
心から心地よいと思える暮らしを見つけよう
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Zakka & Antique & Food & Architect ecoEvent
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会場  高城観音池オートキャンプ場
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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。

C マルシェ出店ゾーン
cocokura marche ス
タッフがセレクトしたこだ
わり野菜や加工品、アー
トなど…
ココクラならではの蚤の
市をお楽しみ下さい♪

43
アーユルヴェーダと
植物療法の店
アーユス
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Event

今年の cocokura marche オリジナルエコグッズは、
カラーやデザインにもこだわった手ぬぐいを制作しました。
ハンカチとして使える他、ヘアアクセサリーやバッグなど、いろんな
用途があります。当日は、いろいろに変化する手ぬぐいを持って、
お買い物やおしゃれを楽しんで下さいね♪
当日受け取り限定で、予約も可能です。詳しくは、HP をご覧ください

イベントに関しての詳細は、HP、ブログで確認してね♪

cocokuraオリジナル手ぬぐい
1,000yen

100枚限定販売

持ってくるもの：軍手・エプロン・汚れてもよい格好

秋空の下、たき火で
バームクーヘン

11：00~12：30（10 組）
14：00~15：30（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）

宮崎生まれの音楽家。
大地かおる声、風と包む言葉。
森羅万象を讃えるように、
宇宙に響くように、
踊るように、
祈るように、歌う。

写真好きさん大集合！
カメラ女子チーム
Photomo. とイベント内を
Photo 散歩しませんか？
☆my カメラ持参 参加費 500 円
※予約制。
　詳細は、HP をご覧下さいね。

hou photomo.
※予約制。申込・詳細については、HP・blogをご覧くださいね♪

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☆

持ってくるもの：エプロン、タオル、三角巾

都城バーガーを作ろう！

10：15～11：00（12 名）
12：00～12：45（12 名）
15：00～15：45（12 名）
参加費 お子様お一人　2,000 円
（4歳～小学校 6 年生）

※予約制。申込・詳細については、HP・blogをご覧くださいね♪

マイ皿を持ってきてくれたお友達には手作りクッキーをプレゼントします♪

手作りバター＆里芋コロッケを
作ります。パンに挟んで
手作りハンバーガーを作りましょう。

cocokura marche体験教室 byお菓子の昭栄堂

cocokura marche 限定エコグッズ

cocokura marche体験教室 by敬子のLOVEらぼキッチン

宮崎を中心にピクニックに行く感覚で
アート活動をしています。
みなさんへアートの力で HAPPY を
届けれたらと思います☆

アートグループPicnic
宮崎県を拠点にする大道芸人集団　
バルーンアート・ジャグリング・
マジックと親子で愉しめる時間を
お届けします☆

フルハウスサーカス団

お持ち込み、お持ち帰り自由な本棚

     



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ワクワクする
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。

マイバックご持参の方に１０th anniversary 
ノベルティプレゼント（数量限定）

02 月のテラス 鹿児島県

http://tukinoterasu.chesuto.jp/ 

ツキノテラス

「つい使いたくなる物」を目指して作った陶器、
アクセサリー、大人服＆子供服、布・革小物
等で心地よい暮らしを提案したいです。

マイバッグご持参で1000円以上お買い上げの方
には小さなお家プレートをプレゼント（先着20名様）

03 ブロカント トウルモンド 熊本県

今回は人の心の中に潜んでいる物に対する
思いを引き出し、普段手に入らない家具を製
作し提供しインテリアに役立てて欲しい。

リサイクル品、リメイク品等エコ的製品をお買い上げ、
もしくはエコ的考えの方には、手作り品をプレゼント。

04 Brocante&Mercerie Annie 都城市

http://www.annie-web.com

今年は plus＋cafe 一花さんとコラボ出店。
アンティークやレトロな雑貨、可愛いハンド
メイド作品などを揃えてお待ちしております。

エコバック持参で、3000 円以上お買い上げ
のお客様へプチギフトをご用意しています。

ブロカントアンド
メルスリーアニー

05 浜秀 福岡県

素材にこだわってお作りしたドレッシング
やおこわ、チキンカツサンドをおもち致し
ます。

マイバックご持参で30 名様先着で
お茶プレゼント。

ハマヒデ

http://blog.cheerfulmark.com/

06 Cheerfulmark＆Cheerfulbaby 鹿児島県

神奈川県鎌倉市にて 10 年ほどお店をやり
ながら全国の音楽フェスなどを回っていま
した。2012 年鹿児島へ移住してきました。

レジ袋をご辞退して頂ければおまけを差し上
げます。

チアフルマーク＆
チアフルベイビー

http://www.yururi.biz/

07 長崎県

手作りの木工、布小物、雑貨等、木のぬくも
りと手作りのやさしさがある商品です。お気
に入りを見つけ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へ
先着３０名様にささやかなプレゼント。

