
大分いこいの道in

2014.11.1 sat 11.3 mon

10:00　17:00（最終日は16:00まで）

（事務局） 大分市役所  産業振興課　TEL 097-537-7025 ／FAX 097-533-6117おおいたマルシェ実行委員会

大分いこいの道

北側芝生広場

ホルトホール大分

キッチンスタジオ

ホルトホール大分

エントランス

大分駅

大分県聾学校

ローソン

マルショク
東大道店

楊志館高校

サンドラッグ
東大道店

上野の森口

イベントスケジュール

しいたけコマ打ち体験
11/1 13:00〜14:00土

栄養相談
11/1 10:00〜17:00土

魚のつかみどり
魚のさばき方教室
11/1 14:00〜15:00土

4

※１～３は開始１時間前から本部テントにて整理券配布

大分いこいの道北側芝生広場
先着

20名

先着

100名

先着

100名牛の搾乳体験
子牛とのふれあい体験

11/2 11:00〜12:00日

3

2

1

じゃんけんポン大会
11/1 15:00〜15:30土

大分いこいの道北側芝生広場
ステージ

地産地消ポスター展

ホルトホール大分  エントランス

おおいたの美味しい！楽しい！大集合
〜 身近でとれたものだから 新鮮・安心 〜

大分いこいの道オータムフェスタ

手作り雑貨とこだわりパンの販売
※1 1/1（土）18:00〜イルミネーション点灯式

1 1／1（土）〜3（月）10:00〜17:00

　　　　　　　　　　（最終日は16:00まで）

公共交通機関をご利用ください

産地直売

コーナーも

あるよ!!

OITAサイクルフェス!!! 2014

※前夜祭 1 1/1（土）16:15〜18:00（大分いこいの道ステージ）

　自転車レース 1 1/2（日）8:00〜16:00（大銀ドーム周辺）

　自転車レース 1 1/3（月）9:30〜16:00（大分いこいの道周辺）

1 1／1（土）〜3（月）

森林セラピーSweets発表会

大分いこいの道ステージ

1 1／2（日）10:00〜12:00
同時
開催

ホルトホール
大分

ここで

やっています！

6次化商品争奪

司会 野良レンジャー

※６次化商品とは大分市産農林水産物を
　利用してできた加工品。飲むいちじく、
　甘夏みかんシャーベット、ヨーグルトセットなど

11/1　〜3 9:00〜22:00
（3日（月）は16:00まで）

土 月



図

会 場
配 置

ステージ

控室

総合案内

物産協会

集中洗い場

ホルトホール内

マルシェ本部

ガーデンテーブル120席

おおいたマルシェ
おしゃれカフェ10店

地産地消＆とり料理の祭典
チキスタ！2014

大分県地産地消
ＰＲブース

おおいたマルシェ
関係団体

おおいたマルシェ
関係団体

●搾乳・子牛とのふれあい
●魚のつかみどり 等

オータムフェスタ
雑貨 10店

休憩用テント 11
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ホルトホール大分
キッチンスタジオでは

牛乳料理教室
を実施

※応募は終了しています

大分市消費者団体
連絡協議会
大分市消費者団体
連絡協議会

米粉石垣もちの販売米粉石垣もちの販売

11/1〜3

大分県農業協同組合
大分事業部（ニラ部会）
大分県農業協同組合
大分事業部（ニラ部会）

ニラ豚、ニラ豚丼の販売ニラ豚、ニラ豚丼の販売

11/1〜3

Main de chatMain de chat

ナチュラル雑貨、ガーデニング雑貨、
キッチン雑貨、ハンドメイド雑貨 など
ナチュラル雑貨、ガーデニング雑貨、
キッチン雑貨、ハンドメイド雑貨 など

11/1〜3

sequoia,sequoia,

秋冬物の洋服、あったか小物、陶器、
プラバンのブローチ、栃木レザーの革小物、
ステンドグラス、多肉植物

秋冬物の洋服、あったか小物、陶器、
プラバンのブローチ、栃木レザーの革小物、
ステンドグラス、多肉植物

11/1〜3

Natural life depot Cu.Ra.So.Natural life depot Cu.Ra.So.
バードウォッチングレインブーツ、
冷え取りソックス＆マーマーマガジン、布ナプキン、
Kurumiさんの多肉寄せ植え

