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交野市産業振興基本計画に基づき、交野の自然環境や歴史文化などの地域資源を
生かした魅力ある商品を「カタノのチカラ」を認定します。
認定商品の申請は随時受け付けています。申請について詳しくはお問合せください。

「カタノのチカラ」認定商品募集

①食　品（加工食品、菓子、酒類、飲料、調理加工品）
②農産物
③製　品（工業用製品をのぞく）

認定
対象

【「カタノのチカラ」認定商品の申請についての問い合わせ】
交野市地域振興課（TEL：072-892-0121 / Mail：sinkou@city.katano.osaka.jp）

※掲載商品や店舗情報については、各々の事業者へ直接お問い合わせください
※本誌の掲載データは、2020年4月現在のものです。季節などにより掲載情報が変更される場合があります。
　お出かけ前には最新の情報をご確認ください。



「住んでよし、訪れてよし」の
“星のまち☆かたの”

交野（かたの）市は、大阪府と奈良県の県境に位置し、市域は約半分が山地で、
中央部には天野川が流れています。昔ながらの趣を残す集落と、新たにつくら
れた住宅地が共存し、自然との調和も大切にする田園都市です。
平安時代に都の貴族から、交野市と枚方（ひらかた）市一帯の“交野が原”へ
七夕文化が持ち込まれ、今も多くのロマンあふれる名所が息づく「七夕のまち」
として知られています。また、平安時代、私市（きさいち）の獅子窟寺で弘法大師が
秘法を唱えると、七曜の星が３つに分かれて八丁（872ｍ）の距離の三角の
形に星田の村に降ったという「八丁三所の降星伝説」などもあります。

天野川セイタカヨシを使用した商品は
このロゴマークが目印です。

セイタカヨシは冬でも枯れない南方系の植物です。天野川に自生するセイタカヨシの葉を
フリーズドライ製法によりパウダー状に加工したものが「天野川セイタカヨシ」です。鉄分・
葉酸・ビタミンＣなどが豊富に含まれています。
枚方・交野天の川ツーリズム推進協議会では、天野川セイタカヨシを地域資源として
活用し、地域ブランドを作るプロジェクトに取り組んでいます。

地域に存在する自然・歴史・文化・食・観光地・特産品・
産業などの地域資源の付加価値を高め、他の地域との
差別化を図ることにより、地域住民の自信と誇りだけで
なく、観光客や消費者等に「訪れたい」「住みたい」「ビジ
ネスをしたい、活動したい」という具体的行動を起こす
気持ちを誘引するものです。 

交野の自然環境や歴史文化などの地域資源を生かし、
交野産にこだわった魅力ある商品を“交野ブランド
「カタノのチカラ」”として認定し発信することで、
地域産業の振興とまちの魅力の向上を図ります。

地域ブランドとは 地域ブランドを認定する目的

頂上に観音岩と呼ばれる巨岩が一つそびえる標高341mの
珍しい山です。生駒山地の北端にあり、巨岩の上からは大阪・
京都方面を一望できるだけでなく、空気が澄んでいれば遠く
明石海峡大橋や四国まで望むことができます。また、夜に登れば
美しい夜景を見ることができます。
また、山頂からのご来光は交野八景の一つ「交野山の来光」に
選ばれています。

交野山 （こうのさん）



地元の酒造である山野酒造が、交野の米、交野の水、交野の酒蔵の酒造技術を
惜しみなく注いで醸し出した「生粋の交野地酒」です。ヒノヒカリならではの力強い
味わいが特徴で、酸がしっかりしていてまろやかに味わいが広がります。
また、四季を通じていろんな味わいが届けられる様に、3タイプの仕込みをし、
香りや味わいの変化をつけています。
大阪府の地域ブランド「大阪産（おおさかもん）」の認定も受けています。

大阪産（もん）認定品
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交野市私部7-11-2
TEL：072-891-1046
営業時間：9:00～17:00
定休日：日曜日・祝日・4月～10月の土曜日

［アクセス］
京阪電車交野線 交野市駅下車 西へ徒歩
10分
JR学研都市線 河内磐船駅下車 北へ徒歩
25分

［ホームページ］
http://www.katanosakura.com

山野酒造株式会社

清酒
織姫の里

特別純米酒

山野酒造は江戸時代末期、泉州和泉で酒造りを営み、
その後、明治初期に現在の交野市私部に移り、以来、
五代にわたって酒を造り続けている。

食 品

交野市商業連合会では「交野名産を作りたい！」という一途な思いから、交野の
酒蔵 山野酒造の銘酒「片野桜」の酒粕や、今堀ぶどう園の神宮寺ぶどう果汁など、
交野の特産品をふんだんに使用したジェラートを開発しました。
これからも更なる商品開発を進め、交野の名産を誕生させていく予定です。

