん、雑貨屋さんな

ど、ここにくればお気に入りがみつかる！と

言って、わざわざ来たりもします。

柳ヶ瀬はとても高いポテンシャルを秘めた場所

だと思います。

このコロナの波をなんとか乗り越えて、これか

ら先ますます柳ヶ瀬がにぎわいを取り戻し、岐

阜市の顔として発展されることを心より願って

います。

頑張ってください。

歩きながらここはあれだっ

たなぁーと寂しい思いをし

ながら歩いていると、昔な

がらのお店を発見したとき

にわけもなく泣きそうにな

る場所があるところが好き

です。

ミツバチ食堂はこ

ないだ行っておい

しかったです。

子育てに忙しくて、あまりイベントとか

参加できなかったのでどんどん参加した

い。

思い浮かびません。ごめんなさい。 一時期何もなくなってしまったようで残念でし

たが、またいろんなイベントや新しいお店が増

えて嬉しく思います！

これからも親子で参加できるようなイベントを

楽しみにしています。

昔ながらの街並みと落ち着

くところ

ナミコシ 化粧品店やスーパーなどが増えたら嬉し

いです。

微力ながら今まで以上に柳ヶ瀬へと出向き買い

物をしたいと思っておりますので、この危機的

状況を乗り越えて頂きたいと思います。

いつもは立ち寄らないお店での新たな発見も楽

しませていただいております。

やはり小さい頃から来てる

ので、心落ち着く所。

いろり庵、がんこ

村

良い意味で、若者が意見交換できるよう

な場所。例えば、カフェ、バーなど岐阜

市協力の元ならなお良しですが👌

とにかく若い良い意見を取り入れなければ、進

歩は無いと思います。

ただ、昔からの柳ヶ瀬の良い所もあります。何

か年齢の幅を通り越して、岐阜柳ヶ瀬大学的な

文化祭みたいな事が出来たら盛り上がるんで

しょうか。

小さい頃からお世話になっています。

今の現状はかなりどなたも厳しいかと思われま

すが、共に頑張りましょう💪

そして、昔の様に人で溢れかえるような商店街

になる様願っております。

私は、その人で溢れかえった商店街で買い物し

ながら、家族と食事をし、たわいのない会話を

する休日を夢見ています。昔の様にと言うのは

簡単な事だと言うのは重々承知しております

が、自分も社会人として日々苦しみもがいてお

ります。ただ、自分の中にある記憶として、高

島屋で買い物して、映画見て、食事してと言う

様な楽しい、暖かい思い出があります。それが

戻って来る事を願っております。



柳ケ瀬商店街の好きなとこ
ろ

柳ケ瀬商店街で好
きな店を

今後、柳ケ瀬に増えたらいいなと思うも
の

柳ケ瀬商店街活性化のアイデア コロナと闘う店主の皆さんへ応援メッセージが
あれば

古いお店と新しいお店が

入っていてなんだかノスタ

ルジックな雰囲気があると

ころ

ツバメヤ こども向けのリーズナブルなショップ、

子連れでも入りやすいお店、公園などの

こどもを遊ばせられる場所

柳ケ瀬のいいところは雨でも買い物を楽しめる

アーケードがあることだとおもいます。ラスベ

ガス?のような天井に写し出す映像や、プロジェ

クションマッピング、イルミネーションなどあ

ると面白そうです。

あとは、子連れの方がすこしでも息抜きできる

ように有料でもいいのでこどもを一時間でも預

けられる託児所などがあるといいとおもいま

す。

いつも柳ケ瀬での買い物楽しませてもらってま

す。今はほんとに苦しい時期だとおもいます。

でもコロナもいつかは薬ができて落ち着くので

今を乗り越えて下さい。なんだか上からな感じ

ですいません。

自粛疲れをしている人が多いので多くの人が出

掛けたくてウズウズしているとおもいます。コ

ロナが落ち着いたら絶対に前以上に賑わうとお

もいます。

私も今以上に柳ケ瀬にお世話になるとおもいま

す。また柳ケ瀬にいけることとても楽しみにし

ています。

アーケードで雨でも濡れな

い

伊勢うどん 遅くまでやってる飲食店

昔ながらの佇まいを残しな

がら、新しいお店も増えて

きて、とても心地よいバラ

ンスがあるから、とても好

きです。

ロンドン(パン屋さ

ん)

雑貨屋さん 駐車場の確保。色々な駐車場が近くにあるけれ

ど、どこに止めてよいのか、悩んでしまう。一

括に止めれるような駐車場があると分かりやす

いと思います。

本当に大変な事だと思います。どうにか耐えて

頂いて、この先に絶対に待っている明るい未来

に向かって、前向きに頑張って頂きたいです。

高島屋によく行くのです

が、人が少なくてゆったり

していて良い。

高島屋 ハンドメイドマルシェなどがあるとい

い。

流行りのカフェや雑貨屋などがあるともっと若

い世代が集まると思う。

みんなで頑張ってコロナに打ち勝ちましょう！

岐阜ラブ！

高島屋によく行くのです

が、人が少なくてゆったり

していて良い。

高島屋 ハンドメイドマルシェなどがあるとい

い。

流行りのカフェや雑貨屋などがあるともっと若

い世代が集まると思う。

みんなで頑張ってコロナに打ち勝ちましょう！

岐阜ラブ！

買い物がしやすい 高島屋 お祭りイベントをやってほしい もっと若い人が多く来れるお洒落なカフェがあ

るといい

終息を願ってあとひと踏ん張りお願い致します

昔から馴染みがある 高島屋 喫茶スペース 厳しいと思いますが、皆でのりきりましょう！

子どもの頃から通っている

ので懐かしい。

高島屋、ドンキ ハロウィンや恐竜など子どもと一緒に行

けるイベントが増えて嬉しい。二世代、

三世代で楽しめるイベントを次々企画し

てください！

一番のネックは駐車場だと思うので、無料駐車

場の整備。

必ず収束の日は来ます。それまでお互い支え

合って耐えて、また元気な柳ヶ瀬を復活させて

ください！

楽しみにしています。

美味しいお店やさんがたく

さん。アーケード。高島

屋。無印良品。

ミツバチ食堂・サ

ロンドマルイチ・

ツバメヤ・バング

ラッシー・高島

屋・無印良品・モ

スバーガー・四角

商店SIKAKU・

BUBINGA・

EUREKA

パン屋さん・一息つけるかわいい椅子(プ

ラスチックじゃなくて、いい感じのや

つ。いろんな箇所に。)・洋服屋さん・映

画のイベント・音楽のイベント・お菓子

やさん大集合のイベント・花火のイベン

ト・カレーのイベント・フリーマーケッ

ト・美術館のイベント

駐車料金が３時間(or ５時間)無料になるスタン

プラリー・いろんなお店で使えるごはんチケッ

ト

アーケードを３歳の息子を連れて歩き回って、

お店を見て回るのが大好きです。いつもありが

とうございます。ほんとに大変な今ですが、み

んなで頑張りましょう。乗り越えたら、みんな

でばんざいパーティーしましょう。

お店が多いところ コロンビア 若い人が来やすくなるような映画をやれ

ばいいと思う

もう少し清潔なイメージをつけて欲しい 大変だけどやめないで

高島屋の地下

食料品売場

花屋さん

屋号はわかりませ

ん

お洒落な食事所

幅広い年齢の洋服屋さん

美味しいパン屋さん

100円ショップ

子供が喜ぶイベントをする

子供がこれば、必ず保護者(祖父母or両親)も来る

ので

必ずコロナも終息します！

希望を持って…気持ちをしっかり持って。

笑顔を忘れず今、出来る事で頑張って下さい！

個性的な店があるところ キカザル カフェ 古着 雑貨屋 若者向けの店舗がもっとあれば お互い頑張りましょう

ぶらぶら歩いて楽しいとこ

ろ

正村 高校生の娘と出かけれるような 高山の街並みみたく食べ歩きたい また会いに絶対行きます！

子供の時から行っていて慣

れ親しんでいるから

高島屋　初寿司　

ドン・キホーテ・

映画館

少し高級な洋服店・アウトレット的なお

店・大きいサイズの駐車場

イベントの数を増やし　その時に駐車場無料に

しては

必ず落ち着き地元の近い店の大切さが分かりま

すから頑張って下さい。一緒に乗り越えましょ

う。

昔の面影のある商店街を歩

くのが大好き

美殿にある、ぱ

たーた

子供を連れて入りやすい店、アニメイベ

ント等が増えたら、嬉しいです

購買式の商品券を出す 今は、どこも本当に苦しいと思いますが、落ち

着いたら是非遊びに行かせて頂きます

オシャレなお店が多い

平日は静かでおちつける

イベントの時は賑わってい

て楽しい

キカザル、

Palette、古道具屋

唐揚げ屋とかドリンク屋とかの気軽に入

れる店

アメリカンダイナーみたいなおしゃれな

店があったら嬉しいです。

色々な店を紹介して回れるようなスタン

プラリーイベントとかあったら楽しいと

思います！

商店街の所々に地図を置いたり、どの店がある

のか案内の看板などあったらいいかなと思いま

す。

大変な時期ですが、頑張ってください！

傘なしで歩けるとこ 映画館 個人専門店が並ぶと賑やか

サービスの向上、

駐車場が無理なら駅前から柳ヶ瀬まで歩く歩道

があるといい。

本来の商店街というように、個人のお店が生き

る空間であってほしい、

どこの角を曲がっても面白いお店がたくさん並

んでるような。

それには家賃を下げて空き店舗がないように大

家さんも寄り添い努力すべき。

各種お店はもちろん、病院も美容室もジムも公

園も、とにかくいろんなものまとめて中に作

り、一日中柳ヶ瀬で遊んでいられるような空間

がほしい。

今を継続するのではなく、若い人達の意見をど

んどん取り入れて、でも若い人達も年配者の意

見を参考に融合できたらと思います。

こんな素晴らしいアイデアがでるのだから、ま

だまだ未知数に希望はありそう、頑張って！あ

きらめないで！ファイト！

昭和の面影が残っているこ

の場所に様々な世代の人た

ちが様々な目的を持って集

まっていることの面白さ。

柳ヶ瀬倉庫 古道具

mokkumokku

貸し出しのギャラリー、心の拠り所にな

れる空間、屋上イベント

お店の顔を開けて踏み込みやすい空間づくり いうまでもなく大変な日々の中をお過ごしだと

思います。再び商店街に活気が戻ることを願う

とともに大変楽しみにしております。暑い日が

まだまだ続くようですのでどうかお身体には気

をつけて下さい。



柳ケ瀬商店街の好きなとこ
ろ

柳ケ瀬商店街で好
きな店を

今後、柳ケ瀬に増えたらいいなと思うも
の

柳ケ瀬商店街活性化のアイデア コロナと闘う店主の皆さんへ応援メッセージが
あれば

最近は若い方々が頑張って

新しいお店を立ち上げてい

るところが面白いです。

天ぷらクラブ　み

つばち食堂　ビッ

カフェ

文化芸術に関する空間や、勉強会ができ

るような場所などができると嬉しいで

す。

見た目が派手に活性化するのではなく、自然に

優しいつながりのできる街であればいいな、と

思います。自然に音楽が流れたり、意見が交流

できたり、それぞれが取り組んでいることを気

軽に発表し合えるような空気感があるといいな

と思います。

できるだけテイクアウトなどでお店に立ち寄っ

てはいますが、大人数で食事しにいったりでき

ず、寂しく思っています。前向きに取り組んで

いらっしゃる方々には本当に頭が下がります。

これからもできる限り立ち寄りたいと思います

ので、まずはみなさまにご無理のないことを

願っています。

昔からあるいつものお店と

新しいお店があるところ

山本屋 お昼や夜の飲食店・食べ歩きできるお店 大須のように食べ歩きできるお店がいろいろあ

るといい。

本当にお疲れ様です。シャッター街にならない

ように、大変でしょうがお店を開けていていた

だきたいです。いつかまたイベントをやったり

して、みんなが柳ヶ瀬に楽しみに来る日がきま

すように。私も買い物に行きます！

美味しいご飯屋さんが多

い。

昔ながらのお店もいいお店

がたくさんあるし、新しい

お店も落ち着いたお店が多

くて入りやすい。

LONDON、ロイヤ

ル劇場、ALCカ

フェ

岐阜県内や近隣他県で活動している飲食

店やキッチンカーを集めたイベント。岐

阜県内はオリジナリティあふれる個人の

お店が多いので。

もう十分活性化していると思いますが…。柳ヶ

瀬商店街は、生活圏にあって入り込んでいくこ

とで新たな魅力が発見できる場所だと思いま

す。

変に観光地化したり、よそ行きにならないでほ

しいと個人的には思っています。

4年前に関西から岐阜県へ戻ってきました。

コロナの影響で名古屋に出て行くこともなくな

り、その分、柳ヶ瀬界隈への出入りが多くなっ

て、ますます商店街の魅力に惹かれて楽しませ

てもらっています。

素敵なお店がたくさんある柳ヶ瀬商店街、これ

からも応援しています！

古き良き時代の良さと、現

代っぽさが融合していると

ころ。きっかりと分かれて

いるわけでもなく、うまい

具合に混ざりあっていると

ころ。

花基地 個人が気軽に作品を発表できるような写

真や絵画などの展示スペース。

都会でなくても仕事ができるこの時代、岐阜駅

にも近いですしワーキングスペースができると

とても良いと思います。

子供の頃から大好きな商店街です。祖母と手を

繋いで歩いたあの商店街が今も残っていること

がとても嬉しいです。これもこの商店街を守っ

てくださっている方々のおかげです。これから

もぜひ柳ケ瀬らしく、素敵な商店街でいてくだ

さい。

人が少ないところ コーヒーさむ　割

烹濱芳

子供達が集う身体を使う空間　大人も同

様　スポーツイベント

巨大迷路　謎解きウォーキング 萎縮しないでください絶対に勝てますから！

懐かしい感じがする道と天

井

やながせ倉庫 エアーかおるのお店 柳ケ瀬の映画館に通われてたという綾野剛さん

をゲストに呼んで映画祭を行う

学生時代からわくわくする場所でした。今は日

曜日に行くと人が前より増えていて楽しいで

す。今は大変な時期だと思いますが、これから

も色んな試みを期待しています。

雰囲気の良い店が多い 四角商店 子どもを連れて入りやすい飲食店 柳ヶ瀬の雰囲気が好きです！コロナに負けずに

楽しいイベント待ってます♫

落ち着いた雰囲気 一楽 高山や下呂、郡上など、岐阜の観光地と

連携した食べ歩きができる商店街になっ

てほしい

個性あるお店がたくさん

あって、歩く度に毎回新た

な発見があります。30年岐

阜に暮らしていますが、人

の流れこそ昔に比べたら減

りましたが、でも温かさ

だったり昔ながらの商店街

の雰囲気は今も残っていて

高島屋の帰りにふらっと散

歩したりしています(*^^*)

ツバメヤ 食べ歩きのお店がもっと増えたら楽しい

と思います(*^^)雑貨屋さんだったりお洋

服屋さんは色々ありますが、気軽に買え

てパパッと食べられるお店があると学生

ももっと集まりやすいのかなぁと！

今の時期に出すアイデアではないと思います

が、、、何か劇場だったりライブハウスだった

りエンターテイメント系の施設がもっと増える

と楽しいと思います(*´ω`*)

まだまだ先が見えず、不安な毎日かと思いま

す。そんな大変ななかお店を開けてくださり本

当に感謝しています(>_<)どうかお身体に気をつ

けてくだかい。微力ながら、これからも柳ヶ瀬

に行って買い物を楽しませていただきます！！

昔からの趣を残しながら、

新しいお店が増えていくと

ころ。

同級生にたまたま会って、

プチ同窓会ができるとこ

ろ。

やっぱり高島屋！ 子供が遊べる室内の場所。

地元野菜のお洒落なスーパー。

地元の人たちが作っている、気軽に買え

るお手頃値段のお惣菜屋さん。

駐車場がもっと便利になると、さらに行きやす

い。広い場所や立駐など。

駐車場探すのが面倒で自転車で行きがちです

が、荷物や天気で行くのを躊躇うことがある。

あと、近場じゃない人にも気軽に立ち寄っても

らいたいから。

柳ヶ瀬大好きです！応援してます。頑張りま

しょう！

飲み屋が多いところ 映画館 婚活パーティー 1人でも気軽に入れる店 毎日の仕事への活力となる場所です！これから

もよろしくお願いします！

柳ヶ瀬でしか買えないもの

が有る

高島屋　ベンテン

ドー

マルシェみたいのが有ると嬉しい 土日に朝市みたいな物ができたら あと１年我慢だと思いますので頑張って。

昔からの街並みに、新しい

お店を発見する所

ALCカフェ グルメフェス キッザニアのような、子供の体験型のイベン

ト。お金がかかっても子供のためなら払う親は

多いと思います。親が写真を取れるようにすれ

ば、SNSで拡散の期待も出来る。例えば、和菓

子屋さんで鮎菓子作りなど。

全国どこも辛い状況ですが、アイデアを出し

合って、オール岐阜で頑張っていきましょう。

高島屋 高島屋 スーパー

古着屋さんがある 下駄屋さん 食べ歩き屋台、小形犬カフェ、300円

ショップ、輸入メイク取扱店

大型駐車場設置 岐阜のために自粛して下さってありがとうござ

います

昔からの趣を残しながら、

新しいお店が増えていくと

ころ。

同級生にたまたま会って、

プチ同窓会ができるとこ

ろ。

やっぱり高島屋！ 子供が遊べる室内の場所。

地元野菜のお洒落なスーパー。

地元の人たちが作っている、気軽に買え

るお手頃値段のお惣菜屋さん。

駐車場がもっと便利になると、さらに行きやす

い。広い場所や立駐など。

駐車場探すのが面倒で自転車で行きがちです

が、荷物や天気で行くのを躊躇うことがある。

あと、近場じゃない人にも気軽に立ち寄っても

らいたいから。

柳ヶ瀬大好きです！応援してます。頑張りま

しょう！

昔から変わっていないよう

で、新しいお店がたくさん

出来て、地元民としてはい

つ行っても新しい発見があ

り楽しい！

サロンドマルイチ 布博や北欧市などができたら嬉しい 他の商店街とコラボイベント 大変な中だとは思いますが、地元民として岐阜

大好きなので頑張って欲しいです！ずっと応援

しています！

古い町並みの中にお洒落な

お店がある

ツバメヤ、松ノ屋 サンビルが好きですが、子供が退屈そう

にしてしまうので子供向けのブースが増

えたら親子で楽しめると思います。

SNSでのお店の紹介 今は大変な時だと思いますが、お体を大切にし

てください。また柳ヶ瀬に遊びに行きたいと

思っています！

色々揃っているところ ツバメヤ 夏の恒例　お化け屋敷 30代後半から世代を絞ったこだわりの品を揃え

るお店が各ジャンルで揃える。ネットでの架空

の町を柳ヶ瀬として作り展開。バーチャル。扱

う商品ならこだわりの少し高めの商品なら、情

報を見て、足を運ぶはず。

とにかく耐えて、盛り返し策のタイミングまで

頑張りましょう。

イベントが多い 高島屋、無印良品 ウォーキングなどの運動系イベント



柳ケ瀬商店街の好きなとこ
ろ

柳ケ瀬商店街で好
きな店を

今後、柳ケ瀬に増えたらいいなと思うも
の

柳ケ瀬商店街活性化のアイデア コロナと闘う店主の皆さんへ応援メッセージが
あれば

アーケードがあるので雨の

日でも行こうと思います

mokkumokkuさ

ん、ポーヤイさ

ん、ミツバチ食堂

さん、ツバメヤさ

ん、ブビンガさ

ん、花基地さん、

コメディアンさ

ん、菊川酒蔵さん

食品は高島屋以外では揃わないので柳ケ

瀬に行って他のスーパーに行くことが多

いです。他にも変えるところがあれば嬉

しいと思います。

マンションもできるので公園があると陽が当

たっていいなと思います

商店街に、素敵なお店が増えてますし、なく

なってほしくない昔からのお店もあります。新

しい生活、変化に対応してどうかコロナに負け

ず柳ケ瀬を守っていただきたいです。私も通う

ことで応援したいと思います。

アーケードがあり、雨でも

暑い日でも気にせずに買い

物ができる。

貝新 タカシマヤ カフェ、気軽に座れるベンチ、ドンキ

ホーテの代わりになる様なお店

個人店でもPayPayだけじゃなく、色々なバー

コード系決済ができると気軽に買い物すると思

います。

頑張って下さい。買い物は地元の柳ケ瀬で出来

るだけしようと思います。

落ち着いた雰囲気 一楽 高山や下呂、郡上など、岐阜の観光地と

連携した食べ歩きができる商店街になっ

てほしい

雨でも傘なしでぶらっとで

きる

マルイチ 子供服のお店 子供の遊び場が常設されているといいかな。 まだまだ、遊びにきます！！

最近新しい魅力的な飲食店

が増えたこと

ツバメヤ スイーツのお店 柳ヶ瀬周辺の世界のエスニック料理店をマップ

にしたり、その国出身の人とランチしながらお

国の話題をレクチャーする。

年々魅力が増しているお気に入りの商店街で

す。柳ヶ瀬のみなさんからパワーや刺激をも

らっています。これからもずっと応ています！

家から近く気軽にいけると

ころ

備長いろり庵 歩行者天国 弥八地蔵前の通りで定期的に歩行者天国を開催 岐阜市民にとって柳ヶ瀬は癒しの場です！また

柳ヶ瀬で飲みに出る日を楽しみにしてます！コ

ロナに負けず頑張ってください！

ほしいものがある 古着物やさん、つ

ばめ、高島屋

インテリアショップ 応援してます！

アーケード 特になし アーケード電飾ショー アーケード電飾ショー

アーケード ドンキホーテ アーケード電飾ショー

レトロな雰囲気がなんとも

いえないので好きです！

ミツバチ食堂 子供が生まれたせいか、オムツ替えのス

ペースや授乳スペースを気にするように

なったので、赤ちゃんに優しい商店街に

してほしいです。(例:カラフルタウンみ

たいな感じです。)

友達との会話の中でよくあがる柳ヶ瀬の利用し

辛さは、以下のとおり。

①お店の位置が分かりにくい。(例:ショッピング

モールだと、この辺りにレストラン街があっ

て、服屋さんが並んでいるというのが感覚的に

分かりやすい)

②交通の利便性(例:車だと駐車代がかかるし、駅

からもそこそこ時間がかる)

打開策をあげるならば、横浜のラーメン博物館

のようなイメージで柳ヶ瀬のレトロな雰囲気を

いかしつつ、人気のラーメン屋さんをテナント

として呼ぶこむことができれば面白いと思う。

止まない雨はない。明けない夜もない。この苦

境にも必ず終わりがきます！この難局を皆さん

で乗り越えましょう！

レトロ感 高島屋 オシャレなカフェや、ショップ 岐阜市の交通事情がもっと便利になったらいい

と思います。

大変な時期ですが、負けずに頑張ってくださ

い！

新しいお店やおいしいご飯

屋さんがあるところ。

ミツバチ食堂 グルメ系のイベントと一緒に少しお酒が

飲めるようなイベントをしてほしい。

レモンサワーのイベントとかいろんな国のグル

メのイベントとかやってほしい。

柳ヶ瀬商店街はお買い物に必要な高齢者もたく

さんいると思うのでこれからも頑張ってほしい

です。

落ち着いた雰囲気 一楽 高山や下呂、郡上など、岐阜の観光地と

連携した食べ歩きができる商店街になっ

てほしい

学生の頃近くに住んでい

て、それから変わってし

まった店も多いけど、全体

的には変わらないところ。

お化け屋敷が手作り感満載

だけどクオリティ高くてす

きです。

やながせ倉庫 小学生の頃、スイマーが売ってる店ばっ

かり行ってました。学生向けのところが

少ないと思う。ゲームセンターはなく

なってしまったのか、、インスタ映えス

ポット(可愛い壁とか絵とか置物とか)あ

るといいかも。

子育て世代なので現代的すぎないこどもの遊び

場があると嬉しい

なんでもオンライン化できる時代だからこそ、

商店街の魅力がより際立って浮き出てくると思

います。自分が青春時代を過ごした場所にはや

く娘たちも連れて行きたいです。

新旧混ざり合いつつも進化

を続けているところ

ツバメや 安く安心して止められる駐車場・クリー

ンなイメージになる夜のお店

【朝活のできる商店街】

勉強や習い事、朝食をとりながらのミーティン

グなど、夜だけでなく朝の時間帯も活用できる

ようなコンテンツがあると、通勤途中の方が立

ち寄りやすく静かな時間帯でも賑やかになるの

では？

今の新しいが、この先旧になるまで続けていけ

る商店街を目指してほしいです。

新旧混ざり合いつつも進化

を続けているところ

ツバメや 安く安心して止められる駐車場・クリー

ンなイメージになる夜のお店

【朝活のできる商店街】

勉強や習い事、朝食をとりながらのミーティン

グなど、夜だけでなく朝の時間帯も活用できる

ようなコンテンツがあると、通勤途中の方が立

ち寄りやすく静かな時間帯でも賑やかになるの

では？

今の新しいが、この先旧になるまで続けていけ

る商店街を目指してほしいです。

サンビルや、恐竜のイベン

トなどで、お子さんやたく

さんの方々が集まって、皆

さんがとても盛り上げてく

ださってるところです♡

みつばち食堂 夜中までやってるカフェ、素敵な出逢い

のある空間

街コンなどのような、素敵な出逢いがあるイベ

ントもあるといいな♡

とても頑張ってる柳ヶ瀬商店街が大好きなの

で、これからもどんどん新しいものも取り入れ

て、昔からのものも大切にして、みんなで楽し

い明るい未来を作りましょう♡踏ん張ってくださ

い！！！！！

飲食から、雑貨まで、何で

もあって一日中楽しめると

ころ。

みそかつ三和 電気屋

レトロモダンに開発されて

いたり、昔のままかのこつ

ていたり、古き良き雰囲気

も楽しめるところ

ツバメヤ

ミツバチ食堂

アンティーク雑貨のイベント 骨董品、アンティーク雑貨、ビンテージものな

どをイベントでお店を集めて市場をひらく

必ず終わりは来ます

今は、静かに見守り、いずれ来る明るい未来を

思って頑張りましょう

知らなかったお店があった

時にときめく

名前が思い出せな

いけど、自作の商

品などを集めて展

示、販売していた

お店が面白かった

です

買い物の際に、ゆっくり休めるスペー

ス。

柳ヶ瀬に行くと売ってるものなど、オリジナル

性のたかいお店があってもいいと思います。ア

ンテナショップとか

最近は大型店舗便利だけど、どこも一緒な気が

して…

アフターコロナ、リニューアル楽しみにしてい

ます！



柳ケ瀬商店街の好きなとこ
ろ

柳ケ瀬商店街で好
きな店を

今後、柳ケ瀬に増えたらいいなと思うも
の

柳ケ瀬商店街活性化のアイデア コロナと闘う店主の皆さんへ応援メッセージが
あれば

小さい頃から祖父母や母と

買い物や映画を楽しんでい

た大好きな街です！柳ケ瀬

は、落ち着くのと、個性的

なお店が並んでいて歩いて

いると探検してるみたいな

気分になれる所が好きで

す！

ブルーブルー岐阜 お洒落なカフェ 大型ショッピングモールにはない、個性あふれ

るお店が沢山あると良いと思います。唯一無二

のいつも斬新なアイデアで勝負している柳ケ瀬

にしかない飲食店や洋服屋さんが増えると駐車

場がなくても、柳ケ瀬に行こう！と思えます

何があっても成長していく道は、あると思いま

す!!　世の中の流れをよく観察しながら他の人が

やってない事をやり、自分を信じてがんばって

ください！応援しています！

岐阜県の中心は岐阜市、岐

阜市の中心は柳ヶ瀬

初寿司高島屋前

店、西柳ヶ瀬店

昼呑みのできる店、アーケード下でゆっ

くりコーヒーの飲める店

小さな個人店でも駐車場のサービス券を発行で

きるような仕組みを。

いい品物（長く使える、老若男女が使える）い

い味の店が柳ヶ瀬にある。

店員さんの温かい雰囲気 ツバメヤ 古本屋 高校生とコラボした商品を作る。高校生だけで

なく、親、祖父母世代も足を運ぶきっかけとし

て。

独特な雰囲気を持つ喫茶店など、他にはない特

徴を持った人の温かみを感じさせるお店が多い

と思います。コロナが落ち着いたら、この良さ

は絶対見直されるハズです。今はみんな踏ん張

り時だと思いますので、温かい未来が、人と人

が触れあえる未来が待っていると信じて、みん

なで、乗り越えましょう！！

ざっ！！岐阜！！を感じる 初寿司 今の空間で満足です。 すみません。ありません。 経済活性化

雨が降っても傘なしで買い

物できる

ミツバチ食堂 雑貨屋 スマホでできる地図アプリを作り、クチコミ付

きで目的地まで着けるようにしたい

がんばってください！！！

昔ながらの雰囲気 鳥倉 ビアガーデン マルシェ等の、そこでしか買えないものを常時

開催していてほしい

応援しています！

知らなかったお店があった

時にときめく

名前が思い出せな

いけど、自作の商

品などを集めて展

示、販売していた

お店が面白かった

です

買い物の際に、ゆっくり休めるスペー

ス。

柳ヶ瀬に行くと売ってるものなど、オリジナル

性のたかいお店があってもいいと思います。ア

ンテナショップとか

最近は大型店舗便利だけど、どこも一緒な気が

して…

アフターコロナ、リニューアル楽しみにしてい

ます！

レトロな雰囲気 正村 SNS映えする店舗、空間 発信力のある若者を取り込める店舗、イベント

の定着

柳ケ瀬を支えてくれている皆様ありがとうござ

います！これからも応援します！

学生の頃に学校帰りによく

遊んでた懐かしいところ。

ミツバチ食堂 小さい子どもたちが楽しめるイベントな

どをたくさん開催してほしい

人の暖かさ さんまるや チェーン店

なつかしい匂いがする お好み焼き鉄板焼

正村

ウィンドウショッピングできるようなお

店が増えたらいいです

子供連れでも、楽しめるようなアミューズメン

ト的な要素があって、お買い物できる場所があ

るといいと思います

見えない魔物との戦いは、厳しいと思います

でも、大好きな柳ケ瀬を守ってください

身体が第一です。頑張って下さい

昔からの老舗店もいいし、

オシャレなお店もあるとこ

ろ。

タイ料理ポーヤイ 子連れに優しいお店やイベント コロナ前に戻る生活はなかなか時間がかかり、

苦労されると思いますが、負けずに柳ヶ瀬商店

街でみなさんに元気を届けてください♬

昔の感じがありつつオシャ

レな店が多い

つばめや 若者が飛びつきそうなインスタ映えでき

そうなもの。

大きなイベント、みんなが参加できるもの。 コロナの中で大変だと思いますが、商店街の発

展のため頑張って下さい。

何でも そろう

高島屋 いつ 行っても そこに 行けば ある あまり 

変わらない方が、いいと、いった お店が 

出来るといいです

ゆっくり くつろげる 空間 いっしょに 頑張りましょう。

昔ながらのお店があって、

風情がよい。

ブルーブルー アニメおたのショップ おたくの聖地 大変な時期ですが、みなさん助け合って頑張り

ましょう！

高級感が漂うところ みそかつ三和 食べ歩きができるような飲食店 大変な時期かと思いますが、体調に気をつけて

頑張ってください

お洒落な店は増えつつ、街

並みは昔と変わらないとこ

ろが好きです。

柳ヶ瀬の街並みは落ち着き

ます。

岐阜の誇りです。

高島屋の近くのモ

スバーガー。

まだ18歳の社会人

になりたての時、

毎日会社でいじめ

られていました。

帰り道、自転車で

柳ヶ瀬を通ると、

色んな人が歩いて

て賑やかで

なんだか落ち着き

ました。

元気になりまし

た。

友達とモスバー

ガーを食べなが

ら、

仕事の悩みを相談

しました。

友達は泣きながら

話を聞いてくれま

した。

思い出いっぱいの

柳ヶ瀬が大好きで

す。

アスレチック広場みたいな

休日子供達が遊べる空間が欲しいで

す！！

今は買い物に行ったり

カフェ目的で柳ヶ瀬に行っていますが、

その際、子供達が退屈しないような

そんなスペースがあれば、

もっと家族層が増えると思います。

カフェやお洒落な服やさんを

どんどん増やしていくこと。かな？

経済的にも辛い事もあると思いますが、

必ず普通の毎日に戻れる日が

訪れると思うので、

その日まで、一人一人協力して

過ごしていけたらなっ思います。

また賑やかな柳ヶ瀬に戻れる時を、

私は今から楽しみにしています。

遊びに行くと、落ち着くと

ころ

高島屋の上のあか

さたなのラーメン

屋　はつみつ食堂　

近いのカフェ

占いの館　ヒーリング　カフェ　閉店し

てしまったが出汁が美味しいうどんやさ

んの復活、露店での焼き鳥やさんの復活　

和食　イタリアンのお店　雑貨屋　オー

ガニックのお店、カフェ　岐阜の文化を

伝えられるような店　服屋さん

店舗の家賃や光熱費を無料にしたら、お店をや

りたい人が出てくるのではないかなと　売り上

げが良い所は還元する

お店存続のために毎日頑張っておられるのは、

岐阜の象徴である柳ヶ瀬を守って下さりありが

とうございます。

環境が変わったり、たまにしか行けないです

が、若い時はよく友達と遊びにいっていまし

た。

早く終息を願い、これからの繁栄を願います。

そんな自分も無職中ですが、お仕事が決まった

ら、友人や親を連れてまた柳ヶ瀬にお買い物や

遊びに行きます。

雨が降っても傘なしで買い

物できる

ミツバチ食堂 雑貨屋 スマホでできる地図アプリを作り、クチコミ付

きで目的地まで着けるようにしたい

がんばってください！！！



柳ケ瀬商店街の好きなとこ
ろ

柳ケ瀬商店街で好
きな店を

今後、柳ケ瀬に増えたらいいなと思うも
の

柳ケ瀬商店街活性化のアイデア コロナと闘う店主の皆さんへ応援メッセージが
あれば

岐阜県民なので、小さい時

から柳ヶ瀬は活用していま

した。母親が昔お店をやっ

ていたという思い出話を聞

きながら連れて行っても

らったこと。高校生の時

は、定期テストが終わった

ら、センサで買い物、シ

ネックスで映画などなど。

大人になって遠のいていま

したが、今年からサンデー

ビルヂングマーケットの楽

しさに目覚めました！！！

古き良き商店街の面持ちも

ありながら、新しい若者の

店もひょこっと出てくる、

そんな柳ヶ瀬が大好きで

す。そして今ハマっていま

す！！！(先週メディアコス

モスデビューしました！！)

