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神柱ピクニックでは、HP、ブログ、Facebook、twitterで出店情報、イベント情報を紹介しています！　ぜひのぞいてみて下さい。すべて「神柱ピクニック」で検索できます。
主催：神柱ピクニック実行委員会　後援：都城市　協力団体：都城市勤労青少年ホーム カレッジピア　お問い合わせ：050-1282-4383（plus＋cafe 一花）

7 回目を迎える『かんぴく』は、なんと 2 月 14 日バレンタインデーに開催します！
メインとなるハンドメイド、飲食ブース、ステージイベントはもちろんのこと、たくさんのバレンタイ
ン企画もご用意しました！バレンタイン企画の詳細は、パンフレット最終ページを Check！
また、毎年大好評の巨大ダンボール迷路や Picnic のダンボールアートに加え、巨大ふわふわトラン
ポリンが初登場！さらに、前回子供達が夢中になった『からからつみき』さんによる積み木で遊べる
広場は、スペースを拡大して広々と遊べるようになりました！
見て、買って、食べて、聴いて、体験して、遊んで、告白して、贈って、貰って、喜んで！？
今年はぜひ、あなたの大事な家族♥友人♥恋人♥と。
みんなそろってちょっと特別な神柱ピクニックで冬の都城を楽しみましょう♪
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円バス発着所

ゴミのお持ち帰り
エコの観点から、神柱ピクニックではゴミの各自
お持ち帰りをお願いしています。ゴミは必ず
お持ち帰り下さいますよう、ご協力をお願いします。

駐車場について
かなりの混雑が予想されますので、乗り合わせて
ご来場下さい。また、近隣の道路、お店、空地や
神柱宮への無断駐車／違法駐車はご遠慮下さい。

迷子や落とし物
例年、迷子や落とし物が多数報告されています。
ご来場の際は、十分ご注意下さい。

からのからのからのからの3つのおねがい3つのおねがい

円バス
のご案内

イオン都城 ショッピングセンター 北側駐車場
（早鈴町）

■ 料金：片道　　　円（但し6歳以下は無料）

■駐車場発 会場行き
　始発 9：00

■会場発 駐車場行き
　最終 16：30

※交通事情により時間変更の可能性もありますのでご了承下さい。
※約10分間隔での運行を予定しております。

発着所

料金

臨時駐車場P

テーマソング イオン都城（早鈴町）
ショッピングセンター

障がい者・妊婦用駐車場

{
2016年2月14日㈰開催日

都城市 神柱公園
※荒天の場合 2月21日（日）に延期です。

　発表は2月13日正午に神柱ピクニックHPにて行います。

場　所 10時～16時

http://kanpic.net/

FLYING BABY

{
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※出店者、出店位置、出演者、イベント内容は予告なく変更する場合があります。

