
33 陶studio 日南市

白いうつわを中心に、組み合わせが楽しめる
シンプルで使いやすい手づくりの陶器を作って
います。今年もよろしくお願いします＾^

トウスタジオ

マイバッグご持参で３０円引き

http://hisashi.xxxxxxxx.jp/

34 みるきぃとれい 福岡県

ナチュラル系の洋服や布小物、木工品などを
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
の方にささやかなプレゼント（先着１０名様）

35 深谷かばんスタジオ 鹿児島県

鹿児島で、かばんとか作ってます、
深谷かばんスタジオです。

フカヤカバンスタジオ

マイバッグご持参で 2,000 円以上お買い上げ
の方にささやかなプレゼント（先着１０名様）

http://www.kenichifukaya.net

36 Resetta 鹿児島県

国籍や年代に捉われず「いいなっ！」と思った
古道具たちを集めています。役目を終えたモノ
の新しい使い道を提案しています。

リセッタ

紙袋・包装紙が不要のお客様へは全商品１０％
OFF で販売させて頂きます。

http://resetta.jugem.jp/

37 手織工房キヒト 宮崎市

手織り雑貨の販売と手織り体験。

テオリコウボウキヒト

「買物袋はいりません」と言っていただいた方
にささやかなプレゼント !!

http://kihito.com

38 mignon 都城市

大人カワイイをコンセプトに
女子の好きなものを集めた
ハンドメイド作品を作ってます。

ミニョン

「買物袋はいりません」と言っていただいた方
にささやかなプレゼント !!

http://mignon33.exblog.jp/

39 コロボックル 佐賀県

カントリードールとアメリカン雑貨、USA コッ
トンなど。その他リネン、コットンのかわいい
柄をいっぱいもってきます。

1,000 円以上お買い上げの方で包装も買物袋もい
りませんで手作りミニ自転車を30 名様プレゼント。

http://mignon33.exblog.jp/

40 ディブリュッケ 宮崎市

ドイツを中心にヨーロッパ各地から、
ちょっと素敵な物・使って飾って
愉しめるモノを集めています。

マイバッグご持参でお買い上げのお客様、先着
50 名様にプチプレゼント。

http://www.diebrucke.co.jp

41 WOOD GARDEN 三股町

三股町で木工家具及び木工雑貨をハンドメイ
ドで作っています。
規格サイズに応じオーダーも承ります。

ウッドガーデン

マイバッグご持参でお買い上げのお客様、先着
50 名様にプチプレゼント。

http://mtmt0888.miyachan.cc/

42 favorite 鹿児島県

ハンドメイドの作品や小物、布雑貨、アクセサ
リー、アンティーク風雑貨、ナチュラルなお洋
服を販売します。

フェイバレット

マイバッグご持参でお買上のお客様、
先着30 名様にささやかなプレゼント。

http://favorite.chesuto.jp/

43 手作り雑貨Twill 鹿児島県

実用性がありながら Happy♪な気分になれる
世界でただひとつの作品をそろえております。
是非お立ち寄りください！

テヅクリザッカ ツイル

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://twill.cart.fc2.com

44 三股焼 紫麓窯 三股町

普段使いの器を製作しております。
毎日が少し楽しくなれるような、そんな物づく
りを目指しております。

ミマタヤキ シロクガマ

マイバッグご持参で、
お会計５％off。

http://www.btvm.ne.jp/̃siroku

45 SHANTI GLASS 日南市

自然や宇宙からのインスピレーションをガラス
の中に閉じ込めました。立体感のある不思議
な世界を是非手に取ってご覧下さい。

シャンティ グラス

マイバッグご持参で、
お会計５％off。

http://shantiglass.com

46 plus+cafe 一花 都城市

駄菓子・雑貨・handmade 作品等、子ども
も大人も楽しめるお店になっています。実店舗
では、ちょこっとcafe・体験教室もしています。

プラスカフェ イチカ

エコバックご持参で 2,000 円以上お買い上げ
の方、先着 20 名様にプチギフト !!

http://pluscafe-ichika.com/

プラス カフェ

いちか

駄菓子・雑貨・hand made・cafe

47 まりあ工房 熊本県

可愛くて使いやすい
カントリー家具や木工雑貨を使っています。

マリアコウボウ

マイバックご持参で 1,000 円以上お買い上げの方、
先着 20 名様にプチプレゼントを差し上げます。

http://marianoouchi.com

48 Ma cherie 日向市

日向市財光寺で雑貨カフェをしています。
手作り雑貨と木のぬくもりが心地良い時間を
提供致します。

マ シェリ

マイバックご持参で、2,000 円以上お買い上
げのお客様先着 50 名様にプチプレゼント！

http://mimo.miyachan.cc/

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

49 TRK 都城市

七宝焼アクセサリー（tint-s）・革小物（Ru）・
陶工房（KOKORO）それぞれが制作したも
のを出店します。

マイバッグご持参で 2,000 円以上お買い上げ
の方にささやかなプレゼント。

http://mimo.miyachan.cc/

50 handmade shop アート・フクドメ 高岡町

カントリー・ナチュラル・流木・ジャンク・アー
ト系いろいろなジャンルの木工家具・雑貨
を作っています。

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://artfukudome.miyachan.cc/album.html