ツバメヤ　ミツバ

チ食堂　ベンテン

ドー

広い開放的な空間。イメージは名古屋栄

のオアシス21のような、隔てなく座れて

食べれて飲める空間。こんな大きく無く

ても、岐阜の特性を生かして、芝生に丸

太がたくさんでもいいと思います。柳ヶ

瀬商店街は、歩いていて食べたいな欲し

いなと思った商品も家に持ち帰る状態に

なるので、躊躇したり、買ってる人を見

て買いたくなる、食べてる人を見て書い

たくなると言った周りへの波及効果が薄

いと思われます。ツバメヤさんの横にア

イスを食べれるベンチができたのです

が、あれがあるだけで「買える」「食べ

れる」感ができて嬉しいので！！今年

あったコーヒーイベントも新しい試みで

いいと思います！！

①岐阜銘菓選手権　

柳ヶ瀬には沢山の銘菓が売られています。イン

スタで1日1つフューチャーして(キレイに写真

撮って)発信。雑誌CREAの手土産選手権に載っ

てもおかしくないぐらいの美味しさとパッケー

ジだが知られていない。最近見つけたベンテン

ドーのマドレーヌなんてレトロなパッケージで

懐かしすぎます！！！そのような、埋もれた銘

菓をSNS発信。

(コスト少で世界に発信できる一歩)まずは見た目

が良いものからスタートして引きつけるのはど

うでしょう？

②サンビルのスピンオフ版

ターゲットを絞ってピンポイントで開催。「文

具」「野菜」など。

③お茶イベント

柳ヶ瀬で開催済みの地酒やコーヒー　の飲み歩

きイベントのお茶版　　日本茶紅茶お茶問わ

ず、幅広い層を取り込める飲料を。ついでに岐

阜銘菓もあいだあいだにつけましょう！

柳ヶ瀬のレトロであり、絶やしては行けない歴

史のある街が好きです。お好み焼き屋のマサム

ラを毎年見て、自分も頑張ろうと思ったりしま

す！！最近は若いかたが色々と頑張っている様

子もあり、私も散策を楽しみにしています。コ

ロナで様々なことが自粛になっている今、岐阜

の良さ、柳ヶ瀬の良さを発信できたらと色々と

楽しみを見つけて散策しています！！これから

も期待しています。

オーナーの個性が感じられ

るお店が増えてきていると

ころです

ぶびんが 長居してもいい気軽な喫茶店のようなも

のがあると、学生さんとか来やすいのか

なあと思います。ファストフードやスタ

ンド、外で食べられる整備された綺麗な

広場などあるといいなあと。

岐阜市には郊外にもおもしろい取り組みをして

いるお店や団体がたくさんあると思います。そ

ういったところとつながって岐阜市全体の魅力

発信につながるといいのではないでしょうか。

駐車場問題を解消する手立てもなにかないかな

あと思います。

飲食店におかれましてはテイクアウトを中心に

日々利用させていただいております。自分がで

きる支援はこれくらいしかないので、、、これ

からも微力ながら利用することで貢献できれば

と思っております！

古き良き時代の店と新しい

店との融合

高島屋 アミューズメント施設 多様なイベントを開催し続ける。 店主の皆様のご努力で、賑わいの戻った柳ヶ瀬

がイメージできます。

ワクワクしながら、笑顔で頑張ってくださいま

せ。

アーケードであるところ。

レトロ感。雑多感。個性豊

かな店の集まり。

いせうどん ミニシアターなどで　アニメ等マイナー

な映画上映

昔は映画館がたくさんあり、その上映時間の合

間や終わってから散策にやなブラしてる人が多

かったと思う。路面電車もあったし交通の便も

今よりはよかった。

高島屋や近鉄等の集客能力の高いランドマーク

があったが、今では百貨店自体が集客能力が高

くない。

活性化の要点は３つで

・交通の便（無料駐車場、駐車券、岐阜駅から

の無料バス等）

・集客できるイベントとその情報発信（モレラ

やイオンではやらない映画のミニシアターやeス

ポーツ大会、Ｂ級グルメ大会、駅弁大会、お取

り寄せグルメ大会等）

・ランドマーク（案は今はないが高島屋ではも

う柳瀬を代表するランドマークたりえない）

上記３つを市や県を巻き込んで実施していく。

多分どれがかけても活性化は難しい。

コロナは対策さえきちんとしていれば、イレ

ジュラー的に発生することはあっても蔓延はし

ないと思いますので、しっかりと対策をとり、

それをアピールしながら自身のお身体にも留意

してお仕事がんばってください。

すこし前まではシャッター

が多かったけれど、今では

新しいカフェやピザ屋さ

ん、飲み屋などたくさん増

えてきて人も多くなり活気

あふれる街になってきたか

ら。

つばめ屋、お好み

焼き屋

フリーマーケット、女性を取り巻くよう

なカフェ

新型カフェ等で発展させ、テレビなどで取材し

てもらい、たくさんの人に知ってもらう

今は私もなかなか行けないですが、コロナが終

息したら子供とベビーカーで散歩がてら遊びに

行きたいです！それまで頑張ってください‼️

今は特にないです、寂しく

てつまらない

高島屋 キラキラ、ドキドキする空間

お祭りなどの賑わい！！

沢山のお店ですかね、イオンとかもいいけど、

賑わいのあるたくさんのお店ワクワクしたいで

すねー

私達も頑張ってます、苦しいけど乗り切って欲

しいです、また賑わう柳ヶ瀬を取り戻しましょ

う❗️

アーケードがあり雨でも安

心。

檸檬 音楽イベント、コスプレ祭 恐竜博、おばけ屋敷の復活。

おばけ屋敷は長崎屋で出来ませんか？ロイヤル

空き店舗は？ドンキの空きビル？

鉄道博は大変なので働く車輌展なら開催可能…

警察、消防、自衛隊、重機等

今は、これから増えるマンションの住人対策の

準備期間と思って辛抱です。

のんびり買い物が出来る 高島屋 アクセサリー店 ポイントサービス ただただ、ありがとうございます

昔に比べて活気がでてきた つばめ屋 何かこれ！という魅力的なもの。 ここでしか食べられないもの！ 今は大変かと思いますが頑張ってください

イベント 一楽 スーパー ビアガーデン コロナに負けず、頑張ってください

高島屋 高島屋 休憩場所 高齢者様にアーケード内を送迎できる媒体 一緒頑張りましょう

全体的に低価格 鉄道カフェはるか ドンキに代わるスーパー、バローならな

お良い

ターゲットを絞る

お年寄りより若者をターゲットに

この付近の子供達は雨が降ると徒歩で出掛けら

れる場所がない、遊べる屋内施設がほしい

ポーネルンドやROUND1みたいな、屋内施設

フードコートの様な場所(自由に座って出入り)

小さい子連れをもっと意識してほしい、マン

ションが増えれば子供が増える、雨の日は本当

に困ってる

商店街全体が子供と親の為の場所、くらいな発

想も面白い、子供服買うなら柳ヶ瀬へ

子供用品の出店誘致など

自然とカフェや飲食へと繋がる

子供が行きたい場所には親や祖父母が必要にな

る

ライバル店を排除するのではなく、相乗効果で

全体的に盛り上がるようなやり方を期待

若い人に任せてみる勇気も必要

やり方次第で 全然イケる！

場所は良いんだから



柳ケ瀬商店街の好きなとこ
ろ

柳ケ瀬商店街で好
きな店を

今後、柳ケ瀬に増えたらいいなと思うも
の

柳ケ瀬商店街活性化のアイデア コロナと闘う店主の皆さんへ応援メッセージが
あれば

昔からのお店はもちろん、

カフェや美容関係など、歩

いて分かる新発見などが

あって散歩も楽しい

岐阜高島屋さん 小さな子供たちが遊べる室内施設 目と鼻で楽しめる花のロード いつもありがとうございます。コロナはもちろ

ん、熱中症等にもお気をつけ下さい。

人の息づかいが感じられる

ところ。

つばめや、パロ

マ、四角商店、

ポーヤイ、モック

モック。

休憩場所(コミュニティスペース)の設

置。

コロナで人との関係がより希薄になりました。

人との繋がりが感じられるイベントや場所を増

やして、関係性を多くの人と作る事が時代に

合ったアイデアかと感じます。

いつも利用されて頂いております。皆さん大変

かと思いますが、ピンチをチャンスに変えて乗

り越えて下さい。応援しています。

※アンケート開始前の23日に回答してしまいま

したので、再度回答させて頂きます。

人があたたかく、安らげる ベベルたばこ店　

喫茶田園

お酒の試飲イベントなど　香水専門店 インターネットでの情報発信がまだまだ弱いの

で高齢の店主さんでも使えるようなネット情報

の充実

微々たるものですがお金は八割以上柳ケ瀬の中

で使ってます！今後ともそのつもりですので応

援させてください！

雨の当たらないから 初寿司 雑貨

クラフトのイベントを増やして欲しい

見た感じ古臭い感じの所があるから

明るい感じになればいいのでは？

今はみんな大変だけど

ONEチームで頑張りましょう!!

人情味溢れるところ 大福屋 アウトレットのような総合施設 One for all, all for one

懐かしさ。 焼きそば、お好み

焼きの、マサム

ラ。

若い人が好む店。イベント。 逃走中のロケ。これで知名度アップ。 皆さん頑張って下さい。

いつも何かしら新しいお店

があったり催しががある。

ツバメヤ

お香　宮本

ちんぷー

公園　ウォーキングロード こういうときだからこそ、小さなお店を利用し

たいと思います。頑張ってください。

初寿司がおいしい 初寿司 体験型イベント

おしゃれな洋服店

食べ歩きできる店

食べ歩きがしやすいまちにしていく みんなで手を取り合って岐阜を柳ケ瀬を盛り上

げていきたいと思います。

雰囲気。ショッピングモー

ルより落ち着いて買い物が

出来ます。シャッター街が

増えてしまったけど柳ヶ瀬

倉庫や、再開発も始まって

今後の発展が楽しみです。

髙島屋 無くなってしまったゲームセンターが欲

しいです。夜の繁華街が多いので治安的

に難しいのかな…。駐車場があると寄り

やすいと思います。

柳ヶ瀬商店街は、どうしても大人の行く場所の

イメージがあります。映えスポットやゆっこ

ちゃんのようなキャンペーンタレントさんに、

男性タレントさんが居れば女性ファンも多く付

くのではないでしょうか。

厳しい現状だと思います。飲食店のテイクアウ

トなどは積極的に買いたいと思いますので負け

ないでください。

新しいお店が増えている。　

昭和を感じられる。アー

ケードのおかげで雨風暑さ

をしのげる。

無印良品 スパイスカレーの店やカレーフェス スナックや横丁を紹介した小冊子がほしい。西

柳ヶ瀬も含めて。ぎふチャンの「ぎふなび」に

柳ヶ瀬のスナック紹介コーナーを作り　ＭＣの

宮本さんに客として訪れてもらう。店に入るま

での映像もいれて。我々５０代の青春時代は宮

本さんと同じ時代を過ごしているのであの頃が

よみがえりそう。同じ時代に活躍された鉄崎幹

人さんでもいいと思う。

自粛期間中ぎふチャンの「ぎふなび」で柳ヶ瀬

特集があり　思いのほかたっぷり紹介され嬉し

かったです。皆さんの様子が伝わり涙ぐんだ自

分にびっくり。いい番組でした。

レトロチックな雰囲気 キカザル シーシャ 事業主、店主の方々へのダメージとても大き

かったと思います。

お店が復興する事を願います。

昔ながらのうどん屋や定食

屋、たこやき屋などがあっ

たり、カフェがあるところ

ドンキ、定食屋、

高島屋

薬局や飲食店、エステサロンなどを増や

すといいと思います。若い子向けの入り

やすいお店など

ふらっとはいれるような若い子も行きやすい飲

食店やファミレス、用品店を作ってほしい。ま

た、街頭が暗めで怖い、行きにくさがあるた

め、もう少し明るい感じにしてほしい。色使い

や、街頭の照明など

コロナで中々うまくいかないことばかりです

が、大好きな地元として、これ以上お店がコロ

ナのせいで減ることなく、繁盛してほしい。ス

テキなお店にステキな人たちばかりの柳ヶ瀬を

応援しています。一緒に頑張りましょう！

個性的なお店が多い アイリッシュパブ

ルーザーズ

高島屋

バンクラッシー　

廣瀬靴店　など。

水辺や誰もが数年に一度来なければいけ

ない免許更新のような施設。

起業家さんに対し、数年契約を前提に無料賃貸

期間を与えて新しい風を入れる。

踏ん張り時かもしれませんが、頑張っていきま

しょう。応援しています。

色々なお店が集中していて

歩いているだけで楽しい

松乃屋さん カフェが増えるといいなと思います

人があったかいところ ツバメヤ キッズスペース、親が昼から飲むような

外飲み出来る場所

キッズスペース、親が昼から飲むような外飲み

出来る場所があるともっと頻繁に行くようにな

ると思う。

まだまだ終息しなさそうなコロナですが感染対

策をしっかりすれば大丈夫なので頑張って欲し

い。

マルシェでオシャレなアク

セサリーが買えるとこ

ミツバチ食堂 ミツバチ食堂のようなオシャレなカフェ

を増やして欲しい

若者が好きなインスタ映えするオシャレなカ

フェや雑貨屋、栄のようなオシャレな古着屋、

食べ歩きができる食べ物屋さんなど若者目線の

お店を増やすといいと思う。

カフェを増やすだけでは、食べてからどこに行

くとなるのでご飯屋さんを増やすだけでなく、

買い物ができる若者目線の服屋や雑貨屋を増や

すのがいいと思う。

ゲーセンがあった時は長良川の花火大会の前に

プリクラ撮りに行くために柳ヶ瀬によく行って

いたのでプリクラ撮れる場所を作るのもいいと

思う。

岐阜駅から行きやすく、オシャレなお店が周り

に増えてきているので、コロナが落ち着いたら

また柳ヶ瀬に行こうと思っているので、柳ヶ瀬

のお店を応援しています。頑張ってください。

もともと地元であり、様々

なイベント等が行われてい

るところ。

高島屋、ロイヤル

劇場

子供と一緒に楽しむことができるお店や

イベント。

子供と一緒に楽しむことができるお店やイベン

トの開催。

今は大変な時期ですが、コロナに負けず、頑張

ろう！

いろんなお店がある 居酒屋 食べ歩き食べ放題だのお店に行っても 商店街で運動会 なんとかコロナが終わるまでは踏ん張ってるく

ださい

昔ながらの街並みで、暖か

い気持ちになれる。

昔ながらのご飯屋さんがと

ても美味しいし、居心地が

良い

高島屋 グルメイベント



柳ケ瀬商店街の好きなとこ
ろ

柳ケ瀬商店街で好
きな店を

今後、柳ケ瀬に増えたらいいなと思うも
の

柳ケ瀬商店街活性化のアイデア コロナと闘う店主の皆さんへ応援メッセージが
あれば

賑やかなアーケード街。車

に邪魔されずにあちこち見

て回れるところ。

子供の頃に行って感じたワ

クワク感を今でも感じる事

が出来る。

タカシマヤ。シ

ネックス。

パルコやメルサがのようなデパート、あ

るいは専門店。ドンキホーテのようなど

こでもある大衆店舗ではなく、ブランド

物やそこにしか無いような物を扱った特

別感のあるお店が欲しい。

若者が集まるスポット作り。星ヶ丘テラスや金

沢の香林坊のような、おしゃれで綺麗な街づく

り。

若者はもちろん、家族がペットを連れて楽しめ

るような街並み。公園や緑も充実させる。

子供の頃に親に連れて行ってもらうとワクワク

しました。少し大人になり自分で行けるように

なったら、パルコやメルサでいつもよりいい物

を買いに行きました。大人になりプレゼントや

結婚指輪を買いに行きました。

この状況でとても大変だと思いますが、そんな

ワクワク出来る街作りをこれからも頑張って下

さい。

どうぞお体に気をつけて。

あたたかみがある 神室町商店heat 飲食イベント 柳ヶ瀬商店街大好きです！これからも通うので

頑張ってください

風情と人情を感じられる場

所

たばこ屋さん カフェバーみたいなお店があると盛り上

がると思います！

ご飯屋さんや、お酒飲める場所をたくさん作る

こと。

いつもお世話になってます！

お店にたくさん遊びに行きます！！

買い物しやすく、何でも揃

うので、安心できる。

高島屋などの大型店から、

個人の専門店まで、幅広い

店舗がある。

老舗もあり、美味しいもの

が多い。

サロンドマルイ

チ、シネックス

パン屋、ランチの美味しいお店 イベントでパンマルシェなどの開催。

割引クーポン券の発行、QRコード決済の導入、

共通ポイント制度、商店街福引き、ワゴンセー

ルなど若い世代が来ても対応できる店舗が増え

ると良い。

子育て世代に優しい街になるよう、工夫を凝ら

した店が出来ると良い。

年配の方が楽しみに買い物が出来る新鮮な食品

の軽トラ市場や朝市。

休憩スペース。

Wi-Fiの整備。

新しいお店をインターネットで紹介したり、既

存店のおすすめのランチ紹介。

ドンキホーテのかわりに価格の安いお店が出来

ると良い。

おしゃれな街になると良い。

コロナ禍を乗り切って下さい。

また買い物に行きます。

個性的なお店が多い アイリッシュパブ

ルーザーズ

高島屋

バンクラッシー　

廣瀬靴店　など。

水辺や誰もが数年に一度来なければいけ

ない免許更新のような施設。

起業家さんに対し、数年契約を前提に無料賃貸

期間を与えて新しい風を入れる。

踏ん張り時かもしれませんが、頑張っていきま

しょう。応援しています。

小さなお店であっても、比

較的気軽に入れやすい。

糸重カバン店。平

木屋画材店。天ぷ

らくらぶ。

動物小物を扱うお店。 なかなか長良川以南に行けないのが申し訳ない

です。ふらっと立ち寄っただけでもいただける

笑顔に励まされています。皆様の安全と安心を

祈っています。

人情溢れている ナミコシさん　来

て屋

おしゃれなカフェ・スーパー 自転車タクシーを常に稼働してほしい 微力ながら応援しています。

大変ですが、なんとか耐えてまた元気な柳ケ瀬

になってください

ドンキホーテがあるから ドンキホーテ ドンキホーテのようなお店。 流行りの食べ物があると良いなぁと思います。 全国で第２波が急速増えた中、感染者すごく少

なく抑えられていて、予防がされているからだ

と思います。完全にはなくならないと思います

が、頑張って下さい。

人が多すぎない商店街 ミツバチ食堂 フリーマーケットなど 子ども向けのイベント 昔はよく行きましたがコロナもあり1年以上行け

てません。安心して行けるようになったら行き

たいです。若い方のお店が多くなっているよう

なので楽しみにしていますので頑張ってくださ

い。

昼のお店と夜の歓楽街が一

つになってる事

高島屋 屋台が増えたら嬉しい 楽市楽座、ATM24時間営業、24時間交通アクセ

ス、24時間風俗営業、24時間365日全ての業種

の規制緩和、柳ヶ瀬だけの特例指定

アーケードがある所 高島屋 カフェやレストラン キャンペーンをどんどんやる。 頑張って下さい。

昔ながらの雰囲気 とりくら 1000円でベロベロになれるようなコスパ

な居酒屋

大変な時期ですが、頑張ってこの街を守って行

きましょう！

散歩途中、たまに新しいお

店を見つけて楽しめるとこ

ろ。

柳ヶ瀬倉庫 meetupみたいな趣味が一緒とか、気の合

いそうな知らない人と知り合えるイベン

トが開催される場所ができたらいいな！

屋根があるテラス席みたいなのがあるカフェと

かバーができたら良さそう！

ずっと岐阜に住んでいて、遊べる場所と言えば

柳ヶ瀬周辺、岐阜駅周辺でご飯食べる事なの

で、今後も楽しみにしてます！

昼のお店と夜の歓楽街が一

つになってる事

高島屋 屋台が増えたら嬉しい 楽市楽座、ATM24時間営業、24時間交通アクセ

ス、24時間風俗営業、24時間365日全ての業種

の規制緩和、柳ヶ瀬だけの特例指定

のんびりできるとこ ラウンジ21 カフェ 玉宮に負けるな！

高島屋があること。ツバメ

やさんや、それぞれに頑

張っていらっしゃるお店

ツバメや、高島

屋、丸満、大福

屋、赤鰐、季づな

美味しい、バームクーヘンのお店 ドンキホーテに変わる、コスパの良い商品を販

売する店舗の誘致

来店される方が確実に減り、経営が大変だと思

いますが、良い物は、良い物として、必ずや需

要があると思います。

私も、感染対策をしなが、柳ケ瀬に通います。

頑張って下さい。

屋根がある 初寿司 居酒屋 お店の特徴を掲載したリーフレットをつくる 住人が増えるので頑張りましょう　岐阜を盛り

上げましょう

親しみがあるところ やながせ倉庫 公園 公園があるといい がんばってください

ゆっくり楽しく会話して飲

めるところです。

うどんよしこ　ス

ナックビオーラ

柳ヶ瀬　吉本劇場 吉本新喜劇　球団グッズ販売店 坂本秀明さんいつも楽しいひと時をありがと

う。これからもコロナに負けず　店を続けて下

さい。柳ヶ瀬に飲みに行く際には必ず店に寄り

ます。宜しくお願いします。

景観、イベント時の雰囲

気、こだわりを守り続ける

お店

ツバメヤ、ナマス

テグル

おしゃれな店やスペース アクセスの改善、若者の呼び込み(学割とか) また明るい街にしてください、応援していま

す！

高島屋がある 高島屋 美味しいスイーツ屋 開いてないお店を活かしてカフェをしてほしい 大変ですが岐阜市の自慢な場所の一つです。頑

張って下さい

最近おしゃれな若者向きの

店が増えてきた。

ミツバチ食堂、ツ

バメヤ、ぱたー

た。

若者うけするおしゃれなお店。 自分もその1人ですが、おしゃれな店が増えると

若者が商店街にたくさん来ると思います。

今は大変な状況かと思いますが、柳ケ瀬商店街

ファンとして応援しています。頑張ってくださ

い！



柳ケ瀬商店街の好きなとこ
ろ

柳ケ瀬商店街で好
きな店を

今後、柳ケ瀬に増えたらいいなと思うも
の

柳ケ瀬商店街活性化のアイデア コロナと闘う店主の皆さんへ応援メッセージが
あれば

子供の頃から親しみがある 高島屋 、palette 美術鑑賞や、読書、お酒、いろんな趣味

のいろんな世代が語り合える、友達と行

かなくても楽しめる街

若い世代が、来店しやすいように駐車料金を学

割があると良いと思います。私たち大人は今ま

でどおり又は、もう少しお高めでも活気か出る

なら嬉しくなります。

子供の頃からお世話になってます！

ちょうどいい都市、岐阜柳ヶ瀬を守ってくだ

さってありがとうございます😊

昔ながらの商店街の雰囲気 ロンドン 子どもと一緒に行ける飲食店を増やして

ほしい

高島屋のリニューアル コロナに負けるな！

高島屋 オノギデパート 居酒屋

昔ながらの商店街の雰囲気 ロンドン 子どもと一緒に行ける飲食店を増やして

ほしい

高島屋のリニューアル コロナに負けるな！

昔ながらのお店がある 丸デブ　丸万　八

千代　マサム

ラ、、、

食堂、岐阜グルメのメッカに お店を巡るスタンプラリー 人が集まりにくくなってますが、岐阜の人達は

戻って来ます

散策しながらお店を見て歩

ける

高島屋　無印良品　

A.L.C.cafe

６０歳以上のお値段も手ごろなシンプル

でお洒落な服の店　　多治見、土岐など

岐阜を代表する陶磁器などを売る洒落た

店が岐阜駅のギフトショップしか無いの

で柳ケ瀬にも欲しいです

長崎屋を壊して水が流れて緑を配して周りにに

お洒落な店を作り柳ケ瀬の核にする

大変だと思います頑張って柳ケ瀬を再生してく

ださい。

人がいなくて密にならない ドンキホーテ スケートパーク 新しい市役所に車を停めて歩かせる 辛いのは柳ケ瀬だけじゃない

地元密着した雰囲気がある つばめや 若者の集う集客力のあるお店 スマホアプリを使ったゲームイベント 今は、耐えどきです。必ず復活出来る時がきま

す。応援しています！

アーケードで雨に濡れない

モップがけしておられて清

潔

ゴミも落ちていない

老舗も新しいお店もあるの

で散歩がてらランチ先を探

すのは楽しい

高島屋さん

ミツバチ食堂さん

学生さんが安く出せる画廊や小劇場ス

ペース

岐阜のアンテナショップ

・ちびっこや学生さん等の小さいイベントを増

やす＆小屋やイベントスペースを学割で貸すな

どして若いうちから親しんで貰って将来につな

げる

・金神社のお膝元なので金運アップの名所や名

物を増やす

柳ヶ瀬はやっぱり特別な存在

月2でお買い物と散歩にランチを楽しみにしてお

ります

明日も行くのでよろしくお願いします

いろんなイベントを頑張っ

ているところ

自由書房改め大垣

書店

お化け屋敷復活 日はまた昇る

レトロなお店と、新しいお

しゃれなお店があって、い

ろいろ変わりつつあるので

楽しいです。

ツバメヤ 飲食店が増えてほしいです。ランチのお

店や、おしゃれなカフェで楽しい時間を

過ごしたいです。

岐阜は車で行動する人が多いので、もっと駐車

場が使いやすくなるといいです。長い時間無料

になれば、滞在時間も増えていいと思います。

いつ終息するかわからない中で、不安を抱えた

毎日だと思いますが、岐阜市民として応援して

います。頑張ってください！！

おしゃれな雑貨屋やカフェ

があるところ

penguin boots 個性的なおしゃれなお店が増えて欲しい 無料駐車場があるといいな。 コロナでいろんなことが思うように出来ないの

はホント悔しい！また賑やかな柳ヶ瀬に遊びに

行きたいです！

安心して買物が出来る ドンキホーテ ディスカウントショップ 皆さんで頑張って集客していただき　活気のあ

る街にしてほしいです。

子供の頃訪れた、懐かしさ

を感じられ、新しいものに

ふれられる

大福屋、高島屋 ショッピングモールとは異なる特色をだ

すため、専門性の高い店があるとよいか

なと。またそれが簡単にキーワードなど

で、現地でアプリでしらべれたり、積極

的に配信されているとよい。

上記に記載の通り、ショッピングモールとの差

別化が必要。どこでもかえるものがではつい

ショッピングモールやディスカウントストアに

いってしまう。伝統と流行のいいとこどりでワ

クワクするような店の増加が求められる。ま

た、アクセスの向上が必要。車が主の岐阜にお

いて利便性は重要であるが現状まだ行きづらい

イメージ。 客層のターゲットを県内外どちらに

比重をおくかを決めることで対策もかわりそ

う。

子供の頃の思い出もつまった岐阜のシンボル的

なイメージを持つ世代もだんだん歳をとってき

ている。いいものを発信して再び岐阜の象徴と

なるような商店街になることを期待していま

す。

雨の日でも快適、イベント

がある、変わったお店が

あって面白い、昔からある

らしいお店の人が親しみや

すい。

柳ヶ瀬倉庫、団子

屋

サンビルがとても混んでるので違う日に

もう1日やったらいいなと思う。

アーケードの下で子供が遊べる空間があ

るといい。

やななに復活してもらって宣伝する。

柳ヶ瀬商店街限定のプレミアム商品券発行。

地元が近くて柳ヶ瀬は今はいない祖父母とよく

行っていました。とても懐かしく、大好きな商

店街です。今は大変な時期ですが何とか頑張っ

て下さい。

川がある。アーケードの飾

り。

虎屋、三星カメ

ラ、宮本、髙島屋

の組曲、無印良

品、ふくろうの

店、柳ケ瀬倉庫

100均、雑貨店、カルディ、マクドナル

ド、ミスタードーナツ

長崎屋ビルの再利用。商工会議所をアーケード

の中に移転する。

親が共働きでしたので昼間は赤ちゃんの頃から

吉津町の祖母の家に預けられていました。その

為、幼稚園の頃から友達とアーケードの中を走

り回っていました。この先もずっと通い続けた

い商店街です。

昔ながらとリノベーション

の融合。

柳ヶ瀬倉庫、シ

ネックス

若者服屋、カフェ、大須のような食べ歩

き

コロナを乗り越えて、頑張ってください！

高島屋 高島屋 サンビルみたいなイベントが毎週

あたたかい雰囲気があり、

お店の人も親切

ツバメヤ キレイな公衆トイレ 人が減り経営が本当に大変だと思います。学生

から利用させてもらっていましてとても馴染み

のある商店街なので、他人事とは思えません。

なんとか岐阜を代表する商店街として踏ん張っ

て乗り越えて下さいね！応援しています！！

人との繋がり ミツバチ食堂、ぶ

びんが、ビッカ

フェ

定食屋さん ファーマーズマーケット 対策などご苦労が多いと思いますが、頑張って

ください

昔ながらのお店がある Loop カフェ フリーマーケットを開催 震災を乗り越えた日本なら、コロナも乗り越え

られます！今は苦しいですがまたみんなで笑い

ましょう！

昔から馴染みがある、親し

みやすい

決まったお店は無

し

子連れで行きやすい店、空間、イベント 沢山の人達が苦境に立たされています。今の頑

張りが、後にこの状況をプラスになる生き方が

できていると信じて乗り越えましょう



柳ケ瀬商店街の好きなとこ
ろ

柳ケ瀬商店街で好
きな店を

今後、柳ケ瀬に増えたらいいなと思うも
の

柳ケ瀬商店街活性化のアイデア コロナと闘う店主の皆さんへ応援メッセージが
あれば

行く度に新しいお店を発見

したり、様々な週末イベン

トがあり、子連れで楽しめ

ています。アーケードがあ

り、天気を気にしなくてい

いのも嬉しいです。

BLUE BLUE岐阜、

ツバメヤ、アン

ティークショップ

小さなカフェ、小さな雑貨屋、おしゃれ

な花屋、おしゃれなこだわりの陶器、料

理器具を扱う店、食べ歩きできる料理を

提供できる店。アーケードの下で子供が

遊べる広場。

細々とお店が沢山あると、発見があって楽しい

と思います。ピカピカにスタイリッシュで綺麗

な空間ではなく、今ある状態をうまく活かし

て、味のある商店街になると面白いかなと思い

ます。

楽しみにしていたイベントがなくなり、家族み

んなで、再開を楽しみにしてます。

感染防止対策等、以前よりもより準備等大変か

と思いますが、たくさんの人がその日を心待ち

にしていると思います。頑張ってください。応

援してます。

・働いている人、生活して

いる人の顔が見えること

・他所から来た人、初めて

来た人にやさしい。文化的

な溜まり場。

・本がよめる場所がたくさ

んある。

ぶびんが、ウィ

ザード、ヨジハン

文庫、ビッカ

フェ、みつばち食

堂、ツバメヤ、ア

ラスカ文具

てつがくカフェ スタンプラリー、好きなお店へのコメントが見

合える地図、ダーツの旅的なお店巡りイベント

今はなかなか足を運べませんが、思い出ある場

所がたくさんあります。丁寧な仕事が集う商店

街、今後も楽しみにしています。

昔ながらの商店街があるか

ら

岩田時計舗 セールイベント やなな復活 高校時代に毎日通学路で通っていました。当時

の街並みが残っているのは嬉しいので、コロナ

が落ち着いたらまた活気のある商店街を期待し

ています。

小さい頃から映画などで通

いワクワクした

大福屋 子供が遊べる空間 空いたビルなどを利用して子供が遊べるアソレ

チックなどを作って欲しい。

コロナが終わったらまた家族で通いますので、

これからも頑張ってください。

チェーン店が少ないところ

人相の悪い人がいなくて安

心なところ

ミツバチ食堂　

ALCCAFE 廣瀬靴

店　大福屋　マル

イチ

10年以上前柳ヶ瀬の空き店舗活用でテ

ディベア教室が半年間だけありました。

短い期間に何度か通い続け販売できるま

でになりなにより一生の趣味になりまし

た。

作家さんのワークショップとか単発のイ

ベントもいいと思います。ただ、ある程

度の期間続けて趣味を深めて腕も上がる

ような空間があり、そこで人の絆が深ま

り経済効果もあがるように思います。

シュールなオタクが集うなにか 商店街は子供の頃の遊び場でした。

同級生のほとんどは地元を離れてしまいまし

た。親の世代の厳しさを知っているからかもし

れません。

今だからこそできる商店街の形があるように思

います。店主の方々は親の世代とは違う形を模

索されているのだろうと頼もしく感じておりま

す。

個人でできることには限界もあり歯痒い思いを

されているかもしれません。みなさんの力を出

し合いながら発展されていくことを祈念してお

ります。

どこか落ち着いた中に活気

があるところ

ALCカフェ B級グルメの祭典などラーメン博や岐阜

飛騨の日本酒の祭典など

車でお越しになる方からすると少し駐車場の場

所が分かりにくかったり遠い感じる

今は休息の時だと思い、たくさんのやりたいこ

とアイディアを補充してこれから先の将来の為

になる時間にしましょう。

徒歩圏内でだいたいの物が

揃う所

田なかや 映画館、銭湯などの娯楽施設 店舗同士のイベント、抱き合わせで〇〇円

OFF、飲食店のスタンプラリー(来店で〇〇サー

ビス、完走で〇〇プレゼントなど)

柳ヶ瀬は無くなったらダメな街です！

また昔の様な活気を取り戻しましょう！

徒歩圏内でだいたいの物が

揃う所

田なかや 映画館、銭湯などの娯楽施設 店舗同士のイベント、抱き合わせで〇〇円

OFF、飲食店のスタンプラリー(来店で〇〇サー

ビス、完走で〇〇プレゼントなど)

柳ヶ瀬は無くなったらダメな街です！

また昔の様な活気を取り戻しましょう！

雨でもぬれずに歩けるとこ

ろ

CINEX 昔あったような、またＪＲ岐阜駅周辺に

あるような様々な居酒屋

岐阜は完全に公共輸送より、車利用が多いで

す。地下水の問題があるため、地下駐車場建設

は難しいかもしれませんが、地下にたくさんの

駐車場をつくり、車でのアクセスを今以上によ

くすることが、足を運ぶことにつながると思い

ます。（地上部はこれ以上増やすのは物理的に

無理）

ただ、郊外ではタダで車を止められるメリット

があり、どうしてもお金を払ってまでと思われ

がちです。だから、お金を払ってまでも来るメ

リットを作らないといけません。例えば、対面

で商売する方式は、郊外の店舗では少ないで

す。小さい商店街だからこそ、客との距離は縮

まります。その良さを、もっとアピールしては

どうでしょう。年寄の年代は、話しながら（聞

きながら）買い物する方が助かると思っている

人が多いと思います。

また、少なくなったとはいえ、飲みに行く人口

はこれからも一定程度あり、なくなることはな

いと思います。飲み屋の実店舗数を増やしてい

くのも大切だと思います。（飲み屋スタンプラ

リー、期間中行った店舗の数による景品進呈な

どをすると面白いかもしれません。）

柳ヶ瀬は、私が子供の頃から幾度となく足を運

んだエリアです。小さい頃は、バスで出かけ、

丸物でクリームソーダを飲み、屋上の遊具で遊

んで帰りました。大学ではバイトをしていた関

係で、岐阜土地工業系列のたくさんの劇場へ足

を運びました。大人になってからも、多くの飲

み屋へ出かけ、バスやタクシーで帰りました。

もちろん、それ以外の商店へも子どもたちと一

緒に行きました。そんな思い出深い柳ヶ瀬が存

続しつづけることは、個人的にとっても嬉しい

ことです。きっと人手が少なくなり、今は大変

な時かもしれませんが、私のように昔を懐かし

む人は多いと思います。そんな私たちのために

も、店を閉めず頑張ってほしいと思います。お

店があれば、必ず足を運ぶ人たちはいます。私

もそうです。応援しています！

自分の故郷を思い出させて

くれるような、温かい雰囲

気のある柳ヶ瀬商店街が大

好きです。

A.L.C.cafe さん 私はよく友達とカフェ巡りをしていま

す。そのため、さらに多くのケーキやパ

フェなどを提供するカフェが増えると良

いなと考えています。

若者がさらに増えるように、インスタ映えのス

ポットを作ると良いと思います！

コロナは必ず終息すると願っています。全国民

の皆さんがマスクがなくても思いっきり柳ヶ瀬

商店街で遊べるよう、最後まで諦めずに、同じ

岐阜県民として支え合いながら頑張って行きま

しょう！

自分の故郷を思い出させて

くれるような、温かい雰囲

気のある柳ヶ瀬商店街が大

好きです。

A.L.C.cafe さん 私はよく友達とカフェ巡りをしていま

す。そのため、さらに多くのケーキやパ

フェなどを提供するカフェが増えると良

いなと考えています。

若者がさらに増えるように、インスタ映えのス

ポットを作ると良いと思います！

コロナは必ず終息すると願っています。全国民

の皆さんがマスクがなくても思いっきり柳ヶ瀬

商店街で遊べるよう、最後まで諦めずに、同じ

岐阜県民として支え合いながら頑張って行きま

しょう！

商店街の路地が屋根で覆わ

れているので、雨天時や夏

の暑い時期は、快適に過ご

すことができます。

岐阜高島屋・シ

ネックス岐阜

ベンチのある広い休憩場所 散在している有名グルメ店を一か所に集め、お

客がすぐ好きな店を利用できるようにする。テ

イクアウトしたものを併設された休憩場所で飲

食できる。

賑わっていた昔に比べ、現在は閑散となってい

ますが、世の中は絶えず変化していて山あり谷

ありの繰り返しです。チャンスを逃さず頑張っ

てください。

店員さんの温かい雰囲気 ツバメヤ 古本屋 高校生とコラボした商品を作る。高校生だけで

なく、親、祖父母世代も足を運ぶきっかけとし

て。

独特な雰囲気を持つ喫茶店など、他にはない特

徴を持った人の温かみを感じさせるお店が多い

と思います。コロナが落ち着いたら、この良さ

は絶対見直されるハズです。今はみんな踏ん張

り時だと思いますので、温かい未来が、人と人

が触れあえる未来が待っていると信じて、みん

なで、乗り越えましょう！！



柳ケ瀬商店街の好きなとこ
ろ

柳ケ瀬商店街で好
きな店を

今後、柳ケ瀬に増えたらいいなと思うも
の

柳ケ瀬商店街活性化のアイデア コロナと闘う店主の皆さんへ応援メッセージが
あれば

中学生のころ、友だちとバ

スに乗って柳ケ瀬に行く。

特別なイベントのドキド

キ。あの頃を思い出す懐か

しい気持ちになれる。

ロイヤル劇場 多目的トイレや授乳室などもある綺麗な

公共施設

岐阜のグルメ（飛騨牛、栗、鮎など）が手軽に

食べ歩きできるようなお店や、昔の良さ（人魚

像のあるあたりとか）を活かしつつ清潔感や明

るさのある通りの整備など、観光スポットとし

ての魅力の工場

雰囲気が好きです。 つばめや 飲食店、プリクラが置いてあるお店 飲食店をつくって若者をターゲットにして遊べ

る場所にしたらいいと思います。

今は大変な時期かもしれませんが一緒にがんば

りましょう。

アーケードの規模が大きい 高島屋 高知のようなヒロメ市場 高知の日曜市を参考に 柳ケ瀬は底力があります。頑張りましょう。

昔ながらの趣 ツバメヤ 岐阜の良さを伝えていけるような事 大変な時ですが頑張っていただいてありがとう

ございます。皆様も体調に気をつけて下さい。

アーケード通り 高島屋 謎解きイベント 謎解きイベント 頑張ってください！

昔のままの風景がそのまま

残っていてとても懐かしい

気持ちになる

ツバメヤ カフェ、ハロウィンイベントの復活 コロナの影響で本当に大変だと思います。頑

張ってください！また活気溢れる柳ヶ瀬に遊び

に行きたいです。

アーケードがあるところ シネックス、高島

屋

街と各店舗と駐車場が、もっとシームレ

スであってほしいです。

他県から来た人が、高島屋前の駐輪スペースに

驚いてました。マンションも増えるので、いつ

までも「商店街」じゃなくて、住宅、職場、買

い物、食事が揃った、もっと生活と近い街の方

が、立ち寄る用事が増えそう。

頑張っていらっしゃる姿をいつも拝見していま

す。

色々な店がある 初寿司 公開録画 無料駐車場を作る 頑張って下さい

いろんなお店がある ブルーブルー 雑貨店 お祭りや露店など がんばってください

落ち着いた雰囲気 一楽 高山や下呂、郡上など、岐阜の観光地と

連携した食べ歩きができる商店街になっ

てほしい

レトロな映画や街の雰囲気

が好きです。小さい頃から

柳ケ瀬商店街が大好きで

す！私にとって柳ヶ瀬商店

街は青春そのものです！！

つばめや。ロンド

ンパン屋。その通

りで行われるイベ

ントが大好きで

す！

フリーマーケットは見ててワクワクする

のでこれからも続けて下さい！

老若男女問わず柳ヶ瀬に遊び場を作って頂きた

い！女子高生でも行きたくなるような、インス

タ映えスポットがあれば街に人が増えると思い

ます

新生活様式で飲食店の皆様本当にご苦労様で

す。私も以前飲食店ではたらいており今の現状

難しい事ばかりかもしれません。岐阜の皆心の

底から応援してます！コロナに勝ちましょう！

私で柳ケ瀬で四代目　子ど

もの頃から　空気みたいな

所　全て愛着が有ります

無くなるが　ドン

キホー

マーケット 新しいマンションやビルが完成しなければ　わ

からない

今は、耐えるしか無いので　頑張れしか無いか

な?

