
心から心地よいと思える暮らしを見つけよう

Où êt es-vous aller aujourd'hui?
Disons parfois faire un voyage sans dest inat ion.

Cert es, je serais heureux!

c o c o k u r a
m a r c h e

Zakka & Antique & Food & Architect ecoEvent

10 : 00 -  16 : 00

会場  高城観音池オートキャンプ場

2013. 11. 17. sun
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woodwork

41 estandar＋

42 SPOON
43 FMK

44 SHANTI GLASS
45 奄美ハートマーケット

46 Gomi
Konton Store

47 GREEN
NOTE

48 ushinoko
noco-noco

49 Brocante&
Mercerie Annie

50 Ange

51 陶 studio

52 ブロカント
トゥールモンド

53 クリエイ
ティブ花咲

54 ソニックレザーズ
55 myyoni

56 Home shopcadeau

57 アート・フクドメ

58 まりあ工房

59 糸繍MiCoMo

60 ちびくまのおみせ

61 Coco me`re

62 コロボックル
63 FREDDY
BROS.
64 RII ROOM

65 flower&green
Lagurus

66 nolum

67 +zucca

68 Chocolat
～ショコラ～

69 紫麓窯

70 84'ｓ実輝弥

71 La fille

72 ポップコーン
73 BAKERY KITCHEN SAKURA
74 たこやき まさやん

75 cafe bar かぼちゃのたね
76 かんかん屋

77 沖縄楽園食堂

78 スマイルハッピーフード
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■本部にてレジャーシートを貸し出します。
※貸し出し時、100 円の管理費を
　いただきますが、レジャーシート返却時、
　その100 円をお返しします。
■店名、出店内容、配置につきましては、
　変更になる場合がありますので、
　ご了承下さい。



Event

ココクラマルシェ 限定エコグッズ

cocokura marche体験教室 byお菓子の昭栄堂

今年の cocokura オリジナル eco グッズは、両面で
2 つのデザインが楽しめる、きせかえタンブラー。
内部がステンレスなので保温・保冷に優れています。
選べるデザインは Aと B の 2 種類！当日は cocokura
タンブラーを持って飲食店さんでエコ特典も get してね♪ 手描きの観覧車デザインと

木陰のような緑が爽やか
アンティークの本を
そのままタンブラーに

羽やタグ、古書やパールを
シャビーな雰囲気にちりばめて

イベントに関しての詳細は、HP、ブログで確認してね♪

きせかえタンブラー 1,000yen

100個限定販売

当日は、myカメラを持って、イベントを楽しもう!!

持ってくるもの：軍手・汚れてもよい格好

カメラ女子チームphotomo.と写真を楽しもう!!
photomo. は都城を中心にいろいろなところで気ままに楽しく撮影会や、小さな写真展をし
ているカメラ女子 5人のグループです。みんなでおしゃべりしながら、カメラ片手に胸キュン
探しをしませんか？

家族や友だちと一緒にバームクーヘン作り体験♪最後にギフト包装も出来るのでおみやげにも !! 当日のプチ
お楽しみもあります☆ ※予約制（10 月末〆切り）申込・詳細については、HP・blog をご覧くださいね♪

木の下マルシェ
幸島ドライブイン
体験教室

スタンプラリー

詳細は HPとブログで
お知らせいたします

当日お楽しみ
スタンプラリーもあるよ♪

秋空の下、たき火でバームクーヘン

Jazz Music

cocokura marche スタッフがセ
レクトしたこだわり野菜やアート、
音楽など……本部前の芝生広場の
木の下にみんな大集合！当日のお
楽しみブースだよ。

