
大阪産(もん) 検索
http://www.pref.osaka.lg.jp/ryutai/osaka_mon/index.html

メールマガジン「大阪産（もん）ファン通信」、Facebookページにより大阪産(もん)
の魅力を発信中！！（メールマガジンの無料登録随時受付中）　

大阪城公園

難波宮跡公園
（ＮＨＫ大阪放送局南側広場）

地下鉄中央線

ＮＨＫ

９
中央大通り

阪神高速

いいもん！うまいもん！大阪産（もん）！大阪産(もん)五つの星大賞

【お問合せ先】環境農林水産部流通対策室
大阪市住之江区南港北1-14-16咲洲庁舎23階／℡ 06-6210-9605(直通)
http://www.pref.osaka.lg.jp/ryutai/osaka_mon/index.html

 

（※　都合によりブース展示の内容を変更したり、あるいは出展を取りやめる場合もございます。）

期日 平成２６年１１月１日（土）～２日（日）
９：３０～１６：３０　※小雨決行・荒天中止　

会場 難波宮跡公園　ＮＨＫ大阪放送局南側広場 2日間

主催：大阪府

★大阪産（もん）名品

★大阪産（もん）

地下鉄谷町線・中央線「谷町四丁目駅」９号出口すぐ

★A c c e s s

※都合によりブースの内容を変更したり、出展を取りやめる場合があります。　※ご来場の際は公共交通機関の利用をお願いします。　※駐輪場には限りがあります。

入場
無料

写真はイメージです（昨年のイベント状況）

大阪府で栽培される農産物、畜
産物、林産物、大阪湾で採取さ
れ大阪府内の港に水揚げされる
魚介類、大阪の特産と認められ
る加工食品のことです。

使用原材料の原産地にかかわら
ず、食の都・大阪で愛されてお
り、概ね50年以上の「伝統」、
又は、製法や文化性などの大阪
らしい「物語」を有する、大阪
の特産と認められる加工食品の
ことです。

新鮮野菜・加工品の
即売会や大阪産
(もん)が当たる
大抽選会もあるよ！

■ 大阪産(もん)（府内産野菜、果物、水産物等）の販売
■ 大阪産（もん）名品、各種加工商品の販売

★E v e n t s

１１月２日（日）のみ
● 大阪産（もん）大抽選会の開催
● 平成26年度大阪産（もん）五つの星大賞表彰式※

※　大阪府では、大阪産（もん）の普及啓発やブランドイメージ向上に貢献された活動をキラッと輝く「星」に

　　 たとえ、５組を「五つの星」として表彰しています。

「ふるさとの食にっぽんの食」大阪フェスティバルと同時開催

大集合大集合！
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地下鉄谷町四丁目駅

９号出入口

法円坂遺跡
復元倉庫

大阪産（もん）

市町村 ・各種団体

このチラシは 12,000 枚作成し、1枚あたりの単価は 3.3 円です。

環境農林水産部流通対策室
〒５５９－８５５５　大阪市住之江区南港北１－１４－１６
ＴＥＬ０６（６２１０）９６０５ /  ファックス０６（６２１０）９６０４
メールアドレス　　ryutsutaisaku-g05@gbox.pref.osaka.lg.jp
ホームページ　　　http://www.pref.osaka.lg.jp/ryutai/osaka_mon/index.html

物販・展示コーナー
ステージイベント
(11 月 2日 ( 日 ) のみ )

本部

平成２６年１０月発行

ステージイベント ※11月 2日 ( 日 ) のみ

大阪産 ( もん )ＰＲ大使
ハイヒール・モモコさん

大阪産 ( もん ) が当たる大抽選会などの楽しいイベ
ントが盛りだくさん！
また、「大阪産 ( もん ) 五つの星大賞表彰式」には、
大人気のハイヒール・モモコさんも出席します！！

会 場 案 内

府内各地で採れたこの時期ならではの新鮮で旬な農林水産物や
加工商品を販売します。

※都合によりブースの内容を変更したり、出展を取りやめる場合があります。

※商品は豊富に取り揃えていますが、万が一売り切れの際はご容赦ください。

府内各市町村や岩手県の特産物などを販売します。
また、見て・触れて楽しい展示コーナーもあります。

内容 備考

竹内街道・横大路（大道）PR

大阪産(もん)大抽選会① 11:00～抽選券配布

大阪産(もん)大抽選会② 12:30～抽選券配布

大阪産(もん)五つの星大賞表彰式

大阪産(もん)大抽選会③ 15:00～抽選券配布15:30 ～ 16:00

時間

10:00 ～ 11:00

11:30 ～ 12:00

13:00 ～ 13:30

14:00 ～ 14:30

大阪産 （もん） 名品
大阪の特産と認められた加工食品「大阪産 ( もん ) 名品」。
平成 25 年度に新たに認証された商品も初めて出展します！！
この機会にぜひ大切な人への贈り物やご自宅用としてご愛用ください。

