平成29年度 夏野菜の消費拡大関連イベント情報

対象期間：平成29年７月15日～平成29年９月30日

〇中部・近畿地方
開催月

番号

イベント等の名称

主催者名

開催日時・期間

1

オアシス21 オーガニックファー
マーズ朝市村

2017年7月15日（土）
オアシス21 オーガニッ
毎週土曜日
クファーマーズ
8:30～11:30

2

つくりもん市

つくりもん市実行委員会

７月 ８月 ９月

開催場所

取組内容

ホームページアドレス

名古屋のまんなか、栄にある公園オアシス
21で毎週土曜日の朝、有機・自然農法によ
http://www.asaichimura.c
る農業に取り組んでいる元気な農業者が、 om/
安心でおいしい野菜や米、くだもの、農産
加工品を持って集まります

○

○

オアシス21
○
名古屋市東区東桜1-11-1

2017年7月16日（日）、
8月13日（日）、
9月23日（土）～24日（日）
9:00～14:00

○

○

福岡にぎわい交流館
新鮮野菜、加工特産品の販売、フリーマー
○ （富山県高岡市福岡町下蓑
ケット等を行います。
字中島355-2）

2017年7月23日（日）
8月13日（日）・27日（日）
9月10日（日）・24日（日）
5:30～7:30
(10月までの第2・4日曜日開催予
定）

○

○

富山県高岡市坂下町通り
青果物、塩干物、苗木、切花、手工芸品な http://www.city.takaoka.to
yama.jp/kyodo/kurashi/sh
○ （大仏前交差点～坂下町交
どを販売します。
ohi/asa1.html
差点）

○

こまつ食彩工房
○ （石川県小松市西軽海町2
丁目204番地１１）

地元でとれた新鮮野菜、手作り味噌、漬け
http://www.city.komatsu.l
物などの農産加工品、切り花等を販売する g.jp/4905.htm
朝市。

○ 貝塚市役所前

地域で穫れた新鮮野菜や特産品を販売し
ます。

3

たかおか朝市

たかおか朝市実行委
員会

4

食彩朝市

201７年8月12日（土）
食と農を考える女性の
9月16日（土）
会
8：30～（売り切れ次第終了）

5

貝塚市とれとれ朝市

貝塚市まちづくり推進
委員会

2017年7月15日（土）、9月16日（土）
○
10：00～

6

ラグザdeマルシェ

ラグザ大阪

2017年7月15日（土）
毎週土曜9:00～15:00

7

猪名川町夏季農林産物品評会

猪名川町地域農業推
進協議会

2017年7月15日（土）
9:40～11:30

8

佐用町南光ひまわり祭り

佐用町南光ひまわり祭 2017年7月15日（土）～30日（日）
り実行委員会
8：30～17：00

9

箕島漁港とれピチ朝市

和歌山県有田市産地
協議会

2017年7月15日（土）
毎月第3土曜日
9:00～売り切れ終了

大阪ラグザ・ラグザスクエア
近畿圏のみならず、日本全国の新鮮な野
エントランス広場（大阪府大
菜・果物、加工品を幅広く販売しています。
阪市）
町内産の農林産物のＰＲや農家の技術向
上を目的に、品評会を行います。品評会終
了後、出品された農林産物の即売会も行
います。

○

道の駅 いながわ（兵庫県
猪名川町）

○

南光スポーツ公園周辺（若 佐用町の特産品・農産物を販売する「物産
あゆランド）（兵庫県佐用郡 販売テント村」、ひまわりに関するイベント
佐用町）
が行われます。

〇

〇

〇

箕島漁港荷さばき所内（和
歌山県有田市）

http://www.laxaosaka.com/

HPは後日公開予定

-

有田漁港から水揚げされたピッチピチ鮮魚 http://www.city.arida.lg.jp/
sangyou/minosimaasaiti.ht
と有田市産の季節の野菜を販売します。
ml

