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大田の魅力が
盛りだくさん
ぴょん！

©大田区
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日月10 19 20・土 日

10:00~17:00（20日は16:00まで）
大田区産業プラザPiO

おおた商い観光展

見てよし
食べてよし遊んでよし

ガイドBOOKガイドBOOKガイドBOOK



イベント概要

「おおた商い（AKINAI）・観光展」は、大田区の特徴ある商店、優れた技術で工芸品や日
用品などのものづくりに携わる職人・企業及び観光スポットなど、大田区の魅力を多く
の方々にご紹介し、人々が集う年に一度の祭典です。

大田区の100を超える商店・企業が大集結！
グルメ、ファッション、匠の技に観光 てんこ盛り♪
大田区の100を超える商店・企業が大集結！

グルメ、ファッション、匠の技に観光 てんこ盛り♪
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食品サンプルづくりができる企画をご用意しました。
みんなで一緒に食品サンプルを作りましょう。
【１９日（土）】 ①14：30～ ②15：30～
【２０日（日）】 ①12：00～ ②13：30～ ③14：30～　
料金 ： 2,000円【おひとり様/税別】
時間 ： 3０分
定員 ： 各回３０名　※２０日の①12:00は20名
開催当日に入場時間から総合案内所にて先着チケット（当日分）を配布予定！

ワークショップ「食品サンプルを作ろう」 １階おおたおおたおおた

銭湯背景画絵師丸山清人氏による「富士山」描写実演
【19日（土）】　
時間 ： 11：00～（予定）

「富士山」描写実演 １階入口おおたおおたおおた

ワンコイン（５００円）で充実した内容の商品・サービスを
各ブースで用意しております。
　　　　　　　　※企画に不参加のブースもございます。

「ワンコイン祭り」開催 １階おおたおおたおおた



イベント概要

２階小展示ホールは
OTA観光まちづくり ＆ ご当地じまん！

２階小展示ホールは
OTA観光まちづくり ＆ ご当地じまん！
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「２階小展示ホール」は、観光地、鉄道、バスなどの紹介の他、地域おこしに関するヒト・モ
ノ・コトが一堂に！！まち歩き、商店街、モノづくり、水辺、地域イベント情報の他、体験コー
ナーも！　大田区を知る！　大田区で遊ぶ！　観光パンフレットも充実♪

小展示ホール ２階おおたおおたおおた

② 映画上映とスペシャルトークショー

【交通事業者】 （株）はとバス ・京急電鉄（株） ・東京急行電鉄（株） ・東京モノレール（株）
【モノづくり】 くりらぼ多摩川 ・おおたオープンファクトリー ・下町ボブスレーネットワークプロジェクト
【まちあるきコンシェルジュ】 大田・品川まちめぐりガイドの会
【地図、パンフレット情報コーナー】 外国人おもてなし ・旧東海道
【伝統工芸】 大田区伝統工芸発展の会
【大森】 NPO法人大森まちづくりカフェ
【池上】 池上本門寺 ・池上市民大学 ・池上地区商店会連合会
【馬込文士村】 馬込文士村ガイドの会 ・馬込文士村継承会
【銭湯＆黒湯】 大田浴場連合会
【ミュージアム】 大森 海苔のふるさと館 ・大田区立郷土博物館
【水辺スポット】 大田区カヌー協会 ・六郷用水の会 ・呑川の会
【まちおこし】 大田マーチング委員会 ・街の手帖 ・大田観光協会 ・蒲田映画祭 ・大道芸研究会
【銭湯絵フォトスポット（※10月20日（日）のみ）】
  銭湯絵師丸山清人氏による「富士山」の銭湯背景画をバックに記念撮影

【おおた2020アクション！　ホッケー＆ブラジル応援ブース】
  東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催まであと約300日。
  大田区内ではホッケー競技が行われ、ブラジル選手団の事前キャンプもあります。
  当コーナーでは、ホッケーとブラジルのフォトスポットをご用意！ SNSに投稿して、応援しよう！
　
【ミニステージ（PIO2階）】
  『町工場の廃材をつかった手作りワークショップ』『蒲田カルチャートーク』『水辺＆カヌーの魅力紹介』
  『下町ボブスレー物語』『外国人ツーリストおもてなし講座』など　
  ※詳細は9月1日以降に大田観光協会ホームページをご覧ください。　

https://www.o-2.jp/



1階（屋外テントエリア・大展示ホール）

大田区の100を超える商店・企業が大集結！大田区の100を超える商店・企業が大集結！
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エスカレータ（４階まで）

A「銭湯背景画」実演所　19日（土）11時～予定

B 総合案内＆ウォーキングラリー抽選所

C「食品サンプルを作ろう」ワークショップ

E 休憩エリア

F 授乳室＆ベビーカー置き場　19日PM～

D 事務局兼「プレミアム付商品券」特設ブース
※プレミアム付き商品券特設ブースは20日のみ



１階（大展示ホール・館内エリア）

グルメ、ファッション、匠の技に観光 てんこ盛り♪グルメ、ファッション、匠の技に観光 てんこ盛り♪
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２階（小展示ホール・ミニステージ）

大田観光協会プロデュース
「OTA観光 まちづくり × まちめぐり」

大田観光協会プロデュース
「OTA観光 まちづくり × まちめぐり」
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A 銭湯絵フォトスポット ※20日（日）のみ／おおた２０２０アクション！　ホッケー＆ブラジル応援ブース

