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新百合ヶ丘イルミネーション
「kirara@ アートしんゆり 2021」
点灯期間：11/20（土）
〜2/14（月）
17:00〜24:00

みずほ銀行

三井住友
信託銀行

タクシーロータリー

ご来場にあたっての注意事項
ご来場の際には必ずマスクを着用し
てください。また、その他の注意事
項や会場での対策については、右の
2次元コードをスマートフォンで読み
取ってご確認をお願いいたします。

53 54 55 56 57 58 59 60
イオンスタイル新百合ヶ丘

1 2 月 1 8 日（ 土 ）の 出 店 者
ベジエリア
黒にんにく ひがしの 完熟黒ニンニク、にんにくチップ、飛騨牛カレーなど
手づくり工房あかね ジャンボニンニク、熟成ジャンボニンニクなど
つくばきくらげ販売 黒きくらげ、頭昆布、茎わかめサラダなど

ダンウェイ 沖縄県名護産シークヮーサー果汁、加工品
グループハッピースマイル 手作りパン、雑貨など

だんだん炉の食卓 島根県産あまざけ、食べるいりこ、みかんジュールなど
鎌倉チュロス 手作りチュロス

Dressing Sisters 完全無添加のホームメイド生ドレッシング・フルーツソースなど
スペイン産使い切りサイズのオリーブオイルなど

ムシパン ファリーヌ 手作り蒸しパン
愛桜堂

S

アンドロメダエチオピアコーヒーなど

.Olive（ドットオリーブ） イタリア産高品質なオリーブオイル、モデナ産バルサミコ酢など
三州三河屋

金のイカ焼き、たこ姿焼

浜善海苔店

焼き立ての新鮮な美味しいのり

山口ごま本舗 ごま油、黒ごま油、えごま油、ごまドレッシングなど

日本オリーヴ研究所 イタリア産エクストラヴァージンオリーヴオイル
富士ベーカリー 食パン、惣菜パン、菓子パン、ハンバーガーなど

リカーミ・ヴェロニカ イタリア発祥の生活用品 鍋敷き、オムツポーチ、キャップなど 初
Mesa Collection

ネイティブアメリカン手作りのターコイズジュエリーなど

食パン専門店 髙匠 高級湯種食パン、小倉バター、ドリップコーヒーなど 初
〜ひのきアロマ〜 天然香木工房

くすのきチップ、ひのきチップ、枕

ランドフローラ 季節折々の切花、花鉢、観葉植物など
東欧企画

ルーマニアワイン各種

ル・ジャルダン・ゴロワ 焼きチーズケーキ、タルトフレーズ、自家製焼きタルトなど
ホテルモリノ新百合丘

麻生区社会福祉協議会

ガトーショコラ、フィナンシェ、マルゲリータピザなど S
ボランティア、成年後見制度の相談ブース

麻生区役所地域包括支援センター
セレサモス 川崎市産野菜

S

地域包括支援センターなど相談ブース

ジープ新百合ヶ丘 サービス案内 初 S

日本たばこ産業株式会社 サービス案内

メロディ・ミミ パリ在住のオーナーがセレクトしたフレンチ雑貨、アクセサリー
Felt Cake SHOP
Fluﬀy

エプロン、ポーチ、衣服、タペストリーなど

賢者の石

ポーチ、お財布、バッグなどの布小物、天然石アクセサリー

GrassFour

irodori

手作り天然石アクセサリー、スワロフスキーアクセサリー

オリジナルアクセサリー

NOA JPN アップサイクルファー雑貨、ワークショップ
SAYA ハンドメイドアクセサリー、ピアス、イヤリング

イーストエリア

akcompany

GOTOH

フェルトで作ったケーキと小物入れなど

sparkle0519

ビジュー・スワロフスキーなどのアクセサリー

titocetera

手作りバッグ、ポシェット、布小物、布アクセサリー

atelier lis.

