
ハンドメイドブース 移動販売都城うまいもの市 リラクゼーション

http://sweetmarine.shop-pro.jp/

1 sweet marine & Little green 鹿児島県

作家さんひとりひとりによる手づ
くりの商品を集めたお店です。
ハンドメイドのあたたかみを感じ
て頂けたらうれしいです。

http://mozeshop.chesuto.jp/

2 ハンドメイド雑貨[moze]～モゼ～ 鹿児島県

いろんな「カワイイ」を詰め込んだハンド
メイド雑貨や、クラフターさんにお役立ち
の手芸素材などをご用意しています。当日
は、デコのワークショップも予定していま
すので、お子様連れでぜひおこし下さいね。

http://nokonokokorochan.blog72.fc2.com/

3 ハンドメイドねこのあしあと + 空色 三股町

（ねこのあしあと）ナチュラルな布小物、手
作りハンコ、資材等そろえています。
（空色）シンプルな大人服、シンプルな中に
かわいらしさをプラスした子供服、布バッ
グなどを作っています。ハギレで作る個性
的な小物入れ、巾着なども作っています。

http://toustudio.miyachan.cc/

4 陶 studio 日南市

日南市北郷町の山の中で、シン
プルで使いやすい手づくり陶器を
作っています。今回で３回目の参
加です。毎年楽しみにしています。
よろしくお願いします。

http://ameblo.jp/butchiplus/

5 ぶっち + プラス 宮崎市

県内に唯一のダヤンショップです。
今回は革製品を中心にハンドメイドブ
ランド寝虎屋と合同での出店です。
猫をモチーフとした雑貨をたくさん
持ってきていますんので、猫好き・ダ
ヤン好きな方は、ぜひお越し下さい !!

http://oasis.chesuto.jp/

6 みしんのオアシス 都城市

手作りを通じて、子供達に物の
ありがたさを伝えていきたいと
思っています。
すべては子供の未来の為に……

7 手織工房 キヒト 都城市

糸から織った手織布を使って１つ１つ
手作りした雑貨を販売しています。世
界に１つだけのキヒトの作品が誰かの
生活の一部として使って頂けると思う
と、とっても幸せです。手織りの体
験もしています。好きな色が織り重な
る楽しさを、ぜひ体験してみて下さい。 http://flannel.chesuto.jp

8 FLANNEL 鹿児島市

個性的な羊毛フェルトの作品やスイーツ
デコ小物を中心に、可愛い雑貨を作って
います。また、デコレーションや羊毛フェ
ルト細工の体験と各種キットの販売もい
たします。体験は随時受付しております
のでお気軽にお問い合わせください。

http://moku2koubou.miyachan.cc/

9 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。

10 sin 都城市

古布の木綿や黒染の旗などのリメ
イク服をハンドメイドしています。
作品に使うボタン等も出品しま
す。ナチュラルな、小物や洋服
も作っています。

http://muudotto.miyachan.cc/

1 1 muu.yocochou 宮崎市

宮崎市学園木花台に 10 月に OPEN した雑
貨 & リラックスショップです。県内外で活
躍中の作家さん達のハンドメイド雑貨を中心
に、お花やアロマグッズも取り揃えています。
雑貨に囲まれた空間でのリラックスタイムは
いかがですか？ぜひお立ち寄り下さい。

12 porte bonheur + son de vent 三股町
ハンドメイド作家が集まった
ショップです。個性豊かな作品を
たくさんの方に見て頂きたいと
思います。一つ一つ心を込めて
作ったものたちが、みなさまに
笑顔をもたらしますように……

http://hinatabocco.chu.jp/

13 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・
雑貨・手芸材料など揃えて皆様
のお越しをお待ちしております。
冬の神柱ピクニックでたくさんの
笑顔にあえますように……

http://www.m-ica.jp/

14 mica・みやざきインテリアコーディネーター協会 都城市

自分の家やお部屋にあった好きな布地
を選んで、オリジナルのファブリックパ
ネルをつくりませんか？飾る時のポイン
トや部屋とのコーディネートなど、プ
ロのコーディネーターからインテリア
のアドバイスも受ける事ができます♪

http://favorite.chesuto.jp/

15 favorite 鹿児島県

鹿児島県の南九州市でお洋服と雑貨のお店
をしている favorite です。ハンドメイド作
家さんの洋服や布雑貨、アクセサリー、革
製品を持って行きます。お洒落なアンティー
ク風雑貨やカフェ雑貨もあります。皆様と
の素敵な出会いを楽しみにしています。

http://hananoya.info/　http://hananoya.chesuto.jp/

16 花乃や ～hananoya～ 鹿児島県

不思議の国のアリス系を中心としたレースや
パーツを使用のコンパクトミラー・バッグ・ポー
チの他、デコスイーツアクセサリーやアン
ティーク調ヘアアクセサリーをご用意致しまし
た。デコ体験（指輪・パッチン留め・セロテープ・
ミラー）も行っています。お気軽にどうぞ !!