バードウォッチングレインブーツ、
冷え取りソックス＆マーマーマガジン、布ナプキン、
Kurumiさんの多肉寄せ植え

11/1〜3

condensecondense

昭和レトロPOP雑貨
（キッチン用品、食器、小家具、照明 etc）
昭和レトロPOP雑貨
（キッチン用品、食器、小家具、照明 etc）

11/1〜3

箒屋箒屋

古道具古道具

11/1〜3

安藤オリーブファーム安藤オリーブファーム
バジペーニョ（黒・赤ラベル）、バジルスパイスミル、
ソイグリーン、厳選オリーブオイル、エベクシア、
カスティージョカネナ、コブラム

バジペーニョ（黒・赤ラベル）、バジルスパイスミル、
ソイグリーン、厳選オリーブオイル、エベクシア、
カスティージョカネナ、コブラム

11/1、3

ベーグル工房 hibiベーグル工房 hibi

中津市三光の無農薬小麦を使った
ベーグル、ヴィーガンマフィン
中津市三光の無農薬小麦を使った
ベーグル、ヴィーガンマフィン

11/1、3

pochepoche

洋服、お菓子、お茶、WOOLの小物、
ストール、県外の作家さんの作品
洋服、お菓子、お茶、WOOLの小物、
ストール、県外の作家さんの作品

11/2

Mow LiftMow Lift

コイヤマット、ブランケット、
八ヶ岳ドライフラワー、ストール 他
コイヤマット、ブランケット、
八ヶ岳ドライフラワー、ストール 他

11/1、2

夢はうす おかりや夢はうす おかりや

ビーズ、ガラス、クラフト、布雑貨ビーズ、ガラス、クラフト、布雑貨

11/3

yohaku-koujouyohaku-koujou

変わりマフラー、ニット帽、手編み作品変わりマフラー、ニット帽、手編み作品

11/1

An RiccoAn Ricco

バルーンシャツ、ショップコート、ワンピース、
スヌード、マフラー など
バルーンシャツ、ショップコート、ワンピース、
スヌード、マフラー など

11/1

はなれ古舎はなれ古舎

オリジナル家具、木工品、ハンドメイドアクセサリー、
レトロ家具・雑貨、北村直登作品・手作り作家作品
オリジナル家具、木工品、ハンドメイドアクセサリー、
レトロ家具・雑貨、北村直登作品・手作り作家作品

11/2、3

irukandjiirukandji
雑貨各国ミリタリーグッズ、アメリカで
大ヒット中の「BUG-ASALT」、usedレコードで
作ったオリジナル小物入れ、Fire-King など

雑貨各国ミリタリーグッズ、アメリカで
大ヒット中の「BUG-ASALT」、usedレコードで
作ったオリジナル小物入れ、Fire-King など

11/1、2

国産小麦と天然酵母のパン屋

hanako
国産小麦と天然酵母のパン屋

hanako

国産の小麦粉と天然酵母のパン国産の小麦粉と天然酵母のパン

11/3

Chikolys jam & sauceChikolys jam & sauce

有機・無農薬の生姜ジャム・玉ねぎジャム・
梨ジャム・白なすジャム
有機・無農薬の生姜ジャム・玉ねぎジャム・
梨ジャム・白なすジャム

11/3

komugiya ナカシマkomugiya ナカシマ
いちじくパン、野菜たっぷりサンドイッチ、
チキンカツバーガー、3種のチーズときのこの
タルテイーヌ、自家製カスタードのクリームパン