ママスペース
授乳／おむつ替えに利
用できます。本部にて
受付を行って下さい。

巨大ダンボール迷路
巨大シャボン玉

からからつみき

移　動
販売車

ハンドメイドブース
移動販売車
飲食ブース
本部

トイレ

Picnic ダンボールアート

かんぴくステージ

{

円バス
発着所

{

89

ふわふわブース
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1 estandar+
都城市

大人服、小人服、バッグ、ポー
チ、キッチン用品などの布小
物、アクセサリー、ニット小
物、グリーン

2 airplants TENGU-DO
福岡県福岡市

エアープランツ ( ケランジ
ア )100 種以上、ガラステラ
リウム、レザーハンギング、
ワイヤーアレンジ etc

3 ouchishop *tocotoco*
鹿児島県霧島市

布小物、ミニチュア作品、ワ
イヤークラフト、Bag、洋服、
革小物、プラバン作品、アク
セサリー、木工作品、他

4 里見広子写真事務所
都城市

私が出張写真で撮影した作
品をパネル展示します。家族
写真や結婚式の写真です。

5 ちょび蔵
宮崎市

陶芸小物（人形、アクセサ
リー、器）、がま口ポーチ

6 りりままのママ＆アニー
熊本県熊本市

カントリー＆ナチュラル雑貨、
編み物でつくった小物、雑貨、
手づくり洋服、布小物、ピアス
等のアクセサリー、小物インテ
リア類、木工小物など

7 toujours jardin, fukitei
広島県庄原市

植物、多肉寄せ植え、ドライ
アレンジ、エアープランツ、
ガーデン雑貨

8 Cloth
宮崎市

アクセサリー、布小物 (バッ
グ、ポーチ、コサージュ、ブ
ローチなど )、大人服、子供
服

9 ハンドメイド雑貨 [moze]
鹿児島県鹿児島市

ハンドメイド ( アクセサリー、革
小物、布小物、ニット、フラワーア
レンジ)、仕入れ雑貨(ホーロー、
マステ、ガラス、オブジェ)、婦人
雑貨 ( 洋服、バッグ、靴 )

10 Couple*Paume
福岡県太宰府市

ハンドメイド木工、編み物、
ドライフラワーアレンジ

11 MILL
鹿児島県鹿児島市

古着、ハンドメイドアクセサ
リー、ハンドメイドレザー
バッグ、など

12 ハンドメイドねこのあしあと＋空色
宮崎市

大人服、子供服、布小物、編
み物、雑貨

13 手織工房キヒト
宮崎市

糸から織った手織りの生地
で作った作品です。

14 Atelie y.B.
宮崎市

ハンドメイドアクセサリー

15 ブロカントトウルモンド
熊本県阿蘇郡

手作り木工品 ( アンティー
ク家具、クラフト雑貨、クラ
フト )、インテリア木工、雑
貨、クラフト、布地材料 )

16 lyra.. ra * hemp garden
都城市

麻ヒモバッグ、麻ヒモ小物、
木工雑貨

17 HAPPYICECREAM+Chuchuu*
鹿児島県いちき串木野市
HAPPYICECREAM( プラ
バンを使ってオリジナルアク
セサリー)、Chuchuu*( バッ
グなどのハンドメイド布小
物 )

18 ちびくまのおみせ
福岡県大川市

手作りの木の雑貨 ( カフェト
レー、コースター、テープカッ
ター、スマホスタンド、小さ
な扉などの装飾雑貨 )

19 蔵運工房
長崎県諫早市

木工品、ガーデングッズ、革
小物、雑貨、フェイク多肉、ブ
リキプレート

20 select shop TRUE
小林市

アクセサリー各種、バック類
各種

21 yh2
日南市

布小物 (ポーチ、バック、ヘ
アーアクセサリー etc...)、ア
クセサリー、子供のもの
(バック、アクセサリー、ベス
ト、ズボン、スカート etc…)

22 malon
鹿児島県鹿児島市

木工品、布小物

23 森のうさぎ
福岡県北九州市

ガーデニング木工、家具、布
小物、バッグ

24 NIKORU
鹿児島県鹿児島市

ビーズ、パール、真珠などを使
用したアクセサリーを作って
ます。ピアス、イヤリング、
ネックレスを中心に出店させ
て頂きたいと思っています。

25 handmade Rion
宮崎市

アクセサリー ( コットンパー
ルを使ったアクセサリー・
ヘアアクセサリーなど )、布
小物、革小物、ニット帽

26 Kodemari
宮崎市

ハンドメイドアクセサリー、
ハンドメイドヘアアクセサ
リー

27 Ma cherie
日向市

布小物、アクセサリー、雑貨、
洋服、木工、編み小物、ベ
ビー、キッズ小物、アートフラ
ワー、プリザーブドフラワー

28 mimos
鹿児島県鹿児島市

羊毛フェルト、布小物、手芸
副資材

29 favorite
鹿児島県南九州市

雑貨、革作品、布小物、洋服、
子供服

30 sassa's woodwork
えびの市

木工、木工雑貨

31 Plume
熊本県上益城郡

生地、ハンドメイド資材、洋
服、布小物、雑貨

32 Garage shop ひめさくら
えびの市

ハンドメイド品 ( 布小物、木
工、アクセサリー、革小物、
フェルトおもちゃ)、セレクト
雑貨

神柱ピクニックに巨大
ふわふわトランポリン
が初登場！だゼイ　小
学生以下を対象に 1 人
100 円で 5 分間楽しめ
るよ！
（お問い合わせ先：公
益社団法人都城法人会
青年部会）

