ステージタイムスケジュール（予定）

１7●

10:00
10:30

國生み太鼓保存会 和太鼓演舞

11:00

バルーンパフォーマー Ray

１8●
國生み太鼓保存会 和太鼓演舞
10:15〜10:35

10:15〜10:35
10:45〜11:15

各出店者の
PRタイムもあります！

11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30

食の島淡路島

あなたはたまねぎが好きですか？

ワタナベフラワー ライブ

ワタナベフラワー ライブ

12:15〜12:45

12:15〜12:45

兵庫県立洲本高等学校ミュージックダンス部
13:00〜13:20

バルーンパフォーマー Ray

飯田俊樹 ライブ

ワタナベフラワー ライブ

ワタナベフラワー ライブ

13:30〜14:00

13:30〜14:00

14:15〜14:45

フルーツですか？

14:15〜14:45

15:00

バルーンパフォーマー Ray

ワタナベフラワー

飯田俊樹

※時間はあくまで目安です。多少前後する場合があります。※新型コロナウイルス感染症の状況により、イベント内容の変更もしくは中止になる場合がございます。

淡路島の食材があたる

抽選会＆

レモン・淡路島なるとオレンジの

つかみどり

（最大2枚まで）
※各店舗で250円以上ご購入毎に
「抽選券」
を1枚進呈！

※
「抽選券」
2枚で1回抽選していただけます。

※先着順で受付。商品数には限りがございます。

それとも・・・？
淡 路 島 の 人 気 食 材 が 大 集 合！

スプリングメッセ
日時

会場

４月１7日●・１8日●

2021年

各日とも１０
：
００〜１５
：
００

淡 路 夢 舞 台 芝生広場 周辺

〒656-2306 兵庫県淡路市夢舞台２

主催／食のブランド
「淡路島」
推進協議会

2021

入場
無料

❶ユーアールエー株式会社
（淡路島たまねぎ専門店）

会場のご案内

奇跡の星の植物館

淡路夢舞台 野外劇場

「甘い・柔らかい・みずみずしい」
と、全国
的に有名な
「淡路島産たまねぎ」
をスープ
にしました。たまねぎの甘みと旨味が、
コン
ソメの塩加減と相まって、絶妙なコクと深
みを出しています。
淡路島産たまねぎを菜種油であげたフラ
イドオニオンが味の決め手。フライにする
ことで生まれる甘味・旨味・サクサクとした
軽い食感・香ばしい香りが、スープをさら
においしく変身させます。

ステージ

●
❸
❷
●
❶
●

〒656-2302 淡路市大磯6番地
TEL：0799-74-3257
ユーアールエー株式会社

●
❹
❺
●
❻
●

❷ミレットマルシェ ソラ
※4/18のみ

「島と暮らす」では、おいし
い食の宝庫である淡路島
をはじめとした、瀬戸内エリ
アの穏やかな気候風土で
はぐくまれるおいしい逸品
を通信販売で全国の皆様
へお届けしています。
本日も食卓がちょっと豊か
になる淡路島と瀬戸内のお
いしいものをそろえました。
〒656-2302 淡路市大磯23番19
TEL:0120-732-081
島と暮らす

10
●

❼●
●
❽●
❾

ソラの黒米おはぎは、昨年
「マツコの知らない世界」
で紹介された甘味控えめで
ポリフェノールたっぷりのヘ
ルシーな人気のおはぎで
す。また雑穀エキスパート
の店長オリジナルの雑穀
ブレンドのおにぎりと淡路
鶏の唐揚もおすすめ。

〒656-0425 南あわじ市榎列小榎列183
TEL：0799-38-4014

❾株式会社島と暮らす

「抽選会」受付

10 じゃのひれマルシェ
●

レモン・淡路島なるとオレンジ

つ か み どり

（山形屋水産株式会社）

ゴミステーション

本部

入口

キッチンカー

12
11 ●
●

淡路島の恵みをお届けい
たします。
淡路島の食材をふんだん
に使った、スープが自慢の
本格「淡路島パエリア」が
ご家庭で味わえます。
また、
鮮 度 抜 群 の 旬 の お 魚を
クール便でお届けします。