いちじくパン、野菜たっぷりサンドイッチ、
チキンカツバーガー、3種のチーズときのこの
タルテイーヌ、自家製カスタードのクリームパン

11/1、3

kamomekamome

クリスマスリース、冬の植物たち、
kamomeのミニブーケ
クリスマスリース、冬の植物たち、
kamomeのミニブーケ

11/2、3

REVE DESIGNREVE DESIGN

ハンドメイド雑貨
（布小物、バッグ、洋服、ワイヤー、木工 他）
ハンドメイド雑貨
（布小物、バッグ、洋服、ワイヤー、木工 他）

11/1、2

大分県漁業協同組合 佐賀関支店大分県漁業協同組合 佐賀関支店

関あじ・関さばフライ・関さばバーガーの販売
関あじ・関さばフライの試食宣伝
関あじ・関さばフライ・関さばバーガーの販売
関あじ・関さばフライの試食宣伝

11/1〜3

吉野食品（有）吉野食品（有）

吉野鶏めし等の販売吉野鶏めし等の販売

11/1〜3

あい菜市場あい菜市場

大分市産野菜、加工品等の販売大分市産野菜、加工品等の販売

11/1〜3

長野通商（株）長野通商（株）

大分県産野菜、果物の販売大分県産野菜、果物の販売

11/1〜3

大分県農業協同組合
大分事業部（花野果）
大分県農業協同組合
大分事業部（花野果）

大分市産野菜、果物、加工品の販売大分市産野菜、果物、加工品の販売

11/1〜3

大分県農業協同組合 大分事業部大分県農業協同組合 大分事業部

大葉、みつば、パセリ、水耕セリ
カイワレの試食宣伝、販売
大葉、みつば、パセリ、水耕セリ
カイワレの試食宣伝、販売

11/1〜3

戸次ごんぼの会戸次ごんぼの会

ごぼまん、ごんぼ茶、揚げごぼまん、ごぼうの
味噌漬け、きんぴらごぼうの試食、販売
ごぼまん、ごんぼ茶、揚げごぼまん、ごぼうの
味噌漬け、きんぴらごぼうの試食、販売

11/1〜3

大分いこいの道協議会
木蔭のリストランテ Adagio
大分いこいの道協議会
木蔭のリストランテ Adagio

大葉ソースを使用したロールピザ、生ビール大葉ソースを使用したロールピザ、生ビール

11/1〜3

花山商店 ハナヤマストア花山商店 ハナヤマストア
米粉de揚げた柚子胡椒カラアゲ、
大分県産お野菜カレー、
オリジナル花山カラアゲ

米粉de揚げた柚子胡椒カラアゲ、
大分県産お野菜カレー、
オリジナル花山カラアゲ

11/1〜3

KURUKURU
ヨーグルトチーズタルトケーキ、
ヨーグルトといちごのカップケーキ、
豆乳入りカップケーキ

ヨーグルトチーズタルトケーキ、
ヨーグルトといちごのカップケーキ、
豆乳入りカップケーキ

11/1〜3

DENSUKEDENSUKE

大分市産ミツバ入りガパオライス、フォー、
オムライス、キーマカレー、スパムおむすび
大分市産ミツバ入りガパオライス、フォー、
オムライス、キーマカレー、スパムおむすび

11/1

Cafe&Bar HIROSUKECafe&Bar HIROSUKE
たっぷりたまご＆大葉入りサラダサンドイッチ、特製ポテト
チップス（ジェノベーゼ風大葉ソース味）、いちじくソースと
水切りヨーグルトのワッフルサンド、クラムチャウダー

たっぷりたまご＆大葉入りサラダサンドイッチ、特製ポテト
チップス（ジェノベーゼ風大葉ソース味）、いちじくソースと
水切りヨーグルトのワッフルサンド、クラムチャウダー

11/1〜3

bonne cafe+potterybonne cafe+pottery

米粉入りいちじくカステラ、
旬野菜のフリット
米粉入りいちじくカステラ、
旬野菜のフリット

11/1〜3

タウトナコーヒータウトナコーヒー

大分市産牛乳を使用した
アイスカフェオレ、ブレンドコーヒー
大分市産牛乳を使用した
アイスカフェオレ、ブレンドコーヒー

11/1〜3

ボレロ食堂ボレロ食堂
温州みかんのフルーツサンド、甘ねぎのほっこり
ポタージュ、さつまいものパウンドケーキ、
米粉パンと国産牛ときんぴらのバーガー

温州みかんのフルーツサンド、甘ねぎのほっこり
ポタージュ、さつまいものパウンドケーキ、
米粉パンと国産牛ときんぴらのバーガー

11/1〜3

ごはん家 陶やかんごはん家 陶やかん

ジェノベーゼミルクスープ、ほうれん草カレー
豆乳ぱんジェノベーゼソースバーガー
ジェノベーゼミルクスープ、ほうれん草カレー
豆乳ぱんジェノベーゼソースバーガー

11/2、3

CAFE GARDENCAFE GARDEN
ニラたっぷりGARDENコロッケ（ジェノベーゼ風大葉ソース、椎茸
しょうゆのジュレソース使用）、cafeGARDENのやさしいカフェオレ、
焼シフォンケーキ、生ビール、焼菓子、GARDENカレー

ニラたっぷりGARDENコロッケ（ジェノベーゼ風大葉ソース、椎茸
しょうゆのジュレソース使用）、cafeGARDENのやさしいカフェオレ、
焼シフォンケーキ、生ビール、焼菓子、GARDENカレー

