
 

★ ☆★☆★☆ 出店させていただける場所を探しています！！ ☆★☆★☆★ 

はじめまして、自由で気ままな旅するカフェ「ラポラポ」のオーナー、倉田と申します。 

オレンジの軽バンにて、オープンな空間でコーヒーを飲みながら、地域の人たちにちょっとした憩いとコミュニケー

ションの場を提供したいと思い、2012年 5月に開業。日本全国展開を目論んで（１台で）、日々、活動しています。 

それほど大きなクルマでもなく、派手な売り込みもしないため、けっしてお邪魔にはなりません。むしろどちらか

と言えば、キャッチ―で可愛らしい外観だと思いますので、単発のイベントから定期的・周期的な出店まで、楽しい空

間作りの演出として、ぜひ、ラポラポをお呼びくださいませ。日本全国、どこへでも参ります♪ 

もしご検討していただけるようでしたら、下記までいつでもご連絡ください。よろしくお願い致します！！ 

（TEL） 090-7525-8243 （E-mail） pielle@wing.zaq.jp （URL） http://raporapo-pirka.seesaa.net/ 

 

■主なメニュー 

挽きたて・淹れたてのコーヒーがメインですが、紅茶やジュース等のドリンクも作ります（300～400円がメイン）。 

また、クッキーやマフィン、パンなど、他店舗さまから仕入販売させていただくこともあります。 

 

 

■参考までに（発展系） 

上記のとおり、「ラポラポ」はドリンクがメインのお店ですが、食べ物をメインに取り扱っていらっしゃる移動販売車

さまも多数おられます。２台、３台といっしょに展開させていただくと、よりカラフルで楽しい空間を演出することも

可能です。「飲食の需要はあるけど、新たな設備投資は……」という際の１つの解決案としてご検討ください！！ 

 



■これまで出店させていただいた店舗・企業さま一覧 （出店させていただいた順。敬称略。2014.5.21現在） 

 

食品館サンキョー北島店 

和歌山県和歌山市 

北島 320-1 

Tel: 073-480-5511 

 

マルキ珈琲 

和歌山県和歌山市 

狐島 598-1 

Tel: 073-453-1118 

 

レコールバンタン大阪校 

大阪府大阪市中央区 

西心斎橋 2-9-38 

Tel: 0120-726-555 

 

産直市場みのり和歌山店 

和歌山県和歌山市 

栗栖 22 

Tel: 073-475-0831 

 

ふじと台メリッチガーデン 

和歌山県和歌山市 

ふじと台西一番丁 4-1 

Tel: 073-414-2211 

 

産直市場よってって岩出店 

和歌山県岩出市 

中島 751-1 

Tel: 0736-69-0025 

 

産直市場よってって貴志川店 

和歌山県紀の川市 

貴志川町前田 166 

Tel: 0736-65-2533 

 

粉河産土神社 

和歌山県紀の川市 

粉河 2788 

Tel: 0736-73-2415 

 

ベーカリー・パリジャン 

和歌山県和歌山市 

六十谷 1023-1 

Tel: 073-461-5299 

 

洋菓子アンブローシア 

和歌山県岩出市 

川尻 216-1 

Tel: 0736-63-6640 

 

パン・ド・パニエ 

和歌山県紀の川市 

西大井 143-6 

Tel: 0736-77-3307 

 

ブーランジェリー・フルリール 

和歌山県紀の川市 

桃山町市場 309-2 

Tel: 0736-66-3233 

 

Café ＫＵＲＵＭＡ ２８ 

兵庫県淡路市 

久留麻 28-38 

Tel: 0799-74-3010 

 

ベーカリー・ロボ 

和歌山県和歌山市 

楠見中 29-11 

Tel: 073-453-1993 

 

ベーキング・ガレージ・ハリマヤ 

和歌山県和歌山市 

塩屋 5-7-58 

Tel: 073-460-7825 

 

宇都宮病院 

和歌山県和歌山市 

鳴神 505-4 

Tel: 073-471-1111 

 

フォルテワジマ 

和歌山県和歌山市 

本町２丁目１番地 

Tel: 073-488-1900 

 

ぱん工房・恵み 

滋賀県近江八幡市 

鷹飼町東１-3-6 

Tel: 090-4279-5735 



 

eight hills delicatessen 

滋賀県彦根市 

八坂町 3181 

Tel: 0749-28-0837 

 

びわ湖バレイ 

滋賀県大津市 

木戸 1547-1 

Tel: 077-592-1155 

 

■イベント出店実績（参加日時順、敬称略。2014.5.21現在） 

 

第６回貴志川線祭り 

2012年 8 月 26日 

場所： 伊太祁曽駅 （和歌山県） 

主催： 和歌山電鐵 

 

粉河産土神社・2012秋祭り 

2012年 10月 21日 

場所： 粉河産土神社 （和歌山県） 

主催： 粉河産土神社 

 

じゃばらの里の収穫祭 2012 

2012年 11月 11日 

場所： おくとろ公園 （和歌山県） 

主催： 北山村青年会 

 

翔龍祭 2012 

2012年 11月 24～25日 

場所： 龍神ドーム （和歌山県） 

主催： 翔龍祭実行委員会 

 

