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なにわの伝統野菜

r難波葱」を楽しむ11日間のお祭り

難波葱フ土スタ2020．1．16喜一26誓

Ca俺＆MealMUJl難波
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
［営業時間］10：00～22：00（定休日：なし）
https：／／www．mujLcom／jp／Shop／045177

Lago（イタリアンレストランラーゴ）

TEL：06－6674－9077

大阪市住吉区帝塚山中3－1－5

［営業時間］11：30～15：00（14：00最終入店）、Ⅳ：30～23：30（2：00最終入店）（定休日：火曜日）

ROHTORECtPE旬穀旬薫

TEL：06－6359－3072

大阪市北区大深町3－1クランフロント大阪北舘6F

［営業時間］11：00～22：00（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：06－6702－6267

大阪市平野区西脇3－2－16

［営業時間］10：00～18：00（定休日：なし）

欧来食堂TANAKA
TEL：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】11：00～22：00（定休日：日曜日）

お好み焼きArAkA北浜本店など2店舗
TEL：06－6203－4567

大阪市中央区高麗橋1－15－14

［営業時間］17：00～24：00（定休日：なし）

お好み焼きでん
TEL：06－6646－6878

大阪市西成区鶴見橋1－5－18
［営業時間］17：00～24：00（定休日：不定休）
https：／／S．tabeLog．COm／OSaka／A2701／A270406／27015390／top＿amP／

懐石料理徳
TEL：06－6671－2725

大阪市住之江区棄加賀屋3－15－9
［営業時間］11：00～14：00（定休日：日曜日・祝日）
http：〟www．norトkaiseki．jp

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大阪BIF

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

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］11：30～14：30（定休日：火曜日）

北新地川添
TEL：06－6456－4300

大阪市北区曽根崎新地1－9－6菱富ビル1F

［営業時間］18：00～24：00（定休日：日曜日）

北新地涛木新店
TEL：06－6348－2777

大阪市北区堂島1－5－39

［営業時間］11：30～13：30、17：30～21：00（定休日：日曜日・祝日）

こんペい大阪港天保山店
TEL：06－6576－5650

大阪市港区海岸通1－ト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］叫00′「20：00（定休日：なし）
http：／／konpel．CO．JP

こんペい阿倍野店
TEL：06－6624－1152

大阪市阿倍野区王子町2－17－22
［営業時間］10：00～18：00（定休日：日曜日）
http：〟konpei．co．jp

四季彩彙みき
TEL：06－4800－2066

大阪市北区与力町7－9グロリア与力1F
［営業時間］10：00～17：00（定休日：日曜日・祝日）
http：／／shikisaiSai．⊂0．jp／

新町なみなみ
TEL：06－6534－1566

大阪市西区新町1－9－14丸勝ビル1階
［営業時間］17：00～23：30（定休日：なし）
http：／／www．naminami．co．jp

大賞戎橋本店など2店舗
TEL：06－6641－3451

大阪市中央区難波3－2－29

［営業時間】10：00～20：00（定休日：1／1～1／3）

千障福島店
TEL：06－6450－0082

大阪市福島区福島7－9－1
【営業時間】11：30～掴：00（火～金）、17：00～加：00（Lo23：00）（定休日：月曜日）
http：／／Chiharu．biz

鉄板カフェひとと
TEL：080－40227024

大阪市中央区束高麗橋4－9双葉シティブラザビル102
【営業時間］18：30～21：30（定休日：不定休）
https：〟www．faCebook．com／3hitoto3／

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111：00～22：00（Lo21：30）（定休日：水曜日）

肉料理幸之助
TEL：06－6657－5929

大阪市住吉区帝塚山東1－3－34PLOT帝塚山ビルBIF
［営業時間】11：00～22：00（定休日：水曜日）
https：〟www．kounosuke．jp／

はり圭道頓堀本店
TEL：06－6211－7777

大阪市中央区道頓堀1－9－17
［営業時間］11：30～21：15（Lo）（定休日：火曜［祝日・祝前日・12月は営業】）
http：〟www．harijyu．⊂0▲jp／

