
Z a k k a & A nt ique Food A r ch it e c t Mobi le s a le s veh ic le s O t her

1 gram グラム 都城市

gram（帆布、麻バッグ）、革 Ru（革細工）
陶工房こころ（器）、大峰るみ（詩）

マイバックご持参で3,000 円以上お買
い上げの方にプレゼント（先着20 名）

http://natural-gram.com/

2 sassa's woodwork サッサズ ウッドワーク えびの市
えびの市で木工製作しています。木のぬく
もりを感じて日常生活を豊かにしたいそん
な気持ちで始めました。ビーズアクセも取
り扱い中

マイバックご持参で、お買い上げのお客様先
着10 名様にささやかなプレゼント。

http://sassa.miyachan.cc/

3 工房 銀の波 コウボウ ギンノナミ 宮崎市

築70～80年の小さい古民家を店舗としたギャ
ラリー兼工房。手作り陶器やステンドグラスを
はめ込んだランプなどを制作。

エコバッグご持参の方に1点『どうぶつマグネット』を
プレゼント致します。

http://ginnonami358.web.fc2.com/

4 Handmade shop ゆるり 長崎県

手作りの木工、布小物、雑貨などを揃えたお店です。
木のぬくもりと手作りのやさしさを感じていただけ
ると嬉しいです。

エコバッグご持参で、2,000 円以上お買い上げのお
客様先着 50 名様にささやかなプレゼント。

http://yururi1204.exblog.jp/

ハンドメイドショップ
ユルリ

5 ざっかSHOPちいくま 福岡県

やさしい暮らしのお手伝い…
ハンドメイド素材や作品、雑貨など、たくさん
の素敵を揃えておまちいたしております。

マイバックご持参でお買い上げ 2,000 円以上の
お客様にプチプレゼント（先着30 名様）

http://www.chiikuma.com/

ザッカショップ
チイクマ 6 もくもく工房☆K モクモクコウボウケイ 宮崎市

女性の作るハンドメイド木工、作品は１つ１つ心をこめて丁
寧に作っております。木のぬくもりと手作りの温かさを感じ
て頂けたら嬉しいです。

木の端材で作ったコースターを一枚プレゼント

http://moku2koubou.miyachan.cc/

7 まりあ工房 マリアコウボウ 熊本県

ハンドメイドの家具や雑貨、布物など「可愛い」
がいっぱい。
ぬくもりのある作品に逢いに来て下さいね。

マイバッグご持参の方先着20 名様にプチプレ
ゼントを差しあげます。

http://marianoouchi.com/

8 mukashi*mukashi ムカシムカシ 都城市

アンティークな物からヴィンテージまで、色々あ
つかってます。ハンドメイドに使えそうなヴィン
テージスワロや、レトロボタンなどなど。
家具も有。
よろしくお願いします !

http://digi.lovepop.jp/mukashi2/

9 m-flora エム・フローラ 日南市

花屋ですが、ぱっと見ほとんど雑貨屋さん、
晴れときどきカフェ屋さん。
オリジナルブーケ、リース、お店で人気の小物
を持って行きます。

マイバッグ持参の方、紅茶をプレゼント。限定
100コ。

http://ameblo.jp/m-flora/

10 レストラン ゼフィール 宮崎市

エコバッグご持参の方に1点『どうぶつ
マグネット』をプレゼント致します。

http://keikao.com/

11 ブロカント トウルモンド 熊本県

アンティーク（ブロカント）調の手作り、内外用家具、ガー
デニング関連の木工品を製作しております。

マイバックご持参で「包装も買物袋も要りません」
でお会計 5％off

http://se.kcn-tv.ne.jp/users/freddy-bros/

12 佐多岬 cosme サタミサキコスメ 鹿児島県

佐多岬で採れた植物、蜂蜜、海塩等を使い手作り
石鹸や蒸留水の化粧水、ミツロウクリーム等を化
粧品工場直売でお届けします。

マイバッグご持参でお買い上げのお客様に
蒸留水の化粧水サンプルプレゼント。

http://www.westcom.jp/

13 手織工房キヒト テオリコウボウキヒト 宮崎市

1つ 1つ心を込めて織り上げた温もりのある手織
布を使った手織雑貨の販売と、好きな色を選ん
で織る裂織コースターのはた織り体験。

エコバッグご持参で、ご購入頂いたお客様には、
手織りバッヂをプレゼント !!

http://kihito.com

14 ouchishop *tocotoco* 鹿児島県

鹿児島県霧島市国分で自宅ショップをしております
ouchishop*tocotoco* です。
約 40 名の作家様の素敵な作品を取り扱っております。

マイバッグご持参でお買い上げのお客様、先着30 名様に
ささやかなプレゼントをご用意しております。

http://toco3105.exblog.jp/

オウチショップ
トコトコ

15 陶 studio トウスタジオ 日南市

日南市北郷町の山の中で、白と黒を基調とした
シンプルで使いやすいうつわを手づくりしてい
ます。よろしくおねがいします。

マイバック持参で“30 円引き”!

http://hisashi.xxxxxxxx.jp/

16 Arisu with picnic basket 熊本県

「子供は可愛く、大人はもっと可愛く」シンプル & ナ
チュラルな普段着と雑貨を作っています。ぜひ遊びに
来てね xxx

http://mignon33.exblog.jp/

アリス ウィズ
ピクニック バスケット

c o c o k u r a  m a r c h e
Z a k k a  &  A n t i q u e  &  F o o d  E v e n t

17 Hanako ハナコ 熊本県

手作り洋服・靴・雑貨・ガーデニング雑貨・花、
たくさん取り揃えています。

マイバックご持参で「包装も買物袋も要りません」でお
会計 5％off

http://se.kcn-tv.ne.jp/users/freddy-bros/

18 petit bonbon* プチボンボン 鹿児島県

日々の暮らしを楽しくする「プチボンボン」の
雑貨たちと、器のビーズの「月のテラス」の作
品たちをたっぷり持って行きます !