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☆

ハンドメイドブース 移動販売飲食ブース

出店ブース紹介2016

飲食ブース

巨大ダンボール迷路&シャボン玉

今年もおいしいものがぎゅぎゅっと詰まった飲食
ブース☆
今回も九州・山口から 38 店舗のフード・ドリンク・
スイーツのお店が大集合！
2月14日開催ということで、チョコを使ったスイー
ツ企画など、この日限定スイーツもお楽しみに♪
※食べ終わったゴミは、購入店舗にお戻しください。

ハンドメイド アートグループ Picnic ステージ

からからつみき

ふわふわ トランポリン

今年は 110 ブースのハンドメイドショップが並
び、神柱ピクニックを盛り上げます！！ハンドメイ
ドの他にアンティークや昭和レトロのお店も並
ぶので色んなジャンルを楽しむ事が出来ますよ

( 公社 ) 都城法人会によるヒーロー
ショー！！みんなの街、都城に待ちに
待ったヒーロー誕生。楽しく、おもし
ろく税金について考えよう！！
「みんなと会えるのを楽しみにしてる
ゼィ！！」( お問い合わせ先：公益社
団法人 都城法人会青年部会 )

都城市を拠点に活動するアコース
ティックデュオ。今年も「かんぴく」の
為の書き下ろし曲「雨のち晴れ」を全
力で弾き語ります！！

宮崎生まれの唄うたい。
ふるさとで土にふれる暮らしをしな
がら、宙をさぐり、言葉をつむいで、
森羅万象を讃えるような、細胞が喜
ぶような歌を、ギターを奏でながら
自由に唄う。
その場にいる人たちと、その時を飾
るように響きあう即興的なライブを、
日本中で、時に海外で色んなアーティ
ストと行なっている。

「ウッドデザイン賞２０１５」入賞！県内外の色々
なイベントをはじめ、前回のかんぴくでも大人気
だった【からからつみき】が、スペースを拡大して
今回も出店決定！なんと今回はワークショップも
開催予定！高さに挑戦してハラハラドキドキしたり
☆想像力に任せて何か創ってみたり☆楽しみ方
は無限大！大人も子供も夢中になっちゃう【から
からつみき】の魅力を今回もお楽しみください♪

FLYING BABY

hou

ヒーローショー ( 名前は当日公開♡)

もうすっかりお馴染みの、かんぴく名物「巨大段
ボール迷路 & 巨大シャボン玉」！今回も都城市
勤労青少年ホームがやってくれます！！広々と楽
しんでいただけるよう今回は場所を以前の芝生
広場に戻します！乞うご期待！※有料（１日 100 円）
（前日及び当日の天候等により内容を変更する
場合があります。）
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33 KICHEKO
宮崎市

大人服、子供服、布小物

34 night★night
宮崎市

ベビー・キッズ子供服、雑貨
類、ブライダル用小物 ( ロ
ゼット、イニシャルオブジェ
etc)

35 ちいくま
福岡県大川市

手作り作品 ( 布小物、洋服、
木工雑貨 )、ハンドメイド資
材 (レース、チャーム、ボタン
など)、雑貨(ホーロー、びん)

36 KA3 + ハンドメイドRose
都城市

革小物、布小物

37 muu.
宮崎市

ハンドメイド雑貨、アクセサ
リー、リースなど

38 アート・フクドメ
宮崎市

木工家具、木工雑貨

39 hibi
綾町

雑貨、編み物、布小物、アクセ
サリー

40 nosh
鹿児島県姶良市

フェイクフードやレジン、
パールなどを使ったハンドメ
イドアクセサリーや雑貨を
出店します。

41 SONNE
都城市

季節の雑貨

42 はる～ず☆れい
都城市

ハンドメイド雑貨 ( 布小物、
アクセサリー、天然石アクセ
サリー、ワイヤー雑貨、トー
ルペイント etc)