http://hananoya.info/　http://hananoya.chesuto.jp/

17 蔵運工房 長崎県

ハンドメイドと雑貨のお店。長崎
からの出店となる蔵運工房です。
１つ１つ心をこめ楽しみながら仕
上げさせて頂きました。
たくさんの方との出会いを楽しみ
にしています。ぜひ蔵運工房ブー
スへお越し下さい。 http://sakura39ra.exblog.jp

18 sakura sakura & kanakon 宮崎市
ベビースタイ、通帳ケース、キーケース、
アクセサリー、バッグ、洋服など沢山のハ
ンドメイド商品を作っています。他にもハ
ンドメイドを楽しみたい方へ、はぎれや
チャームなどの販売も行います♪ハンドメ
イドが大好きな方！是非、遊びに来てね♪

http://ayanthurium.jugem.jp/

19 yaya* + ISA 宮崎市

yaya* の革物は全て、本革と手縫い
にこだわり、一針一針思いを込めて
製作しております。ISA の木工は軽く
て丈夫 !! 永く使っていただけるように
シンプルなデザインですが、全てオリ
ジナルデザインで製作しています !!

http://leciel.miyachan.cc/

20/23 Ma cherie 日向市

3店舗（mi-mo・Le ciel・Hana＊tomo）
でOPENしているちょっと変わったス
タイルのお店です。それぞれのコンセ
プトを元に、県内外約60名の作家さ
ん達のハンドメイド作品や、お家時間
を楽しめる雑貨達を集めています。

http://mtmt0888.miyachan.cc/

21 WOOD GARDEN 三股町

パイン材を使って、ナチュラル &
アンティーク風に家具と雑貨を
作っています。オーダーも承け賜
りますので、ご気軽に声をかけて
下さい。

http://artfukudome.miyachan.cc/

22 アート・フクドメ 宮崎市

宮崎市でカントリー・ナチュラル・
流木・ブロカント・アート調とい
ろいろなジャンルの木工品を製作
販売しています。
オーダーも承っています。

http://cocoroco.miyachan.cc/

24 cocoroco* 都城市

都城市内にて小さな自宅ショップをさせて
いただいておりますcocoroco* です。作
家様のハンドメイド雑貨・小物などお持ち
しますので実際にお手にとっていただけた
ら嬉しいです♪では当日、青空の下でお会
いできますのを楽しみにしております。

http://sakuranbo9.exblog.jp/

25 雑貨さくらんぼ 鹿児島県

鹿児島市南部にある雑貨店です。大正時代
に建てられた古民家を改装したお店にナチュ
ラル系雑貨やガーデニング雑貨、アンティー
ク、作家さんによるてづくり品などが並んで
います。神柱ピクニックへは２回目の出店で、
春にふさわしいものをお持ちします。

http://sakuranbo9.exblog.jp/

26/27 work shop ぴあ＊ぴあ 都城市

大人なかわいいヘアアクセ・ビー
ズアクセサリーとシンプルスタイ
リッシュな革小物にステンドグラ
ス等々たくさんのハンドメイド作
品が並びます。
ワンストロークによります絵付け
も出来ます。 http://pluscafe-ichika.com/

28 plus+cafe 一花 都城市

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、駄菓子販売・ちょ
こっとcafe・体験教室(染花・アロ
マ・パッチワーク等)もしています。
宮崎県都城市早鈴町1865-1

http://www.annie-web.com

29/30 Brocante & Mercerie Annie 都城市

フランスから買い付けてきたアン
ティークの小物・色々な国から集め
た新しい手芸材料をたくさん揃えて
皆様のお越しをお待ちしています。
住所　都城早鈴町1865-1
電話番号 0986-77-2538

神柱ピクニック 出店ブース紹介2013{


