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Où êtes-vous aller aujourd'hui?
Disons parfois faire un voyage sans de�ination.

Certes, je serais heureux !
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トイレ

トイレ

■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。

お気に入りを長く大切に使う

普通の生活を大切にする

日々の暮らしを整えていく

いつもの日常に少しのゆとりがあれば

充分幸せ

心地よい時間が心地よい暮らしを生む

暮らしの中にとけ込むように出会うモノ・コト

日常と非日常の出会いの瞬間

心地よい暮らしを見つけよう
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ZAKKA & ANTIQUE

FOOD

ARCHITECTURE

MOBILE CATERING

ヨーロッパアンティークや昭和レトロなどの
アンティークshopが全国から集まった蚤の市

世界に同じものがないのも魅力
空間にとけこむ、そんな古道具や
アンティークに触れてみて下さい

60mで
ママスペースがある
トイレに行けます

参加費
小学生以上100円

本部

c o c o k u r a

アンティークのみの市

c o c o k u r a

アンティークのみの市

M
am

a and Baby
 R

oo
m

ママスペース

入場ゲート

このマークが付いている店舗では
エコ特典があります
皆さんぜひ エコバックや
マイタンブラーを持参して下さいね
cocokura marcheをとおして
私たちができることをちょっとずつ

GOING GREEN
エコ特典

Collaborates

cocokura marcheならではの
毎日にhappyが訪れる暮らしを
Col laborat ionという形で提案

多彩なアイテムの数々を 生活の一部に

with
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真鍮ペンダントの
ワークショップ
お好きな真鍮プレートをお選び頂
き、削る、叩く、磨く作業を経て、思
い思いの刻印を打ちペンダントに
します。
キーホルダーへ変更も可能です。

C
ol l

aboration

1

Collaborates

cocokura marcheならではの

毎日にhappyが訪れる暮らしを Col laborat ionという形で提案

多彩なアイテムの数々を 生活の一部に

with

西水流建設

限定100セット

予約制

1,000円参加費

10時～  4名 
11時～　4名 
12時～　4名

当日10時より先着順に予約をお受けします

定　員 13時～　4名
14時～　4名
15時～　4名

当日10時より受付開始。定員に達し次第、締め切りとなりますのでご了承ください。申込方法

TEL 0986-22-3844
FLORA Tearful eyeご予約

2,500円参加費

持ってくるもの
汚れてもよい格好。
エプロン・軍手の持参をお願いします。

（小学生以下の参加は
必ず保護者同伴でお願いします）

COCOKU�
MAR�E

COCOKU�
MAR�E

quiet.

C
ol l

aboration

3
COCOKU�

MAR�E

C
ol l

aboration

5
COCOKU�

MAR�E

（材料費込み）
所要時間 30～40分程度 ココクラ限定！

ナッツとベリーの
ショコラバー
サクサクのミルククッキーで、チョコ
レートをサンドし、ドライフルーツや
ナッツでデコレーションしました。

400円

予約販売も受け付けます。
申込・詳細については、
HP・blogをご覧ください。

（税込）

ドライを使った秋の
スワッグワークショップ

C
ol l

aboration

4
2,000円参加費

11時～
13時～
14時半～

6人
6人
6人

定　員
COCOKU�

MAR�E
（材料費込み）

予約50セット／当日50セット

限定100セット

ブルーベリーと宮崎牛の
マリアージュ贅沢バーガー
キヤンセの自然農法のブルーベリーと
松山牧場の高級宮崎牛を使用しサクラ
さんのパンで挟んだ贅沢バーガー

700円

どんなバーガーになるか、お楽しみに。
詳細については、HP・blogをご覧ください。

C
ol l

aboration

2
COCOKU�

MAR�E

限定40組

コトリさんのバードハウス
木工ワークショップ
お家に、お庭に、バードハウスを作っ
て飾ってみませんか？
もしかしたら森からコトリさんが遊び
にきてくれるかも。
プロの大工さんと塗装屋さんと一緒に
作るバードハウスのワークショップ

参加費 500 円
デジタルカメラを持ってきてください。
詳細は、HP をご覧下さいね。

アートグループ Picnic は、宮崎市を中心に「絵を描く楽し
さ・喜びを伝えよう」をコンセプトにアート活動をしている
グループです。アートの魅力や可能性をよりたくさんの方々
に伝えていけたらと思います。☆Picnic のアートの力に
よってみなさんが HAPPY になりますように☆　

写真好きによる写真好きさんのためのワー
クショップです。一緒にワイワイ言いながら
イベント内の photo 散歩しませんか？カメ
ラ初心者さん お一人での参加大歓迎です。
お子様連れでの参加も大歓迎 !!
※photo 散歩後 お気に入りをその場でプ
リントし木に飾り付けします
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COCOKU�

MAR�E

限定40組

コトリさんのバードハウス
木工ワークショップ
お家に、お庭に、バードハウスを作っ
て飾ってみませんか？
もしかしたら森からコトリさんが遊び
にきてくれるかも。
プロの大工さんと塗装屋さんと一緒に
作るバードハウスのワークショップ

参加費 500 円
デジタルカメラを持ってきてください。
詳細は、HP をご覧下さいね。

アートグループ Picnic は、宮崎市を中心に「絵を描く楽し
さ・喜びを伝えよう」をコンセプトにアート活動をしている
グループです。アートの魅力や可能性をよりたくさんの方々
に伝えていけたらと思います。☆Picnic のアートの力に
よってみなさんが HAPPY になりますように☆　

