
■キッチンカー出店情報
ワークショップブース近辺　営業時間　【1日目　11:30～15:30】　【２日目　10:00～17:00】

15日 16日

1 奈良 奈良 クライムパパのキッチン工房 〇 〇 苺氷 いちごミルク　バナナジュース　かぼちゃプリン かぼちゃ本来の甘さや香りを堪能できるこだわりプリン　400円

2 奈良 大和郡山 風雲児 日ノ本 〇 〇 アイスブリュレクレープ　けずりあまおう　ホットドリンク ハロウィンミルクキャラメルポップコーン　700円

3 奈良 香芝 井村輸送 〇 〇 ケバブ チュロス スムージー 濃厚イチゴスムージー　500円

4 奈良 大淀 小澤商会 〇 〇 ベビーカステラ ベビーカステラ小　600円

駅前道路　歩行者天国　営業時間　【1日目　10:00～17:00】　【２日目　10:00～17:00】

15日 16日

5 香川 富士見 VOYAGE - 〇 なみえ焼きそば 牛タン入りチーズつくね 伊達焼きそば ハロウィン牛タン入りチーズつくね　400円

6 滋賀 甲賀 パームツリー × オリオリ 〇 〇 近江牛ホルモンやそきば　ロングポテト　わらびもちドリンク　近江牛やき肉丼 削りイチゴ　600円

7 大阪 河内長野 しあわせばなな 〇 〇 ばななジュース ハロウィンバージョン黒ゴマばななジュース　８００円

8 大阪 堺 mou×mouミルキーパラダイス 〇 〇 プレミアムソフトクリーム クリームソーダ ハロウィンソフト　600円

9 大阪 府羽曳 LOCOLOCO-aloha foodtruck- - 〇 ベリー&ホイップパンケーキ ポケボウル パンケーキパフェ LOCOMOCOバーガー ハロウィンチーズロコモコ　1,000円

10 大阪 大阪 グリル梵 〇 〇 ビーフカツサンド エビエビスペシャルサンド エビ・エビ・スペシャルサンド　1,000円

11 京都 伏見 串ダイニング浪漫家 〇 〇 ジャンボ牛タン串 ジャンボ豚まん 和牛ミックスホルモン ジューシー肉焼売 ミックスホルモン　800円

12 京都 伏見 ソライロカフェ 〇 - スパイシードッグ フラッペ コーヒー カフェメニュー ハロウィンラテ　550円

13 京都 伏見 ソガシッタン 〇 - マンドゥ プルコギ丼 ふわふわ　かき氷 マンドゥ　700円

14 奈良 奈良 Pati ra Patni 〇 〇 ナン&カレー　とろとろチーズナン　とろとろチャコナン　タンドリーチキン マンゴーラッシー（プレーンラッシーも可）　400円

15 奈良 奈良 板前焼肉　一輪 〇 〇 大和牛煮込み焼きそば ダイスカットストロベリー　600円

16 奈良 奈良 くじらのしっぽ 〇 〇 たこ焼　お留守焼 ハロウィン盛り　700円

17 奈良 奈良 ロワゾブリュ 〇 〇 クレープ各種　コーヒー　カフェオレ　ソフトドリンク各種 ハロウィンオリジナルクレープ　700円

18 奈良 生駒 Felis crepe - 〇 シャインフラワー　いちご姫　バナナチョコ　氷カフェ　チョコクリーム ハロウィンバナナチョコ　600円

19 奈良 大和郡山 奈楽屋 〇 〇 エッグサンド バーグサンド とりてりマヨサンド ホットドッグ ドリンク おばけチョコホットサンド　500円

20 奈良 大和郡山 ならしか/Ber Sally - 〇 限定奈良鹿ないカレー　サリーバックスコーヒー　フローズンジュース ハッピーハロウィン！限定バンビシャスカレー！　700円

21 奈良 葛城 とりよし 〇 - からあげ　ヤンニョムチキン　チキン南蛮 とりマヨ　550円

22 奈良 天理 Cofufun carコフフンカー 〇 〇 天理バーガー チョリソードッグ ミックスジュース 美酢 クリームソーダ 紫芋のモンブラン　1,000円