B 外国人ツーリストおもてなし

C 旧東海道

D まちあるきコンシェルジュ（大田・品川まちめぐりガイドの会）

E 地図・パンフレット情報コーナー

F 大森 海苔のふるさと館

G 大田区立郷土博物館

H クイズラリー スタート＆ゴール

I モノづくり（くりらぼ多摩川／おおたオープンファクトリー）

J 銭湯＆黒湯（大田浴場連合会）

K 馬込文士村（馬込文士村ガイドの会／馬込文士村継承会）

L 池上（池上本門寺／池上市民大学／池上地区商店会連合会）

M 大森（NＰO法人大森まちづくりカフェ）

N 下町ボブスレーネットワークプロジェクト

O 伝統工芸（大田区伝統工芸発展の会）

P ミニステージ　※本誌P2参照

Q 水辺スポット（大田区カヌー協会／六郷用水の会／呑川の会）

R まちおこし（大田マーチング委員会／街の手帖／大田観光協会／蒲田映画祭（展示）、大道芸研究会）
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1階より（階段）

1階より（エスカレータ） EV



関連イベント・フロアガイド 6

●小展示ホール

●大展示ホール

●コンベンションホール

●特別会議室

屋外
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３階
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１階

エ
レ
ベ
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タ
ー
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ータ
ー（
４階
まで
）

フロアガイド

第 7 回蒲田映画祭 ２階 &３階 &４階おおたおおたおおた

『倍賞千恵子出演映画ポスター展』
『～「東京オリンピック」映画上映特別展示～1896-1964回顧展』
日時:10月19日（土）～20日（日）10～17時（20日は16時まで）
会場：4階コンベンションホール
『わが人生の思い出の映画たち展示』
日時:10月19日（土）～20日（日）10～17時（20日は16時まで）
会場：２階小展示ホール

② 特別展示

『「わが街映像は地域を元気にする」コミュニティ映像傑作上映』
【20日（日）】
時間：10時開場／10時15分～12時00分
会場：3階特別会議室

『映画「家族」上映（倍賞千恵子主演）』
【19日（土）】≪事前予約制　おひとり500円≫
時間：13時30分開場／14時00分～16時5分
会場：4階コンベンションホール
『女優・倍賞千恵子トークショー＆「遙かなる山の呼び声」上映』
【20日（日）】≪事前予約制　おひとり500円≫
時間：12時30分開場／13時15分～16時20分
会場：4階コンベンションホール

① 映画上映とスペシャルトークショー

一般社団法人大田観光協会　☎03-3734-0202
※詳細、お申込み方法は蒲田映画祭チラシ、HPをご覧ください

③ 東京ビデオフェスティバル参加作品上映会



出展者一覧

“大田のお土産100選”特別販売コーナー特別企画特別企画特別企画

“おおた”を知る！1F
パネル展示
1F

パネル展示
1F

パネル展示

大田区のオススメ飲食店 2019 年度表彰店舗2019 年度 表彰製品・商品（表彰事業者）の紹介

東京・大田発！
世界に羽ばたくお土産を取り揃えてます

東京・大田発！
世界に羽ばたくお土産を取り揃えてます
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ふるさとの魅力が
一同に！

心躍る商品・サービス
盛り沢山! “おおた”を知るようこそ

大田区商店街へ!
1F

パネル展示
1F

パネル展示
1F

パネル展示

生活を
ワンランクアップ！

“大田のお土産100選”
表彰事業者

“大田のお土産100選”
特別販売コーナー

美味しすぎて
売り切れ御免!

自慢の
味覚

大田区”匠の技”が
ここに集う!特別企画特別企画特別企画

熱々 !できたて!
グルメサミット

1F
屋外テント
1F

屋外テント
1F

屋外テント

OTA観光
まちづくり  
まちめぐり

楽しさを運ぶ！
大田の乗り物

2F
のりもの
2F

のりもの
2F

のりもの
2F

OTA観光
まちめぐり

2F
OTA観光
まちめぐり

2F
OTA観光
まちめぐり

商談
OK!

「商談OK! マーク」の
出展者はバイヤー様と
の商談、大歓迎です！

「おおたの逸品」は、お店や商店街を
通じて地域を盛り上げていきたいと
の願いを込めて選定しています。

地元大田区で永く愛されている逸品や
匠の技術力によって生み出された製品・商品を
「食品」、「ものづくり（雑貨を含む）」の

2つの分野から選定しました！

地元大田区で永く愛されている逸品や
匠の技術力によって生み出された製品・商品を
「食品」、「ものづくり（雑貨を含む）」の

2つの分野から選定しました！

“大田のお土産100選”“大田のお土産100選”



出展者一覧

㈱大國屋
KABUSHIKIKAISYA OOKUNIYA

33商談
OK!

池上で八十年。団子・大福・どら
焼きなど色々揃えております！
大田区多摩川1-3-15
https://twitter.com/okuniya_wagashi
☎ 03-5732-0928

“大田のお土産100選”
表彰事業者

8

蒲田 谷口商店
TANIGUCHISHOTEN

蒲田で愛されて９２年、老舗の手
作り甘納豆専門店
大田区蒲田3-17-16
http://www.kamata-taniguchi-shoten.com
☎ 03-3735-0123 26

JUSSY－日進工業㈱
JUSSY　Nisshin Industrial Ltd

50年の技術と誇りを色と形に込め、
プラスチックを主役にします
大田区千鳥2-39-2
http://www.nisshin-kogyo.jp
☎ 03-3750-7593 20商談

OK!

