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なにわの伝統野菜

Ⅶ淑熟を楽しむ10日間のお祭り

紬漉義フェスタ2019．l．18三一27誓

Lago（イタリアンレストランラーゴ）
T【L：06－6674・9077

大阪市住吉区帝塚山中3－1－5

【営業時向山冊氾（側臥劫、丑双卜々ま弧（22滴終入店）（定休日：火曜日）

ROHTORECIPE旬穀旬蕪
T【L：06－6359－3072

大阪市北区大深町3－1グランフロント大阪北舘6F

【営業時間】11：00へ42：00（定休日：年末年始）

S．201

T【L：080－4412－8518

大阪市阿倍野区阪南町1－50－28－201

t営業時間】11：30～14：00、18：00～24：00（定休日：水曜日）

石臼挽手打そばなか井
T【L：06－6203－2008

大阪市中央区偏後町2－4－6森田ビルBl階

【営業時間］11：30～M：00、17：30－21：00（定休日：土曜日・日曜日）

軟来食堂TANAKA
T【L；06－6941－5747

大阪市中央区常磐町2－2－21ソレイユ白鳩lF

【営業時間】11：30～14：00、17：30～22：00（定休日：日曜日）

お好み焼きArAkA北浜本店などユ店舗
TEL：06－6203－4567

大阪市中央区高麗橋1－5－14

［営業時間］17：00～24：00（定休日：なし）

お好み焼き介
T【L：06－6535－1313

大阪市酉区新町1－16－16ラフオンテ新町lF

【営業時間】19：00へ44：00（定休日：不定休）

体に優しいうどん店優心
TEL：06－6719－8766

大阪市東住吉区杭全5－13－29

【営業時間】11：30～14：00、17：30へ壱0：00（夜は土日のみ）（定休日：火曜日）

北新地かえる
T【L：06－6341・3933

大阪市北区堂島1－3－29日宝新地レジャービル5F

［営業時間117：00～23：00（定休日：日曜日・祝日・土曜日不定休）

北新地川添
T【L：06－6456－4300

大阪市北区曽根崎新地1－9－6菱富ビルlF

【営業時間】18：00～24：00（定休日：日曜日）

北新地薄未新店
T【L：06－6348－2777

大阪市北区堂島1－5－39

【営業時間】11：30へ々1：00（し0）（定休日：日曜日・祝日）

キッチン・パー漫
T【L：06・6623・4156

大阪市阿倍野区阪南町1150－25

【営業時間111：30～13：30、18：30～21：00（定休日：不定休）

こんペい大阪港天保山店など2店舗konpei
T【L：06－6576－5650

大阪市港区海岸通1－1－10天保山マーケットプレイスなにわ食いしんぼ横丁

［営業時間111：00～20：00（定休日：なし）

新町なみなみ
T【L：06－6534－1566

大阪市西区新町1－9－14丸勝ビル1階

【営業時間】11：30－14：00（月～金）、17：00へそ3：00（無休）（定休日：なし）

千緯福島店
T【L；06－6450－0082

大阪市福島区福島7－9－1

【営業時間］平日11：30へ44：00、17：00へ々3：00土日祝lt00へ壱丑00（定休日：不定休）

大責蒲鉾戎権本店はか府内百貨店など28店舗
T【L；06・6641・3451

大阪市中央区難波3－2・29

［営業時間］10：00へ20：00（定休日：1／1～1／3）

手長エレガンス戎培店
TEL：06－6634－8181

大阪市中央区難波3－8－22EBISUBASH卜ENTBl階

【営業時間】11：30へ23：00（定休日：なし）

手弄千日前本店
T【L：06－6643・0111

大阪市中央区難波千日前11－27道風ビルlF～2F

