
来て見て感じて“おおた”の心（おもてなし）！

商い・サービス産業担当 TEL：03-3733-6401 E-mail：a-fair2020@pio-ota.jp 　〒144-0035 東京都大田区南蒲田 1-20-20
主　催：大田区、（公財）大田区産業振興協会、大田区商店街連合会、東京商工会議所大田支部、（一社）大田観光協会、（一社）大田工業連合会　　協　力：日本工学院専門学校
協　賛：東急電鉄（株）、東京モノレール（株）、日本空港ビルデング（株）、東京国際空港ターミナル（株）、京浜急行電鉄（株）、（株）はとバス、（株）アトレ 大森店、ジェイアール東日本商業開発（株） グランデュオ蒲田

2020
好きです、大田区
～我がまち再発見！～
好きです、大田区
～我がまち再発見！～

好きです、大田区
～我がまち再発見！～

2020年 10月 1日（木）～12月 16日（水）

好きです、大田区
～我がまち再発見！～

2020年 10月 1日（木）～12月 16日（水）

おおた商い観光展Presents 

※新型コロナウイルス感染症の動向によって事業規模は変動します。

今年の舞台はなんと大田区の街全体。お店や商店街、観光地、

それぞれの工夫や企画をつなげ、特別企画として開催します。

三密を避けながら、リアル店舗・観光地を探検できます。

みんなで、盛りあげていきましょう！

63 3 21

※都合により内容が変更になる場合がありますのでご了承ください。

【参加方法】
①参加店舗へ期間中に行って買い物をし、案内チラシを見せるか、
　「商い観光展で来た」と言うと、再発見シールがもらえます。
②シールを3つ集めて応募ハガキに貼ると豪華景品が当たる抽選会にエン
　トリーすることができます。※シールは1店舗で1枚もらえます。
③3枚で1エントリー、6枚で2エントリー、9枚で3エントリーになります。

くわしくはWEBへ
「好きです、大田区」で検索

https://www.pio-ota.jp/a-fair/2020/
©大田区何が当たるかはお楽しみ！
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参加事業者
一覧
▶▶▶