大原野農産物等直売
所運営協議会

2017年7月15日（土）
毎月第1・第3土曜日
9:00～12:00

11 プラザ・ グリーンマーケット

鳥取市

2017年7月15日（土）
原則、第2・最終金曜日・土曜日
金曜16:00～20:00
土曜11:00～17:00
商品がなくなり次第終了

12 大原ふれあい朝市

大原ふれあい朝市推
進協議会

2017年7月16日（日）
毎週日曜日
6:00～9:00

13 たんご朝市

アミティ丹後

2017年7月16日（日）
毎週日曜
8:00～10:00

14 久美浜町日曜朝市

京丹後市観光協会久
美浜町支部

2017年7月16日（日）
毎週日曜
9:00～11:00

10 マルシェ大原野

〇

JA京都中央大原野支店前
（京都府京都市）

〇

〇

○

○

鳥取の新鮮な食材をお届けする「グリー
ンマーケット」が中之島フェスティバルプラ
中之島フェスティバルタワー
http://www.pref.tottori.lg.j
○
ザで開催されます。
p/263391.htm
（大阪市北区中之島2丁目）
鳥取市の生産者自ら出店し生鮮野菜等を
対面販売します。

〇

〇

〇

〇

〇

水産物をはじめ、野菜や果物、花き類のほ
アミティ丹後（京都府京丹後 か、加工食品やてんぷらなどの総菜も販売 http://www.tango.jibasan.j
〇
市）
されます。つみれ汁やぜんざいなどの振る p/morningmarket.html
舞いサービスもあります。

〇

〇

〇

大原野菜、有機野菜、鶏卵、鶏肉、花木な
里の駅大原構内西南（京都 どや、鯖寿司、しば漬け、餅、たこ焼き、焼
府京都市）
き魚といった加工品、草木染手芸品などさ
まざまな商品が揃います。

京都丹後鉄道久美浜駅舎
内（京都府京丹後市）

ena farm

2017年7月16日（日）
9月10日（日）
10：00～16:00

〇

16 第83回月例祭

丹後王国「食のみや
こ」

2017年7月16日（日）
9：00～16:00

〇

17 西利の漬物体験

西利

2017年7月16日（日）、８月20日
（日）、９月17日（日）
各日13時～と15時～の2回

〇

〇

〇

18 木積日曜朝市

木積営農組合

2017年7月16日（日）
毎週日曜日
9：00～12：00

○

○

○ 木積農の里

2017年7月16日（日）
9：00～15：00頃

○

道の駅 いずみ山愛の里 夏の味 四季の味覚祭実行委
覚祭
員会

http://www.satonoekiohara.com/market/

新鮮な久美浜産の農水産物をはじめ、澄
んだ空気と水から出来たおいしい特産物、 http://www.kumihama.net
/asaiti/index.html
地元の方々が真心込めて作った手作りの
お総菜や加工品を販売します。

毎月1回、日曜日（不定期）に京都・百万遍
の「アンスティチュ・フランセ関西」で「生活
からアート！」をテーマに、オーガニックの
アンスティチュ・フランセ関西
〇
野菜をはじめワインやお菓子などのグルメ
ガーデン（京都府京都市）
から雑貨まで多彩なお店が出店。アーティ
ストによるライブやパフォーマンスも見どこ
ろのひとつ。パリ気分が味わえる。

15 Le Marché

19

京都の中心からほど近く、のどかな山麓と
田園風景が広がる大原野の新鮮、安心か
つ高品質な農産物や加工品等を直売しま https://www.oharano.org/
す。開設一周年を迎えた記念に、7月15日
は先着100名様に様々なプレゼントを御用
意しております！

https://www.enafarm.jp/

道の駅 丹後王国「食のみ
やこ」 芝生広場

地元生産者の軽トラ市や出店のほか、夏
野菜の早食い競争など楽しこと盛りだくさ
ん♪

https://tangokingdom.com/

道の駅 丹後王国「食のみ
やこ」 西利店舗

夏野菜を使用した糠漬け体験。お漬物のプ
ロによる指導で、楽しく漬物体験♪

https://tangokingdom.com/

地域で穫れた新鮮野菜や特産品を販売し https://ameblo.jp/kotsumi
asaichi/entrylist.html
ます。

市内産にこだわって、朝採れ新鮮野菜を販
道の駅 いずみ山愛の里（大 売します。特産の水なす、トウモロコシやス
http://izuminambu-rc.jp/
阪府和泉市）
イカの試食もあり。子供連れで楽しめる企
画も開催！

