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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：IP電話 050-1282-4383（plus＋cafe 一花 内）

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お持ち帰りを
お願いしています。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。
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。

からの3つのおねがい

駐車場発 ☞ 会場行き

※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。

イオン都城 ショッピングセンター

円バス

「冬の都城をもっと楽しもう！」をテーマにした神柱ピクニックも今年でなんと９回目！
通称“かんぴく”はみなさんのおかげで冬の都城の一大イベントに！今年もみなさんにたくさん楽しんで頂けるすてきな１日をお届けしちゃいます。

友達とハンドメイドブースでお買い物をしたり、親子で飲食ブースで食事をしたり、恋人とステージで音楽を楽しんだり。
前回好評の「みやこんじょ方言大カルタ大会」をはじめ、「神柱大作戦５ 神柱ピクニック クイズ選手権！presented by デーリィ」や、

２年ぶりに復活の巨大ダンボール迷路など、こどもはもちろん大人も楽しめる企画をたくさんご用意！
みんなで冬の都城（もう春ですが…笑）をもっともっと楽しみましょう！

荒天の場合 3月18日（日）に延期です
　発表は3月10日（土）正午に
神柱ピクニックHPにて行います
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円バス

発着所

臨時駐車場

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

FLYING BABY
I know!
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2018

http://kanpic.net/
kanpic_netkanpic kanpic_net

西
都
城
駅

… ６歳以下のご利用 無料 …

（早鈴町）北側駐車場

始発 9：00
最終 16：30 会場発 ☞ 駐車場行き

発
着
所

会場までの往復はこれ！

片
道

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。

P

P

開催日

都城市

神柱公園

2018

3 .11
［ 日曜日 ］

（予備日3月1 8日）
10時～16時
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出店者の出店位置・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。

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。
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こども広場

ステージ
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ハンドメイドブース

移動販売車

トイレ

トイレ
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トイレ

飲食ブース

2018

FLYING BABY

「ウッドデザイン賞
2015」入賞。宮崎県産
杉をつかったシンプル
な形の積み木で遊ん
じゃおう！高さに挑戦
したり、想像力に任せ
て何か創ってみたり、
大人も子供も夢中！

今回は、都城市勤労
青少年ホーム「カレッ
ジピア」による巨大
ダンボール迷路が復
活!!（入場料100円）
あつまれこどもたち
＼(^o^)／

大カルタ大会みやこんじょ方言

巨大な黒板ダンボールに、今
年も来るかブラックボード
カー!?青空の下、大きなアー
トでお絵かきを思いっきり楽
しんじゃおう！
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し
ています。

アートグループ
Picnic

都城市を拠点に活動するアコースティックデュオ。

カルタ大会！優勝者には賞品も。
時間：HPをご確認下さい。協力：都城の情報発信！盆ジュール

都城市カレッジピア
で検索 !!

ステージ総合司会
早川伸吾

みやこんじょ弁 読み人
中町祇園山車実行委員長
大倉野のりゆき
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1 ligo
鹿児島県霧島市