宮崎市を中心にピクニックに行く
感覚でアート活動をしているグ
ループです。みなさんに Happy
を届けられたらと思います。

あなたの本棚に眠っている本、捨てようと思って
いる本を持ち寄り、新しい本と出会ってください。

野良文庫
c o c o k u r a  m a r c h e

Picnic
ダンボールアート

2005 年に DUO を結成、九州
を拠点に全国的に活動を展開す
る。2012 年はヨーロッパツアー
を成功。

田島良一pf ＆
西田千穂vo DUO

12 時より（10 組）
14 時より（10 組）

参加費 １グループ　3,000 円（小学生以下の場合は、必ず保護者同伴でお願いします）

フルハウス
サーカス団
バルーンアート・
ジャグリング・
マジックと
親子で楽しめる時間を
お届けします☆

AB裏面
共通デザインtype A type B

01 はなとざっかのおみせ ひなたぼっこ 串間市

http://hinatabocco.chu.jp

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・雑貨を用意して皆
様のお越しをお待ちしております。

エコバックご持参の方に９th anniversary
ノベルティプレゼント（数量限定）

02 HINODE bread,cakes&tea 串間市

https://www.facebook.com/hinode.kushima

ヒノデ ブレッド、
ケイクスアンドティー

ほろほろクッキーなど焼菓子＆パンが並び
ます。
優しい甘さの甜菜糖使用しています♪

マイボトル持参で、
先着30 名様にささやかなプレゼント。

03 plus+cafe 一花 都城市

http://pluscafe-ichika.com/

プラスカフェ
イチカ

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・各種教室もしています。

エコバック持参の方、先着20 名様にプチプレゼ
ント♪先着８名様にハーブ石けんもプレゼント☆

プラス カフェ

いちか

駄菓子・雑貨・hand made・cafe

04 浜秀 福岡県ハマヒデ

材料にこだわった手作りドレッシングや
おこわ、散らし寿司を販売いたします。

マイバッグご持参のかたに
先着30 名にお茶サービス

05 WOOD GARDEN 三股町

http://mtmt0888.miyachan.cc/

ウッドガーデン

アンティークな感じの
木工家具を作っています。

マイバッグご持参のかたに
先着30 名にお茶サービス

06 ハンドメイド雑貨 [moze] 鹿児島県

http://mozeshop.chesuto.jp/

ハンドメイド
ザッカ [モゼ ]

ハンドメイトとセレクト雑貨、手芸資材を
扱っています。今回オーナーと作家さんが
組んだ製作ユニットも見参です♪

合計金額 2千円以上お買い上げのお客様でエコbag
お持ちの方に粗品をプレゼント（数に限りがあります）

07 手織工房キヒト 宮崎市

http://kihito.com

テオリコウボウ キヒト

手織り雑貨やタペストリー等の販売をしま
す。小さなお子さんでも楽しんで頂ける手
織りの体験も出来ます。

「買い物袋はいりません」で、
先着30 名様にささやかなプレゼント

08 もくもく工房☆K 宮崎市

http://moku2koubou.miyachan.cc/

モクモクコウボウ
ホシ ケイ

女性ならではの感性で１つ１つ心を込めて丁
寧に木工を作っています。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致します。

