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01 武蔵工房 熊本県

カントリー雑貨に魅せられて、ハンドメイドを
始めて 21年目となります。便利で使い易い木
工と楽しい雑貨を用意しています。

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 !!

http://www1.bbiq.jp/musasi

ムサシコウボウ 02 FREDDY BROS. 熊本県

オーナー自ら（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。

マイバッグご持参で「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/

フレディ ブロス

03 エクレレ 鹿児島県

今年 13 年目を向かえるエクレレ !! 生活が楽
しくなる物、事を伝えていけるお店づくりを
しています。ステンドも多数紹介しています。

マイバッグ持参でお買い上げのお客様、
先着20 名様にささやかなプレゼント。

http://eclairer.exblog.jp/

04 estandar+ 都城市

基本をベースに、シンプルで恰好いいもの作
りを目指しています。毎日の暮らしに
〝いやし〝を提供できたら嬉しいです。

エコバック持参の方 20 名に
素敵なプレゼントをご用意します。

http://estadndar.exblog.jp/

エスタンダル

05 THE KINGDOM OF THE ROSE 鹿児島県

ばらの街かのや発の〝薔薇雑貨専門店〝で
す！雑貨からファッションアイテムまで全て薔
薇をモチーフとした商品を取り揃えています。

マイバックご持参で、3,000円以上お買い上げ方、
先着20 名様にお楽しみアイテムをプレゼント！

rosekingdom.net

ザ キングダム
オブ ザ ローズ 06 Handmade+雑貨 unfil 都城市

都城市でハンドメイドと雑貨のお店をやって
いる unfil です。県内外約 15 名の作家さん
の作品を取り扱っています。

マイバックご持参でお買い上げのお客様、
先着20 名様にささやかなプレゼント。

http://www.unfil.jp/

アンフィル

07 Home shop cadeau 鹿児島県

ナチュラルで大人可愛い作品を県内外の作家
さん達が心を込めて作っています。
みなさまに心に残る贈り物をお届けします。

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。

http://cadeau2010.petit.cc/

ホームショップ
カドゥ 08 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。

マイバッグご持参で1,000 円以上お買い上げの
お客様、先着30 名様にささやかなプレゼント。

http://www.yururi.biz/

ハンドメイドショップ
ユルリ

09 T・P・C 鹿児島県

シンプルで素朴なモノ、暮らしに溶け込むア
イテム、かわいくておいしいおやつを３つの
小さなお店が提案いたします。

マイバッグをご持参で2013 年 T・P・Cオリジナル
ポストカードカレンダーをプレゼント（先着 50 名様）

http://tpc3.exblog.jp

テー・ペー・セー 10 akko cafe 鹿児島県

鹿児島市内で小さな喫茶店をしています。
akko cafe オリジナル品の販売をします。
ぜひ遊びにいらして下さい !!!