51 m-flora 日南市

生産者直で入荷した新鮮でめずらしいバラを
使って作ったオリジナルミニブーケやオリジナ
ル雑貨、かわいい小物達を持って行きます。

エム・フローラ

マイバッグご持参でお買い上げのお客様、
先着 100 名様にプチプレゼント。

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

52 かんかん屋 日向市

自家製のからあげの実演販売と
ポテトフライの販売と、日向特産の平兵衛酢
果汁たっぷりのポン酢販売。

特別、これといって特典が出せないので、試食
していただいての販売をしたいと思っています。

http://gogo3biki.exblog.jp/

53 沖縄食堂chanpuru 沖縄県

本場沖縄そばを中心に沖縄の特産品を販売
します。今年も「珈琲館」さんとのタイアッ
プにより美味しい沖縄をお届けします。

オキナワショクドウ
チャンプル

my 丼、my 箸持参の方には
黒糖ちんすこうをプレゼントします。

http://gogo3biki.exblog.jp/

54 盆地のキッチン グランマ 都城市

地元の食材を使った創作料理ゆったりした
空間でお食事をお楽しみ下さい。スタッフ一
同おもてなしの心で、おまちしております。

マイバックご持参でお買い上げのお客様、先着30 名様
に、ばあちゃん本舗の宮崎産豚キーマカレープレゼント。

bachan-honpo.jp

55 伊織 都城市

都城上町で居酒屋を開いて６年目になりま
す。お店で人気のたった揚げを皆様に食べ
ていただきたくて出店いたしました。

イオリ

マイ箸、マイバッグ持参の方には、
10 円キャッシュバックいたします。

http://www.e-iori.co.jp

56 ㈲アーリー 宮崎市

ホットドッグ、椎茸ご飯、揚げ物、
白いたい焼き、珍黒まんじゅう

マイ箸、マイバッグ持参の方には、
10 円キャッシュバックいたします。

http://www.e-iori.co.jp

57 くるりカフェ 綾町

綾の自然の中で自家焙煎した珈琲と天然酵
母を使用した手作りベーグルサンド、オリジ
ナルブランドの雑貨を販売します。

マイバッグをご持参の方には
素敵なプレゼントを差し上げます。

http://ameblo.jp/koutoeminocafe/

58 お茶のさかもと 三股町

「お茶のさかもと」と雑貨＆カフェ「SONNE」
のコラボ出店！都城茶＆コーヒーの cafe や
雑貨をお楽しみください！

マイバッグご持参でお買い物のお客様、
マイカップのお客様にサービスあります。

http://www.facebook.com/ochasaka

59 昭栄堂 都城市

ほっこりお茶タイムにぴったりのクッキーや
さっくさくマロンパイ、アップルパイをご用
意しています♪

ショウエイドウ

マイバッグご持参でお買い上げのお客様、先
着 20 名様にプチギフトプレゼント！

60 丘の上のパン工房 Verde 小林市

地元の食材を使った、
低・無農薬のこだわりの物を、季節を感じ
るパンを焼いています。

オカノウエノパンコウボウ
ヴェルデ

お好きなスコーン
プレゼント

61 備長炭焙煎 中村珈琲 三股町

コーヒーのカップ売りを中心に珈琲豆、備長
炭グッズ、リサイクルジュートバッグ、珈琲
器具、ビスコッティ等の販売をします。

リサイクルジュートバッグをお買い上げの方は、
コーヒー１杯無料券を差し上げます。

http://www.nakamura-coffee.com/

62 BAKERY KITCHEN SAKURA 都城市

SAKURA 特製ホットドックと
各種パン

ベーカリーキッチン
サクラ

マイバックご持参で、1,000 円以上お買い上
げの方にプチプレゼント（先着 30 名）

http://www.sakura-bk.com/

63 BASE CAFE 鹿児島県

スペシャルティーコーヒー・
カフェラテ・フード・焼菓子

ベースカフェ

ドリンクメニュー購入時、マイカップ（ボトル）
ご利用で５０円引き

http://base-cafe.com

64 Madhu-Pan 日南市

手作り天然酵母パン及び
自家製焼菓子類

マドゥ・パン

エコバッグ持参者には自家製ラスク（あるい
は同じクラスの商品）をオマケにつけます。

Madhu-P an
Natural yeast bread

65 チーズ工房 うしのこ 都城市
みやこんじょ初のチーズ工房「うしのこ」。
朝しぼりたてのブラウンスイス乳 100％のナ
チュラルチーズ食べてみませんか？

チーズコウボウ
ウシノコ

保冷袋＆保冷剤持参の方、先着20 名様に、チーズの製
造過程で出るホエイを利用した手作り石けんプレゼント。

http://dillsan.miyachan.cc/