アクセサリー、バッグ

2 m's
鹿児島県霧島市

革小物、アクセサリー、ベビー
用品、布小物 

3 WOOD GARDEN
三股町

木工家具（テーブル、チェスト、
テレビ台、ポスト）

4 WISTARIA LACE
鹿児島県鹿児島市

レース、リボン、ボタン等の手
芸材料、ハンドメイドアクセサ
リー

5 ...neco
三股町

ハンドメイドのベビー & キッ
ズ服

6 GRIMM
福岡県北九州市

欧米各国の 30～70 年程前の
ヴィンテージアクセサリーを
リデザイン、リメイクした作品

7 ZAKKA COZA -parici-
福岡県太宰府市

国内外の古い物、木工、アクセ
サリー、洋服、ドライフラワー

8 陶studio
都城市

（陶器）コーヒーカップ、
小皿、花器 

9 Caprice
東京都品川区

かぼちゃパンツ、ベビーブル
マ、髪ゴム、スタイ、移動ポケッ
ト等

10 花と空と/KANA
鹿児島県霧島市

(KANA) 布小物、ポーチ、バッ
グ　(花と空と)アートパネル、
グラスサンドアート、色砂で
作ったアクセサリー

11 sassa`s woodwork
えびの市

木工、木工雑貨、アクリルたわ
し

12 Luna* handmade
鹿児島県鹿児島市

ハンドメイドアクセサリー、
こども用帽子、服等

13 Atelier y.B
宮崎市

ハンドメイドアクセサリー

14 B-happy
宮崎市

布小物、編み物、こどもから大
人までのアクセサリー、
革小物、木工、植物　

15 雑貨KEN
鹿児島県鹿児島市

廃材や流木、安価な板材を利
用したハンドメイド木工作品

16 クリエイティブ花咲
鹿児島県霧島市

ドライフラワーとプリザーブ
ドフラワーの花材と作品、グ
リーン鉢と苗、生花のブーケ、
花雑貨、アクセサリー

17 雑貨ちゅら
新富町

雑貨 (レトロ、ジャンク )

18 Kokotto Momo
宮崎市

ポーチ（入園・入学グッズ）、ア
クセサリー

19 rikomako＆kotokoto
宮崎市

ハンドメイドアクセサリー

20 hibi & ouchi
新富町

布小物、アクセサリー、ラタン
かご、帆布 Bag、パン雑貨

21 nico
鹿児島県鹿児島市

ハンドメイドアクセサリー

22 fuyo & Pe*echo
鹿児島県薩摩川内市

fuyo：木工、小物、雑貨
pe*echo：布小物、プラバン、
雑貨

23 yotiyoti moon ＆ Sugar babe
都城市

革、バッグ、財布、小物、ガラス、
布花

24 Lily
鹿児島県日置市

ハンドメイドアクセサリー

25 Nia
福岡県福岡市

真鍮や天然石を使ったアクセ
サリー、ドライフラワーを使っ
たアロマワックスバー、スワッ
グ、リース

26 MILL
鹿児島県鹿児島市

リメイクヨーロッパ古着、
ハンドメイドアクセサリー、
ハンドメイドレザーアイテム 

27 owl
都城市

アクセサリー ( ピアス、イヤリ
ング、ヘアアクセサリー )
こども服、布小物、幼児服

28 アート・フクドメ
宮崎市

木工家具、木工雑貨、資材

29 Tommy Company
愛媛県松山市

木工、布小物、
多肉植物寄せ植え

30 toujours jardin,fukitei
広島県庄原市

植物（観葉、エアープランツ、多
肉）、アレンジ、ガーデン雑貨

31 muu.
宮崎市

布花アクセサリー、フェイク
フードアクセサリー、どうぶつ
ポンポン等

32 森の木
都城市

アンティーク・ヴィンテージボタン
を使ったアクセサリー、樹脂イヤ
リング、ピアス、手縫いヘアゴム、
プラバン、ハーバリウム、DOLL
チャーム、ブローチ、タッセル

33 FLANNEL
鹿児島県鹿児島市

フラワーアレンジ（プリザドライ、流
木、エアープランシ等）、羊毛小
物、アクセサリー、布小物、レ
ザー、ワークショップ（デコデザイン、
ジオラマ）、仕入れ雑貨（びん、資材）

34 walnut
熊本県熊本市

韓国こども服、ハンドメイドア
クセサリー

35 JUICHI TAG and to.mo.ma.ma
三股町

革小物、アクセサリー、雑貨

36 ViVi
鹿児島県曽於市

ピアス、イヤリング、ネックレ
ス、ワイヤーネックレス、ブレス
レット、パワーストーンブレス
レット、ヘアゴム、トートバッ
グ、ポーチ

37 Re-glass
熊本県熊本市

空ビンを再利用してたグラス
やランプジェイド、花瓶

38 KILIG
宮崎市

素材にこだわったこども服・
大人服、ビーズアクセサリー、
手編みでカゴから作るラタン
（藤）のバッグ、型紙からこだ
わった帽子・バッグ

39 ACCHORI
鹿児島県霧島市

ハンドメイドアクセサリー、
ファッション小物 ( ピアス、イ
ヤリング、ネックレス、バレッ
タ、バッグ等 )