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1F
［営業時間】18：00～23：30（定休日：日曜日）
http：〟www．felkibo．com／

富士製ぽん工場
TEL：06－6471－1394

大阪市西淀川区御幣島2－12－12

［営業時間］10：00～20：00（定休日：土曜日・日曜日・月曜日・火曜日）

藤乃など3店舗
TEL：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：年始4日間）

舞丘のこうはら11店舗
TEL：06t4702－1101

大阪市住之江区東加賀屋1－3－40
［営業時間】10：00～18：00（定休日：年内無休［店執こより定休日あり1）
http：〟www．115283．jp／

Bbくafe

TEL：0721－56－6567

河内長野市西之山町16－4

［営業時間］11：30～21：00（定休日：日曜日・月曜日）

あまみ温泉南天苑
T【L；0721－68－8081

河内長野市天見158
［営業時間］11：30～22：00（定休日：月1回不定休）
http：〟www．e－Oyu．COm／

石窯PIZZAANTHONY
TEL：090－8755－0141

河内長野市西之山町18－13（移動販売）
［営業時間］不定時間（移動販売のため）（定休日：不定休）
http：〟pizza－anthony．COm

酒彙工房和
TEL：0721－53－0385

河内長野市本町10－15アダチビル101
［営業時間117：30～23：00（定休日：日曜日）
https：〟nagomi－kawaChinagano．owst．jp／

炭火焼鳥一徹
TEL：0721－55－1161

河内長野市菊水町17

［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］17：30～23：00（定休日：木曜日・水曜日［不定休】）



麺坊万作ノパティながの店など2店舗
TEL：0721－56－0833

河内長野市長野町5－1－12ノパティながの店商館2F
［営業時間】11：00～21：00（Lo20：30）（定休日：不定休）
https：〟menboumansaku．⊂Om／

創作揚げ工房さ・ん・ぽ
TEL：072－333－1338松原市天美東8－4－2

【営業時間】17：30～22：00（定休日：月曜日・第2火曜日）

★2020．2．4（火）～29（土）さんば19周年ア二／トサリー「難波葱のア二／トサリーコ「ス」

まんま－る
TEL：072－337－2332

松原市天美南3－14－11大和川マンション2号館

［営業時間】18：00～22：30（定休日：月曜日）

和唖～なごみ～
TEL：072－333－7530

松原市上田2－1－15

【営業時間117：00～23：00（定休日：日曜日）

繰麺
電話番号なし
松原市松ヶ丘3－6－15

【営業時間】11：00～14：00、18：00～21：00（定休日：水曜日、日・月・火の夜）

ボンシイク
TEL：072－924－2131

八尾市久宝寺6－6－67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）
http：〟bon－Chk．COm

Ca柁＆MealMUJlイオンモール堺北花田
TEL：072－252－2575

堺市北区棄浅香山町4－1－12イオンモール堺北花田
［営業時間110：00～21：00（定休日：なし）
http：〟www．muji．COm http‥〟ryohin－keikaku，jp

山海料理仁志乃
TEL：072－271－0058堺市西区平岡町282－1

［営業時間］11：00～21：00（定休日：水曜）https：〟www．umaトnishino．com／

★2020年2月御馳走難波葱「難波葱を使った料理の数々と難波葱と合鴨の鍋物」

［申込方法】店に直接電話／【募集入射30人

JA大阪市直売所rおいで一幸j平野店
TEL：06－6702－7739

大阪市平野区平野西5丁目2－2

【営業時間］9：30～18：00（定休日：日曜日・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15：00～12：00（定休日：日・祝・ほとんどの水曜日）
http：〟kidukhiba，jp／

株式会社ミケアシス
TEL：06－6441－0さ37

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　あペ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］10：00～20：30（定休日：なし）

