presents
大 阪 産（もん）をまるごと味 わう２日 間

.5.27 金 ・28 土

2022

（ 雨 天 決 行）

場 所：グ ランフロント大 阪うめきた 広 場
大阪産（もん）採れたて市

大阪産（もん）名品マーケット

JA大阪泉州、JAいずみの、JA大阪南、JA大阪市の４つの産地
から新鮮な野菜や果物を直送します。

大阪を代表するお土産物等、時代を超えて愛され続ける加工食品
の大阪産（もん）名品。こだわりの商品が大集合！

出張いちご農園 ミライバナ

おおさかもん畑の学校

茨木市のいちご農園がうめきた広場に出張！都会の真ん中でい
ちご狩りが楽しめるほか、いちごやスイーツの販売も。

子ども向けサスティナブル農業教室！都会の真ん中で農家さんから
育て方のコツを聞きながら、小さな畑体験してみませんか？

大阪産（もん）キッチンカー

DELISH KITCHEN おすすめの大阪産（もん）レシピ

ここでしか味わえない大阪産（もん）を使ったオリジナルメニュー
が登場します。うめきた広場でのランチやテイクアウトにも！

大阪産（もん）
をおいしく食べれる簡単レシピをご紹介！誰でも作れ
るよう、動画で手順が確認できます。

無印良品つながる市

かもん！おおさかもん！
！アーカイブ
J:COMで放送中の大阪産（もん）を通じて大阪を盛り上げる番組
「かもん！おおさかもん！
！」がうめきた広場に飛び出します。

「ヒトとつながる、
マチをつなげる」をテーマに、地域の生産者が大
阪産（もん）
や大阪の特産品を販売する、みんなで育むマーケット。

大阪産（もん）応援サポーター：やのぱん、田口万莉

4.28 木

KIRIN presents
うめきた広場で楽しむおおさかもんフェスタ
4/28 OPEN

CRAFT BEER GARDEN
（クラフトビアガーデン）
大阪産（もん）
を使ったメニューとクラ
フトビールのペアリング！常時12種類
以上のクラフトビールが味わえます。

6.2 木

ルクア大阪で開催！
5/27開催

大阪産（もん）Dinner＆Talk
GARB MONAQUE

5/27▶６/２ 「買うで」
「食べるで」大阪産（もん）

大阪産（もん）
を使用したコースと
大阪ワインのマリアージュをワイ
ナリー、生産者のトークと共に！

KITCHEN&MARKET ルクア大阪

スーパーとレストランの垣根を取り払い、食
にまつわるすべてのシーンがひとつになった
新しい食空間で、大阪産
（もん）
を楽しめます。

※各コンテンツの詳細は裏面をご確認ください。 ※新型コロナウイルスの感染状況により、フェスタ・マルシェの内容を変更することがありますので、予めご了承ください。

提供

特別協賛

主催

大阪産（もん）
フェスタ実行委員会

後援

大阪市、大阪商工会議所、
（公財）大阪観光局

協賛

協力

（株）いずみ・ファーマーズ葉菜の森、
（株）大阪鶴見フラワーセンター、大阪府漁業協同組合連合会、
（一社）大阪府畜産会
Osaka Metro、大阪ワイナリー協会、GARB MONAQUE（ガーブモナーク）、KITCHEN&MARKET ルクア大阪（阪急オアシス）
JA全農大阪／大阪府野菜共販農協連絡協議会、ソルト・コンソーシアム（株）、
（株）FunMake

（株）
良品計画
共催 （一社）日本移動販売協会、

CONTENTS

※記載の販売商品やメニュー等については、変更となる場合がありますので、予めご了承ください。
※販売状況等により、開催時間が変更となる場合がありますので、予めご了承ください。

CRAFT BEER GARDEN（クラフトビアガーデン）

大阪産（もん）キッチンカー

キリンビールが期間限定でオープンする、
「SPRING VALLEY豊潤＜496＞」をはじめ
12種類以上のクラフトビールが味わえるビアガーデン！大阪産（もん）を使ったフード
も豊富に登場します。クラフトビールとのペアリングをお楽しみいただけます。