［営業時間】11：00へ々3：30（定休日：なし）

萱じま上通り
TEL：06－6341－7944

大阪市北区堂島1－ト20

［営業時間】11：30～13：30、18：00～21：00（要予約）、（定休日：土・日・祝日）

道頓堀今井本店
TEL：06－6211・0319

大阪市中央区道頓堀1－7－22

【営業時間】11：00へ々1：30（LO）（定休日：水曜日）

豆盲・京会席・旬彩旨魯
TEL：06－6623・1139

大阪市阿倍野区阪南町1－50－25

［営業時間］11：30－14：30、18：00へ壱2：30（定休日：第1・第3月曜日）

南海そば難波2階店・3階店
TEL：2階店070－5664－5147／3階店070－5432・8803

大阪市中央区難波5－1－60南海難波駅構内

［営業時間］2階7：00～21：40／3階7：00～22：40（定休日：年末年始のみ）

日本料理かこみ
T【L：06－6136－3135

大阪市北区堂島1－5－25ホテルエルセラーンBIF

【営業時間］12：00～14：30、18：00～22：00（定休日：日曜日）

はり圭
TEL：06－6211－7777

大阪市中央区道頓堀1－9－17

［営業時間］11：30～21：15（し0）（定休日：火曜日【祝日・祝前日は営業］）

フエリチーポ
TEL：06・6556－9568

大阪市浪速区難波中3－9－1難波ビルlF

【営業時間］18：00へ々3：30（LO21：30）（定休日：日曜日）

福島焼野葉菜の音
TEL：06－6455－2544

大阪市福島区福島7－2－6

［営業時間］17：00－24：00（定休日：なし）

福太郎本店など2店舗FUKUTARO
TEL；06－6634－2951

大阪市中央区千日前2－3－17

【営業時間】平日17：00～23：00、土日12：00～23：00（定休日：なし）

藤乃など3店舗
T【L：06－6456－2400

大阪市福島区福島3－9－10

［営業時間］11：30～14：30、17：30～23：00（定休日：なし）

フレンチレストランドゥアッシュ
TEL：06－6258－6333

大阪市中央区棄心斎橋1－7－18

［営業時間］11：30～14：30、17：30～22：30（定休日：月曜日）

ホテルモントレラ・スール大隈2階中国料理r彩雲J
TEL：06・6944t7476（彩辛直通）／06－6944・7111（ホテル直通）

大阪市中央区域見2－2－22［営業時間］11：30～14：30（LO14：00）、

17：00へセ1：30（し020：30）（定休日：月曜日【祝日の場合は特別営業］）　　　　」＿

両地円三
T【L：06－6211－0360

大阪市中央区難波1－6－8

［営業時間］18：00～22：00（定休日：日曜日・祝日）

宮がみ屋本店
TEL；06－6245－1588

大阪市中央区南舶喘4－10－21

［営業時間】11：00～15：00、18：00～23：00（定休日：日曜日・不定体）

無印良品Caf‘＆Meal MUJl難波店
T【L：06－6648－6472

大阪市中央区難波千日前12・22難波センタービル地下2階

【営業時間］10：00～22：00（定休日：不定休）

舞丘のこうはら心斎橋店など11店舗
T【L；06－6253・2345

大阪市中央区久太郎町3－4－22

［営業時間〕10：00～18：00（定休日：なし）

8bくafe

TEL：0721・56－6567

河内長野市西之山町16－4

【営業時間］11：30へ壱0：00（定休日：日曜日・月曜日）

あまみ温泉南天苑Nanten－en
T【L：0721－68－8081

河内長野市天見158

［営業時間〕11：30～22：00（要予約）（定休日：不定休）