季節限定
交野の旬のジェラート

交野
ジェラート

はれらに食堂をはじめ、各販売店舗でも
召し上がれます。

交野市郡津4-34-1
TEL：072-894-0687
営業時間：9:00～19:00
定休日：月～金・日・祝 9:00‒16:00
　　　　土 9:00‒16:00 / 18:30‒22:00
【定休日】
火曜日・第４日曜日
【駐車場】
3台

［アクセス］
京阪電車交野線 郡津駅より徒歩2分

［ホームページ］
http://halelani.info

［購入場所］
・フレンドマート交野店内
・イズミヤ交野店内
・はれらに食堂
・トップワールド星田店
・お茶のかをり園
・大黒屋
・芦田酒店

交野市商業連合会
（はれらに食堂）

食 品

1個 350円（税込）

特別純米酒　1本 720㎖ 1,363円（税込）



この商品は、素材が持つ果実本来の風味を味わっていただくように、合成着色料や
保存料を一切使用せずに、神宮寺ぶどうと砂糖やお酢などの主原料を、一つひとつ
丁寧な手作業で製造した、安全で安心して味わっていただける商品です。
ビネガーとシロップは、飲み物として炭酸で割ったり、豆乳に混ぜても美味しく
いただけます。また、ビネガーはドレッシングに、シロップはヨーグルトやかき氷に
かけるなど、料理やデザートの調味料としてもご使用いただけます。

神宮寺ぶどうの風味を満喫
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交野市神宮寺1-40（直売所）
TEL：090-6069-1710
直売期間：６月中旬から８月中旬
　　　　　※ぶどうが無くなり次第閉店

［アクセス］
電車：京阪電車交野線 河内森駅徒歩20分
       JR学研都市線 河内磐船駅徒歩18分
車：第二京阪国道 交野北出口より車で５分

［ホームページ］
https://tanakabudouen.jp/

［購入場所］
棚畑
［交野市私市8-4-10TEL:090-8520-3895］

リトルラフィネ
［交野市倉治4-35-23 TEL:072-895-1009］

（株）アトリエ May事務所
［枚方市大垣内3-3-7 TEL:072-845-4039］

スイーツ工房れんげそう
［枚方市牧野本町2-9-8 TEL:072-396-5080］

直産市場によってってイオンモール四條畷店
［四條畷市砂4-3-2 TEL:072-813-4147］

ECサイト

田中ぶどう園

神宮寺ぶどう
ビネガー
＆シロップ

地元交野産のお米を使用した食パン。
天然酵母のライ麦パンや米粉を使用
した体に優しいパンを中心に販売して
おります。
菓子パン・惣菜パンなどアレルギーに
対応したパンもございます。
「おりひめちゃんのほっぺた」は、バター
・マーガリンを使用せずに、じゃがいも・
さつまいも・紫いもを練りこんで、交野
産のお米を使用した食パンです。もっ
ちりとした食感が特長です。

お米とおいもを使用した
もっちり食パン

交野市私部西2-3-11
TEL：072-894-2221
営業時間：9:00～19:00
定休日：火・日

［アクセス］
京阪電車交野線 交野市駅より徒歩３分

［ホームページ］
http://www.alzo-bread.com/

手作りパン工房aLzo

おりひめ
ちゃんの
ほっぺた

無添加・自然・天然にこだわったパンが多く並ぶ。

1個 340円（税込）

各1本 1,200円（税込）

地元特産のお土産、お中元やお歳暮としての
ギフトセットもあります。

食 品 食 品
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交野市でも歴史のある「山野酒造」の酒粕を
使用した酒粕パンです。健康食品としての
話題性もある酒粕を使用しました。酒粕と
相性が良い白あんを使い、甘さの中にも
酒粕の風味を絶妙に残し、ふっくらもちもち
とした風味豊かな仕上がりとなっています。
星型に焼き上げることで、星のまち交野の
「かたのブランド」にふさわしい商品となる
ように工夫しました。
お店はフレンドマート交野店と30の専門店が
集まる施設となっており、フードコートや
イートインコーナーも充実しています。

