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 ２０２２年４月１４日 

南海電気鉄道株式会社 

磯 の 浦 観 光 協 会 

一般社団法人マリンパーク磯の浦 

和歌山県サーフィン連盟 

 

「イソコ」の愛称で親しまれている磯の浦海水浴場において 
「磯の浦マーケット＆フィットネス」イベントを初開催！ 

ビーチクリーン、フィットネス、キッチンカー、フリーマーケットを 
４月２３日（土）・２４日（日）に開催します。 

 

南海電気鉄道株式会社（社長：遠北 光彦）、磯の浦観光協会（会長：有田 勝

彦）、一般社団法人マリンパーク磯の浦（会長：杉本 慶蔵）、和歌山県サーフィン連

盟（会長：梅本 利樹）では、「磯の浦海水浴場」の魅力発信を目的に、「磯の浦マー

ケット＆フィットネス」イベントを初開催します。 

 

「磯の浦海水浴場」は、年間を通じてサーフィンが存分に楽しめる関西屈指

のサーフィンスポットとして人気で、全国的にも数少ない白砂の天然海岸で

す。また加太線磯ノ浦駅から徒歩１分というアクセス便利な場所に位置しており、天

候の良い日はとてもきれいな夕日をご覧いただけますので、当イベントを通じて、磯

の浦海水浴場で１日お楽しみください。 

詳細は以下のとおりです。 

 

１．日  時  ２０２２年４月２３日（土）、２４日（日）９：００～１８：００ 

２．場  所  磯の浦海水浴場（加太線磯ノ浦駅から徒歩１分） 

３．参加費  無料（磯ノ浦駅までの運賃、飲食や物販には別途代金が必要です） 

４．イベントスケジュール（両日とも） 

時間 イベント名 内容 

9：00～10：30 磯の浦海水浴場の 

ビーチクリーン 

～ゼロゴミアワード２０２２～ 

和歌山県サーフィン連盟主体で、磯の浦海水浴場のビーチクリー

ンを実施します。 

11：00～16：00 

 

トレーナーによる 

フィットネス実演や体験会 

南海電鉄、PPTO※及びエニタイムフィットネスが主体で、ビーチ

でバイクマシンなどを使用した「運動エネルギー」を「電気エネル

ギー」に変換するイベントや、ビーチに設置した障害物をクリアす

るサーキット障害物レースを開催します。 

※PPTO：一般社団法人国際プロフェッショナルパーソナルトレーナーズ機構 

11：00～18：00 キッチンカーや 

フリーマーケットによる 

磯の浦マーケット 

磯の浦観光協会及びマリンパーク磯の浦が主体で、磯の浦海水

浴場の駐車場内にキッチンカーやフリーマーケットを出店し、マー

ケットを開催します。 

※各イベントの詳細は別紙のとおりです。 

磯の浦海水浴場の夕日 

磯の浦海水浴場 
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磯の浦海水浴場のビーチクリーン ～ゴミゼロアワード２０２２～ （9：00～10：30） 

 

和歌山県サーフィン連盟主体で磯の浦海水浴場のビーチクリーンを実施します。日頃、生活やサーフィンで

お世話になっている海への感謝の気持ちと、世界に誇れる磯の浦ビーチとしていくため、「ゴミゼロアワード

2022」（海岸清掃）を行います。 

 

【開催時間】 ９時００分から１０時３０分 ※９時００分集合 

【持 参 品】 軍手、飲料水など（ゴミ袋はご用意します） 

【注意事項】 ビーチクリーン開催時間中は海には入れません。 

 

 

トレーナーによるフィットネス実演や体験会（11：00～16：00） 

 

南海電鉄、PPTO 及びエニタイムフィットネスが主体で、磯の浦海水浴場にフィットネス器具を設置し以下の

イベントを実施します。フィットネスジムならではの特徴を活かした SDGs の取組みとして、バイクマシンを使

用した「運動エネルギー」を「電気エネルギー」に変換する「エコ啓発イベント」などを実施します。 

※いずれのイベントもイベント参加前に同意書にご記入いただきます 

 

