
●住所

●氏名

●年齢

●連絡先

〒 ●参加人数

午前９時～午後3時30分（雨天決行
）

ひたちなか市総合運動公園
（ひたちなか市新光町49番地）

11月2・3 日2・3 日土 日祝

▲詳しい情報は
こちらをチェック！

内容

日時 11月16日土
7：10～15：00

集合 笹野消防署脇駐車場（7：00集合）

タコ釣り体験，醤油蔵見学，
さつまいものピザ作り体験

みんなで漁船とバスに乗って，ひたちなか市を味わっ
ちゃおう！

学校でもまだやらない体験が盛りだくさんのツアーに
20名様（抽選）ご招待！！

ご希望の方は下記『ツアー応募券』を切り取り，会場内
の応募箱に入れてください。

体験ツアー

キリトリ線

「さつまい
もPizza」

ってもう
食べた？

「醤油のデザート」
ってどんなの？

ワク
ワク

参加費
無料！

ワクワク

体験ツアー

応募券

※天候や海の状況によって予定を変更する場合があ
ります。　※漁船に乗船するので船酔いする方はご

注意ください。

※応募多数の場合は抽選となります。　※当選の通
知は電話連絡をもって返させて頂きます。

※当日会場内の応募箱に入れたもののみ有効とさせて頂きます。

「タコ
釣り」っ

て

やった
ことあ

る？

対象 小学生以上の親子

ひたちなか市

誕生25周年記念企画
ひたちなか市

誕生25周年記念企画

「ひたちなか市
」って

　控えめに言
って「最高です

！」

～スタッフおすすめの楽しみ方～

主催／ひたちなか市産業交流フェア推進協議会（勝田地区産業交流フェア実行委員会・みなと産業祭実行委員会・農業水産祭運営協議会）　共催／ひたちなか市・ひたちなか商工会議所・常陸農業協同組合・那珂湊漁業協同組合・磯崎漁業協同組合・那珂湊水産加工業協同組合・ひたちなか市観光協会・日立グループ

フッ軽で体験三昧コース

令和最初の秋の食べづくしコース

楽しさリアルガチ！コース

実験好きにはたまらない！？
科学の祭典ブース

交通安全も！高所作業車も！
Go!Go! 体験エリア

DHAもタウリンも豊富です。
一魚一会エリア

ここはまるで知識の泉！
ひたちなかいろいろ展

犬♡ネコ♡ポニー♡

動物愛護フェスタ

食欲の秋をここで満喫！
ひたちなか
味自慢エリア

ひたちなかの
デザートここにあり！

スイーツ＆パンフェア

珍しい味そろえました！
ウキウキ　姉妹・交流都市
物産展エリア

ここだけの外国の味！
ニコニコ交流エリア

おまつり気分でエンジョイ！
どきどきおまつりエリア

ヒーローショーだけじゃない！
わお！わお！
ステージエリア

おまつりの
クライマックスはこれだ！
上棟式（両日14：00～）
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産業交流フェア指定駐車場周辺拡大図

・通行の妨げになりますので、路上駐車はご遠慮ください。
・車でのご来場は、指定駐車場をご利用願います。
・混雑が予想されますのでお車の迂回のご協力をお願いします。

❶ 11：20～
❷ 13：50～

12：00～

騎士竜戦隊リュウソウジャー ショー騎士竜戦隊リュウソウジャー ショー
❶ 9：50～　❷ 14：30～

フラダンス

2日土
姉妹都市
　那須塩原市による

ひたちなか
　フラ協会による

黒磯巻狩太鼓

3日日

3日日

仮面ライダーゼロワン ショー仮面ライダーゼロワン ショー
❶ 9：50～　❷ 14：20～

2日土



1 ㈱NEXT・カワシマ 京セラ 蓄電池システム，ヘムシステム
2 勝田建築業組合 建築関係PR
3 ひたちなか電設業協会 省エネルギーをテーマにした展示，風船配布

4 茨城県トラック協会
常陸那珂支部 業界PR

5 勝田環境㈱ 会社内容PR
6 若返りの骨盤矯正 整体

7 ㈱千成屋 アニバー
サリースタジオANGE 寝相アート，着物体験

8 すまいりんぐ ひたちなか 住宅展示場のPR，抽選会
13 スズキアリーナ茨城 車両展示
14 日産茨城会 自動車の展示
15 茨城スバル自動車㈱ 自動車の展示
16 茨城トヨタ自動車㈱ 自動車の展示