マイバッグご持参いただいた方にもれなくオリジ
ナルポストカードをプレゼントいたします。

http://petitbonbo.exblog.jp/

19 武蔵工房 ムサシコウボウ 熊本県

ほのぼのとした手作り木工を始めて 20 年経ちました。
頑丈な作りで長く使える作品を作っています。いろんな
イベントに参加するために雑貨やアンティーク雑貨も取
り扱っています。

http://www1.bbiq.jp/musasi/

20 エクレレ 鹿児島県

国分で雑貨販売をしています。
今は販売以外にも教室の方にも力を入れてお
り、その中でもステンドグラス教室は好評で都
城でも行っています。

マイバッグ持参でお買い上げの方、先着30 名に
ささやかなプレゼントを差し上げます。

http://eclairer.exblog.jp/

21 はなとざっかのおみせ ひなたぼっこ 串間市

駄菓子を選ぶように楽しくてワクワクするよう
な手芸材料や雑貨、ハンドメイドのお洋服。
時間を忘れてお気に入りを探しに来て下さいね。

エコバッグをご持参の方に「幸せの♡種（風せ
んかずら）」プレゼント…。数に限りがあります。

http://hinatabocco.chu.jp/

22 レトロ雑貨すねかじり レトロザッカスネカジリ 宮崎市
昭和の生活雑貨を中心に家具や手作り小物
などを販売。

エコバック持参の方は、10月よりオープンした
cafe のドリンクサービス券をプレゼント致します。

23 みるきぃ とれい ミルキィ トレイ 福岡県

木工品、洋服、布雑貨など

マイバッグご持参で、2,000 円以上お買
い上げの方 30 名様にプチプレゼント

24 けいかお 都城市

木のぬくもりをいかがですか。
木のおもちゃ、雑貨を販売しております。

エコバッグご持参の方に1点『どうぶつマグネッ
ト』をプレゼント致します。

http://keikao.com/

25 源流紅房 ゲンリュウコウボウ 都城市

手作りの洋服や小物、木工製品など主婦が手
に取りやすいリーズナブルな価格で販売してお
ります。ぜひお立ち寄り下さい♪

エコバッグご持参の方に1点『どうぶつマグネット』を
プレゼント致します。

http://keikao.com/

26 パパスカントリー 佐賀県

ハンドメイド木工品（カントリー木工品）
（アメリカン、ナチュラル木工）

エコバッグご持参の方に1点『どうぶつマグネッ
ト』をプレゼント致します。

http://keikao.com/

27 FREDDY BROS. フレディ ブロス 熊本県

オーナー自らヨーロッパ（主にイギリス・フラ
ンス）のマーケットで集めてきた暮らしの中の
アンティーク、ブロカントを提供します。

マイバックご持参で「包装も買物袋も要りませ
ん」でお会計 5％off

http://se.kcn-tv.ne.jp/users/freddy-bros/

28 Handmade shop アート・フクドメ 宮崎市

素朴でおしゃれな家具と雑貨に囲まれた生活の中に、
ほっと癒される一品を、もっと見つけてみませんか。
どうぞお立ち寄り下さい。

マイバッグご持参でお買い上げのお客様、先着30 名様にささやか
なプレゼントをご用意しております。

http://www.art-fukudome.com/

ハンドメイドショップ
アートフクドメ

29 ハンドメイド雑貨 ［moze］～モゼ～ 鹿児島県

布、革、編みコモノや羊毛フェルト、木工、スイー
ツデコと幅広いジャンルのクラフト作品を取り
揃えており、デコのワークショップも予定。

マイバックご持参で、二千円以上お買い上げのお
客様、先着２０名にささやかなプレゼントを進呈。

http://mozeshop.ocnk.net/

30 Chocolat ～ショコラ～ 宮崎市

可愛い雑貨で身も心もあったかに♪
またこの冬おすすめのお庭やお部屋のプランを
ご紹介します。

マイバッグご持参で 3,000 円以上お買い上げの
方にプチプレゼント。

http://chocolatry.exblog.jp/

31 雑貨bb ザッカビービー 熊本県

心地よい生活をテーマに、ナチュラル雑貨やレ
トロ雑貨を販売しています。カゴ、古物、大好
きなbb のセレクトショップです。

マイバッグご持参で、2000 円以上お買い上げの方に
プチプレゼントを御用意しております。（先着30 名様）

http://zakkabb.jp/

32 手作り雑貨 Twill テヅクリザッカ ツイル 鹿児島県

世界でひとつの個性的で飽きのこない、日々の
生活で役立つ作品をモットーに作っておりま
す。店の方ではオーダーも承っております。

マイバッグご持参で3000 円以上ご購入の方（先
着20 名様）にレザーストラップをプレゼント !

バラジャム・バスソルト
蒸留器にてバラ水作りのデモンス
トレーション
（雄児石ランド in みやこんじょ）
ハンドメイドアクセサリー（Joy-2）

マイバッグご持参でお買上げのお客様、先着30 名様に
さ .さ .や . か . なプレゼント !!