穂寿庵
HOJUAN

昔ながらの製法にこだわったお餅・
あげ餅専門店！
大田区南六郷2-20-4
http://www.hojuan.com
☎ 03-3739-4520 28商談

OK!

西洋菓子セルクル
Cake shop Cercle

大田区お土産100 選にも応募した
パズルDE大田区っきーのお店！
大田区仲池上2-22-20
https://www.cercle-ichigo.net/
☎ 03-5747-4330 30商談

OK!

はねだぷりん・ブックカフェ羽月
Haneda Pudding 

京急穴守稲荷駅前、本に囲まれ
ゆったり過ごせるブックカフェ。
大田区羽田4-5-1

☎ 03-3741-1817 32

㈲萩原製畳
HAGIHARA TATAMI Corp.

焼印や鳥獣戯画の絵柄が入った
モダンな畳小物です。
大田区西蒲田6-1-4
http://www.hagiharatatami.jp/
☎ 03-3738-0550 34

㈱守半海苔店
morihan noriten,co

パリッと食べよう！
おいしいNIPPON！
大田区大森北1-29-3
http://morihan.jp/
☎ 03-3761-4077 35

㈱志村精機製作所 スリーエス企画部 
Simto Projects by Shimura

町工場が提案する
キッチンウェアです。
大田区東馬込1-49-6
http://www.shimuraseiki-3s.com/
☎ 03-3771-6794 36商談

OK!

蒲田切子
kamatakirico

伝統工芸・大田のものづくり・蒲田
モダンのDNAグラスブランド
大田区久が原3-34-13手仕事ショップ・フォレスト
www.glassforest.co.jp
☎ 03-5748-7321 37商談

OK!

守半總本舗
MORIHAN SOUHONPO CO.,LTD

贈られて 贈りたくなる 守半の海苔

大田区蒲田5-46-8
http://www.morihan.co.jp
☎ 03-3731-3633 27商談

OK!

クーポン
P16へ

カトルカール
Quatre×Quarts

JR 大森駅から徒歩 4分　
こだわりのパウンドケーキ専門店
大田区大森北1-14-4セントラルビル1F
https://www.facebook.com/majonomise/
☎ 03-6659-5885 29

Crescent ＆ Molly
Crescent ＆ Molly

天然花酵母による本格製造ベーカ
リーが食後の豊かな至福感を演出
大田区大森本町2-7-24

☎ 03-6423-0464 31商談
OK!



出展者一覧9

大田区異業種交流会フォワード7
Forward7

大田区の企業グループで構成する
開発型の異業種交流グループ
大田区中央8-3-7
https://www.facebook.com/ootaForward7/
☎ 03-5748-1920 38

㈱三輝
SANKI

あなたのお風呂生活に新提案を

大田区北糀谷1-20-8
http://www.sanki-web.info/
☎ 03-3742-2345 39

美味しすぎて
売り切れ御免!

鰻 若松
UNAGI WAKAMATSU

創業昭和 41年。
鰻・天ぷら料理専門店！
大田区南蒲田1-22-6
http://www.unagiwakamatsu.com
☎ 03-3734-8620 40商談

OK!

京浜海藻㈱
keihin-kaisou co.,Ltd.

出汁にこだわる食の礎材を食卓に

大田区大森西5-20-4
https://keihin-kaisou.com/
☎ 03-3764-6111 41

お好み よっちゃん
okonomi yotchan

焼き立てのお焼に会えたらいいね！

大田区新蒲田1-23-10

☎ 090-9855-1735 43

㈱守矢武夫商店
Moriya Takeo shoten

おいしい焼海苔を、問屋ならでは
の価格で販売いたします！
大田区大森東3-8-26
http://www.yakinori.jp/
☎ 03-3761-7983 44

羽田シティガーデン
Haneda City Garden

日本のおいしいものすべてを
“おおた”で食べられる！
大田区南蒲田1-20-20 大田区産業プラザ PiO 2F

☎ 03-6428-7680 45商談
OK!

ひとこと
hitocoto

笑顔になれる“きゃらめる”
是非ご賞味下さい！
大田区東矢口1-11-9-2Ｆ
http://hitocoto.net
☎ 03-6356-1800 50商談

OK!

城南佃煮研究会
jonan-tsukudani society

羽田で製造している佃煮メーカーが
こだわりの逸品をご提供
大田区羽田2-26-10

☎ 03-3745-1611 51商談
OK!

㈲大橋新蔵商店 四代目新蔵
Ohashi SHInzou Co., Ltd.

明治十九年創業の乾海苔問屋

大田区大森東1-20-10
http://ohashishinzou-nori.com
☎ 03-3767-0084 52商談

OK!