43 -zakka- cocoroco*
都城市

キッチン・ガーデン雑貨や、作家様のハ
ンドメイド雑貨 ( 布・革小物、麻小物、陶
器、大人・子供服など )、手芸材料 ( 主に
手作りパーツ )、アートフラワーなど。自分
のハンドメイド作品 (木工、布小物など )

44 ZAKKA COZA -parici-
福岡県太宰府市

アンティーク、エイジング加
工した木工、シンプルなアク
セサリー、ドライフラワーの
アレンジ

45 やましたさん。
都城市

布小物、革小物

46 JUICHI TAG and TOMO
三股町

革小物、デニムリメイク、アク
セサリー、布小物

47 Fuku…
宮崎市

多肉植物の寄せ植え、木工・
ガーデニング雑貨

48 Kotodama 盈月
福岡県福岡市

お名前をカラフルに彩った
アート作品

49 Coco mére
熊本県八代市

オリジナルニット生地、洋服、
小物、アクセサリー

50 ligo
鹿児島県霧島市

ハンドメイドアクセサリー、
バッグなど

51 かめ工房
鹿児島県鹿児島市

アクセサリー ( ピアス、ネッ
クレス等 )、イヤーマフラー
( 耳当て )

52 Cheerfulmark & Cheerfulbaby
鹿児島県鹿児島市

アフリカで手作りされてい
るカゴや雑貨。ハンドメイド
雑貨

53 ジュー子
鹿児島県肝属郡東串良町
帆布バック

54 Rim☆Sayu
宮崎市

布小物、麻小物、アクセサ
リー、バッグなど

55 sonic leathers
大分県臼杵市

革製品

56 Dream*
富山県富山市

ナチュラル木工雑貨、ミニ
チュアパーツ

57 WOOD GARDEN
三股町

木工家具

58 「INOKO」＋「りんごの木」
都城市

布小物、ステンドグラス、雑
貨

59 10 in a Bed
大分県大分市

ハンドメイド服、布小物、編
みもの作品、陶芸 (カップや
小物 )、プリザーブドフラ
ワーの額、リース、あみこみ
ビーズ作品

60 ★Chibizou★＋hazuki
宮崎市

羊毛、フェルト小物、アクセ
サリー、陶器、布小物など

61 エスニックウェア雑貨のお店 nico
宮崎市

エスニックウェアｰ、アクセサ
リー、靴、バック、小物など

62 多肉植物畑
高鍋町

多肉植物寄せ植え、カット苗、根
付苗、観葉植物、ハンドメイド雑
貨 ( 流木ハンガー、レジンスト
ラップ他 )　ワークショップ→
多肉植物寄せ植え体験 500 円

63 bobine & bugsy
鹿児島県日置市

bobine …がまぐち ( バッグな
ど大きなものから、ポーチ、小銭
入れなど、小さなものまで色々)
　bugsy …バッグ、ポーチなど
布小物、子供服 (サイズ展開 )

64 ハンドメイド家具 creerstyle**
福岡県糟屋郡篠栗町

ハンドメイド家具、ハンドメ
イドアクセサリー

65 紫麓窯
三股町

66 yaya*ISA
延岡市

革小物、アクセサリー、木工 (本棚、
イス、テーブル、箱、ストラップ、キー
ホルダー、ヘアゴム、ピアス、ポー
チ、小物入れ、バッグ、名刺ケース、
小銭入れ、手帳、キーケース ) など

67 bijou
山口県山口市

アンティーク、ガーデングッ
ズ、洋服

68 アンティーク蕾
鹿児島県鹿児島市 

アンティーク雑貨、アン
ティークレース、アンティー
クファブリック、ハンドメイ
ドアクセサリー

69 maple made
宮崎市

アクセサリー、消しゴムはん
こ

陶器

70 LSL
えびの市

アクセサリー (14kgf、silver925× 淡水パール、
コットンパールを使用したアクセサリー、1点もの
ボタンアクセサリー )、ヘアーアクセサリー ( 手染
めの麻、デニム、ウール、グログランリボンなど使
用したこだわりのヘアバンド、ヘアゴム、バレッタ )

71 la goutte
福岡県北九州市

ステンドグラス、雑貨、フュー
ジング

72 [cache:cache]
鹿児島県鹿児島市

ワイヤークラフト、布小物、ク
レイアクセサリー、スイーツ
デコ雑貨、ワークショップ
(スイーツデコ体験 )