写真好きによる写真好きさんのためのワー
クショップです。一緒にワイワイ言いながら
イベント内の photo 散歩しませんか？カメ
ラ初心者さん お一人での参加大歓迎です。
お子様連れでの参加も大歓迎 !!
※photo 散歩後 お気に入りをその場でプ
リントし木に飾り付けします

真鍮ペンダントの
ワークショップ
お好きな真鍮プレートをお選び頂
き、削る、叩く、磨く作業を経て、思
い思いの刻印を打ちペンダントに
します。
キーホルダーへ変更も可能です。
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cocokura marcheならではの

毎日にhappyが訪れる暮らしを Col laborat ionという形で提案

多彩なアイテムの数々を 生活の一部に

with

西水流建設

限定100セット

予約制

1,000円参加費

10時～  4名 
11時～　4名 
12時～　4名

当日10時より先着順に予約をお受けします

定　員 13時～　4名
14時～　4名
15時～　4名

当日10時より受付開始。定員に達し次第、締め切りとなりますのでご了承ください。申込方法

TEL 0986-22-3844
FLORA Tearful eyeご予約

2,500円参加費

持ってくるもの
汚れてもよい格好。
エプロン・軍手の持参をお願いします。

（小学生以下の参加は
必ず保護者同伴でお願いします）
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quiet.
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（材料費込み）
所要時間 30～40分程度 ココクラ限定！

ナッツとベリーの
ショコラバー
サクサクのミルククッキーで、チョコ
レートをサンドし、ドライフルーツや
ナッツでデコレーションしました。

400円

予約販売も受け付けます。
申込・詳細については、
HP・blogをご覧ください。

（税込）

ドライを使った秋の
スワッグワークショップ
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2,000円参加費

11時～
13時～
14時半～

6人
6人
6人

定　員
COCOKU�

MAR�E
（材料費込み）

予約50セット／当日50セット

限定100セット

ブルーベリーと宮崎牛の
マリアージュ贅沢バーガー
キヤンセの自然農法のブルーベリーと
松山牧場の高級宮崎牛を使用しサクラ
さんのパンで挟んだ贅沢バーガー

700円

どんなバーガーになるか、お楽しみに。
詳細については、HP・blogをご覧ください。

C
ol l

aboration

2
COCOKU�

MAR�E

限定40組

コトリさんのバードハウス
木工ワークショップ
お家に、お庭に、バードハウスを作っ
て飾ってみませんか？
もしかしたら森からコトリさんが遊び
にきてくれるかも。
プロの大工さんと塗装屋さんと一緒に
作るバードハウスのワークショップ photomo.

Picnic

Cocokura marche

Event !

参加費 500 円
デジタルカメラを持ってきてください。
詳細は、HP をご覧下さいね。

アートグループ Picnic は、宮崎市を中心に「絵を描く楽し
さ・喜びを伝えよう」をコンセプトにアート活動をしている
グループです。アートの魅力や可能性をよりたくさんの方々
に伝えていけたらと思います。☆Picnic のアートの力に
よってみなさんが HAPPY になりますように☆　

写真好きによる写真好きさんのためのワー
クショップです。一緒にワイワイ言いながら
イベント内の photo 散歩しませんか？カメ
ラ初心者さん お一人での参加大歓迎です。
お子様連れでの参加も大歓迎 !!
※photo 散歩後 お気に入りをその場でプ
リントし木に飾り付けします



1 cheerfulmark 鹿児島県

http://cheerfulmark.com

チアフルマーク

アフリカ各国で手作りされている様々なかご
です。手作りの温もりとアフリカならではの
色づかいを感じて頂ければ幸いです。

03 popolus Food Shop 熊本県

m.facebook.com/cafePopolus/

ポポラス

オリジナルスパイスに漬け込んだお肉を、じっ
くり低温で炭火でロースト。柔らかさ、ジュー
シーさを追求した逸品です。

フード購入時、マイはし、マイスプーン
ご利用で全品 20 円引き。

05 meipan 宮崎市

http://ameblo.jp/muno-meipan/

メイパン

型紙なしで製作する斬新なデザインのバッグ
やお洋服。着心地、使い勝手にこだわった
逸品。ビタミンカラーで元気をお届けします。

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 30 名 )

07 6-ensemble 鹿児島県

http://flannel.chesuto.jp/

シックス　アンサンブル

かわいくて個性的な作品をぎゅっとつめこんだ
お店です。宝探しをする気分で覗いてみて♪
体験コーナーご用意（箱庭タイプ）

2,000 円以上お買い上げでエコバッグを持
参の方にプチプレゼント※なくなり次第終了

09 recolte 鹿児島県

skihanasaki.chesuto.jp

レコルト

ドライ＆プリザーブド花材、作品グリーン、
木工雑貨アクセサリー手芸材料など販売致
します。

エコバック持参の方、先着 20 名様にプチ
プレゼント。

11 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、雑貨を揃えたお店
です。木のぬくもりと手作りのあたたかさの
ある作品をたくさんお持ちします。

マイバッグご持参でお買い上げのお客様へ
先着50名様にささやかなプレゼント。

13 恵比寿堂 福岡県エビスドウ

福岡で大人気の新食感もちもちスイーツ。

マイバッグご持参の方３０円引き。

02 ざっかSHOP ちいくま 福岡県

http://ameblo.jp/chiikumamama/

ザッカショップ
チイクマ

見ているだけで優しい気持ち……そんな雑貨
や手づくり品を集めました。可愛いハンドメ
イド素材も揃ってます。

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）

04 Brown Sheep 鹿児島県

brownsheep.info

ブラウンシープ

オーガニック珈琲・季節のドリンクと雑貨の
店。陶器のお店 kokomo とエスニック雑貨
soraと共にお待ちしてます。

マイボトルご持参でドリンク50 円 off!!