東京下町ドーナツ 髙橋商店
Donut Takahashisyouten

手作りドーナツいろいろ！

大田区仲六郷1-40-11都ビル101
http://www.65takahashi.com
☎ 03-3734-4626 42クーポン

P16へ

BAR ふくろう
BAR FUKURO

飲食店展開。30 年続くバーや
オリジナルクラフトビール
大田区蒲田5-6-7 月村マンション102
https://www.facebook.com/fukuroukamata/
☎ 03-3732-5324 47

羽田バル
HANEDA BAR

大田区唯一無二のクラフトビール
工場、直営店
大田区西蒲田7-41-8 2F
https://akr2489091263.owst.jp
☎ 03-6424-7716

商談
OK! T-6

クーポン
P16へ
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㈲橘商店
Rice・beans shop TACHIBANA

米・豆・こだわりの食材を
問屋価格で販売
大田区仲六郷1-53-7
komemame-tachibana.com
☎ 03-3736-1351 53商談

OK!

㈱シイズンドアグリ
SEASONEDAGRI

食後のニオイが気にならないニン
ニク＆本当の無添加おいしいだし
大田区羽田2-26-10

☎ 03-3745-7074
w-11商談

OK!

ロカル ウノ ハヌマン
Local Uno Hanuman

おいしいスパニッシュオムレツ、
バターチキンカレーを販売します
大田区蒲田5-21-13 ベガスステーションプラザ蒲田103

☎ 03-6424-8836 62

㈱T・K流通
T.K(PVT）LTD

輸入品を提供いたします

大田区南蒲田1-9-3
http://www.tk-trade.com/ 64

㈱アグルス
FOOD MAKER FROM OTA-KU

地元大田区のこだわり食品メーカー。
是非お立ち寄りください。
大田区大森西3-6-8-103

☎ 03-5493-1232 63商談
OK!

直火焙煎コーヒー豆店 豆dio(マメディオ）
coffee beans shop mamedio

丁寧にじっくり直火焙煎。コクの
あるコーヒー豆を販売してます。
大田区中央3-20-16
http://mamedio.shop/
☎ 03-6429-8779 w-2商談

OK!
クーポン
P16へ

ワインショップうめや と フレンチデリレコルト
Wine Lab UMEYA et Recolte

梅屋敷プラモール商店街にある
厳選ワインを取り扱うお店
大田区蒲田2-5-3
https://www.wine-umeya.com
☎ 03-6873-4002 61商談

OK!
クーポン
P16へ

お茶と海苔 西川茶寮
Japanese tea NISHIKAWASARYOU

お茶の専門店 西川茶寮

大田区北嶺町32-14
https://www.nishikawasaryou.jp
☎ 03-3720-8661 w-3

生活をワンランク
アップ！

㈱浜野製作所＆Hama Group
HAMANO MFG CO.,LTD

バックやポーチカードケース等
お洒落な雑貨類の製作販売です。
大田区羽田4-20-13
http//www.hamano-mfg.co.jp
☎ 03-3741-6621 7

aftf+ アフタフ・プラス
afutafu・purasu

池上のお洒落ミセスのための
小さなブティック。
大田区池上3-32-19 小林ビル101

☎ 03-6140-5144 7

KASHMIRIAN
KASHMIRIAN

パキスタンオリエンタルジュータン
と雑貨
大田区田園調布2-20-13 102

☎ 03-3721-9201 8

危機裸裸商店 Nude SOX Dangerous nude
kikirarashoten

日常にわくわくとドキドキを。
新しいファッションをご提案します。
大田区南六郷1-17-1 1F倉庫101
https://www.ziggyvamp.co.jp/
☎ 03-6428-7040 10商談

OK!

江戸前海苔弁当 大田や
Edomaenoribentou ootaya

海苔、そしてすべての食材に
こだわった究極の海苔弁当！！
大田区東雪谷2-18-13
http://otaya.gourmet.coocan.jp/
☎ 03-5499-2200

w-12
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手作り腕時計 明・衣
AtelierShop mei

手作り腕時計と手縫いによる
革の鞄を手掛ける作家 明・衣
大田区蒲田4-21-5 4F
http://www.mei-watch.com
☎ 03-6759-4084 11商談

OK!

ルルカナ
RURUKANA

犬・猫の顔だけ飛び出す
「手作り、表面３Dグッズ」新登場！
大田区中央8-41-15 グレース曲尾2－202号

☎ 03-3752-2030 19

NPO法人 CONNECT
Non profit organizationCONNECT

女性目線を大切にした防災・減災
活動を行っています。
大田区西嶺町21-18
http://www.connect1010.com
☎ 050-5217-9484 13商談

OK!

リラクゼーションサロン インカローズ
INCAROSE

リラックス&リフレッシュ！心地よ
い刺激で癒しの手当て！
大田区中央2-7-3-102
http://incarose2525.com
☎ 090-4451-1209 13

㈱ムタシオン
Mutacion.inc

お好きな色でぴったりサイズの
お洋服をお手軽な価格で
大田区北千束3-22-5
https://melage.jp/
☎ 03-6451-7559 15商談

OK!

みその美術
MISONOBIJYUTU

信頼がモットーの みその美術

大田区西蒲田7-13-3
http://www006.upp.so-net.ne.jp/misonobijutu/
☎ 03-3755-3658 17

ときわ木花工房
Tokiwagi Flower

大田文化の森よこの小さな花屋。
舞台スタンド花等もお気軽に！
大田区中央2‐9‐15
http://www.tokiwagi.biz
☎ 03-3771-1727 12クーポン

P16へ

デアイム大鳥居
Dei'mootorii

夏疲れの肌！角質ケアしませんか？

大田区西糀谷3-36-6-303

☎ 03-5705-5563 14商談
OK!