40 un petit peu...
都城市

生活雑貨

ハンドメイドブース

飲食ブース

移動販売車

神
柱ピ
クニック2018 出店ブース

今年も100を超えるハンドメイドを中心としたブースが登場!!
ハンドメイド作品はもちろんのこと、ヴィンテージやお花屋さんも多く出店！お気に入りを探してね。

そして今年も九州各地からフード・ドリンク・スイーツのお店が大集合!!
地元で人気のあの味、初めての味など、新しい発見もぜひぜひ楽しんで下さい。

※食べ終わったゴミは、購入店舗にお戻し下さい。
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49 accessory.kay
日南市

ピアス、イヤリング、
ヘアアクセ

50 tutu*
都城市

ドライフラワー、プリザーブド
フラワーを使ったリース・ブー
ケ・スワッグ・アレンジ、インテリ
ア花雑貨、小分け資材、オリジ
ナルウエディングブーケ・花冠

51 Largent
都城市

ハンドメイドアクセサリー

52 10inaBed
大分県大分市

ハンドメイドのお洋服(大人 
女性)、陶芸カップブローチ、
プリザーブドフラワーアレン
ジ、編みビーズアクセサリー

45 restyle
都城市

生活雑貨、ハンドメイドアクセ
サリー、布小物、洋服、
ドライフラワー

46 糸鋸工房ジョイクラフト
大分県大分市

木製アクセサリー（ペンダン
ト、ブローチ)、
木製コースター

47 Welina
鹿児島県鹿児島市

ヴィンテージボタンやアン
ティークのレースを使ったア
クセサリーやヘア小物

48 Antique Cocoa
高知県幡多郡大月

国内外古道具、雑貨

41 letamps
宮崎市

ドライフラワー、ドライの花束、
アンティーク額、
ボタニカルキャンドル

42 sonic leathers
大分県臼杵市

革製品

43 yh2
日南市

アクセサリー、布小物、
Kidsもの

44 やましたさん。
都城市

布小物、革小物、
アクセサリー

53 ジュー子
鹿児島県肝属郡東串良町
帆布のバッグ

54 Arvo
鹿児島県鹿児島市

バッグ、ポーチ、トートバッ
グ、ヘアアクセサリー、アクセ
サリー、キッズ小物、消しゴム
ハンコ、ハーバリウム、サン
キャッチャー

55 Freem
鹿児島県鹿児島市

革小物（財布、バッグ、
iPhoneケース、その他小物）

56 LSL
えびの市

ヘアバンド、淡水パール×
14kgf・silver925、コットン
パールのアクセサリー

57 Anir..
都城市

スワロフスキーやパールを
使ったアクセサリー（ピアス、
イヤリング、リング、ネックレ
ス、ブレスレット、ブローチ
等）、大ぶりのアクセサリー

58 ari
宮崎市

アクセサリー（レジン、ヴィンテー
ジボタン等使用した、ピアスやイ
ヤリング、イヤーカフ、チョーカー、
ヘアゴム等）、ウッドバーニング法
での木製食器やウエルカムボード

59 renon*＆Lucky
宮崎市

renon*：ピアス、ネックレス、
バレッタ、ながの園芸のラナ
ンキュラス　Lucky：おしりふ
き入れポーチ、ティッシュBox
ケース、がま口等の布小物

60 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、ワイ
ヤー雑貨、編み物、洋服）

61 mimi33
福岡県大川市

布小物（ヘアーターバン、キーホル
ダー、バッグ）こども服、帽子（か
ぎあみで作成したもの）ベビース
タイ、リメイクスリッポン、ヘアア
クセサリー、リメイクサンダル