06 HANANOYA 鹿児島県

instagram  /  hananoya2010

ハナノヤ

今回はアジア料理のダイニングマイスターと
合 同出店 です。スンドゥブ鍋を初め、
HANANOYAではキッシュもお持ちします♪

マイバックご持参の￥1000 以上お買上げ
20 名様にプチプレゼント♪

08 [moze]zakka +
handmade 鹿児島県

http://mozeshop.chesuto.jp/

ザッカ＋
ハンドメイド [モゼ ]

鹿児島市の雑貨店 [moze] と、その委託作
家数名で構成されたブースです。いろいろな
「カワイイ」を沢山ご用意致します。

mybagご持参で、芝・デッキ両テントにて1,000 円以上
お買上げのお客様先着20 名様に、ささやかなプレゼント。

tocotoco
Sentiment aimable et calme sentant le sentiment plaisant.coulements mignons de temps

http://toco3105.exblog.jp/

Original handmade

010 ouchishop *tocotoco* 鹿児島県

tocotoconikki*3

オウチショップ
トコトコ

霧島市のハンドメイド作品を扱う自宅ショッ
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を差し上げます。

12 mukashi*mukashi 都城市

http://r.goope.jp/pom

アンティークス
アンドカフェ
ムカシムカシ

レトロ雑貨・ヴィンテージボタン、カフェドリ
ンク・フード、バラ園直送の生花・ドライフ
ラワーなどの販売。

マイボトル持参で、カフェドリンク30円引き。

Antiques
&cafe 

14 SAKURA 都城市ベーカリーキッチン
サクラ

ココクラマルシェ会場近くの田園風景が広
がる静かな佇まいに 10 年前に誕生しまし
た。温かみがある手作りのパンはいかがで
しょうか。

「袋いりません」で10%off!!cool ECO.

Bakery
kitchen 



15 かんかん屋 日向市

http://gogo3biki.exblog.jp

カンカンヤ

卵、小麦粉を使用せずに自家製スパイス
で味付けしたカラッとそしてジューシーな
からあげをお楽しみ下さい。

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。

17 お菓子屋mia 宮崎市

http://okashiya-mia.com

オカシヤミア

人気のアイシングクッキーやレモンケーキな
ど、可愛くて美味しいお菓子をご用意して、
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1,000 円以上お買い上
げの方にプチプレゼント（先着20 名様）