【開催時間】 １１時００分から１６時００分  

※随時受付 

（参加人数に限りがあるため受付できない場合があります） 

【参 加 費】 無料 

【イベント内容】 

①エアロバイクでプロテインシェイク 

※エアロバイクを漕いで発電させた電気でミキサーを動かしプロテイン    

をシェイクし試飲するイベント。 

②エアロバイクで発電チャレンジ（電車を動かす電力を生み出すまで漕げるかを体験） 

※身をもって電気の大切さを体感できる、フィットネスジムならではの節電啓発イベント 

  磯ノ浦駅から加太駅間２．５㎞を動かせる電力量を、２日間で発電することを目標とします。 

③ビーチでサーキット障害物レース（トレーナーによる実演と体験会） 

      ※１周５種類の障害物をクリアしていくレースです。（入賞者には景品をプレゼントします。） 

④エニタイムフィットネス担当者による AED 講習会 

 

※上記①～④のいずれかのイベント体験者にノベルティをプレゼント（数に限りがあります） 

※イベント内容は変更になる場合がございます。 

 

 

キッチンカーやフリーマーケットによる磯の浦マーケット（11：00～18：00） 

 

磯の浦観光協会及びマリンパーク磯の浦が主体で、磯の浦海水浴場の駐車場内にキッチンカーやフリーマ

ーケットを出店にするマーケットを開催します。 

 

【開催時間】 １１時００分から１８時００分  

【参 加 費】 無料（飲食や物販には別途代金が必要です） 

【出店予定店舗】 ２日間の出店予定店舗は次ページに記載のとおりです。 

             ※出展店舗は予告なく変更になる場合がございます。 

別 紙 

ゴミゼロアワード２０２１の様子 

 ビーチでサーキットのイメージ 

キッチンカーイメージ 
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４月２３日（土）                          ４月２４日（日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他 

イベント詳細は「めでたいでんしゃホームページ」をご確認ください 

http://www.nankai.co.jp/kada/medetai.html 

 

感染対策について 

※関係者及び出店者は、事前検温・体調チェック・マスク着用・こまめな消毒を徹底します。 

※関係者及び出店者は、来場者に接触確認アプリ「COCOA」の積極利用を推奨します。 

※来場者に事前検温・体調チェック・マスク着用・こまめな消毒を呼びかけます。 

※イベント会場では適度な距離を保つよう放送や掲示物で注意を促します。 

※各ブースでは消毒を徹底します。 

 

