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出 展 内 容

北摂ローズライオンズクラブ

果 物、野菜、他、当日発 表

A1

MaRno〜マーノ〜

キッズ、ベビーを中心とした布小物販売

1F

榧（かや）の間

1Fホテルのおいしいコーヒーを1杯200円でご 提 供

A2

Randress・カスタマイズできるランドセルカバー

オリジナルランドセルカバーの注文・販売

2F

青龍の間

授乳・おむつ替えスペース

A3

toRoa

色を楽しむ羊毛と布の世界をお楽しみください

1

UHR

インポートを織りまぜ アクセサリーを制作

A4

Angels+Crafts

元 気が出る布小物！！入学準備もばっちり♡

2

Mon corsage Acoco

大 人可愛いアクセサリーとコサージュの販売

A5

apricco＆*azaz*

カワイイ革 小物と羊毛フェルト雑貨♡

3

あやてまり着物教室

デニム着 物無 料試 着

A6

kauris（カウリス）

レジン•ビーズ 刺繍のアクセサリーなど小物

4

sorari

お花・アクセ・布小物＆服・スイーツ雑貨…

A7

オリジナルアクセサリー mjs

大 人と子どもの上品なアクセサリーの販売

5

Shanti Dan

ステンドグラスの小物・ランプ

A8

ENFANCE

ベビーからママまで心のこもった雑貨たち

北摂手作りの会

布小物、アクセ、編み物スクラップ、プリザーブドフラワー

B1

Amanda Mandy

リバティでこだわりスマホケース・布小物

18

学研教室

幼児・小学生の体験教 材(無 料)お渡しします

B2

niko*

キッズカチューシャとママのヘアアクセ

19

ポーセラーツサロンSalud

ポーセラーツ作品の出展 及び 体験会

B3

メルヘンししゅう

世界中唯一のメルヘンししゅう作品

21

Ring Ring Stamp

なごみ系♡ハンドメイドの消しゴムスタンプ

B4

jenico+mu-mu

消しごむはんこ、プラ板アクセサリー等

B5

3MARS

ヘア・布小物等を中心に女性目線の物を販売

6

ブランケネーゼ

北摂フェスタでデビューします！待望の新商品「豆粘包」の実演試食！

B6

*らっぴらっぷ Plus 534*

スクラップ ブッキング ”キット販売と体験会”

7

らでぃっしゅぼーや株式会社

こだわり野菜や無 添 加食品の試 飲・試 食

B7

ぱんだの庭。のはんこ屋さん

お名前はんこのオーダー250円からありますよ！

8

能勢カフェ&レストラン!Dear Ns Kitchen

まるでテリーヌのようなエヌズdeショコラ

B8

手作り工房 ami plus

小さい子 供から大 人も楽しめるスイーツデコ

9

マリンフード株式会社

ホットケーキ、チーズ 等の試 食・販売

10

関西よつば連絡会

有機 栽 培ブラッドオレンジの試 食あります！！

C1

Cherry Blossom

SWAROVSKIを使ったアイテムの販売

11

Yakigashiya Lucca

焼き菓子、タルトなどの販売

C2

Riznail

ジェルネイル

12

北摂ワインズ

女性醸 造家の自然 派ワイン試 飲 販売

C3

ビジュネイル

ラメグラデーション ジェルネイル

13

美味しい大豆のGreenToyono×山口納豆

大 豆を中心とした加工品を揃えてお待ちします

C4

ハンドスパ＆ネイル アオ アクア

ハンドスパとジェルネイルの提 供

C5

ママとキッズのキレイ体験

耳ツボジュエリー、ボディ＆フェイスペイント体験

C6

カラーでいやしと美しさを・アルカンシエル

耳つぼ で 健 康と美・パーソナルカラー診断

C7

mom's café〜笑顔の輪♡和広げる隊

選んだ香りで癒されるヘッド・首肩セラピー

14〜17

北摂フェスタカフェ

ウーア

豊中おやつ宣言マルシェ

ラメグラデーション

リラックスと癒しのコーナー

D1

御菓子司

D2

豊中良品コーナー（パン・ドーナツ）

焼きたてシフォンケーキのお店

D3

豊中良品コーナー（和菓子・洋菓子・パン）

豊中良品コーナー（和菓子・洋菓子・パン）

C8

メディカルアロマのクラフト体験〜

アロマ抗菌スプレー、ハンドクリーム、まつ毛育毛

D4

御菓子司

御菓子司

C9

チェコ東欧雑貨TRDELNIK

チェコ東欧雑貨とガラスアクセサリーの販売

D5

ビュードゥパリ＆ボン・シンタニ

ブーランジュリー メルク

C10

雑貨店クグロフ

どこか懐かしさを感じるくらしの雑貨

D6

パン工房 小麦のうた＆ハチミツAtorium38

マリンフード株式会社

C11

家族のそばで働くを応援！キャリア・マム

自宅や周辺でできる仕事やお得情報発 信中！

C12

ママが楽になるお片づけ

おかたづけ相 談・収納相 談

C13

手相 タロット占い師：真以

手相やタロット占いで心スッキリをお手伝い

C14

Happy Fortune 橘明日香

四柱推命・九星気学・タロット・手相占い

C15

G&S ENGLISH

風船と無 料 英会話レッスン券の配布

C16

学研教室タブレットコーナー

学研のタブレット 楽しさ無 料体験中

C17

豊中ママサークル母の会

ママとキッズのアクセサリーワークショップ

C18

郵便局

飲むお酢×能勢ソーダ☆アンケートで素敵な粗品♪

富貴屋

照月堂

菓匠

浪花堂
Prosper22

京屋

D7

ドリップコーヒーサービス コーヒーハウスぽえむ

直火焙煎コーヒーを土佐和紙でドリップ お子様向けジュースもあり

22

ミラクルタッピング®＆美顔タッピング

ツボの刺激による

20

出産時に生命保険から31万円を受け取った？

ママ向けの給付金をアドバイス

23

ベビマ＆ハンドマッサージでハッピータイム

自分へのご 褒美時間、ハンドマッサージ♪

24

kico'sリンパマッサージ

足や肩のリンパを流してスッキリして下さい

25

kaeru☆cu*ru*mu*

リフレッシュケアと簡単アロマクラフト体験

26

潤いサロン ”エナジーサポート”

潤いヘッドスパ＆癒しケアー

27

ローリング療法 アンジェリノ

コロコロ一味 違うスッキリ感でリフレッシュ

28

咲知花（さちか）〜カラーナビゲーション〜

色の力で 効果的にストレス解消できるワーク

29

ゆらぎスタイル

五感ストレスケア20分1000円、箕面産ゆずのスキンケア販売

30

リフレとアロマの店PADMA（パドマ）

セルフケアのコツも聞けるハンドアロマ体験

スプーン曲げ＆美 顔体験

※7日のみ

ブース番号に★印はスタンプラリーポイントです。スタンプを3個集めてプレゼントをGETしよう！

キラキラ体験コーナー

1F

手づくり雑貨

ワクワクワールド

ブ ース 名 称