ハンドメイドショップ
ユルリHandmade shop ゆるり

http://flannel.chesuto.jp/

08 鹿児島県

手作り雑貨のお店２店舗コラボです。布小物
やフラワーアレンジの他、体験コーナーもご
ざいます。

マイバックご持参で2000 円以上お買い上げ
の方にプチプレゼント（先着３０名）

フランネルFLANNEL

http://www.love-rabo-kitchen.com/

09 敬子の LOVEらぼキッチン 都城市

料理を通して一番教えてあげたいのは「感謝」
の気持ち。楽しく、美味しいお料理をみんな
で青空の下で作りましょう♪

マイ皿ご持参の方にはＬＯＶＥらぼキッチン特製
手作りクッキーをプレゼント

ケイコノ
ラブラボキッチン

http://pieni-flicka.shop-pro.jp/

10 あむあむ＊ぬいぬい 鹿児島県

鹿児島の雑貨店 CheckerBerry と [moze]
のコラボブースです。ハンドメイド作品、セレ
クト雑貨が沢山ありますよ。

http://piapia.miyachan.cc/

11 都城市

インドの伝統模様のヘナアート　ハンドメイド
布・小物雑貨・革製品・木工・輸入革小物
雑貨　eco 商品及びフェイクグリーン

マイバックご持参でお買い上げのお客様
先着１０名様にeco 木皿セットプレゼント！

ワークショップ
ピアピアwork shop ぴあ＊ぴあ 12 みるきぃ とれい 福岡県

ハンドメイドの木工製品やナチュラル系の洋
服を作っています。布小物なども多数ありま
すので見に来て下さいね。

マイバックご持参で3000 円以上お買い上げ
の方にプレゼント（先着２０名様）

13 ちいくま 福岡県

http://www.ameblo.jp/chiikumamama/

優しい暮らしのお手伝い・・・ハンドメイ
ド素材や手づくり作品、雑貨などたくさん
の素敵でお待ちいたしております♪

マイバックご持参で2000 円以上お買い上げ
の方にプチプレゼント（先着２０名）

アンフィル14 unfil 都城市

http://unfil.miyachan.cc/

プチプラから手の込んだものまで可愛いハン
ドメイド雑貨がいっぱいです。生産者直売の
黒豚を使ったお惣菜も販売しています。

マイバッグご持参で 500 円以上お買い上げの
方、コロッケ１個プレゼント（両店舗共通）



くず粉を使ったモチモチスウィーツ
甘さ控えめの新感覚、
新食感１度ご賞味あれ！！

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

15 恵比寿堂 福岡県エビスドウ 16 ごはんとおかず 都城まるた食堂 都城市

http://behappiness.jp/gourmet/restaurant/maruta_syokudou.html/

ゴハントオカズ
ミヤコノジョウマルタショクドウ

まるた食堂の炙りチーズ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
BOX で発売します！！

フード購入時マイスプーン、マイ箸ご利用で
20円引き！

17 クッチーナ・リナルド 綾町

http://www.cucinarinaldo.com/

宮崎産の安心安全な主原料で作ったイタリア
人シェフリナルドの手打ちパスタやレンズ豆
のスープなど。イタリア家庭料理をご提供♪

マイはしご持参で１０円、マイ皿ご持参で２０円、
リナルドの手打ちパスタから値引き。

オカシノショウエイドウ18 お菓子の昭栄堂 都城市

http://shoeido-okashi.com

今回は「神ピク」でも大人気のアップルパイ
やマロンパイ、笑顔がこぼれるようなデコマ
カロン等、かわいい商品をお届けします。