裏面に続く

おおむすび（大田区生産活動支援施設連絡会）

☎ 03-3734-0763 　詳しくはTELにてお問い合わせください

区内障がい者施設では、
お菓子等の販売や軽作業を
請負っています。
おおむすび商品販売してます。

抽選景品

うるおい
賞

スチーマー ナノケア

加湿空気清浄機

スチームアイロン

大田区内共通商品券10,000円分

参加店
特別賞

日本工学院専門学校マンガ・アニメーション科の
生徒作品が参加事業者

「八百屋丸文」、「西洋菓子セルクル」を彩ります。

シールを集めて、抽選に参加！
左記の豪華景品を当てよう！※参加事業者ご提供

～いろんな企画が待っています～
裏面各店舗のお得な情報をご覧ください

サイコロ
振ったり

⁉
初回割引あったり⁉

日本工学院専門学校コラボ企画

独自企画
ぞくぞく
追加中★

まち歩き企画



エストパニス

大田区田園調布2-23-4　☎ 03-3721-5006

リンゴの果実の力が生きてい
る自家製リンゴ酵母のパン

KASHMIRIAN

大田区田園調布2-20-13 102  ☎ 03-3721-9201

パキスタンオリエンタル
ジュータンと雑貨
年に一度の大セールを実施中

柳ばし（やなぎばし）

大田区雪谷大塚町7-13  ☎ 03-3720-1544

サニーデイズ

大田区南雪谷2-7-11  ☎ 03-6425-7394

地域の店と連携して作る
“雪谷の味”
雪谷豆乳シフォン
（あらいや豆腐店さんとの
コラボ商品）

自家焙煎珈琲MASS TOKYO

大田区東雪谷3-30-1  ☎ 03-3728-5505

石川台にある自家焙煎珈琲店
星型のオリジナルスパイスブレ
ンドクッキーをプレゼント

八百屋 丸文

大田区上池台2-38-7  ☎ 03-3726-5198 

大田のお土産が買える！
洗足池の★八百屋★
地元作家 による池上線 名所
イラスト展開催。
焼き芋も！

ピッツェリア ダ グランツァ 洗足池店

大田区上池台2-37-6 鈴木ビル1階  ☎ 03-6421-9696

日本一のピッツァ職人在籍の
大人気イタリア料理のお店
大田区在住の方はランチ、
ディナー共にお会計から
10%オフ

アクセサリー工房 sugar（シュガー）

大田区上池台1-19-5  ☎ 090-4240-3430

ジュエリーハンドメイド教室
初めての方は材料費（キット
代金）のみで体験レッスン
無料

カルチエ

大田区中馬込2-18-12  ☎ 03-5718-3331

「暮らしに利便性とやさしさ」
をモットーにものづくりしてい
ます。新製品・調理用指カバー
「ホットスルー」他

手作り弁当いし川

大田区仲池上1-16-9  ☎ 03-3755-2057

美味しい手作り弁当、値段も
手ごろ！当店特製の一晩漬け
込んだ唐揚げはカリッと
ジューシー低カロリー。

西川茶寮

大田区北嶺町32-14  ☎ 03-3720-8661

お茶の専門店　
西川茶寮「大田の逸品認定店」
500 円均一セール　
「日坂茶」200ｇ入など

手仕事ショップ・フォレスト（蒲田切子）

大田区久が原3-34-13  ☎ 03-5748-7321

「蒲田切子」の直営店＆全国
の手仕事セレクトショップ
蒲田切子ＮＥＸＴ　
ＰＬＡＮＥＴ希望の星

マザーズミートプラザ（㈱マザーズ）

大田区久が原3-39-24  ☎ 03-3751-4053

久が原で 65 年精肉一筋、
大田のお土産100 選に
肉屋として唯一

西洋菓子セルクル

大田区仲池上2-22-20 仲池上会館1F  ☎ 03-5747-4330

あなたの大切な思い出をイラ
ストクッキーやイラストケーキ
に！「パズルDE大田区っきー」
もあります

守半海苔店

大田区大森北1-29-3  ☎ 0120-62-4077

パリっとNIPPON！美味しく
食べよう！オリジナルサイコロ
で出た目で素敵な商品がもら
える

㈱川良海苔店

大田区大森本町2-7-22  ☎ 03-3766-5511

業務用・ご家庭用から
吟撰贈答品海苔の販売

本場韓国料理　ふるさと

大田区池上4-30-12  ☎ 03-3752-5258

本場キムチや石焼ビビンバ等、
体にやさしいプレミアム韓国
料理店　チジミ、キムパプ、
ポッサム、カルビタン等

工房夢楽天

大田区西蒲田2-6-21 鈴木ビル1階  ☎ 03-3753-6734

池上で 25 年・・・小さくて
アットホームな陶芸教室

プレートランチ　ナナリー

大田区池上4-32-2  ☎ 03-6410-3985

もう「秘伝のイケだれ」を
お試しいただけましたか？
その他「池上の忍茶」などを
販売

アフタフ・プラス　aftf+

大田区池上3-32-19  ☎ 03-6410-5144

お洒落で着心地の良い服を
一点一点セレクトしております

東京･池上㈲柳井畳店

大田区池上6-11-26  ☎ 03-3751-6652

手作業ならではの細かい気配
りと確かな技術、安全で安心
な畳を。
畳の表替え実演。最大 30%
お得なキャンペーンセール期
間中

湯セレクト

大田区下丸子3-7-12 メゾン・ド・ルビー1階  ☎ 03-6886-4826

足湯を利用した健康サービス
を提供します！！
足湯カフェの利用割引、
「入浴剤」つかみ取りイベント
など

ウォンタナーラ東京&NPO一期ＪＡＭ

大田区下丸子3-8-15 渡部ビル201  ☎ 03-6459-8013