23 奈良 天理 GENTEN 〇 〇 大豆ミートのハニーマスタードピザパンサンド　ドリップコーヒー かぼちゃと豆乳のポタージュ　700円

24 奈良 田原本 大和牛ホルモンの天ぷら㐂一 〇 〇 ホルモンの天ぷら ポテト 鶏の唐揚げ かき氷 ホルモンの天ぷらとかぼちゃの天ぷらのセット　600円

25 奈良 田原本 屋台ラーメン走麺屋 〇 〇 しょうゆラーメン　とんこつラーメン　大和茶のしおラーメン ハロウィンラーメン　900円

26 奈良 田原本 感動メロンマルシェ 〇 〇 バンビーナメロンジェラート（緑）（オレンジ）　メロンスムージー　 メロンスムージー　500円

27 奈良 田原本 AKIRA 〇 〇 からあげ（とり・かわ） 天然太刀魚ぐるぐる巻きフライ 太刀魚オバケ骨チップ　400円

28 奈良 高田 酒蔵割烹 布川 〇 〇 大和極上唐揚げ ハロウィン大盛パック　700円

29 奈良 高田 ジューヌブルーメロンパン専門店 〇 〇 メロンパン　メロンパンラスク メロンパンラスク　400円

30 奈良 橿原 strawberry kitchen 515 〇 - いちごあめ　フローズン いちごあめチョコレート味　750円

31 奈良 橿原 RIPEN（ライペン） 〇 〇 ふわとろオムライス（ケチャップ・デミグラス・たっぷりきのこ） (>_<)すまいるオムライス　800円

32 奈良 桜井 Waffca 〇 〇 ワッフル ハッピーハロウィンエッグワッフル　500円

出店日

出店日
販売予定商品 夢フェス募金メニューNO 拠点 店舗名

NO 拠点 店舗名 販売予定商品 夢フェス募金メニュー



■宮崎・大和・橿原物産
近鉄橿原神宮前駅中央出口出てすぐ　営業時間　【1日目　10:00～17:00】　【２日目　10:00～17:00】

┃宮崎物産協会

1 宮崎県 有限会社味のくらや からいも団子 あくまき ふかふか 和風チーズ饅頭　ふくれ菓子

2 宮崎県 霧島酒造株式会社 白霧島２５℃ 吉助（黒・白） 黒霧島

3 宮崎県 エムランド 柚子からあげ

4 宮崎県 鮎のよしの 鮎の塩焼 など

┃橿原物産協会

5 橿原市 珈琲大好き　HATicafe HATicafe　こだわり珈琲（HOT・ICE)

6 橿原市 御菓子司　湖月堂 みたらし団子 きな粉団子　あんつけ団子

7 橿原市 吉野山・静亭 柿の葉すし 葛餅　鴨葛うどん

8 橿原市 香久山美人 串こんにゃく　スイーツこんにゃくくずきり風

9 橿原市 久米乃木 三福だんご ハーブウィンナー

10 橿原市 はないちもんめ たこ焼　イカ焼　からあげ　チキンなんばん

┃大和物産

11 奈良　川上 鮎屋 鮎塩焼き 子持ち鮎塩焼き 小あゆカラアゲ 小あゆカラアゲ　400円

12 奈良　桜井 創作ダイニングふじもと やみつき黒胡椒からあげ 特性油淋鶏 からマヨ 出汁巻き天ぷら　 出汁巻き天ぷら　500円

13 奈良　王寺 焼肉天堂 天道焼 韓流タンつら焼 天道ハラミ2本で100円ＯＦＦ！！　1,100円

14 奈良　田原本 インド料理　Ｇａｎｅｓｈ カレーナンセット タンドリーチキン サモサ チキンカボチャカレーとナン　700円

15 奈良　橿原 奈良 焼肉三日月 黒毛牛炭火焼肉 キムチトッピング　200円

16 奈良　橿原 ご当地コロッケ・からあげ　千の亮 からあげ コロッケ 鶏皮 ソフトドリンク 千の亮の盛り合せ　650円

17 奈良　奈良 平谷屋 ベビーカステラ フルーツあめ かぼちゃプリン 濃縮したカボチャが感じられるプリンです　400円

18 奈良　橿原 野菜と魚を楽しむ店　華 牛すじ煮込み 天ぷら盛り合わせ 海老２本と野菜５種の天ぷら盛合わせ　800円

NO 拠点 店舗名 販売予定商品 夢フェス募金メニュー

NO 拠点 店舗名 販売予定商品

NO 拠点 店舗名 販売予定商品