モビマルキッチンカー by（一社）日本移動販売協会

【大阪産（もん）メニュー（一例）】
泉だこのトマトブルスケッタ、春菊とイベリコ豚のサルサベルデブルスケッタ
●営業期間
●営業時間
●場所
●電話
●席数

４月28日（木）から10月30日（日）
16時から22時（土日・祝日は12時から22時）
※ラストオーダー21時30分
うめきた広場メインスペース併設
06-6375-3750
76席(椅子40席、立食36席）

●開催日時
●場所

5月27日（金）19時から21時
うめきた広場メインスペース併設
06-6359-5180
QRコードから要事前予約／満席次第受付終了
※詳細は店舗までお問合せください。

5月27日（金）11時から21時、5月28日（土）11時から17時
うめきた広場メインスペース

無印良品つながる市

【販売商品（一例）】
・高槻市清水地域産ブランド米粉「清水っ粉」 ・青果店のジャム
・素焼3種入りミックス 炭火手焼おかき
・日本酒 純米吟醸 平野酒
・大阪産（もん）豊中市産レモン使用レモンケーキ・大阪の伝統工芸品 和泉蜻蛉玉 Ⓡ
・大相撲大阪場所の升席で料亭の折箱として使用されていた折（弁当箱）
・大阪の生花
5月27日（金）11時から18時、5月28日（土）11時から17時
うめきた広場メインスペース

大阪産（もん）名品 マーケット

ルクア大阪の地下2階に広がるさまざまな食を楽しめる大空間！期間中、大阪 産（も
ん）や大阪 産（もん）名品が多数 登場します。そのままテイクアウト！ぱぱっとイート
イン！ゆっくりダイニング！さまざまなシーンにお楽しみいただけます。
【メニュー（一例）】
大阪湾であがったシラスや、どんぶりからはみ出すほど大きなアナゴは丼で楽しめます。
大阪の名店・名物インスタントカレーは15 種類以上、大阪もん「のみもん」・
「地ソー
ス」等も。リカーコーナーではクラフトビールやワインもご購入いただけます。
11時から23時
06-6454-8116

大阪産（もん）採れたて市
地元の新鮮・採れたての野菜や果物が大集合！

「ベジチェック」
を
使って、
野菜の摂取量を
測定しよう！

大阪産（もん）農産物販売 by JA全農大阪

JA大阪泉州、JAいずみの、JA大阪南の府内３JAの農産物を販売します。
【販売予定商品（一例）】泉州水なす、春菊、デラウェア

軽トラ市「おいで〜菜」 by JA大阪市

JA大阪市直売所で販売される農産物が軽トラに乗ってうめきた広場に登場。
【販売予定商品（一例）】イタリア野菜、小松菜、ほうれん草等の葉物野菜
5月27日（金）11時から18時、5月28日（土）11時から17時
うめきた広場メインスペース

出張いちご農園 ミライバナ
茨木市のいちご農園「ミライバナ」がうめきた広場に出張します。果実をつけた状態の
いちごを株ごとそのままお届け！いちご狩りで、摘みたての新鮮さとおいしさをぜひ味
わってみてください。いちごやいちごスイーツの販売も行います。
●内容
●料金

おひとり様につき１株（3粒）のいちごを摘んでいただけます。
おひとり様 1,000円（税込）※いちご狩り＋いちご１カップ付き

●開催日時

5月27日（金）
・28日（土）
①11時 ②13時 ③15時
※各回50名様限定／当日先着順にて受付します。
うめきた広場メインスペース

●場所

登場！

グランフロント北館の無印良品がうめきた広場に飛び出します！不定期に開催している
「つながる市」は、地域の方々と無印良品が一緒に運営するマーケット。食品のほか、大
阪の伝統工芸品や花も登場します。