62 Hand made Shop WELINA
都城市

ハンドメイドアクセサリー、ネ
クタイピン、ラペルピン

63 offa LIVING
都城市

ファッション雑貨、
アクセサリー、
インテリア雑貨

64 ADORE
都城市

ハンドメイドアクセサリー

quiet.
古道具

真鍮アクセサリー

KAGOSHIMA

65 quiet.
鹿児島県鹿児島市

真鍮アクセサリー、ヴィンテー
ジ生地を使ったバッグや小物

66 nico＆mijinko
宮崎市

nico：エスニックウェアを中
心とした衣類、アクセサリー、
シューズ、小物　mijinko：空
想の微生物を表現したアート
＆アクセサリー作品

67 もくもく工房☆K
宮崎市

木工、木工雑貨、布小物、
革小物

68 &moze
鹿児島県鹿児島市

ヴィンテージボタンやチョコ
ビーズを使ったアンティーク
感あふれるアクセサリー、
ヘアアクセサリー

69 Laugh＆Be Lucky
長崎県西彼杵郡長与町

国産ヌメ革を使った革製品、
倉敷帆布を使った帆布Bag

70 Meipan
宮崎市

ガバっとガマ口バッグ、バッグ
類、ヴィンテージデニムリメイ
ク（小物～バッグ）、チュニッ
クワンピース、アクセサリー

71 里見広子写真事務所
都城市

写真・アルバムの展示、
ミニ撮影会

72 Wink
都城市

ハンドメイドアクセサリー、
ヴィンテージのファッション
雑貨、
インテリア雑貨、こども服等

73 mint & Blne Rose
鹿児島県霧島市

アクセサリー、ヘアアクセサ
リー、ハーバリウム、ドライフ
ラワー、プリザーブドフラワー
のアレンジ、革(小物、バッグ)

74 tsukuru
延岡市

革小物、アクセサリー、木工、
布小物、洋服、編み物、陶器、
雑貨、キャンドル、資材

75 Mayugarden
都城市

リバティプリントと革をコラボ
したバッグ・がま口・財布、革
小物（バッグ・キーホルダー・
アクセサリー）、竹製品（お弁
当箱・普段使いのザル）

76 nosh
鹿児島県姶良市

粘土や羊毛フェルトで作ったブ
ローチ、押し花やドライフラ
ワーを使ったアクセサリー、オ
リジナルイラストを使ったトー
トバッグ・スマホケース等の雑貨

77 -zakka- cocoroco*
都城市

kids服、Kids小物、雑貨、
アクセサリー等

78 Chika Chamin
都城市

雑貨、バッグ、ポーチ、
ターバン、帽子、ピアス、
イヤリング等

79 SAK shop
都城市

ハンドメイドアクセサリー(ピ
アス、イヤリング、ネックレス、
リング)、ヘアアクセサリー

80 PETIT CURRENT
宮崎市

かぐらやロール、猫ブロー
チ、絵、人形、洋服、スマテリ
アバック、カフェプチガトーオ
リジナルトート

81 Fuku・・・ 
宮崎市

多肉植物、ガーデニング雑貨

82 ｔｏｎｍｉ
鹿児島県鹿児島市

リネン、ダブルガーゼ、
コットンの大人服

83 だいずとおくら
高千穂町

つまみ細工の髪飾り、アクセ
サリー等、ぬいぐるみ、布小
物、えりもの

84 Brocante & Mercerie Annie
都城市

ハンドメイド資材、
オリジナル製品

85 plus+cafe　一花
都城市

雑貨、ハンドメイド作品、
おもちゃ

86 yamanecoya
鹿児島県鹿児島市

yamanecoya：フラワー雑貨
(リース、スワッグ、etc)　布小
物(ヘヤアクセ)、こどもリメイ
ク服
nano：メルちゃんのお洋服

87 HC.atelier e2shii
三股町

革小物、布小物、皮×布テシゴ
ト品、アンティークボタンや
パールなどを使った、アクセサ
リー、レトロ雑貨、サビ雑貨、
junk品、人気作家様の委託品

88 soap＆cosmetic garden milimili
都城市

化粧石けん、キッチンソープ
（台所用、食器用石けん）、
ドッグソープ（犬用石けん）、
みつろうクリーム、リップク
リーム
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97 Bon Yalis 
綾町