73 古道具と雑貨の店 TRUNK
綾町

ハ ン ド メ イ ド ア ク セ サ リ ー
(Discover)、古道具 (椅子、テーブル、
ストーブ、カバンなど )、レトロ雑貨(食
器、おもちゃなど )、雑貨 (ロッジ、ダン
スクなどのキッチンアイテムなど )

74 BENIYA
都城市

県産間伐材、アクリル、紙素
材のオリジナルグッズ

75 acchori
鹿児島県鹿児島市

アクセサリー ( スワロフス
キーやコットンパール等を使
用した、ピアス、イヤリング、
リング、ネックレス等 )

76 flower & green Lagurus
熊本県熊本市

植物、ドライフラワー、ガー
デン雑貨

77 POLA鷹尾店 Ru-che
都城市

ハンドマッサージ＆ネイルケ
ア

78 Miyukiyo
都城市

「おいしい」＝「かわいい」を
テーマにアクセサリーや紙
雑貨・布小物等のハンドメ
イド作品を販売します。

79 雑貨ちゅら
新富町

レトロ、ジャンク雑貨

80 handmade *theta*
福岡県嘉麻市

布バッグ、布小物



81 陶studio
都城市

コーヒーカップ、小皿、ハシ
オキ など

82 オウチ
新富町

83 Brocante&Mercerie Annie
都城市

手芸材料、フランスアン
ティーク

ナチュラル雑貨、手づくり布
小物、etc

84 plus+cafe 一花
都城市

雑貨、handmade 作品、お
もちゃ

85 kanakon & sakura sakura
宮崎市

布小物、布バッグ、ベビースタ
イ、アクセサリー、マスク

86 月のテラス
鹿児島県鹿児島市

手づくり陶器、アクセサ
リー、木製カトラリー、hacu
くつ下など

87 m's
鹿児島県霧島市

革小物アクセサリー

88 ivory space
福岡県福岡市

ハンドメイドお洋服、リバ
ティー生地の bag、アクセサ
リー、アンティークの材料
ネックレス、ハンドメイドエ
プロン、迷彩柄の bag、小物

89 倉ヶ崎カホン
鹿児島県肝属郡東串良町
BEAT BAG

90 エジプト料理 アッシャムス
綾町

ヴィーガンエジプト料理 ( コシャ
リ：エジプト混ぜご飯、ファラフェ
ル・マクーダ：ひよこ豆のコロッ
ケ)、ヘンプと天然石のサンキャッ
チャー、ドリームキャッチャー

91 たこやき まさやん
日向市

たこやき

92 石窯PACE
新富町

ピザ、包み焼きピザ、ドリン
ク

93 Room:105
山口県下関市

レモネード、保存食

94 タイ屋台ごはん 悠chang
宮崎市

タイ風汁麺、パッタイ、ガパ
オライス、グリーンカレー

95 都城ローターアクトクラブ
都城市

わたがし

96 黒豚直売所「豚ぷきん」
都城市

豚汁、フランクフルト、ミート
パイ、飲み物、雑貨など

97 SUMOMO
鹿児島県志布志市

スウィートポテトのシューク
リームパン他

98 Sugar Full
福岡県糟屋郡新宮町

シフォンケーキ＆スープ等

100 盆地のキッチン グランマ
都城市

チキン南蛮スティック、観音
池ポークメンチカツ、観音池
ポーク肉まん、ちまき、飲料
水、フライドポテト、手羽先
など

101 かんかん屋
日向市

からあげ、ポテトフライ、シ
チュー、白ごはん (ごましお)

102 IEOMA 伊佐石窯マイスター協会
鹿児島県伊佐市

IEOMA 特製ブロック窯に
よる石窯ピッツア、マルゲ
リータ、クワトロフォルマッ
ジ、伊佐特製豚味噌ピザ

103 Cafe de 杜
都城市

奄美鶏飯、ブラウニーズ (バ
レンタイン用チョコレート菓
子 )

