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メイン会場
10:00-17:00 [最終日は16:00まで]

10月10月

おおた商い観光展 2015おおた商い観光展 2015

17日

18日

・「大田の工匠 Next Generation」
・「OTA! いちおしグルメ表彰店舗紹介」

17日

ガイドと行く！
東海道五十三次  品川宿～川崎宿 『大森＆蒲田めぐり』
集合時間：9:50｜定員：30名（事前申込）応募者多数の場合は抽選｜参加費：500円
集合場所：JR大森駅中央改札口前｜事前申込・問合せ：大田観光協会☎03-3734-0202

江戸時代に作られた日本橋から京都の三条大橋までの東海道。品川宿と川
崎宿の間の宿となる大田区のエリアをガイドと一緒に歩きましょう。

18日 10/6
締切

期間：10月10日（土）ー18日（日）
場所：大田区民ホール・アプリコ、大田区産業プラザ、その他区内各所

期間：10月1７日（土）ー18日（日）｜10:00-17:00（18日は16:00まで）
場所：大田区産業プラザ4階コンベンションホール

続 『々小沢昭一的こころの部屋』蒲田少年 小沢昭一、戦後からの出発
◆フォト・オマージュ
◆小沢昭一演劇年譜（1929-2012）
◆俳優座時代の小沢昭一
◆変哲　浅草を詠む
◆映像上映

◆戦中の「国策映画」について
◆戦後描かれた戦争関連傑作集
◆戦争末期、映画関連資料
◆戦地へ送った女優手書きのメッセージ

戦後70年『激動の昭和』～映画に描かれた戦争～
戦後70年、昭和史の中での最大の出来事「戦争」はどのように映画に描かれたのだろうか。
「松田コレクション」秘蔵の戦争映画関連資料を一挙公開する。

17日

18日

事前予約制￥500

「男はつらいよ　寅次郎春の夢」 1979年・松竹
時間：14:00～｜内容：映画上映

「女優・香川京子 映画を語る」＆「東京物語」 1953年・松竹 
時間：14:00～｜内容：スペシャルトークショーと映画上映

「第３回蒲田映画祭」

入場
無料

[申込・問合せ]（一社）大田観光協会 ☎03-3734-0202
主催：（一社）大田観光協会　共催：大田区　後援：（公財）大田区文化振興協会 （公財）大田区産業振興協会

大田観光協会プロデュースによる大田区の魅力ある
スポットを紹介！
旧東海道をテーマにした展示や体験コーナーの他、
大田区ってどんなところ？　どんな見どころがあるの？
にもお応えします。また鉄道事業者とのコラボレーション
を今年も展開。
新しいおおたの魅力を再発見してください！

メーン会場（PiO）の商い観光展の他、蒲田周辺地域で５つのイベントが同時開催されます。
ひとりでも大勢でも楽しめるよう、大田区や地方の名産品、映画、音楽、グルメ、匠の技を取り揃え、街全体で”おもてなし”します！！

★
さかさ川通り”

おいしい収穫祭”
１０月１７日（土）～１８日（日）
※１６日（金）前夜祭予定
１０月１７日（土）～１８日（日）
※１６日（金）前夜祭予定

JR・東急と京急蒲田駅のちょうど間に位置するさかさ川通り。
地域の飲食店舗の特別出店やマルシェなど、
”おいしい”賑わいをお楽しみください。
お問合せ：（一社）大田観光協会