石窯PほZAANTHONY

TEL：090・8755－0141

河内長野市西之山町18－13

（移動販売のため移動しています）

酒豪工房和
T【L：0721－53－0385

河内長野市本町10－15アダチビル101

［営巣時間］17：30～23：00（LO22：30）（定依田：日曜日）



炭火焼鳥一徹
T【L：0721－55－1161

河内長野市菊水町1－7

［営業時間］17：30～23：00（定休日：月曜日）

創作料理靖浩
TEL：0721－55－0658

河内長野市南貴望ヶ丘1－21

【営業時間］11：30～14：30、17：30～23：00（定休日：水曜日・木曜日［不定休］）

創作揚げ工房さ・ん・ぱ
T【L：072－333－1338

松原市天美棄8－4－2

［営業時間】12：00～13：30（前日予約制）、1で30へ蔓2：00（定休日：月曜日・第2火曜日）

まんま－る
T【L：072－337－2332

松原市天美南3－14－11大和川マンションlF

【営業時間】17：30～22：30（定休日：月曜日）

和喋
T【L：072－333・7530

松原市上田2－1－15

［営業時間】17：00～23：00（定休日：日曜日）

繰麺
書誌番号なし
松原市松ヶ丘3－6－15

［営業時間111：00～14：00、18：00～21：00（定休日：水曜日、日・月・火の夜）

手打軍部うどんのらや風本店
TEL：072－274－4450

堺市西区鳳東町6－620－1

［営業時間】11：00～15：00、17：00～23：00（定休日：なし）

なな婁高島屋堺店
TEL：090－1711－3303

堺市堺区三国ヶ丘御幸町59高島屋堺店1F

［営業時間110：00－19：00（定休日：なし）

無印良品Caf‘＆Meal MUJlイオンモ1ル堺北花田店
T【L：072－252－2575

堺市北区索浅香山町4－1－12イオンモール堺北花田

【営業時間］11：00～21：00（定休日：不定休）

焼鳥D工N工NG花鳥庵初芝店など2店舗
TEL：072・287－8028

堺市東区日置荘西町2－5－3

［営業時間］17：00－23：00（定休日：木曜日）

いろは満月泉佐野店など4店舗
TEL：072－46ト0468　泉佐野市市場1－8－20

［営業時間】月～土11：00－M：00（し0）、17：00～22：00（し0）目視11：00～22：00（し0）

（定休日：第1・第3月曜日、12／31．1／1）

泉州おむすびオトメゴコロ
T【L：072－462・0014

泉佐野市市場酉3－4－31

［営業時間】8：00～18：00（売切御免）（定休日：金曜日・土曜日・日曜日・月曜日）

大宮ブランカフェ
TEL：072－437－2300

岸和田市藤井町2－15－17

【営業時間】月～木9：00～17：30（LO）金土日祝9：00～20：30（LO）（定休日：年末年始）

魚竹蒲鉾店イトーヨーカードー八尾店など4店舗
TEL：072－274－4111

八尾市光町2－3

［営業時間］10：00～18：00（定休日：なし）

ボンシイク80N－CHC
TEL：072－924・2131

八尾市久宝寺6－6－66ニットービル1F

［営業時間】11：30～14：00、17：30～21：00（定休日：月曜日・火曜日）

なんばダイニングメゾン高島屋大隈店7・8・9隋レストラン
「難波葱×ネギパラダイス」～難波葱づくしの10日間、ジャンルを超えて旬のうまさをご提供～

院議美々卯、蕎麦しゃぶ総本家浪花そば・一凛堂、ロビーカフェフアシーノ

尉オンザスクエア、タントタントトラットリア・季節董めし花小梅・
韓国旬彩料理豪家房、ごま屋ちゆう兵衛、新宿つな八、洋食あじと、
黒毛和牛焼肉肉虔きっしゃん、博多鶏ソバ毒味鳥、福太郎、アブサンソラー