酒かすを使った
手作り白あんぱん

交野市星田北2-26-1
TEL：072-895-7861
営業時間：9:00～21:00
定休日：年2回（元旦＋1日）
店内席数：59席
駐車場：798台

［アクセス］
JR学研都市線 河内磐船駅より徒歩15分

［購入場所］
フレンドマート交野店内ベーカリーコーナー
（星の白あんぱんは11:00～の提供となります）
※数量限定のため、なくなり次第終了となります

フレンドマート 交野店

星の
白あんぱん

店内にはいつも種類豊富な出来たてパンが並ぶ。

1個 108円（税込）

1個 100円（税込）

食 品

世界も認めた交野の恵み

交野市私部1-1-1
（商品について）TEL：072-893-6281
（販売について）TEL：072-892-0121

［ホームページ］
https://www.city.katano.osaka.jp/
docs/2019042400011

［購入場所］
・交野市役所本館受付
（9:00～17:30／定休日：土日祝・年末年始）
・いきいきランド交野
（平日9:30～21:30／日・祝9:30～17:00
定休日：火曜日・年末年始）
・星の里いわふね
（9:30～21:30／定休日：火曜日・年末年始）
・いきものふれあいセンター
（9:00～16:30／定休日：月曜日・年末年始）

交野市・交野市水道局

　星のしずく、
きらり☆

「星のしずく、きらり☆」は、自然豊かな交野の山々に浸透し、地下でろ過された
地下水を汲み上げ、生物接触ろ過方式という極力薬品を使用しない方法で
浄水処理した水を100%使用しています。
ミネラルを程よく含むことから、まろやかで飲み口も良く、おいしい水と好評です。
飲料水としてはもちろん、炊飯やお酒を割るのにも適しています。国際評価機関
のモンドセレクション2019では、最も評価の高い「最高金賞」を受賞しました。
世界も認めた交野の恵みを是非ご賞味ください。

※市の水道水は、淀川を水源とする水と「星のしずく、きらり☆」と同じ製法の水を3:7の割合でブレンド
　したおいしい水道水です。

食 品
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茨木養蜂園は、昭和２０年（１９４５年）に、交野の私市で養蜂を
始めました。それから現在までミツバチと共に生活し、自然の
山野の花からはちみつを採取しています。その採れたままのはち
みつを瓶詰めしてお届けしている、無添加、無精製の「国産・純粋
はちみつ」です。純粋はちみつは、多くのビタミンやミネラル成分を
含む理想的な栄養源です。様々な花から採れる香り豊かなはち
みつをご賞味ください。

国産・純粋100%はちみつ

交野市私市山手2-3-2
TEL：072-892-4132
営業時間：9:30～16:30
店内席数：25席
駐車場：4台

［アクセス］
京阪電車交野線 私市駅より徒歩１分

［ホームページ］
http://iba83.com/

［購入場所］
・京阪百貨店
・トップワールド
・ビッグサン

茨木養蜂園 喫茶がんび

茨木の蜂蜜

ハニーレモンティーや珈琲など、一年中はちみつ
メニューが楽しめる。

私市名産

山 嵐

純米大吟醸
原酒

食 品

200年近くの星霜に耐えた伝統的な酒蔵は訪れた人を
古の時代に誘う雰囲気を醸しだす。

交野産の「山田錦」を使用し、生駒
山系の山並みの力強さと山から
吹く風の清 し々さを酒質で表現した、
蔵元の交野への想いのこもった
お酒です。酵母の発酵を出来るだけ
精緻に育てるため少量規模での
仕込みに徹し、低温長期発酵の
吟醸造りで仕込んでいます。弾け
るほど若 し々く、荒 し々さもある味
わい。香りは穏やかながら、口に
含むと米の旨味、辛みを感じて
頂けます。キレのいいシャープな
飲み口で飲み疲れしないのも
特徴です。和食のみならず、西洋
料理と合わせて頂くのもオススメ
です。一度の食事での飲み切り
サイズの500ml。交野の風土を
伝統の技で醸したこだわりの
一品をぜひご賞味ください。

交野産のお米を
伝統の技で醸したお酒

交野市森南3-12-1
TEL：072-891-0353
営業時間：9:00～17:00
駐車場：5台
定休日：土・日・祝日

［アクセス］
JR学研都市線 河内磐船駅より徒歩7分
京阪電車交野線 河内森駅より徒歩8分

［ホームページ］
https://www.daimonbrewery.com

［購入場所］
・フレンドマート交野店
・北野エース枚方Ｔ-SITE店
・フレンドマート ニトリモール枚方店

大門酒造株式会社

食 品

1本 500㎖ 1,320円（税込）

＜参考＞百花 190g 1,026円（税込）
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セイタカヨシの香り豊かな
フィナンシェ 【季節限定】