☎03-3734-0202

★
フードフェスティバル

2015
@東京誠心調理師専門学校

１０月１８日（日）
10：00～17:00（入場16:30）

１０月１８日（日）
10：00～17:00（入場16:30）

学生作品展示・各種レストランetc.
皆様のご来場をお待ちしております
お問合せ：東京誠心調理師専門学校

大田区蒲田3-21-4
☎03-3734-4411

★
友好都市

ふれあいひろば
（17日 13:00 友好都市交流セレモニーを行います）

内容： 「 大田区の友好都市の長野県東御市、
秋田県美郷町の自慢の逸品を販売します。」

お問合せ : 大田区役所 国際都市・多文化共生推進課
☎03-5744-1226

１０月１７日（土）～18日（日）１０月１７日（土）～18日（日）

★
第３回

蒲田映画祭
１０月１0日（土）～１８日（日）１０月１0日（土）～１８日（日）

ここはかつて「松竹キネマ蒲田撮影所」と共に映画の都として
栄えていました。

戦後70年、節目の年に迎える第3回蒲田映画祭では昭和
が築いた平和の尊さを訴えていきます。
お問合せ：大田観光協会・シネパラ蒲田事務局

☎03-3734-0202

（10/10～12までアプリコでも開催しています）

JR 蒲田駅前
西口広場
JR蒲田駅前
西口広場

さかさ川通りさかさ川通り 東京誠心
調理師専門学校
東京誠心

調理師専門学校

梅屋敷駅梅屋敷駅

雑色駅雑色駅

環八通り環八通り

国道15号国道15号

京急蒲田駅京急蒲田駅

JR蒲田駅JR蒲田駅

呑川呑川

参加商店街にて買い物または連携イベントに来場すれば、
リストバンドにもなるチケットがGETできます！
チケットを集めると、豪華景品が当たる抽選に

ご応募できます！
お問合せ：大田区商店街連合会

☎03-3731-8500

１０月１７日（土）～18日（日）１０月１７日（土）～18日（日）

商店街チケットラリー 2015

まち歩きツアーまち歩きツアー

描写実演描写実演

関連イベント関連イベント

1階大展示ホール1階大展示ホール

小展示ホール（観光関連コーナー）小展示ホール（観光関連コーナー）

★
いま蒲田が
アツイ！！

・「トートバッグにぬり絵をしてみよう」
 「塗って作ろう！オリジナルボードづくり」（予定）

・和太鼓、歌、ダンスほか



磁石製品
☎ 03-3764-6631

（株）東和製作所 アンティーク 墨涵（モカン）

タレックスレンズ
☎ 03-3736-9351

メガネ・宝石・時計・補聴器
フジタ蒲田本店

彫刻品・文房具・茶道具・焼物・宝石
☎ 03-6404-8474

KASHMIRIAN

パシミナ・スカーフ、ベットカバー
☎ 03-3721-9201

ドレッシング他
☎ 03-5493-1232

（株）アグルス

国産米・糯米・こだわりの豆類
☎ 03-3763-1351

（有）橘商店

チーズパイ
☎ 03-5756-6000

羽田エクセルホテル東急

1F
エントランス
テント

1F
エントランス
テント

ちぎり餅、あげ餅、おこわ
☎ 03-3739-4520

（有）高橋総合食品本舗 穂寿庵

あさり、若さぎ等の佃煮各種
☎ 03-3741-0514

城南佃煮研究会

うなぎ弁当
☎ 03-3734-8620

鰻若松

手作り甘納豆
☎ 03-3735-0123

蒲田木村屋 谷口商店

パウンドケーキ、お団子、大福
☎ 03-5732-0928

（株）大国屋

焼海苔、茶、とろこんぶ他海産物
☎ 03-3761-7983

（株）守矢武夫商店

海苔・味付海苔・もみのり
☎ 03-3767-0084

（有）大橋新蔵商店

よっちゃん焼、おでん、特栽米こまち
☎ 090-9855-1735

お好み よっちゃん

昆布、生わかめ、その他乾物
☎ 03-3764-6111

京浜海藻（株）

はねだぷりん・あさり飯
☎ 03-3741-1817

Book Café はねだぷりん羽月
㈲羽田書店

ドーナツいろいろ
☎ 03-3734-4626

髙橋商店

お弁当とおにぎり、その他の食品
☎ 03-3736-3585

（株）葉連季

焼麩各種 麩菓子等数種類