19 カラキチ！ 鹿児島県カラキチ

全国からあげグランプリ二年連続金賞受賞店
からあげに薬味やタレ等をかけてたべる事で
自宅では食べられないからあげが食べられる。

マイバッグ持参の上 3,000 円以上お買い上
げでからあげ 1パック無料。

21 自家焙煎珈琲まめこや 熊本県ジカバイセン
コーヒーマメコヤ

小さな自家焙煎珈琲店。機械を使わない
ハンドローストで、他店にはない風味のコー
ヒーを楽しんでください。

マイボトル持参の方、100 円引 ! ボトルサイ
ズに合わせて、たっぷりとご用意します！

23 HONODE COFFEE STAND 串間市

http://hinodecoffeestand.com

ヒノデ
コーヒースタンド

手廻焙煎のコーヒー豆とその豆を使用した
コーヒーチョコケーキ、しっとりふわふわな
シフォンケーキ数種をお持ちします。

マイバッグご持参で「買い物袋いりません」
の方にささやかなプレゼント先着50名様。

25 備長炭焙煎  中村珈琲 三股町

www.nakamura-coffee.com

ビンチョウタンバイセン
ナカムラコーヒー

生豆を丁寧に選別し宮崎産うなまの備長炭で
焙煎しています。独特の深いコクとまろやかな
味に仕上がったコーヒーになっています。

マイボトル持参下されば、50 円引きします。
ホット、アイスコーヒーに限ります。

駄菓子・雑貨・hand made・cafe

27 plus+cafe 一花 都城市

pluscafe-ichika.com

プラスカフェ イチカ

子どもも大人も楽しめる雑貨やお菓子・おも
ちゃを、たくさん揃えてお待ちしています。
当日はイベント限定のお楽しみも♪

エコバック持参の方、お買い上げ 2,000 円
以上の方に、プチプレゼント☆

16 ごはんとおかず 都城まるた食堂 都城市

https://behappiness.jp/maruta_syokudou

ゴハンントオカズ
ミヤコノジョウ
マルタショクドウ

イベント限定まるた食堂の煮込みハンバーグ
とカレー倶楽部ルウさんのカレーを1つにし
たお得なランチBOXです! 500円です。

フード購入時、マイはし、マイスプーン
利用で20 円引き。

18 やまぐち橄欖店 宮崎市

http://www.yamaguchi-olive.com

ヤマグチオリーブテン

オリーブオイル専門店です。オリーブオイル
ソムリエが厳選した新鮮なオリーブオイルや
バルサミコ酢などを販売します。

オリーブオイル購入の方は、マイバッグ持参
で 50円引き。

20 SONNE 都城市ゾンネ

都城駅裏にある雑貨 / PIZZA / 珈琲のお店
です。イベント限定のパニーニ、珈琲、雑貨。
だるまの看板が目印です。

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。

22 お菓子の昭栄堂 都城市

shoeido-okashi.com

オカシノショウエイドウ

アップルパイ、マロンパイ、デコマカロン等、
小さな幸せを感じてもらえるようなお菓子作
りを心がけています。

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。

24 パンカフェ 綾町

http://facebook.com/bonyalis

パンカフェ

TRUNK&BonYalisの共同出店。
有機野菜シチュー、スパイスカレー、スペシャ
リティコーヒー、ワッフル、古道具、雑貨。

マイ食器（フード）、マイカップ（ドリンク）
ご利用で 20 円引き。

26 ベーカリー＆カフェ ReeNo 鹿児島県

https://www.facebook.com/Reeno.co.jp/

ベーカリーアンド
カフェリーノ

鹿児島県産の食材をメインにしたパンの販売
を行います。cocokura限定商品もあります。

エコバッグ持参で10円引き。

28 Brocante &Mercerie Annie 都城市

instagram bmsally729

ブロカントアンド
メルスリー アニー

世界各国から集めた手芸材料やオリジナル
パーツ、オリジナル製品を販売します。

3,000 円以上お買い上げで袋がいらない方
にプチギフトプレゼント。



29 器工房  徨月 鹿児島県

utuwakoubou-kougetu.jimdo.com/

ウツワコウボウ コウゲツ

『使いやすいのに可愛い器づくり』を目標に
今年も新作の器たちをたくさん持っていきま
す。皆さんの毎日の食卓にプチHAPPYを！

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20 名）

31 tutu* 都城市

http://tutu2015.com

チュチュ

飾る場所を選ばないシャビーなリースや、
ブーケ等の花雑貨・資材を製作販売。オリ
ジナルウェディングブーケもお持ちします。

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20 名様にお会計 5％off。

33 Niwatoko 都城市

http://www13.plala.or.jp/niwatoko

ニワトコ

菓子野町で素材にこだわった自家製「米グラ
ノーラ」やキッシュ・タルト等焼き菓子・豆ふぁ
を提供しています。

マイバックご持参で1,000 円以上お買い上
げの方にプチプレゼント（先着15名様）

35 Ponchice 宮崎市

ponchice.com

ポンチセ

オーガニックの食材と季節の果物や野菜を
たっぷり詰めこんだ植物性のマフィンと大人気
フルーツシロップジュースを販売します。

マイカップご利用で増量サービスします。

37 CREAM＋ちょいかふぇ 都城市

https://www.facebook.com/cream.myzk/

クリームプラス
チョイカフェ

100円クレープのCREAM＋ちょいかふぇです。
食べやすいサイズのクレープとふわふわの
シフォンケーキとカフェメニューを販売。

マイバッグ、マイボトルご持参の方
ドリンク＆カフェメニュー 50 円引き

39 offa LIVING 都城市オファリビング

都城市から出店の offa LIVING です。
店舗には並んでいない商品もご用意してお待
ちしています。

ドリンクメニュー購入時、マイカップご利用
で増量サービス。

41 restyle 都城市

http://w-house-igokochi.com

リスタイル

毎日、手にとるものだから、衣・食・住の生
活が楽しく、心地よいと感じる商品や道具を
販売いたします。

マイバックご持参で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２０名様）

30  +zucca 鹿児島県

zucca.main.jp

ズッカ

キラキラふわふわ女性のテンションがあがる
アクセサリーや雑貨、ハンドメイド資材を並
べます。

エコバッグご持参で2,000 円以上お買い上
げの方にプレゼント有（数量限定）

32 hibi589 都城市ヒビゴーハチキュウ

hibi の手仕事作品雑貨で
日々のライフスタイル癒しを
プラスして頂けたら♡

エコバックご持参の方先着10名様にささや
かなプレゼントを。

34 スパイスカフェ ヒトツブ 日南市スパイスカフェ
ヒトツブ

日南市飫肥で九州初のスパイス専門店を営ん