関リュミエールレスプリカ・ミゲルフア二・難波鳥幸・炉端の佐諷
イカリヤ食堂オオサカ

JA大阪市直売所rおいで～彙」平野店
TEL；06－6702－7739

大阪市平野区平野西5－2－2

【営業時間］9：30～18：00（定休日：日曜日・祝日）

JA大阪市直売所rおいで～葉j本店
T【L：06－6794－0577

大阪市平野区加美鞍作2－2－1

【営業時間］9：30～14：30（定休日：土・日・祝日）

大阪木津卸売市場市場協会内店舗
TEL：06－6648－1900

大阪市浪速区敷津東2－2－8

［営業時間］5：00～12：00（定休日：日・祝・ほとんどの水曜日）

株式会社ミケアシス
TEL：06－6441－0837

大阪市福島区玉川1－4－29

【営業時間〕5：00～12：00（定休日：水曜日・日曜日・祝日）

近鉄百貨店あべの八ルカス近鉄本店
TEL：06－4399－2030

大阪市阿倍野区阿倍野筋1－1－43

［営業時間〕10：00～20：00（定休日：なし）

泉州ブランド野菜直売所VegeStaくべジステ）
T【L：072－493－7602

大阪市中央区難波5－1－60

［営業時間】11：00へそ0：00（定休日：不定休）

高島屋大阪店
TEL：06・6631－5815

大阪市中央区難波5－1－5

【営業時間］10：00～20：00（定休日：なし）

南海沿緑マルシェ
TEL：06・6644－7102

大阪市中央区難波5－1－60南海なんば駅2F中央改札前イベントスペ「ス

［営業時間］11：00～20：00（定休日：なし）

（有）プロデュースマーケットやすい
T【L：06－663ト刊83

大阪市中央区日本橋2－3－5

【営業時間］9：00－17：00（定休日：不定休）

河内長野市農林産物直腸所協議会アグリかわちながの
TEL：0721－53－6001

河内長野市本多町4－8

［営業時間19：00～16：00（定休日：なし）

JA大隈南農産物直売所「あすかてくるでJ河内長野店
T【L：0721－52－3733

河内長野市高向1218－11

［営業時間］9：30～18：00（定休日：木曜日）

JA大隈南農産物直売所rあすかてくるでJ羽曳野店
TEL：072－957－8318

羽曳野市埴生野975－3

［営業時間］9：30～18：00（定休日：木曜日）

JA大阪中河内農産物直売所「畑のつづきJ天美店
TEL：072－349－6760

松原市天美南3－13－15

［営業時間］9：00～15：00（定休日：日曜日）

JA大阪中河内農産物直売所「畑のつづきJ松原店
TEL：072－290－7091

松原市上田5－10－35

［営業時間】9：00～15：00（定休日：土・日・祝日）

デイリーカナートイズミヤ松原中央店
T【L：072－337－1238

松原市田井城1－1－1

［営業時間］9：00～24：00（定休日：なし）

道の駅かなん
TEL：0721－90－3911

南河内郡河南町神山523－1

［営業時間】平日9：00～17：00土日祝8：30～17：00（定休日：なし）

無印良品青黒販売イオンモール堺北花田店
TEL：072－252－2575

堺市北区東浅香山町4－1－12イオンモール堺北花田

［営業時間］10：00～21：00（定休日：不定休）

MaxValu豊中繰丘店など40店舗
TEL：06－6845－0411

豊中市緑丘4－1

〔営業時間］9：00へ々2：00（定休日：なし）

JAいずみの愛彩ランド
T【L：072－444－8002

岸和田市岸の丘町3－6－18

［営業時間］10：00～18：00（定休日：水曜日）

となりの畑
難波葱を野菜宅配に詰め合わせてお届けします

https：〟tonahata．comから申し込み
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大阪菜発見！なにわの伝統野菜ゆかりの地をぶらり■1mコ
屈遜迅天王寺駅前→棄天下茶屋（阿倍野触環卜昭和町（昼食／旬彩旨魯）→長居釈（難波葱収穫僻齢→解散
麺2019．1．13（日）／10：00～14：30幽あり圃10人
だ認調JR天王寺駅

