
❸ 2枚のアンケートに
　    回答し、会場の事務局
       で河内おかゆ（1個）と
　　交換

会　場 セブンパーク天美 2F
中央イベントホール

2121
中小企業の経営を強力にバックアップ

松原商工会議所

アンケート
参加店

南河内産 大集合
みなみかわち も ん

10：00～21：00
13 ･1411/ 土 日

開催日
2021年

一部店舗は
17：00まで（ 　 　 ）

松原市・藤井寺市・
羽曳野市・富田林市・
柏原市・大阪狭山市・
河内長野市より
様々な事業所が大集合！！

南河内の商品・サービスを

2日間限定開催！

来場者アンケートに答えて
河内おかゆ（1個）をGETしよう！
アンケート2枚で交換できます。

※尚、粗品の数量に限りがあります。予めご了承ください。

❶ ブースの社名板に「アンケート参加店」の
　　表示のあるお店で、商品・サービスを購入

❷1店舗につきアンケート
　   用紙を1枚GET！

+
アンケート
参加店

物産展inまつばら21物産展inまつばら21物産展inまつばら21物産展inまつばら21

新発見！

※イメージ

ブースの社名板

1店舗目 2店舗目
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中央イベントホール
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出展企業一覧（出展者名50音順）

aoki☆S・S・あおき総合設備
主な展示物：ファンヒーター、加湿器、空気清浄機、ガスコンロ、ミラブル
冷暖房空調と給湯設備機器の販売施工のお店。電気とガス機器の修理工事は
お任せください。

松原市南新町５-６-１１ TEL.072-289-6138

アロマサロン KotoRi
主な展示物：ハーブティー、アロマ雑貨、ハンドケア
女性専用のプライベートアロマサロンです。お一人お一人に合わせたアロマケ
アで心身のリラックスをご提供。

松原市一津屋2-5-25 TEL.080-6119-2915

㈱いたに萬幸堂
主な展示物：せんべい
柏原市で半世紀以上、原材料にこだわり、安心・安全な菓子の製造を続けており
ます。本社前に直売所有り。

柏原市今町2-11-28 TEL.072-971-2212
㈲栄光ファスナー
主な展示物：サンドブラスト彫刻、雑貨、木工製品、アクセサリー
サンドブラスト彫刻、吉野杉の木工製品、雑貨、アクセサリーを販売します。

松原市西大塚1-142-1 TEL.072－336－3310

㈱HKクリエーション
主な展示物：工事不要高天井LED、空間殺菌紫外線LED、ハンディライトLED
LED照明メーカーとして松原市から全国へ！照明でのお困りごと、ご相談くださ
い。

松原市大堀1-6-5 TEL.072-336-5600
㈱大阪前田製菓
主な展示物：チーズケーキ、ボーロパウンドケーキ、米菓等
大正7年創業の大阪前田製菓。安心安全な製品を提供する事を最も重要と考え
品質向上に日々取り組んでいます。

藤井寺市小山6-5-46 TEL.072-952-0100

㈱楠原木工所
主な展示物：お数珠、各宗派念珠、ブレスレット等
当社の木や貴石を使用し京都の職人が仕上げた念珠やブレスレットを特別価格
にて展示販売しております。

松原市三宅西1-285-1 TEL.072－333－0075

学生服リユースShopさくらや松原店
㈱FPおとなの相談室
主な展示物：学生服リユースでSDGsに貢献するさくらや松原店のご紹介
使わなくなった学生服を買い取って補修や消臭・除菌を施してお手頃価格で販
売し、家計の応援をするお店です。

松原市天美南1-1-204-5
TEL.050-6876-7910

観光交流施設 きらめきファクトリー
主な展示物：富田林ブランド商品などを販売します。
観光をメインに、文化とアートをお届けする観光交流施設きらめきファクトリー
です。

富田林市本町19-8 TEL.0721-24-5500

黒にんにく専門店 大地の恵
主な展示物：黒にんにく、じゃんぼミックス90g、そのままで、ヴェリー
黒にんにくのための原料を厳選し、じゃんぼ大にんにくを使用、フルーティで天
然の独特な甘さが、大好評でヘルシー。

羽曳野市誉田3-25-11 TEL.072-958-8021

こだわりのバジルソース
主な展示物：バジルソース、ガーリックオイル、ハーブオイル
藤井寺で栽培したバジルとニンニクを収穫し２４時間以内で加工するので新鮮
で香り豊かなバジルソースです。

藤井寺市林4-2-17 TEL.072－931－5011

㈱和 泉 食 品
主な展示物：ソース各種・ポン酢・塩だれ・焼肉のたれ・ミックス粉各種
創業９３年の地ソースメーカーです。野菜・果物は全て国内産を使用
し、安心・安全な商品を製造しております。

松原市天美北4-9-9 TEL.072-333-1350

コ ー  マ㈱
主な展示物：スポーツソックス、カジュアルソックス
足にフィットしてサポートする高機能３DSOXや日本製に拘った
高品質靴下を工場直送価格で販売致します。

松原市阿保3-6-27 TEL.072-332-1563

■ 主　　催
■ 共　　催

松原商工会議所
藤井寺市商工会、羽曳野市商工会、柏原市商工会、富田林商工会、
河内長野市商工会、大阪狭山市商工会

10：00～21：00
13 ･1411/ 土 日

開催日
2021年

このマークは
松原ブランド
LaMatsubara
認定企業

一部店舗は
17：00まで（ 　 　 ）

❶社名板に「来場者アンケート参加店」の表示のあるお店で、商品・サービスを購入
❷1店舗につきアンケート用紙を1枚GET！
❸2枚のアンケートに 回答し、会場の事務局で河内おかゆ（1個）と交換