09 ざっかSHOPちいくま 福岡県

http://ameblo.jp/chiikumamama/

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　たくさんの素敵で
おまちいたしております。

マイバック持参で　お買い上げ 2,000 円以上
のお客様にプチプレゼント（先着20 名）

10 cocoroco* 都城市

http://cocoroco.miyachan.cc/

ココロコ

犬のお洋服・サンドアート、布・革小物に
アクセサリーなど想いを込めて作った作品で
誰かに少しでも喜んでいただけますように。

マイバッグお持ちの方でお買い上げ金額に応
じてささやかなプレゼントを差し上げます。

11 花乃や～hananoya～ 鹿児島県

http://hananoya.chesuto.jp/

ハナノヤ

ハンドメイドの雑貨・お子様向けアクセサ
リー。お子様向けワークのデコ体験（いろい
ろなものにパーツやストーンをデコれる体験）

マイバックご持参で、￥2,000 以上お買い上
げの方にぷちプレゼント（先着20 名様）

12 Smile 工房 宮崎市

http://www.smile-kb.jp

スマイルコウボウ

Verde（パンの販売）と
Smile 工房（住宅相談と雑貨の販売）の
コラボで出店します。

マイバックご持参でお買い上げのお客様、先着
30 名に Smile 工房オリジナル商品プレゼント。

13 work shop ぴあ＊ぴあ 都城市

http://piapia.miyachan.cc/

ワークショップ
ピアピア

シンプル＆スタイリッシュをテーマに手ぬい
で仕上げた革小物。インドのヘナアート＆
タロット占い＆ステンドグラスの work

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

14 ディブリュッケ 宮崎市

http://www.diebrucke.co.jp

使って飾って愉しめるドイツ雑貨。
職人により手作りされた温もりが伝わるア
ルザス陶器を御紹介します。

マイバックご持参でお買い上げの方に
プチプレゼント



15 Handmade shop ゆるり 長崎県

http://www.yururi.biz

ハンドメイドショップ
ユルリ

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。

マイバック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。

16 ～copain～ 日南市

http://www.yururi.biz

コパン

かわいい！おしゃれ！おいしい！をコンセプ
トに copain（仲間）が集まりました。
皆さんの笑顔をお待ちしてます。

マイバックご持参でお買い上げのお客様
先着30 名様にささやかなプレゼント。

17 Elder Herb&Antiques 鹿児島県

http://elder-2011.petit.cc/

エルダー
ハーブ＆アンティーク

エルダー、工房中森、手作りハウスドリーム、
チェッカーベリーの合同店。アンティーク、
布小物・資材、洋服、木工、雑貨など。

マイバック持参で、三千円以上お買い上げの方、
先着30 名様へ、プチプレゼントをさし上げます。

18 サ ボ 日南市

southernfactory.jimdo.com/

サボタニック（サボテン多肉）とサウザン
ファクトリー（ソイワックス、アクセサリー）
が一つのお店でコラボします。

ハーブの種をプレゼントします。

19 ponchice 串間市

ponchice.com

ポンチセ

できるだけオーガニックなものや地の物を乳
製品、白砂糖を使わず植物性だけで焼いた
ヴィーガンマフィンとこだわり自家焙煎珈琲

マイカップお持ちの方に珈琲一杯50 円引き

20 Bioバル 宮崎市

facebook.com/biobar.miyazaki

ビオバル

Bio ワインと発酵タパスの店、Bio バル特製
１００％植物性のベジラーメンと
酵素ドリンク♪

マイはし ご利用で20 円引き。

21 BASE CAFE 鹿児島県

http://base-cafe.com

ベースカフェ

香り高いコーヒーとカフェラテ、コーヒーに
ピッタリのスコーンやマフィン、焼き菓子等
を販売します。

ドリンクメニュー購入時、マイカップ（ボトル）をご持参
頂いた方には50円キャッシュバックいたします。

22 お茶のさかもと 三股町

http://www.ochasaka.com

オチャノサカモト

今年もお茶のさかもとと雑貨屋 SONNE、
いつものコンビで美味しいフード＆ドリンク、
楽しい雑貨やアイテムをご提案します♪

マイスプーン、マイカップご持参の
お客様に特典アリ。

23 喰い sininer ken. 都城市

http://www.ochasaka.com

クイジニエ ケン.