104 ボンジュール酒店
都城市

ポトフ、サンドイッチ、菓子

105 CATTLEISLAND & Ponchice
串間市

インドカレー、チャイ、ヴィー
ガンマフィン、珈琲、果実シ
ロップ

106 ごはんとおかず 都城まるた食堂
都城市

ランチカレー BOX、たこ焼
き

107 (株)しんやのだんご
都城市

焼きだんご、みたらしだんご

108 cafe bar かぼちゃのたね
鹿児島県鹿屋市

特製からあげ

109 カリー専門店トプカ あいもこいもかふぇ
都城市

カレー、ステーキ丼、カレー
パン、ドーナツ類、氷カフェ
等

110 宮元商店
都城市

若鶏唐揚

111 新町農園 あーすかふぇ 菜屋
都城市

季節の野菜、百姓ごはん、百
姓ころっけ、加工品

112 チキン南パン屋
都城市

チキン南パン、ラスク(限定)

113 caffe basilico
都城市

都城ドッグ、コーヒー、焼き
菓子 ( タルト、パウンドケー
キ、クッキー )、チーズまん
じゅう

114 (株)岡崎エッグ 都城店
都城市

鶏炭火焼、鶏肩肉炭火焼、か
らあげ

115 天然酵母の蒸しパン屋 まいりぱん
都城市

蒸しパン

116 備長炭焙煎 中村珈琲
三股町

コーヒー豆、コーヒーのカッ
プ売り

117 炭壱
延岡市

チキン南蛮おむびー、チキン
南蛮、フライドポテト、から
あげ

118 クッチーナ・リナルド 
綾町

パスタ、ソーセージピザ、レン
ズ豆のスープ、パスタソース、
牛レバーペースト、ジャム(栗、
ブルーベリー、マーマレー
ド )、アンチョビペーストなど

119 浜秀
福岡県福岡市

山菜おこわ、ちらし寿司、玉
ねぎドレッシング、だしポン
酢、はりはり漬け、梅干し、茶

120 Rainbowform
綾町

自然栽培の野菜、穀類、自家栽培じゃがいも
を使ったフライドポテト、オーガニック豆使
用のネルドリップコーヒー、自家栽培と県内
産無農薬作物を使ったベジカレー or けんち
ん汁、綾町産無農薬フルーツの酵素ドリンク

121 ナチュラルガーデン まえはた
都城市

米、野菜、ジャム、ドライベジ、
甘酒、野菜スープ

122 ケーキの店 Taiki
都城市

ちーずまんじゅう、シフォン
ケーキ、その他　焼き菓子、
チーズケーキ

123 pods
都城市

カフェドリンク、キャラメル
ポップコーン、レトロ雑貨、
アップルパイ

124 本家宮崎肉巻き
都城市

肉巻きおにぎり、ワッフル、ホ
ルモン焼きうどん、ラウンド
ソーセージ

125 cafe&goods Tali Kasih　
美郷町

ププサ、カフェラテなどのド
リンク、自家製天然酵母パン
　

126 Double -café-
宮崎市

揚げピッツア、揚げパン、オ
リジナルコーヒー、オリジナ
ルジンジャエール、フライド
ポテト、チキンフライド、オリ
ジナルブルーベリーアイス

127 スマイルハッピーフード
宮崎市

トルネードポテト



好評発売中

安心と信頼をリードする
第一警備保障株式会社
社団法人 全国警備業協会加盟

本　　　社　宮崎市阿波岐原町前田2669-2
TEL(0985)29-5133
都 城 支 社　都城市千町5263番地
TEL(0986)25-5375
小林営業所　小林市水流迫668番地4
TEL(0984)27-3135
鹿屋営業所　鹿屋市打馬1丁目12番20号
TEL(0994)43-0125

森のほけんやさん

有限会社 エフピーエム
当社は南九州を中心に保険を通してお客さまの問題解決を提案運営する会社です。

〒885-0091 都城市横市町 6500-2
TEL 0986-26-3390 FAX 0986-24-9322
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児湯食鳥
都城工場

都城横市
郵便局

加持祈祷所
FPM

交番
←母智丘神社

主な取扱い内容
自動車保険・火災保険・生命保険・賠償保険・年金・介護保険

中山荘
https://www.instagram.com/m_s73922/

スマイル
ハッピー
フード

スマイル
ハッピー
フード

FMK
Original Paper Item Garden
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PRINTING

Toshadouinsatsu Inc.
The print makes information beautiful.

