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第6回芝ふぇす出展者一覧表

芝生広場 38 OSAMPO BASE パン、スープ、他
メニューは全て乳製品や卵を使わない植物性の原
料で作っています。

- ○

芝生広場 39 ドーナツハウスLOOP
手づくり出来たてドーナッツ、もちもち
サーターアンダギー、もちもちスー
パーフライポテト

道明寺粉を使用し、もちっと食感のもちもちサー
ターアンダギー、体に優しい手作りドーナツなど、大
人気商品です。

○ ○

芝生広場 40
グローブマウンテン
コーヒー

コーヒー、マフィン、レモネード
1杯づつハンドドリップする香り高いコーヒーと、国
産小麦粉使用の大人気手作りマフィン,レモネード

○ ○

芝生広場 41 Beinelmilel
キッシュ、タルト、チーズケーキ、ガ
トーショコラ、焼き菓子、チャイ

からだに優しくココロが躍る、そんなスイーツやキッ
シュを作っています。ヴィーガン・グルテンフリーな
ど、「beinelmilel=ノンジャンル」の名のごとく、美味
しいお楽しみをお届けします。

○ ○

【food】
芝生の上で食べる美味しい料理、コーヒーやスイーツのお店がたくさん並びます
(当日のメニューは、写真と異なる場合があります）



 

 

芝生広場 43
創作焼き菓子工房レー
ヴドゥイグレック

クッキー、マフィン、シフォンケーキ、焼
きドーナツ、チーズケーキ、ラスク、タ
ルト

体に優しい自然派素材を使ったもの、小麦・卵・乳
製品・砂糖不使用なお菓子等、多数ご用意してい
ます。

○ ○

芝生広場 44 nanai カレー、クッキー、マフィン
南インドのカレーをベースにした、ミニカレーと植物
性100％のクッキーやマフィンをご用意してお待ち
しております。

○ ○

芝生広場 45 Petit Cafｅ　aoi tori
ハッシュドビーフ、豚汁、焼きおにぎ
り、焼菓子

クッキー・ケーキなどの焼き菓子や、カフェで人気
のハッシュドビーフ、豚汁のほか、焼きおにぎりも提
供いたします。

○ ○

芝生広場 46 TORIKARA　STAND

兵庫県但馬産鶏のからあげ、コリコリ
軟骨のからあげ、手羽先のからあげ、
生ビール、ノンアルコールビール、海
老チップス

地元兵庫県の完全国鶏肉を使用し、無添加で体に
優しい唐揚げを販売しています。揚げたてジュー
シーな唐揚げを味わってください。

○ ○

芝生広場 47
フランス地方料理レス
トランＭＯＭＯＫＡ

鹿からあげ、鹿肉赤ワイン煮、猪肉の
バーベキュー、ﾎﾟﾃﾄﾌﾗｲ、ﾐｰﾄｿｰｽﾊﾟｽ
ﾀ､赤白ワイン、発泡酒、ソフトドリンク
類

MOMOKAの料理で、シカ肉の美味しさを知ってい
ただけたら嬉しいです。シカ肉以外のお料理もご用
意します。鹿で作ったドッグフードも販売します。

○ ○



 

 

芝生広場 48 咲たこ
京風たこ焼き（ぶっかけねぎだし醤
油、オリジナルソース、甘辛ソース）、
ハーブソーセージ

おすすめは「ぶっかけねぎだし醤油たこ焼き」です。
たこ焼きの上に京都産九条ネギをのせ、特製だし
醤油をぶっかけていただく、当店一押しの一品で
す。

○ ○

芝生広場 49
Les hironndelles-レ・ジ
ロンデル

無添加但馬牛濃厚とろすじカレー、揚
げたてカレーパン、コロナビール、シー
ドル、アップルジュース、アップルサイ
ダー、グレープタイザー、ペアタイザー

無添加・但馬牛濃厚とろすじカレーは、和のテイス
トを秘めたノスタルジックな味わいで日本人の舌を
くすぐります。

○ ○

芝生広場 50
米屋の創作おにぎり
利次郎

塩むすび、唐揚げ

国内産一等級米で造った精米したての塩むすびと
たまご・小麦・大豆成分・乳製品・ニンニクを使わず
米粉でカラッ！と揚げた唐揚げを販売します。　お
得な　塩むすび・唐揚げセットもどうぞ！