20

夏野菜を使った金山寺味噌作り いずみふれあい農の
体験
里

2017年7月16日（日）
10：00～

21 田尻漁港日曜朝市

田尻漁協

2017年7月16日（日）
毎週日曜
7:00～12:00

22 青空市場

生駒市農業振興協議
会

2017年7月16日（日）
毎月第3日曜日
9:00～

23

24

北山の朝市

京都北山丸太生産協
同組合

いずみふれあい農の里(大
阪府和泉市）

○

〇

〇

〇

〇

〇

〇

京都北山杉の里総合セン
ター
〇
京都北山丸太生産協同組
合（京都府京都市）

2017年7月16日（日）
毎週日曜
8:30～11:30

〇

2017年7月25日（火）
毎月25日
9:00～14:00

〇

生駒駅前ベルステージ（奈
良県生駒市）

〇

〇 平野神社（京都府京都市）

〇

BiVi二条
〇 1階ロータリー前（京都府京
都市）

2017年8月9日（水）
毎月第2水曜
10:00～15:00

26

2017年7月16日（日）
9:00～11:00

〇

2017年7月16日（日）
15:00～17:00

〇

28

2017年7月30日（日）
9:00～11:00

〇

29

2017年7月30日（日）
15:00～17:00

〇

入郷芝生広場南側（和歌山
県九度山）

30 ハッピーマンデー

2017年7月17日（月）
道の駅村岡ﾌｧｰﾑｶﾞｰﾃﾞ
イベントは11：00～
ﾝ
販売は9:00～

○

道の駅村岡ﾌｧｰﾑｶﾞｰﾃﾞﾝ
農産物直売ｺｰﾅｰ前
（兵庫県美方郡香美町）

31 元町一番街水曜市

元町一番街商店街振
興組合

2017年7月19日（水）
毎月第3水曜
10:00～19:00

○

32 JA兵庫六甲 支店マルシェ

JA兵庫六大庄支店

2017年７月19日（水）
10：00～12：00

○

九度山まちなか軽トラ市

九度山まちなか軽トラ
市実行委員会

http://nounosato.com/

漁師さんのお店はもちろん、鮮魚・野菜・天
大阪府田尻町 田尻海洋交
ぷらなど多数のお店が出店しています。食 http://www.tajiriport.com/
〇 流センター（田尻漁協舎内）
材のお買い物だけでなく、天ぷらやうどん
（大阪府田尻町）
など その場で食べる事もできます。

25

27

夏野菜を使った金山寺味噌作りを体験して
いただきます。定員は20名となっておりま
す.参加費は1500円で、約700gほどの味噌
が作れます。

９時から青空市場を開催します。生駒で採
れた新鮮な農産物を販売します！農家の http://www.city.ikoma.lg.jp
/0000003171.html
方が直接販売するので、お勧めの野菜の
食べ方を教えてもらうことができます。

丹精込めて育てた野菜、北山特産の材料
を使用した加工品、山野草、木工品など出
http://www.kyotokitayama
店します。とれたての新鮮野菜、おばあ
maruta.com/institution/in
ちゃんがコトコト炊いた佃煮、お菓子や盆
dex4.html
栽など北山ならではの四季折々の魅力が
たっぷりです。

九度山郵便局駐車場（和歌
山県九度山町）
横手クリニック駐車場（和歌 軽トラック等の荷台を売り場とし季節の野
菜や旬の果物、地域によっては鮮魚や木
山県九度山町）
工品等のこだわり商品を販売します。安
高野下駅裏 厳島神社（和 全・新鮮はもちろん、消費者と生産者・販売
歌山県九度山町）
者が直接話せる場としてお楽しみ下さい。

○

○

村岡の肉厚で美味しいピーマンを子どもの
部・大人の部に分かれて「ピーマン釣り大
会」を行います。入賞者には豪華賞品が準
備されています。大会の後は、美味しい野
菜を購入していってください！

www.farm-garden.jp

“安心安全”の「地産地消」を元町一番街か
神戸元町一番街商店街（兵
http://www.motomachiら発信しています。地元の野菜や果物、加
1.com/
庫県神戸市）
工品など販売しています。
JA兵庫六大庄支店
（兵庫県尼崎市）

尼崎産の旬の新鮮野菜が朝10時から販売 http://www.city.amagasaki
されます（商品がなくなり次第終了）。小雨 .hyogo.jp/nouen/083chok
ubai.html
決行。

