Handmade and Local Food

FIKA

日々の仕事の手を休め、
おしゃべりしたり
休憩するために集うこと

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!!

5.12 SAT -13 SUN

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

主催／会場：58ロハスクラブ
（旧58ゴルフクラブ）
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
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天然酵母
石窯
手作りパン

"COFFEE" & "BREAD"
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

5.12 SAT -13 SUN

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

5.12 SAT -13 SUN 【 両日出店 】
●あおい器＆田舎料理 陶知庵

●紀代衛門の革工房

●Takahara Candle

●ベリーガーデン

●あとりえリーリ

●ぐーちょきぱん屋

●鉄板居酒屋白うさぎ

●宝石さがしトレジャーハンター (小倉産業)

●GLAZEE DONUT

●トリトン

●月都輝夜

●鶏やす

●kos

●HAYAKIKAZEcafe

●アトリエFUJI

●アニキのもんじゃやきそば
●Anello

●あろまゆ

●＆GARDEN

●犬の首輪とリード しあわせカラー

●クイック整体 整え屋

●たこやき はすだこ

●クレープ チョイス

●トシノコーヒー

●KEI＊KEI

●Dream wing Leather craft

●工房哲

●インドアジアン料理マハール宇都宮
●WALK EATER

●珈琲司ゆだ屋

●栄匠(EISHO)

●自家焙煎珈琲 コトリ

●温活cafe cocolo

●自家焙煎珈琲 豆助

●かえるや

●ししゅうkabu

●cache-cache

●shaaapu雑貨店

●かねふじ

●Joy Kitchen

●Café ＆ Shot Bar Reversi

●鍼灸・指圧・ヒーリング

●カフェバスいろは

●HAPPINESS/那由他

●kaben

●SWEETS BLISS

●きのき〜kinoki pottery〜

−台湾かき氷とスイーツのお店−

●ギャラリーいにしえ

●September99

5.12 SAT 【 出店 】

●BELL COFFEE ROASTERS
●ほーぷ

●nilon

●Poko's AROMA TIME

●ほたるの里の食彩処 思源
●まじめな蜂蜜

●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

●hand craft＊ﬂeuri

●豆猫

●Pan de Smile

●銘木 石川商店

●ひなたぼっこ

●yokochalkart工房

●58ロハスキッチン

●ランバミル＆くれよんきっず

●58ロハスファーム

●Remix

●Forest

●Look＆Kei

●ふくら

●ル・レーヴ

●フスフレーゲmahalo

●レザークラフトF工房

●ブミ虫

●レザーワークス チョッパー

●ブルーベルベット
●berry

5.13 SUN 【 出店 】

●INUYA-Tiksh

●バールLUNA

●Ichico

●竹かご・竹小物 石毛みほ

●お菓子工房エータロー

●French Coﬀee Fanclub

●und kaﬀee

●NICE CORNET

●うさぽんのお店

●ファーマーズみらい

●カイロプラクティック リボーンズ

●Frozen fruit けずりん

●casita〜小さなお家〜

●HOMEMADE-MOM'S

●㈱和氣ふぁーむ

●マダムきのこ

●気まぐれマルシェ

●まめつぶはうす

●小時飯屋

●miel

●こすもす

●麦ぼうし

●こまもの屋

●Maple Leaf Café

●SHIZU ごぶりん。

●木れんが

●ステンドグラスKyonKyon

●Relaxation Room CERAH

●smile farm kitchen
●多肉植物・布小物
●TΦK

●蓮花

黒猫屋

●WOOD WORK KAZU
●A&R'sワン工房

猫の手

●Natural an＊bi＊tious

●Mʼ

●nico coﬀee beans

●M's KITCHEN

●Nikko Bagel

●Oﬀrir

●なかがわアンテナショップ 里の香
●clover＊小さなお菓子のお店＊

●黒鉄工業 with Gnomes Factory
●koumeya candle
●雑貨屋 yuﬀ

●しあわせドッグちゃん
●しいたけ屋テトテ

●自然酵母パンowl's nest
●SUGAR ART NIINA

●那須珈琲 café La Détente

●手しごと工房

●にゃんとにゃく Kitchen
●ハニーサックル

●Parlour tochigi
●blue-moon

●真岡珈琲 ソワカフェ
●MON FAVORI

●yumimicandle&M＊style
●萬堂本舗

●ワイズベリー

DOG RUN 無料開放 !!
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矢板IC
大谷津歩道橋
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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

