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3日間

佐賀の両親が育てた「農薬不使用のお米」を使用し
た、「メープルあじ」、「甘酒あじ」、「塩麹あじ」の【おこ
めグラノーラ】を販売します。

箕面市森町北1-8-9
tel.072-741-5243

bikky crop&zakka

3日間

世界各地を直接訪れ見つけた不思議な雑貨が並ぶ
お店。万博にいながら海外へ旅しに来た気分！

池田市石橋1-14-11
tel.080-2465-7715

humming　bird

3日間

自家焙煎の焼きたてのコーヒー豆を使った淹れたての
コーヒーをお客様に提供します。

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

1日

「暮らしに寄りそう安らぎ」をコンセプトに、ふんどしパン
ツや布ナプなど身体にやさしいアイテムを取りそろえて
います。

箕面市萱野2-3-12
tel.072-722-0751

シーピース

2日間

自家農園で体験型食育イベントを展開する「畑で朝ご
はん」です。今回は採れたて野菜を使ったスイーツ等を
提供します。

池田市古江町35
tel.090-3283-2565

畑で朝ごはん

3日間

高槻市にある創業45年の和菓子屋です。「季節に
応じたフルーツ入り大福」や高槻産の寒天を使用した
「高槻羊羹」を販売しております。

高槻市宮田町2-40-18
tel.072-692-0034

高槻　薩喜庵

3日間

能勢の天然水を基に独自の製法を用いてていねいに
作った炭酸飲料です。キメ細やかな泡立ちとスッキリし
た後口のサイダーです。

豊能郡能勢町吉野358
tel.072-735-2222

桜川サイダー

3日間

天然酵母のもちもちベーグルなどの手作りパン、自家
製ラムレーズンのスコーンやビスコッティをフェアトレ
ードのモカ珈琲とご一緒に。

箕面市粟生間谷西3-16-27
tel.072-728-8260

～箕面 Alice～　カフェ & ベーカリー

3日間

てのひらの中に自然を感じて下さい。個性豊かな苔
類、コンパクトな育てやすい植物、野に咲く花 を々集め
ました。

豊能郡能勢町上杉101-1
tel.072-734-2278

やまおか碧山苑

2日間

箕面に「ゆかりある事業者」で結成された『箕面もの
づくり隊』です！！苔玉やスキンケア化粧品等を販売しま
す。

茨木市東福井2-29-20
tel.072-641-0633

箕面ものづくり隊

2日間

選りすぐりの美しくて体にやさしいオーガニックワインを
多数揃えております。

箕面市牧落1-19-19
tel.072-722-3019

北摂ワインズ

3日間

「臭みなく、豆の味しっかり」のできたて納豆を工場直
送で販売します。大粒わら納豆や様々なタレがついた
納豆セットなど。

豊能郡豊能町余野532
tel.090-5808-4800

山口納豆

3日間

北豊中にお店を構え、地域の方に喜んでいただける
和菓子作りをしています。

豊中市西緑丘3-13-12
tel.06-6335-4313

和菓子処　喜楽

2日間

見たことのない新商品が数多くあり、日用雑貨からフ
ァッションアクセサリーまで自分へのプレゼントにもどう
ぞ。

豊中市中桜塚1-2-11
tel.06-6855-5732

卸・問屋　雑貨屋

3日間

箕面にお店がある、豆乳とおからのドーナツ専門店。
みなさまにLOVE＆PEACE＆DONUTSお届けします！

箕面市牧落1-19-19
tel.072-720-1072

DONUTS　DEPT

3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

くつろぎのタイ古式マッサージ

1日

抱っこ紐カバー「ルカコ」/ママルカコ（育児用品）/フッ
ク母子手帳/ランドセルカバー/スマホポシェット/絵本/
ハンカチタオル/靴/財布/よだれカバー/木の名刺入れ

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

3日間

オーガニックコットンなどで作った帽子・マフラーを販
売。

豊中市岡上の町3-1-11
tel.03-6433-0106

帽子専門店 SIGN

1日

豊中市曽根駅の近くにあるいつでも試飲が楽しめる
自家焙煎コーヒーショップ。思わずホッと一息つきたく
なるコーヒーをお楽しみください。

豊中市曽根西町2-14-43
tel.080-6157-2853

MAHOT COFFEE
2日間

製造Laboのみの焼菓子屋。（Labo販売：毎週金曜。受注委託販
売。webshop。weddingケータリング。引菓子。）今回はりんご農
園直送「林檎」をメイン素材にタルト、パウンドケーキ類をご用意。