セイタカヨシ
の

フィナンシェ

イートインカフェもご用意。

1933年、交野にPATISSERIE UGUIS-YA
（パティスリー ウグイスヤ）をオープン。交野
産のフルーツやはちみつ、日本酒など地元
の素材を活かす事にこだわり、四季を感じ、
地域にあったお菓子を真心込めて創り続け
ています。
「セイタカヨシのフィナンシェ」はヨシの
風味とバターの風味が絶妙に引き立て
合い、生地の香ばしさと黒豆の触感が
楽しめるお菓子です。交野市藤が尾4-5-22

TEL：072-891-4873
営業時間：9:30～19:00
定休日：水曜日
店内席数：18席
駐車場：4台

［アクセス］
京阪電車交野線 河内森駅から徒歩15分
JR学研都市線 河内磐船駅から徒歩15分

［ホームページ］
https://www.uguis-ya.com

［購入時期］
セイタカヨシの粉末が在庫が無くなり次第
終了

パティスリー ウグイスヤ

食 品

ん？セイタカヨシって
食べられるの？

天野川
セイタカヨシの

ダックワーズ
・

交野米サブレ

枚方・交野を流れる「天野川」は、花崗岩（かこうがん）を多く含んでおり、その
恵みを受けて河川敷で育った「セイタカヨシ」の葉を、フリーズドライに加工し、
ダックワーズの生地に混ぜ合わせて焼き上げました。北海道産の小豆を使い、
ふんわりと軽く仕上げたバタークリームに混ぜ込み、ダックワーズ生地でサンド
しました。サックリとした食感と、断面の色鮮やかさは、心に残ることでしょう。

「天野川セイタカヨシ」と、地元の農家さんが丹精込めて作られた「交野
米」が一つになり、シェフの想いがたくさん詰まった、地産地消の嬉しい
サブレです。卵を使用していませんので、アレルギーの方にも安心して
美味しく召し上がっていただけます。

交野市幾野2-4-16
TEL：072-892-1636
営業時間：10:00～20:00
定休日：不定休
店内席数：8席
駐車場：8台

［アクセス］
京阪電車交野線 郡津駅より東へ徒歩
10～15分

［ホームページ］
http://amielle.jp

ルラシオン・デュ・クール
アミエル

木の温もりとアンティークに囲まれたお店。
※店内カフェはフリードリンク

他にも交野の素材を使用した商品がたくさん。

食 品

1個 200円（税込）

1個 226円（税込）

4個入 313円（税込）
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楽しんだ人の味がする
交野のお酒

セイタカヨシのディップソース。
酸味とコクが旨味を引き立てる。

交野の水とお米、風土、夢が見事に凝縮した、純米吟醸無濾過原酒「百天満天」。
“休耕田を農地に蘇らそう！酒米を育てて私たちの新しいお酒を作ろう！”と交野
おりひめ大学お酒学科の酒を愛する有志が集まり“酒づくりの会”がスタート。
地主農家と共に休耕田の開墾から始まり、田植えや稲刈、天日干し、脱穀などの
農作業を行い「交野山田錦」を収穫。醸造には酒づくりの会員による体験と共に、
美味しいお酒になるよう、丁寧に、丁寧に仕込みました。
七夕伝説のある星の里、交野に輝く満天の星空、一人ひとりの笑顔が輝き、
誰もが輝く星になれるんだという想いが詰まっています。
ぜひ、お召し上がりください。

昭和五十一年創業以来こだわり続けた手作り
生餃子は、四季折々の美しい山並みと、天野川が
流れる豊かな風土から生まれ、地域の恵みを包み
美味しい食卓を飾ります。
この「天の川 よし生ぎょうざ」は、完全肉無しの
ヘルシーな餃子です。皮にセイタカヨシパウダー
を練りこみ、色鮮やかに栄養価も高い餃子に
仕上がりました。
交野を語るお土産に。自分へのご褒美に。

