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ご 出 展 店 舗2016 ２日間

京丹後の地酒（白木久）をサーマルタンク（酒サーバ
ー）にて販売いたします。出来立て、しぼりたて酒粕も同
時販売します。

三島郡島本町広瀬1-4-11
tel.075-961-0052

小林酒店

2日間

ひとつずつ手描きのお洒落なプラバンアクセサリー＆
かわいい系消しゴムはんこ。島本町内の手づくり市常
連出展の二人の共同出店です。

三島郡島本町青葉3-10-14
tel.075-757-4718

はなもね＆かめたん工房
1日（11/6）

内装用（カウンター）鉄フレームの設計、製図、加工販
売を提供しております。

三島郡島本町広瀬1-824-2
tel.090-8285-5366

Bucotsu
２日間

新高槻名物？！焼肉キンパ（韓国風のりまき）はここだけ
のオリジナル。変わりキムチとご一緒に一度は食べて
みないと！！

高槻市白梅町４－１西武高槻店B1
072-682-6627

のりまきのすけ
２日間

地元の竹林を間伐した、竹材を製炭する。100％地
産地消の竹炭を使った手作り竹炭雑貨は私達の生
活を心地よいものにするばかりでなく、環境保全にも
貢献できると考えています。

高槻市日吉台五番町9-19
tel.072-698-1532

チャコールファーム
２日間

阪急高槻市駅からすぐの町家を改修したシェアアトリ
エ福寿舎。所属作家たちがつくる独自の高槻ブランド
アイテムをご覧ください。

高槻市城北町1-9-6
tel.072-674-1131

つくりびとのいえ　シェアアトリエ福寿舎

1日（11/5）

日越友好の懸け橋になります。

茨木市主原町3-18
tel.072-632-3595

髙石工業株式会社 
ベトナム工場操業開始記念 ベトナム物産展

２日間

地元、茨木市忍頂寺にて自家焙煎した、新鮮で香り高いコーヒー
豆を販売致します。フェアトレード、レインフォレストアライアンス認
証などの環境に優しいコーヒー豆も数多く取り揃えております。