でいます。無添加の優しくておいしいスパイ
スと自家製ジンジャーエールをどうぞ。

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（先着30 名）

36 cafe＋antique KOKOPELLI 熊本県

http://www.cafe-kokopelli.com/

カフェプラス
アンティーク
ココペリ

「食」ランチ・スイーツ・ドレッシングetc.
「住」手仕事の良さが伝わる雑貨アンティーク
「衣」カフェスタッフ愛用のエプロン。

マイバッグご持参で3,000円以上お買い上げの方に、
ココペリ農園無農薬古代米プレゼント（先着20名様）

38 la goutte 福岡県

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

ラグート

オリジナルデザインのステンドグラス。
可愛くて、オモシロイ。
楽しくなる「la goutte」の世界。

マイバッグご持参で3,000 円以上お買い上げ
の方に、ささやかなプレゼント（先着30 名様）

40 m`s 鹿児島県

http://emuzu.chesuto.jp/

エムズ

m`s Family は心を込めて作品づくりをさせ
ていただいています。ぜひ手に取って下さい
ね。ワークショップもお楽しみに。

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。

42 Fluf Craf（古川銘木店） 宮崎市

https://www.facebook.com/FlufCraf/

フラフクラフ

色彩豊かな銘木を使用した無着色の木の
アクセサリーなど県産材から世界各地の銘木
まで生活に彩りを与えるクラフト品を提案します

2,000 円以上お買い上げのお客様で簡易包装
(透明袋）のみの方、100円OFF。（先着20名様）



43 Garrotin 都城市

http://creema.jp/c/garrotin

ガロティン

地元、都城で星や猫、カエルや蝶などをモチー
フにした楽しく可愛いアクセサリーを制作し
ています。ぜひ遊びに来てくださいね！

ご購入後、その場で身につけてくださる場合
（箱、ラッピングなし）200 円引き。

45 NAKANO BIYOUSHITSU 鹿児島県

www.nakanobiyoushitsu2.com

ナカノ
ビヨウシツ

鹿児島県姶良市にある小さな美容室です。
ヘアアイテム、アクセサリー、ドライフラワー、
多肉植物などを準備しております。

マイバッグご持参でお買い上げのお客様、先着 50 名様
にささやかなプレゼントをさせて頂きます。

47 自然派タイレストランmunchies 宮崎市

http://yujnokaze.chillout.jp/munchies.html

シゼンハ
タイレストラン
マンチーズ

マンチーズは宮崎の豊かな食材を使用するオー
ガニック系自然派タイレストランです。屋台だ
から出来る大型鉄板で作るパッタイを是非！

マイ皿、カップ持参の方、
大盛サービスします！

49 quiet. 鹿児島県

Instagram ID  /  quietweb　

クワイエット

バングル、リングなどの真鍮アクセサリーを
はじめ、ヨーロッパヴィンテージの生地を
使ったバッグやエプロンなどを販売します。

「紙袋いりません」でお会計時100 円引き。

51 Elder Herb & 
Antiques + Woodwork 鹿児島県

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

エルダーハーブアンド
アンティークスプラス
ウッドワーク

イギリス・フランスで買い付けしたアンティー
ク雑貨を販売。Elder、アンティークス蕾、
リボンときどきネコの合同出店です。

3,000 円以上ご購入の方へ、パリのおしゃ
れなエコBAGをプレゼント致します。

53 ZAKKA COZA -par ici- 福岡県

http://zakkacoza.com

ザッカコザ
パーリッシィ

ZAKKACOZA と BotanicalClover のコラ
ボ出店です。古い物や雑貨などシックでカッ
コイイ物が沢山です。

マイバッグご持参でお買い上げのお客様、
先着 50 名様にささやかなプレゼント。

55 雑貨 ちゅら 新富町

chura820.miyachan.cc

ザッカ チュラ

昨年につづきまして懐しい、珍しい物をブー
スいっぱい持参したいと思います。

マイバッグご持参で3,000 円以上
お買い上げでお会計 5%off。

44 Dramatique 熊本県

http://dramatiquebijoux.wixsite.com/dramatique

ドラマティーク

独特の雰囲気をもつ古いガラスやビーズなど
のヴィンテージパーツにモダンな感性を融合
して紡いだオリジナルアクセサリー。

マイバッグご持参で3,000 円以上お買い上
げのお客様にプチプレゼント（先着30 名）

46 cafe TinkTink 延岡市

http://www.facebook.com/cafe.tinktink/

カフェティンクティンク

TinkTinとRainbow Farmの共同出店です。
米粉パスタ、米粉唐揚げFish&Chipsなど
販売します。

フード購入時、マイはし、マイスプーン
ご利用で玄米ポン煎 5 枚プレゼント！

48 sassà s woodwork えびの市

http://sassaswoodwork529.shopinfo.jp/

サッサズ
ウッドワーク

主にキッチンや小物入れなどの木工棚をデザ
イン販売しています。当日は joy-2 の布小物
とverde のパンを出品します。

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。

50 GRIMM 福岡県グリム

ベルギーの蚤の市から買いつけた欧州各国
のヴィンテージアクセサリーをリデザイン、
リメイクして販売しております。お楽しみに。

52 Chocolat ～ショコラ～ 宮崎市

http://chocolatry.exblog.jp

ショコラ

庭・雑貨のお店です。委託作家さんの
「Knit-Knit」さんと「アクセサリー千花」さん
と出店します。

マイバッグ持参の方先着 20 名様に
プチプレゼント。

54 Muraku 熊本県ムラク

私は聴覚障がい者です。錆びた鉄味のアイ
アン古道具等のリメイクを独自に作っており、
お客様に満足していただけると思います。

3,000 円以上お買い上げの方に先着30 名
限定で素敵な小物をさし上げます。

56 alconne 宮崎市アルコンネ

ヨーロッパ古着の alconneと
古道具たんぽりとの合同出店です。



57 岡山県

http://ashitanomad.blog.fc2.com/

ノマド

日本のデッドストックボタンを中心にビーズや
貝ボタン、メタルボタンなどの色々な種類の
ボタンを揃えています。

マイバッグご持参で3,000 円以上
お買い上げの方は100 円引き。

nomad

59 おもしろい屋 福岡県

http://www.omoshiroiya.com/

オモシロイヤ

リメーク家具及びガーデニング用品、雑貨等々、
オリジナルな商品制作。「かわいい」をテーマに。