マイバッグご持参で1000円以上お買い上げの
方に、プチプレゼント（先着20名）

19 SONNE 都城市

http://www.sonne-platz.com/

ゾンネ

今回も「お茶のさかもと」とコラボ出店！
コーヒーや日本茶のカフェと、オリジナル
フード・スイーツをお楽しみに♪

ご購入時マイバッグ・マイボトルなどのご利用
で、特典あります。

20 おれんじ亭 日南市

http://www.nagatsu-mikan.com/

オレンジテイ

自家農園（ながつみかん園）の柑橘を中心
に季節のフルーツを使ったジューススタンド
のお店です。

写真はイメージです

21 旅するカレー食堂 CATTLEISLAND 宮崎市

http://www.cattleisland.com/

タビスルカレーショクドウ
キャトルアイランド

インドスパイスをたっぷり使ったインドカ
レーやチャイをお届けします。アイシングクッ
キーのお菓子屋 mia さんと合同出店です！

ドリンクメニュー購入時、マイカップ（ボトル）
利用で５０円引き。

22 カフェ コカプー 都城市

http://cockapoo.miyachan.cc/

カフェで実際に出しているお食事や、自家
焙煎珈琲、手作りスイーツなどを販売しま
す。

カフェのオリジナルステッカーを
プレゼントいたします。

ベーカリーキッチン
サクラ23 BAKERY KITCHEN SAKURA 都城市

http://sakura-bk.com/

SAKURA 人気 No.１商品である『食パン』
と肉汁じゅーしーなソーセージで作る『特
製食パンドック』と各種パン販売

エコバック持参のお客様、食パン・ジャリパン40円引き
該当商品売り切れの場合、他の商品３０円引き

24 アトリエ cafe banbanhey 宮崎市

http://blogs.yahoo.co.jp/banbanhey

banbanhey の定番をお持ちいたします。
出会いが次につながります。会場で色んな
something が生まれますように。

マイカップ持参でドリンク５０円引き

アトリエカフェ
バンバンヘイ

25 くるみの里 高原町

手作りのロールケーキ　チーズバー　シュー
クリーム　クッキー等のお菓子を販売した
い。一度皆様に食べてほしいと思っています。

エコバック持参で1000円以上お買い上げのお客
様にアニマルのクッキーを１個プレゼントします。

クルミノサト 26 HINODE COFFEE STAND 串間市

http://hinode321.blog134.fc2.com/

ヒノデ
コーヒースタンド

串間にある COFFEE STAND です。
すっきりとしたコーヒーや豆乳仕立てのチャ
イ、焼菓子は旅の匂いを漂わせています。

「袋いりません♪」の方にささやか
プレゼント（なくなり次第終了デス）

27 Bella Onda 日南市ベッラ オンダ

天然酵母とイタリア産食材をふんだんに
使った「揚げピザ」とオーガニック食材で
作った「ティラミス」をご賞味ください。

マイバックご持参で、1000円以上お買い上げ
のお客様に「ICEドリンク」１杯プレゼント。

28 Slow Water cafe 串間市

http://www.slowwatercafe.com/

スロー ウォーター
カフェ

串間の森と海のあいだのフェアトレードの
メーカー。南米エクアドルの森のオーガニッ
クコーヒー、チョコレート、麻のバッグなど。



Ange 小林市

http://angelife13.exblog.jp/

アンジュ

乙女心をくすぐられ、暮らしの中に「可愛い」
をプラスしてくれるナチュラルでフレンチな
雑貨や手作りのお品達をお持ちします。