クーポン
P16へ

ＢＴｍａｍａ
BTmama

子育てママのための
クラウド内職創出事業
大田区南蒲田3-10-31-2F
https://www.btmama.jp/ 20商談

OK!

こうじや商店
koujiya syouten

レトロモダンの
オリジナルセレクトショップ
大田区西糀谷4-9-23 1F

☎ 03-3742-4773 w-1

越松屋 -えちまつや
Echimatsuya

オリジナル着物・帯
リメイクグッズ揃ってます‼
大田区山王3-6-5
https://www.facebook.com/echimatsuya
☎ 03-3777-0981 w-4

ぶつだんや鳳仙堂
HOUSENDOU.CO

仏壇・仏具・線香・ろうそくの販
売を専門とするお店です
大田区西糀谷1-13-12
www.housendou-butudan.com
☎ 03-3744-5840 w-5

㈱HGS
HGS Co., Ltd.

手肌と環境に優しい洗剤

大田区本羽田2-12-1 テクノウイング大田 508号
http://nanosh.jp/
☎ 03-5735-1883 w-6商談

OK!

上絵付け たみそら
Uwaetuke Tamisolla

昭和レトロな物に囲まれた
アトリエ兼ショップです！
大田区東蒲田2-19-1キネマ通り商店街
http://tamisolla.art/
☎ 080-4429-3311 w-7商談

OK!
クーポン
P16へ
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まなか (愛花 )
Manaka

手作り作品着物リメイク帽子小物

 大田区中馬込2-24-15-501

☎ 090-1107-3149 w-9

心躍る商品・
サービス盛り沢山!

大田区”匠の技”が
ここに集う!

㈲柳井畳店・白駒製作所
・手描き友禅㈲マチダ
yanaitatamiten/shirokomaseisakusyo
/hand drawing yuzen Machida Co., Ltd.

畳全般・木札、彫刻、
立体形状印刷など
大田区池上6-11-26
☎ 03-3751-6652 16商談

OK!

バンザイルアー
BANZAI Lures

木型職人の作者が木で作る
ハンドメイドルアー
大田区西糀谷2-16-22
http://banzai.gr.jp/index4.html
☎ 03-3742-2525 22

アーリークラフト
earlycraft

無垢材を使い椅子やテーブル暮ら
しの道具作りをしています。
大田区東六郷1-13-10
https://earlycraft.com
☎ 090-5803-8203 23

3Dデザイン工房
3D design khobho

杖ホルダー＆高級包丁

大田区大森西1-9-19-110
https://www.b-mall.ne.jp/CompanyDetail-L
YbqCQezFWdy.aspx ☎ 090-7187-0077

w-10

工房夢楽天
koubou MURAKUTEN

池上で陶芸工房を始めて25 年・
陶芸教室と陶器の製造販売を！！
大田区西蒲田2-6-21 鈴木ビル1階
http://www.muse.dti.ne.jp/murakuten
☎ 03-3753-6734 21クーポン

P16へ

J:COM大田
J:COM OTA

リポーター体験で大田区の
“いま” を伝えよう！
大田区西蒲田7-20-5 第七醍醐ビル
https://www.jcom.co.jp/
☎ 0120-914-000 1

㈱花園製作所
Hanazono Seisakujyo

鉄道グッズ、ヘッドマーク、
鉄道おもちゃを販売します
大田区下丸子1-9-9
http://www.87z.co.jp/
☎ 03-3750-3232 2

㈱メディカルスイッチ
MedicalSwitch, Inc.

介護でのおくすりの困りごと、
ＦＵＫＵ助がお助けします！
大田区西糀谷4-26-6 糀谷岡野ビル502
https://www.medical-switch.com/
☎ 03-6883-3360 3商談

OK!

茉莉花 ～ jasmine ～
jasmine

天然石＆サンキャッチャーのお店

大田区西蒲田5-3-21
http://www.jasmine-time.com
☎ 03-6424-8067 5

おおた fab
SmileLink Inc.

JR 蒲田駅すぐの
コワーキングスペース・市民工房
大田区西蒲田7-4-4 小山第2ビル6Ｆ
https://ot-fb.com
☎ 03-6428-7162 6商談

OK!

Masai shop
まさいしょっぷ

ケニアから大地の恵みを
お届けします。

4商談
OK!

大田区下丸子4-5-2

☎ 03-5760-6458

Masai Shop
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秋田県美郷町
Misato Town

～大田区の友好都市～

秋田県仙北郡美郷町土崎字上野乙170番地10
http://www.town.misato.akita.lg.jp
☎ 0187-84-4909 48商談

OK!

ようこそ
大田区商店街へ!

山形県長井市
Nagai city.Yamagata Prefecture

山形県南部、置賜地域のおいしい
旬の特産品をご紹介いたします！
大田区西蒲田8-3-6橋本ビル1F
http://samidare.jp/jibaume/ 
☎ 03-6424-7860 49

㈱ヘイセイ
HEISEI CORPORATION

あご入り鰹ふりだしをはじめ鳥取の
こだわりの商品を販売します。
鳥取県東伯郡琴浦町徳万731
http://www.agodashi.com/
☎ 0120-545-646 55商談

OK!