マイバックご持参で3,000 円以上お買い上げの方
に小さなカワイイビンをさし上げます。先着30名。

61 TAGIRI HOTEL 串間市

http://www.tagirihotel.com/

タギリホテル

今年はカフェ10 のヴィーガンスイーツ、サウ
ザンファクトリーのキャンドル、ダイニングの
限定ミネストローネ等をご用意しています。

マイバックご持参で3,000 円以上お買い上
げの方にプチプレゼント（先着30 名様）

63 CLOVER FURNITURE 鹿児島県

http://clover-furniture.jimdo.com/

クローバー
ファニチャー

鹿児島市喜入で木の家具や器を作っています。
当日はオリジナル家具や小物を展示いたしま
す。皆様のご来場をお待ちしております。

マイバックご持参で3,000 円以上お買い
上げの方にプチプレゼント（先着30 名）

65 Plume 香川県

http://w.facebook.com/plume1024/

プリューム

国内や海外より仕入れた生地・釦、タグ等の
資材類、また、それらを使い制作したハンドメイ
ド雑貨等、盛り沢山でお待ちしています。

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

67 More Flower+ 熊本県

Facebook  /  More Flower+

モア フラワー

ナチュラル感をベースとしたスワッグや
ガーランドの他、植物やドライフラワー、自
園のユーカリフレッシュ束も人気商品です。

マイバッグ持参、2,000 円以上お買い上げ
の方にプチプレゼント（先着10 名）

69 walnut 熊本県

http://www.instagram.com/walnut.kurumi/

ウォルナット

walnut からは大人も着たくなる様な子供服を、
晴耕雨屋からはピクルスや漬物をお持ちします。

マイバックご持参で 3,000 円以上
お買い上げの方お会計 5％OFF。

58 bijou 山口県ビジュー

primitiveな雰囲気のアンティーク雑貨・家具
やガーデニングアイテムなど多数お待ち致し
ます。

マイバッグご持参でお買い上げ下さった
お客様「買物袋不要」とお伝え下さい。
お会計５％OFF にさせていただきます。

60 DACOTA 宮崎市

Facebook  / ダコタ Dacota

ダコタ

好評の折りたためる真鍮ハンガー、ブレス
レット etc。ヴィンテージラリーキルトもイン
テリアに幅広く活用でき魅力的です。

マイバックご持参でお買い上げのお客様、
先着 5名様にささやかなプレゼント。

62 南いちご農園 日南市

http://373strawberryfarm.jimdo.com/

ミナミイチゴノウエン

当農園のいちごをそのまま丸ごと削った
いちご 100％のかき氷 ?! 溶けても大丈夫♡
いちごソフトクリーム・手作りジャムも販売。

マイバックご持参でお買い上げの方には、
20 円引きさせて頂きます。

64 10in a Bed 大分県

http://instagram.com/teninabed10

テン イン ア ベッド

細部にこだわった洋服を丁寧な縫製で作って
います。冬はウールのベストやコートを販売し
ます。ぜひお手にとってご覧くださいませ。 

1,000 円以上お買い上げのお客様でエコバックを
ご持参のお客様へ陶芸のモチーフを差し上げます。

66 雑貨屋 ambience 宮崎市

www.shop-ambience.com

ザッカヤ アンビエンス

普段お店には並んでいない、アクセサリー
パーツなど、ぜひこの機会にご覧下さいませ。
選んだパーツでアクセサリー作成も致します。

マイバッグご持参で、
オリジナルバルーンをプレゼント！

68 ほんの少し
至福時間を紡ぐ1 HOUR IT 都城市

https://www.facebook.com/unpetitpeu.miyakonojo

ホンノスコシ
シフクジカンヲツムグ
アンアワーイット

今回初めてのコラボ出店で、旬な雑貨や
シフォンケーキ、イベント限定焼き菓子、
itono の洋服やアクセサリーを販売します。

マイバックご持参の方
合計金額より30 円引き。

70 アート・フクドメ 高岡町

http://artfukudome.miyachan.cc/

アート・フクドメ

いろいろな木工品に Art を取り入れつつ、
使い勝手の良い、ハイセンスな作品をていね
いに製作しています。

マイバックご持参で3,000 円以上お買い上
げの方、先着20 名の方にプチプレゼント。



71 ブロカント トウルモンド 熊本県ブロカント
トウルモンド

旧き良きもの インダストリアル調 ヴィンテージ、
古物（アンティーク調）、木工製品、革、グラ
ス等にてインダストリアルを表現してます。

私の製品はエコ調中心ですのでお買い上げの
方全てを対象にプレゼント（小品物）数が
少ないので値引きにて対応。

73 66dish 福岡県

facebook.com  /  66dish

ロクロクディッシュ

昨年より地元だけではなく様々な『場所』で様々
な『人達』と出会いたく様々なイベントに出店
しています。よろしくお願いします。

マイバックご持参で 5,000 円以上お買い上
げの方にプチプレゼント（先着10 名）

75 オウチ 新富町

Facebook  / オウチ

オウチ

作品を手に取ってもらえた時に幸せな気持ち
になってもらえるような作品作りを目指して
ます。素敵なご縁がありますように。

マイバックご持参でささやかなプレゼント
（先着20 名）

77 siro+ 鹿児島県

siro-hp.petit.cc

シロ

真っ白なキャンバスに色をプラスしていくよう
に、お客様の心をパッと明るくしてくれる「こ
こにしかないもの」をお届けします。

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。（先着20 名）

79 Coco mè re 熊本県

http://coco-mere.jp

ココメール

オリジナルニット生地・洋服・モコモコ小物が沢
山並びます。数年振りにオリジナルジャガードも
復刻しました。

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10 名様）

81 M-flora 日南市

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

エム・フローラ

季節のお花で作ったミニブーケやプチプラで
かわいい洋服、くつしたなどお店でも人気の
商品をセレクトして持って行きます。

マイバック持参で 50 円引き

83 Ange 小林市

https://ange-shop.jimdo.com/

アンジュ

日々の暮らしの中に「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ハンドメ
イド品等をお持ちします。

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

72 エスニックウェア＆雑貨のお店 nico 宮崎市

https://facebook.com/nico.miyazaki/

エスニックウェア＆
ザッカノオミセ
ニコ