昔ながらのお店がある Loop カフェ フリーマーケットを開催 震災を乗り越えた日本なら、コロナも乗り越え

られます！今は苦しいですがまたみんなで笑い

ましょう！

懐かしい雰囲気 柳ヶ瀬倉庫 マルシェ、お洒落なセレクトショップ 若者が集まるお店をつくる 辛い時ほど考える時間も増えると思います。そ

こで考えて乗り越えた方はコロナを超えた先で

今まで以上のことができると思います。辛いで

すが頑張りましょう！

小さい頃から来てる街なの

で思い出がいっぱいな所

かじ木 若い子が集まれる場所 もっと小さい子や若い人がいっぱい来れる街に

する

大変な事いっぱいありますが頑張って行きまし

ょう✌🏽️

地元の商店街だから安心す

る

初寿司 お祭り・カフェ 土日のイベントを増やす 前向きさを忘れずこの苦境を乗り越えていきま

しょう！！

落ち着いた雰囲気 一楽 高山や下呂、郡上など、岐阜の観光地と

連携した食べ歩きができる商店街になっ

てほしい

子供の頃から通ってるから

大好き

ツバメヤ、大福

屋、三和屋、モス

など

飲食店が増えると嬉しい イベントの増加 コロナ禍に負けず柳ヶ瀬を盛り上げましょう

近いし、便利 高島屋 食料品店 光を取り入れ明るくお洒落な空間になるとい

い。

また安心してお買い物ができる日を楽しみにし

ています。

近いし、便利 高島屋 食料品店 光を取り入れ明るくお洒落な空間になるとい

い。

また安心してお買い物ができる日を楽しみにし

ています。

お店の人がアットホームで

優しい。

みちばち食堂、つ

ばめや、ロンドン

１００均、木のオアシス くじ引きなどイベント。 通勤や昼休みに商店街を通ります。その際に、

買い物や食事で少しでも力になれると嬉しいで

す。

レトロな街並みや小さい頃

の思い出がつまっていると

ころ

ミツバチ食堂、高

島屋、シネックス

待ち合わせスポット、モニュメントのよ

うなもの。

大須の招き猫のように、柳ヶ瀬といえ

ば、あそこ！と目印になるようなものが

あったらよい。

夜の飲食業や月に一度のマーケットではなく

「朝市」など、朝から活気が出るような街並み

になるといいと思います。

やまない雨はないと思います。

ご苦労されてるとは思いますが、コロナ終息後

には以前よりも賑わう柳ヶ瀬になると信じて頑

張ってください。

昔ながらの良さと新しさが

共存しているところ

高島屋 居酒屋 スタンプラリー 小さい頃から慣れ親しんだ街！頑張って下さ

い！

子連れに優しいところ 高島屋 地下駐車場。雨の日や暑い日でも濡れた

り陽に当たったりしないところ。

やななを復活させる 不安ですが、柳ヶ瀬応援してます。頑張りま

しょう！

アーケードになってるとこ

ろと、新しいお店と懐かし

いお店が混在してるとか

高島屋 緑があるフリーの休憩所 ごめんなさい、思いつかないです。 もっと消費で応援します！

道が広くて歩きやすい 神室町商店・三和 沖縄のエイサーショー・三線ライブ 昔のように映画館のナイターがあるといいな・

大須のように歩きながら食べれる店があると若

者も増えると思う。もっと、みんなと協力し

合って。

コロナに負けず頑張ってください

落ち着いた雰囲気 一楽 高山や下呂、郡上など、岐阜の観光地と

連携した食べ歩きができる商店街になっ

てほしい

新しいものも古いものもあ

るところ

Enza ツバメヤ　

ALCcafe

DOLCI(開発で撤退されたお店) ・薄暗い感じの通りはもう少し明るくなるとい

いなと思います。

・サンビルみたいなイベントの日は各店も何か

普段と違うものを表に出してもらえると覗いて

みようかなと思えると思います。

続けていくことが何より大変だとは思います

が、週末遊びに行けることを楽しみにしている

ので頑張って下さい！

小さい頃からのアーケード

街の雰囲気が好きです。最

近新しいカフェ・店ができ

たりでたまにのぞいていま

す。

ツバメや・高島

屋・ミツバチ食堂

月イチのマルシェが回数が増えればいい

です。ランチ等をしたいのですが駐車場

料金がかかるのがネックです。

カフェ。雑貨店がもう少し増えたらいい

なと思います。

駐車場無料。マルシェの回数増加 柳ケ瀬の商店街の皆さん、コロナで訪れる人の

数も減り大変だとおもいます。

頑張って乗り切ってください。応援していま

す。
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柳ケ瀬商店街で好
きな店を

今後、柳ケ瀬に増えたらいいなと思うも
の

柳ケ瀬商店街活性化のアイデア コロナと闘う店主の皆さんへ応援メッセージが
あれば

子連れに優しいところ 高島屋 地下駐車場。雨の日や暑い日でも濡れた

り陽に当たったりしないところ。

やななを復活させる 不安ですが、柳ヶ瀬応援してます。頑張りま

しょう！

落ち着いた雰囲気 一楽 高山や下呂、郡上など、岐阜の観光地と

連携した食べ歩きができる商店街になっ

てほしい

接客が丁寧 つばめや　高島屋　

岐阜薬局

ひきこもり、就労経験が浅い若者、障害

者が働けるお店や環境作り。

近隣県の商店街で成功した例を是非岐阜でも

やってほしい。

タッグを組んで何か合同イベントをやるのも一

つの方法かも。

今の時期どこも大変だと思いますが頑張ってく

ださい！

レトロな感じがする ツバメヤ 飲食店や雑貨屋 サンビルみたいなイベントをたくさんやる 大変な時期とは思いますが、負けずに頑張って

ください！

レトロな雰囲気と新しいイ

ベント等両方味わえるとこ

ろ

高島屋、 若者が入りやすい飲食店。 入りやすいお店が増えるといいと思うので、

ホームページなどで、マップとお店紹介がある

といいと思う。

消費控えが続き、大変厳しい毎日かと思います

が、ご自身のお体にお気をつけて、岐阜で愛さ

れる柳ヶ瀬商店街を守っていただきたいです。

レトロな雰囲気 BLUE BLUE 古着屋 若者が集まる場所になるために、昔のように服

のセレクトショップがあるといいと思います。

土地には価値があるため難しいと思いますが、

無料駐車場があるとさらにたくさんの人が集ま

れるようになると思います。

どこも厳しい状況が続いていると思いますが、

頑張ってほしいです。

買い物しやすい つばめや おいしい飲食店 大須みたいに食べ歩きできたり、食べ物屋さん

がもっと充実して、気軽に楽しくぶらぶらでき

るようになればいいなぁと思う。

がんばって買い物たくさんします。

まだまだコロナは続きますが、がんばってくだ

さい！

空いているので買い物しや

すい

ツバメヤ 東京の大山商店街には地方のアンテナ

ショップを定期的に入れ替える店舗があ

り賑わっている。一時期オアシス柳ヶ瀬

にも若狭のアンテナショップが入り賑

わっていたので、また復活してもらいた

い。岐阜駅でのクラフトフェアやサンビ

ルはすごく賑わっているので柳ヶ瀬倉庫

だけではなくもっと大規模にクラフト作

家の出店スペースを常設してもらいた

い。

一過性のイベントに頼らず、継続的に人が集ま

るようにしなければ柳ケ瀬の存続に関わると思

う。高松市の丸亀商店街のような手法で大規模

再開発が必要かと思う。長崎屋の跡地を丸亀商

店街のガラスドーム広場のようにして、イベン

ト広場やワゴン販売など賑わいのある街づくり

を期待したい。商店街の店主は反対かも知れな

いが、若い人を呼び込むには、大手の店の出店

も不可欠だと思う。現在、無印とドンキくらい

しか若い人が来る店がない。学校帰り、長良橋

通り、金華橋通りは高校生が多数通る。そうし

た若者たちが寄れるような店も必要ではない

か。Free Wi-Fiの整備や座って飲食したり、お

しゃべりできるようにベンチやテーブルを多数

配置するのもいいかもしれない。

自分は関東出身だが、関東の商店街は、大きな

声で呼び込みをしたり、夕方になると魚屋は店

先で炭火で魚を焼いたり、惣菜屋さんはたくさ

んの惣菜を店先に並べるなど生活に密着してい

た。そのような活気が柳ヶ瀬には全く感じられ

ない。

また、柳ケ瀬周辺にはレベルの高い飲食店が多

いので車で気軽に食べられるよう無料駐車場の

整備は必要かと思う。

コロナで集客がままならない時ではあるが、皆

が行きたいと思えるような街づくり、店作りを

行ってもらいたい。

古くからの馴染みの店の温

かさ

呉服屋さん ファミリーレストラン 飲み屋街のイメージから若い人や家族で出掛け

られる街に　駐車場も備えた店にしないと郊外

に行ってしまう

みんなが大変な時期ですが、一人じゃない　頑

張りましょう

新旧入り乱れているところ ツバメヤ、みのし

げ、五感

ヘルシーな弁当屋さん、電化製品 YouTubeで柳ヶ瀬を配信する、柳ヶ瀬グッズな

ど

毎日思うように行かないことだらけの中、でき

ることをやっていくしかない状態ですが皆が今

耐えている状況もきっと好転すると信じたいで

す。どうかみなさん体調に気を配りながらお過

ごし下さい。

昔からの名店が揃っている

ところ

フルーツサンドが

美味しい喫茶店

インスタ映えするようなおしゃれな店 学生などの若者をターゲットにしてSNSを通し

て認知率を上げる

レトロな所 懐かしい場所で

す。

高島屋 広瀬靴店 ミ

ツバチ食堂 エンザ 

つばめや みそカツ

三和

カフェ お洒落な雑貨店 イベントなどを行って頑張ってみえると思いま

す。これからも応援します！

落ち着いた雰囲気 一楽 高山や下呂、郡上など、岐阜の観光地と

連携した食べ歩きができる商店街になっ

てほしい

高島屋 高島屋 子どもたちが遊べる公園

迷路のような商店街で歩い

ていて楽しい

ミツバチ食堂、ツ

バメヤ

玉宮のような気軽に入れる飲み屋 福祉施設が増えると良い やまない雨はないです。また人で賑わう日が

やってきます！その時まで今は踏ん張りどきで

す！

色々な物があるから、 高島屋 和食お店増やして欲しい

手軽に入れるお店がいい

うどん屋さんがいい

フリーマーケットを月二回にして欲しい これからも、買い物に来ます

子供の頃から親しみがあ

る。新旧が混在してまちの

進化が感じられるところ

大福屋、ツバメ

ヤ、岐阜高島屋、

桃花館、いしぐれ

珈琲

託児所、保育所、放課後デイサービスな

どの子育て支援施設

林立するマンションの居住者の気持ちになっ

て、生活者目線で見た店舗の誘致と状況に応じ

てフレキシブルに動ける空間利用の方策の検討

コロナに負けずに、闘う商店街になってくださ

い❗️

古着屋さんがある 下駄屋さん 食べ歩き屋台、小形犬カフェ、300円

ショップ、輸入メイク取扱店

大型駐車場設置 岐阜のために自粛して下さってありがとうござ

います

自分に合った洋服があるか

ら

高島屋・劇場通り

の靴屋さん・お洋

服屋さん・ヅカ美

容院・お好み焼き

の八千代・

昔ながらにちょっとした物が買えるお店 普段使いの物を売るお店 昔お舅さんが言って見えました。この世で起き

た事はこの世で収まるからと。今は我慢のしど

ころ、皆さん倒れないように踏ん張りましょう‼️

アーケードになっていて　

雨でも　傘をささなくてよ

い。

高島屋 居酒屋 夕方から、夜にかけてのイベントを増やして欲

しい。

頑張って、一緒に乗り越えましょう。



柳ケ瀬商店街の好きなとこ
ろ

柳ケ瀬商店街で好
きな店を

今後、柳ケ瀬に増えたらいいなと思うも
の

柳ケ瀬商店街活性化のアイデア コロナと闘う店主の皆さんへ応援メッセージが
あれば

お店がいろいろあってとて

も素敵だなぁと思いまし

た。私の住んでるところに

もこんな素敵な商店街があ

るといいなぁって思いま

す。

ツバメヤ 物産展みたいなイベントがあればいきた

いです

大変な時だと思いますがみんな力合わせてこの

時期を乗り越えていきましょう。

アットホームな雰囲気で落

ち着くところ

岐阜高島屋 お買い物など目的がなくても気軽に立ち

寄れるような休憩所やカフェ

若者向けの施設を増やす 厳しい状況が続いていますが頑張って下さい。

昔から変わらない所 ドンキホーテ カフェ FCぎふ 盛り上げたい 負けないでほしい。家族で遊びに行きます

気取らず行ける所 ニュータマミヤ FC岐阜を盛り上げてほしい 小さい箱で家賃を安くして、若い人達が気軽に

店を出せるブースを作ると、もっと盛り上がる

と思います

雨の日があれば晴れが必ずやってきます。コロ

ナに負けず、上を向いていきましょう！

昔ながらの雰囲気がありつ

つ、個人店に活気がある。

岐阜高島屋 飲み屋が盛り上がるようなはしご酒イベ

ントがあれば嬉しいです。

柳ヶ瀬商店街付近の無料シャトルバスがあれば

良いなと思います。岐阜は車を運転する人が多

いので、無料パーキングがあればもっと人が増

えるのではないでしょうか。

帰省も兼ねて柳ヶ瀬商店街には2,3ヶ月に一度伺

います。今月始めにも行きましたが、アルコー

ル等徹底されていて安心感がありました。

昔から個人店が頑張っているなという印象です

が、変わらないスタイルがありました。個々の

力が集まればコロナ渦であっても、活性化は可

能だと思います。遠方からではありますが、応

援しています。

コロナにまけるな！！

また来月あたり遊びに行きます。

古い街並みの雰囲気がすき ミツバチ食堂 雑貨屋さん、食器屋さんが増えてほしい 大変な中、生活を支えてくださり大変感謝して

います。ありがとうございます。コロナウィル

スなど必ずなくなる事信じています。応援して

います。

昔ながらのお店が残ってお

り、落ち着ける

。

つばめや 雑貨屋、服屋、子供服のお店 子供たちが集まれるようなままカフェ的なのを

作って欲しい。

コロナの中で諦めずに頑張ってくれて嬉しいで

す！これからも商店街の活性化のために頑張っ

てほしい。

温かみがあるところです。 花文 ライブ 各種様々なイベント 大変な時期ですが応援してます！

頑張ってください。

良い感じに古臭い 千雀 ちゃんと映画が観れるといい 家賃値下げ 頑張って耐えてほしい

昔ながらのお店があること 花文 おしゃれなカフェ 大変な時ですががんばってください

色々な取り組みで地域を盛

り上げようとしているとこ

ろ。

ツバメヤ フードコート的なスペース 各店舗のイチオシ商品の開発、紹介。 大変な時期ですが、力を合わせて頑張りましょ

う！

雨に濡れない 特に無し 立呑屋 色々な屋台を出す 頑張って下さい

美味しいごはん屋さんがた

くさんある所。

大福屋 美味しいごはん屋さん。 大人も子どもも楽しめる場所 大変ですが頑張ってください。

昔ながらなところが好き losers フリーの休憩スペースがほしい 特にないです 全力で応援します

古い店と新しい店の共存 ニューパロマ オープンスペースでの乾杯イベント いつも昼食で柳ケ瀬界隈を利用してます。コロ

ナに負けず頑張ってください。

新しいお店と昔ながらのお

店が融合してる所。

高島屋 クリエーターの方のお店。特異なお店が

見てみたいです。

後、毎年恒例だったお化け屋敷は今後も

お願いしたいです。

商店街で郡上踊り。商店街で流しそうめん。

商店街でボーリング。商店街でゴーカート。

ロードの長さを生かした何かが出来ると面白そ

うです(*´艸`)

私は学生の頃から通う柳ケ瀬には楽しかった思

い出がたくさんあります。今は色々な対策や規

制の中、大変な営業だと思いますが、これから

も進化し続ける柳ケ瀬商店街でありますよう頑

張って下さい。私もまた、社会的ルールを守り

つつ、商店街にお邪魔させて頂きます。

申し訳ないけどありません シェ・ヴー　ガラ

ガラでも高島屋

街中で誰でも楽しく演奏出来るスペース　

現在の既存商店をも巻き込んだ大きな

ショッピングセンター　様々な弱者に優

しい街

駐車場の拡大と駐車場料金の低価格化　高齢者

が気楽に纏めて買い物出来る店舗　各地から人

が来られるショッピングセンター　バラバラで

考えるのではなく、もっと大きく捉えて、みん

なで考えた街づくりをして下さい　一握りの人

達だけの街にはしないで！

苦しくったって、悲しくったって、今が正念

場！　いつか花咲く日が来ます。

ガンバレ柳ヶ瀬！ガンバレ岐阜市！

昔からあるほっとできる場

所

無印良品・カラオ

ケ喫茶白雪

野菜詰め放題とか、主婦目線のもの 無料駐車場 昔の活気をもう一度！時代はまわる！

飲み屋さんがたくさんある

こと

花文 カフェとかあると良いな！ 昼はカフェとかの店が増えてくるとお母さん達

や学生さん達が増えてくるんじゃないかな！

大変な日が続いてますが今、やれることをやり

きって待ちましょう！

アーケード ドン・キホーテ カフェ 営業時間が短い がんばって下さい!

やななの垂れ幕 バンク　ラッシー アニメイベント スタンプラリー 落ち着いたら遊びに行きます！頑張ってくださ

い。

レトロな雰囲気が好きで

す。

はるか という電車

カフェ

電車のイベントであれば必ず行きます。

インスタ映えのするカフェやパン屋など

が多くあると、若者が集まってくると思

います。

写真の生えるインスタ映えスポットをいくつか

用意し若者を増やす！

今はとても大変だと思いますが、これから必ず

街は活性化していきます！頑張ってほしいで

す！

街並みに愛着があること 岐阜柳ヶ瀬 CINEX 居酒屋の充実 柳ケ瀬商店街独自の商品券 祖父母とよく利用させて頂いてます。

かつての活気を取り戻せるような

発展を期待しております。

街並みに愛着があること 岐阜柳ヶ瀬 CINEX 居酒屋の充実 柳ケ瀬商店街独自の商品券 祖父母とよく利用させて頂いてます。

かつての活気を取り戻せるような

発展を期待しております。

レトロでこだわりのあるお

店がたくさんあるところ。

あと雨の日や酷暑の日は

アーケードが助かる。

バングラッシー、

ポーヤイ、柳ヶ瀬

倉庫、柳ヶ瀬天ぷ

らクラブ、ロンド

ン

カフェ、タピオカ屋、韓国コスメの店、

アイスクリーム屋、パン屋、エスニック

料理屋、イタリアン料理屋、多国籍料理

屋

謎解きゲームやってほしい いつもランチタイムに利用させていただいてま

す。見落としがちだけど素敵なお店がたくさん

ありますね。これからも頑張って！！

柳ぶらして、雑貨屋探しす

るのが楽しいです❗️

ブビンカ ツバメや 

柳ケ瀬倉庫

オープンカフェ やなな１日だけ復活祭 大変だと思いますが、頑張って下さい。応援し

てます‼️

レトロ商店街 古道具 mokku 

mokku

ビアガーデン キャンプ、アウトドア たくさん行きます！

小さい頃から来てる街なの

で思い出がいっぱいな所

かじ木 若い子が集まれる場所 もっと小さい子や若い人がいっぱい来れる街に

する

大変な事いっぱいありますが頑張って行きまし

ょう✌🏽️



柳ケ瀬商店街の好きなとこ
ろ

柳ケ瀬商店街で好
きな店を

今後、柳ケ瀬に増えたらいいなと思うも
の

柳ケ瀬商店街活性化のアイデア コロナと闘う店主の皆さんへ応援メッセージが
あれば

こだわりのあるお店があっ

て興味深い

高島屋　ツバメヤ　

柳ヶ瀬倉庫　ミツ

バチ食堂　エンザ　

まだ買ったことは

ないですが　もの

すごくかわいくて

ポップなデザイン

の靴がある靴屋さ

ん(店名「？」)

オーガニック食品のお店　(一宮にある旬

楽膳みたいな大型店舗)

柳ヶ瀬倉庫のシニアハンドメイド作家さん版(今

の柳ヶ瀬倉庫は若い子向けっぽいから・イヤリ

ングばかり😵)

浜田省吾さんの「日はまた昇る」を聴いて元気

だしましょう　私の大事な応援歌です

🤣🤣🤣🤣🤣

楽しい！ たくさん イベント とにかく頑張れ！

雨が降ってもうろうろでき

るところ。

マサムラさん(お好

み焼き屋さん)

駐車場。

長居できてスイーツが充実してるカ

フェ。

緑(木やお花)のスペース。

昔から岐阜に住んでる人の岐阜のイベントや、

柳ヶ瀬の人が企画･運営するイベントの開催。

アーケードを新しくして商店街全体を明るくす

る。

子どもの頃からお世話になっている大好きな

柳ヶ瀬。今は大変だと思いますが、落ち着いた

ら大きなイベントを開いてたくさんの人が集ま

る所を見せてください。

楽しみに待ってます。

屋根があり、天候を気にせ

ず買い物ができるところ。

高島屋 ウォーキング、食べ歩き、バルをやって

ほしい。

三島バルみたいに、手頃な価格でいろんな店の

食べ歩きがしたい。

コロナに負けず、みんなで力を合わせて乗り

切ってください！

なんでも揃うので買い物し

やすい

高島屋 駐車場の補助券があるとありがたい。 今は難しいです 昔から大好きな思い出がいっぱいの柳ケ瀬をな

んとか守り抜いて欲しいです。

アーケード りゃま ワインフェス 毎週イベント開催 あと少し、あと少し。

こだわりのあるお店があっ

て興味深い

高島屋　ツバメヤ　

柳ヶ瀬倉庫　ミツ

バチ食堂　エンザ　

まだ買ったことは

ないですが　もの

すごくかわいくて

ポップなデザイン

の靴がある靴屋さ

ん(店名「？」)

オーガニック食品のお店　(一宮にある旬

楽膳みたいな大型店舗)

柳ヶ瀬倉庫のシニアハンドメイド作家さん版(今

の柳ヶ瀬倉庫は若い子向けっぽいから・イヤリ

ングばかり😵)

浜田省吾さんの「日はまた昇る」を聴いて元気

だしましょう　私の大事な応援歌です

🤣🤣🤣🤣🤣

昔ながらの商店街の雰囲気

が好きです。

学生の頃はよく行っていま

したが最近はしまっている

店舗も多いですね。

昔一緒によく行っていた学

生の頃の友達と子供が生ま

れ子供を連れてたまに行く

ようになりました。子連れ

で行けるか心配でしたが高

島屋のおもちゃコーナーや

商店街にあるあいあいス

テーションなど子連れでも

行きやすい環境でびっくり

です(^^)

コロナが流行りだしてから

は子供もいるため自粛が多

く最近は行っていません

が、また子供と行ける日を

楽しみにしています(^^)

あいあいステー

ション

子供と一緒に柳ヶ瀬でフラフラお買い物

をしたり気軽に遊びに行ける店やイベン

トがあると嬉しいです！

サンビルには何回か行ったことがあります。

柳ヶ瀬にこんな活気があったんだ！若い人たち

も多い！とびっくりです^ ^

もっと子連れ層に優しいお店が増えるとママ世

代も行きやすくなると思います。

今回のコロナの影響で苦しい状況にある方々が

たくさんいらっしゃるかと思います。

柳ヶ瀬に行こう！ということには正直まだ不安

がありますが、テイクアウトや出張販売などで

私なりにできることで応援したいとおもいま

す！！

また柳ヶ瀬に子供と遊びに行ける日を楽しみに

してますので、頑張ってください！！

せかせかしていない空気感 ツバメヤ やなな 街のマップ

手書きの暖かいもの、年代別or種類別等

行きたいと思いながら通り過ぎたお店が沢山あ

ります。素敵だなと思いながらまた今度と思い

今になってしまいました。可愛いもので溢れた

大好きなお店もあります。

商品を手にとらせていただくのを心より楽しみ

にしてます！

人が優しい 高島屋 お洒落なカフェ

風情があるところ M's cafe 若者が集まれるようなイベント 柳ヶ瀬美少女図鑑 コロナに負けるな！頑張れ！

レトロと新しい所が混在し

ている所

Enzaさん クラフトビールのお店 他府県の観光案内に柳ケ瀬をアピール。→きて

もらう。

あきらめずに未来だけ見て頑張ってください(私

も頑張ります)

ショッピングモールなどに

よくあるようなチェーン店

ではなく、個性的なお店が

ある

無くなりました

が、ねこいちさん

あらゆる専門的なお店、一芸に秀でたお

店、スーパーやショッピングモールには

ない個人店が増えて欲しいです。それと

入りやすいトイレがあると嬉しいです。

以前は近鉄など何ヶ所かあって、柳ヶ瀬

の中に長居できたのですが、今は必要以

上にはとどまらなくなってしまいまし

た。

今も個性的なお店があると思いますが、初めて

入るのに勇気がいります。また、裏の裏までな

かなか巡らないので、全てのお店を把握する事

が出来ません。なので、総合案内所があると助

かります。夜のお店などはあるかもしれません

が、昼のお店の案内もしてほしいです。お店の

価格帯や個性を知れたり、割引券などがあれ

ば、それによって知らなかったお店へ足を運ぶ

事が出来るようになると思います。それぞれの

お店のファンをたくさん作る事が、重要ではな

いかと思います。

今回コロナによって、世界全体が大打撃を受け

ましたが、考えてみれば商店街というのは、

ショッピングモールより遥かに密ではありませ

ん。今後も新たなウイルスが出るかもしれない

世の中では、このスタイルがある程度定着する

のではないかと思います。そう考えれば、けっ

して未来は暗いものではありません。商店街全

体でひとつの百貨店となり、ワンランク上の

ショッピングモールとして発展していただきた

いと思います。

生まれ育った街だから全体

が落ち着く

ツバメヤ オシャレなカフェ、キッズルームのある

お店、子供たちが楽しめるイベント、

ジュラシックアーケードは最高です。

柳ヶ瀬にあるお店にたくさん行けるように、お

店巡りチケットがあると、普段行くか悩むお店

にも挑戦できるかな。

大好きな街がまた活気に溢れるように、お小遣

いの使い道を柳ヶ瀬で使っています。

大変な時期かとは思いますが、頑張って下さ

い。
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柳ケ瀬商店街で好
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今後、柳ケ瀬に増えたらいいなと思うも
の

柳ケ瀬商店街活性化のアイデア コロナと闘う店主の皆さんへ応援メッセージが
あれば

レトロな感じ、人が少な

い、みんな頑張っている、

子供の頃の思い出がある、

お気に入りのお店がある

マサムラ、

London、アトラン

柳ケ瀬ラーメン、

やながせ倉庫、高

島屋、無印良品、

等

車で来る人たち向けの無料、もしくは格

安駐車場。

柳ケ瀬でしか味わえない様な流行り物の

飲食店。

(近年で言うとタピオカやバナナジュース

など)

商店街内を探し回る宝探しイベント

自分はカバンや服、雑貨等が好きなのですが名

古屋の大須商店街と比べると若い子向けのお店

が少ないです。

買い物ついでに唐揚げやたこ焼き、クレープに

アイスクリーム、喉が渇いたら手軽に喫茶店や

カフェなどに行ったりして食べ歩きながら駐車

場へ向かって帰っていく・・・など理想ではな

いでしょうか。

自分は地元にそんな商店街があるのは理想で

す。

大須商店街と比べてなにが優れていて、何が

劣っているのか、柳ケ瀬にしかないものはなに

か。

土地やテナントが余っているのなら自営応援

キャンペーンみたいな事をして まずは格安で提

供してはどうでしょうか。

柳ケ瀬商店街の詳しい事を知らず、偉そうに申

し訳ないですが、柳ケ瀬ファンとしてはシャッ

ターだらけのテナントや店舗を見ると勿体なく

思ってしまいます・・・。

せっかく家族や恋人と柳ケ瀬を訪れても見て回

れるお店が少ないですから。

コロナである今でしか出来ないことはなにかな

いでしょうか。

先週柳ケ瀬へ行きましたが、正直人の多さは前

と比べても少し少ない位だと思いました。

駐車場も満車の所が多数ありました。

今週か来週もまた柳ケ瀬へ遊びに行くつもりで

す。

働き始めた時の初心を忘れないよう、お互いに

頑張りましょう！

柳ケ瀬には優しい人がたくさんいます。そんな

柳ケ瀬が大好きです！！

私は柳ケ瀬商店街の、"(店を

開いている側の)趣味が集

まっている感"が好きです。

雰囲気の話であるため言語

化が難しいのですが、「消

費者様に必要なものをなん

でも揃えてみましたよー。

ここでまとめて買っていっ

てくださいな。」というよ

うな、ショッピングモール

などに見られる企業の迎合

感を覚えることがないのが

柳ケ瀬商店街の魅力だと考

えています。

また、魅力的なイベントが

多く開催されていることも

好きなところです。(私は大

のホラー苦手人間なので入

れませんでしたが、)友達の

話によるとお化け屋敷はす

ごく楽しかったようです。

そのほかにも恐竜イベント

等に参加する若年層から健

康イベント等に参加する高

齢層にまで幅広く、継続的

に催しが行われているのが

好印象です。

高校生の時、通学

路に柳ケ瀬商店街

があったため、下

校時に訪れていま

した。参考書を

買ったり、アイス

やお茶菓子、ラー

メンを食べていた

記憶があります。

また、休日に家族

で訪れた際も、沖

縄料理やインド・

ネパール料理など

多様なご飯を食し

たことを覚えてい

ます。学生、未成

年でも入りやすそ

うな店については

ほぼすべて対応が

よく、満足のい

く、好きな店でし

た。

　現在既にある、地域住民たちが集まっ

て話せる憩いの場を大きくし、設備をよ

り充実させ、さらに一か所に集約するの

が良いと思います。利用者らのやすらぎ

の場となることで、柳ケ瀬商店街利用の

増加が見込めるのではないでしょうか。

　ただし、店舗に関しては、柳ケ瀬商店

街はあえて新しい店を乱立させるのでは

なく、現在の伝統ある施設、店舗を補

修、改善し死守すべきだと考えます。な

ぜなら、現在の柳ケ瀬利用者は比較的高

齢者層が多く、大きな変革を望まないか

らです。変革により既存の顧客を逃すリ

スクを採るべきではないと考えられま

す。

上記意見に付随することですが、「単発のイベ

ント等による一時的な集客」だけではなく、

「周辺住民の生活の質を上げること」にも尽力

した街づくりを行っていくことだと考えていま

す。柳ケ瀬商店街周辺に住むお客さんを逃さな

いことが柳ケ瀬商店街が栄え続ける大前提であ

り、必須条件だと考えています。

コロナウイルスの影響で、多くの店舗で収入が

減り厳しい状況が続いていると思われます。し

かし、岐阜市は比較的ウイルスの蔓延が進んで

おらず、他都市、他地域と比べて特別深刻では

ありません。どうか、あと少しだけ、耐えてく

ださい。商店街は商店があって初めて成り立ち

ます。ウイルス終息後、ウイルス発生前と同じ

顔ぶれで営業していることを心より願っており

ます。

いろんなお店があるから、

ブラブラ楽しめる

ツバメやのアンコ アンテナショップとか、アイドルショッ

プ、韓国タレントショップ等

地元の有名人を呼んで、公演を開いて欲しい。 大変な時、何とか乗り切って、ください。

昔ながらの商店街も残しつ

つ新しい若者達の店が増え

始めている

柳ケ瀬倉庫、ツバ

メや、ロンドン

長崎屋跡地の活用、 シャッター店舗を安く新しい事業者に提供する

レトロなところ 高島屋 幅広い年代が休憩できる憩いの場的なス

ペースがあると良いと思う。

このような状況下でも、いつまでも柳ヶ瀬を応

援していきます！

ゆったり歩けるところ。

昔懐かしいところ。

無印良品 明かるいカフェ

テイクアウト出来るお店

食べ歩きできる雰囲気

農協と共同の新鮮野菜の販売 withコロナの対応は大変でしょうが、頑張って

ください‼️

ゆっくり歩けること 大福屋さん 特に思いつきません

落ち着いた雰囲気でアー

ケードの中なので、外とは

違った雰囲気が味わえるこ

と。

ブルーブルー ワンコイン通りみたいなものがあったら

いいなと思います。

まずは若者が足を運んでくれるようなお店を増

やして、若者から活性化させていくといいと思

う。

お客さんが減ってしまって大変だと思います

が、素敵なお店を大切に頑張ってください！

お店がたくさんあるとこ

ろ。

麺屋黒船 飲食スペース 厳しい状況だとは思いますが、踏ん張って下さ

い。終息したら、行けなかった分を取り戻すた

めに食事に行きます。

地元の商店街 パン屋 遠方のお店が集まるイベント お店の場所に迷わないで行けること

無料駐車場

イベント再開を待っています

日陰が多く涼しい。

地下を川が流れているか

ら？

ミツバチ食堂🐝　

パンシノン　さん

まるや　エンザ　

キッチンねこ一

無料駐車場 懐かしい柳ケ瀬のアレコレ

近鉄アミコで出店されてたトレインのドリアや

サラダ再現とか

その当時の映画再現とか　　一度入ったらエン

ドレスで観れる映画　銀河鉄道

スリーナイン感動的だったな　映画館出ずに

二回観た

柳ケ瀬廃れた廃れた言われるけど、どんどん活

性化してきてると通う私は感じます。廃れた言

うは来ていない人。過去の思い出にしがみつい

ている人

風評被害に負けず頑張ってください❤️応援して

います📣♫

新旧のお店が混在している

ところ

ブルーメさん ランチのできる飲食店が少ないので増え

て欲しいです

マンションが複数建つので住むための受け皿を

作って欲しい

活気ある商店街

コロナを機に閉店してしまうお店もあります

が、大好きな柳ケ瀬の復活を応援しています。

がんばれー

老若男女が集う場所 いっぱいありすぎ

て書けません

アニメ系 岐阜県のマンガ、アニメを利用したイベントや

お店、京都アニメーションみたいな会社ができ

たらいいですね。

今は大変な状況だと思いますが、必ず人は戻っ

てきます。みんなで頑張っていきましょう。

ローカルな雰囲気 古道具mokkmokku サンビルのようなハンドメイドイベン

ト、カフェが増えてほしい

ちょっとした広場で演奏会など 大変な状況ですが、いつか必ず収束すると思い

ます。密などに注意しながら、お店に行く回数

を増やして応援できたらと思っています。どう

かがんばってください！



柳ケ瀬商店街の好きなとこ
ろ

柳ケ瀬商店街で好
きな店を

今後、柳ケ瀬に増えたらいいなと思うも
の

柳ケ瀬商店街活性化のアイデア コロナと闘う店主の皆さんへ応援メッセージが
あれば

色々なお店がある ツバメヤ セレクトショップや変わった文具店 人気のお店の誘致 毎日大変だと思いますが、応援しています。

色々なお店がある ツバメヤ セレクトショップや変わった文具店 人気のお店の誘致 毎日大変だと思いますが、応援しています。

色んなものが混ざってる

感・これなんの店？って感

じが好きです。

つばめや・無印良

品

好きな人が集まりやすい場所であること

が前提なので。まず、新規店主を受け入

れやすい環境を。

元長崎屋を整地して公園付きミニ市場・広場に

する。緑欲しい。トイレどうするかっていうデ

メリットもあるけど。

一時期、本当に開いてるお店が無かったです

が、ぶじ開き始めててよかったです。

ブラブラお散歩やおいしい

ランチ

まさむら 親子カフェ これからも頑張ってください

イベント 服屋さん カフェ みんなで頑張ろう

たくさんのお店 高島屋 親子イベント 頑張ろう

探してみるとおしゃれなお

店があるとこ

ミツバチ食堂 若い人向けに、お店やおしゃれなかふぇ

ができること、、一日入れるような作り

古いビルなどを残しつつ改装していく 💪💪💪💪💪

スーパーでは買えない高島

屋の商品の魅力

高島屋　ツバメや　

岩田時計補

マルシェをもっと増やしてほしい 柳ヶ瀬が大好きです。どうか体調に気をつけて

頑張って下さい。

高島屋の商品　映画館 高島屋　岩田時計　

映画館　初寿司

マルシェをもっと開催してほしい 夜の飲み屋さんが増えるといい コロナなんかに負けないでください！いっぱい

お買い物やお食事に行って、消費します！

雨に濡れずにいろんなお店

をまわれるところ

高島屋 雑貨屋さん 皆んなでSNSにアップして全国の人に知っても

らう

柳ヶ瀬は岐阜の誇りなので、今は辛い時期です

が、みんなが応援してます。頑張ってくださ

い。

美味しいご飯屋さんがたく

さんあるところ、レトロな

街並みや雰囲気が心地よい

ところ

やながせ倉庫、

CINXS、ミツバチ

食堂、ポーヤイ、

SOLA、サロンドマ

ルイチ、エーデル

ワイスなど

映画館と同じビルに入ってたカラオケを

よく利用していたので、出来たらまた復

活してくれると嬉しいです

距離が遠いのでコロナの心配もあって頻繁には

行けないのですが、クラウドファンディングで

したら遠くても協力できるので、もし始めた際

は微力ながら協力できたらと考えています！

昔ながらの商店街の雰囲気

が好きです。

学生の頃はよく行っていま

したが最近はしまっている

店舗も多いですね。

昔一緒によく行っていた学

生の頃の友達と子供が生ま

れ子供を連れてたまに行く

ようになりました。子連れ

で行けるか心配でしたが高

島屋のおもちゃコーナーや

商店街にあるあいあいス

テーションなど子連れでも

行きやすい環境でびっくり

です(^^)