●開催日時
●場所

「買うで」
「食べるで」大阪産（もん）
KITCHEN＆MARKET ルクア大阪

●開催日時
●場所

『美味しく×楽しく×健康に。』大阪産（もん）の野菜や果物をサラヤの
新冷凍技術を活かしてスムージーやスイーツでお届けします。
大阪産（もん）野菜と卵で作るペイザンヌサラダ。
キユーピーイチ押し！フランス発祥の新トレンドサラダです。

大阪産（もん）Dinner＆Talk GARB MONAQUE

●営業期間 5月27日
（金）
から6月2日
（木） ●営業時間
●場所
ルクア大阪 地下２階
●電話
●席数
300席

cotof Kitchen by サラヤ（株）

マルシェを
盛り上げに
キユーピーちゃんも

トレビアン！これええやん！話題のサラダ試食カー byキユーピー（株）

シェフ厳選の旬を感じる素材をメインとしたイタリアン・フレンチを提供するオールデ
イダイニング「GARB MONAQUE（ガーブモナーク）」。大阪産（もん）を使ったメニュー
に、ソムリエセレクトの大 阪ワインをマリアージュした特 別コースをご用意します。
コースに登 場する大阪ワインの生 産者・カタシモワイナリーの髙井氏と河内鴨の生
産者・ツムラ本店の津村氏のスペシャルトークと共にお楽しみください！
●開催日時
●場所
●電話
●予約方法

大阪産（もん）地鶏×地卵のオムライス、大阪産（もん）食材の
串カツや串焼き等、バラエティに富んだキッチンカーが大集合！

大阪産（もん）
名品には伝統あるお菓子や昆布・佃煮のほか、調味料や飲料等、333の
商品があります。帰省時の大阪みやげに、お世話になった方への贈り物に、さまざま
なシーンにこだわりの一品をぜひ！
【販売商品（予定）】
昆布、おこし、和菓子、洋菓子、総菜 等
●開催日時
●場所

5月27日（金）11時から18時、5月28日（土）11時から17時
うめきた広場メインスペース

もん）
大 阪 産（
は
名品と

！？

大阪を代表する土産物等で、製造開始から50年以上が経過してい
るなど、時代を超えて愛され続ける加工食品又はこれに準じる商品

おおさかもん畑の学校
都会の真ん中で子どもたちの五感を育む農業教室を開催します。
●内容

現役農家さんと一緒に農園キット作り。小さな畑体験を通して、楽しく
知ろう“自然のサイクル”！
ご参加の皆様にはベビーリーフが 育つご家庭 用簡単農園キットをプレ
ゼント。お子さんと楽しい思い出を！
おひとり様 2,500円（税込）

●料金
●開催日時

●場所

5月27日（金）
・28日（土）
①11時 ②13時 ③14時30分 ④16時 ※各回5名様限定
※体験時間：約30分 ※QRコードから要事前予約／満席次第受付終了
うめきた広場メインスペース

DELISH KITCHENおすすめの大阪産（もん）レシピ
「だれでも簡 単においしく作れる」がコンセプトのレシピ 動 画サービス「D E L I S H
KITCHEN」。 全レシピ管理栄養士監修で、大阪産（もん）をおいしく健康に食べられる
レシピを紹介します。
●開催日時
●場所

5月27日（金）11時から18時、5月28日（土）11時から17時
うめきた広場メインスペース

かもん！おおさかもん！
！アーカイブ
歴史とこだわりが詰まった大阪産（もん）
・大阪産（もん）名品ってめっちゃうまいで！みん
なでこのおおさかもんを応援しようや！…そんな番組「かもん！おおさかもん！
！」。J:COM
チャンネル（11ch）で絶賛放送中！うめきた広場ではこれまでの放送を配信します。
【放送情報】毎月1日・16日更新 日曜日21時30分から／月・水・木曜日 19時30分

ホームページ

Twitter

大阪産（もん）
フェスタは、プラスチック
ごみ削減に取り組みます。ご来場の際
は、マイバッグをご持参ください！

問合せ先

06-6210-9605

大阪産（もん）
フェスタ実行委員会事務局（大阪府環境農林水産部流通対策室 内） 電話番号：

今後、ホームページやTwitterで
最新の情報を発信していきます。