泉州ブランド野菜直売所VegeStatペジステ）
TEL：072－493－7602

大阪市浪速区難波中2丁目1070
［営業時間】11：00～20：00（定休日：なし）
http：〟www．S－agrLjp／

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へ40：00（定休日：なし）

河内長野市農林産物直販所脇隷会アグリかわちながの
T【L：0721－53－6001

河内長野市本多町4－8

［営業時間】9：00～16：00（定休日：年中無休【年末年始一部休業】）

JA大阪南農産物直売所rあすかてくるでJ河内長野店
TEL：0721－52－3733

河内長野市高向1218－1
【営業時間】9：30～18：00（定休日：木曜日）
http：〟www．jaom．or．jp／asukatekurude／

N A M B A N E G l

なな薫高島屋堺店
TEL：090－1711－3303

堺市堺区三国ヶ丘御幸町59高島屋堺店lF

［営業時間］10：00～19：00（定休日：なし）

のらや風本店
TEL：072－274－4450

堺市西区凰東町6－620－1

［営業時間111：00へ43：00（定休日：なし）

焼鳥D工N工NG花鳥庵初芝店など2店舗
TEL：072－287－8028

堺市棄区日置荘西町2－5－3

【営業時間】17：00へそ3：00（定休日：木曜日）

トラットリアアルモ
TEL：0725－56－2678

和泉市いぶき野5－7

［営業時間】11：30～旭：00（Lo娩仰）通則2：（氾（b21珊）（定休日：月曜日、月1回不定休）

いろは満月泉佐野店など4店舗
TEL：072－461－0468

泉佐野市市場南1－8－20
【営業時間】月～土11：00～14：00（Lo）17：00へ蔓2：00（Lo）日祝11：00へ42：00（b）

（定休日：第1・第3月曜日、12／31．1／1）

大宮プランカフェ
TEL：072－437－2300

岸和田市藤井町2－15－17

［営業時間】月～金・祝日9：∝卜46：30（b）、土日9：∝卜40：∝I（b）（定休日：年末年始）

明月庵ぎんざ田中屋本店など3店舗
TEL：03－3571－8228

東京都中央区銀座6－6－19
［営業時間］11：30～21：30（Lo21：00）（定休日：年始を除き年中無休）
http：〟www．soba－tanakaya．com

JA大阪中河内農産物直売所r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19：00～15：00（定休日：日曜日）

JA大阪中河内農産物直売所r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
TEL：072－337－1238

松原市田井城1－1－1

【営業時間］9：00～22：00（定休日：なし）

JA大阪南農産物直売所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19：30～18：00（定休日：木曜日）
http：〟www．jaom．or．jp／asukatekurude／

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）
http：〟www．osakaTmichinoeki－kanan．jp