コロナが流行りだしてから

は子供もいるため自粛が多

く最近は行っていません

が、また子供と行ける日を

楽しみにしています(^^)

あいあいステー

ション

子供と一緒に柳ヶ瀬でフラフラお買い物

をしたり気軽に遊びに行ける店やイベン

トがあると嬉しいです！

サンビルには何回か行ったことがあります。

柳ヶ瀬にこんな活気があったんだ！若い人たち

も多い！とびっくりです^ ^

もっと子連れ層に優しいお店が増えるとママ世

代も行きやすくなると思います。

今回のコロナの影響で苦しい状況にある方々が

たくさんいらっしゃるかと思います。

柳ヶ瀬に行こう！ということには正直まだ不安

がありますが、テイクアウトや出張販売などで

私なりにできることで応援したいとおもいま

す！！

また柳ヶ瀬に子供と遊びに行ける日を楽しみに

してますので、頑張ってください！！

アットホームな感じかしま

す

ニューパロマ 流行りに乗るお店も良いと思います 最近は行ってないので今度行こうと思います 自分が言うのも失礼だと思うのですが今の現状

に耐え、今後の柳ケ瀬商店街の発展に向けて頑

張って欲しいと思います！

レトロ感 燕や ストリートピアノ ストリートピアノ 皆さんの協力で、ウイルス対策を成功させ、ク

ラスターを発生させないように注意して頂ける

事に感謝

映画館 CINEX 映画祭 厳しい状況が続きますが頑張ってください。

雰囲気 高島屋 売り出し 一緒に頑張りましょう

近所なので自転車で気軽に

行くことができるところ。

高島屋 気軽に入れるフードコードみたいな店

（空間）があると親子で気軽に利用しや

すいと思います。

もう少し子供や家族対象の店や遊び場が

増えると休日に家族で遊びに行けると考

えます。

〇他のショッピングモールのように、キッズ

カードみたいなものを作成して、子供が柳ケ瀬

に1回行ったらスタンプ押して、ポイントたまる

と嬉しい特典があるというのはどうですか。ま

た、これは大人の場合（大人用のスタンプカー

ド、もしくは機器でｶｰﾄﾞのﾊﾞｰｺｰﾄﾞを読み取って

訪問ポイントつくものを使用する等）でも有用

ではないでしょぅか。

〇岐阜ならではの歴史スポットに関連させる

（旅行者も対象）。柳ケ瀬と岐阜城を結びつけ

るようなウォーキングイベント、自転車使用イ

ベント、バス利用イベント等を開催し、クイズ

ラリーやスタンプラリー等しながら、柳ケ瀬も

含め、武将隊を楽しめたり、歴史の勉強もでき

てしまうようなイベントの開催。もしくは、通

常の観光スポット（岐阜駅→柳ケ瀬→（ﾒﾃﾞｨｺ

ｽ・伊奈波神社）→岐阜城（鵜飼まで？））の観

光コースに組み込めると家族連れや観光客の休

日訪問がふえるのではないでしょうか。

withｺﾛﾅ生活はいつまで続くか分かりません、も

しかしたら、今後ずっと続くかもしれません。

今の状況でいかに店を活性化させるか、皆が安

心して利用できるようみ取り組むかが重要と

なってくると思います。いろんなこと試行錯誤

し、ほんとに大変だと思いますが頑張ってくだ

さい。そして・・・ご自愛ください。

アーケードがあるところ 高島屋、ツバメヤ 子供向けのイベント 大変だと思いますが、頑張ってください。

アーケードがよい雰囲気 かもやす 若い子が集まれる場所 柳ヶ瀬ブルースの今バージョンの歌 収束したら活気がもどると信じて皆んなで乗り

切りましょう

駅から歩いて散歩しながら

行ける距離で楽しい場所だ

から

きまぐれ居酒屋 が

んこ村

家族で参加できる様なイベント コロナで多大な影響を受けていると思います

が、終息まで耐えしのぎましょう。頑張りま

しょう！

現代とノスタルジーな雰囲

気が残ってるところ。

ツバメや フリマイベントやワークショップイベン

トが増えればいいと思います。

もっと近くに駐車場があれば行きやすいと感じ

ます。

今は大変な時ですが応援しているので頑張って

ください‼️

駅から歩いて散歩しながら

行ける距離で楽しい場所だ

から

きまぐれ居酒屋 が

んこ村

家族で参加できる様なイベント コロナで多大な影響を受けていると思います

が、終息まで耐えしのぎましょう。頑張りま

しょう！

高島屋 高島屋 子どもが遊べる公園

高島屋 高島屋 いきつけの店

柳ヶ瀬商店街を歩いていて

落ち着く。

お店の方々が親切。

ツバメヤ 岐阜でしか味わえない食べ物や子ども達

が集まれる楽しい場所があれば嬉しい。

高いギャラを払って有名人を呼ぶイベントはや

めて、岐阜の色々な職人さん（パティシエ・蕎

麦職人・刃物職人等）を沢山呼んで、ふれあい

ながら学べるイベントがあれば。

今が踏ん張り時です。

トンネルはいつか抜けられる。

トンネルの向こうを目指して、みんなでこの時

期を乗り越えていきましょう！



柳ケ瀬商店街の好きなとこ
ろ

柳ケ瀬商店街で好
きな店を

今後、柳ケ瀬に増えたらいいなと思うも
の

柳ケ瀬商店街活性化のアイデア コロナと闘う店主の皆さんへ応援メッセージが
あれば

新旧の融合 さんまる 買ったものを、食べられるところ 応援してます！みんなで乗り越えましょう！

雨が降っても安心！古い所

と新しい所が入り交じって

いる。

小さな頃から、柳ヶ瀬へ買

い物したり食べに行った

り、働いていたり。

今は近所に住んでいるか

ら、柳ヶ瀬はなくてはなら

ない存在。

POP FRY

ENZA

無印良品

以前やられた、コーヒーカウンター

パンフェス　カレーフェスなど

飲食が集まれたら楽しい！

温泉施設　またはジム(プール)

親子が遊べる施設

(屋内遊園地　広場)

今はまだ我慢の時ですが

いずれまた元の生活に戻ると信じて皆さんで今

を乗り切りましょう！

高島屋があるところ 高島屋 インスタ映えスポット

昔からの店舗と新しい店舗

がどちらもあるところ

ロンドン カフェがもっと増えるといいです 複数店舗でのスタンプラリーなど買いまわりで

滞在時間を長くする

大変な毎日ですががんばりましょう！

心身共に健康に！

新旧の融合 あざみ 家具屋、服屋、雑貨屋、本屋、お菓子屋

など独自の個性を持ったお店。イオンな

どの大型店舗に入ってないようなお店。

それぞれのお店がそれぞれに頑張って、そのお

店を好きなお客さんが集まれば自然と活性化す

るのではないかなと思います。

まずはじぶんのお身体を大事に、がんばってく

ださい！！

人が少ない 高島屋 デパート 無料駐車場 コロナウィルスが無くなるまで我慢

雨の日でもぶらぶら出来る

ところ

柳ヶ瀬倉庫、ツバ

メや

夏に高田水産さんみたいな、鮎のつかみ

取り出来るイベント、冬にかまくらカ

フェみたいなのを作って欲しい。

せっかくアーケードあるのだから、関ヶ原

ウォーパークの様に天井に沢山風鈴並べるよう

なインスタ映えする場所を作ればいいと思いま

す。岐阜なので綺麗な和傘を山ほど並べると

か。更にくり抜き窓のような場所からそれらを

映せるフォトスポットを作るとか。あとはお客

さんが並んででも食べたいと思う名物を作る！

赤鰐さんはいつでも大行列。どのお店も1品でい

いのでインスタ映えするような、行きたくなる

様な1品を作って柳ヶ瀬全体で宣伝してくれたら

いいと思います。

今は飲食店もガラガラ、どこにも出掛けないの

で服飾業界も厳しく大変かと思います。でも

goto eatも始まるし市長さんが買い物の方でも割

引キャンペーンをしてくれそうなので、その時

に沢山の集客が出来るようにお店の人もアイデ

アを出して私たちが行きたくなるような柳ヶ瀬

を作って欲しいと思います。小さな頃から岐阜

に住み、青春時代は柳ヶ瀬をぶらぶらして過ご

しました。活気溢れる商店街になる事を期待し

てます！

静かなところ 食いしん坊 誰もがリラックスできる空間 駐車場の整備 できるだけ協力しますので、頑張ってくださ

い。

レトロな雰囲気があり、一

本道を入ると新しいお店と

の出会いがあるのが好きで

す。

ツバメヤ 子供が小学生の高学年になってきたの

で、高学年でも楽しめるイベントがあれ

ば楽しいです。最近はフォートナイトば

かりなので、柳ケ瀬ＩＮフォートナイト

みたいなイベントとか楽しそうです。

若い人が土日楽しめるスポットがあるといいな

と思います。

今はどこもかしこもコロナの事ばかりですが、

いつかは収束するその日はたくさん買い物にい

きますね！

柳ヶ瀬商店をこよなく愛し

ています♡スーパー等では商

品をカゴに入れレジで買

う。店員さんとの会話はわ

ずかですが、商店街では商

品について特色を店員さん

からお聞きしたり、和かな

笑顔に元気を頂いたり、あ

の店員さんに会いたいと買

い物に出かけたり、昔なが

らの温かい人とのコミニュ

ケーションや人情味がある

のが商店街の特色だと思い

ます。

ツバメヤ・ミツバ

チ食堂・enza・マ

ルイチ

エコやリサイクル、オーガニック、アー

ト、犬猫の里親譲渡会。昭和歌謡イベン

ト。

東京の目黒や自由が丘のような、お洒落な商店

街。柳ヶ瀬商店街はまだ古いビルが点在してい

るので、1人で歩き辛い場所も。リノベーション

をしたりしてお洒落になったらいいなと。

今本当に大変な時ですが必ず収束することを

願っています。きっとまた活気があり人の集ま

る柳ヶ瀬商店街が復活すると。その時のために

是非存続を。

顔見知りがたくさんいる 高島屋 スーパー銭湯 平日は無料駐車場でお休みはイベント会場の広

場をつくる

特になし 宝や 盆踊りなど 定期的なハンドメイドのお店等 ワクチンができるまでもう少しです。コロナを

出さず、かからず頑張って下さい。

アーケード街を歩いて買い

物することが好きです。

高島屋とツバメヤ 子ども向けのイベント 駅からのアクセスをより便利にする。駐車場を

拡充する。

未だかつてない状況ですが、感染防止策をしな

がら、集客に頑張ってください！家族で行きま

す！

サンビル ツバメヤ 若者、学生が住む 行きます！！

レトロなかんじ 無印 食べ歩きが出来る店 大須みたいに気軽に立ち寄れる店 みんなで頑張りましょう！

セレクトショップが多い ぶびんが ブックカフェ ポップショップ、食べ歩き 夜空カフェなどのイベント楽しみにしてます

美味しいお店があるところ ツバメヤ 子連れで入れるカフェやご飯屋さん すでに元気だと思います！大好きです。 何とかこの困難を乗り越えて頑張ってくださ

い。

雰囲気がとても良く、か

つ、散策しやすい。

元祖みそかつの

店・一楽

若者向け中心のカジュアルショップ専門

店（ユニクロ、MATSUYA等）が増えた

ら良いです。

また、月1回でも良いので、激安バザー

というのを開催されたいですね。

雨が降っても安心！古い所

と新しい所が入り交じって

いる。

小さな頃から、柳ヶ瀬へ買

い物したり食べに行った

り、働いていたり。

今は近所に住んでいるか

ら、柳ヶ瀬はなくてはなら

ない存在。

POP FRY

ENZA

無印良品

以前やられた、コーヒーカウンター

パンフェス　カレーフェスなど

飲食が集まれたら楽しい！

温泉施設　またはジム(プール)

親子が遊べる施設

(屋内遊園地　広場)

今はまだ我慢の時ですが

いずれまた元の生活に戻ると信じて皆さんで今

を乗り切りましょう！

美味しいお店がいっぱいあ

るところ

ツバメヤ 子供が遊べるところ みんなで乗り越えましょう！！！！

歩きやすい　雨でも、厚く

ても、寒くても。

高島屋、花屋さ

ん、映画館

美術館、手芸店、文具雑貨店 だいぶ変わってきていますね。後は無料駐車場

かしら。

月に２、３回息抜きに行きます。楽しみにして

いるので、これからもがんばってください。



柳ケ瀬商店街の好きなとこ
ろ

柳ケ瀬商店街で好
きな店を

今後、柳ケ瀬に増えたらいいなと思うも
の

柳ケ瀬商店街活性化のアイデア コロナと闘う店主の皆さんへ応援メッセージが
あれば

色々懐かしい気持ちになる 高島屋、柳ヶ瀬倉

庫の中のアクセサ

リー屋、無印良

品、正村（焼きそ

ば屋さん）、つば

めやさん

スイーツの店、パン屋 駐車場の確保、あたらしいお店が新規参入しや

すいテナント、なんとなく暗いアーケード対

策？

すみません、具体的に思いつかないです。

コロナで大変だと思いますが、活気あふれる魅

力ある柳ヶ瀬を作ってください！

はぴやななどのイベントを

させてくれるところ。やな

ながいたのも良かった。

末広屋 下駄屋さんや着物屋さん。お風呂屋さ

ん。本屋さん。

色々なお店が、もっと子どもを受け入れる感じ

を出す。

もともと密じゃないからこそ、うまくやれば成

功します！

屋根があるところ 高島屋 美味しいパンケーキやさん 駐車場代安売り 応援してます！頑張りましょう。

落ち着いた雰囲気 高島屋

シネックス

雑貨屋、文具店、

モーニングがある喫茶店やカフェ

お母さんが子供とゆっくり過ごせる空間

または、お母さんが子供を預けてゆっく

りできる空間

麒麟が来るとのコラボ

柳ヶ瀬商店街のお店で買い物・食事をすると、

商品券やノベルティがもらえる（店舗数が増え

ると特典が増えるなど）

商店街どこでも使える商品券を割安で販売する

お母さんに優しい商店街（子連れや妊娠中でも

行きやすいような特典、割引、託児所など）

いつもありがとうございます。今を乗り越え

て、活気ある柳ヶ瀬商店街の姿を楽しみにして

おります。

個性的なお店が多い アイリッシュパブ

ルーザーズ

高島屋

バンクラッシー　

廣瀬靴店　など。

水辺や誰もが数年に一度来なければいけ

ない免許更新のような施設。

起業家さんに対し、数年契約を前提に無料賃貸

期間を与えて新しい風を入れる。

踏ん張り時かもしれませんが、頑張っていきま

しょう。応援しています。

アーケードがあるので雨の

日はたすかります。大抵の

物は揃うし、昔から慣れ親

しんだ所だから安心感があ

ります。若い方々のお店も

増えて楽しみが増えまし

た。

菊川酒造、高島

屋、無印良品、や

ながせ倉庫、スギ

薬局

上でも書きましたが、ゆったり出来る空

間が欲しいですね。

あと柳ヶ瀬朝市か夜市…岐阜には夜市が

あって今はほんの少し？夜の散歩がてら

新鮮な野菜や花が買えたらいいなと思い

ます。

上でも書いたのですが、空き地に緑が欲しいか

な？

あと、自転車置き場もあると良いでしょうか。

お洒落な物なら悪い事はあまり出来ないはず…

だと思います。

もう1つ、空き店舗にテイクアウトをしているお

店の情報が一目瞭然でわかるようだったら有難

いなと思います。

あ、もひとつ☝️柳ヶ瀬でしか使えないカードを

…例えば やななカード を作って柳ヶ瀬のお店で

買い物してポイント集め、点数溜まったら柳ヶ

瀬だけで使える…とか…

なかなか金銭的余裕のある時でないとお店に行

けないので貢献出来ませんが、私達の柳ヶ瀬！

支えて下さっている皆さんひとりひとりの

「柱」で成り立っています。どうか収束するそ

の日まで乗り切って下さい！応援していま

す！！

ﾌﾚｰ!!(っ`･ω･´)っﾌﾚｰ!!

どこか懐かしさの感じる雰

囲気です。

高島屋、無印良

品、モスバー

ガー、ツバメ屋

屋外でも飲食しやすいように、テラス席

を増やして欲しいです。

店舗のコラボ商品（お弁当、スイーツなど）を

企画したりオリジナルグッズの販売。

今もまだ厳しい状況が続いていると思います

が、柳ヶ瀬商店街の魅力を発信し続けて欲しい

です。応援してます。

雨が降っても安心！古い所

と新しい所が入り交じって

いる。

小さな頃から、柳ヶ瀬へ買

い物したり食べに行った

り、働いていたり。

今は近所に住んでいるか

ら、柳ヶ瀬はなくてはなら

ない存在。

POP FRY

ENZA

無印良品

以前やられた、コーヒーカウンター

パンフェス　カレーフェスなど

飲食が集まれたら楽しい！

温泉施設　またはジム(プール)

親子が遊べる施設

(屋内遊園地　広場)

今はまだ我慢の時ですが

いずれまた元の生活に戻ると信じて皆さんで今

を乗り切りましょう！

自分が学生時代と変わっ

て、新たなcafeや飲み屋が

できて行きやすくなった

五感 どうしても飲み屋、cafeのイメージが強

くなってきたので、家族でもいけるよう

な飲食店があると嬉しいです

ここでしか体験できない、食べられない事があ

るといいと思います。少し前まで行われていた

お化け屋敷など

今は大変かと思いますが、いつかまた活気溢れ

る商店街を目指して頑張ってください

お店いっぱい 高島屋 ドンキーみたいな多目的商店 食事とうの利用でも駐車場料金割引適用拡大 コロナと共存していくために、万全なコロナ対

策していだき私たちを笑顔で迎えていただきた

いです。

昔から馴染みがあるので。 ロイヤル劇場 ちょっと座れる場所が全然無いので増や

して欲しい。旧長崎屋の前のスペースも

雨の日は座れないし。あい愛ステーショ

ンも無くなったし。

テイクアウトしても、それを食べる場所が無い

ので旧あい愛ステーションみたいな無料の休憩

スペースが欲しい。あとフリーWi-Fiくらいは商

店街内なら何処でも使えるように。

店主様によって温度差もあるように見えますが

頑張ってる店主様は負けないで継続して欲しい

です。

オシャレでオリジナルな店

が集まっていること

ツバメヤ

アラスカ文具

やながせ倉庫

ALCカフェ

モックモック

タイ料理の店

サンデーマーケッ

ト

若い人たちががんばっている古い建物を

利用する空間を、これからもどんどん開

放して見せて欲しい。ワークショップが

あれば参加したい。

柳ヶ瀬は下北沢や原宿裏通りや麻布十番のよう

なコアなファンを作れるちからがあると思う。

今ある古い設備建物を大切に使ってほしい。

私も出来るだけ買い支えするのでなんとか続け

てほしい。レトロな街並みは失ったら新しく作

れないので大切にしたい。

昔ながらの商店さんも自分たちの存在こそが価

値ある風景なのだと再認識してほしい。

青春が詰まっている 三和 カフェ、子育て世代向けの施設、保育園 市の政策で住民誘致をするので、住民増加に合

わせた受け入れ体制がほしい

飲み屋さんが多くにぎやか

なところ

花串庵　ツバメ 昼飲みできるところを増やしてほしいで

す

お店三軒行ったら割引券もらえる 美味しいお店が多くて大好きです！頑張ってく

ださい！！

人が温かくて繋がりを感じ

るところ

ブラッスリーマル

キン

宝探し等で楽しくブラブラ歩けて家族み

んなで楽しめるイベントを開催してほし

い

老若男女、誰もがそこに行けば全ての欲求が満

たされる様に多種多様なお店、イベントをもっ

と増やして欲しい

コロナ対策を、しっかりして貰えば今でも安心

して行けます。今まで通りの営業をして欲し

い。コロナに屈せず共に柳ヶ瀬を発展させま

しょう！

昔ならではの感じがいい ここ！というとこ

ろはない

ファッション、おしゃれなカフェ 頑張りましょう！

商店街再生のためいろんな

取り組みをしているとこ

ろ。

シネックス 大人数が入れてるレストラン これだけ色んな取り組みをしてるのだから、必

ず活性化します！！！とにかく続けること、明

るい未来が待っています。

厳しい時期だと思いますが、柳ヶ瀬商店街を必

要としてる人たちはいます。なんとか乗り越え

てください。



柳ケ瀬商店街の好きなとこ
ろ

柳ケ瀬商店街で好
きな店を

今後、柳ケ瀬に増えたらいいなと思うも
の

柳ケ瀬商店街活性化のアイデア コロナと闘う店主の皆さんへ応援メッセージが
あれば

サンビルが大好きで毎月

行ってました。好きなブ

ルーブルーのお店だったり

食べ歩きをしながら息子と

まったりお散歩するのが大

好きです。

時間がゆったり流れる柳ヶ

瀬が大好きです(^^)

ブルーブルー

ツバメヤ

今が好きなのでお店というと思い浮かび

ませんが、車(トミカ)のイベントとか

あったら子供が大喜びします！笑

やはり空き店舗が多い印象は否めないですし、

暗い印象もあるので若者が好きな古着屋だった

り雑貨屋、小さい子供用のお洋服やキッズス

ペースなど、新米ママが行った時子供とともに

楽しめるような場所が増えると、層も増えるか

と思います。

高島屋に入る子供服よりもうすこしセレクトさ

れたお安めの洋服や用品、木のおもちゃなどあ

ると飽きないです。

ベビーカーがあっても入れるゆっくりできるよ

うなカフェ、コロコロ動く赤ちゃんのためのお

座敷もあると嬉しいです。

あとオムツ替えスペースなどもわかりにくく困

ることもあります。

どうしても古いお店が多く年配が多いなとも思

うので、、、

ふらっとお散歩しているときでも、「こんにち

わー！可愛い子だね！」と息子に声を変えてく

ださる優しい店主さんが多くいつも育児で悩む

ことも多いですがみなさんの笑顔や、食べ歩き

でのアイスなど本当にわたしも救われていま

す。

なかなか頻繁にいけなくなりましたが、柳ヶ瀬

大好きなのでコロナに負けないでください！ま

た行った時みなさんの笑顔がみたいです(^○^)

昔ながらのレトロな雰囲気

があるところ。その中にも

若者向けのお洒落なお店が

あるところ。

ロンドン サンデービルヂングマーケットが大好き

です。欲を言えば、月に2回やって欲し

いぐらいです！

今は大変な時期かと思いますが、テイクアウト

などたくさん利用させてもらいますので、なん

とか頑張って営業してください。

昔ながらの雰囲気の商店街

にに若い人達のこだわりの

お店があるところが面白く

て好きです

アラスカ文具店 赤ちゃん、キッズ向けイベントが増えた

ら嬉しいです。

商店街の活性化になるかわかりませんが、商店

街の色んなお店のお菓子や雑貨等の詰め合わせ

パックがオンライン販売されたら欲しいかも。

お店も客もしっかりコロナ対策をしていれば大

丈夫です！コロナに負けず頑張りましょう！

レトロな雰囲気 ミツバチ食堂 夜カフェ、サンビルのようなイベントが

増えてほしい

無料駐車場や提携駐車場ができたらいいなと思

います

とても大変な時期ですが応援しています！大好

きな柳ヶ瀬、買い物や食事等で今まで以上に貢

献したいと思います。

いい意味でこじんまりして

るところ

ロンドン かわいい雑貨屋さん 食べ歩きができるお店が増えるといい 負けないでください❗️

美味しいご飯屋さんがいっ

ぱいあるところ

古着屋キカザル サンビルみたいなマーケット 柳ヶ瀬応援してます！

人が温かいところです！ キカザル 前回やっていたクラブ柳ヶ瀬のイベント

がすごく楽しかったので是非またやって

ほしいです！

有名人を呼ぶです！ 早くコロナが終わって賑わっている柳ヶ瀬商店

街が見れますように！今大変な時期ですが、頑

張ってください！！

空いてる ツバメヤ スーパーマーケット 長崎屋を早く壊して、ネズミの駆除と異臭対策

\(//∇//)\

全体で頑張りましょう（＾∇＾）

色々なお店があるところ。 堀江メガネ デパート

昔から慣れ親しんでいると

ころ

大福屋 ワインフェスタのようなイベント 長崎屋の跡地を小さい子供でも遊べるエリア。

若い夫婦が遊びに来てもらえるように。

収束しない感染症はないので、あと少しオール

岐阜で頑張りましょう！

ランチでも晩でも使いやす

い

一楽 駅から地味に距離があるため、交通の便

をよくする、もしくは経路に暑さや寒さ

をしのげる設備を導入してほしい。夏は

暑く、足が遠のいたため。

イベントでは500円程度のチケット回数

券を売り出し、各店を気軽に回れる飲食

イベントの開催。学生の頃、店構えから

か結構入りづらかった記憶が…。それを

解消するため。

県外から集客したいため、岐阜駅から商店街ま

での交通の弁を良くする。もしくは名駅などか

ら無料のシャトルバスを運行させる。東海道本

線が通ってることが圧倒的な強み。

うまい飯屋がなくなるのは寂しい。時間があれ

ばなるべく行くようにするため、頑張ってほし

い。

お店の人が丁寧 グリューネ など低価格でやってみたいって思える

マッサージ、エステなど

高校生の頃友達と土曜日に遊びに行きました。

三者懇談の帰りはいつも母とランチやお茶をす

るのが楽しみでした。

亡き母との思い出です。

今は私が子供と行く場所です。

頑張ってください。

個性的なお店が多い

アーケードがあるので雨の

日も安心

広瀬靴店、天ぷら

クラブ、ぶびん

が、四角商店、ブ

ルーブルー岐阜

①お酒を飲める店は多いですが、夜カ

フェできるお店が少ないので増えるとい

いです。

②個性的なお店も好きですが、例えばお

千代保稲荷の参道にあるようなお店がた

くさんあるといいです。

商店街のイメージにも合ってると思いま

す。

飲食イベントはしばらく難しいと思うので、SN 

S映えするテイクアウト商品に力を入れていくと

いいと思います。

今は大変かもしれませんがこれから良くなるば

かりなので、上を向いて一緒に頑張りましょ

う！

懐かしさ 丸万うなぎ食堂 手作り感いっぱいのアイテムの店 自然環境保全など、テーマのあるワークショッ

プなどの開催

この時期、はっきり言ってなんて言っていいの

か? じみちにに応援しています。

岐阜らしい雰囲気や規模 つばめや 猛暑でも遊べる子どもの室内遊び場。

ちょっとした水遊びができる場所。

小さな子連れだと車での移動が多い。駐車場が

こまるので、駐車券とセットや割引券をだして

はしい。

必ず客足はもどります！

歩いて行けて、楽しいお店

がいろいろある

ミツバチ食堂 ケーキ屋さん　　　大須のように、手軽

な食べ物がテイクアウトできるお店があ

るといいです。クレープ屋、たこ焼き、

ソフトクリーム、唐揚げ〜、ドーナツと

かタコス、お洒落な感じであるといいで

す。

一軒の店舗に、何件ものテイクアウト専門店が

あるといいです。

コロナに負けず、これからも楽しい柳ヶ瀬商店

街を続けていってください。通うことが応援に

なると思うので、通い続けます。
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柳ケ瀬商店街の好きなとこ
ろ

柳ケ瀬商店街で好
きな店を

今後、柳ケ瀬に増えたらいいなと思うも
の

柳ケ瀬商店街活性化のアイデア コロナと闘う店主の皆さんへ応援メッセージが
あれば

慣れ親しんでいるからだと

は思いますが、暇な時に散

歩をすると落ち着きます。

欲しいものも手に入ること

が多いです。

徒然舎 学生が気軽により安いカラオケ等 各お店が協力しての合同イベント、学生や幼児

でも触れ合える教室の開催(全てコロナ終息以

降)、季節を意識したイベントが四季ごとにある

と面白いのかなと思いました。(口裂け女を主役

としたお化け屋敷は学生時代、周りで反響が大

きかったです。)

コロナにより休店を余儀されなくなったお店も

あると聞きました。次第に元の状態に戻っては

いますが、いつ第二波の影響をウケるか分から

ない以上、未だに不安だと思います。それでも

柳ヶ瀬にある温かさをたった一人の客としても

大切に感じているので、そこで働いている方々

はもっとそれを強く意識しているのだと思いま

す。再び活性化し、心と心の拠り所となれるお

店が数多く増えることを応援しています。

レトロな感じ

サンデービルヂィンクマー

ケットが好き

みつばち食堂 ミニライブ 公園のようなくつろげる空間を増やして欲しい 今はテイクアウトを利用していますが、コロナ

が終息したら遊びに行きます！

私が高校生の頃からよく

行っていましたがなんとい

うんでしょうか、変わらな

いようで色々なイベントで

あったり昔ながらの人間で

もいつでも楽しめるところ

ですかね。

毎回行くので好き

なのはツバメヤさ

ん

あとはふらふらと

お散歩しているた

め店名が曖昧で

す。すいません。

娘と孫(2歳)と散歩に行くことが多いので

すが大人の私たちはフラッとするだけで

息抜きもでき楽しく思いますが、孫はど

うかな？といつも思います。

以前恐竜のイベントがありましたが、ま

だ孫は行ったことがないですし、小さな

子供がはしゃげるような思い出になるよ

うなイベントがあると嬉しいです。

おばばの意見はあまり浮かばずお役にたてませ

んが、シャッターが多いのでもう少し年配の洋

服等より若い方へ向けてアプローチされたほう

がいいかなと思います。サンデービルジング

マーケットに出店されている方のような雑貨や

コーヒーショップなどおしゃれで素敵です。

あと孫がまだ1歳とすこしの時ベビーカーで行く

とどこで休憩すべきか悩み娘も気にしてお店に

入れないことがありました。子連れでも行きや

すくなるととても嬉しいですね。

本当に大変な思いをされている方、閉店を決め

たお店などあるかと思いますが柳ヶ瀬の魅力は

店主様たちがいてこそでございます。

どうぞご自愛くださいませ(^_^)
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とどこで休憩すべきか悩み娘も気にしてお店に

入れないことがありました。子連れでも行きや

すくなるととても嬉しいですね。

本当に大変な思いをされている方、閉店を決め

たお店などあるかと思いますが柳ヶ瀬の魅力は

店主様たちがいてこそでございます。

どうぞご自愛くださいませ(^_^)

様々なお店があるところ

m,s cafe コンビニ、夜遅くまでやっている飲食店

高島屋がある所 高島屋 カフェ 駐車場を増やして欲しい 今コロナで大変ですけど頑張って下さい!!

気取らない街並み シネックス岐阜 ランチやディナーのテイクアウト可能な

お店の充実

便利 やながせ倉庫 こだわり雑貨などのニッチな商品のお店 やななの復活 みんなで乗り越えましょう

オシャレな店がたくさんあ

るところ。

ツバメや おしゃれなカフェ併設の雑貨屋さんと

か、花屋さん

無料駐車場を作ってほしい。 いつも柳ヶ瀬に遊びに行きたいと思ってます。

コロナが終息したらもっと通いますので、それ

まではどうか頑張ってください。

静かなところ 天ぷらくらぶ 夜まで開いている 駅から近いとアピール

穴場のようなカフェがある

ところ

エーエルシーカ

フェ

おしゃれなカフェ ゆるキャラのやなな復活 1日でも早く普段通りの生活に戻れるよう、今は

共に頑張りましょう。

天候に左右されず、ぶらぶ

らとできるところ

初寿司 日本酒の会 季節を感じるイベント

例えば、９月に栗きんとん食べ比べ、１０月に

キノコ鍋祭り

まさむらのお好み焼き まさむらのお好み

焼き

高島屋に近いし

高島屋までのロードをもっとオシャレに

フランスみたいな

あと岐阜の居酒屋さんのお祭りとか居酒

屋ロードみたいなのがあったらYouTube

ばーさんが来るとおもう

大盛りとかニンニクとか

樽見鉄道が高島屋やモレラなど若者が行きやす

いとこに泊まって欲しい

車で行くにも大変やし歩くのも大変なので

応援してます。

絶対食べに行きます
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大盛りとかニンニクとか

樽見鉄道が高島屋やモレラなど若者が行きやす

いとこに泊まって欲しい

車で行くにも大変やし歩くのも大変なので

応援してます。

絶対食べに行きます

商店街の中に映画館や高島

屋のデパートがある他、地

域密着の商店が立ち並んで

いるため買い物に便利で

す。

お好み焼き屋のマ

サムラ

休憩できるようなカフェのお店が増えた

ら嬉しいです。

スタンプラリーや、謎解きなど、子どもと大人

が一緒になって遊べるイベントがあっなら面白

いかなと思います。

通勤でお見かけする、柳ヶ瀬商店街の皆さんの

変わらない笑顔にいつも励まされています。

コロナが落ち着いたら、色々と探索したり、お

散歩したいと思います。

待っていてください。

昔ながらの味のあるお店

と、オシャレな新しいお店

が融合している所

ツバメヤ クリエーターズマーケット、ライブ しまっているお店を、何か挑戦したいと思って

いる人たちに安く貸し出し、人が集まる賑やか

な場所にしたい。

この様な状況でも、新しい生活様式に合わせる

よう販売方法を工夫しながら商売を続ける事は

素晴らしいと思います。柳ヶ瀬は岐阜を象徴す

る場所で、ずっと人が集まる賑やかな場所であ

り続けて欲しいです。応援してます！



柳ケ瀬商店街の好きなとこ
ろ

柳ケ瀬商店街で好
きな店を

今後、柳ケ瀬に増えたらいいなと思うも
の

柳ケ瀬商店街活性化のアイデア コロナと闘う店主の皆さんへ応援メッセージが
あれば

昔からの街並みに、新しい

お店を発見する所

ALCカフェ グルメフェス キッザニアのような、子供の体験型のイベン

ト。お金がかかっても子供のためなら払う親は

多いと思います。親が写真を取れるようにすれ

ば、SNSで拡散の期待も出来る。例えば、和菓

子屋さんで鮎菓子作りなど。

全国どこも辛い状況ですが、アイデアを出し

合って、オール岐阜で頑張っていきましょう。

懐かしい雰囲気だか、新し

いお店もあるし、様々なイ

ベントが楽しい。

高島屋 ねこ一 ロン

ドン ツバメヤ

ペットと行けるカフェ 盆踊りなど様々な

年令が楽しめるイベント

境港の鬼太郎ロード、福井駅前の恐竜、松山の

みかんや坊っちゃん等、特徴ある商店街で、と

ても魅力的でした。柳ケ瀬も、そんな商店街に

して、昔の賑わいを取り戻して欲しい。

小さな頃から大好きなお店、新しく出来た魅力

的なお店、全部柳ケ瀬が大好きです。負けない

で下さい❗️

昔ながらのレトロな商店街

の雰囲気が好き！

ガヤガヤしてない感じも好

き！

アーケードに流れる音楽を

聴きながら歩くのが好き！

なんかオシャレっ！！

やながせ倉庫団地 若い人向けのお店(服、雑貨など)がもっ

と増えてほしい！

休憩スペースがあるといいな！

ライブをしてほしい！

口裂け女のイベントをまたやってほし

い！

SNS映えスポットを設置する♪

だまし絵(？)って書いてあったけど、どこにある

のか、どの絵の事なのかがわからなかったの

で、わかりやすい目印とか説明があればいいな

と思いました！

コロナでお店の営業とても難しいと思います。

今後の不安もあると思います。まだ長い戦いに

なるかもしれないですが、コロナが明けて以前

のような日常がきっと戻ると思ってます！

今は、感染予防対策をして柳ヶ瀬商店街に足を

運びます！

先週に引き続き、明日も行く予定です！

好きな街がこれからもずっと続いてくれるとい

いなと思ってます！

頑張ってください^^*

アーケードを歩くと、色々

なお店があり、眺めながら

歩くと楽しいです。

楽しくなると、ちょっとで

すが目的の買い物の他に

買って帰ります。家族への

お土産やプレゼントになり

ます。

岩田時計さん、高

島屋北のリサイク

ル店、靴屋さん

歩け歩け大会です。みんなでゾロゾロ歩

くと、商店街の隅々まで紹介できます。

インターネットを活用した通信販売を商店街と

して展開させる。

地域の福祉施設への出張販売。昔の柳ケ瀬をご

存知の方々は嬉しいかも…。昔の写真を活用し

て、話題をつくると買い物につながるかもしれ

ません。

なかなか外出できず、買い物もしづらい状況で

す。でも、買い物や楽しい思いをしたいと願う

気持ちが高まっています。

どうか、「柳ケ瀬」の地名を忘れられないよう

に、情報発信を続けて下さいませ。

昔からの街並みに、新しい

お店を発見する所

ALCカフェ グルメフェス キッザニアのような、子供の体験型のイベン

ト。お金がかかっても子供のためなら払う親は

多いと思います。親が写真を取れるようにすれ

ば、SNSで拡散の期待も出来る。例えば、和菓

子屋さんで鮎菓子作りなど。

全国どこも辛い状況ですが、アイデアを出し

合って、オール岐阜で頑張っていきましょう。

祖母との思い出を思い出せ

る所

マサムラさん 女性一人でも入りやすい飲食店

club-G主催の野外ライブ

ボイメンとか地元アイドルの握手会

以前某ショッピングセンターでたまたまイベン

トをやっている所に遭遇しましたが

すごい活気でした

でも皆さんマナーがしっかりしているのでうる

さくない(笑)

