
出店名 代表者 形態 場所 取扱商品 住所

1 ① 手づくりプリン専門店かじはら 梶原　大輔 ブース 体育館 手づくりのプリン 姶良市東餅田

2 ② Onjo　製作所 毛利　彩 ブース 体育館
おじさんをモチーフとしたお人形

キーホルダーの販売
姶良市平松

3 ③ 工房　KAGAYAKI　輝 東　清輝 ブース 体育館 手作り木工品 姶良市平松

4 ④ 夢美屋 永山　早苗 ブース 体育館
デニム・着物リメイク・布小物

レザー小物・バック類
薩摩川内市若松町

5 ⑤ ほぐし屋さん　マキマキ 國分　真希 ブース 体育館
黒糖ピーナッツ「くろっぴー」黒砂糖などの物販

リフレクソロジーなどのほぐし
鹿児島市三和町

6 ⑥ あしつぼ　タイ古式の店　シン甲斐　真代 ブース 体育館

施術（タイ古式ボディケア トークセン、ハーバル・オ

ン・トン・セラピー、ヘッド、フット、ハンドケア、☆紅

茶、お茶などのパック販売有

鹿児島市下伊敷

7 ⑦ 手づくり工房　かど 角　嘉昭 ブース 体育館
手づくり木工品　スツール、郵便ポスト、スパイス

ラック、飾り棚等
姶良市西餠田

8 ⑧ 手品の城　ムーゲン 桑山　修一 ブース 体育館 マジックグッズの実演販売 姶良市西姶良

9 ⑨ 紅窯 川原　義昭 ブース 体育館 陶器 姶良市池島町

10 ⑩ てぃらてぃら工房 前平　章太 ブース 体育館

樹脂を用いた小物全般

キーホルダー・壁掛け時計・コースター・アート作品・

諸々

鹿児島市岡之原町

11 ⑪ 友の風 梶尾 トモ子 ブース 体育館
ハンドメイド

布小物、バックなど
鹿児島市中山

12 ⑫ ギャラリー花木蘭（れいめい窯） 八田　麗子 ブース 体育館 陶器・着物リメイ・布こもの 霧島市隼人町松永

13 ⑬ Aj. 鰺坂　智美 ブース 体育館

アクセサリー全般

ピアス、イヤリング、ブレスレット、メガネチェー

ン

鹿児島市上福元町

14 ⑭ cherry blossom 田之上　裕美子 ブース 体育館 ハンドメイドアクセサリーと雑貨 鹿児島市紫原

15 ⑮ ゆくさ佐保姫 有馬 より子 ブース 体育館
大島紬のヘアーアクセサリー・巾着袋・多肉植物寄

せ植え・アロマ雑貨
鹿児島市牟礼岡

16 ⑯ Ao candle creation 寺園　静代 ブース 体育館
・ボタニカルキャンドル・パロサント

・ジェルキャンドル・アロマキャンドル
鹿児島市牟礼岡

17 ⑰ bobine 有馬 千賀子 ブース 体育館 ハンドメイド、布小物（ポーチ・バッグなど） 日置市伊集院町妙円寺

18 ⑱ Ｇ・Ｇサカス 山下　卓三 ブース 体育館 花鉢、かえる置物等々 霧島市福山町福山

19 ⑲ ２Ket 橋口 香代子 ブース 体育館
ハンドメイド布小物、バッグ類、レジンキーホルダー、リ

ボン小物、ヘアリボン、レジン小物など
鹿児島市錦江台

20 ⑳ ウッディ　クロス 石橋 千代美 ブース 体育館

木工品　額　イーゼル　ふみ台　糸立て　飾り棚

折りたたみテーブル　折りたたみイス　キッチンワゴン

他

薩摩川内市宮崎町

21 ㉑ chiccoino/S★tar 池田　志保 ブース 体育館 ハンドメイドのピアス・アクセサリー・小物など 姶良市平松



22 ㉒ handomadeK. 川口 さよみ ブース 体育館 がま口、がま口財布、他小物 鹿児島市坂之上

23 ㉓ ゆいの里 石原　清美 ブース 体育館
・黒にんにく・きびなごおいし和え

・にんじんふりかけ
姶良市加治木町木田

24 ㉔ らくてあ　らくてあ 黒江　恵美 ブース 体育館
錦江湾を中心とした生き物に関する商品

桜島産つばき油　等
姶良市平松

