
【主催】食のブランド「淡路島」推進協議会　
【構成団体】淡路日の出農業協同組合、あわじ島農業協同組合、淡路島牛乳（株）、淡路畜産農業協同組合連合会、
（一社）淡路水交会、兵庫県土地改良事業団体連合会淡路支部、（一社）淡路島観光協会、（一財）淡路島くにうみ協会、
淡路信用金庫、洲本商工会議所、五色町商工会、南あわじ市商工会、淡路市商工会、本州四国連絡高速道路（株）、
J Bハイウェイサービス（株）、洲本市、南あわじ市、淡路市、兵庫県淡路県民局 等 島内25 団体で構成  

【問い合わせ先】  オータムメッセ2018 事務局 TEL.078-362-0566（月～金）
淡路ワールドパークONOKORO
〒656-2142 兵庫県淡路市塩田新島8番5

2018

御食国淡路島をまるごと味わえる人気のグルメイベント！

次の必要事項をご記入のうえ、このチラシをご持参ください。
■お住いのエリア

＿　　　＿

■ご来場人数   ＿名

都 道
府 県

市 町
村

有効期限：2018 年11月10日（土）～11日（日）各日10:00 ～15:00

地元の農林水産物やご当地グルメ、加工品、スイーツなどを扱う地元のお店が一挙集合!

平成 30 年 11 月10 日（土） 9:30 ～
兵庫県淡路市塩田新島 3-2
淡路家畜市場内 特設会場
兵庫県酪農農業協同組合
　　　 TEL：078-976-5011

2018 年11月10日（土）・11日（日）10:00～15:00
淡路ワールドパーク ONOKORO
淡路島日本遺産委員会
淡路島日本遺産委員会事務局

（一般社団法人 淡路青年会議所内）
Tel. 0799-22-6611

淡路島日本遺産フェスティバル2018
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雨天決行 ・ 荒天中止



【大阪 ・神戸方面より】
■ 阪神高速神戸線 第二神明道路 明石海峡
      大橋 津名一宮ICより約15分
■ 名谷JCT（阪神高速湾岸線）  明石海峡大橋       
      津名一宮 ICより約15 分

■ 垂水JCT（神戸淡路鳴門自動車道）  明石海峡
      大橋  津名一宮 ICより約15分

【神姫バス三ノ宮バスターミナル・
JR 舞子駅高速舞子バス停より】
※神戸方面から高速バスでのアクセスが便利です！

■ 神姫バス三ノ宮バスターミナルより約70分  
      淡路ワールドパークおのころ下車すぐ

■ JR舞子駅高速舞子バス停より約45分  淡路
      ワールドパークおのころ下車すぐ

淡路島産食材こだわり宣言店
5周年記念ブース

イベントタイムスケジュール

イベントマップ

淡路島グルメラインナップ

吉備国際大学

南あわじ市直販所連絡協議会

（株）浜田屋本店

（株）北坂たまご
（兵庫県養鶏協会淡路支部）

（株）あわじ営商

（有）淡路ビーフ新谷

平岡農園

（株）多田フィロソフィ

（株）夢舞台 ウェスティンホテル淡路

農業生産法人
（株）チューリップハウス農園

（有）たかた

タイヨー珈琲

（株）淡路島観光ホテル

南あわじ市商工会
（料理旅館木村屋）

淡路日の出農業協同組合

（一社）淡路島観光協会

ひょうご雪姫
ポークブランド推進協議会

淡路畜産農業協同組合連合会

マーちゃんの茎わかめ佃煮

洲本商工会議所

北・南淡路農業改良普及センター

淡路 ・徳島交流連携推進協議会
（県民交流室）

ひょうご豊かな海
発信プロジェクト協議会

平成30年11月10日（土）
オープニン
グ会場

A

BBQテント
内ステージ

B

10:00-10:20
ザ・サーズディナイト

ジャズオーケストラの演奏のもと
オープニングセレモニーを開催

●

10:20-10:40 淡路島フォトコンテスト表彰式 ●

10:40-10:55 「こだわり宣言店」 宣言書授与式 ●

10:55-11:15
淡路島日本遺産フェスティバル 2018
オープニング及び淡路島日本遺産

サポータークラブ発足式
●

11:15-11:30 緑の少年団表彰式 ●

11:35-12:00 社会人ビッグバンドによるジャズ演奏
【ザ・サーズディナイトジャズオーケストラ】 ●

13:00-13:25 ジャズ演奏
【ザ・サーズディナイトジャズオーケストラ】 ●

13:30-13:55
淡路人形浄瑠璃

「日高川入相花王 渡し場の段」
【南あわじ市立南淡中学校郷土芸能部】

●

14:00-14:25 淡路島日本遺産PR
【淡路島日本遺産委員会】 ●

平成30年11月11日（日） 会場 A ステージB

10:00-10:25 吹奏楽演奏
【兵庫県立淡路高校吹奏楽部】 ●

10:30-10:45 徳島県観光 PR 【徳島県】 ●

11:00-11:25 ミュージックダンス
【兵庫県立 洲本高校ミュージックダン部】 ●

11:30-11:55
スティールパン演奏

【アスタ新長田スティールパン振興会
「ファンタスティックス」】

●

13:00-13:25
スティールパン体験会

【アスタ新長田スティールパン振興会
「ファンタスティックス」】

●

13:30-13:55
スティールパン演奏

【アスタ新長田スティールパン振興会
「ファンタスティックス」】

●

14:00-14:25 淡路島日本遺産PR
【淡路島日本遺産委員会】 ●

メインゲート

総合案内

淡路島日本遺産
フェスティバル2018

運営本部

BBQテント内ステージ

オープニング
セレモニー会場

※諸事情により、 内容 ・ 時間 ・場所等を変更 ・ 中止することがあります。 予めご了承ください。
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淡路ワールドパークONOKORO
〒656-2142 兵庫県淡路市塩田新島8番5

アク
セス

県政150周年記念事業  ひょうご五国博ふれあいの祭典地域事業
ステージイベントも盛りだくさん!! 

ジビエ焼きそば

旬野菜 ・とん汁
米粉ピンス焼き ・ にくてん

淡路島ソース他

淡路島産卵の販売

玉葱・玉葱ドレッシング
オニオンスープ ・ カレー（レトルト）

焼きしゃぶ

レモン ・みかん・みかんジュース
レモン酵素ジュース

レモンピール ・焼肉のたれ
ジャンボにんにく

かつおだし金の極味
淡路島の藻塩

淡路牛クロワッサンサンドウィッチ
淡路産オニオンスープ

あわじケバブ
淡路島チリビーンズポテト

野菜販売

焼菓子
（クッキー ・スイートポテト等）

あわじ島焼き

サワラカツバーガー ・サワラカツ
オリジナルドレッシング２種

はもの子どんぶり
沼島クッキー

農産物 ・加工品

淡路島牛丼

豚しゃぶ

ミニバーガー

わかめ茎煮
（甘口 ・辛口 ・ しいたけ味）

淡路島ぬーどる

淡路島なるとオレンジシフォンケーキ
郷土の押し寿司 ・ ピクルス

淡路島と徳島県の共同ブース
両地域の魅力や観光情報を紹介

豊かで美しい海をめざす取り組みを
パネル等で展示紹介