98 HANANOYAhandmade×
quiche cafe

鹿児島県志布志市
99 修行咖哩

熊本県合志市
100 ボンジュール酒店（中町ワイン食堂）

都城市

93 浅井万十店 
都城市

94 ひぐま食堂
 熊本県阿蘇市

95 スタジヲ もみの木
鹿児島県霧島市

96 HINODE COFFEE STAND
串間市

89 tanikubatake
高鍋町

90 SONNE
都城市

91 bijou
山口県山口市

92 ちょび蔵
宮崎市

101 アンクルバーム
鹿児島県霧島市

バームクーヘン、バームサン
デー、フルーツかき氷

102 Bakery NOA
鹿児島県曽於市

都城産小麦を使用したハード
系のパン各種（香り食パン・ク
ルミ食パン、etc）

103 カリー専門店トプカ
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

104 しずく屋
熊本県玉名郡南関町

小籠包、いきなり団子、大籠
包、ジュース、玩具

105 畑 pan
鹿児島県鹿屋市

(畑pan)天然酵母パン、天然酵母の焼き
菓子、無農薬米、無農薬野菜等　ホット
サンド、スープ　(口福楼)中華料理全般 
肉まん、中華お粥、しゅうまい、ごま団
子、飲み物コーラ等　麻婆丼等