大阪市北区松ヶ枝町4-16-102
tel.090-4643-3743

Sweets labo COCORO

3日間

肩甲骨のゆがみを改善し、肩こりなどの辛いお悩みにア
プローチします。時間も5分ほどで簡単に矯正できます。
時間をかけず、簡単な方法で肩甲骨の矯正が行えます。

箕面市船場西3-7-39VILLA VERDY
3番館510　tel.090-8149-0056

Suay（スアイ）

2日間

キュイーキュイー。腹わたに染み入るようなイルカの声
の鳴き声を連想する「オカリナ」の自然な音色にとけこ
んで、日常のストレスから脳を優しくリラックス！

大阪市東淀川区東中島1-17-5-623
tel.070-5434-7260

土の音色　イルカと友達

3日間

神戸・大阪の有名店での修業後、2014年に箕面市
にて独立。シンプルながら綿密に計算された複雑な味
わいに男性ファンも多数おられます。

箕面市白島3-7-2
tel.072-729-0285

パティスリー　クリドコック

3日間

思わず笑顔になる、素敵で美味しい焼菓子・アイシン
グクッキー、ギフトを販売します。店頭やインターネットで
の注文も承ります。

吹田市山田西3-57-18
tel.06-6878-2522

フリアンディーズ

1日

色々なパーツで作ったピアスを販売します。レジンでピ
アス、キッズはストラップをつくってみよう。ポリッシュネ
イルもあるよ！

吹田市岸部南1-1-25-16
tel.06-6381-9505

ネイルサロンy3

3日間

英語を楽しみながら 不思議な触感のふわふわ粘土を
作ってみよう！！

豊中市春日町5-6-12ロマンヒルズ1F
tel.06-6842-9665

A can B English

2日間

廃木材が生まれ変わる木製雑貨と、デニム生地やア
ンティーク着物から生まれる和モダンなバッグやキーケ
ースなど販売いたします

吹田市高城町4-4
tel.06-6319-6099

kiumu

3日間

簡単で驚くほど美味しいベジスープ・パスタソースがで
きる無添加・国産厳選ドライベジミックスシリーズや、
野菜のお茶等を販売。

豊中市上野西3-3-11
tel.050-3593-9369

agg

2日間

国産の材料にこだわり、健康にいい大豆やきび糖を
使用したオリジナルな焼菓子を販売致します。手作り
小物も販売します。

吹田市山田西1丁目３６－１－２０１
tel.06-7505-6919

ケイクファーム（cake farm）

3日間

建築現場の木材などの廃材を利用したインダストリー
家具（テーブル、椅子、棚、照明等）その他なんでもお
好みサイズのオーダーで承ります。

豊中市柴原町4-9-23-301
tel.080-2537-5962

HOLCONE（ガス管家具）

1日

人にも地球にも優しい天然アロマ＆ハーブクラフトと
ハンドメイドのベビー用品やアクセサリー等を販売しま
す。ギフトも承ります。

吹田市広芝町7-5-403
tel.090-3435-8129

コドモとアロマの手作り雑貨 fufufu

3日間

ドライ・プリザーブドフラワーの植物そのものの雰囲気
を大切にしたデザインのアクセサリー・リース・スワッグ
などをお持ちします

高槻市芥川町2-14-5-4E
tel.090-1157-6840

atelier mof　-botanical works-
1日

「家族の健康は毎日の食卓から」重ね煮って？お手当
って？知ると便利な暮らしのコツを体験でご提案。お試
し商品も限定販売！

吹田市江の木町24-36
tel.06-6389-5128

いんやん倶楽部

3日間

可愛い犬や猫・動物たちの為の商品販売と、メキシコ
生まれ・みのお発の新しい手芸「Vブレス」を体験販売
します。

箕面市桜ケ丘3-11-19
tel.090-6508-0726

Love ワン・ニャン ＆ 「Vブレス」手作り体験

3日間

高石工業株式会社ベトナム工場の操業を記念して
ベトナム物産の販売を致します。日越友好の懸け橋と
なります！

茨木市主原町3-18
tel.072-632-3595

ベトナム物産展

3日間

漬物全般、摂津名産　「鳥飼なす」の加工品

摂津市鳥飼上3-1-15
tel.072-654-9291

前村食品

3日間

自然素材を使用し子どもでも簡単に作れる体験型ワ
ークショップです。その他に最新インテリア商材
「PRAI」の展示・販売。

吹田市五月が丘南18-5-3A
tel.090-5895-4627

（株）住まいる工夢店

3日間

珈琲がおいしい。それだけでほんの少し毎日が幸せに
なる。何気ない日々に寄りそう「幸せの珈琲」はいかが
ですか。