私自身、自粛ムードで外出や消費に消極的に

なってしまってますが

必ず乗り越えられると思います

乗り越えられると信じたいです

大変な状況かと思いますが頑張って下さい

こどもの頃親に連れられて

よく来ていた記憶がさんぱ

つはニシベさんでした今は

好きな服屋や神田町の雑貨

屋によく行きます

ブルーブルーギフ　

恵那川上屋

大須のような真似をしなくていい 正直言って昔のような混雑しているのはあまり

好きでない

コロナなんかに負けるな

いろんなお店がある ミツバチ食堂 100均 応援しています。

割と穴場なカフェがある サロンドマルイチ ヴィーガンやベジタリアンのイベント もっと若い世代が好きそうなカフェ、インテリ

ア、サスティナブルショッピを作るべき。

人生は大変なことばかりです。しかし、楽しい

ことが必ずあります。明るくいきましょう。

ココに行かないとないもの

がある。

ツバメヤ 短時間なら何も買わなくても無料の駐車

場があると気軽に寄れていい。アーケー

ドの開閉で雨でも濡れずに子どもが体を

動かせる公園。

幼保小中高のイベントを商店街でしてもらう。

金神社とコラボしてゴールドをイメージカラー

にした商店街や商品(金色のグッズ・金粉がは

いった食べ物など)をつくる。ドラマ、コスプレ

などの撮影誘致。似たような種類の店舗の位置

をまとめて移転して、ゾーンわけして比較しや

すくしてほしい。

人出減少のうえ対策費用もかかって大変だと思

いますが、柳ヶ瀬からコロナは発生していない

ということが続けば、安心して行くことができ

ます。再開発も楽しみにしています。

昔から変わらない所 虎屋、高島屋 子連れの家族や、お年寄りが一休みでき

る場所、ベンチなど。

月1回の市営地下駐車場料金の無料。（いろんな

人に利用してもらう為、２時間迄とかにする）

頑張って下さい。

昔から変わらない所 虎屋、高島屋 子連れの家族や、お年寄りが一休みでき

る場所、ベンチなど。

月1回の市営地下駐車場料金の無料。（いろんな

人に利用してもらう為、２時間迄とかにする）

頑張って下さい。

近い 初寿司 出店

幼い頃からの特別な『おで

かけ』場所であり、最近の

ショッピングモールにはな

い昭和感漂うところです。

やきそば　マサム

ラ

地元のケーブルテレビがみれる広場を常

設。

高校野球や岐阜のバスケなどが見れたら

盛り上がりそうです。

難しいかもしれませんが専用の駐車場があると

もっとでかけやすくなります。

上述の通り、幼い頃からの大切な場所を守って

くださる商店街のみなさまありがとうございま

す✨

今は何よりお体大切に、充電期間と捉え、どう

かふんばってください‼

こらからも利用させていただきます。

懐かしいビジュアルと元気

な個人商店が好き

菊川、大福屋が大

好きです。

休憩・イベント開催できるような大きめ

の芝生公園。周りにtakeoutの店が並んで

たら嬉しい。

まずシャッターを開ける取り組みが無いと始ま

らないと思います。若者に魅力ある街にするた

めにスタートアップを軽くする公的な補助が必

要。

駅から離れてこれだけ大規模な商店街が存続し

てるのは稀だと思います。岐阜市の顔だと思う

ので、負けずに頑張って欲しいです。

個性的なお店が多い アイリッシュパブ

ルーザーズ

高島屋

バンクラッシー　

廣瀬靴店　など。

水辺や誰もが数年に一度来なければいけ

ない免許更新のような施設。

起業家さんに対し、数年契約を前提に無料賃貸

期間を与えて新しい風を入れる。

踏ん張り時かもしれませんが、頑張っていきま

しょう。応援しています。

素朴な感じで行きやすいか

ら

高島屋 お洒落なカフェ 大須を参考に若者が集まれる街 厳しいと思いますが応援します

自宅から自転車で行ける立

地

高島屋 阿波踊り連を招いて欲しいです 柳ヶ瀬商店街で使えるクーポン発行 岐阜人の心の故郷なので頑張って欲しいです

色々なものが揃うところ 高島屋 流行りの飲食店など コロナで大変ですが終息し、もとの生活が戻る

まで頑張って下さい！

馴染みやすい ツバメヤ カラーストーンジュエリーの専門店 毎月　お値打ちセールの開催 終息するまで大変ですが、頑張って下さい。

個性的なお店が多い アイリッシュパブ

ルーザーズ

高島屋

バンクラッシー　

廣瀬靴店　など。

水辺や誰もが数年に一度来なければいけ

ない免許更新のような施設。

起業家さんに対し、数年契約を前提に無料賃貸

期間を与えて新しい風を入れる。

踏ん張り時かもしれませんが、頑張っていきま

しょう。応援しています。



柳ケ瀬商店街の好きなとこ
ろ

柳ケ瀬商店街で好
きな店を

今後、柳ケ瀬に増えたらいいなと思うも
の

柳ケ瀬商店街活性化のアイデア コロナと闘う店主の皆さんへ応援メッセージが
あれば

昔からの面影がそのまま残

り、地元の方から愛された

商店街であるところ

やながせ倉庫 商店街なのでいろいろなお店を歩いて回

りたいので、楽天市場でやっているよう

なお買い物マラソンのようやイベントは

面白いのではないかと思います。

ネットショッピングとは違い、［食べる］こと

はインターネット上では感じられないので、や

はり色々なものが商店街で食べられるというこ

とが集客につながると考えます。ショッピング

モールのフードコートのように、商店街の飲食

店のメニューを注文したらそこまで運んでもら

えるような仕組みができたら家族それぞれが好

きなお店の物を食べることができるので良いの

ではないでしょうか。

日々、大変な状況が続いておりますが、どうか

踏ん張って乗り越えていただきたいと思いま

す。

市営の駐車場があり、車で

行きやすい。

高島屋・マルシェ

みたいな色んなお

店がある時のイベ

ント

体に安全で、岐阜県や近郊の健康に良い

商品を置く直売所。

以前、安全で、美味しい商品を買った

が、その後、通販以外で買えないので残

念。

明るくて、入りやすいお店。

市営の駐車場料金が安ければ、もっとゆっくり

買い物ができる。

慎重に対応して下さい。命はお互いヒトツです

から。

屋根があって、

いろんな店がある所、昔を

思い出す事が出来る所

最近はお休みだけ

ど、アイスクリー

ム屋さん、ロイヤ

ル劇場の

服屋さん、ご飯屋さん 交通の便を良くする、郊外の大型ショッピング

センターに行くのは、家族で車で行けるからだ

と思う、

色々大変だと思いますが、コロナの心配が、無

くなったら、皆も出かけると思います、私も、

それまで、なんとか頑張ってください。

個性的なお店が多い アイリッシュパブ

ルーザーズ

高島屋

バンクラッシー　

廣瀬靴店　など。

水辺や誰もが数年に一度来なければいけ

ない免許更新のような施設。

起業家さんに対し、数年契約を前提に無料賃貸

期間を与えて新しい風を入れる。

踏ん張り時かもしれませんが、頑張っていきま

しょう。応援しています。

人と人のやりとり、行きた

いと思うお店が多い

ツバメヤ ブルーブ

ルー てぃだてぃだ 

ポーヤイ

公園 駐車場や料金の割り引き 今は今後の為にお互い耐える時だと思います。

本当は今まで通りぷらぷら柳ヶ瀬したいんです

(笑)

いろんなお店がコンパクト

に収まってて、見て回りや

すい

高島屋に入ってる

お店でマックレ

ガー

歩行者天国みたいなイベント

物静かなところ ロンドン 家族連れに焦点を当てたイベントがあっ

たらいいです。

アーケードに流れる曲を活気ある曲にかえるだ

けでも活性化につながるかな。

今は辛くても、今まで以上に活気溢れる場所に

なりますよ。

アーケードがあって雨や日

差しを気にしなくていいと

ころ

菊川さん、ナミコ

シさん

将棋教室、ボーリング場、スーパーマー

ケット、電気店

停めやすい駐車場を、増やして、大須のような

街になるといいと思います。

お年寄りの住民のために遊べる施設があるとい

いと思います。

今は大変だと思いますが頑張って下さい。

自分が子どものころのような華やかな街になっ

てほしいです。

自分達の街が好き、盛り上

げたいという思いを感じる

ところ。

少しレトロな通り。

やながせ倉庫

なまず屋

ツバメヤ

居心地の良いカフェやお菓子のお店が増

えて欲しいです。

この苦しい状況で簡単に頑張れなんて言えませ

んが、それでも乗り越えて欲しいです…！大好

きな場所です！

地元の商店街だから安心す

る

初寿司 お祭り・カフェ 土日のイベントを増やす 前向きさを忘れずこの苦境を乗り越えていきま

しょう！！

おしゃれなお店と老舗が混

在しているところ

ツバメヤ、高島屋 女性向けセレクトショップ、カフェ、イ

ンテリアショップ、和菓子屋さん

老舗のPR 商店街ならではの魅力は岐阜では柳ケ瀬にしか

ないとおもうので、これからもぜひ素敵な商店

街になるようにコロナに負けずに存続してほし

いです。

一通り何でも揃うところ みそかつ三和 イベント時以外は小さい子供が楽しめる

所が無いのでそういう空間があれば子供

を連れて遊びに行きたいと思う。

親子で遊べる施設または汗が流せる広場など家

族連れが行きたいと思う施設が有るといいと思

う。

せっかく一通り揃っているので柳ヶ瀬全体で１

つのショッピングモール的な感じにしていけば

良いと思う。

今は大変ですがお互い助け合い頑張っていきま

しょう。

いつか必ず昔の賑わいを取り戻しましょう。

個性豊かなお店がいろいろ

集まっている。

ホリエメガネさ

ん。

雑貨屋。書店。 何か体験型のイベント？誰でもできそうな？子

供からお年寄りまでできそうな？

収束するときが必ずきます。必ずや以前のよう

な商店街の活気がまた戻ってくると信じて頑

張って下さい。

お店の外観、内装が、画一

的でなく、雰囲気のある所

が多いように感じます。ま

た全体からどこか漂うレト

ロ感も。歩いていて楽しい

と思える素敵な商店街であ

ると思います。

ティダティダさん 夜柳ヶ瀬を歩いてみると、10時も回って

いないのに、暗く、静かで、寂しい雰囲

気を感じます。どんちゃん騒ぎで活気が

溢れすぎる姿になって欲しいとは思いま

せんが、この静かで寂しい外の柳ヶ瀬の

雰囲気を気軽に楽しめるような集まりや

お店があったら行きたいです。小さな居

酒屋やバーは自分にとって気軽にいきに

くいと感じてしまいます。

長崎屋があった場所は今どのように使われてい

て、これからどのような使われ方をしていくの

でしょうか？クラブ柳ヶ瀬が楽しかったのでそ

う思ってしまいます。

いつも楽しませてもらっています。ありがとう

ございます。

アットホームな雰囲気が気

に入ってます。また、店主

の方たちの温かい接客も好

きです。

ティダティダ アクセサリーショップ 若者を中心に足を運んでもらえるよう、SNSを

通して拡散活動をする。

このご時世でお客様を呼び寄せるのは大変困難

な状況にあると思います。終息の時を願って、

今ある状況を共に乗り越えましょう！

ノスタルジック、古道具屋 ハチミツ食堂、し

ねっくす

岐阜の特産品を体験できる場所、工芸品

や食べ物

若者というよりは、中高年にターゲットを絞っ

て、岐阜の観光プラス柳ケ瀬を訪れるプランを

提案、若者も面白がって注目するかも

柳ケ瀬は岐阜の宝です、みんなで盛り上げてい

きたいです、応援しています!

アーケード 岐阜高島屋 メンズショップ、居酒屋し 女性が接待する飲食店を減らす コロナが収まったら遊びに行くのでそれまで頑

張ってくださいね



柳ケ瀬商店街の好きなとこ
ろ

柳ケ瀬商店街で好
きな店を

今後、柳ケ瀬に増えたらいいなと思うも
の

柳ケ瀬商店街活性化のアイデア コロナと闘う店主の皆さんへ応援メッセージが
あれば

ロイヤル劇場 高島屋 古本屋 ご当地アイドルとのコラボ 健康には充分留意して下さい

個性的なお店が多い アイリッシュパブ

ルーザーズ

高島屋

バンクラッシー　

廣瀬靴店　など。

水辺や誰もが数年に一度来なければいけ

ない免許更新のような施設。

起業家さんに対し、数年契約を前提に無料賃貸

期間を与えて新しい風を入れる。

踏ん張り時かもしれませんが、頑張っていきま

しょう。応援しています。

自分達の街が好き、盛り上

げたいという思いを感じる

ところ。

少しレトロな通り。

やながせ倉庫

なまず屋

ツバメヤ

居心地の良いカフェやお菓子のお店が増

えて欲しいです。

この苦しい状況で簡単に頑張れなんて言えませ

んが、それでも乗り越えて欲しいです…！大好

きな場所です！

様々なイベントを開催して

活気がある

ツバメヤ、ミツバ

チ食堂、ナマステ

グル、神室町商店

heat、島田漆器店

名古屋のイオンみたいに、いくら以上指

定のお店を利用すると提携駐車場の駐車

代金の割引があると行きやすい。

商店街をまるごとホテルというコンセプト(滋賀

県にある商店街ホテル講 大津百町)を真似しても

面白い。柳ヶ瀬に宿泊&食事&買い物して、尚且

つ岐阜市内を色々観光してもらえると岐阜市全

体で経済発展効果を期待したい。

コロナで緊急事態宣言後は、私の周りでも皆外

出を控えていたが、今は徐々に人々が動き出し

てると感じます。苦しい時はいつまでも続かな

いです。柳ヶ瀬にまた遊びに行きます。

個性的なお店が多い アイリッシュパブ

ルーザーズ

高島屋

バンクラッシー　

廣瀬靴店　など。

水辺や誰もが数年に一度来なければいけ

ない免許更新のような施設。

起業家さんに対し、数年契約を前提に無料賃貸

期間を与えて新しい風を入れる。

踏ん張り時かもしれませんが、頑張っていきま

しょう。応援しています。

イベントで色々なお店が出

ることころ

ポーヤイ 駐車料金を払ってでも行きたいと思う店

（飲食店、カフェ、お菓子屋、服飾雑貨

を扱うセレクトショップ）

気軽に駐車できる場所（店の前など店に

近い場所で、短時間は料金がかからない

等）

個人的には、コンビニ的にふらっとご飯やお菓

子を買えるようになると、柳ヶ瀬に行く機会が

増えます。

また、柳ケ瀬に遊びに行きます。

昔ながらの雰囲気があって

好き

やながせ倉庫団地 気軽に立ち寄れてゆったりくつろげる空

間が増えるともっと人が集まるのではな

いかなと思います。

比較的入りにくいお店が多い印象です。特に夕

方以降、日が落ちてからは雰囲気が暗いなと思

います。もっと明るくキレイになれば県外から

でも集まるのではないかなと思います。

今は大変な時期ですが、様々なアイデアを出し

合ってコロナ前以上に活気のある空間にして

いってください！岐阜全体で乗り切りましょ

う！

レトロで落ち着いてる　安

心する

つばめや　高島屋 和食でお昼に入りやすいお店　　おしゃ

れな雑貨屋

前世代が楽しめるイベント　（盆踊り見たい

な）

頑張ってください。

祖父の家の近所で、幼少期

によく行っていた懐かしい

思い出の場所。アーケード

があるので雨天時の移動も

楽。レッドカーペット。

焼きそばお好み焼

きマサムラさん

オシャレなカフェ、レストランなどの飲

食店。

レッドカーペットを活かして、ハリウッドス

ター気分が味わえるようなインスタ映えする

フォトスポット作り。もしくは、信長を活かし

た戦国時代の雰囲気作り。

このキャンペーンをきっかけに柳ケ瀬商店街に

多くの人が訪れ、お店にとってプラスの連鎖に

なっていくよう祈ってます。今はSNSで情報も

いち早く大勢の人に拡散できる時代。状況が1日

で変わる事も不可能ではないと思うので大変か

と思いますが希望を絶やさず頑張って下さい。

落ち着いた雰囲気・細々と

したお店

高島屋・無印良品 サブカルチャー的な個性の強いお店 ターゲットを絞った趣味性の高いイベント（コ

スプレ、サブカル、鉄道など）

高校・大学などと連携した『学祭』の会場とし

て活用してもらったり

商店街のウリである『心の距離』はソーシャル

ディスタンスにならず近いままでいてくださ

い。

高島屋前 カンパーラ カフェ レトロ感を売りにできないかな みんなで支えていこう。

劇場通り かんぱーら グルメイベント 岐阜B1 耐えて下さい

昔ながらの商店街 やながせ倉庫 孫を (小学生) 連れていけるような空間 イ

ベント

また ヤナな みたいな キャラが出てきて 盛り上

げて欲しい

「まるぶつ」の時代から 知っています

トンカツ トンテキのお店…(ひろせ？だったか ) 

に よく連れて行ってもらいました。　昔のよう

な賑わいを取り戻せるよう 応援しております

p(^_^)q

昔の面影があること

規模が大きくいろいろなお

店があること

丸デブ。高島屋。 本屋。家電屋。

ある程度チェーン店もあるといいです

商店街の中にお寺の誘致。近くで言えば、大須

商店街やおちょぼさん。全国各地だと浅草寺や

川崎大師などお寺には定期的に人がお参りを

し、近くのお店でご飯を食べたりお土産を買っ

たりするなど、お金も使う。

お墓参りに定期的に人がきたり、例えば恋愛成

就が有名であれば若い女性、金運上昇であれば

サラリーマンや自営業者。学業成就であれば、

学生やその家族。

地元の人はもちろん、他所からも人が流れるよ

うになる。全国的にあまりお寺の誘致は聞いた

ことがないが、だからこそやってみる価値はあ

ると思います。

大変な状況ですが、逆に柳ヶ瀬を盛り上げる

チャンスにしていって頑張って下さい。応援し

ています。

高島屋 高島屋 あおい座継続 みんなで一緒に乗り越えましょう

行くと嫁が楽しそうなとこ

ろ

ブルーブルー メンズの洋服が少ないので増えると嬉し

い

先日行った時嫁が息子のオムツ替えのためトイ

レ探しに苦戦してました。

結局高島屋まで戻って変えましたが、いまいち

わかりにくいです。あと暗い。

大変な時期が長く続いてますが、みなさんが感

染なさらないようご自愛下さい。また行きま

す。

親しみやすい 高島屋 恐竜イベント 車でのアクセス改善 終息後を願って笑顔で頑張りましょう

いろんな業種のお店が柳ヶ

瀬に揃っているので便利。

シネックス、ロイ

ヤルの映画館

個性的な商店街になるといい。 接客で楽しめるお店が増えるといい。 ネット販売に力を入れていると思うが、接客を

大切にする今までの商売も大切にして欲しい。

自宅から自転車で行ける立

地

高島屋 阿波踊り連を招いて欲しいです 柳ヶ瀬商店街で使えるクーポン発行 岐阜人の心の故郷なので頑張って欲しいです

行くと嫁が楽しそうなとこ

ろ

ブルーブルー メンズの洋服が少ないので増えると嬉し

い

先日行った時嫁が息子のオムツ替えのためトイ

レ探しに苦戦してました。

結局高島屋まで戻って変えましたが、いまいち

わかりにくいです。あと暗い。

大変な時期が長く続いてますが、みなさんが感

染なさらないようご自愛下さい。また行きま

す。

オシャレな店がたくさんあ

るところ。

ツバメや おしゃれなカフェ併設の雑貨屋さんと

か、花屋さん

無料駐車場を作ってほしい。 いつも柳ヶ瀬に遊びに行きたいと思ってます。

コロナが終息したらもっと通いますので、それ

まではどうか頑張ってください。

いろいろあるところ bicafe クラブ柳ヶ瀬はとてもよかったです おしゃれなお店が増えたらうれしい コロナの中でも営業されてくださり、息抜きが

できます。ありがとうございます！

いろいろなお店があるとこ

ろ

ツバメヤ おしゃれなお店、カレー屋さん サンビルみたいなイベントが増えたら良いなと

思う

コロナで厳しい状況の中ありがとうございます

広いところ bicafe ランチできるおしゃれなお店が増えたら

うれしい

いつもありがとうございます
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今後、柳ケ瀬に増えたらいいなと思うも
の

柳ケ瀬商店街活性化のアイデア コロナと闘う店主の皆さんへ応援メッセージが
あれば

私が子供の時の風景とあま

り変わらないところ

焼きそばのマサム

ラ

イマドキのスイーツのお店　プチプラで

有名なお洒落な雑貨屋さん

シャッターが閉まっているお店がない。

コロナで今は無理かもしれないけど、買い食い

が楽しくできるお店、場所などを作る。

レトロさはそのままで、大須の様なバラエティ

なお店を誘致する。

皆さんの努力は必ず実ります！明日子供と遊び

に行きます

昔からあるお店が並ぶ感じ

が好き。いつも人が少なく

て歩きやすい。けど、人が

増えることを願っていま

す。。

つばめや フリマ、ハンドメイド作品のイベント、

都会的なカフェ、おしゃれな休憩スペー

ス

海外に来たような異国の空間を作り、わざわざ

そこに足を運びたいと思える場所であれば、人

が集まると思う。

以前より商店街へ遊びに行っています。

岐阜市に住む者として、これからの商店街の発

展を願っています。頑張って下さい！

アーケードのあるところ。

雨でも、傘不要。

若い頃の思い出の場所。

岐阜の象徴。

岐阜初寿司 私は、買い物途中で、ゆっくりコーヒー

が、飲める店が、あったらいいです。

スタンプラリー等のイベントは、好きで

す。店舗で買い物したら、スタンプもら

える的なものは、各店舗での買い物が、

増えるのではないでしょうか？

古い物、懐かしく、好きです。

昔の写真展とか、あれば行きたいです。

柳ケ瀬は、岐阜の象徴です。

誇りある街です。

大好きです。

また、行きますよ！

中日ビルで編み物教室に

通っており、懐かしい雰囲

気でその後気軽に友達とお

茶できるところ。

マルイチ喫茶 年配のものも見やすい看板や地図　バス

停付近に座る場所が欲しい

-柳バスの活性化　

もっと液から気軽に来れることをアピール

-柳ヶ瀬を散策するガイドブックなどモデルパ

ターンを作る

柳ヶ瀬を歩くと、気持ちが若くなれる気がしま

す。懐かしいです。

これから若者によって発展すると思いますが、

いつまでも懐かしさも維持してください。

元々、商店街が好きで、

柳ヶ瀬も雰囲気が好き

無印良品 スープ屋さん、室内で子供が遊べる

ちょっとした場所、駄菓子屋さん

まだまだ閉まっているお店が多いので、テナン

トには、1ヶ月家賃補償するなどして、一気に店

を増やす。

新入社員の頃、岐阜市に引っ越して来て、商店

街に探索しに行き、沢山思い出があります。こ

れからも楽しみにしております。

店のスタッフや店主が親切

なところ

高島屋 就業時間まで時間を潰せる場所 いつもありがとうございます

アットホームな雰囲気！ キカザルなど古着

屋さん

色んなお店の美味しいものを集めるイベ

ント

いつもありがとうございます。また買い物に行

きますので頑張って下さい！

なんとなくたのしい パン屋 花屋 花屋や花雑貨のレッスン 老若男女盛り上がった柳ケ瀬を楽しみにしてい

ます、

やなな、ジュラシックアー

ケード

高島屋、つばめや 子供が職業体験できる施設 謎解き、職業体験、アーケード内のアスレチッ

ク化やジョギングコース

コロナで苦しんだ分、明るい未来が待っている

と信じています。

レトロな雰囲気と、新しい

お洒落なお店

ミツバチ食堂 クラブ柳ヶ瀬の増回 駐車場がもっと欲しい 早く、大好きな柳ヶ瀬に、気兼ねなく家族で歩

いて、買い物やイベントに行けるようになるこ

とを願っています！

収束したら、絶対ちょくちょくいきます！！

やなな 高島屋 スイーツバイキング、職業体験、コミケ ダンスイベント、やなな復活または2世誕生、イ

タリアブラーノ島のようなカラフルな街並みに

して観光名所にする

陰ながら応援しています。頑張ってください。

特になし 自由書房 マスクなしで行ける イベントの充実 コロナよりこわいのは、心ない人間です。固定

観念を捨て、楽しく前を向きましょう。蛇足な

がら、合否は違和感を感じます。

行くと嫁が楽しそうなとこ

ろ

ブルーブルー メンズの洋服が少ないので増えると嬉し

い

先日行った時嫁が息子のオムツ替えのためトイ

レ探しに苦戦してました。

結局高島屋まで戻って変えましたが、いまいち

わかりにくいです。あと暗い。

大変な時期が長く続いてますが、みなさんが感

染なさらないようご自愛下さい。また行きま

す。

若者が多く行き交う商店街

だと思います。

全国的にも珍しいと思いま

す。

天ぷらクラブ 多目的に使えるホール シャッター街にならないよう、特徴のある尖っ

たお店を集める。

今は仕方ないですね。人の行き交いが必要な業

種はどうしても我慢の期間です。今は何とか耐

えてコロナ禍が過ぎるのを待つしかない…。

頑張ってくださいね。

キッズスペースや休憩所が

あること、高島屋があるこ

と、アーケードがあるので

雨でも便利

つばめや 謎解きイベント、岐阜のパン屋マル

シェ、キッズイベントなどのイベント毎

が沢山あると訪れる回数が増えると思い

ます。

せっかく雨でも大丈夫なアーケードがあ

るので（これめっちゃ強みだと思いま

す）、空き店舗や商店街の広めの通路に

ちょっとしたアスレチックや休憩用の長

椅子がいたる所に沢山あると、子供の遊

び場として使え親も買い物に行きやすく

なるし、お年寄り向きのちょっとした健

康ウォーキングストリートになると思い

ます。ご高齢の方は高島屋に行きたくて

も歩いて行くのが大変で行けないとも

言っているので、休憩用の椅子はやはり

必要かと感じます。幼い子供がいる私と

しては子育て世帯に優しい商店街になる

と、大型ショッピングセンター以外の外

出先として選択肢が増えてありがたいで

す。子連れだと天候不良日の外出は選択

肢が少なくてとても困っているので。今

の商店街はこどもを連れていると子供が

すぐに飽きてしまい、親はゆっくり買い

物やお茶ができません。喫茶店にキッズ

スペースがあると友人とゆっくりお茶も

できると思います。私は柳ヶ瀬商店街が

好きなので、今後、子育て世帯に優しい

街になっていただけるとことを期待して

います。

同上。 お疲れ様です。コロナ不況の煽りもあり色々と

大変かと思いますが、岐阜市民として商店街に

は愛着があるので、今後も頑張って下さい。更

なる活性化を期待しています。

商店街の通りを歩きやす

く、アットホーム感がある

所

マサキ屋、ハチミ

ツ食堂

無料駐車場が増えると来やすい シャッター街が多いので、いろんなお店が増え

ること

もっとお店のPRとか特売日とか分かるようにし

たら良いと思います。

頑張って下さい!!しか言えないです。

素朴なところ ALCカフェ フリーマーケット テイクアウトで食べ歩きができるお店を増やす 今は大変な時ですが、頑張って下さい。



柳ケ瀬商店街の好きなとこ
ろ

柳ケ瀬商店街で好
きな店を

今後、柳ケ瀬に増えたらいいなと思うも
の

柳ケ瀬商店街活性化のアイデア コロナと闘う店主の皆さんへ応援メッセージが
あれば

昔ながらといった感じで風

情がある

高島屋 若者向けの安い化粧品、雑貨屋 チェーン店や流行りの店を入れる コロナに負けないで！頑張って下さい！応援し

ます。

商店街の人たちのあたたか

みが感じられる

高島屋 四季折々、その時にあったイベント。 貢献します。頑張って欲しいです

ちょうどいいレトロ感 やながせ倉庫 懐かしい気持ちにさせてくれる お年寄りと子どもが寄り添えるイベント 首を長くして待っています。

中学生の頃、オルガン洋品

店に出会いそれから柳ヶ瀬

が大好きになりました。穏

やかな空気、美味しい食べ

物、古き良きお店と新しい

オシャレなお店が同時に楽

しめる商店街だと思いま

す。岐阜で一番好きな場所

です。

ミツバチ食堂さ

ん、ポーヤイさ

ん、ロイヤル劇場

さん、ブビンガさ

ん、山本屋さん

八百屋さん 昔からお店をやられている方のお話を発信して

いただきたいです。柳ヶ瀬商店街の歴史を若い

人にも知ってもらう機会があったら…

柳ヶ瀬商店街が大好きです！感染対策バッチリ

してこれからも通い続けます！

中学生の頃、オルガン洋品

店に出会いそれから柳ヶ瀬

が大好きになりました。穏

やかな空気、美味しい食べ

物、古き良きお店と新しい

オシャレなお店が同時に楽

しめる商店街だと思いま

す。岐阜で一番好きな場所

です。

ミツバチ食堂さ

ん、ポーヤイさ

ん、ロイヤル劇場

さん、ブビンガさ

ん、山本屋さん

八百屋さん 昔からお店をやられている方のお話を発信して

いただきたいです。柳ヶ瀬商店街の歴史を若い

人にも知ってもらう機会があったら…

柳ヶ瀬商店街が大好きです！感染対策バッチリ

してこれからも通い続けます！

中学生の頃、オルガン洋品

店に出会いそれから柳ヶ瀬

が大好きになりました。穏

やかな空気、美味しい食べ

物、古き良きお店と新しい

オシャレなお店が同時に楽

しめる商店街だと思いま

す。岐阜で一番好きな場所

です。

ミツバチ食堂さ

ん、ポーヤイさ

ん、ロイヤル劇場

さん、ブビンガさ

ん、山本屋さん

八百屋さん 昔からお店をやられている方のお話を発信して

いただきたいです。柳ヶ瀬商店街の歴史を若い

人にも知ってもらう機会があったら…

柳ヶ瀬商店街が大好きです！感染対策バッチリ

してこれからも通い続けます！

昔は会社が岐阜だったので

よく遊びに行きました。思

い出がたくさんだからで

す。

高島屋 フードコートのような場所 クーポンを発行する コロナが収束したら絶対行きます！頑張れ！！

今はなくなった 初寿司 おしゃれなカフェやスイーツ店といっ

た、インスタ映えしたり、広い綺麗な空

間で落ち着けられるようなお店。狭く暗

いではなく、広く明るいお店。

古臭く、狭く、暗くというイメージが付いてし

まったので、新しく、開放的で、明るいイメー

ジを持たせるような改革。

長い自粛期間後、また第二波があり大変でしょ

うが、我慢すれば光が見えてくるので、頑張っ

て下さい

今はなくなった 初寿司 おしゃれなカフェやスイーツ店といっ

た、インスタ映えしたり、広い綺麗な空

間で落ち着けられるようなお店。狭く暗

いではなく、広く明るいお店。

古臭く、狭く、暗くというイメージが付いてし

まったので、新しく、開放的で、明るいイメー

ジを持たせるような改革。

長い自粛期間後、また第二波があり大変でしょ

うが、我慢すれば光が見えてくるので、頑張っ

て下さい

ノスタルジックな雰囲気な

ところ

高島屋 アンテナショップ、緑や水を楽しめる空

間(デザイナーモニュメントみたいなのを

建ててインスタ映えしそうな)

自然を活かした空間

名古屋ではあまり楽しめない、山と水を感じら

れそこにファッションビルなどもあれば少し新

しさを感じれるかも。。。

コロナ禍で大変だと思いますが、柳ケ瀬にはお

いしい飲食店がいっぱいありますし、たまに足

を運ぶとすごく特別感のある街だなと感じま

す。この状況がいつ終息するか予想がつかない

時分ではありますが、負けずに頑張って下さ

い。応援してます！

レトロな街並み、店員さん

の素朴さ、そして、やな

な。

映画館、高島屋、

ツバメヤ、ドンキ

ホーテ

漫画やアニメ系のイベント？あと間借り

系の飲食やさん。駐輪場。

各お店で買ってポイントを集めると・・・みた

いな感じ。

やななはいつも貴方達を見守っている！(´;ω;｀)

生きろそなたは美しい

新しいものと古いものがあ

るところ

ALCcafe スポッチャや、ボルタリング 体を動かすイベント 我慢ばかりですが笑顔は忘れずに

昔からの馴染みある風景 ミツバチ食堂さん コーヒーやお酒の飲み比べのようなイベ

ントがあると嬉しい。

ゲームのイベントは、若い方には人気が

あるようで、他見からも来られるようで

す。

商店街共通のスタンプとかあるとお買い物が増

えそうです。

活気ある商店街が戻ることを願っています。

今後に期待しています！

レトロなお店。

昭和の雰囲気。

高島屋。

アーケード。

新しい店と、古い店の共

存。

高島屋。

ブルーブルー。

丸万。

ニューパロマ。

三和。

弁天堂。

神室町商店。

ステーキ食いしん

坊。

村さ来。

菊川酒造。

お洒落な居酒屋。

古着屋。

大須商店街のようなごちゃごちゃした街。

行けば何かある。歩くだけで楽しい街。

夜遅くまでやってる店が増えて欲しい。

柳ヶ瀬には裏道を入ると小さなスナックが立ち

並んでいる場所が複数あった。全部取り壊さ

ず、雰囲気そのまま残して、バーとかカフェと

か作って欲しい。

いつも見守っています。

頑張って下さい。

昔ながらの良い人柄 岩田時計店 若者向けの飲食店 フリーペーパー等でのアピール活性化 こんな時代だからこそ皆さんで協力しあって乗

り切っていきましょう！

屋根がある 高島屋 ウォーキングをしながらのスタンプラ

リー

若者も集まる店 ガンバレ柳ヶ瀬
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今後、柳ケ瀬に増えたらいいなと思うも
の

柳ケ瀬商店街活性化のアイデア コロナと闘う店主の皆さんへ応援メッセージが
あれば

今ではなかなか見ることが

できない横道のレトロさ。

駅前はうるさいモニター広

告や高いビルなどでがっか

りでした。新しいものは作

ろうと思えばいつでも作れ

ますが、文化は無くなると

復活は難しいです。路面電

車もなくなってますし。

引っ越してきたば

かりかつ、コロナ

の為ゆっくりでき

るお店もないので

今のところ特にな

し。

イベントというより、柳ヶ瀬だけでなく

岐阜市の情報が入ってこない。

コンビニに月刊誌が1冊もないので、わ

ざわざサイトで検索しないと情報にたど

り着かない。小さい冊子は何種類かある

ようですが、自然と情報がはいってこな

いと弱い気がしますので、同時に検討は

必要かと。ちなみに以前よく出張に行っ

ていた新潟は3-4種類お店や地域紹介の月

刊誌がありました。

近くの既存企業、名古屋企業の分室を誘致す

る。岐阜市から名古屋に通っている人も多いの

ではないでしょうか。

コロナでネット会議にも慣れたことでしょう

し、岐阜に分室があってもいいと考える企業も

あるかもしれません。ただし、利用料で儲けよ

うとは思わない方が良いですし、行政にお金を

出して貰う、つまり税金を使うのもお門違いで

すので、あくまで人が欲しい、地域に分室が欲

しいとのwinwinで。

人がいないと新しいお店もできないと思いま

す。若手の新規事業も賑わいがなければほとん

どは失敗に終わりそうです。まず、働いている

人を増やして、商店街の平日の動きを活発

に、。新しく店を出している人は、柳ヶ瀬を避

けている気がします。

ちょっと前に引っ越してきた他県民が色々勝手

なことを書きましたが、ここ数ヶ月の印象で

す。何でもかんでも新しいものに変わって欲し

くないので記載させて頂きました。

自宅から近い距離にあるの

で利用しやすい

蜜蜂食堂 美味しい食事所 個々の店舗を一ヵ所に集約してその場所に行け

ば何でも揃う便利な空間ができれば素晴らし

い。

柳ケ瀬商店街は市民の誇りです。買い物をして

微力ながら協力しますので頑張って下さい。

昔からよくきていたので身

近に感じる

ツバメや サンデービルヂングのようなイベントを

増やしてほしい。

コーヒー専門店のイベントももう一度

やってほしい。

街並みを綺麗にする！

イメージが暗いので明るい街になるといいと思

う。

昔は人がすれ違うのが困難なくらいの人で賑

わっていました。

またあんな時代がくるようにみんなで頑張りま

しょう。

懐しい商店街で和む。アー

ケードで雨の心配が無い。

田なかや チンプー かつや等チェーン店 玉宮との一体化

テイクアウトの集合スペース

必ず再開しましょう!