106 Ponchice
宮崎市

ヴィーガマフィン、
季節の羊羹、果実シロップ、
珈琲

たこやき まさやん
日向市

たこやき

108 あんにょん　-Annyon-
都城市

プルコギサンド、インジョルシ
トースト、HOTコーヒー、
ゆず茶

109 cafe de 杜
都城市

奄美鶏飯、焼き菓子

110 浜秀
福岡県福岡市

玉ねぎドレッシング、だしポン
酢、ハリハリ漬、しそ佃煮、
ちらし寿司、地鶏おこわ

111 侍DINING 
都城市

手羽先の唐揚げ名古屋風、天
下御免の鶏の唐揚げ

112 かんかん屋
日向市

からあげ、ポテトフライ、
グリーンカレー、チャーシュー
丼、鶏雑炊

113 cafe TinkTink
延岡市

米粉パスタ、豊後・玄米ポン
煎、鶏の米粉唐揚げ、オーガ
ニックコーヒー

114 北海道ザンギ 神島屋
小林市

小樽ザンギ、塩ザンギ、味噌
ザンギ、フライドポテト、夕張
メロンスカッシュ、ハスカップ
スカッシュ、リボンナポリン
（北海道限定品）

115 麺処みなみ
宮崎市

ラーメン、ギョウザ、おにぎり

116 Jah Kebab
鹿児島県鹿児島市

ケバブサンド

117 CREAM+ちょいかふぇ
都城市

クレープ、コーヒー、エスプ
レッソ系ドリンク、ソフトドリ
ンク、ホットタピオカ、シフォ
ンケーキ

118 cafe bar かぼちゃのたね
鹿児島県鹿屋市

からあげグランプリ連続金賞
受賞特製からあげ　バラエ
ティー部門金賞受賞ツケから
あげ　かぼちゃのからあげ

119 エジプト料理アッシャムス
都城市

肉、魚、卵、乳製品、白砂糖不
使用ヴィーガン、エジプト料
理、ヴィーガンスイーツ、
ヘンプと天然石のサンキャッ
チャー

チキン南パン屋
都城市

チキン南パン 

121 ダブルカフェ
宮崎市

ダブルオリジナルハンバー
ガー、ホットジンジャー、フラ
イドポテト、フライドチキン

122 夢みるくCocona
都城市

ソフトクリーム、コーヒー牛乳
ラテ、カフェラテ、フラッペ、
パフェ（チョコ、キャラメル、
いちご）、限定メニュー（季節
のいちごスペシャル）

123 Good cheer Life cafe
都城市

丼もの（オムライス・ポーク・
ロコモコ）
サンドイッチ、ハンバーガー、
コーヒー

124 はちみつマルシェ
福岡県福岡市

はちみつとはちみつドリンク
とはちみつ関連商品、
はちみつマルシェセレクトの
雑貨小物

125 ケーキの店　Taiki
都城市

ちーずまんじゅう、
チーズケーキ、シフォンケーキ

126 シフォンケーキのお店 fufu chiffon
都城市

シフォンケーキ

127 備長炭焙煎 中村珈琲
三股町

ホットコーヒー、オーガニック
ホットレモン、
コーヒー豆、焼き菓子

128 宮元商店
都城市

若鶏からあげ、
若鶏手羽からあげ

129 Bakery Kitchen SAKURA
都城市

パン各種、Hot Dog、スープ

130 ㈱しんやのだんご
都城市

だんご、焼きそば

131 pods
都城市

エスプレッソ系コーヒー、キャ
ラメルポップコーン、ベーグル
プレスサンド、レトロ・アン
ティーク家具、雑貨、ハンドメ
イド資材（レトロ系）

132 かけだれからあげカラチキ！
鹿児島県鹿児島市

からあげ、とりめし、
中華ちまき、鶏天うどん、地
鶏の炭火焼き、ドリンク各種

133 浜たこ
宮崎市

ゆず塩たこ焼（東米良産）、
たこ焼、ラスポテト

134 本家宮崎肉巻き
都城市

ホルモン焼うどん、ラウンド
ソーセージ、肉巻きおにぎり

135 スマイルハッピーフード
宮崎市

トルネードポテト 

136 神柱ピクニック2019
都城市神柱公園

2010年に始まった神柱ピク
ニックも、いよいよ10回目。
10回目となる「神柱ピクニッ
ク2019」では新しい事にチャ
レンジします！

多肉植物寄せ植え体験、植物
（花、多肉植物、観葉植物 等）、
インテリア雑貨（ハーバリウ
ム他）

季節の雑貨 ガ ー デ ニング 雑 貨、アン
ティーク小さめな家具、ドライ
フラワー、古着等

手びねり陶芸(アクセサリー、
器、多肉草等)、布小物(がま
口、バッグ、ポーチ等)、編み
物(モチーフアクセサリー、小
物等)

和菓子（花つまみ）、焼菓子
（和かろん等）

魚肉てんぷら、焼だんご 豆乳チャイ・オートミールクッ
キー・チョコナッツクッキー。
アップルパイ・にんじんケー
キ・チョコとオレンジのパウン
ドケーキ。ヘンプスコーンなど

コーヒー飲料、焼き菓子

有機野菜の赤シチュー、有機
野菜の白シチュー、黒糖豆乳
チャイ、シンジャーシロップ、
有機カフェインレスコーヒー

ハンドメイド雑貨（アクセサ
リー、布小物、木工）
キッシュ デザートキッシュ クリー
ムぜんざい（ホット・アイス）豆乳
リゾット 豆乳パスタ（ペンネ）

オリジナルスパイスカレー サンドイッチ、飲み物

120
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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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方
面
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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

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。 0120-29-2377

飲
酒
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か
ら
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飲
酒
は
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を
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2504 3
tel.0986-39-1004

http://w-house-igokochi.com

 restyle

Hand made shop

W E L I N A

〒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

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　0986-39-3828www.instagram.com/m_s73922/

MY PLACE♪MY PLEASURE

MIYAZAKI
ま い ぷ れ 宮崎

PETIT CURRENT
プチカレン

宮崎の流行をここから発信！
レアアイテムが集まるお店!

The Print Makes information Beautiful.

手包みの小籠包といきなり団子

熊本県玉名郡南関町小原886の1
TEL 090 - 9472 - 2530

検索しずく屋

神
柱ピ
クニック2018

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



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

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

都城市松元町 9街区 9号
TEL 0986-25-8422

㈱しんやのだんご

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1F　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

都城志比田町店
セブンイレブン

〒885-0093
宮崎県都城市志比田町11092-1

近くて便利

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

都城中めがね店 様 ・ ㈱にしかわ 様

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

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）

都城市下川東 3丁目2号 5番地
TEL 0986-25-9759 / FAX 0986-51-9755

tonmi
ビューティーサロンともみ でも

販売しています

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

毎日メディアサービス

宮崎県都城市早水町20-2

都城西
都原店

株式会社 コヅ マ
都 原 店　都城市都原町7601番地

TEL（0986）22-8855㈹
中古車部　都城市神之山町2034-1

TEL（0986）38-5600

㈱セキュリティサービス
どこにも負けない巡回システムサービス、
メンテナンスで大変喜ばれています。

〒885-0086 宮崎県都城市久保原町33-21
TEL 0986-26-3156　FAX 0986-26-3157
HP http://www.security-s.jp
Mail info@security-s.jp