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。

29 紫麓窯 都城市

http://www.btvm.ne.jp/̃siroku

シロクガマ

陶の器を制作しています。日々の暮らしの
中で、心地よい空間を共に過ごせるような
モノづくりを心がけております。

エコバッグ持参で、2000円以上
お買い上げの方、100円引き。

30

ガラス工房 然 日南市ガラスコウボウ ゼン

瓶を溶かして作るリサイクルガラスで１つ１
つ息を吹き込んで日常使いのガラスを製作
しています。

31 ディブリュッケ 宮崎市

http://www.diebrucke.co.jp/

ドイツを中心にヨーロッパ各地から、こだ
わりの手芸材料など使って飾って愉しめる
雑貨を御紹介

マイバック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

32

Shabby 03 宮崎市

http://www.shabby03.com/

木工の家具、インテリア雑貨を手作りで製作し
ています。木の温もりや質感を活かし、和みや
癒しを与えられるような作風を心掛けています。

マイバックご持参で「包装も買物袋もいりません」
でささやかな木工品の小物プレゼントいたします。

シャビー ゼロサン33 サボ 日南市

http://southernfactory.jimdo.com/

サボテン、多肉植物の Sabotanic とソイ
キャンドルのサウザンファクトリーが
YARD をテーマにお店をデザインします。

マイバッグ持参の方にプレゼントがあります。
なくなり次第終了となります。

34

日の出商店 熊本県

懐かしい昭和レトロな日常雑貨からアクセ
サリーまでをたくさん持って行きますので
是非お立ち寄り下さい。

ヒノデショウテン35
ブラウンスイス種の搾りたて生乳から手づ
くりしたチーズと、こだわり作家さん達の
手づくり雑貨を販売します！

保冷バッグ＆保冷剤ご持参で1000円以上お買い上げ
のお客様、先着20名様にささやかなプレゼント♡

36 うしのこ 都城市

stained glass la goutte 福岡県

http://ameblo.jp/la-goutte429/

ステンドグラス
ラ･グート

小さなイスからランプまでオリジナルデザ
インで製作。可愛くって面白いステンドグ
ラスの世界。

マイバッグ持参で３０００円以上お買い上げの
方にプチプレゼント（先着３０名）

37 muu.yocochou 宮崎市

http://muudotto.miyachan.cc/

ムウ ドット ヨコチョウ

県内のハンドメイド作家さんのナチュラル
＆シンプルな作品を中心に、可愛い雑貨や
癒しグッズも販売します。

エコバッグをお持ちの方にハンドメイド雑貨を
プレゼント。先着１５名様。

38

Coco me`re 熊本県

http://www.facebook.com/cocomere77/

ココメール

国産にこだわり、ベースの生地・プリント共
にオリジナルでニット生地を作っています。
手書きの型の優しさ・温かさをお届けします。

マイバッグご持参で5000円以上お買い上げの
方にプチプレゼント（先着３０名）

39  +zucca 鹿児島県

http://zucca101.exblog.jp/

ズッカ

雑貨・手芸資材・アクセサリー・韓国子供服・
大人服やシャビーシックな tutu さんのお花
雑貨が一緒に並びます。

エコバッグご利用で2000円以上お買い上げ
の方、先着２０名様にプレゼントあり。

40

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円以上お買い上
げの方に、プチプレゼント（先着２０名様）