■題刑TELまたはmX（06－6391－1391）申込締切日：2018年12月21日（金）

■tiを■一般社団法人全国農協観光協会

田古間06－7651－32859：30～17：00（土・日・祝日除く）

難波葱を知って食べよう
困難皮意を使った石窯ピザづくり情操・馳劇爛故意を便っ贈物販売・■家（河瑞フア「揖さんのお話
匹正】2019．1．20（日）／10；00～11：00、14：00～15：00細ありE蓬胴AM15人・PM15人

l淵硯調道の駅奥河内くろまろの郷（大阪府河内長野市高向1218－11）

田：刃FAX（0721－69－5668）またはメール（pizza．anthonyO141＠gmaiL．com）

Fl鵠■奥河内そらし実行委員会（河端ファーム、石窯PLZZAANTHONY、Bbcafe）

【巫芸Bo90－8755－0141pizza．anthonyO141＠gmaiLcom

健康長寿難波葱収穫体裁
■訪l巨■岸和田市のゴールドファームで難波葱の収穫、ネギたっぷり鍋試食

l皿2019．1．20（日）／10：00～細あり圃25人
l歪ii≧闇岸和田市土生滝町の農園　岸和田市尾生町の神於山農村公園

田TELまたはFAX（0745－82－5463）メール（yokkaO728＠ybb．ne．jp）

■≡書【！tNPO法人ゴールドファーム

Fヨ詰問090－5976－2927

難波葱収穫祭
■誠■彗1「難波葱の収穫体験と、根っこまで美味しい食べ方講座J試食付き

固2019．1．20（日）／11：00－幽あり細20人
l紺銅道の駅かなん（南河内郡河南町神山523－1）と畑

凶TELまたはFAX（0721－90－3912）HP（http：〟www．osaka一mkhinoeki－kanan．jp）

■1闇l道の駅かなん

帽自問0721－90－3911

インスタ映え間違いなし！なにわの伝統野菜難波葱のお料理教室
悶難波葱のおいしい食べ方・見せ方講義難波葱の調理試食
l認玉田2019．1．21（月）／11：00～14：30幽あり園先着48人
l紺闇大阪ガス八グミュージアム（大阪市酉区千代崎3丁日南2番59号）

■舐測「思いっきり南河内」で検索‖1Pより申込み

f王E■野菜料理教室～Ⅵ郡」、難波葱の会大阪府■：霊遷「勤に親しむライフスタイル推進府民会議、大阪ガス（樹

田蓮悶0721－25－1131（大阪府南河内農と緑の総合事務所）

律師大隈暇なんプロジェクト第2弾～農芸高と龍旗信が－NEW鴨なんばラーメン日を創る一
m巨1難波葱・農芸鴨・伝統料理に関する講義、新開発した鴨なんばラーメンの販売

図2019．1．22（火）／16：00～19：00囲あり醐100人
l淵闇罰龍態信津久野店（堺市西区津久野町1－9－15）

lヨコ彊yuitokeita＠gmaiLcom

■■闇■NPO法人フードラボ、籠旗信、大阪府立農芸高校

問責目ヨ籠旗信津久野店（080－1472－4293）

1日高校生レストラン
田囁校伽樹と繊戯臥削用い瑠既したオリジ刑lランチメニューの販売
l皿2019．1．25（金）／12：00へ14：30関ありl護刑20人

相怒闇焼鳥DIN桐G花鳥庵初芝店（堺市乗区日置荘町2－5－3）

■題詞も■問い合わせ先と同じ

■1粁t大阪府立農芸高校、花鳥鹿

田白目ヨ花鳥庵初芝店072－287－802017：00～23：00（木曜定休）

木津の朝市舛大阪産（もん）フェスM
■頭■云■難波葱特販

l淵脂Eヨ2019．1．26（土）／／勺：00～12：00

臆拇恩剖大阪木津市場（大阪市浪速区敷津東2－2－8）

■1倍■大阪木津卸売市場市場協会

悶茜踪臣106－6648－1900

和魂惣菜おかず料理会
田大阪の煮物料理10品試食勉強会
旺田2019．1．26（土）／13：30－（予定）tヨ彊ヨあり田940人
l淵堅調一心寺研修会館（大阪市天王寺区達阪2－4⊥7）

