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1 産業観光課 492-2749　　　　　　　　　　　
キャラクタークッズ販売
クーリングオフ封筒セット無料配布

展示 49 ル・クール 482-1737 ハーブ茶 物販

2 大阪府水産課 06-6210-9610 展示　他 展示 50 aconnch～タイ古代マッサージ 090-5092-5312 タイ古代マッサージ 物販

3 ㈱阪原生花 494-1405 フランクフルト・フライドポテト 物販 51 みのり鍼灸院 494-1149 手書Ｔシャツ、子供用ジーンズ等 物販

4 ツタエルコミュニケーションズ 494-0605 わたがし 物販 52 ㈱オルタナティブ 494-0063 事業案内・フリーマーケット 物販

5 すてきーずパンの会 474-8444 パン・菓子 物販 53 NPO法人　リライブ 425-0865 無農薬野菜・手作り品 物販

6 達丸水産 492-4622 鮮魚 鮮魚 54 遊花 472-2287 シーナマイフラワーアレンジ・手作り雑貨 物販

7 深日漁業協同組合（刺網） 492-2052　 活魚 鮮魚 55 手作りグループ　ＴＳＵＮＡＧＡＲＩ 424-4788 羊毛フェルト・パッチワーク 物販

8 深日漁業協同組合（底曳） 492-2052 活魚 鮮魚 56 大阪泉州農業協同組合岬購買店舗 492-2088 草刈刃等農具・お好み焼き粉等食品 物販

9 ㈱梶谷 06-6756-2530 有頭エビ 鮮魚 57 岬町商工会観光部会 492-3311 古代米うどん グルメ

10 ㈱しおさい 495-0046 鮮魚 鮮魚 58 岬町商工会商工業部会 492-3311 ホットコーヒー グルメ

11 永井水産 474-0777 たこ焼き・イカ焼ソバ グルメ 59 岬町商工会青年部 492-3311 かき氷 グルメ

12 浩徳水産 492-5356 イカ焼き グルメ 60 青木松風庵 492-2525 和洋菓子 グルメ

13 幸丸水産 492-0466 シラス丼・他 グルメ 61 さらし 492-2019 たこ飯・鯛めし 他 グルメ

14 猪将 492-0036 猪汁 グルメ 62 サプライズシオザキ 492-6661 みかん小袋入れ放題・お茶 グルメ

15 つるはし　マグロ食堂 06-6974-9779 マグロ グルメ 63 浪花酒造㈲ 472-0032 清酒 グルメ

16 JF大阪府漁連 422-4763 たこコロッケ他 グルメ 64 カネショウ水産 494-3339 たこ飯 グルメ

17 やんちゃん 472-1011 たこ焼き グルメ 65 工房みさき 499-1123 焼きたてパン・ジュース グルメ

18 寿司割烹みやもと 473-2525 松茸おにぎり・味付からあげ グルメ 66 辻茂製菓㈲ 471-4545 おかき グルメ

19 岩手屋 494-2097 よもぎ大福・赤飯 グルメ 67 彩色献味　粋込 471-8788 牛串焼き・厚切りベーコン・鯛めし・ドリンク グルメ

20 吉田珈琲本舗 485-3550 ドリップコーヒー・リキッドコーヒー・ドリンク他 グルメ 68 創作宅配弁当　一帆 471-9857 鶏からあげ・お弁当 グルメ