季節を包む
地域を包む

交野市倉治5-1-35
TEL：072-891-4777
営業時間：11:00～15:30
　　　　 （毎月第一、第三水曜日のみ）
駐車場：3台

［アクセス］
JR学研都市線 津田駅より徒歩20分

［ホームページ］
http://katano-haradaya.com

株式会社 原田食品

山野酒造 株式会社
一般社団法人
　交野おりひめ未来研究所
交野おりひめ大学

交野おりひめ大学酒づくりの会のみなさん。

よし
生ぎょうざ

天の川

百天満天

日本酒

交野市私部7-11-2
TEL：072-891-1046
営業時間：9:00～17:00
定休日：日曜日・祝日・4月～10月の土曜日

［アクセス］
京阪電車交野線 交野市駅下車 西へ徒歩
10分
JR学研都市線 河内磐船駅下車 北へ徒歩
25分

［ホームページ］
http://www.katanosakura.com

［購入場所］
・芦田酒店
・ハートラボ
・京阪百貨店（枚方店・守口店・京橋店）
・太田屋

食 品食 品

1箱8個入 1,080円（税込）

1本 720㎖ 1,528円（税込）



糖度が高く、果粒の大きな
品質の良い神宮寺ぶどう
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神宮寺
ぶどう

期間限定のぶどう狩り

粘性が高くポタージュやポテトサラダにするのもおすすめ

神宮寺ぶどうは、交野山系の湧き水、水はけの良い土質・土壌の
恵みを受けて生産された美味しいぶどうです。
神宮寺ぶどうの自慢は、糖度の高さに加え、果房・果粒の大きさな
ど、品質の良さにあります。品種はデラウェアを中心に、ピオーネ・
シャインマスカットなどです。ぶどう生産農家は現在17戸で、それ
ぞれ直売もされています。また、デラウェアのみですが、ぶどう狩りを
おこなっております。期間は毎年、7月15日から8月10日で、開園
時間は9:00から16:00（受付は15:30）までとなっております。

交野市農業生産連合会は、交野で農薬・化学肥料の使用を抑えて育て、大阪
エコ農産物の認証を受けたじゃがいも「レッドムーン」を「かたのルビー」として
独自ブランド名で販売しています。「レッドムーン」は生産量に限りがあり、市場
ではなかなか手に入りにくい希少品種です。
「かたのルビー」はメークインと同じ楕円形ですが、皮はルビー色でさつまいもを
思わせる外見をしています。風味はメークインや男爵と違い、滑らかな舌触りと
ほんのりと感じる甘みがあります。また、煮崩れしにくいので、どの調理法にでも
対応できるオールマイティなじゃがいもです。
是非、あなたのジャガイモ料理のレシピに仲間入りさせてください。

きれいなルビー色の
ほんのり甘いじゃがいも

交野市神宮寺ぶどう生産農家直売所
TEL：090-1903-1815（担当：星野）
営業時間：9:00～17:00
　　　　 （6月～9月末頃）
　　　　 ※各園により差異あり

［アクセス］
京阪電車交野線 河内森駅から徒歩20分
JR学研都市線 津田駅から徒歩20分

交野市農業生産連合会
果樹部会

TEL：072-892-0121（農政課）

［購入場所］
・野菜市（JA北河内・交野中央支店
　　　　第2・4週木曜日の9時～12時）
・フレンドマート交野店
・トップワールド星田店
・JAファーマーズプチ星田
・交野いきいきマルシェおりひめの駅
※時期によって販売していない期間もあります

交野市農業生産連合会

かたの
ルビー

農産物農産物



交野への思いが
１年365日
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交野
カレンダー

自宅やオフィスなどどこでも交野を感じる。
ふるさとを離れている知人にもプレゼント。
定価 1,000円（税込）

我が交野の自慢、それは自然であり、風景であり、歴史であり、文化であり、
人々そのものです。
それらを大判のサイズで12か月カレンダーとして感じることはとても有意義で
幸せなことです。交野の行事予定なども掲載していく予定です。
みなさんに愛され、育んでいただき交野ブランドとして根付くカレンダーに
していきます。

交野市私部3丁目11-9
TEL：072-800-1380
営業時間：月・水・金 10:00～16:00
定休日：不定期

［アクセス］
京阪電車交野線 交野市駅下車徒歩２分

［ホームページ］
https://www.facebook.com/kata-
no1news

［購入場所］
毎年10月販売開始
9月事前申し込み受付予定
交野市内書店、交野新聞取次店にて取扱い

一般社団法人
交野新聞社

製 品

■交野市へのアクセス

大阪・奈良方面からのアクセス方法

京都方面からのアクセス方法

大阪から電車で行ける自然豊かな『七夕のまち交野（かたの）』。交野（かたの）では、
都心で体験できない楽しみ方がいっぱい！さあ、『かたのスイッチ』を押してみよう！

https://katanoswitch.jp/
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