粉河産土神社・2013ひな祭り 

2013 年 3月 3日 

場所： 粉河産土神社 （和歌山県） 

主催： 粉河産土神社 

 

ご退官記念ラポラポ 

2013 年 3月 10日 

場所： デザイニウム （福島県） 

主催： ラポラポ 

 

２年目の３・１１ 

2013 年 3月 11日 

場所： 宮里応急仮設住宅 （福島県） 

主催： ラポラポ 

 

粉河稲荷神社・2013初午 

2013 年 3月 17日 

場所： 粉河稲荷神社 （和歌山県） 

主催： 粉河産土神社 

 

随心院・小町手づくり市 

2013 年 3月 24日 

場所： 随心院 （京都府） 

主催： 隨心院・小町手づくり市実行委員会 

 

ガネ福市 vol.2 

2013 年 4月 14日 

場所： 緑花センター（和歌山県） 

主催： ガネ福市実行委員 

 

プロムナード青山フェスタ手作り市 

2013 年 5月 25日 

場所： プロムナード青山 （滋賀県） 

主催： プロムナード青山フェスタ手作り市事務局 

 

第７回貴志川線祭り 

2013 年 5月 26日 

場所： 伊太祁曽駅 （和歌山県） 

主催： 和歌山電鐵 

 

益城病院・交流会 

2013 年 6月 26日 

場所： 益城病院 （熊本県） 

主催： 益城病院 

 

粉河祭 2013 

2013 年 7月 27日 

場所： 粉河稲荷神社 （和歌山県） 

主催： 粉河産土神社 

 

第１回ふじと台フェスタ 

2013 年 9月 16日 

場所： 和歌山大学前駅 （和歌山県） 

主催： ふじと台フェスタ実行委員会 

 

Kisssh-Kissssssh映画祭 2013 

2013 年 9月 21～22日 

場所： くじら公園 （和歌山県） 

主催： Kisssh-Kissssssh映画祭実行委員会 



 

出張おやこ広場ホッピング・第４回 

2013 年 10月 4日 

場所： 和歌山県立武道館 （和歌山県） 

主催： おしゃべり広場ホッピング 

 

ぶらくりスイング 2013 

2013 年 10月 13日 

場所： 本町通り （和歌山県） 

主催： ぶらくりスイング実行委員会 

 

世界民族祭 in真国 2013 

2013 年 10月 19～20日 

場所： りら創造芸術高等専修学校 （和歌山県） 

主催： 世界民族祭 in 真国 2013 実行委員会 

 

樟東祭 2013 

2013 年 10月 26～27日 

場所： 樟蔭東短期大学 （大阪府） 

主催： 樟蔭東短期大学 

 

紀の川市メイヤーズカップ 2013 

2013 年 11月 3～4日 

場所： 紀の川フライトパーク （和歌山県） 

主催： フライトイン紀の川実行委員会 

 

マルシェ ド プティパ vol.4 

2013 年 11月 17日 

場所： 北ぶらくり丁商店街 （和歌山県） 

主催： 北ぶらくり丁商店街振興組合 

 

プロムナード青山フェスタ手作り市 

2013 年 11月 23日 

場所： プロムナード青山 （滋賀県） 

主催： プロムナード青山フェスタ手作り市事務局 

 

大阪ガス・ガスてん 2013 

2013 年 12月 7～8日 

場所： DILIPA和歌山 （和歌山県） 

主催： 大阪ガス 

 

バリバリ試乗会 2013 

2013 年 12月 14～15日 

場所： 紀の川フライトパーク （和歌山県） 

主催： フライトイン紀の川実行委員会 

 

粉河産土神社・2014 ひなまつり 

2014年 3月 3日 

場所： 粉河産土神社 （和歌山県） 

主催： 粉河産土神社 

 

滋賀がいいもん市 

2014年 3月 9日 

場所： 栗東系術文化会館さきら （滋賀県） 

主催： NPO法人ものづくりネット 

 

プロムナード青山フェスタ手作り市 

2014年 4 月 26日 

場所： プロムナード青山 （滋賀県） 

主催： プロムナード青山フェスタ手作り市事務局 

 

2015 わかやま国体・国体強化選手ふれ

あいイベント第３弾～セーリング編～ 

2014年 4 月 29日 

場所： 和歌山セーリングセンター （和歌山県） 

主催： チーム和歌山応援団  

15thマキノくらふとまーけっと 

2014年 5 月 3～4日 

場所： マキノピックランド （滋賀県） 

主催： 高島クラフト市場 

 

リニューアルオープンイベント 

2014年 5 月 10日 

場所： アトリエμ＆ちくちく工房 （滋賀県） 

主催： アトリエμ＆ちくちく工房 

 

MAHALO 2014 Double Rainbow 

2014年 5 月 18日 

場所：安土Ｂ＆Ｇ海洋センター （滋賀県） 

主催： MAHALO実行委員会 

 

自由で気ままな旅するカフェ「ラポラポ」 

（オーナー） 倉田 圭吾 

（TEL） 090-7525-8243 

（E-mail） pielle@wing.zaq.jp 

（公式ブログ） http://raporapo-pirka.seesaa.net/ 

※facebook、twitterにも連動してます。 