喰い Ken．は「えびとホタテのクリーム和え」
を、華丸は「あつあつの唐揚げ」をメインに
お待ちしております。

フード購入時マイスプーン・マイ容器で、増量
サービス予定。当日のお楽しみです。

24 盆地のキッチン グランマ 都城市

www.bachan-honpo.jp

ボンチノキッチン
グランマ

鶏のササミを使った新しいヘルシーなチキン
南蛮スティックと地元高城町の名産観音池
ポークのメンチカツ、コロッケなど

マイバックお持ちの方
粗品プレゼント先着30名様

25 ごはんとおかず 都城まるた食堂 都城市

http://marutashouten.sakura.ne.jp/

ゴハントオカズ
ミヤコノジョウマルタショクドウ

まるた食堂の煮込みハンバーグと
カレー倶楽部ルウのカレーが
コラボランチボックスで販売します。

フード購入時、マイスプーン、マイ箸
ご利用で20円引き

26 くるりカフェ 綾町

http://ameblo.jp/koutoeminocafe/

綾のゆったりとした自然の中で焼き上げた自
家焙煎珈琲と一つ一つ手づくりの天然酵母
ベーグルを味わって頂きたいです。

くるりカフェオリジナルグッズプレゼント!!
（無くなり次第終了となります。）

27 madhu-pan 日南市

https://www.facebook.com/cururicafe

マドゥ・パン

手作り天然酵母パン及び焼き菓子類
自然卵等
手作り、自然の味わいをお楽しみ下さい。

くるりカフェオリジナルグッズプレゼント!!
（無くなり次第終了となります。）

28 Bella Onda 日南市

https://www.facebook.com/cururicafe

ベッラ オンダ

九州産小麦とイタリア産モッツァレラを使っ
た「揚げピザ」と、有精卵とオーガニックコー
ヒーを使った「ティラミス」をご賞味下さい。

くるりカフェオリジナルグッズプレゼント!!
（無くなり次第終了となります。）

Madhu-P an
Natural yeast bread

29 SUMOMO 鹿児島県

http://www.e-sumomo.net

スモモ

自家製スイートポテトと生クリームがたっぷ
り詰まった「スウィートポテトのシュークリー
ムパン」他にも新作パンを多数出品します。

マイバッグご持参で「包装も買い物袋もいりま
せん」で10円キャッシュバック。

30 お菓子屋 mia 宮崎市

http://okashiyam.exblog.jp

オカシヤ ミア

可愛くて美味しい！笑顔になれるお菓子作り
を目指しています。ぜひ遊びにいらしてくだ
さいね。

マイバッグご持参で1,000円以上お買い上げのお
客様にオリジナルクッキープレゼント（先着20名）

31 備長炭焙煎 中村珈琲 三股町

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

ビンチョウタンバイセン
ナカムラコーヒー

備長炭焙煎中村珈琲は、グルメ・プレミアム
スペシャルティコーヒーのみを扱っている珈
琲豆焙煎工房です。

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

32 ボンジュール酒店 都城市

nakamachiwine.com/bonjour/

ボンジュールサケテン

デリと立ち飲みカウンターのあるワイン
ショップ、ボンジュール酒店。輸入食材やワ
イングッズを販売！ぜひお立ち寄り下さい。

マイバッグご持参でお会計より５％OFF!

33 favorite 鹿児島県

http://favorite.chesuto.jp/

フェイバレット

南九州市でお洋服と雑貨のお店をしている
favorite です。ハンドメイドの作品やナチュ
ラルなお洋服・雑貨を販売します。

マイバックご持参で「包装も買物袋もいりま
せん」でお会計５％off。

34 月のテラス 鹿児島県

http://tukitera.exblog.jp/

ツキノテラス

秋冬のお出かけや、お家時間が楽しくなる
作品。手仕事の良さを実感できる物を持っ
ていきます。

エコバッグ持参でお買い上げ1000円以上の方
には、ささやかなプレゼントを。（先着20名様）

35 武蔵工房 熊本県

http://www1.bbiq.jp/musasi

ムサシコウボウ

便利で使いやすい木工と、楽しい雑貨類
も多数品揃えしています。

レジ袋不要の方は先着200名に5円(ご縁)
進呈します。

36 ouchishop *tocotoco* 鹿児島県

http://toco3105.exblog.jp/

オウチショップ
トコトコ

全国約45名の作家様のハンドメイドを扱っ
ております。霧島市の自宅ショップです。
あなたのお気に入りを見つけて下さいね。

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。

37 sassa`s woodwork えびの市

https://www.facebook.com/woodwork.sassas

サッサズ
ウッドワーク

Sassa・joy-2・hughugchuです。ハギレ
も残さず使います。ゴミを少なくして環境
に優しい作品作りをしています。

エコバック持参：先着で、アクセサリー・木工・洋服各３
名様に素敵なオリジナル商品プレゼントいたします

38 Anglet garden 宮崎市

http://anglet.biz/

アングレット
ガーデン

お庭やベランダを素敵に演出する為のガー
デニング雑貨やアイアン商品、植物などを
セレクトして出店致します。

マイバックご持参で、3000円以上お買上げ
の方に、プチプレゼント（先着20名様）

39 雑貨＆カフェ ちゅら 新富町

http://chura820.miyachan.cc

ザッカ アンド
カフェ チュラ

新富町で小さな雑貨とカフェのお店をさせ
ていただいております。レトロ＆ジャンクな
商品を中心にお取り扱いを致しております。

マイバックご持参で3,000円以上
お買い上げの方、お会計10％off。

40 POLA 鷹尾店 Ru-che 都城市

nakamachiwine.com/bonjour/

ポーラタカオテン
ルーチェ

疲れのたまった手の平を深くじっくりとマッ
サージ・パック仕上げ致します。ネイルケア
で自爪磨き！お手元全体気持ち良く美しく。

マイバッグご持参でお会計より５％OFF!

