出店ブース
01 つくし

10 天然酵母

安心して召し上がっていただけ ひねもすぱん
る、無 肥 料 無 農 薬 のお 米 、野
自家製天然酵母を使い、できる
菜、お茶など、いろいろ取り揃え
だけオーガニックや国産の材料
ています。
にこだわり、卵・乳製品不使用
の安心安全なぱんと焼き菓子。
02 ジュエリーbox

12月けやきマルシェ
《出店者一覧》

こども広場
・ワークショップ

おすすめ
おすすめ
雑貨ブース フードブース

25→26

ブース 01→
06

12 にじのおと

リネン・コットン・ガーゼ・リバ
今流行りのズパゲティバッグや、 ティーなどの生地を使って小物・
ドールチャーム・がま口ポーチ お洋服を作っています。
やランドセルカバー他。

04 開運雑貨ラボ

MAP

27→29
本部

UVレジンのアクセサリーを出展 11 Lʼespace ﬂeur
します。特にデコナップアクセサ
レジンアクセサリー、布小物、
リーは、とても軽くてオシャレな
雑貨など、可愛い小物を手作り
世界でたった一つのものです。
しています。

03 Broderie
(ブロドリー）

HP や Facebook・Instagram もチェックしてね！

スイーツ
マーケット

・イベント

開催時間：10 時〜16 時
場所：CONOBA 香里ヶ丘

07
パティスリー
カリオン

13 hand made amuta
（ハンドメイドアムタ）

はつだ文具

久々の 出 店 で す。手 作りサン
パーツから手作りしたアクセサ
キャッチャーのお店です。
リーです。他にはないデザインと、
透明感ある色使いが特徴です。
05 和紅茶の専門販

12

23→24

13→22

理容 大丸

くすりと化粧品の

ダンチ

08→

ぷてぃぶらん
Capelli Bella
TERRACE

津の田ミート

Cafe
Sanbankan
plus

天ぷらダイニング

紅家

felice

EV

売店koccha-waccha 14 uchicoco*

京都拉麺
信長

Rabbie Nails

さわいリウマチ
整形外科クリニック

厳 選された無農薬和紅茶の試 手作りのバッグやお財布、ポー
飲・販売を行います。ぜひ一度 チ類など。使い心地にこだわっ
ご賞味ください！
た作品を製作しています。

06 近畿フルーツ
カステラ事業部

こだわりの人気京かすてらを直
売いたします。

07 ソーイング＊
チクチク

15 筆文字アート
字遊人きょうこ

字と色で彩どる優しいパステル
アートと筆文字アートの書き下
ろしを致します｡

16 木工雑貨 木遊人

レッスンバックや上靴入れなど 犬・ネコちゃんの気持ちになっ
の入学グッズ。エプロン、巾着、 た使える！オシャレ嬉しい優し
い木工雑貨のお店です｡
ポケットバック等

19 たこ焼きバル徳次郎

08 自然靴下
natural sunny

”自然、ひと、靴下”シルクやウー
ルの体に優しい天然素材の靴下

09 産直逸品

はら

産地から美味しいみかん、新鮮野
菜、お正月用切り花・切り枝、安
価な檜材まな板をお届けします。

ツバサ薬局

肥後橋に本店があるリピーター
続出のたこ焼き

22 インド&ネパール料理
マドゥーカ

当店商標登録のオリジナルナン
ロールをご賞味下さいね。

おすすめ雑貨ブース
17 創作ジュエリー シン

『スワロフスキーワイヤーラッピングリング
（シマーシリーズ）
』¥3564
スワロフスキーの新色を使ったリング。シマーエ
フェクトという角度によって３層の色の変化が
綺麗です。