25 ㉕ mitette 白川　麻里 ブース 体育館
がま口ポーチ、めがねケース、マカロンポーチ、ピアス、

アクセサリー、ヘアバンド、布ポーチ、子ども服
姶良市西餠田

26 ① 本村農園 本村　裕 ブース 屋外 おこめん、米、干ししいたけ 姶良市蒲生町北

27 ② カフェ　らびゅう 齋藤　賢吾 ブース 屋外 ホットネード 姶良市蒲生町上久徳

28 ③ ちろす家 髙山 信一郎 ブース 屋外 焼きもち、ぜんざい 姶良市蒲生町久末

29 ④ 北山いちご一会 藤高　悟 ブース 屋外 いちご 姶良市平松

30 ⑤ コウエイファーム 濵田　俊太 ブース 屋外
ポテトフライ

さつまいもスティック
姶良市平松

31 ⑥ Mayu 松本　弘子 ブース 屋外 まゆたこ焼き・黒豚焼きそば・特産品かりんとう 姶良市蒲生町久末

32 ⑦ タストヴァン 大迫　淳二 ブース 屋外 おこわ、回転焼き 薩摩川内市平佐町

33 ⑧ (有)やまさき 山崎　司 ブース 屋外 焼きとり、コロコロ焼き 姶良市西餠田

34 ⑨ サクラカネヨ 松田　直之 ブース 屋外
しんこ団子、みたらし団子

醤油・ソース等調味料
姶良市加治木町新富町

35 ⑩ 赤ちょうちん真心 平山　等 ブース 屋外
焼き鳥、チューリップからあげ

黒豚のもつ煮込み
霧島市国分中央

36 ⑪ くま×くまちゃん 田代　周造 ブース 屋外 カキ氷、チーズハットク、串揚げ

37 ⑫ 姶良のアグリ　エムカラ 村田　昌平 ブース 屋外
・ギョーザ　・おにぎり弁当

・キクラゲ
姶良市永瀬

38 ⑬ わび助 柳　雄介 ブース 屋外 あご肉焼き 姶良市加治木町本町

39 ⑭ 坐膳 金丸　将也 ブース 屋外 座膳唐揚、牛スジカレー 姶良市池島町

40 ⑮ 田中かまぼこ店 田中　健太 ブース 屋外 ギョロッケ、薩摩揚げ詰め合わせ 姶良市加治木町港町

41 ⑯ 堂免堂 寶蔵　正昭 ブース 屋外 加治木まんじゅう 姶良市加治木町木田

42 ⑰ Ajidokoro　季菜 須内　康文 ブース 屋外 豚キムチ 姶良市平松

43 ⑱ 食楽　さくら 永仮　寛子 ブース 屋外 鶏飯 姶良市加治木町木田



44 ① Jah Kebab 深町　洋 キッチンカー 屋外
チキンケバブサンド

ドリンク
鹿児島市宇宿

45 ② O'bird 鳥越　紫帆 キッチンカー 屋外 わたあめ 鹿児島市西陵

46 ③ cafe glycine 藤岡　悠紀 キッチンカー 屋外 クレープ 姶良市西姶良

47 ④ Sky　Clear 津野　拓士 キッチンカー 屋外
ハワイアンランチボックス「モチコチキン弁当」、

レモネードwithバタフライピー
霧島市隼人町住吉

48 ⑤ キッチンカー26 二宮　英嗣 キッチンカー 屋外 フルーツサンド 霧島市国分広瀬

49 ⑥ 大楠亭 徳永　裕樹 キッチンカー 屋外 からあげ、弁当 姶良市蒲生町上久徳

50 ⑦ ママカラ美腸活 馬場　由香 キッチンカー 屋外
奄美の発酵鶏飯

薬膳スパイスカレー
霧島市溝辺町麓

51 ⑧ スマイルハッピーフード 菅田　幸司 キッチンカー 屋外 トルネードポテト 宮崎市江平東

52 ⑨ 茶句庭ながの 永野　浩幸 キッチンカー 屋外 ソフトクリーム・ドリンク・氷カフェ 姶良市蒲生町北

53 ⑩ オムライス　花咲かG 上村　卓継 キッチンカー 屋外 オムライス、ハニートースト、ドリンク 鹿児島市下福元町

54 ⑪ ラーメン宝島 田畑　学 キッチンカー 屋外 ラーメン 薩摩川内市上川内市

55 ⑫ avenir.cafe/くすの季食堂 松元　卓也 キッチンカー 屋外 うどん・そば、弁当、かつ丼・親子丼 姶良市西餠田