田浪速魚菜HP（http：／／www．ukamuSe．jp）にて掲載

■≡ti宣t浪速魚菜の会・大阪料理会

田壷目ヨ06－6775－7771

農家の卵が作る！難波葱サミット2019
■調駁■難波葱料理の試食・野菜販売r軽トラマルシェ」同時開催（金剛地区まちづくり会議主催）
I閥2019．1．26（土）／15；00～16：00顧無料闘悶先着50人

l淵揖罰金剛銀座商店街（富田林市寺池台1－9）
書見沼匝■事前申込不要

■≡1闇■大阪府、新規就農「はじめの一歩」村

田Bo50－3344－0780info（如gri－innovation．jp

フランス料理で難波葱フルコースを囁わおう全
日巨■オードブルからデザートまで難波葱をふんだんに使い、季節の食材とのマリアージュを楽しむ

皿2019．1．27（日）／11：30～15：00匹ヨありt≡遡ヨ30人
l震ii≡闇仏蘭西料理rBON－CHに」（ボンシイク）（八尾市久宝寺6－6－66ニットービル1F）

F証刑熟塾HPhttp：／／www．jukujuku．gr．jpまたはFAX（06－6946－2815）

■：1：‡■文化活動グループ熟塾・難波葱の会

関白悶06－6946－2815

旺苫㌫遥㌫禁繁男欝蒜姦三好の伝統食材プレゼン・
四2019．1．27（日）／13：00～、14；00～、15：00～（各30分）旺ヨ無料l琵避ヨ15人
l践ii篭嘉1クックハウスあペのキュ「ズモール店（大阪市阿倍野区阿倍野筋1－61あペのキュ「ズモールBIF）

■題i駄1クックハウスHPのみ■Hクックハウス、大阪府立農芸高校

F艶聞昭株式会社タイヤ06－6751－6635（9：00～17：00）またはクックハウスHP（https：Nw．cookhousejp）

なにわの伝統野菜フェスティ∴‾…」．・J予■て＿l＿ユニ∴ロブ

竪璽ヨ河内音頭で結ぶなにわの伝統野菜生産者さんとのグルメ交流会臣≡召2019．1．26（土）／15：00－18：00匿≡≡望あり堅塁望300人臣≡≡∃味園ユニ／トス（大阪市中央区千日前2－3－9）

E歪琵ヨ早浪美加・フードミュージカルGOITA監熟塾HP（http＝〟www．jukujuku．grjp）E－maiL：BXl05250＠nifty．comまたは、FAX（06－694672815）三≡＝文化活軌グループ熟塾匿≡室≡06－6946－2815

【飲食関係】Lago（イタリアンレストランラーゴ）、ROHTORECIPE旬穀旬菜、S．201、石臼挽手打そばなか井、欧来食堂TANAKA、お好み焼きArAkA北浜本店など2店舗・お好み焼き

介、体に優しいうどん店優心、北新地かえる、北新地川添、北新地湯木新店、キッチン・バー混、こんペい大阪港天保山店など2店舗、新町なみなみ、千陽福島店、大寅蒲鉾戎橋本店ほ

か府内百貨店など28店舗、千房エレガンス戎橋店、千房千日前本店、堂じま上通り、道頓堀今井本店、豆富・京会席・旬彩旨魯、南海そば難波2階店・3階店、なんばダイニングメゾン、日

本料理かこみ、はり重、フエリチーボ、福島焼野葉菜の音、福太郎本店など2店舗、藤乃など3店舗、フレンチレストランドゥアッシュ、ホテルモントレラ・スール大阪2階中国料理「彩

雲」、南他門三、宮がみ屋本店、無印良品Caf6＆MeaLMeal MUJl難波店、舞昆のこうはら心斎橋店など11店舗、Bbcafe、あまみ温泉南天苑、石窯PIZZAANTHONY、洒菜工房和、