山形県白鷹町
Shirataka Town, Yamagata

「日本の紅（あか）をつくる町」か
ら旬をお届けします！
山形県西置賜郡白鷹町大字荒砥甲833
http://www.town.shirataka.lg.jp
☎ 0238-85-6136 56

ちゃちゃちゃ本舗
chachachahonpo

岩手の創業 60 年の老舗のお茶屋
プロデュースのお茶カフェ
岩手県盛岡市前九年2-10-26
http://chachacha.co.jp/
☎ 019-601-7732 57

つくばきくらげ販売
tsukuba kikurage hambai

乾燥食品のおいしさを
味わって頂きたいです
茨城県つくば市赤塚607-25

☎ 029-836-8022 58

㈱湯セレクト
YU-SELECT Co.,Ltd

オリジナルの足湯長靴と日本各地の
こだわりの入浴剤を販売
大田区下丸子3-7-12 メゾン・ド・ルビー1F
http://www.yu-select.com
☎ 03-6886-4826 9商談

OK!
クーポン
P16へ

ふるさとの魅力が
一同に！

pamz. ㈱
pamz.,Ink.

pamlo ARおでかけアシスタント
プラットフォーム
大田区羽田旭町7-1 BICあさひ207
https://www.pamz.jp
☎ 03-6423-7275 18

おおむすび
oomusubi

大田区内障がい者施設の
商品を販売します。
大田区西六郷1-4-27
https://ootaseisanren.org
☎ 03-3734-0797 60

カネトミ深沢製茶
KANETOMI FUKASAWA SEICHA

茶畑から直送！美味い静岡茶！

静岡県沼津市井出789
http://www.ocha-jp.com
☎ 055-966-2131 54商談

OK!

「小さな村ｇ７サミット」全国７村の
観光情報＆特産品販売
7 small villages - Speciality Fair

北海道から九州まで全国７つの一
番小さな村から特産品が大集合！
山梨県北都留郡丹波山村966番地
https://small-villages.jimdo.com/
☎ 080-2385-0211 46商談

OK!
クーポン
P16へ

うさぎと雑貨のお店テント
Tento

本物のうさぎさんがいる
オリジナル雑貨店です。
大田区南蒲田2-12-7-1F
http://419.sub.jp
☎ 03-6715-8249 w-8商談

OK!
クーポン
P16へ
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フラマリオン
Flammarion

創業 60 周年の老舗が作る、ラム酒の
効いたディニッシュ「エスカルゴ」
大田区久が原3-37-7
https://www.flammarion.co.jp
☎ 03-3754-8800 25

トーチドットベーカリー 大森店
Torch.bakery

「白神こだま酵母」を使用した同店
オリジナル食パン「松明」が人気です
大田区山王3-28-3
http://www.torch.company
☎ 03-6809-9055 25

大田区商店街連合会
OTA KUSHOUREN Presents

肉のいのせ
特製シューマイ

☎03-3732-4062

玉　　幸
高級玉子焼き

☎03-3761-7360

御菓子司わたなべ
馬込三寸にんじん
まんじゅう

☎ 03-3772-5082

和菓子よね屋
アンオトメ

☎ 03-3761-5344

甘藷生駒
大学いも

☎ 03-3774-2955

スマトラ洋菓子店
アップルパイ

☎ 03-3727-6231

餅甚
あべ川餅

☎ 03-3761-6196

和菓子 清野
蒲田温泉まんじゅう

☎ 03-3731-2320

25

「おおたの逸品」は、お店や商店街を通じて地域
を盛り上げていきたいとの願いを込めて選定して
います。商い観光展では、毎年新しい逸品とこれ
までの逸品の一部を合わせて紹介し販売します。

バルーン ショップ マーキーズ
balloon shop MARQUEES

オリジナルのバルーンギフトとチョー
クアートをお届けする SHOP です
大田区池上4-27-6-102
www.marquees.jp
☎ 03-6410-4970 25

ベルクルール
Belle Couleur 

平和島にある手作りチーズケーキや
チーズたっぷりの食事が楽しめるお店
大田区大森北6-27-15
https://bellecouleur.owst.jp
☎ 03-6885-7760 25

東京都立大田桜台高等学校
Ota Sakuradai High School

高校生が商品開発したオリジナル
の和菓子を販売します。
大田区中馬込3-11-10
http://www.oota-sakuradai-h.metro.tokyo.jp/
☎ 03-6303-7980 24

熱々 !できたて!
グルメサミット

1F
屋外テント
1F

屋外テント
1F

屋外テント

中国家庭料理ニーハオ
NIHAO

パリパリの羽根付き餃子を
ぜひご賞味ください
東京都大田区蒲田4-24-14
https://nihao.co.jp/
☎ 03-3734-2180 T-1

ふるさとキムチ
FURUSATO KIMCHI

韓国本場キムチ専門店

大田区池上5-7-3-104
https://twitter.com/okuniya_wagashi
☎ 080-8048-0330 T-2

八百清

新鮮な野菜や果物、手づくり惣菜、漬
物、美味しい焼き芋が店頭に並びます
大田区南蒲田3-1-24
☎ 03-3742-1761
※10月20日のみの出店になります T-5

☎ 03-3731-8500（大田区商連）
※写真はイメージでこのお菓子を作るということではありません。

【和菓子づくり体験】
和菓子処　清野の中田春美さんによる
和菓子づくり体験のワークショップを
10月20日 (日 )の午後に開催します。
当日、会場にて参加を受け付けます。