一般財団法人泉佐野
みどり推進機構

33
マルシェ「ほんまもん」

2017年７月19日（水）
毎週水曜
14:00～19:00

○

○

○

○

○

34

天王寺ミオ・一般財団 2017年７月20日（木）
法人泉佐野みどり推進 毎週木曜及び毎月21日
機構
11:00～19:00

35 JA兵庫六甲 支店マルシェ

JA兵庫六甲小田支店

2017年7月20日（木）、8月17日（木）
○
10：00～12：00

36 ひめじマルシェ

姫路地域農産物直売
所連絡協議会

2017年7月21日(金)、9月15日(金)
15：00～18：00

37 本町夜市withそのべ軽トラ市

本町繁栄会・南丹市中
2017年7月22日（土）
心市街地活性化推進
17:00～21:00
委員会

JA兵庫六甲小田支店
（兵庫県尼崎市）

http://www.odona.jp/hon
mamon/
http://www.tennojimio.co.jp/other/miosora.h
tml

尼崎産の旬の新鮮野菜が朝10時から販売 http://www.city.amagasaki
されます（商品がなくなり次第終了）。小雨 .hyogo.jp/nouen/083chok
ubai.html
決行。

○

姫路駅北 にぎわい交流広 姫路市内の農産物直売所団体が、姫路駅 http://www.city.himeji.lg.jp
○ 場 中央地下通路
前に集まり旬の新鮮野菜や農産加工品な /s60/2212472/_10075/_3
4641/_39529.html
（兵庫県姫路市）
どをPR・販売します。

〇

京都銀行園部支店西隣の
空き地（南丹市そのべ町）

京都丹波の真ん中、園部町で昔懐かしい
夜市と軽トラ市がコラボして、一夜限りの夜
市を開きます。20店を超える軽トラ屋台（テ https://twitter.com/sonob
ektora
イクアウト中心に地元の野菜や雑貨・手作
り品まで揃ってます）を楽しみに、是非丹波
の地までお越し下さいませ！

○

さくら公園内
(兵庫県丹波市氷上町)

丹波とれとれ市が開設された記念日を祝う
イベント。無料のスイカ試食会や、特性トマ
トジュース等特産品、やきそば等の屋台も
あります。「四季菜館」では地域の農産物
が盛りだくさん！

-

〇

サザンモール六甲B612
2階センターデッキ（兵庫県
神戸市）

暑い夏だからこそおいしい野菜や冷たいも
の、おいしい物,こだわりの商品の販売を
行っています。※荒天の場合は内容を変
更させていただきます、※商品の内容は変
更する可能性があります。

http://www.southernmall.com/index.html

「野菜に感謝！健康に感謝！野菜と食と健
康の青空市場」をテーマにした、野菜と食と
健康の市場です。市だけでなく、食や健康
に関わるセミナーも同時に開催されていま
す。

http://namuche.jp/

丹波とれとれ市連絡
丹波とれとれ市開設19周年記念 会・とれとれ市農産物
38
イベント
直売所
「四季菜館」

2017年7月22日（土）、23日（日）
9：00～16：00

B612 de マルシェ「夏野菜マル
39
シェ」

サザンモール六甲
B612

2017年7月22日（土）、23日（日）
10:30～16:00

北尾石材

2017年7月23日（日）
毎月第4日曜
9:00～15:00

41 夏の大感謝祭

JA京都市

2017年7月23日（日）
10:00～16:00

42 亀山御坊楽市楽座

亀山御坊楽市楽座実
行委員会

2017年7月23日（日）
毎月第4日曜日
8：00～13：00

○

43 JA兵庫六甲 支店マルシェ

JA兵庫六甲尼崎支店

2017年７月26日（水）
10：00～12：00

○

40 なむしぇ

淀屋橋odonaビル（大阪府大
大阪の土壌・気候・風土・気質が生んだ、
阪市）
新鮮で安心安全な農産物やこだわりの加
工品を近畿圏の生産者が消費者と差し向
JR天王寺駅天王寺ミオ（大 かい販売している人情市場。
○
阪府大阪市）
○

