
シェフェスタ2019in奈良　出店舖　

テント番
号

2019/10/26（土） 2019/10/27（日） 2019/10/28（月） 2019/10/29（火） 2019/10/30（水） 2019/10/31（木） 2019/11/1（金） 2019/11/2（土） 2019/11/3（日） 2019/11/4（月）

シェフズキッチン 笹島（イルギオットーネ）
堀田（コムニコ）/仲本（ナ
カモト）

小林（ぷれざんす）/漆原
（オルケストラータ）

西岡（リンコントロ）、中村
（nakamuraya）

川島（アコルドゥ）/西原
（白）

音羽創（ときのもり）、音
羽元（オトワレストラン）

手島（タテルヨシノ）
女性シェフチーム（別所、
東、長谷、中村）

星山（ヴィルゴラ）/川田
（シュナパン）

片山（心根）/稲次（piano）

青空ピッツァ  piano クロチェッタ クロチェッッタ イーカロ
日本ナポリピッツァ職人
協会

トラキチ ナポリピッツァ隊 ナポリピッツァ隊 サルヴァトーレ サルヴァトーレ

1 ワインと薪蟇料理の店
piano

ワインと薪蟇料理の店
piano

ワインと薪蟇料理の店
piano

ワインと薪蟇料理の店
piano

ヴィルゴラ

2 trio dinner trio dinner
Le fredonnement     櫻町
吟

Le fredonnement     櫻町
吟

Le fredonnement     櫻町
吟

3 風神 風神 jogo jogo jogo

4 hoopla2 hoopla3 PIZZERIA ICARO PIZZERIA ICARO PIZZERIA ICARO

5 Le fredonnement     櫻町
吟

Le fredonnement     櫻町
吟

地酒ブース 地酒ブース 地酒ブース

6 こくとぅ〜ら こくとぅ〜ら 地酒ブース 地酒ブース 地酒ブース

7 スペインバルBANDA スペインバルBANDA 鶏若 鶏若 鶏若

8 トラットリア前澤 ミツカン ミツカン ミツカン

9 よばれや よばれや よばれや

10 ブラッスリー ロワゾブリュ ブラッスリー ロワゾブリュ ブラッスリー ロワゾブリュ

11 ワインブース ワインブース ワインブース

12 ワインブース ワインブース ワインブース

1 自家製天然酵母ぱんの
店”Buono”

自家製天然酵母ぱんの
店”Buono”

自家製天然酵母ぱんの
店”Buono”

自家製天然酵母ぱんの
店”Buono”

自家製天然酵母ぱんの
店”Buono”

こといろ こといろ こといろ こといろ こといろ

2 堂屋 堂屋 堂屋 堂屋 堂屋 堂屋 堂屋 cafe WAKAKUSA cafe WAKAKUSA cafe WAKAKUSA

3 ナチュラルカフェ　イ
ヴェール

うまいもん鬼太郎 うまいもん鬼太郎 うまいもん鬼太郎 うまいもん鬼太郎 うまいもん鬼太郎 うまいもん鬼太郎 うまいもん鬼太郎 うまいもん鬼太郎 うまいもん鬼太郎

4 アスカグリーンファーム アスカグリーンファーム アスカグリーンファーム アスカグリーンファーム アスカグリーンファーム アスカグリーンファーム アスカグリーンファーム アスカグリーンファーム アスカグリーンファーム アスカグリーンファーム

5 うめもり うめもり うめもり うめもり うめもり うめもり うめもり うめもり うめもり うめもり

6 ピクルス屋 ピクルス屋 ピクルス屋 ピクルス屋 ピクルス屋 ピクルス屋 ピクルス屋 ピクルス屋 ピクルス屋 ピクルス屋

7 うな源 うな源 うな源 うな源 うな源 うな源 うな源 うな源 うな源 うな源

8 pilot coffee pilot coffee pilot coffee pilot coffee pilot coffee pilot coffee pilot coffee pilot coffee pilot coffee pilot coffee

9 もくもく もくもく もくもく もくもく もくもく もくもく もくもく もくもく もくもく もくもく

10 富貴包子楼 富貴包子楼 富貴包子楼 富貴包子楼 富貴包子楼 富貴包子楼 富貴包子楼 富貴包子楼 富貴包子楼 富貴包子楼

11 浅草4丁目メロンパン 浅草4丁目メロンパン 浅草4丁目メロンパン 浅草4丁目メロンパン 浅草4丁目メロンパン 浅草4丁目メロンパン 浅草4丁目メロンパン さらい さらい さらい

12 doi+ doi+ doi+ doi+ doi+ 三笠奈良漬 三笠奈良漬 三笠奈良漬

13 CAFE.鍼灸 ZADAN CAFE.鍼灸 ZADAN CAFE.鍼灸 ZADAN CAFE.鍼灸 ZADAN 徳岡 徳岡 徳岡

14 寺田農園 寺田農園 しもかわ しもかわ

15 扇屋 扇屋 実の香 実の香 実の香

16 徳岡 徳岡 一丁焼きこたろう ルシェルシュ ルシェルシュ

17 こといろ こといろ hono-a de la blanche de la blanche

18 三笠奈良漬 三笠奈良漬
自家製天然酵母ぱんの
店”Buono”