21 路地裏ベーカリーキッチン 0725-32-9922 焼そば・唐揚げ グルメ 69 やまき 447-8544 ハンバーガー他 グルメ

22 ㈱エスカンパニー 06-6690-7090 大福餅・佃煮・ふりかけ等 グルメ 70 朝日亭 492-2218 魚の天ぷら他 グルメ

23 ドッグファイト合同会社 482-4244 たこ焼き・さぬきうどん グルメ 71 音茶目屋 474-2629 駄菓子 グルメ

24 御菓子処　幸泉 483-5414
泉州名物（泉州しぐれ）村雨
泉南ブランドやきいもさん

グルメ 72 ひろしげ珈琲倶楽部 486-4500 アイス・ホットコーヒー グルメ

25 リペア技研 492-3951 ぜんざい グルメ 73 マルサ 476-1129 ちらし寿司・しいたけごはん・もち等 グルメ

26 ビューティーサロン　ピュア 492-3396 おでん グルメ 74 姫工房 494-0434
松茸御飯・赤芽芋・金山寺味噌・麦味
噌・栗おこわ・唐揚げ

グルメ

27 パン工房ピサンリ 486-8180 菓子パン グルメ 75 施順泰鹵菜工房 488-7235
中華惣菜・鹵菜（ルサイ）・手作り焼き餃
子・手作り中華饅頭

グルメ

28 河野農園 492-0091 梅干・キウイ・みかん他 物販 76 安田農園 474-5613 水ナス浅漬け・きゅうり浅漬け・ジュース グルメ

29 茂野 492-0014 はちみつ 物販 77 イタリアンレストランヌーノ 485-2388
但馬産鳥肉の炭火焼きトマトソースト
チーズで

グルメ

30 いとこ農園 492-3704 柿 物販 78 西田農園 495-5139 乾燥椎茸 グルメ

31 創菓庵　泉山 453-1104 どっち餅（160円） 物販 79 あさしを衣料 492-0616 焼きそば グルメ

31 パティスリール・プルニェ 453-2227 ほろほろれんが（300円） 物販 80 川仁商店 494-3026 ジュース グルメ

32 くまとりわたっ子くらぶ 452-0181 藍染製品 物販 81 寿司よし 492-2300 巻寿司他 グルメ

32 ㈱じばしん 452-1428 タオル各種 物販 82 マルミストアー 492-2128 みかん・柿・りんご・白菜・キャベツ・大根　他 グルメ

32 兵八　熊取店 452-5353 カバン（550円）　他 物販 83 タニサワのポン菓子 494-2733 ポン菓子 グルメ

33 すみれの森 485-0888 花苗・寄せ植え 物販 84 大阪府板ガラス技能士会 手作り万華鏡教室　 ものづくり教室

34 ＭＩＫＩ　decoHANDOMADE 492-5430
オムツロールケーキ・オムツケーキ・
くるみボタン・ヘアゴム・アクセサリー

物販 85 大阪府建築板金技能士会 銅板レリーフ制作教室・打出し板金　　　 ものづくり教室

35 ㈲嶋津　ふたば倶楽部 472-2329 朱印帳・雑貨 物販 86 大阪府印章技能士会 石のはんこづくり教室　 ものづくり教室

36 フィオーレ 494-1021 日用品・雑貨・玩具 物販 87 大阪府調理技能士会 プロによるだし巻きのコツ料理教室　　　 ものづくり教室

37 little aco 425-2288 アクセサリー・小物 物販 88 岬石油㈱ 492-2018 ＥＶ（電気自動車）試乗・展示 展示

38 Ｋ＆Ｔ 496-8565 雑貨 物販 89 陸上自衛隊第３７普通科連隊 0725-41-0090 車両展示 展示

39 岬やまびこ農園 424-4995 サツマイモ等 物販 90 岬消防署 495-0516 消防自動車展示 展示

40 岬まほろば会 424-4995 手作り小物・サツマイモ・ジャガイモ等 物販 91 泉南警察署・交通課 472-1234 パトカー展示 展示

41 たこやきアヤカ 473-6400 たこやき グルメ 92 泉南警察署・生活安全課 472-1234 パトカー展示 展示

42 岬エルピーガス協同組合 492-3344 LPガス普及の展示.・販売 物販 93 水産技術センター 495-5252 お魚タッチングプール 展示

43 Hana Dokoro かんも屋 472-0052 花・苗 物販 94 ふわふわスライダー 展示

44 ㈲鈴木工業所 484-3733 ペット用品 物販 95 大阪湾環境保全協議会 06-6210-9577 ちりめんモンスターを探そう！ 展示

45 岬町深日南池土地改良区 492-2750 切手・葉書・郵便グッズ 物販 96 大阪府海域美化安全協会 456-5374 缶バッチ作り 展示

46 ジブラルタ生命保険（株） 460-1733 保険案内 展示 97 漁船クルージング 492-2052 漁船クルーズ 遊覧

47 郵便局（日本郵便㈱泉南南部会岬支部） 492-4767
レモングラスの試飲＆レモングラス・
きくいもの無料配布

展示 98 栽培事業場 495-0516 稚魚の放流 展示

48 大阪泉州農業協同組合岬支店 492-2004 住宅ローン他相談会 展示

◎道路交通法遵守のため、会場内で召し上がっていただくための酒類販売はおこなっていません。

◎都合により、出店企業（出店番号またメニュー内容も含む）及びアトラクションが変更・取りやめとなる場合がありますので、ご了承ください。

おおさか湾もん等産業フェアー・第６回深日漁港ふれあい出店者名簿