41 estandar＋ 三股町

estadndar.exblog.jp

エスタンダルプラス

こども服や大人服 そして雑貨のhandmade。
日々のくらしのなかで＋を感じていただけ
るような作品づくりをしています。

エコバッグ持参の方先着20名様に
ノベルティープレゼント。

42 SPOON 鹿児島県

http://ameblo.jp/spoonmogumogu/

スプーン

子育てが楽しくなるような、カラフルで可愛い
デザインの雑貨を出店いたします。ベビー雑貨
やスタンプを使ったワークショップです。

お買い物袋が必要ない方は５％ＯＦＦ。

SPOON



https://www.facebook.com/paperfmk

古い印刷物をモチーフに、ラベルやタグ、
シールやカレンダーなどの紙文具を作成して
おります。アンティーク風年賀状作成も！

マイバッグ持参の方には
オリジナルポストカードプレゼント

44 SHANTI GLASS 日南市

http://shantiglass.com

シャンティ グラス

耐熱で強度の高いガラスを使用して宇宙や
自然からのインスピレーションを表現した
アクセサリー、インテリア等。

マイバッグ持参の方で「紙袋大」利用のお客様、
紙袋辞退で￥100引き、とさせていただきます。

45 奄美ハートマーケット 鹿児島県

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

アマミハートマーケット

暮らしが豊かになる季節の雑貨をはじめ、
アメリカ生まれの香りのロウ「セントチップ
ス」を販売予定です

エコBAG持参のお客様先着10名様に
プチプレゼント。

46 Gomi Konton Store

http://www.gomikontonstore-zakka-lgbt.com/

ゴミコントン
ストア

コンセプト「混沌としたものから面白さや
美しさを創り出す」。 他にはない遊び心あ
ふれるアクセサリーや小物雑貨を発信中！

マイバックご持参で「包装も買物袋も
いりません」でお会計から5%off。

47 GREEN NOTE 熊本県

ramet.info

グリーン ノート

熊本から雑貨や植物をもって今年も宮崎に
やってきます。皆さんにお会いできるのを
楽しみにしています。

マイバッグをご持参の方に５％OFFの
チケットをプレゼントします

48 ushinoko noco-noco 都城市

Facebook 『うしのこ（チーズ工房）』

ウシノコ ノコ ノコ

チーズ工房『うしのこ』のチーズ＆ヨーグル
トと、さまざまなハンドメイド作家さんの作
品と一緒に参加します！

保冷バッグ+保冷材またはマイバッグ持参で千円以上
お買い上げの方、先着30名様にささやかなプレゼント

49 Brocante&Mercerie Annie 都城市

http://bmannie.exblog.jp/

ブロカント＆
メルスリーアニー

フランスアンティークの小物から家具、ハン
ドメイド資材は、生地やレース、レザーなど
さまざまな種類を取り揃えて販売します。

エコバック持参の方、先着30名様に、
プチギフトをプレゼント致します。

50 Ange 小林市

http://windofjune.petit.cc/

アンジュ

Ange作家様たちが心を込めて作ったハンド
メイド品やナチュラルフレンチな雑貨をお持
ちします。遊びにいらしてください。

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。

51 陶 studio 日南市

http://hisashi.xxxxxxxx.jp/

トウ スタジオ

白色を基調にしたシンプルで使いやすい手
作りの陶器を製作しています。豆皿からカッ
プ、湯呑み、取り皿や花器など

エコバッグ持参で30円引き
（1,000円以上お買い上げの方）

52 ブロカント トゥールモンド 熊本県

http://hisashi.xxxxxxxx.jp/

手作り木工品・アンティーク・ブロカント調
の家具、雑貨、ガーデニング関連商品の製
作。心を込めて製作しています。

リサイクル材料を使用して製作した商品など
に関しての値引をさせて頂きます。

53 クリエイティブ花咲 鹿児島県

http://skihanasaki.chesuto.jp/

クリエイティブ
ハナサキ

ドライ＆プリザーブドフラワーの作品・資材 
グリーンやお花の鉢や苗・ガーデニング雑貨 