さまざまな店があるため歩

いていて楽しいところ。

お好み焼き・鉄板

焼き　正村

朝一や恐竜のお店など 食べ歩きできるや期間限定で季節によって変わ

る店があると良いと思います。

今はとてもつらいと思いますが、笑顔を忘れず

に頑張りましょう！笑顔でいっぱいの柳ヶ瀬が

大好きです！

長い付き合いで落ち着く 岐阜高島屋 豪華福引 大手スーパーを平面化にした状態にする コロナに負けるな

派手ではないですが、素敵

なお店があり、歩くと発見

があるところ。

TIROL、サロンド

マルイチ

コワーキングスペース、古いビルを利用

したカフェ、ギャラリー

具体的ではないですが、名古屋から岐阜へわざ

わざ来る意味があるような街づくりやイベント

があればいいなぁと思います。岐阜駅から柳ヶ

瀬まで少し距離があるので足が遠のきがちだと

思うのですが、楽しく商店街を歩けるようなイ

ベントや工夫が必要かなと思います。

結婚して岐阜市へ引っ越してきました。色んな

街に住みましたが、岐阜と柳ヶ瀬がとても好き

です。コロナ禍で大変なことと思いますが、頑

張ってください！応援しています。

付近に駐車場もあり、柳ヶ

瀬で買い物をすれば駐車券

もいただけるので安心して

買い物ができるところが良

いと思います。

宝石・時計の岩

田、丸デブ

スウィーツのお店

アイドルやお笑い芸人のライブイベント

幼稚園児から高校生までの音楽発表の会

場に利用できるような場所

とにかく柳ヶ瀬に人を来させるためにもっとイ

ベントをたくさんやればいいと思います。

幼稚園児等の音楽発表会の会場にでもすればそ

れを見るために1人のこどもに両親や祖父母など

多くの人が柳ヶ瀬に足を運んでくれると思いま

す。

ジュラシックアーケードの別バージョンで犬や

猫好きが集まるような企画をするとかアニメ好

きをターゲットにしたイベントをするなど

今はコロナで自粛ムードだけど皆買い物や美味

しい物を食べに出かけたくてうずうずしていま

す。

コロナが落ち着いたら絶対柳ヶ瀬にもお客さん

は戻ってきます。

もう少しの辛抱です。

待っててください！

絶対行きますから！

アーケードが付いていて買

い物しやすい

高島屋 お洒落なカフェ兼雑貨屋さん 土地柄、今はなかなか行くのに躊躇してしまう

場所ですが、1日も早く安心してお買い物を愉し

みたいと思っています。

古き良き時代の店と新しい

店との融合

高島屋 アミューズメント施設 多様なイベントを開催し続ける。 店主の皆様のご努力で、賑わいの戻った柳ヶ瀬

がイメージできます。

ワクワクしながら、笑顔で頑張ってくださいま

せ。

だいたいのものが揃う ドンキ　　スギ薬

局

子供向けイベント 駐車場無料で子供向けの安いお店があるといい

です

今は我慢の時期

でも、いつか終息します。みんなで乗り越えま

しょう！

昔ながらの雰囲気があると

ころ

ビッカフェ 雑貨屋 街コン 1万当たらなくても行きます。

隠れ家的な、ご飯や飲み物

が美味しいお店が多い点。

センスが良く、ジャンルが

異なる古着屋さんが数店あ

る点。

名古屋方面の大学に通う学

生ですが、県外の商店街と

比べてもお店や来る人々の

雰囲気が温かい(穏やかな)気

がします。

つばめ屋、マサム

ラ、ロンドン、

college、キカザ

ル、pallette、

Loop、ヤナガセ倉

庫内のカフェ・雑

貨屋・お菓子屋 、

モスバーガー など

若者、お年寄り等、それぞれの年代に合

わせた憩いの場を設けて頂けると良いと

思います。若者向けはグランピング場(室

内でできるキャンプ会場)、お年寄り向け

には演歌の歴史を辿れる喫茶店、または

カフェなどがあると面白いかと思いま

す。

主観の意見になりますが、上記の質問で記入し

たお店等で集客をし、規模の大きいダンスイベ

ント等を開くことで若者を集めることが可能だ

と思います。岐阜大学のダンス部、軽音部の方

などに協力して頂くのも良いかもしれません。

大変な時期ではあると思いますが、私達が楽し

める場所を提供して下さり、本当にありがとう

ございます。小さい頃からの馴染み深いお店だ

けでなく、新たな楽しさを求めて今後も柳ケ瀬

内を探索をしたいと考えております。

地元民として、今後も柳ケ瀬商店街の発展を心

よりお祈り申し上げます。

イベント等を定期的にや

り、町おこしに力を入れて

いるところ

さかだちブックス 玉宮横丁を通り過ぎて向かいたくなるよ

うな飲み屋

酒のひろせさんがやっているような、ブルーリ

ボンチャレンジ等の社会貢献活動

コロナとは長い付き合いになると思いますが、

柳ヶ瀬商店街には歴史があります。みんなで乗

り切っていきましょう。

アーケードがあるので天気

を気にしなくていいところ

四角商店 カフェ 長崎屋のビルを壊して、緑あふれる空間を作っ

てほしい

(かつての)自分の街という思

い出が、あちこちにまだ見

つけられるところ。

高島屋、モスバー

ガー

気軽に立寄れるようなカフェ、ファスト

フード店等

交通費、駐車料金など気にしなくてもいいな

ら、もっと柳ヶ瀬行きたいと思っています。今

話題になってる食べ物屋さんとかがあるといい

なって思います。

みんな今は不便で大変ですよ。パートの私もコ

ロナのせいでパート時間激減です。でも、早く

柳ヶ瀬を歩きたいなあと思ってます。いつもの

柳ヶ瀬商店街でいて下さい。

イベントがある、屋根があ

る

高島屋 文房具屋さん、駄菓子屋さん 職業体験 コロナなんかに負けるな



柳ケ瀬商店街の好きなとこ
ろ

柳ケ瀬商店街で好
きな店を

今後、柳ケ瀬に増えたらいいなと思うも
の

柳ケ瀬商店街活性化のアイデア コロナと闘う店主の皆さんへ応援メッセージが
あれば

昔ながらのお店がある まさむら ドンキが撤退しますが、若い子達が楽し

める場所

岐阜駅前みたいに昼飲みができる場所がほしい 今は笠松町住みですが、ずっと岐阜市に住んで

ました。

センサや近鉄百貨店などがあった頃のように活

気のある柳ケ瀬にしてほしいです

小さい時の憧れの場所、

柳ヶ瀬。風景が変わっても

やっぱりなんか特別な場所

に感じ、いくと背筋が伸び

ます。

つばめや、高島屋 子供が遊べる大きな場所。木遊館や市立

図書館みたいな、な小さな時から行ける

ようなものがあると子ども達が大きく

なっても柳ヶ瀬が身近に感じるかもしれ

ません。

昔、映画館は柳ヶ瀬しかなかったので良

く行きました。

今でも映画を見てるとふと、柳ヶ瀬で観

た立ち見の映画を思い出し、心がほっこ

りします。

岐阜駅から柳ヶ瀬に続く道の活性化。

オリジナルの何か面白い事をして、クラウド

ファンディングにだす。

プレスをしっかり行いメディアに取り上げても

らう。

昔から好きな場所です。

ずっと守っていて下さりありがとうございます

^_^

昔からのお店があるところ 高島屋 休憩できるスペースでお茶ができたり、

雑貨や小物を扱うお店があるといいと思

う

郊外にある店舗の出張所みたいな形で出店を依

頼してみてはどうでしょうか

コロナに負けないで頑張ってください

アーケードがあるので、雨

の日や暑い日でも買い物が

楽にできる。

イベントが楽しみです❗️

高島屋・無印良

品・ロンドン(パン

屋さん)・つばめや

昔の商店街にあるような、魚屋さんとか

八百屋さんとか惣菜屋さんとかお肉屋さ

んとか。

全体的に暗いイメージがあるので、せめて電気

だけでも明るくしてほしい。

空き家の店舗は、岐阜市が協力して家賃を安価

にすることは難しいのでしょうか？

みんなが大変な時ですが、踏ん張って頑張って

ください❗️

ほんとにお疲れ様です❗️

小さいお店がたくさんある

ところ。利便性。

サロンドマルイチ 小さい子供もいる家族で楽しめるお店、

イベント。公園とか。

多ジャンルの小さいお店のリーシング。

慣れしんでいて、ほっとし

ます。

サクラヤ化粧品店 ケーキ屋さん。焼き肉屋さん。 ドームのような、天気温度に左右されず何で

も、揃って、楽しく買い物できる街。

いつも、笑顔と綺麗をありがとう💄

空いている FBさん ビアガーデン 沢山の方々元気ですかー？

タカシマヤの地下の品揃え タカシマヤ ビアガーデン

高島屋さんがあるから 高島屋、三和、金

寿司く

高齢者は丸亀さん、開店寿司🍣さん、 いらっしゃいの元気な声が早く聞きたいです。

体調に気をつけて頑張って。あとすこし。

昔ながらの商店街な所 特に無し 夜、もう少し明るいと嬉しいです。 通りを明るくする 近い将来、終息または上手く共存できるように

なりますっ！それまで耐えて下さい！私達も応

援してます！

いろんなお店があるところ ツバメヤ テイクアウトができる飲食のお店 お洒落な雑貨屋さん文具店ができて欲しい 柳ヶ瀬大好きなので、蜜にならないようにひと

りでぶらりと遊びに行くようにします

傘をささずに買い物でき

る。地下街と比べ圧迫感も

ない。

高島屋 イベントの再開、抽選会とかやってほし

いです！

コロナ後も小さいお店に安心して入れるよう

に、例えば換気をしっかりしているなど目視で

わかるようにしてほしい！

応援してます！今もいつも通りお買い物してま

すよ！

買う場所がコンパクトなと

ころ

カルタジローネ 詰め放題の、イベント YouTubeバーとのコラボ 頑張ってください！応援してます📣

昔から顔なじみ ムラサキ 朝市 チケット制の買い物 応援してます！

フリーマーケット とりせん 飲み屋横丁 駐車場サ－ビスや代行割引サ－ビス

立地 ツバメヤ、武蔵野

本店

小さな子どもを連れて行ける親子カフェ

など

街を守ってくださって、ありがとうございま

す。柳ヶ瀬商店街が寂れてしまうと淋しいの

で、これからも岐阜の顔として頑張ってくださ

い。

サンビルにしか行ったこと

しかないですが、雰囲気が

とっても好きです！子ども

が恐竜好きなので行ったこ

とないですが、柳ヶ瀬ジュ

ラシックアーケードに行っ

てみたいです！

ツバメヤ 子ども連れで気軽に入れるカフェやお店

が増えたら良いです。

コロナが落ち着いたら、柳ヶ瀬商店街に子ども

達と遊びに行きます！

いろいろな物が見られる ロイヤル劇場辺り

の街並み

食べることとお酒を飲むことのイベント

が増えるとうれしい

アーケードがあるのでイベントにはもって来い

だと思います。

以前、呑みのあるイベントが楽しかったのです

が、岐阜駅からすこーし遠いので、帰るのが

おっくうになりました。

とにかく、楽しい街です。

月に1回くらいしか行けませんが、

柳ヶ瀬は好きです。頑張って❣️

こだわりを持った飲食店が

多い所

ポーヤイ サンビルの土曜開催、飲食店舗の誘致 飲食店を低予算で始められる仕組み作り、ド

ン・キホーテに変わる店舗の誘致（関東で人気

のオーケーストアなど）

毎日通うので頑張ってください！

御飯が美味しい＆有名な飲

食店が小さいエリアに

ギュッ！と詰まっていて、

カレー、蕎麦、グルテンフ

リー、エスニックなど、

ジャンルが幅広く、グルメ

好きには天国！パラダイ

ス！

ツバメヤ、ポーヤ

イ

そば打ち道場、料理、お菓子教室、珈琲

淹れ方講座、占いストリート、美容専門

の鍼

●将来店を出店したい人のために、日替わりシェ

フの店

●レンタル調理室

今が踏ん張りどころで、この辛く厳しい状況を

乗り越えたからこそ素晴らしいことがありま

す、きっと。

古き良き商店街 キカザル 人が集まるイベント 若い子が気になるようなイベント！ みんな大変な渦中ですが一丸と頑張りましょう

…！

古き良き商店街 キカザル 人が集まるイベント 若い子が気になるようなイベント！ みんな大変な渦中ですが一丸と頑張りましょう

…！

地元であること ドン・キホーテ アニメ関連イベントやカフェなど 明るさと開放感 飲酒ベースのお店からの転換を期待しています

温かい雰囲気 高島屋、大福屋 肉、魚、野菜などの安価な産直品を扱う

店、イベント。

無料駐車場の整備。 夜明けは必ず来る。夜明けは近い。それまでは

我慢しよう。

レトロなところ マサムラ 骨董市やフリマなど人と人との繋がりが

生まれるところ

昭和レトロな街をアピール 何も咲かない寒い日は下へ下へと根を伸ばせ。

きっと大きな花が咲く🌼🌸

個性的なお店が多い アイリッシュパブ

ルーザーズ

高島屋

バンクラッシー　

廣瀬靴店　など。

水辺や誰もが数年に一度来なければいけ

ない免許更新のような施設。

起業家さんに対し、数年契約を前提に無料賃貸

期間を与えて新しい風を入れる。

踏ん張り時かもしれませんが、頑張っていきま

しょう。応援しています。

いろんなお店があって楽し

いところです

つばめや 子どもがいるので遊ぶ施設やおむつ替え

シート、授乳室が増えるといいなと思い

ます
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柳ケ瀬商店街で好
きな店を

今後、柳ケ瀬に増えたらいいなと思うも
の

柳ケ瀬商店街活性化のアイデア コロナと闘う店主の皆さんへ応援メッセージが
あれば

探索気分で新しいお店に出

会える点

ミツバチ食堂 子育て世帯が魅力に感じる店やイベント ・子育て世帯は基本車での移動、駐車場の利便

性をもっと上げる。また、足を運んで貰うため

のイベント、柳ヶ瀬で買い物してもらうための

独自のポイントを導入するなど、まずは地域の

人を集め知ってもらう機会を増やす。

・それぞれのお店の魅力をまとめて、駅で気軽

に情報を得られるようにすることで、駅利用

者、観光目的の人に柳ヶ瀬に何があるかを知っ

てもらう。観光で来た人に柳ヶ瀬を利用する機

会、例えばロープウェイチケットで柳ヶ瀬の店

で特典をつけたり外からの人も呼び込むこと

で、地域の人の注目も集める。

・駅から距離があるのがネック、駅から自然と

柳ヶ瀬に足を運ばせる動線の工夫が必要。閉

まっている店がメインの道にあるのはもったい

ない。食べ歩きやインスタ映えなどを狙える今

時の店を呼び込むことで人の流れを駅から柳ヶ

瀬に自然と向ける必要がある。

知恵と工夫で進んでいくしか道はないです。

立ち止まらずに前に向かって進みましょう。

アーケードがあって雨が

降っても大丈夫なところ。

岐阜高島屋　お好

み焼き八千代　寿

司よし　きっちん

ねこ

イートインができるケーキ屋さん　　可

愛い雑貨やさん　　パン屋さん

遠い昔、夏祭りで柳ケ瀬アーケードにて盆踊り

や浴衣コンテストに出たことがあります。夜の

イベントも外食がてら出かける気分になりま

す。

柳ケ瀬と共に人生を過ごし、どんな時でも私た

ちの心から離れることは有り得ません。ずっと

柳ケ瀬を愛し続けます!　商店街の皆さん頑張っ

てくださいね。

高島屋がある ツバメや　高島屋 カルディ、スタバ、緑増やす 駐車料金無料 ピンチはチャンス

個性的なお店が多い アイリッシュパブ

ルーザーズ

高島屋

バンクラッシー　

廣瀬靴店　など。

水辺や誰もが数年に一度来なければいけ

ない免許更新のような施設。

起業家さんに対し、数年契約を前提に無料賃貸

期間を与えて新しい風を入れる。

踏ん張り時かもしれませんが、頑張っていきま

しょう。応援しています。

屋根があるところ JAZZ LIVE SPOT 

BAGU

名物料理のあるお洒落なCafe 今、至るところに絵がありますが街中をスト

リート美術館みたいにしてはどうでしょうか

(SNS映えスポットみたいにして若者を呼び込

む)

コロナはただの風邪だから行きたい時は気にせ

ず遊びに行きます

個性的なお店が多い アイリッシュパブ

ルーザーズ

高島屋

バンクラッシー　

廣瀬靴店　など。

水辺や誰もが数年に一度来なければいけ

ない免許更新のような施設。

起業家さんに対し、数年契約を前提に無料賃貸

期間を与えて新しい風を入れる。

踏ん張り時かもしれませんが、頑張っていきま

しょう。応援しています。

落ちつく。 CINEX 若者向けの雑貨屋、フリーでイベントが

出来るスペース

街並みがレトロで落ち着く つばめ屋　ぎふ初

寿司

ケーキ屋さん　カフェのくつろげる空間

やイベント

岐阜の特産を集めたイベント

お菓子特集や食事特集

応援してます

一緒に乗り切りましょう

昔からのお店があるところ 高島屋 休憩できるスペースでお茶ができたり、

雑貨や小物を扱うお店があるといいと思

う

郊外にある店舗の出張所みたいな形で出店を依

頼してみてはどうでしょうか

コロナに負けないで頑張ってください

昔からの良いところと今の

新しい感じ

スキップ 老若男女問わずが集える、親子三代で楽

しめるようなイベント

柳ケ瀬を隅から隅まで回る、スタンプラリー 岐阜に嫁いで40年近くになります。娘たちとも

何度も柳ケ瀬に遊びに来ては食事し買い物を楽

しみ…通勤でも毎日通っています。実の母が90

歳になりますが、ファッションが大好きで、節

目のたびにスキップさんで母への贈り物を選ば

せていただいています。昔から思い入れがある

柳ケ瀬商店街。コロナで大変なことが多いかと

思いますが、それでもまたみなさんが明るく元

気に商売してくださる日が来るのを心待ちにし

ています。マスク越しの接客でもその温かさは

十分伝わっていますが、またお互いが笑顔で会

話できる日を楽しみにしています。頑張って！

レトロ感たっぷりで気取ら

ない雰囲気。傘なしで歩け

るところ。

サロンドマルイチ 

、A.L.C. cafe

平日にランチが食べられる店、飲食主流

のイベント、惣菜が買えるテイクアウト

専門店

新しくできるマンションで街の人口が増えるの

で、スーパーのような店、生鮮食品が買える店

を作ること

ここ数年の柳ヶ瀬の努力は無駄にはならないと

思います。必ず人は戻るし、若手も増えるか

ら、今を頑張ってほしいです。

お店の方が気さくで雰囲気

が良い

シネックス 地域の方の憩いの場

子連れでもくつろげる場

アート活動の場

コスプレ レンタル!

ロッククライミングで柳ヶ瀬商店街を上から眺

める！

頑張ってください!!

雰囲気 ツバメヤ トランポリン トランポリン また遊びにいきます！

レトロの中にある新しさ 貝心 人と人とが集うことができるコミュニ

ティスペース

コロナにより外出の規制があいまいで、なかな

か思うようにいけない日々が続いています。昔

ながらのお店もあるので、難しいかとは思いま

すが、他県の商店街のように、オンラインで商

店街のアイテムが気軽に買えるサイトを作った

りするのも一つの手だと思います。コロナが終

息というのは何をもって終息になるかわかりま

せん。せっかく素敵なお店が多々ある柳ケ瀬商

店街の売り上げに少しでも貢献できればと思い

ます。

いつも顔を見合わせて笑顔で接客されていたみ

なさんを想像すると、私自身もしばらく柳ケ瀬

へは訪れておりませんので、とても心苦しく思

います。そんな中でも新しいお店のオープンや

リニューアルなどSNSを通して情報をいただい

ています。頑張ってとは言えません。本当にお

辛い中、いつもお店を開けていらっしゃるのだ

と思います。新しい生活様式を守りながら、ま

た家族で出かけたいと思っていますので、どう

ぞそんな気持ちを持っているものがいることだ

けでもお伝えいただければと思います！！

個性的なお店が多い アイリッシュパブ

ルーザーズ

高島屋

バンクラッシー　

廣瀬靴店　など。

水辺や誰もが数年に一度来なければいけ

ない免許更新のような施設。

起業家さんに対し、数年契約を前提に無料賃貸

期間を与えて新しい風を入れる。

踏ん張り時かもしれませんが、頑張っていきま

しょう。応援しています。

老舗とモダンなお店が入り

混じっている点

サロンドマルイチ サンビルのようなお店とお客のコミニュ

ケーションが生まれるイベント

香川丸亀商店街のような空き店舗対策 岐阜の復興の象徴となれるよう頑張ってくださ

い

個性的なお店が多い アイリッシュパブ

ルーザーズ

高島屋

バンクラッシー　

廣瀬靴店　など。

水辺や誰もが数年に一度来なければいけ

ない免許更新のような施設。

起業家さんに対し、数年契約を前提に無料賃貸

期間を与えて新しい風を入れる。

踏ん張り時かもしれませんが、頑張っていきま

しょう。応援しています。

老舗とモダンなお店が入り

混じっている点

サロンドマルイチ サンビルのようなお店とお客のコミニュ

ケーションが生まれるイベント

香川丸亀商店街のような空き店舗対策 岐阜の復興の象徴となれるよう頑張ってくださ

い



柳ケ瀬商店街の好きなとこ
ろ

柳ケ瀬商店街で好
きな店を

今後、柳ケ瀬に増えたらいいなと思うも
の

柳ケ瀬商店街活性化のアイデア コロナと闘う店主の皆さんへ応援メッセージが
あれば

レトロな空気を味わえる/必

要なものが一度に揃う/人の

生活圏であるところ/駅から

少しお散歩気分で向かうこ

とができる

サロン・ド・マル

イチ/mokkumokku

本屋さん、コワーキングスペースのよう

な集いの場、空き店舗の貸し出し(イベン

トスペースなどとして)

いつもお散歩しながらお店や人の息遣いを感じ

る時間が楽しいなと感じています。お散歩がて

ら寄らせていただく楽しみを、これからも続け

たいなと思っています。

昔ながらのお店も新しいお

店も頑張ってる！

正村さん(広島焼の

方の)

土日に行きたくなるような服屋さん もし無料(もしくは低価格)の駐車場があればふ

らっと寄りやすくなります。今は確実な用事が

無いと駐車料金もったいなくて寄りにくいで

す。

徹明小出身です。最近はイベントも充実してい

て頑張っている柳ヶ瀬が見れて嬉しいです。今

は大変だと思いますが柳ヶ瀬なら立ち直ってく

れると信じています！頑張ってください！

アーケードがあるところ 高島屋内の川上屋 常連以外でも入り易い店、年齢に関係な

く入り易い店。

無料とまでは言わないが、商店街で買いものを

した時に優遇措置のある駐車場があり、通りが

もう少し明るいと人が集まり易いと思います

自粛ムードが長引き、人手が遠いていることと

思いますが、また笑顔で集える日々を楽しみに

しています。

イベント企画など頑張って

いるところ

高島屋、無印良

品、ツバメヤ

おしゃれな雑貨店、駐車場 子供も楽しめる店があるといい（キッズ会員な

ど）

柳ケ瀬商店街の皆様にとって明るい未来になり

ますように

アーケードで天気に左右さ

れないところ

ポーヤイ　タイご

はん

代官山蔦屋みたいなお店 閉まっているお店が多く暗いイメージがあるの

で、簡単ではないと思いますが、空き店舗の活

用をしたりサンビルの回数を増やしたりして

柳ヶ瀬に足を運んでもらう事も大切かと思いま

す。

微力ながら応援しています。頑張ってくださ

い。

柳ぶら楽市　レトロな雰囲

気

ツバメヤ お洒落な雑貨屋　インスタ映えの場所　

音楽イベント　レトロな店

SNSを皆んなで力を入れれば認知度が凄くなる 笑顔で楽しく買い物やブラブラ散歩が出来るよ

う願っています。

アーケード 高島屋 大きなライブハウス 駐車場無料 リスタート

昭和の匂い 一楽 回転寿司等のファミリー飲食店と映画。

食べ歩き

こうあるべきって言う古い考えを無くす。世代

交代

昔の柳ケ瀬を復活させるのではなく、新しい柳

ケ瀬が必要。大須のようなアイデアが必要。

新しい柳ケ瀬を目指して頑張って下さい

多様な商店が混在した、レ

トロな雰囲気

ピッツェリア・

ダ・バッボ

同上 同上 ピンチはチャンス

少しずつ活気が戻っている

こと

無印良品 個性的な衣料品や食料品のお店 柳ケ瀬全体を一つの大規模店舗（ショッピング

モール）として、イベントや一定額購入時の駐

車場無料化などをしてはどうか。

マンション建設とアフターコロナで、柳ケ瀬を

取り巻く環境も大きく変わると思います。名古

屋の大須のように個性的な街として発展するこ

とを願っています。

映画を見た後にゆったり過

ごせる

特にない 体験型の店 託児付きの子ども食堂

買い物したものをまとめて宅配してくれるお店 私は、介護の仕事をしているため、未だ自粛生

活中です。

心身共に疲れが蓄積してます。

カラダとココロの深呼吸して　少し緩めたいで

す。

コロナが落ち着いたら、遊びに行きます。

親切に対応してくれる 森島メガネ店 柳ケ瀬全体での定期的なイベント。毎月

ほどに、定期的な祭りを増やす。

バスなどの公共機関を無料にして集客する。 我慢、忍耐、希望を顧客とともに。

庶民的 カフェ まほろば てもみん等分単位のマッサージ店 スタンプラリー 明るい笑顔で明るく接客 必ず 自利利他となり幸

福となります。頑張って下さい。

雨でもストレスなくお買い

物ができる。

高島屋 カフェ 東京で有名なお店などが誘致できれば良いと思

います。

頑張ってください。

気取っていない 高島屋 国際交流イベント（各国との衣食文化交

流）

商店街の人達は親切なとこ

ろ

だんごろう スターバックス、 肉フェス等、食のグランプリを決めるイベント 助け合っていきましょう

昭和の雰囲気と人情が残っ

ているところが好きです。

徒然舎、のはら

湯、ぱたーた、で

んすけ、YELL! 

ALE!! GIFU、ツバ

メヤ、いしぐれ

コーヒー、オクム

ラ、club-G、エニ

シ、サフラン、居

酒屋ニキ、百蔵、

マリボッサ等。

最近、古い建物がどんどん取り壊されて

いて、とても寂しく感じます。レトロな

雰囲気、柳ケ瀬ならではの雰囲気は、こ

のまま残して欲しいです。

夜カフェは、とても良いイベントだと思

います。ジャズ等、特定のジャンルに特

化したイベントがあると、良いかと思い

ます。

お化け屋敷が亡くなってしまったこと

は、とても残念に感じます。また、復活

させてほしいです。

FC岐阜の試合前後に、何かイベントができたら

良いかもしれません。美川憲一さんの「柳ヶ瀬

ブルース」で、知名度は全国区かと思います。

ただ、アウェイサポーターの方は、地理に詳し

くなく、どんなお店があるのか、どこで飲めば

良いのか、あまり分からない方も多いかと思い

ます。これから、コロナが落ち着き、アウェイ

サポーターの観戦も解禁になった後は、FC岐阜

のユニフォームだけではなく、アウェイのユニ

フォームを着ている方、チケットの半券（QR

コードチケット）を持っている方を対象に、若

干の割引やサービスを設け、試合の前後に集客

すると良いかもしれません。

スナックやBar等の夜のお店は、どうしても入り

にくいイメージがあります。明朗会計で安心で

きるお店があれば、行ってみたいとは思うので

すが、なかなか分かりません。安心して飲める

お店マップがあると便利かと思います。ただ、

これもバランスが難しく、あまりおおっぴやに

できないという点もあるかと思います。人情が

あって、名前を覚えてもらえる、自分が通うお

店というものも、一つのステータスになり、柳

ケ瀬で飲む価値にも繋がるため、その部分は、

残して欲しいです。

柳ケ瀬ではありませんが、玉宮では、キャッチ

が多くなってきています。特に、駅から近い玉

宮は、柳ケ瀬に繋がる玄関口となり、地元以外

の人からすれば、柳ケ瀬のイメージにも影響し

ていると思います。全面的に禁止すれば、健全

なイメージになると思います。街全体で、良い

方向に向かうように取り組む必要があるように

感じます。

コロナで出歩く人、外食をする人が減り、とて

も大変な状態なのではないかと思います。しか

し、柳ケ瀬には、柳ケ瀬にしかない魅力がある

と思います。そして、そういう魅力がある街に

は、きっと、人が戻ってきます。また、商店街

の方々の優しさ、人情は、訪れる人に必ず伝

わっています。柳ケ瀬の魅力は、街の環境もあ

りますが、それ以上に、「人」が魅力的です。

そして、その優しさや人情の輪は、コロナに負

けずに広がり、人の賑わいに繋がってくると思

います。私達も、皆さんとのふれあい、皆さん

から受けた優しさは、忘れることはありませ

ん。これからも柳ケ瀬を応援しています。



柳ケ瀬商店街の好きなとこ
ろ

柳ケ瀬商店街で好
きな店を

今後、柳ケ瀬に増えたらいいなと思うも
の

柳ケ瀬商店街活性化のアイデア コロナと闘う店主の皆さんへ応援メッセージが
あれば

隠れ家感 やながせ倉庫 / ミ

ツバチ食堂 / ロイ

ヤル40

芝生の上でゴロゴロできるスペース（小

さな子どもたちも一緒に遊べる場所）

子育て世代のお母さんたちの散歩コースをつく

る。

地元の児童館や保育所にMAPを置く。

高校生の時（10年も前ですが）友だちと初めて

やながせ倉庫の扉を開いて、こんなところにお

店あるの⁉️と、ワクワクしたのを今でも覚えてい

ます。

引越しをして岐阜県民ではなくなりましたが、

今でも柳ヶ瀬商店街は大好きな思い出の詰まっ

た場所です。

コロナ禍で足が遠のいていましたが、またいつ

もの様に気軽にお買い物が出来るようになって

欲しいなと思います。いつか自分の子どもが出

来たら遊びに連れて行きたいなと思える場所で

す。

私たちの暮らしの中にそっと寄り添って、時間

が止まった様な、行くたびに学生の頃と変わら

ないワクワク感が溢れる柳ヶ瀬商店街。思い出

の場所を守って下さるお店の方々にはありがと

うの気持ちでいっぱいです。素敵な企画ありが

とうございます！これからも応援してます！

人情がある感じです まさむら 夜のイベントがあったら嬉しいです 夜空カフェを主催してきて　活性化とは何かは

具体的には分かりませんが

シンプルに一番挨拶が多い商店街目指すとか

シンプルに一番お客様と会話できる商店街目指

すとか

が僕は好きです

力合わした絶対乗り越えられると思います‼️

楽しい気分になるところ たくさんあって〜 時々　個人で　お店が

出来る

ひとが集まる催し 踏ん張ってください

人がいないところ モスバーガー とくになし とくになし やまない雨はない

アーケードがある商店街が

好き

ツバメヤ オープンカフェ

子供が遊ぶアスレチック

子供と一緒に行ける遊ぶスペースがあるとより

足を運びやすくなると思います

みなさんの苦しみを一緒に味わいながら日々過

ごしていきます。

一緒に乗り切りましょう！！

いろんな店がある。 高島屋 たくさんの人が集まる催し。 中止になった岐阜ハロインなど。 今は我慢です、これから新しいことを考えて頑

張って下さい。

駐車場もあり、行きやすい 一楽 カフェ

新しいものと古いものが混

在しているところ

高島屋 ドライブインシアター 岐阜で遊ぶのに駐車料金がかかるのは❌ 大変でしたね。私はコロナで楽しみにしていた

イベント等がことごとく中止になったぐらいで

したがお店経営の方々はまさしく戦いだったと

思います。あるお医者さんのお話でコロナを怖

がるのはお化け屋敷を怖がるのと同じ。自身が

予防し移さない準備をしていれば何も怖がる事

はないと。

まだまだ以前の日常は戻らないでしょう。

でも長い歴史の中で様々な困難を人類は乗り越

えて来ました。

新しい柳ヶ瀬の日常を楽しみにしています。

長々とすいません

懐かしい唱和、平成の雰囲

気が商店にみられる

岐阜高島屋 演歌限定のカラオケ大会 小学生から年寄りまで全員参加の商店街全域で

の郡上おどり大会開催はどうですか?

元気な商店街が全国にあります。柳瀬もアイデ

ア次第で活性化できると思います

思い切ったアイデアで頑張ってください

個性的なお店が多い アイリッシュパブ

ルーザーズ

高島屋

バンクラッシー　

廣瀬靴店　など。

水辺や誰もが数年に一度来なければいけ

ない免許更新のような施設。

起業家さんに対し、数年契約を前提に無料賃貸

期間を与えて新しい風を入れる。

踏ん張り時かもしれませんが、頑張っていきま

しょう。応援しています。

アーケードがあり雨風を防

げる

コメディアン 歩き疲れた時に座れるイス 飲食店を増やす お体に気を付けてください

昔懐かしい所 とんかつ清楽 落ち着ける喫茶店 きっと収束しますよ！細々頑張りましょう！！

ウォーキングがてら、街歩

きや買い物が出来ることで

す。郊外のスーパーなどは

家から車で一直線に行くの

で、そういう楽しみはあり

ません。

高島屋、ロンド

ン、ピアトマト、

無印良品

1.スーパーのように食品、衣類、日用品

が買える店があるといいです。高島屋で

は値段のハードルが高いのでいつも利用

することができません。

2・JR岐阜駅にあるカネイ青果のように

生鮮野菜が買える店もあるといいです。

3・岐阜県の名産品や特色のある商品が

買えるといいです。

私は中心部に住んでいるので、柳ケ瀬へは徒歩

やコミュニティバスで出かけますが、コミュニ

ティバスの本数を増やす等行政と協力してくだ

さい。

柳ケ瀬は、いつまでも在り続けてほしい街で

す。コロナにも暑さにも気を付けて頑張ってく

ださい。

高島屋で買い物をして駐車

券をもらい、ついでに他の

店をぷらぷらできるとこ

ろ。こどもの頃はデパート

がいくつかあって賑やかで

した。懐かしいです。県庁

の近くに住んでいますが、

今でも柳ヶ瀬へ行くときは｢

街へ行く｣と表現します（*'

‐'*)♪

高島屋　つばめや　

ポーヤイ　おだん

ごやさん(店名不

明）ベンテンドー　

ゴールデンチキン

ワイン祭などのイベント　昼からちょい

呑みできるお店　トルコ料理店　　　高

島屋が撤退しないことを願います!

郊外のショッピングセンターに慣れているの

で、駐車場料金がいるのが。。。高島屋で買い

物をして駐車券をもらい、ついでに他の店に

寄っています。逆に言えば、ちょっとした買い

物だけだと柳ヶ瀬には行きません。

特に飲食店さんは大変だと思います。ここ最近

は買い物とテイクアウトだけですが、落ち着い

たらランチに行きたいです。ワイン祭やビール

祭、柳ヶ瀬だったり岐阜駅だったりしますが、

柳ヶ瀬での開催を希望します。



柳ケ瀬商店街の好きなとこ
ろ

柳ケ瀬商店街で好
きな店を

今後、柳ケ瀬に増えたらいいなと思うも
の

柳ケ瀬商店街活性化のアイデア コロナと闘う店主の皆さんへ応援メッセージが
あれば

数カ月前に岐阜に引越して

きたばかりだが、昭和っぽ

いレトロな店が多く、珍し

さとなんとなく懐かしいよ

うな雰囲気があり、見て歩

いているだけでも楽しめる

ところ。

初寿司　ロンドン　

フリーマーケット

や

遠方から遊びにきた友人を連れて行け

る、レトロオシャレなカフェ!