〒885-0075 宮崎県都城市八幡町1-5 ｜ Tel 0986-22-3847 ｜ Fax 0986-22-2943
E-mail : toshadou@lime.ocn.ne.jp

The print makes information beautiful. 

DESIGN
PLANNNING

WEDDING ITEM
ON DEMAND

宮崎支社　都城営業所
〒885-0073 宮崎県都城市姫城町4-1 都城商工会議所1F
TEL 0986-26-0832　　FAX 0986-23-1308

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会一同

元

祖

チ

キ

ン

南

パ

ン

株式会社エビス商事 TEL0986-47-4433　霧島鶏料理ぼっけもん TEL0986-51-5666株式会社エビス商事 TEL0986-47-4433　霧島鶏料理ぼっけもん TEL0986-51-5666

公益社団法人
都城法人会

ステージで待ってるゼィ！

TEL 0986-45-0377

〒885-0073
宮崎県都城市姫城町 4街区 1号
商工会館 2F

http://www.btvm.ne.jp/~mhojin/

国
道
10
号
線

★
ココ炎の舞

らくい●

薩貴亭● ●田中フルーツ

メインホテルナカムラ●

IT 産業ビル●〒885-0071
宮崎県都城市中町3-6

0986-26-7500

17：00～23：00

住　　所

電話番号

営業時間

※定休日は店舗に確認してください。

宮崎県都城市松元町3-20

（お問い合わせ窓口/ブライダル担当：瀬川）
Tel 0986-23-4122

WeddingWedding
Fair
2.28.sun

WEDDING GUEST HOUSE

［ルーチェ］

ホテル



SONNE

このチラシ持参で粗品プレゼント！（2月末まで）

浄土真宗本願寺派

都城市牟田町２街区 16 号 TEL0986-22-0034

学校法人 天竜学園
天竜幼稚園・天竜第二幼稚園
天竜第三幼稚園・天竜祝吉幼稚園

〒885-0032
宮崎県都城市中原町 28-9

TEL 0986-22-1310
nakamegane.com

〒885-0016 宮崎県都城市早鈴町9-2-1
TEL(0986)22-4418 FAX(0986)22-4428
E-mail nishida-buneido@h4.dion.ne.jp

g@m 
3760-1 Shibita-Cho, Miyakonojo-City

Miyazaki, 885-0093 Japan
TEL 0986-21-4585
FAX 0986-21-4585

E-mail gam@vir.bbiq.jp

Hair Make 

Fix choose

都城

中央通り

協同組合

Facebookにて情報発信中 !
都城中央通り3番街 で検索。

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

maple made

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!

http://ivoryspace.exblog.jp/

ivory space

http://coco-mere.jp

Coco mére

ファイナンシャルプランニングオフィス

都城市北原町30-6
TEL:0986-23-1341

㈲FPオフィス・ヒガシ㈲FPオフィス・ヒガシ

都城市松元町 9街区 9号
TEL 0986-25-8422

㈱しんやのだんご
都城市牟田町１５－１６

金光教都城教会

こ ん こ う きょう

志布志市志布志町志布志3丁目6-13
099-473-1070

宮崎県都城市早水町20-2　不定休　TEL 0986-77-2538　AM11:00-PM6:00
mail : marchesally＠hotmail.co.jp

鹿児島県鹿児島市喜入中名町714　年中無休　TEL 0993-45-0847　AM10:00-PM7:00
Brocante & Mercerie Annie

Country shop Annie

博多区博多駅前4丁目36-29 古野ビル301　日・月曜日（祝日・祭日は不定休）
TEL 092-474-5711　AM10:00-PM17:00

Brocante & Mercerie Annie

AnnieHandmade & Antique shop

鹿児島県鹿児島市城山町19-2　定休日 毎週水曜日　TEL/FAX  099-239-6320
Brocante & Mercerie Annie

株式会社

オフィスユウ
司会の事ならおまかせ下さい

司会者も募集中

検索オフィスヒガシ

都城志比田店
セブンイレブン

〒885-0093 宮崎県都城市志比田町11092-1

1月29日リニューアルオープン!

