
OTSU NA YOICHI

   「光の乙字ヶ滝」とのコ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン

8.202022
SAT

開催日時

小雨決行・荒天中止

OPEN16:00～CLOSE20:00

場所：乙字ヶ滝公園

主催：玉川村観光物産協会　後援：玉川村 ご来場のお客様へ
感染症拡大防止に
ご協力をお願いします。 マスクの着用 距離を保とう

夏の夜、幻想的で神秘的な空間に夏の思い出を彩る店舗が大集合!!

マルシェ開催
!!

おいしいお食事スイーツ

加工品や物産品ハンドメイド商品

スカイランタンの明かりが灯る空間に、夏の宵にぴったりなフード・ドリンクや農産物、ハンドメイド・クラフト作品が勢ぞろい。
1点もののハンドメイド・クラフト作品をお買い物していただけます。夏の一夜の思い出に、ぜひお越しください。
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M f lower

hohoemi
リボンヘアアクセサリー・雑貨

ボタニカルランタン

bouquet
レジンアクセサリー
つまみ細工・ベビー用品

玉川村商工会
商工会員の玉川村名物商品

Food   Truck   Kaito

メロンパン、ロングポテト

Land of  Dreams
デニムリメイク雑貨、倉敷帆布バッグ

ハンドメイドアクセサリー

atelier_meguru
ハンドメイドアクセサリー

キッズアクセサリー、ドライフラワー雑貨

yodge
yodgeオリジナルパンケーキ

アウトドア商品

桜会

生姜の効いた醤油ダレを
しっかり揉みこんだからあげ

ヤンニョムチキン

一閑張り、手工芸品

つむkitchen
やきとり、かき氷

ノンアルコールドリンク

SHIPPOKO!!2529
木工雑貨、リメイク鉢・缶
インテリア雑貨

ワークショップ、ドライフラワー
プリザーブドフラワー小物

G-works
ステンドグラス小物

道の駅たまかわこぶしの里
玉川村特産品、さるなしあんぱん

がんづき、プリン

あおいろ食堂

オリジナルカレー

やきとりともちゃん

ハンバーグ＆スパゲッティ ホットサンド タピオカ等デザートドリンク

J-DRYNOMOKKA
ドライフルーツジュース

ホットドッグ

レストラン独留馳 もみじcafe

出店店舗一覧



OTSU NA YOICHI

出店店舗一覧
ドライフラワー、プリ
ザーブドフラワーのイン
テリア小物やスワッグ、
リース、本物の花を使用
したレジンアクセサリー
やハーバリウムを販売。
子供から大人まで楽しめ
るワークショップも体験
できます♪

花束、スワッグ、アクセサリー、
WS「ミニドライフラワーアレンジ作り」

M flFlower

みんなが楽しめるアッ
トホームなハンドメイ
ドショップです。アク
セサリー、小物、バッ
グなど数多く取り揃え
ています。キッズのヘ
アゴムも人気♪気分が
あがるアクセサリー作
りを目指しています。

ハンドメイドアクセサリー
デニムリメイク雑貨、倉敷帆布バッグ

Land
  of  Dreams

キラキラと鮮やかな
ステンドグラス小物
たちを販売。シンプル
ですっきりしたデザ
インや可愛らしいカラ
フルなものまでテイスト
はいろいろ！

ステンドグラス小物

G-works

リボンヘアアクセサ
リー・雑貨、インド刺
繍リボン仕様チョー
カー等アクセサリー、
ボタニカルランタンな
どを販売します。ほと
んどの作品が一点もの、
オンリーワンな商品を
探しに来てください♪

アクセサリー、雑貨、ボタニカルランタン

hohoemiニコちゃんやオルテ
ガ柄を使った商品を
販売しています。ス
テンシルを施した木
工雑貨やリメイク缶、
鉢などデザインも
様々です♪インテリ
ア雑貨にいかがで
しょうか？

木工雑貨、リメイク鉢・缶、インテリア雑貨

SHIP
POKO!!2529

ハンドメイドアクセサ
リー、キッズアクセサ
リー、ドライフラワー
雑貨を販売します！ 
日常にそっと寄り添う
ように馴染む、日々に
ひとさじの彩りを添える
一品を販売しています♪