茨木市大池1-14-40
tel.072-646-6427

たたらば珈琲
２日間

北摂を発祥地として、創立37周年を迎えたアピス薬局
が、地域のお客様の「セルフケア」推進を応援します。

茨木市東太田3-7-2
tel.072-631-2030

アピス
２日間

焼き菓子・布小物・漆喰シーサー・樹脂アクセサリー
等 ク々ラフト作品・アロマワークショップ 

茨木市松ヶ本町3-16
tel.072-624-1980

cafeなかちよ
２日間

阪急茨木市駅前にあるポーラザビューティー阪急茨木
店です。ハンドトリートメントでエステの気持ちよさを是非
味わってみて下さい。

茨木市舟木町1-7　三輪ビル2階
tel.072-634--2202

ポーラ　サービス体験ブース

２日間

手作りにこだわっています。既製品とちがい、味のある
一店物を提供しています。

茨木市天王2-6-H-901
（ペイント工房ルピナス）
tel.072-601-1126

北摂手作り仲間の会
1日（11/5）

焙煎仕立ての新鮮な珈琲豆は、乳幼児の体にも優し
いアルカリ性健康飲料です。ブラックの美味しい、ふか
ふかなアロマな余韻を堪能頂けます。

茨木市北春日丘3-9-21
tel.080-1486-8502

UTA（うた）珈琲焙煎所
２日間

オーガニック・ハンドメイド商品をコンセプトにしたブラン
ドです。当日はアクセサリーをつかったヘアアレンジブー
スでその場でアレンジも。

大阪府摂津市千里丘東3-7-20
tel.072-624-5278

ambiance
２日間

各手作り体験を親子でしていただいて、無垢材本来の
良さをもっと知ってほしい

摂津市鳥飼中2-5-10
tel.072-653-1006

株式会社　平松工務店
２日間

お菓子で日本の四季移ろいを表現し見て美しく食して
美味しいを基に創作しています。

摂津市千里丘東1-6-8
tel.072-622-2908

御菓子司　さわや

２日間

こどもからおとなまで、誰でも、指でくるくる描けるパステ
ルアートの作品づくり。心も体も開放され、元気になる
アートです。

摂津市鶴野2-7-4-503
tel.080-3787-7345

ゆびまるこ
２日間

トロトロで最後までしっかりおいしい当店NO1のプリン
を始め、生産が追い付かないほど人気のショコラブッセ
などが登場します。

摂津市香露園3‐17‐4
tel.090-9981-8504

なっちのプリン
２日間

「アウトドアやレジャーにぴったり防水性の子供用キリ
カブイスの販売。キリカブイスに絵を描いていただける
ワークショップも行います。」

摂津市鶴野2-9-19-101
tel.072-636-8201

OSAKA ACE
1日（11/5）

いつも笑顔で過ごせるように、生活にリラックスタイムを
とり入れてみませんか？プチリラックスをご用意してお待
ちしております。

摂津市正雀本町1-38-10-104
tel.06-6317-0663

心とからだのリラックス＆リフレッシュ
1日（11/5）

ガサガサかかと。洗うと同時に程よいマッサージ効果で
足裏から血流改善。毎日続けられる足裏磨きのケアア
イテムです。

吹田市江坂町1-17-14 江坂吉川ビル4F
tel.06-6369-5681

フットグルーマー ～自ら健康に、美しく～

２日間

「大阪産（もん）」を使ったオリジナリティ溢れる和菓子
を販売致します。当店1番人気くるみもち、能勢栗のお
赤飯、カステラ等。

吹田市昭和町14-16
tel.06-6381-5485

御菓子司 津村屋
２日間

心と身体を健康にし、女性（アナタ）らしく動き出すきっ
かけとなるモノ（食品・雑貨・ヒーリング）を提供します。

吹田市長野東28-39
tel.090-9274-6072

女性（アナタ）の中の何かを
動かすヒト・モノ・コトと繋ぐ場 ～Earth～

２日間

今回は、天然木とアイアンとエイジング塗装にこだわっ
た1点物のオリジナル作品もご用意致しました。ぜひお
立ち寄り下さい。

吹田市江坂町2-20-33
tel.06-6319-8282

furemo
２日間

リメイク缶・木工雑貨などにオリジナルのステンシルを
施し、ジャンクな雰囲気に仕上げたインテリアアイテム
を多数取り揃えております。

吹田市江坂町2-20-20-409
tel.06-6380-8864

Studio－here
２日間

海外で買い付けたアンティークや雑貨、手作りのクラフ
ト等を販売。D.I.Yのサポートなどの相談も気軽に行っ
ております。

吹田市豊津町16-8
tel.06-6384-2274

CLUTCH

1日（11/6）

本物と見間違うほどのクオリティーの高いアートフラワ
ーの販売と人気のスワッグ作りを体験してみませんか 
初心者の方も大丈夫！

吹田市山手町2-1-5
tel.06-6338-0575

アートフラワー　フルールドソニア
２日間

「国産小麦・天然酵母で焼いたパン、こだわりの手づくりク
ッキーのお店です。ポーチなど小物雑貨も販売します。人
気の消しごむハンコの販売。オーダーメイド可能です。」

吹田市昭和町10-20
tel.06-6317-1231

HAPPY＆SMILE
２日間

輸入食品とセレクト雑貨を取扱う宝石箱のようなお店です。
お店イチオシのハース＆ハース　フルーツティーはお茶を楽
しんだ後のフルーツも食べられる2度美味しいお茶です。

豊中市蛍池中町3-2-1　ルシオーレ2階
tel.06-6846-1256

マーケットバスケット、ハース＆ハース
２日間

無添加手作りジャム専門店。自然派だが味へのこだわ
りはそれ以上。今年3月英国で開催された「マーマレー
ド世界大会2016」で金賞受賞。

池田市井口堂1-6-20
tel.070-5264-4064

タツタジャム
２日間

ソックスカフェをテーマに快適でズレにくい、デザインソックスを
販売！ テイクアウト用の紙コップにお気に入りの靴下を入れて、
お持ち帰りいただけます。人気のジンジャーフードも登場します。