ご協力ありがとうございました
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

すみ産婦人科様・都城中めがね店様・㈱にしかわ様

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
駄菓子・雑貨の移動販売

かんかん屋

都城市中町 13-11 オーバルパティオ内

株式会社 ふちかみ
本社
鹿児島県姶良市平松 279-2
TEL 0995-55-1038
FAX 0995-55-1040
（沖縄支店・福岡支店）

黒豚直売所｢とんぷきん｣
都城市太郎坊町942-1
TEL:070-5274-5736
OPEN10:30～18:30（不定休）
☆都城では珍しい黒豚を
育成、直売しています☆

宮崎県都城市下川東
3丁目 2 号 5 番地
TEL 0986－25－9759

都城ビルサービス株式会社

都城市栄町 6-14-1 吉座ビル1F
TEL：0986-26-2239

MEDIA SERVICE ㍿
都城営業所
〒885-0073 宮崎県都城市姫城町37-17
TEL（0986）24-5752 ・ FAX（0986）24-5798

〒885-0095 都城市蓑原町2319-4
TEL 0986-25-4367

毎日メディアサービス
cocoroco

zakka handmade

0 8 0－5277－3724
〒885-0015 宮崎県都城市千町4955－3

宮崎県都城市早水町20-2

㈱ケイディ商事
（九南グループ）

～auの学割2016 好評受付中～

auショップ花繰 TEL 0800-700-2714
auショップ沖水橋 TEL 0800-700-2693

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

cafe&goods Tali kasih・Plume
ナチュラルガーデンまえはた・紫麓窯
cafe de 杜・ねこのあしあと＋空色

古道具と雑貨の店 TRunk・アート・フクドメ・rainbow farm・cache:cache・石窯 PACE
ナンバー食品㈱・株式会社 中川冠葬社・森のうさぎ・ジュー子・岡崎エッグ都城店・ligo・ちょび蔵
inao lease・ごはんとおかず 都城まるた食堂・ハンドメイド雑貨 [moze]・浜秀・Double -cafe-
アンティークス蕾・天然酵母の蒸しパン まいりぱん・Garage shop ひめさくら・手織工房キヒト
・ACCHORI・月のテラス・ouchishop *tocotoco*・宮元商店・㈱シマダ防災設備

〒885-0016 都城市早水町4500番地
0986-23-1051

T O R  C O R P O R A T I O N
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かんぴくで

今回のかんぴくは２月14日！
そう♡バレンタインデー

この特別な日にかんぴくへ来ていただいたあなたのために♡
たくさんのバレンタイン企画をご用意しました

当日会場でしか手に入らない ! !
かんぴくオリジナルスイーツが登場♡
気になるあの人に♡大切なあの人に♡自分へのご褒美に♡

かんぴくステージであなたの大切な家族や恋人やお友達に
普段なかなか言えない気持ちを思い切って叫んでみませんか ! ? ! ?

会場内にスタンプラリーをご用意♡
４箇所全てのスタンプを集めたら、本部へダーッシュ─=≡Σ( ( (  つ •ω • )つ
かんぴくチョコを　あ♡げ♡るっ♡
数量限定！！急げーーーーーっ♡

14時にかんぴくステージ前に集合 ! !

Café de 杜
Sugar Full
CATTLEISLAND & Ponchice
ケーキの店 Taiki
SUMOMO

ブラウニー
シフォンケーキ
チョコ系マフィン
マカロン
チョコシュー、ショコラ大福

かんぴく限定バレンタインスイーツをゲット♡1

神柱の中心でアイを叫ぼう♡2

かんぴくからあなたへ♡
でも. . .スタンプ集めてね(*˘）˘*).｡.:*♡ 3

参 加 店 舗

４箇所全ての
スタンプを集めて

本部へ持ってきてね♡

スタンプラリー

詳細は、かんぴくHP、blog、Facebook、twitterにて随時更新！要check！

1 2 3 4
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