生花のミニブーケ・アレンジ　など

マイバッグ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。

54 ソニック レザーズ 大分県

sonic-leathers.jimdo.com

厳選した素材を一つ一つハンドメイドしてい
ます。手縫いで、長年使っていただける丈夫
で味の出る物づくりを心掛けています。

マイバッグご持参で、包装無しを
ご希望の方は全商品5％off

55 myyoni 宮崎市

www.myyoni.jp

マイヨニー

旅先でみつけた身につけるもの・飾るも
の・フェアトレードのものをお届けしていま
す。子供服のお取り扱いもはじめました。

包装、買い物袋いりませんで実店舗で
使える10％割引チケットをお渡しします。

56 Home shop cadeau 鹿児島県

http://cadeau2010.petit.cc/

ホームショップ カドゥ

大人かわいいハンドメイド作品を約30名の県
内外の作家さん達が心をこめて作っています。
あなただけのお気に入り見つけてくださいね。

エコバッグご持参のお客様、先着20名様に
ささやかなプレゼント差し上げます。

C'est un Present de FMK

43 FMK 宮崎県エフエムケー

FMK

Conception et la Quauty de vie
Handmade   Ecrivain   de   papier

https://www.facebook.com/paperfmk

Card / Tag / Poster /  Seal

O r ig i n a l  Pap e r  I t e m G a rde n

57 アート・フクドメ 宮崎市

http://artfukudome.miyachan.cc/

ナチュラル、カントリー、流木、ジャンク調
といろいろなジャンルの木工品を、渋目可
愛く製作しています。

マイバックご持参の方、先着20名の方に
粗品プレゼント。

58 まりあ工房 熊本県

http://marianoouchi.com

マリアコウボウ

可愛いカントリー家具・木工雑貨を夫婦二
人でコツコツ作っています。木のぬくもりを
感じて頂ける作品作りを心がけています。

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。

59 糸繍 MiCoMo 福岡県

http://kakishibuminoli.blog63.fc2.com/

シシュウ
ミコモ

文様刺繍のアクセサリー・袋物、コトバを刺
繍したタペストリー・ミニ額、宮沢賢治の豆
本などを出品します。

簡易包装にご協力の先着５０名様に、間伐
材用紙使用の、手作りメモ帳をプレゼント。

60 ちびくまのおみせ 福岡県

http://kufuuya.cart.fc2.com

チビクマノ
オミセ

カフェトレー・木箱・小物雑貨など、毎日の
おうち時間を少しだけ楽しくする木の生活
雑貨を手作りしています。

マイバッグご持参で、1,500円以上お買い上げの方にプチプ
レゼントを差し上げます。ただし先着30名様に限ります。

61 Coco me`re 熊本県

http://coco-mere.jp

ココメール

オリジナル生産のジャガード、モコモコいっぱ
いネックウォーマー。思わず笑顔で手に取っ
て頂けるような物作りを心がけています。

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。（先着30名）

62 コロボックル 佐賀県

http://coco-mere.jp

色んな柄の布地がいっぱい。秋は手作りに
もってこいの季節です。カントリードールと一
緒にお待ちしております。

エコバック持参の方は、手作りの
小物をさしあげます。

63 FREDDY BROS. 熊本県

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

フレディ ブロス

オーナー自らヨーロッパ(イギリス、フラン
ス、ベルギー)で集めてきた暮らしの中のア
ンティーク、コレクタブルを提供します。

「包装無しのマイバッグ持ってます」で、
お会計5off!

64 RII ROOM 鹿児島県

http://Riiiroom.exblog.jp

リールーム

ハンドメイドの雑貨や
ヘアアクセサリーを販売します。

「包装無しのマイバッグ持ってます」で、
お会計5off!