来場者アンケートに
答えて河内おかゆ（1個）を
GETしよう！
アンケート2枚で交換できます。



出展企業一覧（出展者名50音順）

シフォンケーキのお店  roots
主な展示物：シフォンケーキ、プリン、ラスク、ポップコーン、ワッフルなど
松原市天美西にあるシフォンケーキ専門店です。オーダーメイドで、オリジナル
ケーキもご用意出来ます。

松原市天美西5-111-5 TEL.072-349-9485

税理士法人 杉井総合会計
主な展示物：小冊子、パンフレット
税金、事業承継、相続等お気軽にご相談ください。無料相談を実施しています。

松原市高見の里4-5-33 TEL.072－335－2090

富田被服㈱
主な展示物：マッキーグッズ販売
「お客様のために」をモットーに、ご希望のユニフォームを提供致します。オリジ
ナル刺繍、プリントも承ります。

松原市天美東6-12-25 TEL.072－331－0210

BENESU 大阪松原
主な展示物：手作り機能性靴の販売、アーチリフトソックス、足裏診断とマッサージ
ベネシュでは体の土台である足に注目し正しく歩き骨格バランスを整えて自分
で健康になる靴を販売しております。

松原市西野々1-10-2-104 TEL.072-338-1220
三宅・西野珠算教室
主な展示物：長尺そろばん、色々なそろばん、桁表、そろばんストラップ
南大阪珠算連盟所属、松原地区の教室です。幼稚園年長者から指導していま
す。

松原市南新町6-6-25 TEL.072-331-0800

料理教室おうちシェフ＆cafe ファリーヌ
主な展示物：小麦、卵、乳製品を使っていないスイーツとコーヒー
料理教室がメインですが、小麦・卵・乳製品不使用でもおいしいスイーツや料理
の販売もしております。

松原市若林 TEL.080-1298-1670

㈱サンアート
主な展示物：財布、バッグ及びキャラクター系雑貨
有名キャラクター及びブランド製品

松原市三宅中6-11-9 TEL.072-331-8787

安  井  商  店
主な展示物：さいぼし、はびきの餃子
羽曳野名物の油かすを使用した、はびきの餃子。一口食べるとヤミツキになる
進化系高級餃子。

羽曳野市伊賀5-7-1 TEL.072-953-5572

バリコーヒー（BALI COFFEE）
主な展示物：ハラール食品、コーヒー豆、おつまみ、お菓子、キャンディ
南海高野線「河内長野駅」近くでインドネシアダイニング＆カフェをしています。
ぜひ、お立ち寄りください。

河内長野市長野町6-14 TEL.090-4273-0457

鮨懐石 加賀 ㈱加賀
主な展示物：
加賀は創業２８年になります。わらび粉は有名な山つ辻田さんのブレンド使用。
牛肉しぐれは和牛しか使用しない。

大阪狭山市池尻中1-29-28 TEL.072-368-3514

パティスリー  アンジュブラン
主な展示物：柏原河内ワインカステラ、綿実油のシフォンケーキ
柏原地域の特色を生かしたケーキや焼菓子を創作しています。近鉄八尾駅改札
内にも出店しました。

柏原市法善寺4-2-21 TEL.072-973-1010

和菓子工房 あん庵
主な展示物：富田林地卵と蜂蜜のどら焼、羽曳野いちじく焼菓子とみたらし団子
TVチャンピオン３回優勝した和菓子屋です。あなたのココロを和菓子で「ほっこ
り」させたいです。

羽曳野市羽曳が丘西1-4-53 TEL.072-950-1122

食パン専門カフェ BREAD＆
主な展示物：食パン、サンドイッチ、ラスク、ももちゃんのアメリカンクッキー
BREAD＆は障がいをお持ちの方々と共に働くカフェです。すべての商品心を
込めて提供いたしております。

大阪狭山市西山台6-1-9 TEL.072-284-8015

はっぴいおかん（いちじく食品専門店）
主な展示物：地元いちじく使用☆大阪いちじくプリン☆いちじくベースのマリネ
NHKニュースほっと関西に出演☆大阪いちじくプリンが紹介されました！珍しく
常温で３ヶ月お土産に大好評。

羽曳野市伊賀2-3-3 TEL.072－953－0149

㈱竹内海苔 （松原商工会議所）

主な展示物：味付海苔、塩海苔、焼海苔、のりふりかけ
有明産の厳選した原料にオリジナル無添加だしで味付しています。
高級海苔ならではの食感と薫りをご賞味ください。

松原市松ヶ丘4-1-21 TEL.072-332-8915
昆布・佃煮のお店佃惣菜ひろかわ
主な展示物：昆布佃煮、水産物佃煮、昆布麺、佃煮珍味、近江牛すじ煮
数量限定ですが、店頭にてお酒に合う佃煮珍味のひと口サンプルを
無料にて配布をします。

松原市天美西3-3-49 TEL.072-331-2404

㈱吉田商店枕工場
主な展示物：松原市で創られた昔ながらの国産全そば枕
創業昭和4年。第３期のまつばらブランドに認定され、弊社のそば枕
は薬品を使用していないため安心安全です。

松原市別所6-2-26 TEL.072-335-6731

高藤式水素吸引サロン アイカ
主な展示物：エアーガードレスキュー（高藤式安定化二酸化塩素）除菌・消毒剤
WHOが認める人体に安全な成分を使用。有害物質なし。手肌に優しく即効性・
持続力は◎子供・ペットもOK！

河内長野市木戸1-6-1澤田ビル2F TEL.0721-54-1616


