
もったいな市  
つくる人と食べる人の分かちあい、助けあい

こすもす

こちらでも注文できます

土曜市金曜朝市青空市場

商品にならなかった野菜たち。でも農家さんたち
はどれも同じように、手塩にかけて育てきました。
いのちの恵みに感謝し大切にいただきましょう。

家庭菜園の無農薬野菜など、皆様からの出品
もお待ちしています。

花の会のパンやスィーツ、三箇牧トマトなどの地産品
その他、こだわりの名産品も取り揃えています。
リサイクルショップも併設

こだわり京野菜　有頂天晴果
卵・乳製品　秋川牧園
口どけチーズケーキ Operetta
天然酵母パン　PirateUtopia
パン・焼き菓子　かよぶたoven

南信州・中川村など
こだわりの野菜

ベジタブル☆クラウン
090-9711-0298（井上）

奈良金剛山麓の湧水で
育った野菜・果物・花

090-6240-6977（笠村）

4 月 22日・5月 27日

6月 24日・7月 22日

8月 26日 ・9月 23日

10:00～16:30 （月火木金）

10:00～15:30 （水）

（土日祝）休

TEL 072-681-9202

高槻市芥川町 2-8-22

高槻 カフェボナペティ ☎090-9118-7144（山田） 

城北 プカオーガニクス ☎090-6978-1121（坂口） 

緑が丘 有里山   ☎072-647-8863

冨田 オーガニックカフェ寿 ☎090-3057-6585（角）

東五百住 MAKE E CAFE ☎080-4020-6191 

栄町 スイトピー花の会 ☎072-693-9601 

島本 ひら農園  ☎080-5325-7128（平野）

第 4土曜日 11:00～

売切れ次第終了土曜日 7:00～18:00

日曜日 8:00～18:00

9:00 ～ 11:00

ひとにも環境にも優しいお店  花の会

プレオープン！

自然派イタリアン

 「オステリア セーザモ」にて
カフェ 「ぽぉ」近く

高槻駅前 ビル

アルプラザにて

農薬
不使用

産直
野菜

産直
野菜

有機
肥料

あんふぇす実行委員会

わしのさんの
おこめ
精米500円/kg

玄米450円/kg

疎植
低温貯蔵
遠赤外線乾燥
放射能不検出
土作りからの有機栽培
除草剤1回のみ使用

メールで入荷のお知らせ、注文も出来ます。
080-5325-7128    info@save-life-action.org（平野）

090-6240-6977    cafepoo@hi3.enjoy.ne.jp（笠村）
月末の平日17:30 ～ 20:00  カフェぽぉ 

夕食を囲んでの気軽なおしゃべり会です。

どなたでも参加大歓迎 (^^)/ 

大人 500 円　小学生 300 円　幼児 200 円

JR高槻駅西口より徒歩3分（芥川商店街内）

JR高槻駅北口

アルプラザ一階通路

JR高槻駅北口より

徒歩10分

高槻市古曽部町1-11-25

阪急富田駅より

徒歩 10 分

高槻市東五百住町3-5-2 

伊勢湾を望む輪中の

専業農家わしのさんより

肥沃な土地で育った鮮やかで力強い野菜たち

濃厚な味わい

配達応相談

★

JR高槻駅

西口

アルプラザこすもす

芥川商店街

★

JR高槻駅

西武
アルプラザ

こすもす

西国街道

オステリア セーザモ

★
青空市場

カフェぽお如是保育所

小寺池図書館

ミート
モリタ屋

阪急富田駅

JR摂津富田駅

あんふぇす              facebook 検索イベント情報

メーリング

リスト登録

お問合せ



2017年3月現在   詳しくは facebookにあるgoogle mapでご覧ください。

子どもたちの
しあわせな
未来のために

あんふぇすまっぷ

消費者同士のつながり、助け合い。信頼できるお店との出会い。生産者と

の顔の見えるおつきあい。食の安全ネットワークを創りましょう!