17
ひたちなか市交通安全 
フェスティバル

（2日のみ）
保育園児の発表,交通安全○×クイズ,
パトカー展示,反射材を作ろう

18 ひたちなか市
造園事業（協）

高所作業車無料体験（3日のみ），
草花プレゼント

19 国体推進課 茨城国体報告会
20 ハガサイクル ストライダー試乗会

21 自動車アセスメント
試験車両展示 自動車アセスメント試験車両展示

22 茨城県自動車整備
勝田支部 バッテリーカー，抽選会(3日のみ)

9 野岩鉄道㈱ グッズ販売等（2日のみ）

10 鹿島臨海鉄道㈱ オリジナルグッズ,鉄道古物 
廃札切符等の販売（2日のみ）

11 ひたちなか海浜鉄道㈱ 鉄道グッズ

12 ひたちなか市の
公共交通

コミュニティバス，路線バス展示,
公共交通アンケート,パンフレット

36 ㈱あ印 タコのオリーブオイル漬け
37 五代目 常造 目光唐揚げ，くじら竜田揚げ
38 たつみ庵 エビ天丼の太巻き,とん汁

39 ホテル
クリスタルパレス

ホタテ，サザエ串焼き,マグロ串カツ,
あんこうベーコン巻き,
あんこうカレー,魚のつみれ汁

40 CafeTamariba サバサンド

23 生活協同組合
パルシステム茨城栃木 商品試食

24 薬物乱用は
「ダメ。ゼッタイ。」 薬物乱用防止PR

25 ひたちなか保健所 食の安全安心啓発
26 ひたちなか市観光協会 観光協会推奨品展示等

27 ひたちなか商工
会議所青年部

焼きそば，ポップコーン，生ビール，
松茸ご飯

28 ひたちなか商工
会議所女性会

さつまいも入りけんちん汁，
磯部もち，赤飯

29 ご当地グルメ
~Fight&Smile~

幸福の黄色いスタミナ(2日のみ)，
みなとのたこめし，勝つサンド

30 ㈱サザコーヒー コーヒー，コーヒー豆
31 元気∞ 焙煎落花生

32 串焼 和樂 焼鳥盛合せ，常陸牛すじカレー，
常陸秋そば入りすいとん

33 本田商店 焼きそば，からあげ，
ぐるぐるウインナー，もつ煮込み

34 ふるさとキムチ キムチ，チヂミ，トッポキ，ホットドッグ，かき氷

35 本悠会蕎麦打ち体験 蕎麦の試食と販売，蕎麦打ち体験，
道具類販売

41 cafe tamariba 自家製レモネード

42 うまいもん処
風林亭

けんちんうどん・そば，丼もの，
からあげ，ソフトアイス

43 ちゃあしゅう屋 鯛だし白正油ラーメン，ちゃあしゅう丼
44 CRONOSS マーボー丼，エビチリチーズ丼
45 茨城中央ほしいも協同組合 茨城県産ほしいも
46 氷屋cafe旬果 ~syunka~ 天然氷の生シロップかき氷
47 かるかも やっこ凧 ローズポーク豚串，ローズポーク入りお好み焼
48 かっぱのめし屋 威風 牛ステーキ，牛串，やきそば
49 ㈱アオイ 焼き小籠包，チョコバナナ
50 すきやねん ひたちなか たこ焼き
51 やきとり らいおん 炭火焼きとり，ふりそで唐揚げ，ドリンク