こども食堂× 国際交流の
NPO 一期ＪＡＭが運営する
ショップ。西アフリカの洋服、
雑貨、楽器、異国情緒満載！

海maruko

大田区下丸子3-16-20  ☎ 080-4174-3520

熱帯魚が観られるお酒も飲め
るカジュアルな食堂
毎週土曜日テイクアウト限定
こども食堂開催中

ジュエリー・メガネ・トケイの十字堂

大田区下丸子3-15-13 下丸子商店街  ☎ 03-3758-1363

下丸子商店街の
ジュエリーショップ
使わなくなったジュエリーは、
リフォームの無料相談へ！

パティスリー　コリウール

大田区下丸子1-5-1 ストリーム多摩川1階  ☎ 03-3750-0212

当店人気 NO.1たまがわ
シュークリーム
瀬戸内の食材を使ったお菓子
もオススメ！

さきがけ

 eepatent@yahoo.co.jp 詳しくはメールにてお問い合わせください。

飛沫の防止が
期待できる傘です。

とんかつカンティーヌ ゆめみるこぶた

大田区下丸子3-16-9 エルデ多摩川1階  ☎ 非公開

今日はちょっとレストラン気分
に、とんかつ。
テイクアウト専門のフレンチデ
リカテッセン

中華料理　華栄

大田区東矢口2-6-13  ☎ 03-3758-1150

地元で愛される手作り中華
オリジナルクリアファイル
プレゼント！！

㈲萩原製畳

大田区西蒲田6-1-4  ☎ 03-3738-0550

畳職人が作る、こだわりの
和モダン畳小物

京浜海藻㈱

大田区大森西5-20-4  ☎ 03-3764-6111

創業 70 年大田区唯一の老舗
昆布問屋。「made in japan」
を強く意識した商品。
★三日間限定大売出し
12/11,12,13

うなぎ仙見

大田区大森中2-2-1  ☎ 03-3764-2707

名物「はみ出し」うな丼と隠
れ名物「まぶし」うな丼の店
「はみ出し」うな丼がテイクア
ウト限定で 700 円引きに！

キッチンコロッケ

大田区大森東4-35-8  ☎ 03-5471-2751

大田区・大森東にある『コロッ
ケが自慢の町の小さなお弁当
屋』　10 個以上の予約で
スペシャル海苔づくし
弁当承ります！

居酒家　蒲田物語

大田区蒲田5-1-5 博千ビル1階  ☎ 03-3737-8755

山口名物『瓦そば』と店長の
手品が人気です！
サイコロ２個振って出た目だ
けからあげが食べられる！

おおた fab（スマイルリンク㈱）

大田区西蒲田7-4-4 小山第二ビル6階  ☎ 03-6428-7162

JR 蒲田駅近のコワーキング・
モノ作りスペース

うなぎ会席 藍の家亭

大田区西蒲田7-27-5  ☎ 03-3735-3603

大田区蒲田で三代続く、
うなぎ料理専門店です。

早比楽美装きもの学院蒲田教室

大田区西蒲田7-48-16 イナバビル4階  ☎ 03-5713-8181

JR 蒲田駅西口から
アーケードを通り徒歩1分。
入学金半額！

㈱守半總本舗

大田区西蒲田7-69-1 東急プラザ蒲田1F 蒲田のれん街  ☎ 03-3731-3633

創業より90 年以上！ 『贈られ
て贈りたくなる守半の海苔』

甘納豆製造元　蒲田谷口商店

大田区蒲田3-17-16  ☎ 03-3735-0123

蒲田で愛されて 93 年、
老舗の手作り甘納豆専門店

かまた帽子工房

大田区蒲田4-21-5 1階  ☎ 03-3737-0157

大田区蒲田の帽子工房です。
修理やサイズ変更、
オリジナル商品の制作も
ご相談を。

明・衣（AtelierShop mee）

大田区蒲田4-21-5 4 階  ☎ 03-6759-4084

手作り腕時計と手縫い革鞄を
手掛ける作家の工房兼店舗
時計つくりの体験や、革の手
縫い体験も。
お気軽にご来店を！

呑蒲

大田区蒲田4-7-6 コンチェルト・ミワ1階  ☎ 03-3733-1211

平成三十年度OTA いちおし
グルメ受賞のジンギスカンの
お店！　羊肉を使用した他店
には無い商品 ( 試作品 )
も販売

中国料理　幸福楼

大田区蒲田4-23-10 エスポワール蒲田1階  ☎ 03-6715-9583

京急蒲田から徒歩 2 分ゆった
り座れる円卓席をご用意して
おります。
唐揚げ　焼き餃子　回鍋肉　
エビチリなど 10％OFF

鰻 若松

大田区南蒲田1-22-6  ☎ 03-3734-8620

大田区産業プラザ PiO の目
の前！うなぎ料理専門店！
うな重（松）弁当を通常
4,600 円のところ 、
4,000 円に！

ぶつだんや鳳仙堂

大田区西糀谷1-13-12  ☎ 03-3744-5840

仏壇･仏具･仏事･香りの専門家 
街の御用聞。 
弔事の進物や慶事の贈り物を
大田区から全国へお届け！

㈱三輝

大田区北糀谷1-20-8  ☎ 03-3742-2345

お風呂グッズで大ヒット商品
の『詰め替えそのまま』です。
ミニ /スタンダードシリーズを
希望価格の
50%OFFにて

大鳥居ながおか

大田区東糀谷2-14-21  ☎ 03-3741-0169

だしにこだわる東京二八蕎麦

ビューティーステーション大鳥居

大田区西糀谷3-36-6 303  ☎ 03-5705-5563

セルフエステ初回
1,650 円（税込）→500円割引
フェイシャルエステ初回
4,650 円（税込）→1,000 円割引
その他のメニュー・オプション
もあります。