41

http://ameblo.jp/maryrosechiro/

骨盤・カラダのゆがみ・美容カイロ（小顔、
O脚、姿勢矯正）の専門店です。本店（内海）、
カリーノ店の2店舗ございます。

タオルをご持参頂き、全身コースを施術された
方へ、小顔矯正をサービスさせて頂きます。

42 カイロプラティック
＆美容カイロ MaryRose メアリー

ローズ 宮崎市



アユースアーユルヴェーダと植物療法の店 アーユス 宮崎市

http://www.ayus.asia

黒糖しょうがシロップや生はちみつの販売、ヘッ
ドスパなど行います！
←「脳のマッサージ」シロダーラは阿波岐原町
のサロンでどうぞ

マイバッグご持参で１０００円以上お買い上げ
の方は５０円引きさせて頂きます。

43 44 はなれ古舎 大分県

普段のお店は、大分県の田舎町にあるレトロ
な木造郵便局。手作りの家具と木工品、アク
セサリー等の他、古物雑貨を販売します。

エコバッグご持参の方、先着20名様にオリ
ジナルマグネットをプレゼント。

ハナレコヤ

http://zakkagu.junglekouen.com/

45 ouchishop*tocotoco* 鹿児島県

全国約４０名の作家さんのハンドメイドを
扱っております国分の自宅SHOPです。あ
なたのお気に入りを見つけてくださいね。

エコバッグご持参で１０００円以上お買い上げのお
客様　先着３０名様に心ばかりのプチプレゼント♪

オウチショップ
トコトコ

tocotoconikki*3

46 Chocolat～ショコラ～ 宮崎市

味わいある雑貨が似合うおうちやお庭づく
りをめざしています。ガーデンのご相談も
お気軽にどうぞ。

マイバッグご持参で1000円以上お買い上げの
お客様、先着３０名にプチプレゼント。

http://chocolatry.exblog.jp/

47 10in a Bed 大分県テン イン ア ベッド

心を込めて丁寧に作ったお洋服、雑貨、ナ
チュラルアート、陶芸の楽しさを感じていただ
けたらと作った陶芸作品をぜひご覧下さい。

千円以上お買い上げでエコバッグ持参のお客様先着30
名様に秋なので陶芸のどんぐりをプレゼントします。

http://plaza.rakuten.co.jp/teninabed/

WOOD GARDEN 三股町

http://mtmt0888.miyachan.cc/

ウッド ガーデン

パイン材を使いナチュラルに仕上げた
木製家具

マイバッグ持参で3000円以上お買い上げのお
客様先着10名様に、プレゼント。

48

Pilea 日南市

http://blog.goo.ne.jp/muratomiengei

ピレア

日南にあるグリーンとガーデニング雑貨の
お店です。
雑貨のようにかわいく飾れる多肉植物や花
苗を販売します。

49 Lapin*covo 国富町

http://ameblo.jp/lapincovo/

ラパンコーヴォ

ポーランドのヴォレスワヴィエツより伝統的
な食器たちを豊富に品揃えしております。

マイバック持参の方にはささやかなプレゼン
トがあります（先着２０名様）

50

yotiyotimoon 都城市

http://yotiyotimoon.wix.com/yotiyoti

ヨチヨチムーン

革それぞれがもつ個性表情をそのまま自然
からの大切な贈り物革を扱っています。
小物作家 SugarBabe さんとコラボです。

マイバッグご持参で3000円以上お買い上げ
の方にプチプレゼント（先着１０名）

51 ポテのアトリエ 熊本県

http://pottebotte.exblog.jp/

絵、イラスト、ポストカード、消しゴムはんこ、
レンガ絵。在仏経験があり猫と絵を愛する
作家が創作する世界。

マイバッグご持参で2000円以上お買い上げの
方にささやかなプレゼント（先着２０名）

52

ソニックレザーズsonic leathers 大分県

http://simplog.jp/pub/2348617/10

味わい深いハンドメイドの革製品をたくさん
揃えています。

マイバッグご持参で3000円以上お買い上げの
方にプチプレゼント（先着２０名）

53 クロップミニcropmini 宮崎市

http://cropmini.miyachan.cc/

海外から届いたステキなデザインペーパー
やスタンプを販売。それらを使った紙モノ
雑貨やアルバムキットも製作しています。

マイバッグご持参でお買い上げの方に
プチギフトをプレゼント（先着３０名様）

54

タイムThyme 鹿児島県

http://ameblo.jp/coquelicotcafe/

アンティークレースや革を使ったバッグや小
物、洋服、資材として使えるアンティークレー
ス、アンティーク雑貨など販売します。

マイバッグご持参で3000円以上お買い上げの
方にプチプレゼント（２０名様）

55 コビトズ
アートショップKOBITO`S ART SHOP 鹿児島県

http://kobitonoartyasan.chesuto.jp/