25

たまちゃんブランド

「たまちゃんバス」のキャラクターを活
用して地域活性化を目指しています

豊田屋（大田区下丸子3-8-9）
パティスリー コリウール（大田区下丸子1-5-1） 25



楽しさを運ぶ！
大田の乗り物

2F
のりもの
2F

のりもの
2F

のりもの
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㈱はとバス
HATOBUS

東京・横浜観光、日帰り・宿泊バ
スツアーは是非はとバスで！
大田区平和島5-4-1
https://www.hatobus.co.jp/
☎ 03-3761-2054 201

京浜急行電鉄㈱
Keikyu Corporation

京急電鉄マスコットキャラクター
けいきゅんも遊びにくるよ！
港区高輪2-20-20
https://www.keikyu.co.jp/
☎ 03-5789-8686 203

東京モノレール㈱
TOKYO MONORAIL CO., LTD.

東京モノレールの魅力を紹介

東京都港区浜松町2-4-12
http://www.tokyo-monorail.co.jp/
☎ 03-3374-4303 202

インド・ネパールダイニングバー ロサニ
 indianNepali DinningBar ROSNI 

本場インドから直輸入スパイスを
日本人に合わせた絶妙のブレンド
大田区池上6-5-9 ラトルビル1階
http://www.rosni-in.com
☎ 03-5700-1556 T-3クーポン

P16へ

大田区都市計画課 -1F-
Urban Planning Div

新空港線（蒲蒲線）PRコーナー

大田区蒲田5-13-14
http://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/sumaimachinami/koutsu/kam
akamasen/index.html
☎ 03-5744-1303

59

OTA観光 
まちづくり ×
まちめぐり

2F
OTA観光
まちづくり

2F
OTA観光
まちづくり

2F
OTA観光
まちづくり

中華料理 幸福楼
KOUFUKUROU

某有名中華レストランのシェフが
腕を振る蒲田で味わう本格中華
大田区蒲田4-23-10
https://koufukurou-kamata.owst.jp/
☎ 03-6715-9583 T-4

大川村 村の駅【 結いの里 】
Okawamura Muranoeki【YUINOSATO】

日本一人口が少ない大川村の【土
佐はちきん地鶏】加工商品を販売
大田区矢口1-6-17

☎ 080-4850-0500 T-7商談
OK!

「おおた」の観光

2階小展示ホールでは、
約20数団体の方にご出展をいただき、
大田区の魅力をご紹介しています。
各種イベントや観光マップなどもお配りしています。
（ステージ、展示内容・参加団体名などの詳細は、本紙P2、P5をご参照下さい）

なお、大田区の観光に関することで
何かご質問などがございましたら
2階小展示ホールの
「まちあるきコンシェルジュ」へ
お気軽にお越しくださいませ。
出展団体様の連絡先やお問い合わ
せなどは、後日下記でもご案内して
おります。
一般社団法人 大田観光協会
大田区南蒲田1-20-20　大田区産業プラザ2階
☎03-3734-0202
 ※本会場2階に事務所あり

200 東急線 蒲田駅
TOKYU CORPORATION

池上線・東急多摩川線の魅力を
お伝えします
渋谷区桜丘町31-2
https://www.tokyu.co.jp
☎ 03-3477-6217 204



お店やブースに行って
お得なサービスを受けよう！
お店やブースに行って
お得なサービスを受けよう！

お得なクーポン！ 16

在庫や店舗の状況によりクーポンサービスが受けれない
場合があります。詳しくは各店舗までお問合せください。

守半總本舗
MORIHAN SOUHONPO CO.,LTD

27商談
OK!

" 守半總本舗の各店（本店・東急蒲田
のれん街店・グランデュオ蒲田東口店・
アトレ大森店）にて1,000 円 ( 税抜 )
以上ご購入で「海苔茶漬」1袋プレゼ
ント"9月～11月10日まで

上絵付け たみそら
Uwaetuke Tamisolla

w-7商談
OK!

クーポンお持ちのお客様でご購入して
くださった方に白い器1点プレゼント！
器の形はランダムに提供となりますので
ご了承くださいませ。
１０月１９日、２０日ブースのみ

工房夢楽天
koubou MURAKUTEN

21

陶芸体験
４５００円を４０００円に

10月20日より12月20日まで

㈱湯セレクト
YU-SELECT Co.,Ltd

9商談
OK!

大田区下丸子の足湯カフェ店内で販売
している足湯長靴「温ぽん」と入浴剤
全品１０％オフ 

１１月１日～１１月３０日

うさぎと雑貨のお店テント
Tento

w-8商談
OK!

通常 300 円のところお一人様うさぎエ
リア入場無料。 

９月1日～12月31日まで

ワインショップうめや と フレンチデリレコルト
Wine Lab UMEYA et Recolte

61商談
OK!

ご来店によるお買い物に利用できる
300 円クーポン。（3000 円以上のお
買い上げまたは店内 Bar での利用可。）

１月２２日まで

直火焙煎コーヒー豆店 豆dio(マメディオ）
coffee beans shop mamedio

w-2商談
OK!