エスニックウェアを中心にアクセサリー、
雑貨など、思わず『ニコッ』と笑顔になって
しまうものをたくさん取り揃えております。

マイバックご持参で3,000 円以上お買い上
げのお客様へプチプレゼント。（先着10 名）

74 WOOD GARDEN 三股町

http://mtmt0888.miyachan.cc/

ウッドガーデン

お気に入りのデザインサイズが無ければ、オ
リジナルのオーダーも承ります。是非ご希望
をお聞かせください。配達もご相談下さい。

マイバックご持参で 5,000 円以上お買い上
げの方にプチプレゼント（先着 5名様）

76 sequoia, 大分県

http://www.instagram.com/sequoiaoita/

セコイア

日々日常をリラックスして気持ちよく過ごせ
るように優しい天然素材を中心とした暮らし
に寄り添う服や雑貨を取り扱うお店です。

エコバッグを持参して下さった方に先着30 名様
に粗品をプレゼント致します。

78 -zakka- cocoroco* 都城市

http://cocoroco.miyachan.cc/

ザッカ ココロコ

都城市の小さなお店です。おでかけの時や、
おうちで過ごす時間にプラスしていただける
ような、お気に入りが見つかりますように。

マイバッグ、eco バッグご持参でお買い物の方、
先着30 名様にプチプレゼントをご用意いたします。

80 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

アトリエ内の木工、木工雑貨を中心に革小物、
布小物、クラフトバックなど手作りの温かさ
を感じて頂ける作品を沢山お持ち致します。

マイバックご持参でお買い上げのお客様、
先着30 名様に木工小物雑貨プレゼント。

82 SOUVENIR 熊本県

http://savondesouvenir.petit.cc/

スーヴニール

SOUVENIR からは日々の生活が潤うような
芳香雑貨を、Rashibe からは陶器アクセサ
リーを中心にお持ちします。

エコバッグをご持参でお買い上げの方、先着30 名様
にささやかなプレゼントをご用意致しております。

84 やさいの庭 Chiisanate 宮崎市

http://www.chiisanate.com

ヤサイノニワ
チイサナテ

私たちは、お野菜や果物等の素材本来の味
を引き立てるため、添加物や動物性素材を使
わない身体にやさしいおやつを作っています。

マイバッグご持参で「包装も袋もいりません」
でささやかなプレゼント（数に限りあり）。



85 SUMOMO 鹿児島県

http://www.hatoya.co

スモモ

宮崎県産の寿甘藷のスウィートポテトクリー
ムを詰め込みきなこをふんだんにまぶした大
人気商品！売り切れ前にぜひご賞味下さい。

マイバックご持参で「包装も買物袋もいりま
せん」で、10 円キャッシュバック。

87 リトルイングランド
（サンエス通商）

鹿児島県

http://suns-td.com

リトルイングランド
（サンエスツウショウ）

スリランカカレーとオーガニック豆乳チャイ
などを販売します。現地のレシピとスパイス
にこだわった本格カレーを味わってください。

ドリンクメニュー購入時、マイカップ（ボトル）
ご利用で100 円引き。

89 かぼちゃのたね 鹿児島県

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

カボチャノタネ

からあげグランプリ連続金賞受賞店。お客
様の笑顔が見たくて、情熱・愛情・手間を
かけた至福の逸品をご賞味ください。

マイバッグご持参で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。

91 真心 むっちゃん 都農町マゴコロ　ムッチャン

都農産のぶどうを凍らせてシェイクにしてます。
自家製のタレにつけこんで、じっくり焼き上
げたローストチキンもおすすめです。

マイバックをお持ちよりいただいた方に、
チョコの詰め合わせをプレゼントします。

93 麺処みなみ 宮崎市

http://minami1.net

メンドコロ ミナミ

宮崎のおいしい食材をふんだんに使用した、
昨年大好評の塩トマらーめんなど、自慢の
ラーメンをぜひお楽しみ下さい！

マイはしご持参でラーメンお求めの方に、
おにぎり１個プレゼント。

95 スマイルハッピーフード 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。一度食べたらやみつき☆
是非食べてみてください。

97 本家　宮崎肉巻き 都城市

http://haradaseni.co.jp/

ホンケ
ミヤザキニクマキ

都城産豚肉を秘伝のタレにつけ込み、都城産
ひのひかりを囲み込んで焼き上げた肉巻きお
にぎりです。

マイバック御持参の方で1,000 円以上
お買い上げの方は 30 円引き

86 浜秀 福岡県ハマヒデ

全ての商品を無添加で手作りし、お客様に
安心安全な食品を提供し、お子様から
ご年輩の方々にも豊かな食事をお楽しみ頂
いたら幸いです。

ごはんお買い上げの際、マイはし持参のお客
様先着30 名様に 20 円引き。

88 浅井万十店 都城市

asaimanjuten.com

アサイマンジュウテン

老舗の伝統を守り、革新あるお菓子の融合で
皆様に喜んで頂ける日常のお菓子であり続け
たいとの思いで今回も新商品を販売します。

買い物バック、袋を持参のお客様は
30 円引き致します。

90 たこやきまさやん 日向市

http://www.pumpingsurf.com

タコヤキマサヤン

放し飼い地鶏の卵やもろつかこんにゃくなど
九州産、地元産食材使用！だしは自家製無
添加だし！本場大阪人のこだわりたこやき！

92 Double -cafe- 宮崎市

Facebook  / Double-miyazaki-

ダブルカフェ

昨年大好評頂いたダブルオリジナルハンバー
ガーを限定数で販売 !! フードトラックのみの
限定メニューです。是非御賞味下さい。

マイボトル持参の方に
ドリンク類 ALL50 円引き致します。

94 アンクルバーム 鹿児島県

http://x81.peps.jp/unclebaumes/

アンクルバーム

しっとりふわふわのバームクーヘン。バーム
サンデー等、新しいスウィーツをお楽しみく
ださい。

マイスプーンご利用で20 円引き。

96 ALWAYS CAFE 鹿児島県

alwayscafe0723.owst.jp

オールウェイズ カフェ

当店オリジナルのバンズ、新鮮なお野菜、手ご
ねハンバーグ、自家製ジャポネソース、すべて
にこだわったハンバーガーを御賞味下さい。

ドリンクメニュー購入時、マイカップご利用
で 50 円引き。

98 白いくまさん 宮崎市

http://crepe-shirokuma.com/

シロイクマサン

季節の果物を使ったもちもち生地のクレープ
ご好評の果汁った !! 今年も登場、テッパンは
新鮮なジャガイモで作ったトルネードポテト。

果汁った！（オレンジジュース）は、果皮がそのまま容器
になる、まさにエコの飲物です。保冷持参の方３０円引き
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駄菓子・雑貨・hand made・cafe