18 Miyoʼ s

『デニムタッセルアクセサリー』¥1500
デニムタッセルと可愛らしい糸を合わせて作っ
た、カジュアルなアクセサリーです。

おすすめフードブース
21 菜饅頭【さいまんじゅう】

『パンダまん』¥300
国産有機小豆をてんさい糖で優しい甘さに仕上げた粒あんの中に、
白玉団子を入れた「ぜんざいまん」です。その他の中華まんも、すべて
肉・卵・乳などを使わず、植物素材で皮から丁寧に作っています。

23 とり天の満天堂

『名物 満天堂のとり天』¥500
当店自慢のとり天と津久見唐揚げを是非ご賞味下さい！

24 もちもちポテト

『もちもちポテト ( チリ & チーズ )』¥700
もちもちポテトは手に持って手軽に食べられます！ポップな雰囲気は
若者受けもよく、場の雰囲気を明るく盛り上げます。

こども広場

イベント一覧

★サンタがマルシェにやってくる★

『Xmas プレゼントビンゴ』
開催時間：第 1部11:00〜／第2部14:00〜

参加カード配布：第 1部10:30〜／第2部13:30〜

場所：こども広場内 本部
※各回先着50名様まで
ビンゴを当てて、クリスマスプレゼントをGETしよう！
大人も子どもも嬉しい賞品がたくさん♪

こども広場
・ワークショップ

・イベント

HP や Facebook・Instagram もチェックしてね！

MAP

スイーツ
マーケット

27→29
本部

おすすめ
おすすめ
雑貨ブース フードブース

25→26

開催30分前から本部でサンタさんがビンゴカードを配るので受け
取ってね。

ブース 01→
06

【プレゼント賞品】
★カリオン 賞

開催時間：10 時〜16 時
場所：CONOBA 香里ヶ丘

07

：クリスマスケーキ

★フェリーチェ 賞：フェリーチェコース
★天ぷらダイニング紅家 賞：紅家天丼

パティスリー
カリオン
はつだ文具

★Cafe Sanbankan plus 賞：ワッフルセット

12

23→24

13→22

理容 大丸

くすりと化粧品の

ダンチ

08→

ぷてぃぶらん
Capelli Bella
TERRACE

★ぷてぃぶらん 賞：パン3個（300円分）

津の田ミート

Cafe
Sanbankan
plus

★枚方つーしん 賞：お菓子詰め合わせ

天ぷらダイニング

紅家

felice

EV

★参加賞：アメちゃん

京都拉麺
信長

Rabbie Nails

さわいリウマチ
整形外科クリニック

※賞品内容は変更になる場合があります。

ツバサ薬局

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

＊フローラルアクアマリン

『遊びながら創造力を！
オリジナルミラーをつくろう♪』
時間：10:00〜15:00
参加費：700円
制作時間：20分
(材料がなくなり次第、終了します)
パーツを選んでデコレーションするだけなので
小さなこどもさんもつくれます。

他にもマグネット、リースなど作れます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

＊絵本カフェ

絵本の読み聞かせ

スイーツマーケット(場所：こども広場)
けやきマルシェのスイーツブースが集結！大人から子どもまで嬉しいスイーツが揃ってます！
25 cafe・hinode

『みかん大福』¥270
冬に美味しさを増すジューシーミカンと職人が作る白あんと求肥が絶
妙にマッチ。ぜひ一度お試し下さい。

26 焼喜菓子 kokeka

『パンダフィナンシェ』¥300
パンダの顔はブラックココアの生地でひとつひとつ手描きして焼き上
げています。

27 ほくとのおうち

『季節のピール、オランジェ』60g 入 ¥320
無農薬あるいは特別栽培レベルの減農薬の季節の柑橘で作る爽やか
なピールとオランジェを是非召し上がれ♪

28 ＋chocolat

『Antidote77％へーべ ローズソルトレモン』¥1400
エクアドル産アリバ種100％使用。味だけでなく、現地の農業者・生
産者が持続できる取り組みを常に行っています。

29 Kam Kam

『安納芋のスイートポテト』¥120
クリームのようなねっとりとした食感の種子島産・安納芋をやきイモ
にしてから、更にオーブンで焼き上げました。