・主 催   南海電気鉄道株式会社、磯の浦観光協会、一般社団法人マリンパーク磯の浦、 

和歌山県サーフィン連盟 

・協 賛   株式会社 Fast Fitness Japan（エニタイムフィットネス） 

・協 力   株式会社 FM802、一般社団法人国際プロフェッショナルパーソナルトレーナーズ機構

（PPTO）、MYPROTEIN、エビアン 

・後 援   和歌山市 

以 上 

4/23(土) 店名 内容

ゆいむん 沖縄料理

アサイロ タコライス、ロコモコ、ドーナツ

Café Gluck スペアリブ、ポークたまごおにぎり

MOGMOG 唐揚げ、ポテト,バナナジュース

自家焙煎屋 コーヒー、ソフトドリンク、ワッフル

VASAVA　フードトラック 唐揚げ、ポテト

Semicolon サーモンポキ丼

Sunnys wakayama クレープ

まぶキッチン ローストビーフ、ローストビーフ丼、タルト

空とぶからあげ113号 唐揚げ

ロードエイドステーション コーヒー

あげかまぼこ濱辰 天ぷら、唐揚げ

CAFÉ SQUARE コーヒー

菓子工房　お茶の子 焼き菓子、ドリンク

丸隆水産 海鮮浜焼き、伊勢海老の味噌汁

ワインショップ　FUJIMARU お好み焼き、ナチュラルワイン

Nomcraft Brewing クラフトビール

Fantasy Mode. クリームソーダ、雑貨

mavie アパレル、セレクト商品

Uncle Akio 古着、サーフボード

SLOW LIFE SHOP アパレル、サーフ用品

ヤ～マ 子供古着、おもちゃ、雑貨

tomiiiの店 古着、雑貨、ウエットスーツ

anjelica 釣り、アウトドア用品、アクセサリー、雑貨

select shop One. 子供服、雑貨

THE DAY Tシャツ、キャップ、バッグ等にシルクスクリーン

everything with love j Tシャツ、キャップ、バッグ等にシルクスクリーン

The old jack USA雑貨

Agency Market☺ 雑貨

SMILE 古着、雑貨、自転車、サーフボード

AIZ 雑貨

Welina×Replume マクラメ編み小物、アクセ、雑貨、犬用品

M 古着、アクセサリー

HIKARI healing&school サンドアート、ハワイアンアロマ、

Bu_Bu_days レジンアート作品、古着、コーヒー豆

MIOSHROOM 古着、ポストカード

サイバール(株) ナイフ、フォーク、サーフポンチョ

アイセンインダストリアル(株) スポンジ、タオル、バス、トイレ用品

KU 服、文房具、生活雑貨

南海電鉄 物販

西脇中学校 バザー

フ
ー

ド

フ
リ
ー
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ー
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4/24(日) 店名 内容

ゆいむん 沖縄料理

アサイロ タコライス、ロコモコ、ドーナツ

Café Gluck スペアリブ、ポークたまごおにぎり

MOGMOG 唐揚げ、ポテト、バナナジュース

自家焙煎屋 コーヒー、ソフトドリンク、ワッフル

VASAVA　フードトラック 唐揚げ、ポテト

Semicolon サーモンポキ丼

ロードエイドステーション コーヒー

菓子工房　お茶の子 焼き菓子、ドリンク

ワインショップ　FUJIMARU お好み焼き、ナチュラルワイン

丸隆水産 海鮮浜焼き、伊勢海老の味噌汁

あげかまぼこ　濱辰 天ぷら、唐揚げ

Market Wakayama コーヒー、焼き菓子

Nomcraft Brewing クラフトビール

THE CUPCAKES PARLOR カップケーキ

Fantasy Mode. クリームソーダー、雑貨

SMILE 古着、雑貨、自転車、サーフボード

SLOW LIFE SHOP アパレル、サーフ用品

Tomiiiの店 古着、雑貨、ウエットスーツ

SURF VANCOOL ハンドメイド雑貨

サルマンガレージ オールドサーフ古着、スニーカー

ombak波～laut海 古着、ビーチテイスト食器

everything with love j Tシャツ、キャップ、バッグ等にシルクスクリーン

mavie アパレル、セレクト商品

MIOSHROOM リメイク古着、ポストカード

HIKARI healing&school サンドアート＆ハワイアンアロマ

laughknot マクラメ作品

anne the sun 子供服、帽子、水着、大人用アクセ

AIZ 雑貨

Bu_Bu_days レジンアート作品、古着、コーヒー豆

The old jack USA雑貨

プライベートサロン凜佳 マッサージオイル、クリーム、化粧品

Agency Market☺ 物販

törpe パラグアイの伝統刺繍で作ったアクセサリー

gypsophila ハンドメイドピアス

tateguyatk 木工アクセサリー、雑貨

アイセンインダストリアル(株) スポンジ、タオル、バス、トイレ用品

サイバール(株) ナイフ、フォーク、サーフポンチョ

AINA 服、ポストカード

MY 服、セレクト商品

南海電鉄 物販

西脇中学校 バザー

フ
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http://www.nankai.co.jp/kada/medetai.html