65 flower&green Lagurus 熊本県

http://www.lagurus.info/

フラワーアンド
グリーン ラグラス

多肉植物などの植物を中心とした鉢苗物と、
ガーデニング雑貨。ドライフラワーのリース
などのハンドメイド商品をお持ちします。

マイバッグご持参で「包装も買物袋もいりませ
ん」で先着10名様にささやかなプレゼント。

66 nolum 熊本県

http://nolum.exblog.jp/

ノルム

かわいくて美味しいお菓子のケイズファクト
リーとハンドメイド雑貨のノルムです。熊本か
ら初めての出店です！

マイバッグ持参のお客さま先着10名様に
ささやかなプレゼントを用意しています！

67 +zucca 鹿児島県

http://zucca.main.jp/

ズッカ

手作りのアクセサリー・布小物、古いボタン
などの手芸資材や、雑貨・洋服などをお持ち
します。

マイバッグご持参で3,000円以上お買い上
げの方にプレゼント（先着15名様）

68 Chocolat ～ショコラ～ 宮崎市

chocolatry.exblog.jp

ガーデン雑貨やクリスマス雑貨をとりそろ
えてお待ちしています。お庭やお部屋の相
談もどうぞ。

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！

69 紫麓窯 三股町

http://www.btvm.ne.jp/̃siroku

シロクガマ

陶の器を製作しています。日々の暮らしの
中で、気持ちのいい空間を共に過ごせるよ
うなモノ作りを心がけております。

エコバック持参で、お会計2,000円以上の
方、100円引き。

70 84'ｓ実輝弥 大分県

http://84s-mikiya.com/

ハッシーズミキヤ

革小物。オール手裁断、
手縫いの作品になります。

エコバック持参で、お会計2,000円以上の
方、100円引き。



73 BAKERY KITCHEN SAKURA 都城市

Facebook 『うしのこ（チーズ工房）』

ベーカリーキッチン
サクラ

SAKURA オリジナルホットドッグ！！
手作りパンとパリッとした粗挽きウィンナー
をぜひご賞味下さい。

保冷バッグ+保冷材またはマイバッグ持参で千円以上
お買い上げの方、先着30名様にささやかなプレゼント

74 たこやき まさやん 日向市

ameblo.jp/pumping-ha88

鹿児島のかつおぶしと北海道の昆布でとった
無添加だしに、九州産小麦粉と日向産放し飼
い地鶏の卵を使用したこだわりのたこやきです

保冷バッグ+保冷材またはマイバッグ持参で千円以上
お買い上げの方、先着30名様にささやかなプレゼント

75 cafe bar かぼちゃのたね 鹿児島県

https://www.facebook.com/#!/karaagenist1

カラアゲランキング全国１位になってレベル
アップした cafe bar かぼちゃのたね一番
人気のカラアゲをご賞味ください !!

マイバック・マイ箸ご持参方先着30名の方に
自家製ドライハーブをプレゼント。

76 かんかん屋 日向市

gogo3biki.exblog.jp

カンカンヤ

マイバック・マイ箸ご持参方先着30名の方に
自家製ドライハーブをプレゼント。

日向市から２度目の出店です。美味しかっ
た。また食べたいねって言ってもらえるも
のを日々製造していきたいと思っています。
からあげの試食を出します。

77 沖縄楽園食堂 沖縄県

gogo3biki.exblog.jp

オキナワラクエンショクドウ

マイスプーン、マイ丼お持ちの方には沖縄楽園
食堂オリジナルの「ちんすこう」プレゼント!!

毎年ご好評いただいている「沖縄そば」と
「タコライス」！！今年も本場の味と熱い風
お送りします。

78 スマイルハッピーフード 宮崎市

nakamachiwine.com/bonjour/

北海道からおいしいジャガイモを取り寄せて
作っています。一度食べたらやみつき☆
是非食べてみてください !!

マイバッグご持参でお会計より５％OFF!

79 Double-cafe- 宮崎市

http://www.facebook.com/doublemiyazaki

ダブルカフェ

各地マルシェで大好評『Borsi』のピロシキ
♪美味しいのは勿論！！”安全＆ヘルシー ”
な食材で愛情込めて作ったピロシキです。

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。

80 イーナカフェ 宮崎市

ena-p.com

プリン専門店のスペシャルプリンはいかがで
すか？真っ赤なかわいい移動販売車でお待ち
しています。

保冷バック持参で30円引き。

82 お菓子の昭栄堂 都城市

shoeido-okashi.com

ほっこりお茶タイムにぴったりのバウムクー
ヘンやさっくさくのマロンパイ・アップルパイ
をご用意しています！

マイバックご持参の方、
先着20名様に、プチギフトプレゼント！

81 夢みるく 宮崎市

http://hakusuisha.jp

ユメミルク

オカシノショウエイドウ 83 Happy Island Drive-in 幸島ドライブイン 串間市

http://rainbowtree.info/

ローカル＆オーガニック。日々の暮らしの中
で生まれる有機的な繋がりを大切に、丁寧
に真心こめて料理を作っています。

フード購入時、マイスプーン＆マイ皿
ご利用で５０円引き。

宮崎産の濃厚な牛乳を新鮮なうちに使用した
ソフトクリームです。
一度ぜひご賞味ください。

マイスプーンご持参でトッピングサービス！

71 La fille 都城市

http://tsukinote.exblog.jp/

ラ フィーユ

フランス語でLa fille ラフィーユは女の子。
女子が大好きなレースなどの素材を使っ
て、大人可愛い作品を作っています。

マイバックご持参でお買い上げのお客様、先着
20名様にプチプレゼントを差し上げます。 "_tys s4.myS

〒869-2504 熊本県阿蘇郡小国町西星3223-8
TEL 0967-46-5085

〒880-0036 宮崎県宮崎市花ヶ島町小無田649-7
0985-33-9517

㈱Smile工房

〒888-0012
宮崎県串間市西浜1-11-5
TEL 0987-55-0039
火ー金　11：00-18：00
土日祝　11：00-17：00
　月　　定休日 http://hinatabocco.chu.jp/

Annie
宮崎県都城市早鈴町1865－1B号室　不定休
TEL 0986-77-2538　AM11:00-PM6:00
http://bmannie.exblog.jp/　mail : marchesally＠hotmail.co.jp