出展市町村・団体名 販売品目・展示内容 備考

岩手県県人会 純情米いわて金札米などを使用したおにぎりや丼 11/2（日）のみ

岩手県産株式会社　大阪営業所 南部煎餅、ゆべし、盛岡冷麺、盛岡じゃじゃ麺など 11/2（日）のみ

大阪府租税教育推進連絡協議会・大阪府・大阪市 税金パネルクイズ、着ぐるみ出演など

（地独）大阪府立環境農林水産総合研究所 パンフレット、パネル、加工品等の展示

（地独）大阪府立環境農林水産総合研究所
水産技術センター

大阪産魚類の水槽展示（ミニ水族館）など 11/1（土）のみ

門真市 ガラスケグッズ 11/2（日）のみ

岸和田丘陵 岸和田ラスク、おかず味噌、あられなど 11/1（土）のみ

島本町　小林酒店 桜井なすからし漬け

食の都・大阪グランプリ 食の都・大阪のPR・販売

竹内街道・横大路～難波から飛鳥へ日本最古の
官道（大道）～1400年活性化実行委員会

堺市、松原市、羽曳野市、太子町、葛城市の加工品 11/2（日）のみ

辻学園　調理・製菓専門学校 ＴＥＣ－ｔｓｕｊｉ　ＳＷＥＥＴＳ　＆　Ｃａｆé　ＬＡＢＯ　スイーツ詰め合わせ 11/1（土）のみ

能勢町観光物産センター 新米、朝採り農産物、手作り農産加工品

出展企業・団体名 販売品目・展示内容 備考

株式会社 あみだ池大黒 岩おこし、粟おこし、大阪ちよ子、熟撰粒旨

和泉村雨　本舗辻八 和泉村雨（小豆、白、抹茶） 11/1（土）のみ

大阪中央卸売市場　藤熊 練てんぷら真空パック

大阪の駿河屋 和菓子(羊羹、饅頭、どらやき他)

（一社）大阪府食品産業協会　㈲魚竹蒲鉾店 魚肉練り製品、はもの皮

（一社）大阪府食品産業協会　小倉屋株式会社 扇翁、白尉、黒尉、みゆき、山椒昆布、喜三味など

御菓子司　亀屋茂廣 懐中志る古、草もち、葡萄実露帝、お好みゼリーなど

株式会社　五色堂 すはま団子、季節の和菓子等 11/1（土）のみ

小山梅花堂 梅花むらさめ、城下町もなか、名勝煎餅 11/2（日）のみ

山宝庵 塩昆布・汐吹昆布・出し昆布 11/1（土）のみ

心斎橋　本福寿司 上鯖寿司ハーフ（１人前）

大醤株式会社 新生、キムチぽん酢、うどんつゆなど 11/1（土）のみ

株式会社　高砂堂 名代きんつば、和生菓子

御菓子司　津村屋 能勢の新栗入赤飯、大栗まんじゅう、特製カステラなど

納豆BAR小金庵 なにわら納豆、竹姫納豆、納豆BARシリーズ商品各種 11/2（日）のみ

株式会社　浪速育松月 とら吉のトラ焼、とら吉クリームサンド、大阪カステラ

なにわの伝統野菜応援団　飴の豊下 キャンデー、有平糖、菓子類

松屋 はすね最中、かわち娘などの和菓子 11/2（日）のみ

株式会社　リマ バナナカステラ、HITOIKI CAFÉ（スティックケーキ） 11/2（日）のみ

出展企業・団体名 販売品目・展示内容 備考

大阪女将会 なにわの女将のレトルトカレー 11/1（土）のみ

おおさか自然農法ネット 自然農法で栽培した農産物（米、芋類、果菜類など）

大阪府森林組合 大阪府内産ヒノキで作ったまな板、その他木製品の展示

大阪府ファームレディネットワーク 吹き寄せおこわ、ちらし寿司、よもぎ餅、味噌など 11/2（日）のみ

大阪府有機農業生産者懇話会 有機農産物(キュウリ、トマトなど）、有機加工食品

大阪府４Hクラブ連絡協議会 旬の大阪産野菜

黒にんにく専門店　大地の恵 黒にんにく（じゃんぼミックス、オリゴ糖、ヴェリー、ゼリー）

こだわりのバジルソース こだわりのバジルソース、ガーリックオイル

白子筍研究会 白子筍（ビン）、白子筍の佃煮（ビン）など 11/1（土）のみ

しらすの辰丸 ゆず入り生しらす、ゆず入りちりめん佃煮、いかなご釘煮 11/2（日）のみ

すみくら 羽曳野産いちじく及びぶどうを使用した加工食品 11/2（日）のみ

服部しろうり生産部会 服部しろうりの粕漬 11/1（土）のみ

はっぴいおかん 地場いちじく・ぶどうの加工食品 いちじくの足し算式ノンオイルドレッシング、大阪いちじくプリンなど

前村食品 なにわの伝統野菜「鳥飼なす」の漬物 11/2（日）のみ

富田林市生活改善クラブ連絡協議会 地場特産加工品（ジャム、漬物、ポン酢など） 11/2（日）のみ

横田水産 ちりめんじゃこ、しらす干し、くぎ煮、佃煮、干物

cafe初花 サンドイッチ、焼き菓子、食パン 11/1（土）のみ

JA大阪中央会 大阪産農産物・加工品の販売、野菜当てクイズ