炭火焼鳥一徹、創作料理靖浩、創作揚げ工房さ・ん・ぼ、まんま－る、和味、綿麺、手打草部うどんのらや鳳本店、なな菜高島屋堺店、無印良品Caf占＆Meal MUJ卜でオンモール堺北

花田店、焼鳥D工N工NG花鳥庵初芝店など2店舗、いろは満月泉佐野店なとヰ店舗、泉州おむすびオトメゴコロ、大宮ブランカフェ、魚竹蒲鉾店イトーヨーカードー八尾店など4店舗、
ボンシイク【販売関係】JA大阪市直売所「おいで～菜」平野店、JA大阪市直売所「おいで～菜」本店、大阪木津卸売市場市場協会、株式会社ミケアシス、近鉄百貨店あべのハルカス近鉄

本店、泉州ブランド野菜直売所VegeSta（ベジステ）、高島屋大阪店、南海沿線マルシェ、（有）プロデュースマーケットやすい、JA大阪南農産物直売所「あすかてくるで」河内長野店・河

内長野市農林産物直販所協議会アグリかわちながの、JA大阪南農産物直売所「あすかてくるで」羽曳野店、JA大阪中河内農産物直売所「畑のつづき」天美店、JA大阪中河内農産物直

売所「畑のつづき」松原店、デイリーカナートイズミヤ松原中央店、道の駅かなん、無印良品青果販売イオンモール堺北花田店、MaxValu豊中緑丘店など40店舗、」Aいずみの愛彩ラン

ド、となりの畑【生産関係】JA大阪中河内松原地区難波葱部会、JA大阪南なにわの伝統野菜部会、大阪市なにわの伝統野菜生産者協議会、河内長野市農業研究会、（株）泉州アグリ、

ナカスジフアーム【その他】（一財）大阪市コミュニティ協会、（一社）テラプロジェクト、（一社）全国農協観光協会、（株）FoodStoryJapan、（株）MTテックス、（株）orb、（株）インプリー

ジョン、（株）セントラル・フルーツ、（株）ダイヤ、（株）テレビ岸和田、（株）ならにっか、（株）満月、FOODPLANET、NPO法人ゴールドファーム、NPO法人フードラボ、NPO法人浪速魚菜の

会、お好み焼き活性化委員会、お母さん大学大阪支局、CA－RINWORKS［イラストレーションとデザイン］、なにわ名物開発研究会、にっぽんお好み焼き協会、ミナミまち育てネットワー
ク、大阪府立農芸高等学校、大阪料理会、奥河内ぐらし実行委員会、熟塾、新規就農「はじめの一歩」村（運営：（株）マイファーム）、千房ホールディングス（株）、棄果大阪（株）、東神開発株

式会社、南海エフディサービス株式会社、南海電気鉄道（株）、難波葱の会、日本コナモン協会、野菜ソムリエコミュニティおおさか、野菜料理教室　y．vege、（有）エムエーツーユニオン、

龍旗信津久野店、「農」に親しむライフスタイル推進府民会議、JA大阪中央会、（地独）大阪府立環境農林水産総合研究所、大阪市、河内長野市、松原市、河南町、大阪府

慣　′ノ　⊆忘忘J久
HOTEL MONTEREY TOSHIN

LAS（王UR DEVELOPMENT
ホテルモントレラ・スール大阪　　〔0．，汀D． J蔽八M伸糾　悪
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Thera－Projects

【大阪府南河内農と緑の総合事務所農の普及課】TEL．0721－25－1131（内268）

【大阪府橋場農林水産部流通対策室ブランド戦略推進グループ】TEL．06－6210－9605
WEB：http：／／www．Pref．0Saka．Lg．jp／ryutai／OSaka＿mOn／nanbanegifesta．htmL ゆ大阪府