鹿児島県鹿児島市喜入中名町714　http://www.annie-web.com/

Brocante & Mercerie Annie

Handmade & Antique shop

Country shop Annie

博多区博多駅前4丁目36-29 古野ビル301
http://bmannie2.exblog.jp/

Brocante & Mercerie Annie

年中無休

https://www.facebook.com/woodwork.sassas

Anglet
Garden

大人シックなガーデニング雑貨

http://anglet.biz/
〒880-0836 宮崎県宮崎市山崎町宮下97-2

TEL 0985-27-0222
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PRINTING

Toshadouinsatsu Inc.
The print makes information beautiful.

沖縄県豊見城市豊崎1-411
沖縄三越マイキッチン １F
Tel 098-891-7702 鹿児島県鹿屋市高隈町317-1 かぼちゃ畑

からあげランキング
全国1位 獲得!

からあげランキング
全国1位 獲得!

宮崎県都城市吉尾町6220
tel 0986-38-1461

〒899-7103 鹿児島県志布志市
志布志町志布志3-6-13
099-473-1070

〒892-0871 鹿児島県
鹿児島市吉野町3369-2

〒893ｰ0014 鹿児島県
鹿屋市寿8丁目4-28
tel 0994-45-4842

〒889-3311 宮崎県串間市市木385
tel 0987-77-0977

〒862-0960 熊本県熊本市
東区下江津3丁目15-15
el 096-285-4810

〒863-0003 熊本県天草市
本渡町本渡1964-1
tel 0969-23-0041

SPOON

〒889-1911 宮崎県北諸県郡
三股町大字長田2414-4
0986-51-2866

備長炭焙煎

中村珈琲

〒899-8606 鹿児島県曽於市
末吉町深川11046-1
0986-79-1888

885-0004 宮崎県都城市
都北町5225-1
0986-38-1855

プラス カフェ

いちか

駄菓子・雑貨・hand made・cafe

駄菓子詰め合わせSET
承ります

香りとリラックス空間

ひだまり

ディブリュッケ

アート・フクドメ Ange ushinoko
noco-noco

Elder
Herb&Antiques

ouchishop
*tocotoco*

お菓子屋 mia クリエイティブ花咲 くるりカフェ cocoroco* Gomi Konton Store

コロボックル
ZAKKA Shop 工房

中森
SHANTI GLASS 糸繍MiCoMo Chocolat

～ショコラ～

ソニックレザー Duble cafe ちびくまのおみせ 手織工房キヒト 手作りハウス Dream

陶studio 白水社乳業

夢みるく
84`s実輝弥 handmadeshop

ゆるり
HNODE

bread.cakes&tea

favorite BAKERY KITCHEN
SAKURA madhu-pan 武蔵工房 もくもく工房☆K

pilea

雑貨＆カフェ

ちゅら
+zucca

m-flora

スマイル
ハッピーフード

POLA鷹尾店
Ru-che



心から心地よいと思える暮らしを見つけよう

c o c o k u r a
m a r c h e

Zakka & Antique & Food & Architect ecoEvent

ホームページ　http://cocokura-marche.com/
メ ー ル　info@cocokura-marche.com
ブログアドレス　http://cocokura.miyachan.cc/

○宮崎市から国道 10 号線で約 50 分前後
○高速宮崎自動車道都城インターから車で約５分
○JR日豊線西都城駅から有水・雀ヶ野行き
　バス35 分、観音池入口下車徒歩10 分
○JR 山之口駅からタクシー約６分

↑至宮崎

↑至宮崎

主催　『cocokura marche』実行委員会
事務局・お問い合わせ　885-0075 宮崎県都城市早鈴町1865-1 西水流宛
　　　　　　　　　　　050-1282-4383（plus＋cafe 一花）　

午前 10時～午後 4時
会場 高城観音池オートキャンプ場

2013　11　17年 月 日㈰

観音池ポーク●

宮崎自動車道

●沖水中

●南酪都城工場

●イオンモール

インター

10

269

タイヨー高城店●

●高城運動公園

都城駅

　ベーカリー
　キッチン
●SAKURA

●老人ホーム
　友愛園

周辺地図

10

●タイヨー高城店

●倉田自動車

ブルーシールアイス●

レインボー
スポーツランド

広
域
農
道

広域地図

会場

イベント協力
観音さくらの里　㈱東謄写堂　都城中めがね店

●さくらの里
P

P
P
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