モザイクタイルでオリジナル作品を作ってい
ます。160 種類のタイルも持っていきます
ので、ぜひ手に取って見てみて下さい。

マイバックご持参でお買い上げのお客様先着
30名様にタイル詰合せプレゼント。

56



けいかお 三股町

http://keikao.com/

子どもからお年寄りまで笑顔になってもら
える商品を製造し、販売しています。

マイバッグご持参でお会計8%off

57 リボーンReborn 熊本県

http://ameblo.jp/folkmaterial61/

異国の手刺繍や染色品などのもの作りの素
材を主に扱っており、刺繍や織りのリボン
をはじめ雑貨も扱っている

エコバッグ持参の方にインドリボンで作った
シールで御買い上げの商品を包装

58

オウチ 新富町

http://ouchi.miyachan.cc/

県内外の作家さんの作品＆ナチュラル雑貨
を扱っています。ニッコリできる様なあたた
かい空間を目指しています・・・

マイバックご持参で3000円以上お買い上げの
方にプチプレゼント（先着20名）

59 ポーチドロップPorch Drop 熊本県

http://porch-drop.com/

モロッコのバブーシュやインドの雑貨・衣
料等輸入雑貨、日本の器類、外国や日本の
アンティーク類をお持ちします。

マイバックご持参で3000円以上お買い上げの
方にプチプレゼント（先着20名様）

60

アート・フクドメ 高岡町

http://artfukudome.miyachan.cc/

いろんなジャンルの木工品をていねいに、
渋めかわいく、こだわりを入れて製作して
います。

マイバックご持参で3000円以上お買い上げの
方、先着２０名の方にプチプレゼント。

61 オモシロイヤおもしろい屋 福岡県

http://www.omoshiroiya.com/

アンティーク家具、アレンジ家具、雑貨等々
制作、販売。旅する蚤の市や箱崎蚤の市な
どに出店。ファミリー向けに対応していま
す。

62

CoCon 熊本県

ココンブログ

ココン

珍種の多肉植物やお花達はもちろん、ハン
ドメイドの木工、リサイクルペイント缶、ガー
デニングエプロン等

マイバックでお越しのお客様先着３０名様さ
さやかなプレゼント

63 sequoia, 大分県

http://ameblo.jp/sequoia-5/

セコイア

日々をリラックスして気持ちよくすごせるよ
うやさしい天然素材を中心とした暮らしによ
りそうハンドメイドの服や雑貨を扱うお店。

エコバッグ持参のお客様先着１０名に粗品
進呈致します。

64

Elder Harb&Antiques 鹿児島県

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

エンダーハーブアンド
アンティークス

イギリスやフランスなどの可愛いアンティー
ク小物とハーブティーをメインに雑貨やハン
ドメイド品も。今回は手作りの木工品も持参。

マイバッグ持参で、包装＆買い物袋もいらな
い方は、お会計合計から5%OFFします。

65 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つ丁寧に心を込
めて作った木工。木の温もりと手作りのあた
たかさを感じて頂けたら嬉しいです。

マイバッグお持ちの方・・・先着30名様に
木工小物雑貨プレゼント。

66

67 たこやきまさやん 日向市

http://ameblo.jp/pumping-ha88/

九州産・無添加にこだわった「本場大阪の
たこやき」日向特産のへべすを使った無農
薬へべすスカッシュ

オカノウエノパン
コウボウ ヴェルデ68 丘の上パン工房 Verde 小林市

霧島の天然水とオーガニックの干ぶどうで
起こした酵母で、手作りした素材を使って
パンを焼いています。

マイバッグご持参で、５００円以上お買い上げの
方にオリジナルクッキープレゼント（先着３０名）

カフェバー
カボチャノタネ69 cafe ber かぼちゃのたね 鹿児島県

http://www.facebook.com/karaagenist1/

からあげランキング第一位・からあげグラ
ンプリ金賞など、お客様に喜んでいただけ
るように頑張ってます！

マイ箸・マイバックご持参で先着５０名様にさ
さやかなプレゼント。

70 鹿児島県

http://broadbean.chesuto.jp/

ブロード
ビーン

安心で美味しいお菓子作りを心がけていま
す。当日は焼菓子の他、人気のプリン等をご
用意して皆様のお越しをお待ちしております。

マイバッグご持参で500円以上お買い上げの
お客様にプチプレゼント（先着30名）

手作り菓子工房 Broad Bean



〒888-0012 宮崎県串間市西浜1-11-5
TEL 0987-55-0039　定休日：月曜日

火ー金　11：00-18：00
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Brocante & Mercerie Annie