☎ 03-3750-5291

（有）川田商店

パン
☎ 03-3735-0878

ブランジェリィ コルセ

ワタミファームの有機野菜
☎ 03-5737-2703

ワタミ（株）

新鮮コーヒー豆の販売
☎ 080-1242-2235

焙煎工場ビーンズ

手作りパン
☎ 03-3737-6070

（株）イッツ ピーターパン

工房で創作したオリジナル陶器
☎ 03-3753-6734

工房 夢楽天

エコ箸　空気清浄機消臭スプレー
☎ 03-3771-6794

（株）志村精機製作所

ピロークッション・革や布の小物
☎ 03-5482-7002

（株）種沢製作所

木の椅子
☎ 03-3737-9522

アーリークラフト

（有）石村屋/伊東 孝夫
☎ 03-3778-3318

春原（すのはら）表具店/春原 敏雄
☎ 03-3736-9863

和裁/中山 和裁
☎ 03-3868-0028

三味線製作 江戸表具

和裁製作
畑元太鼓店/畑元 徹
☎ 03-3731-2489

工房一会/小野 恒夫
☎ 03-3729-3139

和太鼓製作 カービング製作

（株）浜野製作所＆HamaGroup

バック・ポーチ・カードケース・雑貨用品
☎ 03-3741-6621

光触媒の花専門店 B・C・Flower

光触媒フラワーアレンジメント
☎ 03-6410-2987

十字堂

時計・ジュエリークリニック
☎ 03-3758-1363

おしゃれ工房

ピアス・ペンダント・ブローチ
☎ 03-3722-0021

茉莉花 ～jasmine～

天然石・サンキャッチャー
☎ 03-6424-8067

三木ガーデン moko MIKI

ミニ盆栽、和小物
☎ 090-6023-4333

Ｌｅｃｒｉｎ（レクラン） 金美堂

クリスマス用品
☎ 03-5705-3004

マヤ

ファッション＆雑貨
☎ 03-3731-5233

山形県 白鷹町

白鷹町の秋の味覚と観光案内
☎ 0238-85-6126

（株）ヘイセイ

あご入り鰹ふりだし
☎ 0120-545-646

カネトミ 深沢製茶

緑茶の詰め放題、紅茶
☎ 055-966-2131

山形県 長井市

玉こんにゃく
☎ 03-6424-7860

www.pio-ota.jp/a-fair/2015
BtoBマークのついた出展者はバイヤー様との商談、大歓迎です！

木製ハンドメイドルアー
☎ 03-3742-2525

（有）佐々木モデル工作所

秋田県 美郷町

ニテコサイダー、炭酸水、日本酒
☎ 0187-84-4909

池上・（有）柳井畳店/柳井 博
☎ 03-3751-6652

横浜竿 竿好/吉澤 均
☎ 03-3742-1884

横浜竿/松原 謙三
☎ 03-3745-6397

手描友禅/町田 久美子
☎ 03-3772-8357

畳製作 和竿製作 和竿製作 手描友禅製作
伊勢型紙/宮崎 正明
☎ 080-5431-3515

松浦家具工房/松浦 和美
☎ 03-5700-5147

和康（わこう）/田中 康友
☎ 080-2045-8150

伊勢型紙製作 木工製作 篠笛製作

（株）三輝

詰め替えそのまま
☎ 03-3742-2345

おおたを巡るおおたを巡る

中華料理　来富市場・珍味楼

大展示ホール＆小展示ホール大展示ホール＆小展示ホール
[最終日は16:00まで]
10:00-17:0010:00-17:00

出展者
一覧

東御市観光協会

地ビール、くるみのチーズケーキ
☎ 0268-67-1034

朝ドラ舞台地
ネットワーク連絡会議

和菓子等
☎ 072-423-9486

まごのてPC

ユーザー参加型、高齢者向けPC操作ネットスクール
☎ 070-6646-4527

マイ・ヒストリー

オリジナル自分史
☎ 03-6423-6431

生産活動支援施設連絡会

障がい者通所施設の自主生産品
☎ 03-3734-0763

特別区競馬組合（大井競馬場）

うまたせ！グッズ販売、抽選会
☎ 03-3763-2170

童具館

オリジナル木製玩具
☎ 03-3744-0909

（株）川合海苔店

海苔うどん
☎ 03-3768-4041

大田区異業種交流会
“フォワード７”

