Handmade and Local Food

GEZELLIG
愛する人や大好きな仲間と、幸せで楽しい
心あたたまる時間を過ごす
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後援：株式会社下野新聞社 株式会社とちぎテレビ 株式会社エフエム栃木 株式会社栃木放送
とちぎ朝日 株式会社足利銀行 株式会社栃木銀行 栃ナビ！ レジェンダリークラシッククラブ
協力：レジェンダリーホーム 下野タイムス スタジオオオハシ

「スイーツ」
＆
「いちご」
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主催／会場：58ロハスクラブ
（旧58ゴルフクラブ）
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10:00a.m. - 3:00p.m.
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4.28 SAT -29SUN
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ハンドメイドや地産地消がいっぱいのファイブエイトロハスマルシェ!!
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ボランティアスタッフ随時募集中!! 裏面連絡先までご連絡下さい

F IVE EIGHT L OHAS M A R CH E

SHOP LIST

4.28 SAT - 29SUN

10:00a.m. - 3:00p.m.

4.28 SAT - 29SUN【 両日出店 】
●アート工房すまいるてて
●アトリエFUJI
●Atelier Yumi
●あとりえリーリ
●あとり屋
●Ichico
●一心房珈琲
●犬の首輪とリード しあわせカラー
●インドアジアン料理マハール宇都宮
●WALK EATER
●栄匠
●Eight Cranes
●M-plus
●お菓子工房エータロー
●澳原いちご農園
●お食事処かくれん坊 真
●小野糀
●かえるや
●cache-cache
●かねふじ
●café miu
●窯焼きピッツァ ラナーヴェ
●ガレージ・ウーノ
●Kitchen hoshinowa
●ギャラリーいにしえ

●クイック整体 整え屋
●ぐーちょきぱん屋
●goodies
●craft unit kuzu＊kuzu
●GLAZEE DONUT
●幸寿司
●珈琲司ゆだ屋
●こまもの屋
●佐助(道の駅湧水の郷しおや)
●雑貨美術館
●GEBC craft
●自家焙煎珈琲 豆助
●ししゅうKabu
●SHIZU ごぶりん。
●shaaapu雑貨店
●ジャムおばさん
●jua ardhi
●sucre
●SWEETS BLISS
-台湾かき氷とスイーツのお店●数秘＆カラー＊mako＊
●Suzukiya・お菓子工房アトリエG
●高原林産企業組合
●chihiro
●チョイス クレープ専門店

4.28 SAT【 出店 】

●Daisy
●デイリーバッグのぬのばっぐ
●鉄Art工房Tetsujiro
●トリトン
●Nana Fleur
●Nina
●にゃんとにゃくKitchen
●バールLUNA
●Pastel Art Asli
●花工房ひまわり畑
●Pan de Smile
●hand craft＊ﬂeuri
●ヒロコ＆エリナ足つぼ
●58ロハスキッチン
●58ロハスファーム
●ファーマーズみらい
●フスフレーゲmahalo
●ブミ虫
●ブラジル料理 ダ ネイデ
●ブルーベルベット
●FROZEN FRUITけずりん
●berry
●ベリーガーデン
●ほーぷ
●PoKo's AROMA TIME

●Magooリバーシブル帽子
●町田さんちの漬物
●マックスビル・
那須高原ふくろうの森・伊藤正美
●豆猫
●mirins house
●麦ぼうし
●Maple Leaf Café
●森の音モダチ
●モンキーハンド
●やいたっぷるTV
●焼きそばキング
●焼肉ホルモン池上精肉店
●ＵGG宇都宮ゴールデンジェネレーションズ
●yumimicandle&M＊style
●よしかわ工房部・ゆずりは
●luana makana
●ル・レーヴ
●LOTUS handmade accessories
●611(わんにゃんchoker・迷子札)
●WAKANA工房
●わんにゃんおやつLove it
.

4.29SUN【 出店 】

●藍ベリー
●宇都宮大学KAKEHASEEDS
●A&R'sワン工房
●A&M works
●カイロプラクティックオプ
●古店・WAKUWAKU
●しあわせドッグちゃん
●誠書スマイルファクトリー
●September99
●Sense of wonderハンドメイド帽子
●daigoo.
●多肉植物・布小物 黒猫屋
●ちいさな雑貨やPolka nico
●チョークアートMILI
●てづくり工房もも

●Tomo
●Niet Rusten Konijn Candle
●虹色
●はんどめいどわんこ服be-shimai
●pow
●まだむきのことJベリー
●ランバ＆くれよん
●little bits
●little forest＆笑福
●ル・ジャルダン・ゴロワ
●Rooute35 sokorako
●和気精肉店
●㈱和氣ふぁーむ

●Anello
●Amu-megu41
●いちだん雑貨店
●菓子工房L'espoir
●casita〜小さなお家〜
●kashiya-Etoile
●カジルシファボリ
●カトル・ナフ
●ガラスビーズ＆チェインメイル em
●Kuku
●Couleur Meme
●clover＊小さなお菓子のお店＊
●こうさんのカレー屋さん
●＊CottonCandy＊
●studio LEGGO

●月の森 tuki-mori
●手しごと工房 猫の手
●Natura aﬀectus
●Peace of Peace
●ピザかまねこ
●ビストロ de CLICK
●美容整体サロン ラ リュミエール
●Flor Sonrisa
●ポレポレ
●merrow
●Lily The Witch
●RiN
●leather collection
●わんちゃんとナチュラリズム

DOG RUN 無料開放 !!
トヨタ
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ファイブエイトロハスマルシェ実行委員会 〒329-1572栃木県矢板市安沢2180

TEL.0287-41-0058

