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キッズランド

次世代モビリティ
試乗会
11:00～16:00

ふれあい大通り

案内
（ラリースタンプ）

出入口

金剛43号線

「KONGO STAND」は、「手作り」「地産地消」「地域」「都市間交流」をテーマとした富田林市
や南大阪、関西エリアの生産者や飲食店、作家などが出店するマーケット・マルシェです。
久野喜台 1号公園、金剛中央公園の 2会場でキッチンカーを含め 30ブースが出店します。
楽しく！おいしい！ひと時をお過ごしください。

4 KONGO STAND

久野喜台 1 号公園
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金剛中央公園
イタリアンローストコーヒー
Nena Nena ESPRESSO 
イタリアの BAR ブランドの
エスプレッソコーヒー、ア
レンジコーヒーやチョコ
レートドリンクなどのソフ
トドリンクを提供します。

33 Mr. たこ焼き boys
大阪府羽曳野市を中心にた
こ焼きと串焼きのキッチン
カーをやらせてもらってい
ます。生地を1からこだわっ
て作っており、串焼きでは
タレにこだわっています。

55 りんごの樹林堂（南蔵）
オリジナル龍体文字雑貨。
LINE ス タ ン プ 販 売。
Instagramオーダー販売。
神社やまるしぇなどで出店
してます。

77 smile.wave
みんなが笑顔で楽しくを
モットーに活動させて頂い
ています。smile.waveのブー
スへぜひ遊びに来てくださ
い！

99 マドゥーカ
一度も冷凍していない生で
も食べられる安心安全な牛
肉を使用しております
岩塩とニンニクだけで炭火
でじっくり焼き上げ選べる
ソースで提供してます。

1111 黄玉の白味噌ベビーカステラ
12/4 奈良『第 3 回福猫マル
シェ』さん、12/20 奈良『橿
原市マルシェ』さん、1/4 京
都長岡『青空個展市』と『も
のづくり市』さんに参加させ
て頂くことが決定致しました。

1313 キムチ屋温HARU
『温』キムチはヤンニョムに
こだわりを持って作ってい
ます。安心安全のヤンニョ
ムは完全手作りです 10 種類
以上の素材を使用し、保存
料、着色料無添加。

ぐるまん食堂青空レストラン 1919 ごきげんや 
堺の家原寺にあるやきいも
屋。壺でじっくりと焼いた
お芋をご賞味ください。

1515 大阪産（もん）イタリアン
ハナキン
大阪産（もん）を使ったイタ
リアンです。地産地消ニュー
を展開しています。富田林
の卵を使ったパニーニやひ
やしあめを販売致します。

66 JIN 工房
国産ガラスを使用したとんぼ
玉やガラス細工、天然石のア
クセサリーを主に制作してい
ます。子供から大人まで楽し
める色々なジャンルのワーク
ショップも開催しています。

88 坂本農園（有）万葉
農薬不使用、有機堆肥にて自
家栽培した唐辛子を、商品化
した唐辛子製品です。日本の
在来種を栽培しておりそれぞ
れの品種が辛味や旨味をしっ
かりと主張します。

1010 和琴きっちん
南大阪中心に出店しみたらし団
子をメインに販売しています。
大阪産（大阪もん）認定のはびき
の団子やその他みたらしアイス、
ドリンク、季節のあったかメ
ニューなどをお楽しみください。

1212 さとやまブランド
過疎化した里地里山の再生保
護として農作物や果樹を富田
林と和歌山で無農薬で育てて
ます。大阪府認証エコ農産物・
農薬不使用・化学肥料不使用・
の果樹や野菜です。

Nandemoya-haru
和歌山県橋本市で隙間家具を
作ったり内装工事をしていま
す。作業工程で出てくる端材
をなるべく処分せずに再利用
して、形を変えて木工クラフ
トにしています。

南海電気鉄道株式会社
「すみっコぐらし × なんかい
でんしゃ」のぬいぐるみ等を
販売するほか、南海電車グッ
ズが当たるガチャでプラレー
ルなどをGET しよう！
11:00～16:00※売り切れ次第終了

1616 Mfoods
初めまして、Mfoods です。
Mfoods ではイベントを通し
て地域活性化を目標としてい
ます。
よろしくお願い致します。

22 T.roppus
アスリートフードマイス
ターの資格保持者が低糖質
で高タンパクのヘルシーな
食事を提供します。今回は
糖質をカットした炊飯器で
ガパオライスを提供します。

44 ポジャンマチャ・
はびきのバーガー
本格的な韓国料理と、羽曳
野市の特産品を使用した、
はびきのバーガーです。
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2020 HINATA
HINATAのホットドッグはふわふ
わのパンにスモーキーな香りの
粗挽きフランクカレー風味の
キャベツと合わせたどこか懐か
しさを感じるホットドッグです。

2222 Pie,guruguru
パイ専門店として追求したパイ生
地のサクサク食感。発酵バターを
贅沢に使用し、イーストをいれな
くてもふわっとサクサク食感と手
作りの具材が一体になります。

2424 Cafe-yu＋zelda
「体の中からキレイに…」をコンセ
プトに「ほっこり」していただける
場を提供しています。また、zelda 
は富田林市にて料理人の経験を活
かした野菜作りをしています。

2626 Ourson d'or
天六のはしっこでくまさんの焼
き菓子屋さんをひっそりと営ん
でおります。目で癒され食べて
ほっこりの 1 つのお菓子で 2 度
の幸せを体験していただけます。

2828 ぱんぴん堂
ぱんぴんとは、宮古島で、揚げた
お菓子のことです。もちもちした
ドーナツとさつまいもチップスは
お砂糖と宮古島の雪塩で味つけを
していて、後をひく美味しさです。

2929 環境ブース
環境をテーマにしたお子さま向
けのクイズを配布します。クイ
ズにご回答いただいた方には、
ノベルティをプレゼント（数に
は限りがあります）

2121 Regal
焼きたてのクリームたっぷり美
味しいクレープ。

2323 いつでも世界を旅するカフェ
京都の街角屋台珈琲。世界を旅す
るように世界中のコーヒー豆の中
から特別な今日の一杯を見つけて
ください。フェアトレード&オー
ガニックのコーヒー豆使用。

2525 ハーブティーとお菓子のお店
Hatoka
メディカルハーブコーディネーター
の店主こだわりのハーブティーと手
作りお菓子のお店です。身体に負担
の少ない食材で手作りしています。

2727 ぱんとお菓子の工房 amical
名前の通り優しいをテーマにぱ
んとお菓子作りに取り組んでい
ます。原料を吟味し加工材料は
極力使用しないで手作りにこだ
わっています。

（昭和製線株式会社）

アップルサイクル
ソーラー展示会

11:00～16:00

11:00～17:00

飲食販売 ワークショップ 雑貨・アート販売

イルミネーションが
点灯します
17:00～22:00

「金剛きらめき
イルミネーション」

モバイルライトの
貸出とLEDライト
による光の演出
（昭和製線株式会社）

17:00～20:30

案内
（ラリースタンプ）

3030

1414

地産地消もモッ
トーに激うまグル
メの実演販売を行
います。

創 業 25 年。「誰
もが好きな味」
を追求した自家
製唐揚げをメイ
ンにイベントや
マルシェ等に出
店しております。
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