〇

〇

百万遍・知恩寺
〇
（京都府京都市）

梅小路公園（京都府京都
市）

〇

○

亀山御坊本徳寺
○
（兵庫県姫路市）

JA兵庫六甲尼崎支店
（兵庫県尼崎市）

京グルメフェア・京の新鮮野菜即売や京の
野菜品評会の他、JAキッズスクール、農機
http://ja-kyotocity.or.jp/
展示など様々なコーナーを設け、「見る」
「触れる」「味わう」を通じて、京で生産され
る農産物を紹介します。
地元の特産品を生産者が自ら販売してい
ます。新鮮な野菜や魚介、くだもの、乾物な
http://www.com21.or.jp/a
どがずらりと並ぶほか、飲食コーナーや骨 ctivity/asaichi/main.html
董市コーナーやフリーマーケットコーナー
があります。
尼崎産の旬の新鮮野菜が朝10時から販売 http://www.city.amagasaki
されます（商品がなくなり次第終了）。小雨 .hyogo.jp/nouen/083chok
ubai.html
決行。

44 JA兵庫六甲 支店マルシェ

2017年７月27日（木）、8月24日
JA兵庫六甲園田支店 （木）
10：00～12：00

市場開設90周年記念 京都市中 京都市中央卸売市場
45
央市場2017夏まつり
協会

46 らくさいマルシェ

2017年7月29日（土）
17:00～20:00

2017年7月29日（土）
らくさいマルシェ実行委
毎月最終土曜
員会
10:00～16:00

47

2017年7月29日（土）、30日（日）
竜王まるしぇ

竜王町観光協会

48

49 奈良オーガニックマーケット

奈良オーガニックマー
ケット事務局

2017年7月30日（日）
毎月最終日曜

生駒市農業振興協議
会

51 八尾市観光キャンペーン

大阪市交通局・（一社）
八尾市観光協会・八尾
市農業啓発推進協議 2017年8月3日（木）、4日（金）
会（八尾市直売所開設
者連絡会）

新開地まちづくりNPO

2017年8月1日（火）

2017年8月5日（土）
9月9日（土）
11：00～16：00

○

〇

〇

〇

○

〇

尼崎産の旬の新鮮野菜が朝10時から販売 http://www.city.amagasaki
JA兵庫六甲園田駅支店（兵
されます（商品がなくなり次第終了）。小雨 .hyogo.jp/nouen/083chok
庫県尼崎市）
ubai.html
決行。
市場の新鮮な野菜、果物、水産物などが
京都市中央卸売市場 第一
販売されるほか、夜店やまぐろの解体
市場水産卸売場（京都府京
ショーなどステージイベントも目白押しで
都市）
す。

〇

2017年8月12日（土）
毎月第2・第4日曜
10:00～※売り切れ次第収量

50 西瓜・夏野菜品評会

52 新開地土曜マルシェ

○

〇

大原野から届く新鮮な野菜や手作りグル
メ、作家さんの感性が光る陶器や雑貨、世
ラクセーヌ広場（洛西バス
界に一つだけの個性あふれるアクセサ
〇 ターミナル横）（京都府京都
リー・洋服など多数登場。ゆるキャラ達も登
市）
場して、家族で楽しめるイベントもいっぱ
い！

http://rakusaimarche.com/index.php

三井アウトレットパーク滋賀
竜王センターコート（滋賀県 竜王町の新鮮な野菜や果物を販売する
「竜王まるしぇ」を開催します。地元農家の http://www.rmc.ne.jp/drag
蒲生郡）
on愛情が詰まった野菜と果物、特産品「新
kanko/oshirase/marusye.
三井アウトレットパーク滋賀 鮮・安全・美味しい」の三拍子が揃った旬の
html
○ 竜王ベリーガーデン（滋賀県 味わいをぜひお買い求めください。
蒲生郡）
奈良市 JR奈良駅前広場
〇
（奈良県奈良市）

有機栽培、無肥料栽培や自然農法など、
自然に沿った栽培方法で育てられた農産
物と加工品が並びます。生産者と直接会話
でき、考え方や農法、食べ方などが情報交
換できます。

http://itsufushi.com/

〇

奈良県農業協同組合南生
駒出張所（奈良県生駒市）

西瓜・夏野菜品評会に出品された農産物を
１１時から即売会で販売します！昨年、西
瓜は１８点の出品がありました。形状や糖 http://www.city.ikoma.lg.jp
/0000006408.html
度から入賞を決めます。夏野菜は茄子や
まくわ瓜など１０８点の出品がありました。