52 インド料理 ブラフマー インドカレー，ナン
53 焼肉 樹々 牛カルビ丼，牛タン塩丼，牛串焼
54 ななかまど からあげ，スタミナラーメン，おこわ

55 発酵浴&カフェ
ひなゆ

バナナジュース，甘酒，タピオカ，
パン，お茶，米粉

56 ひたちなか市
農業後継者クラブ 焼き芋

57 ひまわりの会 スティックスイート（2日のみ）

58 JA常陸 女性部
那珂湊支部

磯部焼き餅,おしるこ,アイス苺,
切り餅（3日のみ）

59 三代目 大忠家 焼肉串，フライドポテト
60 えんにち フライドポテト，焼きそば，肉巻きおにぎり
61 ねぎ亭 焼きとり，フランク

62 酒菜おかめ 肉巻きおにぎり棒，
海鮮かき揚げそば・うどん

63 沖縄料理
ちゅらさん

サーターアンダギー，
ゴーヤバーガー，スパムおにぎり

64 ハートケアセンター
ひたちなか

焼きそば，フランクフルト，
鳥肉鉄板焼

65 キムチ屋 仁 旬の野菜のキムチ
67 炭火焼鳥備長 焼鳥，から揚げ，やきそば
68 来鳳 ラーメン，焼きだんご，スタミナラーメン

69
いばらきコープ
コープデリ
ひたちなかセンター

商品試食，ガラポン，
モンスターバルーン

70 モスバーガー チーズバーガー，ホットドッグ，スープ
71 茶の みやた園 茶，海苔，雑貨

72 ひたちなか市認定
農業者の会

五目おこわ,特栽，
特選ふくまる（精米）（2日のみ）

73 ひたちなか市
農業委員会 赤飯（3日のみ）

74 JA常陸 女性部
勝田支部

けんちんうどん,コロッケ,
メンチ,ハムチーズかつ

75 JA常陸 ひたちなか
営農経済センター 磯辺焼き,おしるこ,アイス苺

76 那珂湊漁業協同組合 地魚料理販売

77 那珂湊水産加工業
協同組合 蒸し蛸，味付蛸，酢蛸

78 磯崎漁業協同組合 一口アワビ

79 茨城中央食肉事業
協同組合 焼鳥，唐揚げ，豚ホルモン焼

80 ソウル市場 チーズタッカルビ，チヂミ，トッポキ
81 インド料理 曼陀羅 インドカレー，ナン，タンドリーチキン

82 小料理 あかり 肉しゃぶうどん，ベーコンの串焼き，
豚汁，もつ煮

83 キッチンハウス イカ焼き，ロングポテト
84 ㈲安物産 たい焼き，焼き芋，あんまん，肉まん，青果物
85 ㈱ヨシケイミト ミールキットお試し販売
86 メガックス企画 三角くじ（おもちゃ）
87 ファッション雑貨 ナスカ 三角くじ，わたあめ
88 わくわくビーファーム 焼菓子，ジャム，はちみつ
89 年賀はがき 年賀はがき，切手
93 アキーズPizza 石窯ピッツア，イタリアン串，アルコール等
94 ソフトバンク ひたちなか 抽選会

95 auショップ ファッション
クルーズひたちなか 携帯電話の販売，案内等

96 ドコモショップ
シーサイドひたちなか店 携帯電話，スマートフォン展示販売

108 那珂湊 焼きそば大学院 那珂湊焼きそば

122 五浦ハム ハム焼,豚ドッグ,厚切スモーク牛タン焼,
プレミアムハム焼

125 茨城県畳商工業組合
青年部 畳小物，ミニゴザ製作体験，販売

126 ㈲川上瓦工業 屋根材，外壁材，屋根施工実演，
お絵かきかわら体験

127 個性が光る夢アート 子供達無料ワークショップ
128 パッション飛田 シバクイーン(草取鎌)，多肉植物
129 ダスキン那珂湊 モップ，マット，洗剤等
130 会員サービスコーナー 会員サービスコーナー

