
http://kf777.blog114.fc2.com/

69 ハンドメイド annohaco. 都城市

子供に作ってあげたヘアゴムがきっか
けで始めたハンドメイド…ナチュラル
系・ポップ系のヘアアクセサリー、キー
ホルダーやストラップ、雑貨などをた
くさんご用意してます。みなさまが
ほっこり気分に♡そしてハッピーな気
持ちになれますように !! http://kf777.blog114.fc2.com/

70 CHU-RIP 都城市

今回で 4 度目の神柱ピクニックへ
の参加ができ、とてもハッピーで
す。かわいくて実用的な雑貨をハ
ンドメイドしています。3 人がそ
れぞれお客様の笑顔に会えるよう
に心を込めて作品を作っていま
す。是非、遊びに来て下さいね♪ http://sassa.miyachan.cc/

71 sassa's woodwork えびの市

えびの市で雑貨的可愛い木工、
アンティーク風な木工を目標に製
作しています。
当日は可愛い愛着のある木工を見
にいらして下さいね。

http://rim.miyachan.cc/

72 Rim ☆ sayu 宮崎市

大人かわいい布小物や麻小物、アク
セサリー、バックなどを作っています。
今年も昨年に引き続き、２人での出
店になります。１つ１つ丁寧に心がけ
て作っている作品ばかりです。お気に
入りの一品が見つかりますように……

http://rim.miyachan.cc/

73/74 トウルモンド 熊本県

お客様が求められている品を出
来るだけ製作したいと思ってせい
さくしております。現地にてご確
認下さい。

http://ameblo.jp/sh000002/

75 maple made 宮崎市

姉妹でゆっくりマイペースにアクセサ
リーと消しゴムはんこを作っていま
す。コンセプトは、お小遣いで買える
毎日がちょこっと楽しくなるもの♪天
然石やお花のアクセサリー、可愛い消
しゴムはんこが並びます。

http://kakerun123.miyachan.cc/

76 Ru-Ku + NONOKA 都城市

初参加させて頂き２回目の参加となる
Ru-ku と、初参加の NONOKAの２人の
作家ブースです。Ru-ku は編み物・小物・
革、NONOKAはサンドアートやアレンジ
小物の出店をさせていただきます。皆様
にお会いできるのを楽しみにしています。

http://ameblo.jp/gueules/

77 FMK 都城市

古い印刷物をモチーフに、モノトー
ンでスタイリッシュに仕上げました。
ラベルやタグ、ノートやカレンダー
などの紙文具を作成しております。

http://fgirl.chesuto.jp/

78 F-girl ＋れとろ・どっく 鹿児島県

F-girl では、革小物やエコクラフ
ト、れとろ・どっぐでは、ワンコ
服や子供服などを作っています。
かわいいプチブーツやサボ、すて
きなカゴをお持ちします。お楽し
みに♡

http://amyu.miyachan.cc/

79 myu myu 宮崎市

ハンドメイド作家 A*myuです。
家事や仕事の合間に自由な時間
を見つけては、ハンドメイドを楽
しんでいます。イベントで多くの
方たちとふれ合えることを楽しみ
にしています。

http://i84hmflowers.miyachan.cc/

80 癒しのハンドメイドや*フラワーズ 都城市

楽しく作って、楽しくイベント参加 !!
をモットーに、ハンドメイドが大好き
な５人の作家が集まりました。私たち
の作品を手にとっていただき、少しで
も幸せを感じていただけたらうれしい
です。よろしくお願いします♡

http://i84hmflowers.miyachan.cc/

92/110 本家宮崎肉巻き 都城市

素材や味にこだわった逸品 ! 美味
しさの秘密は宮崎素材 ! 宮崎県
産の安心豚肉 100% 宮崎県産の
美しいお米で心を込めてお届け !!
宮崎発祥の B 級グルメ !! 芸能界
やプロ野球選手にも大人気の宮
崎の新しい味です。

http://i84hmflowers.miyachan.cc/

93 工藤鮎養魚場 新富町

鮎は地下水で育てているので臭み
はなく美味しいです。運動量が多
いため流線型をしているので天然
鮎ですか？と聞かれます。トルネー
ドポテトはらせん状に切り、注文
を受けてから揚げ、４種類のパウ
ダーの中から選び、販売します。

94 やよいのそら 都城市

やよいの空の下、一日限りのお総菜屋
さんを開店します♪シャキシャキ春野
菜と、みやさん食品で人気の「チキ
ン南蛮」を使って、カンピク女子に贈
るトキメキほっこりメニューを開発。
ひな祭りに合わせた、カンピク限定！
笑顔の花咲くDELI に仕上げました。 http://www.miyasun.co.jp/

95 ストロベリーコーンズ・ナポリの窯都城市

当店で一番人気のナポリピザ
「シェフの気まぐれピザ」と、アッ
プルパイをご用意しております。
この機会に、ぜひ１度ご賞味下さ
い。

http://www.miyasun.co.jp/

96 炒飯屋 華丸 都城市

蓑原町で中華料理専門の持ち帰り宅配
の店をやっております。地域で愛される
一番店をめざし、日々頑張っております。
炒飯の中でも華丸オム炒飯が名物となっ
ております。当店の人気 NO.1 は鶏の
唐揚げで冷めても美味しく、子供から大
人まで絶大な人気をほこっております。 http://www.miyasun.co.jp/