コーヒー豆を100g 以上お買い上げの
方には10％増量！（期間中お一人様1
回限り） 

9月から11月末まで。

東京下町ドーナツ 髙橋商店
Donut Takahashisyouten

42

1000 円以上お買い上げで
焼きドーナツ1個サービス！

１０月１９日、２０日ブースのみ

ときわ木花工房
Tokiwagi Flower

12

店内・店頭の200 円までの切花または
ポット苗を100 円にてご提供！
（3点まで/おひとり様1回限り）

10月19日から11月末日まで

「小さな村ｇ７サミット」全国７村の
観光情報＆特産品販売
7 small villages - Speciality Fair

46商談
OK!

クーポンお持ちのお客様に和歌山県北
山村の幻の柑橘「じゃばら」ジュース
引換券

１０月１９日、２０日ブースのみ

デアイム大鳥居
Dei'mootorii

14商談
OK!

フェイシャルエステ５００円引き

予約９月から１１月末まで

インド・ネパールダイニングバー ロサニ
 indianNepali DinningBar ROSNI 

T-3

グラスワイン (赤、白 )マンゴラッシー、
ラッシー、インドホットチャイから一杯 

オールシーズン！

お得な
クーポン

羽田バル
HANEDA BAR

商談
OK! T-6

クーポン持参の方クラフトビールビール
通常６８０円（税抜）を一人１杯５００
円で提供。 

９月から１２月頃



ウォーキングラリー（参加方法・スタンプ台紙）

連携イベント会場を巡ってスタンプを集めよう！
抽選で素敵な景品がもらえるかも！？

連携イベント会場を巡ってスタンプを集めよう！
抽選で素敵な景品がもらえるかも！？

17

　あります。また景品がなくなり次第、終了となりますのでご了承ください。※ウォーキングラリーの台紙は、各会場に設置してございますが、数に限りが　

【参加方法】
各会場で本台紙にスタンプを押してください！
スタンプを３つ集めて、大田区産業プラザPiO１階大展示ホール内に
ある抽選会場に出すと抽選会に１回参加することができます！

※抽選参加はお一人様１回限りです。

大田区の友好都市の長野県東御市・秋田県美郷町・宮城県東松島市の自慢
の逸品を販売します。

大田区役所文化振興課 ☎03-5744-1226

スタンプ友好都市ふれあいひろば
19日(土)10時～16時 20日(日)10時～16時

（長野県東御市・秋田県美郷町・宮城県東松島市）

JR蒲田駅前西口広場

2019年 日

月10
19土

日20日
2-DAY

街路空間を活かしたエリアマネジメント活動を行う蒲田東口おいしい道
計画、秋のイベント。近隣の飲食店やマルシェなど、旬のおいしいものが路
上に並びます！

蒲田東口おいしい道計画 ☎03-3731-1200

おいしい収穫祭
前夜祭

18日(金)17時～21時 19日(土)11時～21時 20日(日)11時～16時

さかさ川通り
スタンプ

アンケート
記入

https://www.pio-ota.jp/a-fair/2019/

2019

おおた商い（AKINAI）・観光展2019
　　　★アンケート記入★
19日(土)10時～17時 20日(日)10時～16時

大田区産業プラザPiO

当日配布しているアンケートに記入して抽選所に提出するとスタンプを
1つプレゼントします。

アンケートは１階大展示ホール



ウォーキングラリー（あんないマップ・スタンプ台紙） 18

　あります。また景品がなくなり次第、終了となりますのでご了承ください。※ウォーキングラリーの台紙は、各会場に設置してございますが、数に限りが　
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　【あんないマップ】

心魂プロジェクトによるパフォーマンスショーやバリアフリーに関する
講演や体験会、飛び跳ねて遊べるふわふわなど楽しいイベントが盛りだく
さん！区内各障がい者施設によるお菓子や雑貨の販売や模擬店も！！                           
　　　　　　　　　　　　　 大田区役所障害福祉課 ☎03-5744-1251

スタンプ第39回
大田区しょうがい者の日のつどい
20日(日)10時～15時30分

大田区総合体育館

抽選
https://www.pio-ota.jp/a-fair/2019/

2019
19日(土)10時～17時 20日(日)10時～16時

大田区産業プラザPiO
おおた商い（AKINAI）・観光展2019
　　　★★★抽選会★★★

本台紙にスタンプが３つ押してあると抽選会に参加することができます。

抽選会は１階大展示ホール

一般社団法人大田観光協会 ☎03-3734-0202

スタンプ第7回 蒲田映画祭
大田区産業プラザPiO

19日(土)10時～17時 20日(日)10時～16時

スタンプは４階コンベンションホール



みどころ盛りだくさん！

子育て世帯の方など約12万人を対象に発行するプレミアム付商品券
を、会場内でもご使用になれます。商品券をお持ちの方は、「商品券取扱
店」のステッカーを貼ったブースでご使用ください。
10/20（日）は商品券の購入引換も！
対象の方にはすでに購入引換券をお送りしています。
お持ちの方は、１階大展示ホール内の特設ブースへ。
（10:00 ～ 16:00、本人確認書類をご持参ください）

「大田区プレミアム付商品券」使えます！おおたおおたおおた おおたおおたおおた

会場アクセス
●「京急蒲田」駅より徒歩約3分
●JR京浜東北線、東急池上・多摩川線「蒲田」駅より徒歩約13分

会場場所
●大田区産業プラザPiO
　〒144-0035 東京都大田区南蒲田一丁目20番20号

アクセスマップ
●「　　」会場までのアクセス

©大田区