11/1

おとうふカフェ beans cafeおとうふカフェ beans cafe
お豆腐屋さんのヘルシーお弁当、豆乳ドーナツ、豆腐のいそべあげ、
豆乳リゾットのライスボールコロッケ、厚揚げのお好み焼き、
肉巻き豆腐の串カツ、お揚げで巻いたジューシー鶏唐揚げ

お豆腐屋さんのヘルシーお弁当、豆乳ドーナツ、豆腐のいそべあげ、
豆乳リゾットのライスボールコロッケ、厚揚げのお好み焼き、
肉巻き豆腐の串カツ、お揚げで巻いたジューシー鶏唐揚げ

11/1、2

cocolatecocolate
ロコモコ、米粉くろめぱん・サンドウィッチ、ひじき入り
ハンバーグ、おにぎり弁当、米粉とくろめのクッキー、
米粉のパンケーキ、ゆずごしょうラスクほか

ロコモコ、米粉くろめぱん・サンドウィッチ、ひじき入り
ハンバーグ、おにぎり弁当、米粉とくろめのクッキー、
米粉のパンケーキ、ゆずごしょうラスクほか

11/1、2
イタリア料理 

トラットリアスティーレ
イタリア料理 

トラットリアスティーレ
ミニトマトと粗びきソーセージのピタパンサンド
（グリーンソース）、いちじくジャムのタルト
ミニトマトと粗びきソーセージのピタパンサンド
（グリーンソース）、いちじくジャムのタルト

11/3

CAFEカジワラ201CAFEカジワラ201
おおいた野菜緑のポタージュ
ゆずごしょうタルタルのおさかなサンド
いちじくジャムとキャラメルのマフィン

おおいた野菜緑のポタージュ
ゆずごしょうタルタルのおさかなサンド
いちじくジャムとキャラメルのマフィン

11/3

クロックマダムクロックマダム
里芋コロッケ弁当、豆腐ハンバーグ弁当、
いさきの香味揚げ、豚肉の紅茶煮とクロメと野菜の
バルサミコ酢マリネ、鶏の米粉竜田揚げ弁当

里芋コロッケ弁当、豆腐ハンバーグ弁当、
いさきの香味揚げ、豚肉の紅茶煮とクロメと野菜の
バルサミコ酢マリネ、鶏の米粉竜田揚げ弁当

11/2、3

大分県椎茸農業
協同組合
大分県椎茸農業
協同組合

しいたけコマ打ち体験、栽培パネルの展示しいたけコマ打ち体験、栽培パネルの展示

11/1

大分県椎茸農業
協同組合
大分県椎茸農業
協同組合

乾椎茸試食、販売、乾椎茸加工品の販売乾椎茸試食、販売、乾椎茸加工品の販売

11/1

（公）大分県栄養士会　
大分支部
（公）大分県栄養士会　
大分支部

栄養相談、食育ゲーム、郷土料理本販売栄養相談、食育ゲーム、郷土料理本販売

11/1

若妻の店若妻の店

ジャンボいなり、たんさんまんじゅう（あずき、
いも）おはぎ、やせうま、赤飯、野菜
ジャンボいなり、たんさんまんじゅう（あずき、
いも）おはぎ、やせうま、赤飯、野菜

11/1、3

野菜ソムリエ野菜ソムリエ

野菜たっぷりトマトスープ、かぼすドリンク野菜たっぷりトマトスープ、かぼすドリンク

11/3

大分市大分市

野菜ソムリエによるワークショップ野菜ソムリエによるワークショップ

11/3

おおいたマルシェ出店者一覧おおいたマルシェ出店者一覧 大分いこいの道オータムフェスタ出店者一覧大分いこいの道オータムフェスタ出店者一覧
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181817（1日）・15（3日）17（1日）・15（3日） 1616

ロコモコ
［cocolate］

米粉de揚げた
柚子胡椒カラアゲ
［ハナヤマストア］

お豆腐料理の
ヘルシーお弁当
［beans cafe］

11/1　〜3 11:00〜16:00土 月
祝

大分市民１万人の笑顔の写真で

映像作品を作るため、「スマイル

隊」がみなさんの笑顔の写真を

撮ってまわります！出店内容は変更になることがありますのでご了承ください

1515 1616

1（1日）・9（2日）1（1日）・9（2日）