茨木市大池1-14-40
tel.072-646-6427

たたらば珈琲

3日間

低脂肪の最高級生クリームにハイグレードの小麦粉
を使ったかわいいバースデーケーキをお作りします。配
達エリア内は無料でお届け。

摂津市香露園3-17-4
tel.090-9981-8504

なっちのプリン

3日間

自家焙煎、新鮮な珈琲豆は体に優しいアルカリ性健
康飲料です。ブラックの美味しさにこだわり、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

3日間

キッズとママ向けのハンドメイド雑貨とお洋服のお店
です。看板商品のおままごと用の抱っこ紐はオシャレ
でシンプルで大好評です。

大阪市淀川区十三東3-12-16
tel.080-4856-1106

doll carrier shop Gentil

3日間

銘木製品　銘木関連グッズ

摂津市鳥飼銘木町20-40
tel.090-1440-4612

大阪銘木青年会

3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

3日間

伝統の和菓子を安心安全と共に美味しいを基に創
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

3日間

木の香り、やさしい手触りを大切に自然素材から、作り
手が真心を込めて楽しい作品にしています。見て触れ
て楽しんで下さい。

吹田市江坂町2-20-33
tel.06-6319-8282

furemo

3日間

一度食べたらクセになるオリジナルな味の焼肉キンパ
（のりまきずし）や、トマトキムチなど珍しい食材がいっぱ
い。ぜひご賞味下さい。

高槻市川添2-1-3川添ショッピングセンター1F
tel.072-695-7881

のりまきのすけ

3日間

アピス薬局が地域の方々の健康でより快適、安全、安心な生
活をサポートしている日頃の活動を体験して頂きます。（健康
食品の試食、骨・血流健康測定会、お薬・健康相談会など）

大阪市北区梅田2-1-22野村不動産
西梅田ビル6階　tel.072-631-2100

アピス

3日間

石って、ふしぎ。石って、たのしい。石って、たのもしい。
石という素材の持つ魅力・多様性・可能性を感じてみ
てください。

茨木市新和町16-19
tel.072-635-1134

おもしろ石工房　射場石利石材

3日間

阪急高槻市駅から徒歩5分。町家を改装したシェア
アトリエに所属する「つくり人」の作品を是非一度ご
覧下さい。

高槻市城北町1-9-6
tel.072-674-1127

シェアアトリエ　福寿舎

3日間

珪藻土タイルバスマット・珪藻土コースター

茨木市主原町6-1-103
tel.072-657-1322

日本ホームプロダクツ

3日間

地域の竹材を竹炭に。100%地元産の竹炭を日々の
暮らしに役立つ竹炭雑貨にして、居心地の良い住環
境作りのお手伝いをします。

高槻市日吉台五番町9-19
tel.072-698-1532

チャコール　ファーム

3日間

写真と写真雑貨のお店です。マスキングテープを使っ
たフォトフレーム作りやパトローネキーホルダーなど販
売しています。

茨木市春日1-4-13-1
tel.072-621-6855

パレットプラザ 茨木春日丘店

3日間

自家製スコーン8種類！珍しいタケノコのスコーンもあり
ます。この機会にぜひお試しください。

三島郡島本町水無瀬2-3-8
tel.090-9118-0080

Smile Village　ハルカフェ

3日間

手作りアクセサリーの製作販売。竹細工、布小物などなど。

茨木市天王2-6-H-901
tel.072-601-1126

北摂手作り仲間の会

1日

木製無垢カウンター用の鉄フレームや、銅管を使った家具の設計、加
工販売を提供しております。フルオーダーメイドにて製作をさせて頂いて
おりますので、ご要望等ございましたらお気軽にお声掛けくださいませ。

三島郡島本町広瀬1-824-2
tel.090-8285-5366

Bucotsu

1日

防災用品

茨木市耳原1-12-19-3
tel.072-679-1119

株式会社マックス

詳しくは http://skk.citylife-new.com/ ※出展内容は変更になる場合がございます。

　『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3日（金）～5日（日）
9時30分～16時30分
万博公園・東の広場
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！