90 栃木県小山市 
ぱすてるのおもてなし

桑うどん,パスタ,桑茶,酒かすチーズ
プリン,菓子,野菜 洋服,バック他

91
栃木県栃木市
おおひらアグリ
ツーリズム推進協議会

黒大豆

92 栃木県足利市 
足利大麦餃子 足利大麦餃子

97 新潟県新潟市 いちむら 新潟きわみタレづけからあげ，半身揚げ
98 那珂湊漁協 女性部 サンマつみれ汁,地魚料理販売（2日のみ）

99 磯崎漁協 婦人部 シイラつみれ汁（3日のみ）

100 ひたちなか市福祉の店
連絡協議会 「人来鳥の杜」

焼き菓子,グラノーラ，焼き芋,
惣菜,手づくり雑貨

101 （公社）ひたちなか市
シルバー人材センター 事業紹介,野菜,手芸品販売

102 群馬県沼田市
沼田フルーツ

りんご,りんご加工品，
野菜,こんにゃく

103 茨城町 しじみ,アールスメロン, 
常陸牛カレー（レトルト）販売

104 宮城県石巻市 
たつみ食品 海藻類販売

105 宮城県石巻市 ㈲風月堂 ずんだ餅,ずんだ茶きん，ずんだシェイク

106 宮城県石巻市 
海産工房ささき 石巻焼きそば,海鮮串焼き,ほたて鍋

107
宮城県石巻市 
石巻茶色い焼きそば
アカデミー

石巻焼きそば

109 秋田県湯沢市 重右衛門 がっつりターキー,ビール

110 （一社）湯沢市観光
物産協会

湯沢蒸し味噌きりたんぽ， 
果物,乾燥野菜

111 県立海洋高校 缶詰

112 宮城県石巻市
（姉妹都市） かき鍋，缶詰

113 栃木県那須塩原市 
㈲むらき

ハム，ベーコン，ソーセージ焼き,
ローストビーフ,焼きおにぎり,漬物

114 栃木県那須塩原市
（姉妹都市）

観光PR（3日のみ）,塩原大根（3日のみ）,
巻狩鍋（2日のみ）

116 那珂湊高校
「みなとちゃん」

缶詰,ジュース,ジェラート,
ぬいぐるみ（3日のみ）

117 群馬県前橋市
㈲中川漬物

ウメジュース，漬物，
農産物，飲料

118 群馬県前橋市
㈱上州ミート 焼物，揚物

119 群馬県前橋市 
Mon Conamon

シキシマプリン,
米粉のガトーショコラ

120 群馬県前橋市 
大甘堂菓子舗

おしるこ,いそべ焼き,団子,
大どら焼き

121 群馬県玉村町
㈱リッキー かき氷,ポテト,チュロス,からあげ

123 ベルギーフェア ベルギー事前キャンプPR
124 茨城ロボッツ 等身大パネル，グッズ販売（3日のみ）

137 サザコーヒー ブレンドコーヒー
138 smile洋菓子店 ケーキ，ドーナツ，プリン，焼き菓子，パイ

139 ハートケアセンター
ひたちなか フィナンシェ，パウンドケーキ

140 ご当地グルメコーナー 勝つ!サンド，ほっし~も
141 那珂湊菓子商工組合 イチゴダッペ，マドレーヌ，てっぽう玉
142 パン工房 ぐるぐる シュトレン，クリームパン
143 ミル アベイユ ケーキ，シュークリーム，ロールケーキ，エクレア
144 シフォンケーキ工房 樹里 シフォンケーキ各種，クッキー

145 醤油スイーツ
黒澤醤油店 プリン，甘酒，アイス

146 プレミアヴィラ フレンチトースト，お汁粉，
タピオカミルクティー，抹茶ミルク

147 モンシェリ カノウヤ ロールケーキ，プリン，食パン，ドーナツ，
甘食，カツサンド

148 ミシェル洋菓子店 ケーキ，パフェ，クレープ，シフォンケーキ，プリン
149 勝田パン菓子組合 さつまいもとリンゴのパイ

131

ひたちなか動物愛護
フェスタ2019

・ポニー乗馬，えさやり（2日のみ）
・長寿犬・猫表彰（2日のみ）
・市民公開講座（2日のみ）
・ふれあい動物園（3日のみ）
・犬猫譲渡会（3日のみ）

ひたちなか動物愛護
フェスタ2019

（両日）

・ドッグカフェ
・動物愛護パネル展
・犬・猫用品頒布　

132 ロシア物産品販売 ロシア食品,民芸品販売

133  むぎふみの会 コーヒー，コーヒー豆，はちみつ，チョコ
レート販売,エチオピアの雑貨等販売

134 メサフレンドシップ ケニア支援,ケニア雑貨販売

135 ウクライナ
チャリティバザー

ウクライナ紹介等パネル展示，
民芸品，手作り作品等販売

136 ひたちなか市
水道事業所

震災時における応急給水箇所の紹介 
上坪浄水場更新事業の紹介 
水鉄砲遊び,アンケート

いけいけ 乗り物エリア

Go! Go!  体験エリア

ワイワイ ひたちなか味自慢エリア

モグモグ 一魚一会エリア

ウキウキ  姉妹・交流都市物産展エリア ニコニコ 交流エリア

きゅんきゅん♥ 動物愛護エリア

メロメロ スイーツ＆パンフェアエリア