マイバッグをご持参で2013 年 T・P・Cオリジナル
ポストカードカレンダーをプレゼント（先着 50 名様）

http://akkocafe.exblog.jp

アッコ カフェ

11 ouchishop *tocotoco* 鹿児島県

全国約 40 名の作家様の素敵なハンドメイド
と古い物を扱っております、国分の自宅ショッ
プです。お気にいりを見つけて下さいね。

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

http://toco3105.exblog.jp/

オウチショップ
トコトコ 12 けいかお 三股町

子どもからお年寄りまで楽しめる
木のおもちゃを作っています。

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

keikao.com

13 クリエイティブ 花咲 鹿児島県

生花のミニブーケやハンドメイドの布小物、
グリーンや花の鉢や苗など、資材やドライフ
ラワーや器など販売致します。

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://skihanasaki.chesuto.jp/

ハナサキ 14 ivory space 福岡県

シンプルの中に、かわいらしさをとりいれた
ハンドメイドのお洋服を中心に、オリジナリ
ティーあふれる商品をご用意しています。

１年に1度エコbagプレゼント企画を行っています。
今年は cocokura marcheで行う予定です。

http://ivoryspace.exblog.jp/

アイボリー スペース

15 工房 銀の波 宮崎市

清武町で陶器、ステンドグラスや雑貨を販売
しています。手づくりの一点ものでかわいい
作品を作っています。よろしくお願いします。

１年に1度エコbagプレゼント企画を行っています。
今年は cocokura marcheで行う予定です。

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

コウボウ ギンノナミ 16 もくもく工房☆K 宮崎市

女性が作るハンドメイド木工。１つ１つ心を込
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。

マイバック持参でお買い上げのお客様、先着30
名様に廃材で作ったコースターをプレゼント。

http://moku2koubou.miyachan.cc/

モクモクコウボウ ホシ ケイ 32 ざっかSHOP ちいくま 福岡県

手づくり小物をはじめ、レース・タグ・スタンプ・
テープ等のハンドメイド素材。かわいい雑貨を
揃えています。

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

http://www.chiikuma.com

17 Chocolat～ショコラ～ 宮崎市

可愛い雑貨で身も心もあったかに♪
お庭やお部屋のアドバイスもいたします。

マイバッグご持参で1,000 円以上お買い上げの
方にプチプレゼント。

http://chocolatry.exblog.jp

18 handmade shop Bee 鹿児島県

鹿児島県霧島市で小さな実家ショップを
open しています。手作りの布小物・木工品
などをたくさん用意してお待ちしております。

マイバッグご持参でお買い上げのお客様、先着
20 名様にささやかなプレゼントを差し上げます。

http://mikoniko9.blog97.fc2.com/

ハンドメイド
ショップ ビー

19 fratt. 鹿児島県

鹿屋市で自宅ショップをしている雑貨とハンド
メイドのお店『fratt.』です。ふらっとお気に
入りを見つけにいらして下さい。

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。

http://fratt.exblog.jp/

フラット 20 yotiyotimoon 都城市

生き物達が負った傷、個性をそのままに自然
からの大切な贈り物「革」を扱ってます。
小物作家 Sugerbabeとのコラボです。

マイバック持参、3,000 円以上お買い上げの
方にちょっとしたプレゼント（先着 20 名）

http://yotiyotimoon.boo.jp

ヨチヨチムーン

21 GREEN NOTE 熊本県

熊本は天草より、日々の生活にあれば、ちょっ
と良い事・物を持って行きます。是非、遊び
に来て下さいね。

天草のグリーンノート店内で使える５％OFFチケット
を、袋要りませんの一言でお渡し致します。

http://ramet.info

グリーン ノート 22 布屋 Petit Cloth 鹿児島県

国分で小さな布屋の自宅ショップを
しています。

マイバッグご持参で1,000 円以上お買い上げの
方にプチプレゼント（先着20 名）

http://kiyokiyos.chesuto.jp/

ヌノヤ プチ クロス

23 月のテラス 鹿児島県

器、洋服、アクセサリー、布・革小物など
大人の秋冬時間を充実させる手仕事アイテム
をたくさん持っていきます。

エコbag 持参でお買い上げの方、先着20 名様
にオリジナルポストカードをプレゼント。

http://tukinoterasu.petit.cc/

ツキノテラス 24 ブロカント トウルモンド 熊本県

ブロカント調の物を中心に内外用家具（大
型小型）を出店します。特に今回はジャンク
ガーデン用アイテムを出店し、都城の方々に
届けたく思っております。

リサイクル材及びリサイクル商品をお買い上げ
された方全員に手作り品プレゼント（2,000
円相当を）

25 奄美ハートマーケット 鹿児島県

季節の雑貨やハーブティーの計り売り、アメリ
カ生まれの香りのロウソク。奄美ハートマー
ケットが夢のある暮らしをお手伝い致します。

アマミハートマーケット

マイバッグ持参の方、3,000 円以上お買い上
げの方にプチプレゼント（数に限りがあります）

http://www5.ocn.ne.jp/̃hmarket/index.html

26 ハンドメイド雑貨[moze]～モゼ～ 鹿児島県

雑貨やハンドメイドの作品、クラフターさんの
為に手芸資材を取り扱っています。当日はス
イーツデコのワークショップも予定。

マイバッグご持参で 1,000 円以上お買い上げ
の方にささやかなプレゼント（先着 15 名様）

http://mozeshop.chesuto.jp/

27 Lapin*covo 国富町

ハンドメイド雑貨（主にアクセサリー）と、ポー
ランド陶器（伝統的なハンドメイド陶器）を扱っ
ている自宅 SHOPです。

ラパンコーヴォ

マイバック持参で包装・買物袋いりませんで
50 円引き。（全商品対象）

http://ameblo.jp/kyonkiti3/

28 sassa`s woodwork えびの市

木工雑貨・joy-2さんのアクセ・ステンド・ビー
ズアクセ・布小物・ワンストロークのワーク
ショップ開催します。

サッサズ ウッドワーク

マイバック持参で包装・買物袋いりませんで
50 円引き。（全商品対象）

http://sassa.miyachan.cc/

29 Brocante&Mercerie Annie 都城市

フランスより買い付けるアンティークの手芸材
料から家具やイギリスのリバティーなどを揃え
て皆様のお越しをお待ちしております。

ブロカント＆
メルスリー アニー

3,000 円以上お買い上げの
お客様へプレゼント。

http://www.annie-web.com/

30 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わくわくするよう
なお花・グリーン・ハンドメイド雑貨・手芸材
料を出品します。

エコバックご持参の方に 8th anniversary
ノベルティプレゼント（数量限定）

http://hinatabocco.chu.jp/

31 porte bonheur+son de vent 小林市

６人の作家が作りだす Handmade 雑貨のお
店です。皆さまの笑顔に会える作品を心を込
めて作っています。

ポートボヌール 
プラス ソンデヴァン

マイバッグご持参でお買い上げのお客様、
先着 20 名様にささやかなプレゼント。

http://porte4.exblog.jp/