○ ○

リゾ建物前 51 からあげ川政
卵・小麦粉を使用しないやさしい塩味
のから揚げ　ポテからセット、季節の
生絞りジュース

多少お待たせすることもあるかもしれませんが、出
来立てほやほやを提供します。

○ ○

リゾ建物前 52 たこ焼きマン福
たこ焼き（ネギマヨ、ソース、だし醤
油）、ソフトドリンク

当店の人気商品、ネギマヨ、だし醤油、ソースの３
種をお持ちします。特にネギマヨは、熱々のたこ焼
きの上から載せるシャキシャキネギに大満足間違
いなしの商品です。

○ ○



 

 

リゾ建物前 53
無農薬玄米カレーコブ
カフェ

無農薬玄米を使った完全オリジナルカ
レー、レモンスカッシュ・サワー、ジン
ジャーエール、桜スカッシュ・サワー

タンドリーチキンごろごろカレーは、ジューシーな鶏
もも肉を１２種類のスパイスに漬け込んだ絶品メ
ニュー。毎回売り切れるのでお早めにどうぞ！

○ ○

リゾ建物前 54
リゾ鳴尾浜レストラン１
（リゾ前）

つぶつぶアイス、シュワポップ、リゾ君
のからあげ丼、ドーナツ

リゾ鳴尾浜で大人気の定番メニューから、この夏注
目の新メニューまで様々なメニューを取り揃えてお
ります。

○ ○

リゾ建物前 55 CHAPPI
オムライス、ビーフカレー、ハヤシライ
ス、無添加ふわふわかき氷

こだわり素材を使い、ひとつひとつ丁寧に手づくりし
たふわとろオムライスを中心にお届けします。

○ ○

リゾ建物前 57 タコス屋サリー

タコス（ビーフ、チョリソー、ハワイア
ン）,タコライス（ビーフ、肉味噌、ハワ
イアン）,ハリケンポテト,フルーツソー
ダ,コロナビール

手作りにこだわったタコスや、旬のフルーツをふん
だんに使った自家製ドリンクなど、一度食べたら忘
れられない味を提供します。

○ ○

リゾ建物前 58 石窯PIZZA ANTHONY

ピッツァ（バジルソースピッツァ、酒粕
入り焼きねぎ味噌ピッツァ、桃ソースタ
コピッツァ、きのことベーコンのピッ
ツァ、マルゲリータ、トリプルコラボピッ
ツァ）、ジェラート6種、コーヒー、マン
ゴーラッシー＆ジェラート

地域の農産物をふんだんに使ったこだわり石窯
ピッツァです。人気メニュー「桃ソースタコピッツァ」
は明石産のタコを使用し、地産地消のメニューをご
用意します。

○ ○



 

 

フラワー
ガーデン 59 M&M スムージー各種、ホットドッグ

パリッとジューシーなホットドッグと、本格スムー
ジーーを是非どうぞ

○ ○

フラワー
ガーデン 60

FOODTRUCK
VENDOR

ジャークチキン　オンライス

厳選スパイスで食べやすく味付けしたジャマイカの
郷土料理、ジャークチキンを焼いています。スパイ
シーだけど食べやすい！そんな”やみつき味”をお
たのしみください。

○ ○

フラワー
ガーデン 61 MoMo

みたらし団子、きなこ団子、よもぎあん
こ団子、よもぎきなこ団子

みたらし団子は、国産のうるち米カラオケ作ったお
団子を香ばしく焼き、特製のタレをたっぷりつけて
仕上げましたきな粉団子は茹でたての温かい団子
にどっさりときな粉を絡ませています。

○ ○

フラワー
ガーデン 62

レインボーファクト
リー

ふわふわレインボーわたがし ハートや花の形のわたがしもできますよ。 ○ ○

フラワー
ガーデン 63 天然飴細工　辰友堂 飴細工の実演販売

お好きな動物を目の前で、写真などからお家の
ペットもおつくりします。現代風にアレンジした可愛
くて躍動感のある飴細工、ぜひご覧ください。

○ ○



 

 

フラワー
ガーデン 64 ECRU sweets* マフィン、クッキー

国産小麦粉・よつばバター・地卵など、自然で安心
な材料で素材の味を感じられるシンプルな焼き菓
子ですので、お子様のおやつにもぴったりです。

○ ○

フラワー
ガーデン 65

4rest ～森の氷屋さ
ん ホットドッグ屋さ
ん～

かき氷、シロップドリンク、ホットドッ
グ、あんきなパン

天然のシロップをかけたかき氷や、食材にこだわっ
たパン・ソーセージを使ったホットドッグを提供しま
す。美味しいものを食べて癒しを感じてほしいで
す。

○ ○