大田区発の開発型異業種交流会
☎ 080-4375-3389

バセル（株）

カンガルー皮革製品
☎ 03-3767-1456

（株）カワキタ

竹タオル、マットレス、枕
☎ 03-6659-7950

(一社) 癒愛道

健康グッズ・介護用品・整体体験
☎ 03-5748-3411

（株）花園製作所

鉄道模型、鉄道グッズ
☎ 03-3750-3232

京急開発（株）

BIG FUN平和島
☎ 03-3768-9024

WONDERFUL-LIFE

オリジナルのTシャツ・のぼり等
☎ 03-6313-2487

縫月堂

カエルのトートバッグやＴシャツ
☎ 03-6459-8301

東京都立大田桜台高等学校

豆乳を使用したマドレーヌ等
☎ 03-6303-7980

魯Ruu-台湾肉飯-

台湾屋台飯　魯肉飯
☎ 090-4096-4323

（株）ジェイコム大田

J:COM大田体験コーナー
☎ 0120-914-000

ひとこと

きゃらめる
☎ 03-6715-0778

（株）守半總本舗

海苔缶詰・全形焼きのり・静岡茶
☎ 03-3731-3633

御鮓所 醍醐

穴子の箱ずし
☎ 03-3721-3490

ｘｘｘ

ｘｘｘｘ
☎ xx-xxxx-xxxx

キムチチジミ、ヤキニク、焼のり他
☎ 03-3755-3898

民団大田支部

羽田餃子・中華惣菜・点心串・烏龍茶葉たまご
☎ 03-5703-1988

東京大田青果物商業協同組合

大田市場の新鮮野菜を販売
☎ 03-5492-2570

Buddy Door

バルーン アレンジメント
☎ 03-5718-1720

ひとこと

きゃらめる
☎ 03-6715-0778

（株）乾燥肌同盟

お肌のかゆみに！
☎ 03-6715-8190

みんなのおやつ屋さん 
Adelante

特製タコライス キャロットゼリー
☎ 080-9418-1658

キネマフューチャーセンター

空き店舗活用コワーキングカフェ
☎ 03-3573-5692

つくばきくらげ販売

黒きくらげ
☎ 029-836-8022

ちゃちゃちゃ（株）

岩手和くるみゆべし
☎ 090-6681-8108

本田屋本店（有）

本田屋継承米
☎ 0242-25-1778

ｘｘｘ

ｘｘｘｘ
☎ xx-xxxx-xxxx

ｘｘｘ

ｘｘｘｘ
☎ xx-xxxx-xxxx

ｘｘｘ

ｘｘｘｘ
☎ xx-xxxx-xxxx

伊勢屋餅菓子店

豆大福
☎ 03-3759-4540

御菓子司 わたなべ

馬込三寸(にんじんまんじゅう)
☎ 03-3772-5082

大久保製麺所

本格中華麺
☎ 03-3776-4133

高級玉子焼 玉幸

高級玉子焼
☎ 03-3761-7360

ｘｘｘ

ｘｘｘｘ
☎ xx-xxxx-xxxx

ｘｘｘ

ｘｘｘｘ
☎ xx-xxxx-xxxx

ｘｘｘ

ｘｘｘｘ
☎ xx-xxxx-xxxx

ｘｘｘ

ｘｘｘｘ
☎ xx-xxxx-xxxx

肉のいのせ

手づくりシューマイ
☎ 03-3732-4062

ｘｘｘ

ｘｘｘｘ
☎ xx-xxxx-xxxx

ｘｘｘ

ｘｘｘｘ
☎ xx-xxxx-xxxx

ｘｘｘ

ｘｘｘｘ
☎ xx-xxxx-xxxx

一英化学（株）

すべら膳
☎ 03-3754-0180

水牛食品

昭和カレー
☎ 03-3759-9771

愛川屋蒲鉾店

おでん種・さつま揚
☎ 03-3742-0545

パティスリー稲垣

歓喜の白露
☎ 03-5709-3445

大田の工匠（Next Generation)

ものづくりの将来を担う
技術者たち

OTA!いちおしグルメ

大田区のオススメ飲食店

東京空港交通（株）

オリジナルグッズ販売など
☎ 03-3665-7258

東京モノレール（株）

模型、パンフレット、モノルン等
☎ 03-5470-3835

（株）はとバス

パンフレットの配布など
☎ 03-3761-2054

東京急行電鉄（株）

東急線の魅力を紹介
☎ 03-3477-6217

京浜急行電鉄（株）

グッズ販売・ＰＲポスター展示・リーフレット配布
☎ 03-5789-8686

東急バス（株）

広告物配布
☎ 03-6412-0173

ｘｘｘ

ｘｘｘｘ
☎ xx-xxxx-xxxx

和菓子 よね屋

アンオトメ
☎ 03-3761-5344

和菓子 よね屋

のり最中
☎ 03-3761-5344

磯崎家

羽田太鼓
☎ 03-5705-2558

明平製菓

人形焼き・あゆ焼き
☎ 03-3739-2020

ｘｘｘ

ｘｘｘｘ
☎ xx-xxxx-xxxx

ｘｘｘ

ｘｘｘｘ
☎ xx-xxxx-xxxx

ｘｘｘ

ｘｘｘｘ
☎ xx-xxxx-xxxx

東京からあげ 舞

から揚げ
☎ 03-6424-5133

御菓子処 大黒屋

ミハラどーなつ
☎ 03-3761-6108

西川茶寮

特上棒煎茶 みねのゆたか
☎ 03-3720-8661

東京あげパンプロジェクト

揚げパン
☎ 03-5732-3568

触図筆ペン
☎ 03-3758-3727

玩具
☎ 03-3750-8907

蒲田切子（ガラス製品）
☎ 03-5748-7321

（有）安久工機 高田玩具 （有）フォレスト
猫の絵
☎ ー

大黒堂いらすと店

多摩川くらしとものづくりネットワーク

（株）パシフィックコーポレーション

トルコオヤレース・手芸用レース
☎ 03-5767-7151

ｘｘｘ

ｘｘｘｘ
☎ xx-xxxx-xxxx

大田や

江戸前海苔弁
☎ 03-5499-2200