大変な状況が続きますが、お店の方々が対応し

て下さるときの笑顔や気遣いはいつも変わらず

励みになります！

夜の店があるところ 特にない 清流国体のときにいっきになくなった

風俗店

アレのせいで確実にひとどう。がすくな

くなった

出張族もホテルからでてこないどころか

泊まるところを名古屋にすることがおお

くなった

すすきのみたいな歓楽街

昔の柳ケ瀬で良い

頑張って　飲み行く

アーケード街の雰囲気 岐阜高島屋 食べ歩きイベント 駅周辺から繋がりのある街づくりを期待しま

す。

マンション建設ラッシュで人出が戻るまで、頑

張ってください。応援してます。

高島屋があるところ 高島屋 カフェが増えて欲しいです 東京で人気あるスイーツなどのお店があるとい

いと思います

がんばってください。コロナ対策しながら時々

出かけます

アーケード屋根があるとこ

ろ

m's cafe・ステー

キのくいしんぼ・

サツキテーラー

フリーマーケット・肉フェス 空き物件の誘致活性化・新店舗に金銭的な補助

（家賃補助）

こんな時期ですが必ず終息してお客様が増える

ように知恵を出して頑張って下さい

昔ながらの喫茶店や食堂が

あること

大福屋さん、喫茶

かまたさん

岐阜のものづくりが体験、体感できて、

コミュニティが広がる場所。

空き店舗再生プログラム。

空き店舗を短期でも借りれたり、イベントがで

きればいいなと思います。（店舗利用、アトリ

エ利用など用途は幅広くすることで、クリエイ

ティブな発想が生まれそう。）

また、一つ一つ今あるお店は魅力があるのに、

初めては入りにくかったりするので、ツアーが

あっても面白いと思います。

魅力あるお店には、魅力ある人がいます。私

は、人柄でお店を選びます。

もっとお店の方のことを知りたいです！

なぜ柳ヶ瀬なのか、どんな思いなのか、お話す

る機会があったら、もっと地元が好きになるか

なぁ。。と。

そんな日を楽しみにしています！

レトロな所 ツバメヤ 柳ヶ瀬は通学する時に多くの生徒が通る

ので、高校生をターゲットにしたカフェ

や雑貨屋（価格帯、メニュー）などのお

店が目につく所にあると放課後とかに友

達と行きたくなります。

意外と高校生の間では映画館の存在が知られて

いないので、それを看板や目印などでアピール

すれば、放課後や休日に友達と映画を見に来る

若い子が増えて、活気に溢れると思います。お

店に少し入りづらいので、気軽に入れるように

して欲しいです。また、いつも通る時に暗い

なぁと感じます。少し怖いとか、暗い印象を受

けるので、照明やお店の色の工夫をするといい

と思います。また、シャッターが閉まっている

のも「廃」のイメージがあるので、そこも出来

る限り工夫した方がいいと思います。

普段通りの生活が出来なかったり、集客やイベ

ントが出来なくて困っていると思います。で

も、必ず終わりは来ると思います。だから、今

は頑張って、今までよりももっと良い柳ヶ瀬を

創ってください！期待しています‼️

お洒落なカフェやおいしい

ご飯屋さんがたくさんある

所

ツバメヤさん、

ディレディレカ

レーさん、クロイ

スターズカフェさ

ん、バングラッ

シーさん、赤鰐さ

ん、三日月バルさ

ん、岐洲さん

（柳ヶ瀬商店街以

外のお店が入って

いたらすみませ

ん）

いいお店がたくさんあるのにまだ知らな

い人が多いと思うので、柳ヶ瀬にあるお

店を知ってもらえるようなイベントがあ

ると良いです。柳ヶ瀬全体の飲食店が

載っているパンフレットとか、地図とか

出来たら嬉しいです。（持ち歩けるサイ

ズだともっと嬉しい）

あと犬山の城下町のように、各お店で食

べ歩きとかできるようなメニューが出来

ると人も集まってくると思います。

先ほども書きましたが、おいしい飲食店がいっ

ぱいあるのでもっと知ってもらいたいです。各

お店で食べ歩きが出来るようなメニューを出す

とか、その食べ歩きメニューを食べるようなス

ペースも欲しいですし、お店をはしごする男女

の出会いの場のイベントとかあると良いと思い

ます。

あともっとインスタを活用すべきです！

最近コロナで他県に行けない分、地元の岐阜県

にスポットを当てて食事に行ったりしていまし

た。地元民でも知らなかった素敵なお店が柳ヶ

瀬にはいっぱいあることを知って、もっとたく

さんの人に知ってもらえたらと思って自分のイ

ンスタを使ってアピールしてきました。（もち

ろんマスクとか予防をちゃんとした上でお店に

は行っています）

頑張ってくださいとしか言えませんが、頑張り

すぎず頑張ってください！

サンダル履いて、行ける繁

華街

高島屋 ショットバー　がもっと欲しい 若い人が、集う場所にして欲しい。 頑張るしかない。新しい顧客開拓をする時代に

なりました。

子供の頃を思い出す懐かし

い感じ

みつばち食堂

映画館

自然の植物スペースいこいの広場 全盛期の柳ケ瀬を思い出すレトロモダンを全体

にしたらステキかな

コロナもインフルエンザと同じようになるはず

なので、それまで頑張ってお店を続けててくだ

さい

活気があるところ、お店が

たくさんあるところ

ツバメヤ トリックアート、子どもが楽しめる場所

（もりのワクワクの庭みたいな場所）

アーケード内で吹奏楽のコンサート あきらめずに希望を持ってがんばってください‼️

街の雰囲気が好き。散歩し

てて気持ちいい。

Enza 子連れで行けるお店やイベントがもっと

あったら嬉しいです。

名古屋の人などは柳ケ瀬の存在を知らない人が

たくさんいますので、もっと多くの人に知って

もらえるといいですね。ユーチューバーなどに

協力してもらって、街の雰囲気を味わってもら

えるといいかなと思います。

大変な時期が続きますが、必ず終息するときが

きます！名古屋から仲間を連れて食べにいきま

すので、頑張ってください！！

お洒落なカフェやおいしい

ご飯屋さんがたくさんある

所

ツバメヤさん、

ディレディレカ

レーさん、クロイ

スターズカフェさ

ん、バングラッ

シーさん、赤鰐さ

ん、三日月バルさ

ん、岐洲さん

（柳ヶ瀬商店街以

外のお店が入って

いたらすみませ

ん）

いいお店がたくさんあるのにまだ知らな

い人が多いと思うので、柳ヶ瀬にあるお

店を知ってもらえるようなイベントがあ

ると良いです。柳ヶ瀬全体の飲食店が

載っているパンフレットとか、地図とか

出来たら嬉しいです。（持ち歩けるサイ

ズだともっと嬉しい）

あと犬山の城下町のように、各お店で食

べ歩きとかできるようなメニューが出来

ると人も集まってくると思います。

先ほども書きましたが、おいしい飲食店がいっ

ぱいあるのでもっと知ってもらいたいです。各

お店で食べ歩きが出来るようなメニューを出す

とか、その食べ歩きメニューを食べるようなス

ペースも欲しいですし、お店をはしごする男女

の出会いの場のイベントとかあると良いと思い

ます。

あともっとインスタを活用すべきです！

最近コロナで他県に行けない分、地元の岐阜県

にスポットを当てて食事に行ったりしていまし

た。地元民でも知らなかった素敵なお店が柳ヶ

瀬にはいっぱいあることを知って、もっとたく

さんの人に知ってもらえたらと思って自分のイ

ンスタを使ってアピールしてきました。（もち

ろんマスクとか予防をちゃんとした上でお店に

は行っています）

頑張ってくださいとしか言えませんが、頑張り

すぎず頑張ってください！

ふつうの人の気配が感じら

れるところ。店主の顔が見

えるところ。

まさむら、ＣＩＮ

ＥＸ、ミツバチ食

堂、まる壱、柳ヶ

瀬倉庫、ツバメや

居心地のいいカフェ。おいしいお店。 お店の人とお客さんが友だちになること。お店

の魅力が伝わること。

今回の企画もすごい!　たゆまずがんばってらっ

しゃることをうれしく思っています。また行き

ますね!

昔ながらのお店と新しい

今っぽいしゃれたお店が入

り混じったところがおもし

ろい。

SIKAKU商店、ポー

ヤイ

角打ち、洒落た立ち飲み屋 いつもおいしいコーヒーご飯を提供してくれて

ありがとう！テイクアウトもして応援できたら

と思っています！



柳ケ瀬商店街の好きなとこ
ろ

柳ケ瀬商店街で好
きな店を

今後、柳ケ瀬に増えたらいいなと思うも
の

柳ケ瀬商店街活性化のアイデア コロナと闘う店主の皆さんへ応援メッセージが
あれば

シネックス。人情がある感

じ。昔ながらのお店と新し

いお店が共存してる。エリ

アの周りにも新しいお店が

どんどんできており、柳ヶ

瀬商店街が拡大してるよう

に感じる

ツバメヤ、虎屋、

ポーヤイ、ピンタ

イとかたくさんあ

ります！

イベントスペース、飲食店、いろんな専

門店、ユニクロがあれば集客力ありそ

う。

サンビル以外のイベント。本のイベントやオク

トーバーフェストの日本酒版とか。3000円とか

5000円のチケット買って、商店街のいろんな飲

食店で1杯ずつ呑める+オプションで各店で追加

飲み食べも可能とか、人も巡回するしいいと思

う！

いつも応援しています。体に気をつけて無理す

ることなくがんばってください。

雰囲気、ゆったりと歩ける

ところ

シネックス 試したくなるお菓子屋さん、入ってみた

くなるレストラン

岐阜特産物を食べ物やオブジェなどがあって、

それらがマップになっていると良いなと思いま

す。観光客はもちろん、地元民も他県の人を案

内するときに利用できるからです。

必ずいつか収束するはずなので踏ん張ってくだ

さい！

懐かしい感じが残っている

ところ。

ツバメヤ 友人などでゆっくりお喋りできるスペー

ス。ベンチや、ソファなどがある空間。

記念の写真が撮れるスポット！

インスタ映えするようなフォトスポットをいく

つか作ると、若者が増えると思います。

みんなが大好きな柳ヶ瀬商店街が、ずーっと元

気でいてくれることを、心より願っています！

大好きです！！！

お店の方が親切 初寿司　岩田時計

店　ベンテンドー

緑とベンチ 子供も老人も楽しめる空間 岐阜に住んで50年、柳ヶ瀬、大好きな場所で

す。これからも行きます。

懐かしい雰囲気があり、馴

染みやすいところ

ツバメヤ 子連れでも気軽に入れる喫茶店や、昔な

がらの駄菓子屋があると面白い。

ウォークラリー形式で、色々なお店の

サービスが受けられると初めてのお店に

も行ってみたくなる。5つの店舗を回

り、規定以上のお買い物をするとお買い

物券がもらえる、等。そのようなイベン

トがあれば来客が増えるのではないかと

思う。

少しくらい派手に、こいのぼり、風鈴等、季節

感のある飾り付けをし、観光地化する。

商店街に行きたいけれど、行けない

そうお考えの方が多いと思います。

コロナに気をつけながら、また以前のようにお

買い物をしたいです。

いつも、沢山の人の　楽しみ　をありがとうご

ざいます。

普段着で立ち寄れるとこ

ろ。

ツバメヤ ドラッグストアが、もう少しあるといい

と思う。

昔ながらのアーケード街 無印良品 ランチも営業する飲食店 最近は、玉宮町の飲食店街が活気付いていま

す。特色のある店舗があれば知名度、集客力の

増加につながるかと思う。

まだまだ予断を許さない状況下ではあります

が、少しづつ人も戻ってきていると思います。

大変でしょうが、共に頑張りましょう。

懐かしい雰囲気があり、馴

染みやすいところ

ツバメヤ 子連れでも気軽に入れる喫茶店や、昔な

がらの駄菓子屋があると面白い。

ウォークラリー形式で、色々なお店の

サービスが受けられると初めてのお店に

も行ってみたくなる。5つの店舗を回

り、規定以上のお買い物をするとお買い

物券がもらえる、等。そのようなイベン

トがあれば来客が増えるのではないかと

思う。

少しくらい派手に、こいのぼり、風鈴等、季節

感のある飾り付けをし、観光地化する。

商店街に行きたいけれど、行けない

そうお考えの方が多いと思います。

コロナに気をつけながら、また以前のようにお

買い物をしたいです。

いつも、沢山の人の　楽しみ　をありがとうご

ざいます。

昔の岐阜らしさがある ティダティダ、岐

阜高島屋

個性のある洋服品店 定期的に漫才や落語の会を開いてほしい。特に

地元の出演者がいい。

昔の賑わいを取り戻してほしい。

高校生のころは寄りたいお

店がいっぱいでぐるぐる歩

き回っていたのが幻想のよ

う。同じ町とは思えない。

当時は店の多さと人の多さ

で迷ったが　碁盤の目状に

町がぎゅっと固まっていて

わかりやすく　アーケード

もあるので発展したらすご

く便利で面白い町になると

思う。

ツバメヤ　ドン・

キホーテ

ヤナガセ春のパン祭り・・・春でなくて

も食品を扱うのに良い気候の時　近郊の

パン屋さん（県外も）にアーケード下に

出店してもらう（５店舗以上ほしい）外

なので各店全部ビニール袋にいれて陳

列。開催期間中（２日くらい）各店で５

００円以上ごとに買い物したらスタンプ

か券を渡し　５コで美濃焼のすてきなお

皿がもらえる。大垣のベーグル屋さんと

か　高山のトランブルーとか　関のペイ

ザンとか・・・パン屋の他にも出店して

もらってにぎやかにしたい。

沖縄まつり・・・以前　イベントの時　

柳ヶ瀬の沖縄料理屋さんで三線や舞踊を

やっていて　いい感じだった。夕方から

夜にかけて　沖縄民謡をききながらお酒

を飲みたい感じ。沖縄の食も楽しみた

い。沖縄コミュニティの人の祭り会場に

してもたいたい。

岐大の学部を誘致して大学生を歩かせるだけで

も変わってくると思う。駅前から佐鳴が撤退し

たくらいだから厳しいが　塾を誘致し学校帰り

の中高生に来てもらう。夏冬休みも通学してく

れるので　歩く人は増えると思う。

いつも通路をきれいにしてくださってありがと

うございます。おかげで気持ちよく歩くことが

できます。

雨に濡れない Enza 飲み食いできる店 廃校となった施設に短大の誘致 落ち着いたら飲みに行きます

アーケードのあるところ 正村 イベントで、店を出している人の　テナ

ントショップ的な店

何年前だったか、ハロウィーンで　賑わった柳

ケ瀬　テレビで見る渋谷とかのものとは　違っ

た　家族で楽しんだ。なんで　無くなったの？

気軽に　店のおじちゃん、おばちゃんと　お

しゃべりして　買い物したいです❗

地産地消

一所懸命

アーケードのおかげで天候

の急変にも焦らずに済みま

す。

ツバメヤ　ENZA コロナ前に行われていた全てのイベント

企画の続行。四季折々にいろんなイベン

トを仕掛けてくれていたのに参加しな

かったことを、コロナで行けない事態に

なってとても後悔しているので。

柳ヶ瀬商店街や街づくりをテーマにした自主制

作映画撮影と上映、タイアップの街おこしイベ

ント開催。

市内の高校、大学で地域振興を専攻する学生さ

んやクリエイターを目指す若い世代と協働して

みてはいかがでしょうか。異世代、異職種交流

からいろんな糸口を見つけられると思います。

皆さんの接客で励まされているのはこちらの方

です。

いつもありがとう。

シャッター 映画館 カフェ snsをもっと有効的に使う 行政から支援金をむしり取りましょう

どのようにかいとうしたら

いいんでしょうか　難しい

です

ロンドンのパン 大須と言わないまでもスイーツのみせと

かたこ焼きとか

ここにきてのドンキーの閉店は痛いのではない

か来てもらえそうなところがどれだけあるので

しょうか

父親が昔の柳ヶ瀬のことをよく覚えています　

頑張って下さい

地産地消

一所懸命

アーケードのおかげで天候

の急変にも焦らずに済みま

す。

ツバメヤ　ENZA コロナ前に行われていた全てのイベント

企画の続行。四季折々にいろんなイベン

トを仕掛けてくれていたのに参加しな

かったことを、コロナで行けない事態に

なってとても後悔しているので。

柳ヶ瀬商店街や街づくりをテーマにした自主制

作映画撮影と上映、タイアップの街おこしイベ

ント開催。

市内の高校、大学で地域振興を専攻する学生さ

んやクリエイターを目指す若い世代と協働して

みてはいかがでしょうか。異世代、異職種交流

からいろんな糸口を見つけられると思います。

皆さんの接客で励まされているのはこちらの方

です。

いつもありがとう。

雰囲気。名古屋にない人懐

こさ。

てんてん テイクアウトの映えドリンクショップ 空き店舗の学生インターン貸与 明けない夜は無いっす！

飲食店が豊富 みそかつ三和 お洒落な飲み屋さん １日パス券の発行。6～8千円程度で商店街の飲

食店をまわれるなど

苦しい時期ですが頑張って！応援してます。



柳ケ瀬商店街の好きなとこ
ろ

柳ケ瀬商店街で好
きな店を

今後、柳ケ瀬に増えたらいいなと思うも
の

柳ケ瀬商店街活性化のアイデア コロナと闘う店主の皆さんへ応援メッセージが
あれば

昭和な懐かしい感じも残っ

ている

みつばち食堂 犬をつれていける場所 柳ケ瀬みどころツアー みなさんがいてくださり、商店街がなりたって

います。いついってもかわらない場所を作って

くださり、ありがとうございます。

近いし楽しい 高島屋 駐車場 気軽に車を止められる場所が欲しい コロナに、負けないで欲しい

柳ヶ瀬倉庫団地 ツバメヤ、ミツバ

チ食堂

ハンドメイドショップ、個展が出来るよ

うなギャラリー、カフェ、オーダー出来

る靴屋さん、パワースポット、インスタ

映えなスポットが何箇所かあると良いか

も。

タピオカ屋さんや、高級食パン屋さん、スタ

バ、など

全国的に集客力があり、知名度の高いお店が一

つあると、良いなと思います。

とても好きな商店街です。

コロナに負けず、頑張ってください。

応援しています！

お洒落なカフェやおいしい

ご飯屋さんがたくさんある

所

ツバメヤさん、

ディレディレカ

レーさん、クロイ

スターズカフェさ

ん、バングラッ

シーさん、赤鰐さ

ん、三日月バルさ

ん、岐洲さん

（柳ヶ瀬商店街以

外のお店が入って

いたらすみませ

ん）

いいお店がたくさんあるのにまだ知らな

い人が多いと思うので、柳ヶ瀬にあるお

店を知ってもらえるようなイベントがあ

ると良いです。柳ヶ瀬全体の飲食店が

載っているパンフレットとか、地図とか

出来たら嬉しいです。（持ち歩けるサイ

ズだともっと嬉しい）

あと犬山の城下町のように、各お店で食

べ歩きとかできるようなメニューが出来

ると人も集まってくると思います。

先ほども書きましたが、おいしい飲食店がいっ

ぱいあるのでもっと知ってもらいたいです。各

お店で食べ歩きが出来るようなメニューを出す

とか、その食べ歩きメニューを食べるようなス

ペースも欲しいですし、お店をはしごする男女

の出会いの場のイベントとかあると良いと思い

ます。

あともっとインスタを活用すべきです！

最近コロナで他県に行けない分、地元の岐阜県

にスポットを当てて食事に行ったりしていまし

た。地元民でも知らなかった素敵なお店が柳ヶ

瀬にはいっぱいあることを知って、もっとたく

さんの人に知ってもらえたらと思って自分のイ

ンスタを使ってアピールしてきました。（もち

ろんマスクとか予防をちゃんとした上でお店に

は行っています）

頑張ってくださいとしか言えませんが、頑張り

すぎず頑張ってください！

アーケード柳ヶ瀬の通り。 高島屋 大戸屋、餃子の王将、CoCo壱番屋、野

菜市、

柳ヶ瀬駐車場にお買い物したものに、2000円以

上、半額駐車券をわたすこと。

とにかく夜も早く閉めないように、夜９時まで

してください。

柳ヶ瀬お店祭りを年に何回も開催してほしい。

高島屋があるため便利 高島屋 飲食店 負けずに頑張ろう

色んなお店があるところ 高島屋 子供向けのイベント バラエティなお店があって好きです。頑張って

ください。

レトロなとこ ミツバチ食堂 ビール祭りや音楽祭 若者の個人出店をサポート

ちょっと寂れたところ 中日茶房 イベント会場 若い力の導入 明けない夜はない❗

街並み。隠れ家的店がたく

さんある。楽しいイベント

が多い。

マジコ。ルーザー

ズ。

飲食イベント。ラーメン祭りとか ターゲットを絞ってどの層の人に来てほしいの

かを改めて考えて

そのターゲットに合わせた店の招致やまちづく

りやイベント開催をする

コロナが終息したらまた遊びにいくのでそれま

では大変でしょうが、たえて頑張ってくださ

い！

雰囲気 マルデブ 特に無し

ゆっくりとした時間が流れ

てる感じが好き。昭和な雰

囲気も好きです。

高島屋、ツバメ

ヤ、いろり庵

飲食系のイベントがあれば嬉しいです。 家賃支援等をして柳ヶ瀬を岐阜の経済特区にす

るとか

今できることを一つ一つ丁寧に、頑張っていき

ましょう。

人とのコミュニケーション

が取れるところ、狭い地域

なので分かりやすい。

ツバメヤ 音楽関係のshop等 ターゲットを絞りこんだイベント等 もう少し頑張りましょう。

昭和チックな商店街で、歩

いていると懐かしい気持ち

になれるから。

ツバメや ケーキ屋さん 10年くらい前(岐阜で国体が開催された年)に

あったイベントで、夕方に屋台？が出ていてそ

こで食べ物買ってその場で食べることができた

催し

ノスタルジックな雰囲気の柳ヶ瀬商店街が大好

きです！県外の友達も気に入ってくれるので、

岐阜の名所として案内してきました。コロナで

海外に行くことが難しくなった今、レトロ気分

を味わえる柳ヶ瀬商店街はこれから脚光をあび

るに間違いないと思います。

屋外でも屋根があったり、

意外と面白いお店があった

りと、商店街独特の雰囲気

が感じられるところ。あ

と、子供の頃から、映画の

街というイメージがあり、

ノスタルジックなところが

好きです。

沖縄料理の「神室

町商店ヒート」　

カレーの「bhag 

lassi」

CDやレコードの取扱いがある、音楽関連

のショップやカフェ。屋外シアターイベ

ント。多国籍な料理や雑貨を扱うショッ

プ。

クリーンな空気、水、緑を取り入れた空間造

り。

商店街や岐阜の名物料理やグルメをテイクアウ

トできるスポットを。

屋外アートに、映画の街というイメージを活か

した作品を。

応援しています！

お店の方が親切 初寿司　岩田時計

店　ベンテンドー

緑とベンチ 子供も老人も楽しめる空間 岐阜に住んで50年、柳ヶ瀬、大好きな場所で

す。これからも行きます。

飲食店やブティクが色々あ

る

高島屋 100きんの店、スーパー 柳ヶ瀬でしか買えないような物が置いてある店

がある

柳ヶ瀬に住んでいるものとして食べたり買った

りしているしているつもりです。

微力ですがコロナに負けずに頑張って営業を続

けて下さい。

高島屋 高島屋 恐竜のイベント

美味しい店や居心地の良い

店がある

無印良品、

LONDON、ミツバ

チ食堂

お弁当屋さん、家電量販店、無料駐車場 無料駐車場を作る。

遠方から来られる方はやはり駐車場が有料なの

がネックになっていると思います。無料駐車場

のあるショッピングセンターはいつも混んでい

ます。柳ヶ瀬にも無料駐車場があれば、もっと

人が来てくれるようになると思います。

出来る限り買い物に行ったり食べに行ったりす

るので、この苦境を乗り越えてお店を継続して

欲しいです。宜しくお願いします。応援してま

す！

なんとなくウキウキだった 一楽 屋台 昔みたいに屋台 皆さんは耐えるだけでつらいですが、ひかりは

射します

高島屋があるところ 高島屋 公園

店主との距離感 大福屋 天ぷら倶楽

部

大通りまで出店が出るような人を引きつ

ける大規模なイベント

新ビルの1回にカラオケ店の誘致(中高生向け) 定期的に食べに行きます！！！頑張ってくださ

い！！

店主との距離感 大福屋 天ぷら倶楽

部

大通りまで出店が出るような人を引きつ

ける大規模なイベント

新ビルの1回にカラオケ店の誘致(中高生向け) 定期的に食べに行きます！！！頑張ってくださ

い！！

子供の頃から来ていますが

本当に懐かしい。歴史のあ

るこの商店街。歩くだけで

も楽しいです

マサムラ（お好み

焼。子供の頃から

柳ケ瀬に連れてき

てもらって食べて

て思い出のお店）

子供が遊べる遊具などがあり、親子で楽

しめるような場所

子供のイベントがあれば、一緒に遊びに来たい

ので遊具やパフォーマーを呼ぶなど

無料駐車場の確保

今は厳しい状態が続いており大変だと思いま

す。歴史のある柳ケ瀬を共に盛り上げていけれ

ばと思っています。頑張って下さい。

アーケードで雨に濡れない ぴあトマト 子どもと参加できるイベント コロナに負けず頑張ってください！



柳ケ瀬商店街の好きなとこ
ろ

柳ケ瀬商店街で好
きな店を

今後、柳ケ瀬に増えたらいいなと思うも
の

柳ケ瀬商店街活性化のアイデア コロナと闘う店主の皆さんへ応援メッセージが
あれば

どんな不況でもめげない 山本屋 ショッピングセンターにある珍しいお店

とか、スターバックスとか

イメージをがらりと変えてみる。

大分由布院のフローラルビレッジみたいな

頑張ってる皆さんに頑張ってとは言えません。

永遠に続くのではないのだからと思って乗り越

えて下さい。

隠れ家のような、魅力的な

場所

地元愛が感じられる

やながせ倉庫 アクセサリーなどの、雑貨屋さん

おしゃれなカフェ

大変であると思いますが、頑張ってください。

応援しています。

雰囲気 トレゾア バー

歩いて行けて、なんでも揃

う

特に無し 全国のアンテナショップ ご当地アイドルが活躍出来る商店街 粘り強く！

昔からの懐かしさ。お店の

人の優しさ。雰囲気の良

さ。

特に何処とはあり

ません。

以前あった 色々なお酒を飲むイベントと

かを やってもらえると嬉しいです。駅前

に移って残念でした。

あのアーケードの下の雰囲気は すごく良

かったです。

柳ケ瀬でのイベントを増やす事です。

せめて日曜日に毎週イベントをやってはどうで

しょう。

恐竜やゲームのイベントの時もすごい人でした

よ。

名古屋の大須みたいに賑やかになってほしいで

す。

今は なかなか行けないですが、岐阜人として小

さい頃から柳ケ瀬大好きです。

頑張っていてください。

シャッター 映画館 カフェ snsをもっと有効的に使う 行政から支援金をむしり取りましょう

アーケードで雨の日も安

心。専門的が多いので、散

策が楽しい所

ささ政さん。ポー

ヤイさん。ツバメ

ヤさん。いしぐれ

珈琲さん。モス

バーガーさん。

食べ物屋さんがたくさんあると嬉しい

なぁ…（時代的に、インスタグラムに映

えると人は来そう）あと、回数行かない

とポイントがたまらない！と思える季節

性なイベントがあると良いですね

やなながhitしたように、メディアやネットの

力ってすごいなぁ。と思ってます。（良い面悪

い面含めて）コラボカフェ。お化け屋敷。今

だったら、ソーシャルディスタンスウォーキン

グとか（位置情報でチェックインとかゴール確

認）ウォーキングでゴール近くのお店のサービ

スを使えるとか。柳ヶ瀬のその場でしか味わえ

ない何かがあると嬉しいなぁ。と思います。

柳ヶ瀬は、本当に今大変な時だと思いますが、

商店街は、やっぱり、皆さんのお顔がすぐみら

れて、買えるという近さが、昔から好きです。

これから、新しいお店がた

くさん入るみたいなので、

楽しみです

ナマステグル 小さい子供も楽しめるスペースがあると

いいと思います

工夫をしながらお店を継続されており、これか

らも頑張ってほしいと思います

車が少なく散歩に最適 マサムラ 子供が遊べるイベント 昔いたやななのようなマスコットキャラを作

る。

サンビル以外にも親子連れで遊べるイベントを

月1で開催

今は大変ですけど頑張ってください。

昭和っぽいところ 高島屋 三井系大規模ショッピングセンターと駐

車場

歩行者天国を週一回行いイベントをやる 諦めないで！

顔見知りが多いところ 大福屋 カフェ 公園 無料の駐車場 イベントで人を呼ぶだけでなく、商店街に根付

いたお店がもっと必要。

古い店主と新しい店主の間に確執を感じる。幅

広い世代に魅力のある商店街になるといいと思

います。

コロナ禍で大変な中でもテイクアウトを利用し

たりして協力したいと思います。頑張って下さ

い。

昭和の雰囲気がある ヤナガセ倉庫、岐

阜高島屋

喫茶店などいろんなスタイルの飲食店が

増えるといい

若者の集まるイベントを開いてほしい 昔の活気を取り戻してほしい

雰囲気 ツバメヤ トランポリン トランポリン また遊びにいきます！

雰囲気 ツバメヤ わからない わからない いつも孫たちと遊びに行く大好きな商店街で

す。これからも頑張ってください。

個性的なお店や専門店が多

い

柳ケ瀬倉庫 飲食店 ・一日クーポン等を使って過ごせるテー

マパークみたいな場所

・スカイツリーみたいな建物

・岐阜しかないミュージアム

美味しいお店がある ロンドン 夜のイベント 今は大変な時期ですが、頑張ってほしいです

古き時代と新しきが混ざり

あって、懐かったり、ア

ラッとびっくりしたりして

楽しく歩けます。

ず～とあり続けて頂きたい

場所です。

ベンテンドー

コメディアン

岩田時計

公営の安価な賃貸物件

歴史を生かしたイベント

まずは以前のように人を呼び戻さないといけな

いかと思います。

安価に多くの人が住む事ができる場所の確保、

お店を増やし歩くだけで楽しくなる商店街。

理想ですね。

岐阜人の誇りの場所です。

どうか絶やす事のないよう、もうひと踏ん張り‼

宜しくお願い致します。

雰囲気、街の作り、時間が

ゆっくり流れているように

感じるところ。

学生時代の思い出がつまっ

た大切な場所です。

ドン・キホーテさ

ん。

買い物に便利なの

はもちろん、スマ

ホの充電が無料で

出来てトイレもあ

り、柳ヶ瀬を散策

する上で非常に助

かっています。

現実的な問題を無視して理想だけを掲げ

ると、岐阜駅周辺にはCDショップもゲー

ム屋も家電量販店もユニクロもGUもない

ので、それらが柳ヶ瀬にあるとありがた

いなぁと思います…

長く滞在できる"拠点"のような場所があると良

いな、と思います。

スターバックスだったり、ゲームセンターだっ

たり、ネットカフェだったり、座り席のある大

型書店だったり。

柳ヶ瀬商店街は駅から遠いので、そういった場

所が商店街内に点在していると助かります。

大変だとは思いますが、頑張って欲しいです。

落ち着いたらまた柳ヶ瀬で食べ歩きをしたいで

す。

柳ヶ瀬商店街はいつまで残り続けて欲しい商店

街です。



柳ケ瀬商店街の好きなとこ
ろ

柳ケ瀬商店街で好
きな店を

今後、柳ケ瀬に増えたらいいなと思うも
の

柳ケ瀬商店街活性化のアイデア コロナと闘う店主の皆さんへ応援メッセージが
あれば

子供の頃から慣れ親しんだ

空気が好きです。派手すぎ

ず、安心感があります。

私は仕事で使う教材を画材

屋さんに買いに行ったり、

高島屋の決まったお店で、

必要な物をサッと購入した

り、動線が身に付いてい

て、安心できるのだと思い

ます。

ただ、昨今その動線は狭く

なり、「あの品物ならこの

お店、この品物はあのお

店」というお店が無くなっ

てしまい、歯痒さを感じる

事は沢山あります。

　そんな中でお父さんの時

代から画材や教材を地道に

売り続けてくださる平木屋

さんや丁寧なて仕事を提供

される和服草履店の末広さ

ん、化粧品の浪越さんの存

在は大変嬉しく有難いで

す。

私達60歳を過ぎた人間に

とって、今の柳ケ瀬が、も

し丸物があって、毎週日曜

日は親の手を離したら迷子

になってしまう人混みね賑

わいだった子供の頃のよう

に、温かい空気、人柄、声

かけ、愛想の良さ、があっ

たら、どんなに嬉しいだろ

うと思います。

確かに高島屋さんで殆どの

必要品が揃うことは便利で

すが、デパートはデパー

ト、子供の頃のような温か

い声かけや空気は残念なが

らあまり感じません。

　名古屋の大須商店街のよ

うな、活気や暖か身があ

る、そんな柳ケ瀬を今一度

再現していただけたら、孫

を連れて歩きたいと思いま

すよ。

平木屋画材店、末

広草履バッグ、ニ

光写真屋さん

　和装小物のお店、

　和傘のお店

　写真屋さん

　長良川界隈とのコラボレーション

川原町だけが岐阜の風物ではないので、あのよ

うな空気感を柳ケ瀬にもぜひ！

柳ケ瀬は生き続けてほしい、大好きな街です。

　笑顔で出かけます！

　笑顔で、いっぱいになると信じて前に進みま

しょう！

柳ケ瀬大好き💕

高島屋があるところ 高島屋　ツバメヤ ママ会ができるキッズスペースがあるお

店

大変だと思いますが、コロナに負けず頑張って

下さい。

高島屋 高島屋、ベンテン

ドウ

吹奏楽 駐車場が併設されている大型ショッピングモー

ルや、アウトレット

なかなかイベントもありませんがなんとか乗り

切ってください

出身が岐阜市なので親しみ

がある

ロンドン パン屋さんがもう少しあればいいなと思

う

音楽フェスをやってほしい 近年柳ヶ瀬商店街の活気が戻りとてもうれしく

感じておりました。今はコロナでみんな大変な

状況ですがまた以前のようにみんな笑って過ご

せる時が来ると信じております！

一緒に頑張りましょう！

レトロな雰囲気 ツバメヤ 食べ歩きや色んなお店で購入できるよう

に、一口サイズのお菓子や惣菜のお店。

県内のスイーツが集まったイベント。

インスタ映えするスイーツのお店。

女の子がお姫様になれるような雰囲気の

イベント。

イベント盛りだくさんの柳ヶ瀬にして

人を呼び込む

今はみんなつらいときです。

コロナが落ち着いたら遊びに行きます!!

頑張りましょう(^-^)

サンビルなど、がんばって

るところ

ツバメヤ カフェ、洋服屋さん、子供用のお店 オクトーバーフェス、などのイベント 大変な時期ですが、がんばりましょう！

ネームバリューがある。

柳ヶ瀬に行くと言うだけで

何故かテンションが上が

る。イベントも多く楽し

い。

まさむらさん大好

きです。

ご飯屋さんやケーキ屋さん等 このままイベント等を続けてゆくことが1番の活

性化かと思います。コロナ渦では難しいです

が、ご飯などのイベントを増やしていただいた

りして岐阜が活性化するとうれしいです。

コロナ渦で大変かとはおもいますが、必ず賑わ

いは戻ります。それまで共に頑張りましょう。

昔から変わっていない町並

み

シネックス 青空市をまたやってほしい 子供会で来てもらう 小学生の頃から時々お邪魔しています。優しく

素敵な笑顔で出迎えてくれたのを覚えているか

ら地元が大好きです。

色々なお店がある ドンキホーテ 喫茶店 スーパー 体に気をつけてお互いに注意しながら頑張りま

しょう

美味しい物がたくさんあ

る。

来て屋 お惣菜屋さんが欲しい。 ご当地グルメ！ いつ自分も感染るか分からない不安な中です

が、お客様の為にお店を開けてくださりありが

とうございます。早く、いつもの日常に、戻れ

るようになるといいです。

地域密着で色々なお店があ

るところ

speak easy 学生向けのシェアスペースやお店 岐阜大学生に柳ケ瀬についてアピール出来ると

良いかもしれない。

コロナが終息したらめっちゃ行きます。よろし

くお願いします。



柳ケ瀬商店街の好きなとこ
ろ

柳ケ瀬商店街で好
きな店を

今後、柳ケ瀬に増えたらいいなと思うも
の

柳ケ瀬商店街活性化のアイデア コロナと闘う店主の皆さんへ応援メッセージが
あれば

岐阜タカシマヤがある。

ｻﾝﾋﾞﾙﾏｰｹｯﾄが楽しい！

ロンドン ハロウィンやフリーマーケット繊維の街

らしくファッションショーなど皆が楽し

めるイベントを沢山企画して若い方に

もっと柳ヶ瀬を知ってもらいたい。

柳ヶ瀬頑張れp(^-^)q

若手のお店があるところ　

気軽に相談できる　デパー

トがある

高島屋 20ー30歳代女性が喜ぶお店　カフェ・雑

貨・お菓子

岐阜市　河原町の特色を強くする

駅から観光客が迷わず来られる

最近、柳ヶ瀬近辺に住み始めてよく利用するよ

うになり、何もない商店街だと思ってた印象が

一変しました

とても素敵な商店街でこれからも利用させてい

ただきたいです

コロナで大変ですが出来る限り柳ヶ瀬で買って

おりますのでより良い町づくりをよろしくお願

いいたします

アーケードで天気を気にし

なくて良いところ

衣て お惣菜屋さん。外で ランチを取れる 広

場。緑が在る 空間。

イベントは カラオケ大会。

柳ヶ瀬 食べ歩き。

柳ヶ瀬 マラソン大会 ウォーキング大

会。

お肉屋さん 果物屋さん 八百屋さん お惣菜屋さ

ん お豆腐屋さん など 小さいお店が ずら～っと

並んだ 商店街を 作る。

新しいお店も 増えてきてますが、昭和の柳ヶ瀬

商店街が 好きです。

続けてもらいたいです。

若手のお店があるところ　

気軽に相談できる　デパー

トがある

高島屋 20ー30歳代女性が喜ぶお店　カフェ・雑

貨・お菓子

岐阜市　河原町の特色を強くする

駅から観光客が迷わず来られる

最近、柳ヶ瀬近辺に住み始めてよく利用するよ

うになり、何もない商店街だと思ってた印象が

一変しました

とても素敵な商店街でこれからも利用させてい

ただきたいです

コロナで大変ですが出来る限り柳ヶ瀬で買って

おりますのでより良い町づくりをよろしくお願

いいたします

フラッと散歩すると、あっ

これ欲しいなって思うもの

に会えること。

ツバメヤ 月替り？で店が入れ替わっていくお店。

良い売れ行きであれば、定着してくれれ

ばいいなという思い

今はとても大変だと思いますが、私たち客側も

早く街を楽しみたいと思っています。頑張って

ください！

雰囲気や風情があり、落ち

着くところ。

柳ヶ瀬倉庫 喫茶店、柳ヶ瀬を生かしたイベント、名

物や特産品の販売

柳ヶ瀬は雰囲気もあり景観がいい場所も多くあ

るため、インスタ映えなどのスポットや食べ物

などがあればさらに多くの若者を取り込めるの

ではないかと思います。

現在自粛ばかりで外にあまり出てはいけないと

いった風潮が広まっており、経済等で非常に厳

しい状態だと思われます。しかし、その分皆さ

ん外に出たいといった欲は高まっており、コロ

ナが終息したら訪れたいと思っている人はきっ

といると思います。そんな日が来るまで大変だ

とは思いますが、私自身も楽しみにしておりま

すので、頑張ってください。

懐かしい つばめや フリースペース、公園やベンチなど 家賃が高いと聞いているので安くする、又は岐

阜市から助成金を出す

商品が豊富 初寿司、ツバメ

や、高島屋

キッズカフェ テイクアウト商品の充実

子供イベント

柳ヶ瀬の駐車場少ないのでイベント時バスが無

料

人気がまばらで大変な時期、新型コロナの中

で、新しい生活様式に対応しつつ、様々な課題

を乗り越えるための努力を続け、コロナと戦っ

ている柳ヶ瀬商店街の「お店」を応援します！

コロナと共存しつつ乗り越えて！

岐阜らしい雰囲気 ベーカリーショッ

プLondon

コーヒー店以外の出店 分からないです 頑張ってください！

美味しいカフェがある つばめや 若者に人気のカフェやご飯屋さんが出来

るといい、プリクラが撮れるところ

コロナが落ち着いたらまた必ず行きたいです。

応援しています。

いろいろな飲み屋がある 沖縄料理店 飲み歩きチケット いつも温かいもてなし、嬉しいです。

いろいろな飲み屋がある 沖縄料理店 飲み歩きチケット いつも温かいもてなし、嬉しいです。

やっぱり岐阜の顔だから! 高島屋 ファンタジー感ある店 高校生、中学生が楽しめる催し！ とにかく、大変だと思いますが、頑張って下さ

い!

