フード

出展ブース一覧

1, おにぎり利次郎
2, JAMDUNG

米屋の塩むすびと無添加から揚げ

炭火で焼くジャマイカン料理

3, 珈琲専門店トゥールビヨン キッチンカーの珈琲専門店のいろんな珈琲

フリースペース

← WC

エントランスゲート

4, 和欧菓子サンクルール おいしい洋菓子のキッチンカー

オシャレで美味しいタコスの移動販売

DJ

5, Taqueria El calavera

8, Honey ティーアドバイザーが作る美味しい飲み物と軽食
雲呑屋さんの暖かい雲呑スープなど

ス
テ

9, ナナマル

案
内
板

屋

フリースペース

7, 浪速のおかん食堂 えらいこっちゃ、美味すぎる春巻き作ってもーた

案
内
所

楽

6, 咲たこ イベントでおなじみたこ焼き屋さん

本場インド料理、
カレー、
チキンなど

巷で噂の無添加たこ焼き

PA

12, みはし屋

ジ

11, インド料理 RAJU

ー

10, KYONO JUICE 身体が喜ぶ北大路のスムージー屋さん

特製プレミアムハンバーガーなどの販売

13, Naturalist

15, TOLAND CAFE

16, 沖縄風食堂たんぽぽ
17, まる飛

特製パッフル(デザート)などを販売

信楽産野菜ランチとベジお好み焼き

岩倉の美味しい鉄板焼き屋さん

一乗寺のおいしい焼肉屋さんの肉メニュー

19, ナナナ ゆめ八京都店が生まれ変わり誕生
20, EZYCAFE
21, プリンツ

フリースペース

ミニ四駆

ライ
ペイ ブ
ント

18, おみいち

発電機

14, RESERVOIR 石山のオシャレな鳥焼き専門店の特別メニュー

本格エスプレッソ＆パニーニなど

左京区のカフェ、ホテルなど複合施設の人気イタリアン

22, ドーナツハウス LOOP もちもちアンダギー、
ポテトなど
23, 京都岩倉 逸京

和フレーバーの特製フライドポテト

24, レ・フレーム・ムトウ
25, 58DINER

岩倉の有名パン屋さんのパンと洋菓子

物販
26,
27,
28,
29,
30,
31,
32,
33,
34,
35,
36,
37,
38,
39,
40,
41,
42,
43,
44,
45,
46,
47,
48,
49,
50,
51,
52,
53,
54,
55,
56,
78,

トラン

ポリン

岡崎にあるハンバーガー屋さん

浅田様 ( 個人フリマ )
山本様 ( 個人フリマ )
Taishitamonya 古着とハンドメイド商品の販売
川戸様 ( 個人フリマ )
浅倉様 ( 個人フリマ )
ROCK BOTTOM 音楽レーベルの CD や T シャツ、グッズなどの販売
ECO GREEN 古着から家電まで販売、宅内整理の相談窓口
みらい発信局 おむすび 包装された食品の販売 ( 団体の既存商品 )
牧野様 ( 個人フリマ )
はなり笑店 自作書籍等の販売
わかさ園 ミニ盆栽や苔玉
西口様 ( 個人フリマ )
FEEL GOOD STORE by KEEN シューズブランド keen の B 品のアウトレット
ジャムポタカニタミズ 民族雑貨などの販売
Posi.L( ポジ ) 手作りアクセサリーとネイルチップの販売
はっぱ屋 苔玉とかガラス細工の販売
アクセサリーショップバルサス SALE アクセ 1,000 円前後を主体に販売
キッズ雑貨 Nackey キッズ向けヘアアクセサリー、入園入学グッズ
LOOPOOL キッズサイズの帽子 & 小物
HIROʼs SHOP 衣類、雑貨など
ぐりーん ism 手作りビーズアクセサリー
だらずや 大漁旗でつくったカバンなどの販売
造園ねはる 植物、古道具、古着などの販売
( 有 ) 阿吽 新品ストール・傘 500 円・ソックス 100 円等など
田村様 ( 個人フリマ )
SKYLINK ドローン販売など
青森屋 季節の果実・生しぼりフレッシュオレンジジュース
Sunﬂower 衣料 ( スカーフ . ストール . 小物雑貨）、ハンドメイド雑貨 など
erakko アウトドア漆器・漆塗り DIY キット
石笛藤子 縄文の調べ 天然の石笛
花と器 biji ドライフラワー、ミニブーケ、観葉植物、エアプランツなどの販売
大晃商会 絵本、人形、衣料品の販売

フリースペース

ワークショップ・整体
57, ウエナカ革彫刻 革小物に名前の刻印
58, Honey Bun おしゃれな編み込み、
ヘアーアレンジ
59, Kyoto MBM LABO 親子で遊ぼう＆学ぼうからだの動き体験
60, とみざわ鍼灸院 耳つぼ・鍼灸・筋膜リリース・マッサージ
61, A.I. BODY MAINTENANCE 鍼・整体
62, VINAS SANTI タイ古式マッサージ
63, 村越周司のギャグ販売 吉本芸人 村越周司さんによる一発ギャグやグッズの販売
64, IMAGINATION LAND フェイスペイント
65, GREEN SPACE 無料キッズDJ体験
66, TOURI 子供も大人も楽しいミット打ち、
ジム体験
67, 56nail+SUiU イージーネイル・生花髪飾り
68, MAISON Doue クリスマススワッグのワークショップ
69, Mill の似顔絵 手作り工房 動物似顔絵とエコバック作りなど
70, HOTOKI HOTOKIの三色で描く絵付け体験
71, アトリエベッポ まんまるステンドグラスとトランスパレントスター作り
72, 402 studio 大人気 402 工房の作品販売
73, いろは出版 人気作家による心温まる似顔絵描き

・グリーンスカイフェスは無料のフェスです。今後継続して行くためにもルールとマナーを守って
いただくようよろしくお願い致します。

・参加される皆様が安心、安全にイベントを楽しめるよう小さいお子様からは目を離さないように
お願い致します。

出店ブースでのトラブルや怪我に関しては出店ブース側で対処いただく様

予めよろしくお願い致します。

・お子様の迷子、忘れ物などに関しては、インフォメーションにお伝えください。
・飲酒運転は絶対にやめてください。万が一そのようなトラブルが起こった場合、主催者側は一切
の責任を負いませんので予めご了承ください。

・業務ゴミ、プレート、プラケースや梱包材、段ボールなどは全てお持ち帰りください。
・ゴミの置き去りや会場付近のゴミ箱への投棄は絶対にお止めください。

ドリンク
74 / 75, GREEN SKY BAR

〜GREEN SKY FES からのお願い〜

生ビール、酎ハイ、ソフトドリンク、電球ソーダなど

アトラクション
76, レゲ四駆 @SOUL SCRAMBLE 大型ミニ四駆コース、ワークショップ、販売
77, こどものたまりば 子供も大人も楽しめる大型トランポリン

・インフォメーションにてグッズの販売、寄付金のお願いも行なっています。ご協力よろしくお願
いします。