茨木市耳原2-9-38-4
tel.090-6736-6725

ソックスはきこ

２日間

2016年10月に蛍池から豊中駅前に移転し、ココロに
もカラダにも優しい焼き菓子を焼いています。焼き込み
タルト、キッシュ、焼き菓子の販売。

豊中市本町1-2-46
tel.090-7867-0205

Yakigashiya Lucca
1日（11/6）

抱っこひもが使わない時に「だらーん」とするのを解決！
たくさんの種類から選べるおしゃれでスマートな抱っこひ
も収納カバー「ルカコ」がお得に買えるチャンス！

豊中市豊南町西3-10-10
tel.06-7505-2841

抱っこひも収納カバー専門店ルカコ
２日間

気持ちのいい野外でタイ古式マッサージを体験しませ
んか？ その他肩首集中ケアやリフレクソロジーなども
お疲れの部位に合わせてどうぞ。

豊中市岡町南1-5-10
tel.06-7503-7622

くつろぎタイ古式マッサージ
２日間

店頭では販売出来ないラベル不良などのワインをロ
ハス限定でお手頃価格で販売。勿論グラスワインも。
リンゴ無添加ストレートジュースも販売、絶品です。

箕面市牧落1-19-19
tel.072-722-3019

北摂ワインズ
２日間

北摂の素材を使った焼菓子やフランス産の百花蜜を
使ったカヌレは当店を代表するお菓子です。

箕面市白島3-7-2
tel.072-729-0285

パティスリークリドコック

２日間

北新地の老舗割烹で長年修業を積んだ職人による品
質にこだわった特製鯖寿司。

箕面市牧落3-2-22
tel.072-737-4833

割烹はんべい特製鯖寿司
２日間

「たった10分揺らすだけで腰痛解消？！」腰痛を解消し
たい時、○○することが実は悪化につながります。気
になる方は是非♪

箕面市西小路1-8-11-106
tel.072-723-6089

マドンナ鍼灸整骨院
２日間

端材や空き缶を使って、簡単に家で楽しむことができ
る雑貨づくりをペイント体験を通して紹介します。

箕面市坊島4-1-1
tel.072-722-1231

箕面ものづくり隊
２日間

微生物農法で育てたお米に、七種類の雑穀を合わせ
た、佐賀県嬉野産の地球と身体に優しい【七穀ごは
ん】をご紹介いたします。

箕面市森町北1-8-9
tel.072-741-5243

bikky crop&zakka
２日間

箕面で18年ケーキカフェ・アリスです。フェアトレード認
証モカコーヒーと珈琲タイムを幸せにする焼菓子・天然
酵母パンもご一緒に。プリザーブドフラワーも多数販売！

箕面市粟生間谷西3-16-27
tel.072-728-8260

箕面  Alice ～Cake & Cafe～

２日間

釣具、アクセサリーの販売。オリジナル製品。

箕面市外院2-6-11
tel.090-3163-0537

釣り道具＆アクセサリーヤノシルクライン・アクセサリー be-love
２日間

家具や雑貨など一点物の作品を制作しています。他に
は無いものがたくさんあります。

池田市伏尾町4-16
tel.072-753-2450

ロンドンクラシック
２日間

カジュアルフェミニンをコンセプトにしたレディースアパレル
SHOP。主に海外より買付をしております。HAPPYになれる
大人のライフスタイルを提供させて頂いております。

池田市城南1-2-3-302
tel.090-9047-1277

rubia_moda
２日間

今回は地域の催し物でよくされているくじ引きをしてみ
ようと思います。お子様だけでなく大人の方にも体験し
て頂けるよう沢山の景品を用意しております

池田市綾羽2-1-2
tel.072-751-2840

ジュントウ商店
２日間

フランス雑貨をはじめ、いろんな「可愛い♡」をぎゅ～っ
と詰めこんだ雑貨屋です。「お気に入りがあると気分が
上がる♪」そんな暮らしをお届けします。

池田市城南3-6-13
tel.072-747-0547

ChouChou・France雑貨＆Antique

２日間

バスタオル、フェイスタオル、ハンドタオル、キッチンクロ
ス、白タオルなど・・・、お値打ち価格で販売します。

池田市新町4-2
tel.072-748-0055

コットンバーゲン
２日間

話題のウサギコケやコケ玉、個性豊かな苔類、コンパ
クトな育てやすい植物、お花屋さんではあまり見かけな
い珍しい植物を集めました。

豊能郡能勢町上杉101-1
tel.072-734-2278

ミドリトコケ
２日間

能勢の無農薬有機栽培農産物と加工品の販売。

池田市神田3-6-18
tel.090-8018-1015

ファンタジーマーケット
２日間

糀に魅了された仲間5人で手作りした3層あんの酒ま
んじゅうです。とても体に優しいです。日本の伝統食材
である糀の魅力を知り、老人の知恵を見直しましょう。

豊能郡能勢町山辺1221
tel.072-734-0846

アコのくりや
２日間

コーヒーの命は鮮度です。ご注文を頂いてから、お客様の目
の前で焙煎した最高のコーヒーをお届けします。新鮮な焼き
たてコーヒーの美味しさ、違いを是非味わってみて下さい。

豊能郡豊能町東ときわ台4-4-10
tel.072-738-1237

コーヒーロースト東ときわ台
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　『北摂』（三島地域４市１町＋豊能地域３市２町＝７市３
町）の地域力、魅力を発信するため、各商工会・商工会議
所の指導員が選りすぐりの商品やサービスを選定し出展し
ます。ぜひ、お越しください！

万博公園入園料（大人250円・小中学生70円）と
ロハスフェスタ会費（350円・小学生以下無料）が必要です。

開催
日時

参加
費用

場所

11月5日（土）・6日（日）
9時30分～16時30分
万博公園・東の広場
第26回ロハスフェスタ内特設ゾーン

島本町商工会・高槻商工会議所・茨木商工会議所・摂津市
商工会・吹田商工会議所・豊中商工会議所・箕面商工会議所・
池田商工会議所・能勢町商工会・豊能町商工会

大阪北摂地域の商工会・会議所指導員の知恵が集結！