無印良品青果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豊中樟丘店など40店舗

TEL：06－6845－0411

豊中市緑丘4－1

【営業時間】9：00へ22：00（定休日：なし）

F E S T A 2　0　2　0



難波葱をもっと美嘩しく知ろう！～難波葱直売＆特選料理＆難波葱石窯ピザづくり体験～

m≡■前ア爛売・8bカフェシェ
lヨ遥ヨ2020．1．19（日）／10：00－15：00（予定）6匹ヨあり亡霊丑ヨ15人

に指誓詞道の駅奥河内くろまろの郷（大阪府河内長野市高向1218番地1）

印メール（pizza．anthonyO141（寧gmaiLCOm）

雷積H■河苺訓史

f鮎悶090－8755－0141

葱サミット2020in大阪

田Ⅶ濃慧ファミリー大集会1と透して、創紬側臥嘩玖」のねぎネットワーク堆く。

EE空ヨ2020．1．19（日）／11：30～15：00瞬あり疎100人

転結鱈詞大阪ガスハグミュージアム（大阪市西区千代崎3－2－59）

田メール（ringonamChanlll＠gmait．com）mX（072－3677858）

■1龍■難波葱の会・浪速魚菜の会・大阪料理会・大阪府南河内農と録の総合事務所

田富悶090－5064－8455

まなぶ！たペる！

内容
r農芸高プレゼンツ！テーマ雌と健康！」大晦の伝統食材プレゼン、農芸畦と難波葱を用いた

新胃発の最高級サンドイッチの託良、販売

田2020．1．19（日）／13：00－16：00田ヨあり邸100人
l論誓詞阪急百貨店梅田本店BlF（大阪市北区梅田1－13－13）

■蓬凛当日問合せ先と同じ

■1；‡■タイヤ製パン、大阪府立農芸高校

相姦悶農芸高校（Osaka．NougeLHS＠gmaiLCOm）

難波葱を学んで食べる会
■瀾勉強会付き、食事会

Ⅰ認窒ヨ2020．1．19（日）6匹ヨありE苦弐堅調20人

暮志は‡調千隈（ちはる）福島店（大阪市福島区福島7－9－1）

Eコ彊メール（ysCOSaka831（寧gmail．com）

■1周r野菜ソムリエコミュニティおおさか

団yscosaka831＠gmaiLcom

大鵬なんプロジェクト第硝～農芸高と龍旗信が判EW鴨なんばラーメン定食Mを創る～

田難波葱．農芸鴨．伝統料理に胃するプレゼン、新再発の鴨なんばラーメン定食の試食

1ヨ三重Ⅲ2020．1．21（火）／16：00－19：006匹ヨありE遷980人

E≡三≡ヨ籠旗信津久野店（堺市西区津久野町1－9－15）

■悪那1問合せ先と同じ

■1Hr薩旗信、大阪府立農芸高校

匹EEヨ籠旗信津久野店（080－1472－4293）または農芸高校（Osaka．Nougei．HS＠gmaiLCOm）

1日高校生レストラン

駈藍鷺r高校生が酬　農芸鴨と難波葱、海糾したオリジナルコースメニューの販売

団2020．1．24（金）／12：00－14：306匹ヨありE遜ヨ20人

指招短詞焼鳥D州IG花鳥庵初芝店（堺市棄区日置荘2－5－3）

■琵測問合せ先と同じ

■甥粧1大阪府立農芸高校、花鳥庵

EE巫ヨ花鳥庵初芝店（072187－8020／17：00へ壬3：00）または農芸高校（Osaka．NougeLHS＠gmaiLCOm）

木津の朝市M大阪産（もん）フェスM
m難波葱特販
l罰胃菰ヨ2020．1．25（土）／9：00～12：00

1甜悲話謂大阪木津卸売市場（大阪市浪速区敷津東2－2－8）

■産別問合せ先と同じ

■≡1緋■大阪木津卸売市場市場協会

【鮎悶06－6648－1900

日本の伝統食を知ろう！

旺≡1難波葱と農芸鴨、高校生が作った伝統野菜を贅沢に用いた料理手作り体牛、セミナー、試食会

駈ヨ2020．1．25（土）／13：00～16：00田ヨなしEヨ正ヨ30人

指；甚蔓霜謂大阪府立農芸高校（堺市美原区北余部595－1）

書証源1問合せ先と同じ

蔓璽壬璽大阪府立農芸高校、日本の伝統食を守る会、難波葱の会

相姦悶農芸高校（Osaka．Nougei．HS＠gmail．COm）

難波葱収穫体験
m難波葱の収穫と試食会

田2020．1．26（日）／10：00～13：00匹ヨありEヨ正ヨ30人

帖i姜闇大阪府岸和田市北坂

■蓬測メール（yokkaO728＠ybb．ne．jp）臥X（0745－82－5463）

■ヨ障■NPO法人コールドファーム