Country shop Annie

Brocante & Mercerie Annie
都城市山田町9680 -8
tel 080 -8385 -5435

Annie
Handmade & Antique shop

Annie
Handmade & Antique shop

Annie

シュンショクシュラク テン71 熊本県

日本スペイン韓国インドネシアの代表的な串
焼きを出品。伝統的な味を存分にご堪能下
さい。食の世界旅行で心も体もHAPPYに！

cocokura marche初出店記念！エコバック持参
で先着50名様ミニボトル赤ワインをプレゼント！

旬食酒楽 天

Madhu-P an
Natural yeast bread

72 日南市

それぞれのパンに合わせた自家製酵母はも
ちろん有機食材および無添加で焼き上げた
マドゥパンの香り高いパンたちをお楽しみに！

エコバック持参のお客様全員に１０円引きとさせ
ていただきます。

madhu-pan マドゥ･パン

73 宮崎市

http://haru11life.blog.fc2.com/

ハル ライフ スタイル

小麦粉・砂糖・乳製品・卵を使わないロー
スイーツで体の中からキレイにしませんか。
酵素やビタミン、ミネラル豊富なスイーツ。

エコバッグをお持ちで千円以上お買い上げの
方に先着20名様にプチプレゼント♪

haru life style 74 宮崎市

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。
是非一度食べてみてください。

スマイルハッピーフード

75 苺氷り本舗・本家宮崎肉巻き 都城市

http://haradaseni.co.jp/

イチゴオリホンポ･
ホンケミヤザキニクマキ

宮崎産　豚肉　お米を使用し秘伝のたれに
１８時間漬け込んだ宮崎の味の肉巻きおに
ぎりです。

ヤキタテヤ76 宮崎市

http://yakitateya.com/

通常のたい焼き販売のほか、今ブームのサッ
クサクの食感のパイ生地のたい焼き販売
や、たこ焼きの販売。中村珈琲の販売。

myはし持参で１０円引きします。

焼きたて屋

77 イーナプリン 宮崎市

http://www.ena-p.com/

ひとつひとつ手作りのプリンです。
かわいい移動販売車でお待ちしています。

保冷バック持参の方は３０円引き。
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〒869-2504 熊本県阿蘇郡
小国町西星3223-8
TEL 0967-46-5085

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

都城市中町12-20
ライトコートM203
0986-77-2546

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

宮崎県日南市大字松永157
0987-32-1106

都城市都北町5225-1
0986-38-8824

宮崎県日南市松永241
0987-22-2014

熊本県熊本市健軍本町53-5
096-285-4546

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

アトリエ
cafe banbanhey

CoCon

アート・フクドメ unfil Elder
Herb&Antiques

ouchishop
*tocotoco* お菓子の昭栄堂

KIYANSE FARM クッチーナ・リナルド cropmini KCK Market 原木しいたけ 茸蔵

紫麓窯 Chocolat
～ショコラ～

stained glass
la goutte Slow Water cafe sonic leathers

SONNE Cheerfulmark&
Cheerfulbaby ディブリュッケ

手作り菓子工房
Broad Bean 10in a Bed

まえはた

ナチュラル
ガーデン はなれ古舎

ハンドメイド雑貨

[moze]
HINODE

COFFEE STAND 日の出商店

Porch Drop ポテのアトリエ

焼きたて屋 yotiyoti moon

madhu-pan みるきぃ とれい もくもく工房☆K

スマイル
ハッピーフード

うさぎ農園 けいかお

ちいくま

おれんじ亭

sequoia,

浜秀
Handmade shop
ゆるり

㈲西水流建設
ギャラリーこだま

福岡県八女郡広川町
新代1389-178
0943-32-5451

有限会社
谷材木店

都城市姫城町2-29
0986-26-1010

work shop

C マルシェ出店者
スタッフがセレクトしたこだわりの蚤の市

今年もたくさんの企業・お店に

ご協力を頂きました。

ありがとうございました。



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

主催　『cocokura marche』実行委員会
共催　㈱レイク観音
事務局・お問い合わせ　885-0016 宮崎県都城市早水町 20－2 西水流宛
　　　　　　　　　　　050-1282-4383（plus＋cafe 一花）　

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

広域地図

イベント協力
㈱東謄写堂　都城中めがね店

P
P P

P

P

温泉施設駐車場は、温泉施設利用者のみの駐車場になります。
地図上（P）の駐車場使用のご協力をよろしくお願い致します。

温泉施設
駐車場

さくらの里

子ども村プール

至都城→

↑至宮崎 ↑10号線

拡大地図

10 : 00 -  16 : 00

会場  高城観音池オートキャンプ場

2014. 11 . 9. sun

会場 朝
霧
ロ
ー
ド

cocokura marche 実行委員会からのお願い
雨天決行となった場合、駐車場の芝生が
ぬかるみのため大変傷んでしまいます。
補修費援助のため、ご来場の皆様にも募金のご協力をお願い致します。

荒天の場合は、11月 16 日㈰に順延

ぼきん

ふれあいセンター


	冊子_01
	冊子_02
	冊子_03
	冊子_04
	冊子_05
	冊子_06
	冊子_07
	冊子_08
	冊子_09
	冊子_10
	冊子_11
	冊子_12