まわりに駐車場が多い 高島屋 おしゃれなカフェなどは、なかなか入り

づらいです。高齢者向けの飲食店が増え

ればいいなと思います。

大変な時です。私達もみんな辛抱しています。

みなさんももう少し頑張って下さい。応援して

います。

まわりに駐車場が多い 高島屋 おしゃれなカフェなどは、なかなか入り

づらいです。高齢者向けの飲食店が増え

ればいいなと思います。

大変な時です。私達もみんな辛抱しています。

みなさんももう少し頑張って下さい。応援して

います。

碁盤の目になっているから

分かりやすい

特定の行きつけは

ないです。

音楽イベントがもっとあると嬉しいで

す。

今までイベントで行くことが多かったので、お

店に立ち寄る事が少なかったです。

なぜなら、看板だけ見てもどんなお店か分から

ず入りそびれてしまいます。

外からみて、何をやっているお店か分かりやす

いようにしてもらえたら気軽に入れるのになぁ

と思います。

以前は毎月のように行っていましたが、ここ数

年、足が遠退いていました。

やはり、こういう時だからこそ中心部が活性化

してほしいとの思いもあり、最近は毎月、映画

を観に行き付近で買い物や食事をしています。

こんなときだからこそ、岐阜県の中心部とし

て、踏ん張って頑張って欲しいです。

応援しています。

お店の人が温かい。 猫一 カフェがあったら嬉しい！ 苦しみの先にあるわずかな希望の光を信じてみ

んなで乗り越えましょう。

岐阜で生まれ育った私には柳ヶ瀬は大好きな場

所です！

昔ながらの商店街で雰囲気

が好きです

ツバメヤ 子供が喜ぶイベントが増えると嬉しいで

す。

駄菓子屋さんなどもあればいいなと思い

ます。

空き店舗が多いのでそこに若い方が興味のある

お店がたくさんできるといいかなと思います。

先日久しぶりに柳ヶ瀬商店街に行かせてもらい

ブラブラと買い物できて楽しかったです。

人はいつもより少ないかなと思いましたがコロ

ナに負けずに頑張って下さい。

ジュラシックアーケード 高島屋 駄菓子屋 頑張ってください

催し物 だるま また屋台とか沢山出して 若者が集まれるように、学生とか通ってるけど

通路になってるから休みでも来れる環境づくり

昔からの知り合いが多い 美容院貴美　　　

高島屋　　貴金属

岩田

観劇、芸能人のライブ、コンサート 駐車場が少な区なってしまった。増やして欲し

い。

柳ヶ瀬近くに実家があり青春時代の思い出の場

所❗️長崎屋のビルを再生して下さい。昔の大映が

懐かしい！

子どもの頃からよく行って

いたので思い出があります

高島屋 アウトレットショップや、B級グルメ店 時間や期間限定の駐車場無料、駅から柳ヶ瀬商

店街までの、無料バス

みんなで乗り越えていきたいです

なんとなく安心できるとこ

ろ

高島屋 岐阜ならではの物を扱うお店 とても大変な時期ですが、頑張ってください。

昭和の雰囲気 来て屋 Ｂ級グルメ大会 この苦難をみんなで乗り越えよう！



柳ケ瀬商店街の好きなとこ
ろ

柳ケ瀬商店街で好
きな店を

今後、柳ケ瀬に増えたらいいなと思うも
の

柳ケ瀬商店街活性化のアイデア コロナと闘う店主の皆さんへ応援メッセージが
あれば

昔の良さを残しつつ、いろ

んなイベントがあったりお

いしいものがあったり…昔

から大好きです。またいろ

いろなイベントがあること

を楽しみにしています。

岐阜タカシマヤ ゆるキャラのイベント大好きなのでまた

お願いします！

食のイベント、ご当地的なイベントがまたあっ

たら楽しそうだと思います。

まだまだ不安な日々が続きますが店主の皆さ

ん、そして私たちお客のみんなとまた盛り上げ

ていきたいですね！頑張りましょう！

昔は何度かイベントでお世

話になりました。やなな

ちゃんが大好きでした！

申し訳ないです

が、今はわかりま

せん。

音楽系 今はなかなか行けないですが、ぜひともまたカ

フェなどに行ける日を楽しみにしています！

ぶらぶらとゆっくり買い物

ができるところ

高島屋 お店としては雑貨屋さん、パン屋さんが

あるとうれしいです。 イベントでは孫と

一緒に楽しめる企画が欲しいです。

昔のように子供も小遣いを持って簡単に楽しめ

る商店街になるとうれしいです。

今は我慢の時ですが、明るい未来はすぐそこに

あると信じて頑張って欲しいです。

昔は映画館が好きでした 映画館 銭湯 昔ながらのお店(駄菓子屋とか)の複合店 コロナが収束したら家族で行こうと思います！

歴史ある繁華街 田中や、寿司よし 以前あった様な お酒が飲めるイベント 以前は ゲームのイベントを誘致したり 人が集ま

るイベントを多くやっていたのに 全て岐阜駅前

に行ってしまったのは残念でした。

再度 復活させてもらえるようになると良いで

す。

大須の様になったら良いです。

ただの風邪という訳にはいきませんが、そのく

らいの気持ちで乗りきっていきましょう。

応援します！

個性的なものが 手にはいる 高島屋 今後 ドンキホーテがなくなり 日曜雑貨

など 手軽に購入できるところや ユニク

ロなどの お店。

コロナじゃなくても 日々応援しつづけていま

す。

そこでしか買えないものが

詰まっているところ

柳ヶ瀬倉庫　キカ

ザル　ツバメヤ　

ロンドン

ご飯屋さんとカフェ 柳ヶ瀬でしかできない体験型の何か 強みを生かして頑張ってください！！

映画館が近くにある。雨が

降っても柳ヶ瀬の中は、傘

無しでいい。

シネックス、ロイ

ヤル。

店内が見渡せるオープンなお店 いろんなジャンルの店の集合体。 これからの商売の仕方の模索して売り上げアッ

プを目指そう。

夜の飲食のお店も落ち着き

があって美味しいお店が

いっぱいあるのが大好きで

す！

ツバメヤ・エン

ザ・パンシノン

雑貨屋・文房具専門店 車が停めやすくあまり駐車料金のかからないよ

うに、食べることとお買い物(生活必需品含め)が

いっぺんに出来ると良いなと思います。

コロナでも美味しいものを絶対に食べに行きま

す！皆さんのお店があるから楽しみがあるので

…応援してます！頑張って下さい🍀

個性的なお店が多い アイリッシュパブ

ルーザーズ

高島屋

バンクラッシー　

廣瀬靴店　など。

水辺や誰もが数年に一度来なければいけ

ない免許更新のような施設。

起業家さんに対し、数年契約を前提に無料賃貸

期間を与えて新しい風を入れる。

踏ん張り時かもしれませんが、頑張っていきま

しょう。応援しています。

イベントが多い 高島屋 子ども向けイベント

色々な世代の人が楽しめる

店舗があるのが好きです。

・柳ヶ瀬天ぷらク

ラブさん

・神室町商店 heat

さん

もうすぐ1人目の子供が産まれるのです

が、子供を連れて遊びに行けるスポット

が増えたら良いなと思っています。

アクアージュ柳ヶ瀬の水路も水族館みた

いになれば楽しい空間になると思いま

す。

ドンキホーテさんが閉店になり、葵劇場が閉館

になるのがとても寂しいです。あのような規模

の劇場が閉館になり、柳ヶ瀬に人が減ってしま

うのではないかと思います。そこで、旧長崎屋

の空きスペースに劇場を移転出来たら良いと思

いました。場所は柳ヶ瀬の中心にあり、さらに

柳ヶ瀬の中に人の流れができるのではないかと

思います。

いつまでコロナの影響が続くのか分かりません

が、これからも柳ヶ瀬で買い物をしたりするこ

とで少しでも協力出来たらと思います。

アーケードがあるので、

雨、雪、日差し等、避けら

れるし、自宅から近い所。

スギ薬局　ドンキ

ホーテ

若い人が買える様な、洋服屋さん。 昔の柳ヶ瀬商店街の再現イベントをする。 コロナは、必ず終息します。無理せず頑張りま

しょう！

お店が立ち並ぶ少し古い感

じ（ごめんなさい）の雰囲

気が落ち着いてとても好き

です。飲食店も昔ながらな

感じの美味しいお店がたく

さんあるところも好きで

す！

マルイチ　マサム

ラ くいしんぼ

家族で遊べるような施設やファミリー向

けのイベントなどがあると家族全員で行

けるので嬉しいです。

以前、口裂け女のお化け屋敷に行ったことがあ

りまして、本当に凄く怖くてクオリティの高さ

に驚きました！他県の友達も訪れたほどなの

で、そのようなイベントをこれからもどんどん

やってほしいです！！スタンプラリーなども楽

しそうですね！

今は本当に大変だと思います。毎日本当にお疲

れ様です！今まで以上に友達や家族と柳ヶ瀬の

飲食店に訪れたいと思います。ささやかながら

応援しています！！

路上でのイベントが楽しい 岐阜高島屋 岐阜ワインフェスタin柳ヶ瀬商店街 商店街で使えるクーポン みんなで協力して乗りきりましょう

雨が降っても安心！古い所

と新しい所が入り交じって

いる。

小さな頃から、柳ヶ瀬へ買

い物したり食べに行った

り、働いていたり。

今は近所に住んでいるか

ら、柳ヶ瀬はなくてはなら

ない存在。

POP FRY

ENZA

無印良品

以前やられた、コーヒーカウンター

パンフェス　カレーフェスなど

飲食が集まれたら楽しい！

温泉施設　またはジム(プール)

親子が遊べる施設

(屋内遊園地　広場)

今はまだ我慢の時ですが

いずれまた元の生活に戻ると信じて皆さんで今

を乗り切りましょう！

地域密着型 ツバメ屋 ルーザー

ズ

食やお酒等のフリーマーケット スタンプラリー 負けないで頑張ってください‼️

ほっとできるところ 高島屋 日本人はすでに免疫ができていることか

ら、今すぐにでも終息宣言を出し、信長

まつりの中止も取り消してほしい。

免疫力アップのため、飲食店にはビタミンCや

ビタミンＤの多い食品や味噌を意識して使って

もらう。

コロナは死の病ではありません。

むしろ、マスクやソーシャルディスタンス、自

粛は社会を分断するだけ。

ビタミンCやビタミンＤ、みそが感染対策によ

いとわかった今、柳ケ瀬商店街から自粛やめよ

うの声を上げなければ私たちはムーンショット

計画で奴隷にされてしまうことを肝に銘じてく

ださい。

特にありません 四角商店 特にありません 特にありません 特にありません

学生の頃から柳ヶ瀬が大好

きで、色んなお店を見てお

買い物やランチや映画を楽

しんでいました。最近では

サンビルによく出掛けま

す。

ぶびんが お洒落な雑貨屋さんやカフェ 子供達と楽しめるお店やカフェがあると家族で

出掛けられるので良いと思います

応援しています。また遊びに行きます！

若い頃から柳ヶ瀬が大好き

です。

服屋めぐりが楽しいです。

ツバメや アンティーク雑貨のカフェなど

最近は若い人達が集まるイベントなどされてい

てよく賑わっていると思います。

またお買い物に伺いますね！



柳ケ瀬商店街の好きなとこ
ろ

柳ケ瀬商店街で好
きな店を

今後、柳ケ瀬に増えたらいいなと思うも
の

柳ケ瀬商店街活性化のアイデア コロナと闘う店主の皆さんへ応援メッセージが
あれば

レトロなお店と新しいお店

が融合しているところ

玉宮より落ち着いた店が多

いところ

ツバメヤ おしゃれなカフェ

おしゃれなデリを持ち帰りできる店

映画館（最新映画が見られる）

週末に子供や若者向けのイベント、宣伝、駐車

場の提携

娯楽施設（映画館など）

終息したら飲み歩きしたいです

昔ながらの雰囲気 ミツバチ食堂 お洒落なカフェ

昔なつかしいところ 高島屋 いこいの広場 柳ケ瀬は岐阜市の中心。

岐阜市のみんなが集い、利用する場になってほ

しい。

昔ながらの雰囲気 サロンドマルイチ お洒落なカフェ

昔ながらの雰囲気 無印 スタバ

なにかあんしんできる 高島屋　八千代　

つばめや

盆踊り大会　おお縄跳び 若い人達が気軽に店を出せるようになるとい

い。

柳ケ瀬を歩くと肩と肩がつかえるくらい人人の

時代がくるよう夢みて頑張って下さい。

昭和の匂いが漂い懐かしさ

を感じます

岐阜高島屋 お化け屋敷とっても怖くて楽しかったで

す

４回行きました！80代90代のお年寄りの

方は、柳ヶ瀬に毎晩飲みに行った柳ヶ瀬

に遊びに行くのが嬉しかったって目を輝

かせながら話をされます　聞いていても

嬉しくなります

その年代の方の思い出が蘇るようなイベ

ントがあれば喜ばれると思います

少年少女に戻って

大須商店街のように食べ歩きをしながらブラブ

ラお買い物が出来る商店街

大須と言えば台湾唐揚げ、おちょぼさんと言え

ば串カツのように何か売りの商品があるといい

ですね

コロナの影響で大変厳しい現状だと思います。

柳ヶ瀬商店街存続の為にも頑張って下さ

い！！！コロナが終息したら柳ヶ瀬に遊びに行

きます！！

この様なアンケートを通して再度柳ヶ瀬商店街

を思い出し深く考える事が出来ました！

私の高校生の息子は昭和時代を知らないのです

が、柳ヶ瀬を歩くと昭和の香りがして柳ヶ瀬を

歩くの好きなんだよなーって言います。

岐阜のシンボル柳ヶ瀬がまた活性出来る事を

願っております！

道幅が広いところ 末広屋 洋品店　（高齢者） スタンプラリーイベント この企画が、成功する様に応援しております。

仕事帰りに寄れる距離 やながせ倉庫　平

木屋　ぶびんか　

無印　ロンドン　

ポーヤイ

アジア雑貨店　クラシック音楽のイベン

ト

コロッケ大会やって欲しい 柳ケ瀬にはいつもお世話になっています。コロ

ナをかわしてこれからも行きます。

昔から馴染みのあるところ 無印良品 カフェやクリエイターショップ 今は苦しい時ですが負けずに頑張って下さい。

歩いているだけで昔からの

楽しい思い出が蘇ってき

て、自分のホームという気

持ちになれる場所です。

岩田時計補さんで

す。

結婚指輪をこちら

で購入しました。

30年以上つけてお

り、とても愛着が

あってお気に入り

です。

学生時代から洋服は柳ケ瀬で買うのが楽

しみでした。お洒落で、ちょっとしたお

出掛けに着ていきたくなるようなショッ

プが増えると嬉しいです。

ファッションイベントも楽しそうです。

高齢者から子供までが楽しめるお店、レストラ

ン、イベントがあると活気づくと思います。

今は商店街自体がちょっと暗い雰囲気がするの

でまず視覚的にも明るくするとお客さんの気分

も上がるのではなきでしょうか。

商店街を歩いていると、何十年も前から見慣れ

たお店の方のお顔を見ることができ、嬉しいで

す。

皆様の気持ちは私達に伝わってます。いつもあ

りがとうございます。

歩いているだけで昔からの

楽しい思い出が蘇ってき

て、自分のホームという気

持ちになれる場所です。

岩田時計補さんで

す。

結婚指輪をこちら

で購入しました。

30年以上つけてお

り、とても愛着が

あってお気に入り

です。

学生時代から洋服は柳ケ瀬で買うのが楽

しみでした。お洒落で、ちょっとしたお

出掛けに着ていきたくなるようなショッ

プが増えると嬉しいです。

ファッションイベントも楽しそうです。

高齢者から子供までが楽しめるお店、レストラ

ン、イベントがあると活気づくと思います。

今は商店街自体がちょっと暗い雰囲気がするの

でまず視覚的にも明るくするとお客さんの気分

も上がるのではなきでしょうか。

商店街を歩いていると、何十年も前から見慣れ

たお店の方のお顔を見ることができ、嬉しいで

す。

皆様の気持ちは私達に伝わってます。いつもあ

りがとうございます。

レトロな雰囲気で、お店に

入りやすいように感じる。

寿司よし 岐阜の和傘が売っているところがあると

いいなと思った。

高島屋とコラボをして、高島屋で買い物をした

人が商店街に流れる取り組み。

商店街の魅力はすごくあると思います。応援し

ています。

古き良きな感じで落ち着

く。

ロンドン 食べ歩きが出来るお店が増えること。

昔から行ってるので落ち着

く

高島屋 貸し切りスペースの場所 インスタ映えする飾り付けを商店街全体にする

といいと思います。岐阜ならではの美濃和紙

アートとか？

ウィズコロナですが、

何とか乗りきってくださ💜💛💚
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柳ケ瀬商店街で好
きな店を

今後、柳ケ瀬に増えたらいいなと思うも
の

柳ケ瀬商店街活性化のアイデア コロナと闘う店主の皆さんへ応援メッセージが
あれば

レトロ 雑貨屋 雨の日大丈夫 

昔ながらの雰囲気

サロン ド マルイチ レトロ、アンティークショップ

無料駐車場

クラフトイベント等を頻繁に

クラフトビールイベント

夜にアーケードで屋台呑みイベント

大人も子供も一緒に楽しめるイベントが

あればその子が大人になっても行きたい

と思うかも。

1.柳ヶ瀬商店街では、定期的にイベントをして

いるが、予定が合わず行きたいイベントにも行

けていません。

各週くらい頻繁にイベントがあれば行きやす

い。

2.駅から歩いて、もしくはバスで行ける上に駅

からの延長線に市役所や大手企業のオフィスな

どがある。そこからの集客が見込めれば大きい

のでは。

仕事終わりのに寄れるように平日の夜にアー

ケードに屋台を出したり。ぶらりと一杯呑める

店が多ければ行ってみたいと思う。

3.行く度に高齢者の人は見かけるが、若者は買

い物に行くイメージがあまりない。最近はオ

シャレなお店ができたようで、少し見かけるよ

うになったと感じる。高齢者は普段使い、若者

は柳ヶ瀬商店街にわざわざ来たいと思うお店が

あれば行きたいと思うかも。

4.ここ数年で個人的に一番行きたいと思ったイ

ベントは岐阜駅前のビールイベントでした。岐

阜はいろんな酒があります。飛騨、恵那の日本

酒やクラフトビール、岐阜県産で無くても近年

はクラフトビールが注目されていて個人的にも

興味がある。ちなみに毎年栄で実施してるオク

トーバーフェストやベルギービールイベントは

凄い集客で、かなりの経済効果があると聞いた

ことがありますよ。

5.コロナの影響もあり、今後、居酒屋や飲食店

に人が戻って来るのかが危ぶまれていると思い

ます。しかし、美味しいものはやはり食べたい

ものです。地元のお店がイベントなどで味を

知って貰えれば、店舗にも行きたいと思うかも

知れません。今後のきっかけ作りが大事だと思

います。

反対に、今はコロナが怖いので、駅前の天宮で

したっけ、居酒屋が密集しているところで長時

間呑みたいとは思えません。飲屋街からは少し

離れた柳ヶ瀬商店街付近で少人数で安全に呑め

ると嬉しいと思いますよ。チャンスです。

柳ヶ瀬商店街みたいな商店街って少なくて、と

ても素敵な空間だと思います。岐阜市への出張

の際はまた寄りますから、頑張って下さい。

朝のウォーキングで天気に

関係なく歩ける

高島屋 100円ショップ、安い食料品、カラオケ

大会

お店の外にテーブルや椅子が出て入りやすい店

とか多くする

私が子供の頃柳ケ瀬は近所で憧れの場所でも有

りました。昔の活気が戻るように期待していま

す❗

アーケードがあり助かる

上、大概の用事は済むの

で。

タカシマヤい 店外で飲食できる場所 シャッターを閉めたままの店ならば、安く若い

商い希望者に貸すなどしないと、連鎖的に

シャッター街になる。

とにかく、閉めたまの状態はよくない。

玉宮に負けるな。

柳ケ瀬は、全国的に有名なんです。

おいしい店がたくさんある ツバメヤのわらび

餅最高ですＩ

古着屋、飲食店、雑貨屋、100均など　　

ハンドメイドのイベントももっとやって

ほしいです

名古屋の大須のように若者もお年寄りにも愛さ

れる商店街になってほしいです

それには、老若男女から期待される店づくり、

イベントなど増えるとよいと思います

コロナに負けずに元気に頑張ってください

地元愛あふれるお店が多い

ところ

ねこ一、マサムラ グルメ系のイベントや子供と一緒に行け

るイベント

若い人に人気のある雑貨の店や、お年寄りにも

必要なお店などが増えると人通りも増えて活性

化されると思います

コロナ対策など大変かと思いますが、頑張って

ください

最近新しい店が入ってきて

おり、いきいきしていると

ころ

とんかつ三和 街角のテイクアウトコーヒー店　マイボ

トルで

周辺の人が並ぶ有名店を柳ヶ瀬に入れては？点

在しているので人の動きのつながりが薄い

いつもありがとう柳ヶ瀬

安心感、安定感がある。最

寄りのバス停から約20分、

近過ぎず遠過ぎずの距離感

もいい。知れば知るほど人

も魅力的で、新しい出会い

にワクワクします。

ツバメヤ。私の親

世代も知ってる

し、こちらの商品

でお茶をするとみ

んなが喜びます。

若者が集まれる遊戯施設（バスケット

ゴールやボードパークなど）や公園が

アーケード下にあるといいですね。世代

横断型の施設に魅力を感じます。

学びと、家族団欒と大人の楽しみと嗜み。それ

が同居できるような商店街になるといいです

ね。本を読んでる人と酒を嗜む人、それが同居

できる場所があること。私の理想です。

コロナの正体は人間の暗部です。疑心暗鬼や不

安感。それを吹き飛ばすような街づくり、大い

に期待しています！

必要なものが集中している 丸デブ、高島屋、

初寿司、いろり

庵、シネックス、

カラオケバンビ、

バスタ屋

しまむら、メンズショップ、100円

ショップ

食に関するイベントを多めにやる 頑張れ柳ケ瀬

落ち着いた雰囲気 平光商店 スターバックスコーヒー　岐阜.東海.地

方などのグルメイベント

若い世代の人たちが行きたくなるような、買い

物したくなるような、サンビルのようなイベン

トを増やしてみる

コロナ禍の中商店街を利用する地域の方のため

にお店を開いてくださり有り難うございます。

陰ながらご健闘をお祈りします。

時々イベントをやっている

所

高島屋、丸でぶ、

初寿司、くいしん

ぼう、パンのロン

ドン、カラオケバ

ンビ

100円ショップ、ラーメン屋、カラオケ

大会、

長崎屋の跡地を企業誘致 地元の大事な商店街です頑張れ柳ケ瀬‼️

商店街を盛り上げていこう

と、皆さんががんばってい

るところ

ポーヤイ ある程度、狙う客層をエリアごとに分け

て出店すると、もう少しお店が見やすく

なるように思います

屋内の公園のような、多目的に利用できる広い

空間

活気のある柳ケ瀬が戻ってくるよう、応援して

います！

大小のお店、新しいお店と

古いお店が共存していると

ころ

ツバメヤ　　ミツ

バチ食堂　ビッカ

フェ

お惣菜のお店、カフェ お店対抗のy1グランプリみたいなものを作る。 これからも、距離感気にしながら通います。

ちょっと高級なものを書い

たいなどの時に、時々

チェックして、飲食店など

まわったりして１日遊べて

満足感があるところ。

高島屋、無印良

品、桃花館、ツバ

メヤさんなど

洋服が好きなので、オフィスカジュアル

やティーンズ向けの服屋さんが増えると

嬉しいです。

仕事しながら、毎日3食のご飯作りが苦しいで

す。タイの屋台のように、安価でおいしく、家

族で気軽に食べに行ける屋台的な場所（外でも

ok）があるといいなと思います。小さいお子さ

んも一緒に食べれるような離乳食も。お祭りみ

たいなイベントだったり、お母さんを楽にす

る、みたいなキャンペーンなら嬉しい(^ ^)「ご

飯作りをサボる」罪悪感も減り、気持ちも楽に

なります。次の日のお弁当に入れるおかずも、

選べて、一緒に売っていたら最高です！

かつてないコロナの影響で、ひと月乗り越える

のがやっとという苦しい経営をされている方も

いらっしゃると思います。苦しい気持ちを1人で

抱え込まず、こんな時こそ、みんなで心を寄せ

合い、助け合っていきましょう！
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今後、柳ケ瀬に増えたらいいなと思うも
の

柳ケ瀬商店街活性化のアイデア コロナと闘う店主の皆さんへ応援メッセージが
あれば

中高生の頃は毎日のように

帰り道に、社会人になって

からは週末は夜に。

何かとお世話になっている

柳ヶ瀬なので足を向けたく

なるところです！

ロンドン(パン)、お

好み焼き八千代、

正村、高島屋

どうしても暗いイメージがついてしまっ

ている。

どうしたら良いかはわかりませんが、明

るい街になるといいと思います。

あと、岐阜駅からの誘導があると良いで

す。歩くと仮定して、神田町も楽しめる

ところがあると嬉しいですね。

前にも記載してしまいましたが、中年層も楽し

めるような、例えば昔懐かしい感じの昼飲みイ

ベントなどがあると嬉しいです！

馴染みの深い柳ヶ瀬へは用事はなくても足を向

けてしまいます。

でも行く場所はいつも同じところ。寄り道が気

軽にできる、人が集える明るい場所を求めてい

ます^ ^

柳ヶ瀬の色や味は変えて欲しくないところもあ

りますが、どんどんいろんなことにチャレンジ

してみてください‼️

ずっと応援してます。

楽しかった柳ヶ瀬への恩返しの気持ちとこれか

らの期待の気持ちでいっぱいです。

どこかレトロなんだけど、

急に今時なお店が現れた

り、何屋か分からないお店

があったり、ブラブラ歩い

ているだけでも楽しくて気

晴らしになるところ。飽き

ないところ。

LA CARAPACE スイーツ街か、ラーメン街道、アーケー

ドになっているので、インスタ映えする

アートの街になったら、雨の日も関係な

く行けて楽しいと思う。

写真映えするアートの街は、楽しいと思う。商

店街の中にある現代アート、大きく派手なモ

ニュメントとか。

私は、名古屋から嫁いで縁あって柳ヶ瀬商店街

の近くに住んでいます。人への贈り物を探せる

岐阜高島屋さんや、無印良品があったり、今妊

婦なので、柳ヶ瀬をブラブラ歩いているだけで

も、発見があって、雰囲気も大好きです。柳ヶ

瀬に入るのか？微妙ですが今、グランベールで

働いていますが、グランベール集客の為にもコ

ロナに負けずがんばっています。一緒に頑張り

ましょう。

昔からの長年のお店がある

点

正村さん、やちよ

さん

若者が好む、大須にあるようなお店、古

着、唐揚げ、たこ焼き、タピオカ、など

のお店

毎週末、サンビルのようなイベント、週替わり

で特化した物、

食べ物、手作り、産地直送、古物、岐阜県内の

町別品など

回遊スタンプラリーで景品プレゼント。温泉巡

りのような選択可能な回遊チケット。

思い出の懐かしの味や、お品を頂くことで、心

が癒されます。

どうぞ今後とも長く続けてください

昔懐かしい雰囲気 ツバメヤ 家族でも行けるような雰囲気の飲食店 今は一番大変な時期かもしれませんが頑張って

ください

昔ながらの商店街な感じ ミツバチ食堂　ツ

バメヤ

アーケードの下で運動会！！ 綱引、50m走などスポーツイベント ぎふが変わる。柳ヶ瀬が変える。

レトロな雰囲気の中に、新

しいお店もあり、これから

どんどん変化していきそう

なところ

ツバメヤ サンビルなどのマルシェや、音楽イベン

ト

空き店舗をホテルやシゥアオフィスにする 1年ほど前に東京から岐阜に引越してきました

が、柳ヶ瀬商店街に初めて行ったとき、なぜか

居心地がよくて好きになりました。これからも

通い続けます。

空いている タカシマヤ スタバ、ブックカフェ、音楽イベント、

アクアリウム、チームラボ

化粧品のイベント タカシマヤ、頑張ってほしいです！

近くて便利。子供の時から

お世話になっていて買いや

すい。コンパクトに色々な

お店が集まっていて見易

い。

あんずの花。シ

ネックス

長崎やの空間をもっと綺麗にして公園の

ようにおとなやこどもが憩える場所があ

るといい。

明るく清潔な感じが今は無いので。

柳ケ瀬全体が何かテーマを持ってまとまるとい

いと思う。

例えばリトルワールドみたいにあそこへ行けば

色んな国を楽しめるとか、映画をテーマにして

上映されている場所や食事が楽しめるとかエン

ターテイメントを一味加えて観光誘致が出来る

といい。

大好きな柳ケ瀬が頑張っている姿をいつも見て

います。マンションが周りに幾つか出来てこの

先人も増えて変わっていくことを期待していま

す。

便利で楽しい柳ケ瀬を盛り上げてくださるよう

によろしくお願いします。

アーケードがあるので、雨

の日も安心して買い物など

ができるところ

Shindy Girl 柳ケ瀬倉庫のような若手アーティストの

店やハンドメイドのイベントなどあると

行きたいです。

家賃補助をして、色々なジャンルのお店の人が

入りやすいようにして楽しいお店がたくさんで

きるといいなと思います。

コロナ対策など大変かと思いますが頑張ってく

ださい😊

屋根がある（雨に濡れな

い）

無印、大福屋、ペ

ンギンブーツ

工芸品とか扱う店。美味しいお店、長時

間まったりできる店

建物を改装して格安で店舗物件を貸す。実験的

な店舗がいろいろできるといい。

なるべく人の少ない時間帯を狙って行くように

しています。お店を続けて行くのは大変かもで

すがこれ以上寂しい町にならないよう頑張って

ください。

良い古着と巡り合えること やながせ倉庫 若者が集うフォトジェニックな空間 インスタの多用による若者の集客。若者の情報

収集力は高く、また発信力も非常に高い為、話

題性になるものがあれば急速に活性化されると

思います。

今は大変な時期ではございますが、みなさんで

一丸になってこの困難を乗り切りましょう。私

もまた色んな店をまわりに行きます。

友達とぶらぶらしながらカ

フェやランチでまったりで

きるところ

茶屋赤鰐 若者も気軽に入れるお洒落なカフェ等が

増えればいいなと思います。

若者が好きそうなインスタ映えを意識したもの

が増えると良いと思います。実際インスタを見

て行きたいお店を探すことが多いです。

今はコロナで大変だと思いますが、またのんび

りと柳ヶ瀬商店街にお出かけしたいと思ってい

ます。一緒に頑張っていきましょう！！

新しいお店も出来て前より

賑やかになってきました！

初寿司 流行りのスイーツ店や飲食店が増えてほ

しい！

温泉施設などでやっているようなビンゴ大会を

やって豪華景品が当たるイベントをやったらい

いと思う！

負けないで！

新しいお店も出来て前より

賑やかになってきました！

初寿司 流行りのスイーツ店や飲食店が増えてほ

しい！

温泉施設などでやっているようなビンゴ大会を

やって豪華景品が当たるイベントをやったらい

いと思う！

負けないで！

昔からあるお店と新しいお

しゃれなお店が半々混在し

ていてよい。ほどよく活気

があるところがよい。

名前は忘れました

が、ビデオカメラ

を監視カメラにし

ているお店。食器

屋さん。

気軽に出店できるフリマ

ライブイベント

旅行気分が感じられる、風

情のある雰囲気が、街歩き

にピッタリで、アーケード

なので日焼けの心配もなく

好きです！

柳ヶ瀬倉庫のお店

好きです！

古着屋さんや、韓国ファッションが購入

出来るお店。韓国好きなのでゲーポップ

がガンガン流れるカフェとかあったら定

期的に通ってしまう(^^♪

電車でも行けますが、やはり車で時間を気にせ

ず駐車できるスペースがあれば嬉しいです！購

入金額によって無料で駐車できるスペースと

か、、

お店での購入するのも後押ししてくれそう！？

個人事業主さんたちは、いまがとても大変な時

だと思います！でも、何処にも真似出来ない雰

囲気がある、柳ヶ瀬商店街が好きです！

これから涼しくなるので、娘と柳ヶ瀬行こっ

かーと、検索してこちらのサイトを発見しまし

た！近々遊びに行きますので、この大変な時期

頑張って下さい♡

昔ながらのところ まさむら 子供向けイベント ぬいぐるみ展 負けないでください

昔ながらの感じ 絹屋さん 郡上踊り(岐阜踊り)イベント、昼間に開

催

週替わりイベント 長く続けてください

地域密着で　お店の方たち

も　とても気安く買い物が

しやすい

高島屋 サンビルマーケットのような

若い人を呼び込めるようなイベント

特に気軽に食べられるようなお店

以前開催したコーヒーのイベントなど

岐阜市で話題の飲食店や　高島屋との

コラボなど、各　商店では、クーポンを出して　

お店の買いまわりができるような事をしてみた

らどうでしょうか

先が見えない状況ですが、

なんとか　皆さんで乗り切ってください。また　

行かせていただきます。



柳ケ瀬商店街の好きなとこ
ろ

柳ケ瀬商店街で好
きな店を

今後、柳ケ瀬に増えたらいいなと思うも
の

柳ケ瀬商店街活性化のアイデア コロナと闘う店主の皆さんへ応援メッセージが
あれば

レトロな雰囲気の中に新し

いものがある

ミツバチ食堂が素

敵だなと思うので

すが、いつもすご

い沢山の人が並ん

でいて、まだ入店

に至っていないで

す。絶対行きたい

お店です。

サンデービルディングマーケットが好き

なのですが、岐阜は美味しいお店が多い

ので

食に関することをメインとしたイベント

を開催していただきたいです。オープン

スペースで座れるところが多いと嬉しい

です。

商店街内で貯めて使えるポイントのアプリとか

どうでしょうか。

名古屋からいつも電車で1時間かけて行きます

が、その時間もワクワクするほど柳ヶ瀬商店街

には沢山の魅力があります。

これからも通い続けます！

街を歩くとどこか懐かしい

と言う言葉がよくわかり、

親の事を思い出せる所。

楮 スポーツ交流の場、清流魚との触れ合い

の場

やはりこれからも、若者はSNSでの自己表現目

的の消費が続くと思うので、柳ヶ瀬商店街を訪

れるとキラキラとした気分になれるような街に

なっていくと良いと思います。

僕たちは今まで買い物を通して商店街の皆様に

笑顔をもらってきました。

この不安の中で闘うのは大変だと思いますが、

またお互いの笑顔を見れるように、頑張りま

しょう！

僕たちはきっとこの不安に勝つことができま

す！！

昔の商店街の落ち着いた雰

囲気と毎回新しい発見があ

るところ。

ツバメヤ、とんか

つ三和

朝市やファーマーズマーケットのような

イベントを通して、柳ヶ瀬商店街以外の

岐阜市の素敵なお店が多く参加すること

で、新しいお店との出会いができると良

いと思います。

空き店舗のリノベーションを支援することで、

新たなテナントを誘致して、柳ヶ瀬商店街の昔

ながらのレトロさと新しい個性あるお店の雰囲

気をより発信できる商店街になるといいと思い

ます。

我慢が長く続きますが、岐阜を盛り上げていき

ましょう！

昔っぽい雰囲気がある所。 楮と、高島屋 子供がいるので、子供も入れる様な食事

ができる場所。食事の中に子供が遊べる

ようなおもちゃがあれば良い。笠松公園

みたいな遊具がたくさんある公園、夏は

プールが入れたり、芝滑り、BBQ、動物

と触れ合えたり。お化け屋敷はなくなり

ましたか？お化け屋敷も素敵です。

子供用のジェットコースターや、

テーマパークがあれば更に嬉しい。

年配層が多い気がするので、若者にも行きやす

いお店があると良いです。

他県からでも観光目的で訪れたくなる様な店

や、施設があると良い。

柳ヶ瀬に行かないと味わえない特別な物がある

と人々が増えるかと思います。

駐車料金が無くなると更に行きやすくなりま

す。

大変な時期かとは思いますが、いろんな人のア

ンケートを見て良い柳ヶ瀬商店街ができたら嬉

しいです。

皆さん頑張ってください^ ^

まだ残る昭和な感じ！ サロン ド　マルイ

チ

ライフスタイルマーケットが月2である

と良い

趣味を交流できる様な場があると良い

商店街スタンプカードでポイント割引きなどあ

ると喜ばれるのでは！？

私はポイントオタクなので　笑

いつかは終息します。

マスク、手洗い、消毒、密にならない様

気をつけながら乗り切りましょう！

岐阜では唯一のデパート高

島屋がある！

高島屋 和太鼓、ダンスなどの発表の場 陶芸体験、花の寄せ植えなど何でも体験できる

イベント

コロナに負けるな！

昭和レトロな感じの中に新

しさもある所

高島屋 お店はどの年代層が来ても、楽しめるよ

うに様々な種類の店があるといいです。

また、今回は商品券のプレゼントです

が、県や市の補助金等出るなら、柳ケ瀬

限定のプレミアム商品券などを販売して

みてはどうでしょうか。

色々と考えてみえると思うので、安易なことは

言えませんが、若者も年配の方も楽しめる店や

イベントを楽しみにしています。

外出規制等がかかり、大変な思いをしながら、

お店を続ける努力には頭が下がります。これか

らのwithコロナの時代は買い物などの仕方も変

わってくると思います。そんな時代に合う経営

やイベントを期待しています。

子供の頃から慣れ親しんで

いるところ

映画館 猫カフェ 無料のコインロッカーがあると便利 コロナの影響で大変だと思いますが、頑張って

ください。