ステーキハウス　バッファロー

大田区萩中2-6-18  ☎ 03-3742-2622

1992 年大田区にて創業。
炭火焼ステーキのお店！
ローストビーフ、ステーキラン
チボックス、他

ENT㈱（エント）

 ☎ 03-6265-3723 詳しくはメールかTELにてお問い合わせください。

コロナ対策に最適！データ保
存機能付き非接触タブレット
型検温器

パキスタン料理ザイカ

大田区南蒲田3-2-6  ☎ 03-3744-1066

ノンアルコールでハラルに徹底
して、健康的な料理を楽しめ
ます。カレー、ナン、
ケバブ、揚げ物など
10%オフ

危機裸裸珈琲店 Hair Salon

大田区南六郷1-7-11 木内ビル102  ☎ 03-3461-8861

気軽に立ち寄れるヘアサロン！
美容室を楽しもう
★Made in OTA ゴシック
リップ、タイツ、ニーハイソッ
クス等

危機裸裸商店

大田区南六郷1-17-1 1階倉庫101  ☎ 03-6428-7040

オペラ座の楽屋裏衣裳部屋を
イメージした、
宝箱の様なお店。
大田区工場と生産した
アイテム等販売

東京ガラス工芸研究所

大田区東六郷1-26-13  ☎ 03-6715-8670

どなたでも簡単に
ガラス工芸が楽しめます！
フォレスト様、羽田ブルーイ
ング様とコラボ企画

羽田スカイブルーイング

大田区羽田空港1-1-4 HICITY Dゾーン  ☎ 03-5579-7350

大田区羽田空港発ビール工場
を見ながら地域食材が楽しい
レストラン。大森の海苔との
コラボビール『華香』を蒲田
切子のグラスで！

エッグセレントバイツ羽田・ベイクリー蒲田

大田区羽田空港3-4-2 Terminal 2 B1階  ☎ 03-6428-9089

大田100 選のエッグタルト、
今話題の焼きカレーパンを
是非！

㈱やっちゃばくらじ

大田区東海3-2-6  ☎ 03-5492-3325

やっちゃばくらじは新しい仲卸
を目指して頑張っています！
全国各地から厳選された旬の
青果を大田市場で販売してい
ます。

ソールフード

大田区南雪谷2－7－15　☎ 03-3726-2176

10 日間の火入れと熟成から
生み出す数量限定の
手づくりカレー

飯川商店　中村家

大田区西蒲田6-30-9　☎ 03-3732-1677

和洋折衷で美味しさアップ！
オリジナルの“蓮沼シベリア”

ミートショップおおしま

大田区大森南3-28-20　☎ 03-3742-7212

お肉屋さんが作る牛挽肉
100% のフワフワ絶品
ハンバーグ

大森山王ビール

大田区山王3-1-6　☎ 090-4028-9736

歴史と文化の薫りを湛える地
元テイストの大森山王ビール

京都西陣アップス珈琲 雪が谷大塚

大田区南雪谷2-2-13 Wizフジマサビル1階　☎ 03-6451-7977

桜坂の満開の桜をイメージし
た華やかで豊潤な香りの
桜坂ブレンド

パティスリーコウゲツ

大田区仲六郷1-41-12  ☎ 03-3732-0936

どなたからも喜ばれる菓子製
造と販売に心がけています

東京下町ドーナツ高橋商店

大田区仲六郷1-40-11 都ビル101  ☎ 03-3734-4626

手作りドーナツいろいろ
高橋商店！
サーターアンダギー、焼きドー
ナツ、お買い得袋

前髪・部分カット専門店 ONE Cut Room

大田区仲六郷2-19-8  ☎ 080-9995-6307

雑色駅徒歩 5 分☆日本でここ
だけ！な専門店★
前髪カット500 円 ( 税込 )→
100 円割引！

六郷もうり整骨院 /n's 整体院

大田区仲六郷4-22-1  ☎ 03-3734-2358

治療× 美容× パーソナルト
レーニング「綺麗になりたい」
「痩せたい」など皆様の要望を
幅広くサポート

穂寿庵

大田区南六郷2-19-4  ☎ 03-3739-4520

大田区お土産100 選
最優秀賞受賞
お餅、あげもち、わらび餅

城南佃煮研究会

大田区羽田2-26-10  ☎ 03-3745-1611

大田区羽田で佃煮惣菜を製造
する食品メーカーの組合です。
魚貝類やくるみなどの佃煮や
お惣菜を販売

ハンドメイドアクセサリーブランドのchacol(チャコール)

大田区仲六郷 4-22-1  ☎ 090-5398-0008

【毎日つけたくなるような
アクセサリー】「chacol」
レジンやビーズをメイン材料
としたピアスやイヤリングを
販売

マルチャーナ 武蔵新田

大田区矢口1-13-11　☎ 03-3750-1411

香ばしくクリスピーでしっとり
した食感！名物「揚げピザ」

うなぎ大好き人間集まれ。
うなぎを食べて免疫力向上！
グラス生ビールかグラスワイン
を一杯サービス