〒656-0543 南あわじ市阿万塩屋町2660
TEL:0799-52-1239

ミレットマルシェ ソラ

じゃのひれマルシェ

❸星の果実園

❺淡路麺業株式会社

❼KUMI'S KITCHEN

［キッチンカー］
11 ふくカフェ
●

朝いちばんに摘み取った完
熟 苺を丁 寧に炊き上げて
作った当店一押しのコンフィ
チュールです。

簡単調理で本格パスタが
楽しめる！

こだわりトマト職人が栽培し
た味が濃くて甘みと酸味が
絶妙な兵庫県認証食品の
あわじ島グルメトマト®と五
つ星ひょうごに輝くトマトコ
ンフィチュールなどを販売
します。ご自宅用やお土産
にもお勧めできる淡路島産
のこだわり商品です。

淡路島の素材をたっぷり
使用した、外カリ中フワの
本格ベルギーワッフルと、
100％スペシャリティーコー
ヒーを使用した自家焙煎珈
琲を淡路島の湧水で抽出
しています。

〒656-2143 洲本市塩屋2-1-45
TEL：0799-70-7300
営業時間：10:00〜19:00
休業日：木曜日
（祝日は営業）

※変更する場合がございます。営業日をご確認ください。

麺一筋110余年。全国約3,000
店舗に生パスタをお届けする淡
路麺業が、初めて一般向けに開
発した淡路島生パスタと淡路牛
を贅 沢に使 用したボロネーゼ
ソースです。ぜひご賞味ください！
〒656-2225 淡路市生穂新島9番15号
TEL：0799-64-0811
星の果実園

❹淡路島魚繁

〒656-2401 淡路市岩屋11-23
TEL：050-3390-0093

淡路麺業

❻一般社団法人
淡路島オリーヴ協会

淡路島の海に棲む
妖怪アマビエでございます。
淡路島の海の幸・山の幸
生産者と料理人の
熱い想いがここに・
・
・

淡路島魚繁

〒656-0443 南あわじ市八木養宜上1408
美菜恋来屋内
TEL：0799-38-6161

※掲載の二次元コードはお使いの機種により読み取りが出来ない場合があります。予めご了承ください。

※4/17のみ

あわじ島グルメトマト

❽淡路インターナショナルホテル
ザ・サンプラザ

淡路島オリーヴ協会は、兵
庫県淡路島でイタリア原産
種のオリーヴ栽培の普及を
第一目的とし、島内で栽培、
収穫、加工、販売にわたるオ
リーヴ関連産業を創出し、
島内遊休地の活用、景観の
維持、雇用の創出、産業化
を通じた経済の活性化させ
るために活動をしています。

ちりめん山椒煮
サクラマス・サワラ等
淡路島食材・高級魚を
使った弁当がここに
ななな! なんと1000円で
いらっしゃいませ どうぞ
〒656-2132 淡路市志筑新島6-7
TEL：0799-62-0035

（クミーズ キッチン）

※4/17のみ

当館特製の「淡路島サクラ
マス寿司」は、今が旬の淡
路島一押しのサクラマスを
使った、美味しい美味しい
押し寿司。是非ご購入いた
だき、爽やかな淡路島の空
気と共にご賞味ください。
※写真のサクラマス寿司の包装紙
は、絵も文字も全て当館料理長
「田
中了介」
の揮毫したものです。

淡路島オリーヴ協会

〒656-0023 洲本市小路谷1279-13
TEL：0799-23-1212

淡路 ザ・サンプラザ

〒656-0152 南あわじ市倭文
長田224
受付時間：10：00〜18：00
定休日：木曜日、第2・第4金曜日
TEL：
０７９９-５３-６１７０

ふくカフェ

12 淡路島ピザ 石原商店
●
［キッチンカー］

「まいにち食べても飽きな
いように」
と日々メニューを
刷新しながらピザを提供す
る薪 窯を積 んだキッチン
カー。出店場所は北から南
まで、淡路島ぜんぶ。出店
先などの情報はInstagram
でチェックを。
〒656-2212 淡路市佐野2632-1
TEL：080-6102-2271
営業時間：11:00〜15:00
定休日：不定期
Instagram：@awajishima̲pizza

※営業場所/営業時間は出店場所によって異なります。

淡路島ピザ 石原商店

