
第６回 桜の山の春の市 出店店舗配置図

４月１１日（土）

桜の山の春の市 出店者リスト （４月１１日 土曜日）

Ｎｏ． 店 舗 の 名 称 商    品    名

1 いすみを元気に＋多娯作 炙り干物、蛸飯弁当、ソフトクリーム

2 こなや ﾎﾟｯﾌﾟｺｰﾝ、いちご大福

3 ケバブ☆ジャパン ケバブサンド、ケバブラップ

4 大衆肉料理 悠久 串焼き、モツ煮込み、飲み物

5 炭火焼き鳥 縁屋 焼き鳥

6 あんにょん キムチ、チヂミ、トックポッキ

7 長生ぐるめネットワーク 焼き菓子、さくらもち、赤飯

8 タピお花屋 タピオカドリンク、雑貨

9 ジャストウェーブ クリクラ京葉 ボトルウォーター

10 R-WORK-STUDIO T シャツプリント体験

11 カクテルバー SunBridge ドリンク類、フレーバー綿あめ

12 コーヒーくろねこ舎 コーヒー

13 黒船 ＆香 & Pua スイーツ、焼き菓子、雑貨

14 ＪＡ長生農産物直売所 地元産農産物、ほか

15 ＪＡ長生農産物直売所 地元産農産物、ほか



16 コープみらい コープ商品プレゼント

17 コープみらい コープ商品プレゼント

18 なのはな生協 千葉県産無農薬野菜

19 あしたの国農園 玄米、白米

20 ウィズダム・ハート オーガニック野菜、ヨガ体験

21 長谷川農園 鉢花、花苗

22 アトリエ キリン トールペイント、布小物

23 KURUMIYU 手作り雑貨

24 みっちゃん 手作り雑貨

25 なのはな鍼灸院 はり・きゅう施術、お灸類販売

26 ポーセラーツきらら 手作り小物、ワンちゃん服

27 Handicraft KURONEKO 手作りワイヤーアクセサリー

28 Moonchild 木とフェルトボールのアクセサリー

29 まるっこのお店 アクセサリー、羊毛フェルトのワークショップ

30 アロマ＆ハーバルライフ Majorana アロマ&ハーブクラフト体験ワークショップ

31 Craft haru & Lapule エコクラフト雑貨、ワークショップ

32 福屋工房 レザークラフト、ビーズ細工

33 楽窯会 陶芸品

34 GALLERY こん太 絵画、イラスト

35 アトリエひとつ ポストカード、エコバック、手ぬぐい

36 大河原 博人 皿うどん

37 スタジオクローヴ 本納はるまき

38 本部席

39 ＰＡ音響席

40 あそび隊 お子様向けのゲーム遊び

41 あそび隊 お子様向けのゲーム遊び

42 Ambox スラックライン



４月１２日（日）

桜の山の春の市 出店者リスト （４月１２日 日曜日）

Ｎｏ． 店 舗 の 名 称 商    品    名

1 こなや ﾎﾟｯﾌﾟｺｰﾝ、いちご大福

2 ケバブ☆ジャパン ケバブサンド、ケバブラップ

3 大衆肉料理 悠久 串焼き、モツ煮込み、飲み物

4 炭火焼き鳥 縁屋 焼き鳥

5 あんにょん キムチ、チヂミ、トックポッキ

6 長生ぐるめネットワーク 焼き菓子、さくらもち、赤飯

7 タピお花屋 タピオカドリンク、雑貨

8 ジャストウェーブ クリクラ京葉 ボトルウォーター

9 R-WORK-STUDIO T シャツプリント体験

10 カクテルバー SunBridge ドリンク類、フレーバー綿あめ

11 カフェ縁 ga 環 もちつき体験、もち販売

12 Sweet＆Peace×Lacota タコライス、ハーブティー、雑貨

13 ラ・シュ・シュ シフォンケーキ、クッキー

14 明うらら（はるうらら） スムージー、カシスジュース

15 なのはな生協 千葉県産無農薬野菜

16 ウィズダム・ハート オーガニック野菜、ヨガ体験

17 あしたの国農園 玄米、白米

18 アトリエ キリン トールペイント、布小物



19 みっちゃん 手作り雑貨

20 ポーセラーツきらら 手作り小物、ワンちゃん服

21 MOANA-feel the nature 貝殻のハンドメイドアクセサリー

22 RAINBOW BEACH 貝殻のハンドメイドアクセサリー

23 工房どんぐり 手作り置物

24 Handicraft KURONEKO 手作りワイヤーアクセサリー

25 アロマ＆ハーバルライフ Majorana アロマ&ハーブクラフト体験ワークショップ

26 Pine door オリジナル手作りアクセサリー

27 GALLERY こん太 絵画、イラスト

28 風和里 パステルアートのワークショップ

29 Craft haru & Lapule エコクラフト雑貨、ワークショップ

30 楽窯会 陶芸品

31 フットケアサロン HINATA リフレクソロジー、つま先のトラブル相談

32 カイロプラクティック ミント 手技療法

33 cuore×nico 耳つぼジュエリー施術、手作り雑貨

34 ヘルスケアのＨ＆Ｂ＋ネココロ 整体施術、オーガニック焼き菓子

35 ホーイスカウト茂原第２団 活動ＰＲ

36 あそび隊 お子様向けのゲーム遊び

37 あそび隊 お子様向けのゲーム遊び

38 コープみらい コープ商品プレゼント

39 コープみらい コープ商品プレゼント

40 大河原 博人 皿うどん

41 スタジオクローヴ 本納はるまき

42 本部席

43 ＰＡ音響席

44 Neo Japanesque 日本酒、抹茶、デコアートワークショップ

45 Ambox スラックライン



タイム・スケジュール

時  間
内      容

備   考
物  販 アトラクション

７：００

８：００

１０：００

１６：００

１７：００

１８：００

スタッフ集合

会場設営

出店者準備開始

～１０：００まで

販売開始

販売終了・テント撤収

公園清掃（３０分間）

出店者解散

主催スタッフ解散

音響機器設置開始

～１０：００まで

ライブ演奏開始

演奏終了・ＰＡ撤収

音響スタッフ解散