宮崎県都城市中町 街区 号
㈹0986-26-0001
0986-23-0922

株式会社

SONNE

リコージャパン株式会社
都城営業所

〒885-0004 都城市都北町6410-1
Tel:050-3534-4830

ダブルカフェ、浜秀、昭栄堂、cafe de 杜
cafe TinkTink、ひぐま食堂、侍 DINING
シフォンケーキのお店　fufu　chiffon
CREAM+ちょいかふぇ、アート・フクドメ

ケーキの店　Taiki、アンクルバーム、mint & Blne Rose、ジュー子、renon*＆Lucky、Tommy Company
Arvo、ViVi ハンドメイド雑貨、HINODE COFFEE STAND、もくもく工房☆K、宮元商店、中川冠葬社
瀬戸口石材、株式会社シマダ防災設備、有限会社丸山自動車、日新商会

中山荘
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
1.28.sun

WEDDING GUEST HOUSE

［ルーチェ］

ホテル

明日の安心・安全と地域の幸せを願って
消防用設備の設計、施工、保守点検 ・ 電気設備工事

(株)ヤマトボーデン
代表取締役会長　 坂元耕三
代表取締役社長　 内倉信一

本　社  〒885-0042　都城市上長飯町５７号２番地
TEL 0986-22-0640　FAX 0986-25-3080
宮崎店  〒880-0926　宮崎市月見ヶ丘7丁目7－16
TEL 0985-51-0707　FAX 0985-51-0102

都城中めがね店
TEL 0986-22-1310
nakamegane.com

都城市牟田町１５－１６

金光教都城教会

こ ん こ う きょう

浜たこ

quiet.
古道具

真鍮アクセサリー

KAGOSHIMA

Freem

〒891-0206 鹿児島市喜入生見町2843-1
☎ 090-2717-9740

都城ビルサービス株式会社
いつも快適な環境をあなたに

0986－22－2479
都城市下川東
1丁目6-5 -2

入園グッズ・アクセサリー
〒880-0841 宮崎市江平1-1-1

☎0985（26）3538
〒880-0841 宮崎市江平1-1-1

☎0985（26）3538

雑貨

ちゅら

KokottoMomo

宮崎 白水舎乳牛のおいしいソフトクリーム専門のお店
都城市山之口町花木2061-4 電話 0986-57-2160

夢みるくCocona

山崎鉱油
宮崎県都城市

志比田町5835番地6
0986-23-1180

お気に入りの住空間をバーチャルで体感

VＲスタジオ 〒885-0072 宮崎県都城市上町17街区2号
TEL 0986-36-7607　FAX 0986-36-7602
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?
回答欄

右の案内図をヒントに、会場内５カ所にある
クイズボードを回るのだ！それぞれの答えを回答欄に
書き込んで本部横の特設ブースにきてくれ！

presented by

神 柱 ピ ク ニ ッ ク

5問全問正解したら、都城、そして全国各地で
愛される「ヨーグルッペ」をプレゼント！

昭和60年に誕生してから現在まで
全国各地で愛されているヨーグルッペ。
なんと、今をときめくあの超人気監督の映画にも出演！
その美味しさと人気の秘密を探っちゃおう！

ヨーグルッペの愛される秘密

本部

※パンフレットを複数お持ちいただいても、お一人様、一本となります。
※ヨーグルッペは1000本ご用意しています。
　なくなり次第イベント終了となります。

第１問 第２問 第３問 第４問 第５問

クイズボード案内図

http://www.dairy-milk.co.jp/yoghurppe/index.html

株式会社『きになる』
イエステーションです。

＝

『不動産売買専門店』です。

＝

きになるときは
まで0986-36-6703

・・・・
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