97 りんりん 都城市

みのばる町にある、中華料理りんり
んです。お店の一番おすすめのメ
ニューは、トマトチーズ担々麺です。
担々麺好きの方は、ぜひ１度食べて
みて下さい。うさりんと、ゆかいな仲
間達でたのしく、のびのびとやってい
ます。よろしく～(* ‾ ▽ ‾ *)ﾉ"

http://www.miyasun.co.jp/

99 石窯パーチェ 新富町

新富町で手づくりの石窯で薪を使っ
て、ピザ専門工房で本場イタリアの味
です。当店自慢の一品はピザの包み
焼き「カルツォーネ」店主ダビデ（イ
タリア人）が作る自家製ミートソース
とベシャメルソースと季節野菜をピザ
生地に包み、丁寧に焼き上げています。 http://www.miyasun.co.jp/

100 K&E DINER HOT DOG SHOP 都城市
あらびきなロングソーセージとサワー
クラウトの相性バッチリ、ケチャップ
とマスタードをお好みで、昨年、２時
間程度で完売した人気のホットドッグ
です。ぜひご賞味下さい。その場で茹
であげたあつあつのソーセージを熱い
うちに！ http://ameblo.jp/koutoeminocafe/

101 くるりカフェ 綾町

綾の自然の中で自家焙煎した自慢の珈琲
と天然酵母を使用した手づくりベーグル
をご提供致します。珈琲とベーグルをモ
チーフにしたオリジナルの小物も販売致し
ます。私たちを通じて、綾の自然な香り
を楽しんでいただけたら……と思います。

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

102 たこやき まさやん 日向市

本場大阪から来ました！こだわりのたこやき
です。クセになるオリジナルブレンドのソース、
洋風塩チーズ、こだわりの塩味の３種類
①九州産小麦粉使用の無添加の粉　②しっか
りとったおいしい無添加のダシ　③日向産地
鶏の卵、日向のねぎ、諸塚こんにゃくを使用。

http://gogo3biki.exblog.jp/

103 かんかん屋 日向市

日向市でお店をしています。「また食べた
いね」と言ってもらえるものをつくり続け
ることがテーマです。熱々のからあげをた
くさんの皆さんに食べて欲しいです。
2012 年日向市で開催された「よりどり地
鶏フェスタ」にて市長賞をいただきました。

http://talikasih.exblog.jp/

104 cafe&goods Tali Kasih 美郷町

美郷町で里山の風景が広がる空
間で cafe やってます。シュタイ
ナー農法を取り入れた大地の恵み
をお皿にのせてサーブ。庭先にあ
る手作りの石窯で焼いたピザや自
家製天然酵母のパンは絶品です !!

105 BAKERY KITCHEN SAKURA 都城市
肉汁ジューシーなソーセージと、
味を引き立てる SAKURA 特製の
パン !!
パンの味が違います。イベント限
定での販売です。是非１度食べ
てみて下さい。

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

106 備長炭焙煎 中村珈琲 三股町

備長炭焙煎中村珈琲は、スペシャルティ珈琲
を中心にグルメ、プレミアムコーヒーのみを
扱っている自家焙煎珈琲工房です。生豆を
丁寧にハンドピックし、良い豆のみを宮崎産
うなまの備長炭で、奥井製炭所さんの備長
炭のみを使って、炭火焙煎しております。

http://www.okonomi-anan.com/

98 お好み焼きハウス あん・あん 都城市

1980 年に創業してから、手作り（自家製）
をモットーにおいしいお好み焼きを焼いてま
す。体によく、おいしいものを提供します。
地元に帰ってきたらあんあんに行きたいと
思って頂けるようなお店を目指しております。
是非、あんあんのお好み焼きをご賞味下さい。

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

107 伊 織 都城市

都城の居酒屋伊織です。今回で２回目の参
加となります。お店の人気商品の一つ『鶏
のたつた揚げ』を販売させていただいきま
す！しょうがの効いた甘めのたれにじっくり
つけこみ、カラッと揚げた逸品です。ぜひ
食べて下さい！！ネット販売もしております。

107

http://kf777.blog114.fc2.com/

66 ふくろう 曽於市

10 年前に自宅ショップふくろうを立ち上げ、パッチワー
ク通信社の「和布くらふと、藍のバック、和布で手作り」
などに掲載されております。手作りが大好きで、布が
好きで毎日のように何か作っています。又色々なイベ
ントにも参加させてもらっています。前回も参加させ
ていただき楽しい時間をすごさせていただいました。

http://kf777.blog114.fc2.com/

67 Rete* & kaduki 宮崎市

Rete*、kaduki、二人の作家で出店
いたします。バッグ、ポーチ、ヘアア
クセサリーなどの布小物を、ひとつひ
とつ心を込めて作っています。手作り
の温もりがたくさんの人に届くよう、
一人でも多くの方に手にとっていただ
けたら幸いです。 http://kf777.blog114.fc2.com/

68 晴々 三股町

てのひらサイズの小さな小物を作って
ます。ミニサイズのガーランドやピン
クッションなどお家で使って頂きたい
です。ふと目に留まって、楽しい気持
ちになってくれれば幸いです。また、
お出掛けにヘアアクセサリーやブロー
チも連れて行ってみませんか？

FMK
Original Paper Item Garden

Extensions heureuses de sorte
de maniqre
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