安全へのこだわりはそれぞれです。扱っているものは無農薬・無添加でないものもあります。農薬や
添加物、放射性物質や遺伝子組み換えのこと、気になることは何でも遠慮なくお問い合わせください。
このまっぷは口コミで広がっています。お薦めのお店や生産者の方がおられればご紹介ください。

生産
鷲野農産  桑名 059-448-3405 

大戸洞舎   長浜 0749-78-0155

かみむら農園 八幡 090-7361-4581 

高槻農産  高槻

寺本農園  高槻 072-669-7220 

友遊の里 しいたけ 高槻 072-680-0222 

チキチキファーム 茨木 090-9058-4246　 

清阪 terrace 茨木

雨蛙菜園　  茨木 090-2048-4333　 

City Farm Deguchi  松原 080-4011-1794

加工 / 調理
いちまるとうふ  島本 075-961-5499　 

すばる  島本 075-961-1691　 

ＣｏＣｏはうす 高槻 072-678-5666　 

ワークたんぽぽ 高槻 072-681-6344　

共働舎花の会 高槻 072-692-2859　

大阪つぶつぶキッチンほんわか　高槻 090-7862-1598　

ぬか太郎   茨木 090-3494-5176

Operetta オペレッタ　 茨木 090-6757-7329

山口食品  豊能 0120-7108-39　 

肉屋まあの  尼崎 06-6495-2546

ノボリンキッチン 大阪 080-3817-5229

パン
青葉のパン屋　  島本 075-961-1246

自家製天然酵母パン なかむら　 高槻

ジュエボワット　  高槻 072-661-6588

Puka Organicsプカオーガニクス　高槻 072-670-5830

天然酵母の台所 koro ぱん　 高槻 090-5647-8708

ラ・ギャミヌリィ　  高槻 072-669-8169

パラダイスアンドランチ本店　 高槻 072-695-1300

パラダイスアンドランチ南茨木店 茨木 072-632-3667

かよぶたoven　  茨木 080-5633-7608

Pirate Utopia  西宮 080-5380-6865

ブランジェリー高木  大阪 06-4803-0008

その他
高槻・市民放射能測定所 高槻 072-669-1897

宅配
使い捨て時代を考える会　 京都 075-361-0222　 

北摂高槻生活協同組合  高槻 0120-465-181

グリーンコープ生協おおさか 高槻センター　高槻 072-670-2060　 

（株）秋川牧園 大阪事業所 茨木 0120-55-1379　

（株）大阪愛農食品センター 堺 072-270-5411　

販売
有頂天晴果　  京都 090-8527-2138 

自然館水無瀬店　  島本 075-961-3745　 

島本障害者共働作業所  島本 075-962-3485　

自然館グリーンプラザ店  高槻 072-681-1332　 

こすもす 花の会  高槻 072-681-9202　

ベジタブル☆クラウン  高槻 090-9711-0298　

青空市場   高槻 072-692-8112

おおぞら 　  茨木 072-633-2341　

はっこうふうず　  茨木 072-655-8828　

ララショコラ　  高槻 072-668-5055

フィロアルテ　  高槻 080-3862-9832

飲食
mamma　マンマ 　 島本 075-962-8686　 

オステリア セーザモ 　 高槻 072-685-3557　 

南風楽天  　 高槻 072-685-6395　 

カフェ ボナペティ 　 高槻 090-9118-7144

四季菜フレンチ ソレイユ　 高槻 072-685-6610

睡蓮 暮らしのギャラリー　 高槻 090-3617-3163

心彩～このいろ～ 　 高槻 072-691-5106

猫猫 （まおまお） 　 高槻 072-673-1580

tete cafe テテカフェ 　 高槻 050-3562-5193

有里山  　 高槻 072-647-8863

喫茶去ゆり  　 高槻 072-694-0338

陶芸 &オーガニックカフェ寿　 高槻 072-695-7044

カフェコモンズ 　 高槻 072-694-3607

Cafeクローバー/サニースポット　 高槻 072-697-7080

カフェ ぽぉ  　 高槻 072-668-5415

MAKE E CAFEメイク イー カフェ　高槻 080-4020-6191

美味肉家 能勢 　 茨木 072-638-5111

アジアの食堂 ムバラケ 　 茨木 072-622-1238

ＢＯＮＯｃａｆｅ　ボノカフェ　 茨木 072-632-5124

オリーブガーデン 　 淡路 06-6328-5969

食の安全に配慮し、あんふぇすに参加・賛同している生産者やお店です。
私たちは、顔の見えるおつきあいから生まれる信頼と対話を大切にしています。

福島原発事故を機に、食の安全に配慮する生産者・店舗・消費者を結びつけることを目的にした市民に
よる非営利コミュニティです。子ども全国ネット並びに高槻市市民公益活動センターの登録団体です。

あんふぇす
食の安全フェスタ

★店舗あり

三箇牧トマト

プリン

おからかりんとう

チョコレート

山口納豆

パン、スィーツ、野菜

チーズケーキ

チーズケーキ

ぬか漬け

卵
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