
http://www.einis-donuts.com/

1 1 4 しもいけ農園 都城市

都城市太郎坊町にて野菜を栽培して
おります、しもいけ農園です。おな
じみの野菜から、イタリアなどの外
国の野菜も栽培しており、地元の飲
食店様でも使っていただいておりま
す。美味しく、見た目にも楽しい野
菜達をこれからも作ってまいります。

㈱肉のふくしま

〒885-0072 宮崎県都城市上町10-22

イイニク

TEL 0986-25-1129

心を込めて。旨い
ん
で
す
。

皆様のお陰で50周年

株式会社

スポーツ少年団、文化系サークル、PTA、
団体等の物品販売による

「活動資金づくり」のお役に立ちます。
サポート直通
フリーダイヤル 0120-510-305

－MAMEFUKU FOODS CO.,LTD－
まめ福食品

ファイト! さぁGo!

みまた幼稚園
三股町樺山3318番地2
0986-52-1223

一万城幼稚園
一万城町112号３番
0986-22-5739

宿泊・ご宴会は

〒885-0072
宮崎県都城市上町 8-9

（宿泊）TEL 0986-23-3135・FAX 0986-23-6788
（宴会）TEL 0986-23-3131・FAX 0986-23-7646

メインホール（500名様収容）

万久ホール（50名様～100名様） ツインルーム

シングルルーム

■BAKERY KITCHEN SAKURA 高城本店
■BAKERY KITCHEN SAKURA イオンモール都城駅前店
■Sakura　Café　　　　　　　　　　　　　　　　　
■BAKARY＆COFFEE SAKURA
■DISH UP SAKURA                                
■BAKERY KITCHEN SAKURA Aコープ清武店

TEL 25-8686
〒885-0032 都城市中原町41-5

おちあい薬局グループ

中原町薬局

http://3bangai.com/
都城中央通り3番街協同組合
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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　年中無休
HP：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

883-0021
宮崎県日向市財光寺山下 7288-1

TEL 0982-57-3308

Ma cherie 本社 営業所 〒885-0062
宮崎県都城市大岩田町 5888番地

TEL　0986-39-5800
FAX　0986-39-3828 Tel 0986-22-1552

学校法人長峯学園

さくら幼稚園
理事長 長 峯  基 都城市広原町15-18-3

0986-22-2025

つばめタクシー

ふくや
菓子処の

鷹尾店：〒885-0082
都城市南鷹尾町16-5　TEL 23-3845
上町店：〒885-0072

http://www.btvm.ne.jp/~fukuya/
都城市上町8-3　TEL・FAX 23-3846

創業 西暦1929年

基ファーマシー
都城市牟田町3-15
0986-24-1101 〒885-0074 宮崎県都城市甲斐元町 1-28

Tel 0986-22-4318
駐車場 4 台 /営業時間 9：00～21：00

お土産に、おやつに 関之尾せんべい、
チーズ万十をどうぞ！

〒885-0016
宮崎県都城市早水町 9-2-1
TEL 0986-22-4418
FAX 0986-22-4428

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

1 1 1 Double cafe 宮崎市

九州初上陸の神戸発「Borsi」（ボル
シ）のピロシキ!!おいしいのは勿論!! 
“安全”で“ヘルシー”な食材を
使い“愛情”を込めて作った手作
りのピロシキを一度、ご賞味下さ
い。

http://www.einis-donuts.com/

1 1 2 エイニーズドーナツ 宮崎市

宮崎どれのハチミツを使用したやさしい
ドーナツです。人気のカレーパンもスティッ
ク状になり、食べやすくなりました。お子さ
んの大好きなチョコレートから和風のドー
ナツまでバラエティー豊かに楽しめます♪
ドーナツでおしあわせになりますように～♪♪

http://www.einis-donuts.com/

1 1 3 スマイルハッピーフード 宮崎市

季節によってじゃがいもを産地から
直接とりよせ使用しています。生の
じゃがいもをらせん状に切って串に
刺し、油で揚げ、できたてを食べて
いただきます。味は当店イチオシの
バーベキュー味と人気上昇中のチー
ズ味です。ぜひ食べに来て下さいね。

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

1 1 5 POLA Ru-che & frindel 都城市

日々頑張る女性の手を心を込め
て癒します。
イベント限定スペシャルエステチケッ
ト、割引ネイルチケット配布有り。

http://gnaroma.miyachan.cc/

1 1 6 にゃろ～ま & Rerakunail 小林市

アロマトリートメントとジェルネイ
ルで「美」と「癒し」のステキ時
間をお届け致します。
お気軽にご体感下さい！

http://ameblo.jp/haroharo-pulmeria/

1 1 7 リラクチャレンジショップ（プルメリア チャパティ）都城市
都城チャレンジショップで、アロ
マトリートメントショップと、ヘナ
アートのお店をしています。
天然香料の香りでお身体を癒や
していきます。

http://maryrose.miyachan.cc/

1 1 8 美容カイロ
プラクティック Mary Rose ～メアリーローズ～ 宮崎市

宮崎市内海の海岸沿いで小顔、骨盤矯正な
どの美容カイロプラクティック、天然粘土化
粧品を使ったエステが海を眺めながら受けら
れる自宅サロンです。まずはこのイベントで
お試し頂いて、ぜひお店にお越し下さい。骨
盤の歪みは体全体のバランスが悪くなります。

http://www.town-miyakonojo.com/miyabi.html

108 Cafe MIYABI 三股町

住宅街にたたずむ隠れ家的なCafeです。本日
のMIYABIランチ（ドリンクデザート付1200
円）は大変ご好評をいただいております。キッ
ズスペース完備で小さなお子様連れのお客様
でもごゆっくりおくつろぎいただけます。大人
ランチ顔負けのお子様ランチも人気です。

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

109 お茶のさかもと×SONNE 都城市

日本茶専門店と雑貨店のコラボ
カフェ ! 美味しい都城茶やお茶ラ
テ、SONNE こだわりのコーヒー
やスイーツをご提案します !

神柱ピクニック

2013{

駐車場協力
イオン都城ショッピングセンター様　西元眼科様　吉原建設様　鹿児島交通都城営業所様　すみ産婦人科様

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。
神柱ピクニック実行委員一同

当日ボランティアスタッフ募集中！
都城を盛り上げたい！という熱い気持ちをもったボランティアを募集しています。年齢、性別は問いません。
問い合わせ先：0986-36-5930（plus+cafe一花）

{

神柱ピクニック協賛企業