アクセサリー
キッズアクセサリー、ドライフラワー

atel
ier_meguru レジンやつまみ細工

のアクセサリーやベ
ビー用品の販売を行
なっています。日常
や特別な日に花を添
えられるような作品
を目指しています。
お手にとっていただ
けると嬉しいです。

レジンアクセサリー、つまみ細工、ベビー用品

bouquet

日常から離れ、忘れて
いた大切な何かを感じ
取る。そんな価値観が
共有できる人とコンテ
ン ツ が 集 ま る 場 所
yodge では、パンケー
キやアウトドア用品を
展示販売します！

パンケーキ、アウトドア用品の展示・販売

森の駅　yodge

生姜の効いた醤油ダレ
をしっかり揉み込んだ
ジューシーなからあげ
を提供しています。
にんにく不使用ですの
で学校やお仕事に影響
致しません！ぜひ、ご
賞味ください♪

生姜の効いた醤油ダレをしっかりと
揉みこんだからあげ・ヤンニョムチキン

あおいろ食堂

玉川村にある事業所か
ら、さまざまな商品を
ピックアップして販売
します！こだわりの商
品を、ぜひお楽しみく
ださい。
※変更となる場合があ
ります。

商工会員の玉川村名物商品

玉川村商工会玉川村特産品さるなし
で出来たシリーズはも
ちろん、各種加工品を
販売します。新商品の
さるなしあんぱんや、
郷土菓子で懐かしい味
わいの「がんづき」も
ぜひ味わってみて。

玉川村特産品、さるなしあんぱん
がんづき、プリン

道の駅
  たまかわこぶしの里

日本の伝統工芸品であ
る一閑張を販売してい
ます！一閑張は竹かご
などに和紙を貼って柿
渋や漆を塗った工芸品
です。その他、様々な
手工芸品も取り揃えて
おります。

一閑張、手工芸品

桜会
スパイスにこだわった
人気のカレーを販売し
ます。あなたの特別な
1日になりますように。
心を込めて私なりの
curry をお届けします。
ぜひ、お召し上がりく
ださい♪

オリジナルカレー

つむkitchen

こだわりの材料を使用
した人気のプレーンメ
ロンパンをはじめ、パ
イやクロワッサン、ロ
ングポテト、タピオカ
ドリンクを販売しま
す。生クリームｏｒア
イスクリームを挟んだ
メニューもおすすめ！

各種パン、ロングポテト

Food Truck Kaito

自社製品ドライフルー
ツを食べながら飲む新
しい感覚のドリンク♪
食べごたえのある、あ
らびきウインナーと自
家製ミートソースや
キーマカレーをトッピ
ングしたホットドッグ
もおすすめです！

ドライフルーツジュース、ホットドッグ

J-DRY

独 留 馳 で 大 人 気 メ
ニューのハンバーグ＆
スパゲッティをテイク
アウトで販売します！
ジューシーな肉汁たっ
ぷりのハンバーグとナ
ポリタンのセットはボ
リューム満点♪

ハンバーグ＆スパゲッティ

レストラン独留馳キッチンカーで本格炭
火焼き！うま～いやき
とりありますよ！秘伝
のタレで焼き上げた焼
鳥は絶品です！夏に
ぴったりなかき氷、
ノンアルコール飲料も
販売します♪

やきとり、かき氷、ノンアルコール飲料

やきとりともちゃん

デザートドリンクの移
動販売を行っていま
す！ 人気のもちもち
『生タピオカ』に加え、
ホイップのような
『チーズクリーム』は
どのドリンクにも相性
バツグンです♪

タピオカ等デザートドリンク

NOMOKKA 和と洋のホットサンド
をご用意しています。
定番から変わり種ま
で、当店ならではの
地元食材を使用した
本格派の逸品を、ぜひ
お気軽にご賞味くだ
さい。

ホットサンド

もみじcafé

多彩な出店ブースが乙字ヶ滝公園に大集合 ! 物産品、ハンドメイド作品、
食事からスイーツまで、夏の夜の幻想的な空間でマルシェを楽しんでください。