自家製天然酵母ぱんの
店”Buono”

自家製天然酵母ぱんの
店”Buono”

19 一丁焼きこたろう 一丁焼きこたろう 寺田農園 寺田農園 扇屋

20 NEXT STYLE NEXT STYLE むろうはちみつ むろうはちみつ むろうはちみつ

1 チーム煖 チーム煖 チーム煖 チーム煖 チーム煖 チーム煖 チーム煖 鮎屋 鮎屋 鮎屋

2 村上メリヤス 村上メリヤス 村上メリヤス ロゼッタ 村上メリヤス 村上メリヤス spec of spice spec of spice spec of spice

3 hono-a hono-a IROHA
コモレビガーデン&酒食市
場エポック

コモレビガーデン&酒食市
場エポック

コモレビガーデン&酒食市
場エポック

4 工房さくら 工房さくら 三木豆腐 三木豆腐 三木豆腐

5 海鮮中華料理 呑 海鮮中華料理 呑 海鮮中華料理 呑

6 さくらや さくらや さくらや

7 千の亮 あずま農園 あずま農園

8 㐂一 㐂一 㐂一

9 やまとん やまとん やまとん

10 布川 布川 布川

11 トリオダイナー トリオダイナー トリオダイナー

12 SPEC OF SPICE SPEC OF SPICE 海鮮中華料理　呑 海鮮中華料理　呑 海鮮中華料理　呑 Tファーム Tファーム 炭emma

ひょうたん工房 ひょうたん工房 　 ひょうたん工房 ひょうたん工房 ひょうたん工房

1 タコス屋サリー タコス屋サリー タコス屋サリー タコス屋サリー タコス屋サリー タコス屋サリー タコス屋サリー タコス屋サリー タコス屋サリー

2 エストゥルカ エストゥルカ フンドシキッチン フンドシキッチン フンドシキッチン フンドシキッチン フンドシキッチン ゴライコウ ゴライコウ ゴライコウ

3 ゴライコウ ゴライコウ ソペクサ・ジャポン ソペクサ・ジャポン ソペクサ・ジャポン ソペクサ・ジャポン テロワール テロワール テロワール

4 waffca waffca waffca waffca waffca

5 スペインバル BANDA スペインバル BANDA スペインバル BANDA

6 奈良クラブ 奈良クラブ 奈良クラブ

7 フンドシキッチン フンドシキッチン

事務局ドリンクブース n.i.p n.i.p n.i.p n.i.p n.i.p n.i.p n.i.p n.i.p n.i.p n.i.p

「食べる学校」ワーク
ショップ

「食べる学校」ワーク
ショップ

「食べる学校」ワーク
ショップ

「食べる学校」ワーク
ショップ

「食べる学校」ワーク
ショップ

NCL物販&ワークショップ NCL物販&ワークショップ NCL物販&ワークショップ NCL物販&ワークショップ NCL物販&ワークショップ NCL物販&ワークショップ NCL物販&ワークショップ NCL物販&ワークショップ NCL物販&ワークショップ NCL物販&ワークショップ

1 ピーロート ピーロート ピーロート ピーロート ピーロート ピーロート ピーロート ピーロート ピーロート ピーロート

2 プレミアムウォーター プレミアムウォーター プレミアムウォーター プレミアムウォーター プレミアムウォーター プレミアムウォーター プレミアムウォーター プレミアムウォーター プレミアムウォーター プレミアムウォーター

3 ソニー生命 ソニー生命 コープ自然派

4 奈良醸造 奈良醸造 JT

企業協賛ブース

食べる学校

フードトラック

　　　　　青空キッチン（5〜
8店舗）　　　　　 終3日間
は　地酒・ワインブース追

加

　屋台（12店舗） 終3日
間のみ　平日はクラフトマ
ルシェ・ワークショップブー
ス、馬見会場振替出店枠

に使用

マルシェ（14〜20店舗）

ワインと薪蟇料理の店
piano

風神

Le fredonnement     櫻町
吟

スペインバルBANDA

こくとぅ〜ら

ワインと薪蟇料理の店
piano

風神

Le fredonnement     櫻町
吟

スペインバルBANDA

PIZZERIA ICARO

ワインと薪蟇料理の店
piano

ワインと薪蟇料理の店
piano

ワインと薪蟇料理の店
piano

風神 風神 風神

PIZZERIA ICARO PIZZERIA ICARO PIZZERIA ICARO

Le fredonnement     櫻町
吟

Le fredonnement     櫻町
吟

Le fredonnement     櫻町
吟

スペインバルBANDA スペインバルBANDA スペインバルBANDA