駄菓子詰め合わせSET承ります
駄菓子・雑貨の移動販売

http://pluscafe-ichika.com/

Annie
Handmade & Antique shop

㈲西水流建設
宮崎県都城市高崎町3852
T E L  0 9 8 6 - 6 2 -174 5Co. Nishizuru construction

SO.
LOVES
DESIGN
LOVES
DESIGN
SO.

注文住宅・建築デザイン・リフォーム

出逢いは一瞬

出逢えば一生

想

〒885-0001 都城市金田町1118番地22

http://www.soes.jp
 so_now so_nowso.miyakonojo

Instagram   m_s73922

イベントへお越しの際は
シャトルバスをご利用下さい
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　ゴルフクラブ
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●上園商店
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タイヨー高城店●
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駐車場
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拡大地図
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トイレ

トイレ

トイレ

臨時駐車場拡大図
近隣駐車場 駐車禁止

イベント会場内
シャトルバス発着所

イベント会場内
シャトルバス発着所

P

P

FREE BUS»»

シャトルバス運行時間

○イベント会場周辺の駐車場は、温泉利用者
　及び公園利用者向けに開放されています。
○前年度まで使用していた臨時駐車場は、
　芝生保全のため今年の使用はありません。
　ご協力よろしくお願いいたします。

臨時駐車場
シャトルバス発着所

出入り口

（約 1000 台駐車）

COCOKU�
MAR�E 臨時駐車場 及び 無料シャトルバスのご案内

会 場
高城観音池公園 オートキャンプ場
イベント参加費 小学生以上100 円

ESTD.
2011

参加費
イベント
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臨時駐車場 &
無料シャトルバスFREE BUS»»

［臨時駐車場］宮崎県都城市高城町穂満坊518-12

［イベント会場］高城観音池公園総合案内所

シャトルバス運行時間

（約 15 分間隔）
交通事情により時間・路線ルート変更の可能性もあります

16 :309 :00☞

○イベント会場周辺の駐車場は、温泉利用者
　及び公園利用者向けに開放されています。
○前年度まで使用していた臨時駐車場は、
　芝生保全のため今年の使用はありません。
　ご協力よろしくお願いいたします。

臨時駐車場
シャトルバス発着所

出入り口

（約 1000 台駐車）

COCOKU�
MAR�E 臨時駐車場 及び 無料シャトルバスのご案内

会 場
高城観音池公園 オートキャンプ場
イベント参加費 小学生以上100 円

ESTD.
2011

ESTD.ESTD.ESTD.
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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

HP
MAIL
BLOG

H P

MAP

http://cocokura-marche.com/
info@cocokura-marche.com
http://cocokura.miyachan.cc/

主催　『cocokura marche』実行委員会
共催　㈱レイク観音
後援　都城市
事務局・お問い合わせ ［ 表紙撮影協力 ］

885-0016 宮崎県都城市早水町 20-2 西水流宛
050-1282-4383（plus＋cafe 一花）　

イベント協力 ㈱東謄写堂 都城中めがね店

会場 高城観音池公園 オートキャンプ場
荒天の場合は、11月19 日㈰に順延　／　イベント参加費 小学生以上100 円

2017.11.12.sun
10:00 - 16:00

cocokura スタンプラリー

STAMP RALLY

COCOKURA STAMP RALLY

１店舗につき、500 円以上のお買いもので
スタンプ１個 get!

スタンプが３個集まったら本部でクジを引こう
抽選で素敵なプレゼントが当たります。

プレゼントの詳細は
HP をチェック !!

イベントへお越しの際は、小学生以上は100 円の参加費が必要になります。
イベント会場入口ゲートにて、100 円と交換で参加チケットをお受け取り下さい。
※おつりが出ないように、必ず 100 円をご用意下さい。
※イベント運営のため、ご協力をよろしくお願いいたします。

臨時駐車場 &
無料シャトルバスFREE BUS»»

宮崎県都城市高城町穂満坊518-12［ 臨時駐車場 ］

［ イベント会場 ］高城観音池公園総合案内所

シャトルバス運行時間

（約 15 分間隔）
交通事情により時間変更の可能性もあり

cocokura スタンプラリー
スタンプ１個プレゼント

スタンプラリー景品は数に限りがあります ご了承下さい

バス乗車特典

16:309 :00☞

○イベント会場周辺の駐車場は、
　温泉利用者及び公園利用者向けに開放されています。
　イベントへお越しの際は、シャトルバスをご利用下さい。
○前年度まで使用していた臨時駐車場は、芝生保全のため今年の
　使用はありません。ご協力よろしくお願いいたします。

宮崎県都城市金田町3296

11：30～18：00
定休日 月・火曜日

ブリーズガーデンハウス風居

ESTD.
2011

ESTD.ESTD.ESTD.

参加費
イベント
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