〇

大阪市営地下鉄八尾南駅
（大阪府八尾市）

大阪市営地下鉄八尾南駅でえだまめ等の
試食を行い、イベント参加者に八尾野菜の
PRを行う。

○

新開地のまちと農村・漁村をつなぎ、「まち
神戸アートビレッジセンター ぐらしをもっと楽しく」をコンセプトに“ひょう
http://shinkaichi.or.jp/mar
○ １F + 新開地商店街（兵庫 ご”でとれた新鮮野菜や干物、名産品など
che/
県神戸市）
の販売を行います。月替わりランチプレート
やワークショップもあります。
農家さん自らが軽トラックなどの荷台で、地
元産の旬の新鮮な野菜、果物、水産物を
https://ja販売します。生産者の顔を見られるので安 jp.facebook.com/city.kaina
n/
心です。農産物の加工品や話題のスイー
ツなどもあります。

53 海南軽トラ市

海南市産業振興課

2017年8月6日（日）
9:00～12:00

〇

54 イルオット・マルシェ

神戸新聞興産(株)

2017年8月6日（日）、9月3日（日）
毎月第１日曜日

○

JR海南駅前

○ 神戸市ハーバーランド

鳥取市の生産者自ら出店し、生鮮野菜等
を対面販売（マルシェ）します。

55 つがやまマルシェ

ライズヴィル都賀山

2017年8月11日（金）、9月11日（月）
12:00～14:00

〇

56 スイカ割り大会

丹後王国「食のみや
こ」

2017年8月11日（金）、12日（土）
13:30～

〇

道の駅 丹後王国「食のみ 丹後で育った美味しいスイカでスイカ割り
やこ」 間人広間ウッドステー 体験。夏野菜がてんこ盛りの直売所・愛菜
ジ
館でも販売しています♪

2017年8月11日（金）
道の駅村岡ﾌｧｰﾑｶﾞｰﾃﾞ
イベントは11：00～
ﾝ
販売は9:00～

○

道の駅村岡ﾌｧｰﾑｶﾞｰﾃﾞﾝ
農産物直売ｺｰﾅｰ前
（兵庫県美方郡香美町）

キンキンに冷したトマトの早食い大会を開
催しています。トマトは地元のとれたて完
熟！子どもの部・大人の部に分かれて熱
戦が繰り広げられます。直売所では、夏野
菜等の収穫祭のほか、お盆の花も販売し
ています。

神戸新聞興産(株)

2017年8月11日（金）
毎年8月の「山の日」

○

神戸市ハーバーランド

鳥取市の生産者自ら出店し、生鮮野菜等
を対面販売（マルシェ）します。

全農広島県本部
（園芸課）

2017年8月27日(日)

○

兵庫県内の量販店

57

冷やしトマト早食い大会
（トマトイベント）

58 2017ハーバーランドの日

60

広島県産野菜消費宣伝
（仮称）

61

おんぢ若菜の会・八尾
河内音頭まつりでの八尾えだま
市農業啓発推進協議 2017年9月9日（土）、10日（日）
め試食販売会
会

〇

ライズヴィル都賀山（JR守 地産地消イベント、野菜の販売を行いま
山駅東口）（滋賀県守山市） す。

https://tangokingdom.com/

www.farm-garden.jp

消費地で、広島県産野菜をPR！

〇

久宝寺緑地（大阪府八尾
市）

八尾市で行われる河内音頭まつりにて、八
尾えだまめの試食販売会を実施し、八尾え
だまめのPRを行う。

62 鳥取物産フェア

鳥取市

2017年9月16日（日）

○

ポートアイランド
ゴルフ倶楽部

鳥取市の生産者自ら出店し、生鮮野菜等
を対面販売（マルシェ）します。

63 第85回月例祭

丹後王国「食のみや
こ」

2017年9月17日（日）
9：00～16:00

〇

道の駅 丹後王国「食のみ
やこ」 芝生広場

地元生産者の軽トラ市や出店のほか、夏
野菜の早食い競争など楽しいこと盛りだく
さん♪

https://tangokingdom.com/

道の駅 丹後王国「食のみ
やこ」 Gracia（グラシア）

地球は大地の器。そんな大地の器から生
み出される地元陶芸家の陶器と、野菜など
丹後農産物を使用したお料理のコラボレー
ション。丹後王国グラシアの稲垣シェフによ
るメインディッシュの一皿にご期待くださ
い。

https://tangokingdom.com/

64 大地は器

丹後王国「食のみや
こ」

2017年9月23日（土）
計2回
11：30～、18:00～

〇