【鮎悶090－5976－2927

難波葱と塩麹の料理教室
■潤塩麹を使った難波葱料理の教室

l匠琵ヨ2020．1．26（日）田ヨあり班ヨ12人

l址盟誼道の駅かなん（南河内郡河南町神山523－1）

■ヨコ彊HP（http：〟www．osaka一michinoekiTkananjp）TEL（0721－90－3911）FAX（0721－90－3912）店舗

■事；竺■道の駅かなん

岨畠脳0721－90－3911

護旺駁鳶纏ま蓑の収穫と料亭梅廼家特製会席の昼食を味わう会　ヨ琵瑳2020．1．26（日）露あり　監≡三重≡先着申込20名

臣監詔JA大阪中河内松原地区難波葱部会稲田会長の畑及び大阪料理会所属の道明寺天満宮門前の料亭「梅廼家」還変問合せ先と同じ

田熟塾（http：〟wwwjukujuku．gr．jp／）匿遜メール（BXIO5250＠nifty．com）FAX（06－6946－2815）TEL（090－8381－0150）

【飲食関係】Caf6＆MealMUJl難波、Lago（イタリアンレストランラーヨ）、ROHTOREC■PE旬穀旬菜、魚竹蒲鉾店イトーヨーカードー八尾店など4店舗、欧来食堂
TANAKA、お好み焼きArAkA北浜本店など2店舗、お好み焼きでん、懐石料理徳、かこみ、体に優しいうどん店優心、北新地川添、北新地湯木新店、こんペい大阪港天保山

店、こんペい阿倍野店、四季彩菜みき、新町なみなみ、大寅蒲鉾戎橋本店など2店舗、千陽福島店、鉄板カフェひとと、道頓堀今井本店、肉料理幸之助、はり重道頓堀本

店、フェリチーポ、富士製ぽん工場、藤乃など3店舗、舞昆のこうはら11店舗、BbCafe、あまみ温泉南天苑、石窯PJZZAANTHONY、酒菜工房和、炭火焼鳥一徹、創作料理

靖浩、麺坊万作ノバティながの店など2店舗、創作揚げ工房さ・ん・ぼ、まんま－る、和昧～なごみ～、綿麺、ボンシイク、Caf占＆MealMUJlイオンモール堺北花田、山海料理

仁志乃、なな菜高島屋堺店、のらや鳳本店、焼鳥DtNtNG花鳥庵初芝店など2店舗、トラットリアアルモ、いろは満月泉佐野店など4店舗、大宮ブランカフェ、明月庵ぎんざ

田中屋本店など3店舗【販売関係】JA大阪市直売所「おいで～菜」平野店、大阪木津卸売市場市場協会、（株）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rVegeSta」、高島屋大阪店・JA大阪南農産物直売所r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、JA大阪南農産物直売所「あすかてくるで」羽

曳野店、道の駅かなん、無印良品青果販売イオンモール堺北花田、MaxValu豊中緑丘店など40店舗【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】CA－RINWORKS［イラストレーション＋デザイン

＋企画］、JA大阪中央会、NPO法人浪速魚菜の会、NPO法人ゴールドファーム、NPO法人フードラボ、あべの八ルカスファーム、大阪木津卸売市場（株）、大阪ステーションシ

ティクリーンスタッフ、大阪府立農芸高等学校、お母さん大学大阪支局、奥河内ぐらし実行委員会、お好み焼活性化委員会、（株）MTテックス、（株）インプリージョン、（株）昆

北、（株）セントラル・フルーツ（八百一）、（株）ダイヤ、（株）ならにっか、（株）農協観光大阪支店、（株）満月、（株）籠旗信、（株）良品計画、木村アルミ箔（株）、熟塾、全農大阪府本

部、田辺大根ふやしたろう会、なにわ名物開発研究会、にっぽんお好み焼き協会、日本コナモン協会、葉栗大阪（株）、ミナミまち育てネットワーク、野菜ソムリエコミュニティ

おおさか、野菜料理教室「y・Vegej、一般社団法人テラプロジェクト、大阪料理会、南海電気鉄道（株）、難波葱の会、（有）エムエーツーユニオン、「農」に親しむライフスタイル

推進府民会議、（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

J甑MN例J J久　也皇　⊆忘

お同い合せ

【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270）

【大阪府環境農林水産部読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・htrnL
㊥大阪府