ピアス、イヤリング、指輪、ネックレス、ブレスレットなど

AMAKIKOKIKO

革ポーチ、革小銭入れ、革アクセサリー
ハンドメイドアクセサリー、ビーズブローチ、布小物など

フラワーサロンインカローズ プリザーブドフラワーアレンジ、ドライフラワーアレンジなど S
手作りハウス《YUMI CLUB》 ハワイの生地で作った衣類など

キッチンカーエリア
YaadFood

ジャークチキンべんとうなど

オギノパン 揚げパン、丹沢あんぱん
福篭

京風たこ焼き、京風フライドポテトなど

鉄板焼きTOMOTOMO 厚切りベーコンステーキ、フレンチトースト、ガーリックシュリンプなど
ハイサイカフェ 有機野菜とハラミステーキ丼、沖縄そばなど
麹自然発酵ぱん Lemon

麹酵母で作るパン

ウエストエリア
grace note
MAKKO

紙のハンドメイドアクセアサリー

天然石や淡水パールを使用したアクセサリー

moani&tokky
mocomomo

mokurendo
plumeria

手編みバッグ、手編み小物、アクセサリー

本革・輸入生地など素材にこだわった、がま口ポーチなど 初
バッグ、ターバン、アクセサリーなどハンドメイド作品

カルトナージュの布箱各種、バニティーボックス

tia̲corsage インポートのusedスカーフやリサイクルシルクの撚り糸、コサージュなど
アトリエ・カズ クレーアートアクセサリー、ネコブローチ、アクセサリー
… 農 産 品・園 芸 品

… 食 品・飲 料

…アートクラフト・企業PR

…キッチンカー ■
初 … 初出店のお店 ■
S …しんゆりエリアのお店

羊毛フェルト動物ブローチ、置物、ヘアアクセサリーなど
主催 ： 新百合ヶ丘エリアマネジメントコンソーシアム

後援 ： 川崎市麻生区

▲

E MB E R

DEC

ベ
ジ
エ
リ
ア

19

vol.30

SUN

10 : 00 - 16 : 00

1

ホテルモリノ新百合丘

2 3

新百合丘オーパ

4
5

南口
改札

6

インフォメーション

イーストエリア

7

25 26

新百合ヶ丘エルミロード

29

9 11 13 15 17 19 21 23

キッチンカーエリア

30 32 34 36 38 40 42 44 46

8 10 12 14 16 18 20 22 24

48

31 33 35 37 39 41 43 45 47

51

52

53

新百合ヶ丘マプレ専門店街▶

りそな銀行

28

ウエストエリア

50

本部

27

新百合ヶ丘イルミネーション
「kirara@ アートしんゆり 2021」
点灯期間：11/20（土）
〜2/14（月）
17:00〜24:00

バスロータリー

49

みずほ銀行

三井住友
信託銀行

タクシーロータリー

ご来場にあたっての注意事項
ご来場の際には必ずマスクを着用し
てください。また、その他の注意事
項や会場での対策については、右の
2次元コードをスマートフォンで読み
取ってご確認をお願いいたします。

54 55 56 57 58 59 60 61
イオンスタイル新百合ヶ丘

1 2 月 1 9 日（ 日 ）の 出 店 者
くりの丘 くり・あ・ふぁいる、メッセージカードなど

ベジエリア
手づくり工房あかね ジャンボニンニク、熟成ジャンボニンニクなど
つくばきくらげ販売 黒きくらげ、頭昆布、茎わかめサラダなど

黒にんにく ひがしの 完熟黒ニンニク、にんにくチップ、飛騨牛カレーなど
畑から、台所へ。 麻生区産野菜、卵など

S

金のイカ焼き、たこ姿焼

スペイン産使い切りサイズのオリーブオイルなど

ダンウェイ 沖縄県名護産シークヮーサー果汁、加工品

パウンドケーキ、
マカロン、タルト、薬膳スィーツなど

だんだん炉の食卓 島根県産あまざけ、食べるいりこ、みかんジュールなど
グループハッピースマイル 手作りパン、雑貨など
カジノヤ 厳選した国産大豆をつかった納豆

ムシパン ファリーヌ 手作り蒸しパン
Cherry Deco

S

S

トートバッグ、2wayリュックなど雑貨

フラワーサロンインカローズ プリザーブドフラワーアレンジ、ドライフラワーアレンジなど S
愛桜堂

アンドロメダエチオピアコーヒーなど

東欧企画

ルーマニアワイン各種

山口ごま本舗 ごま油、黒ごま油、えごま油、ごまドレッシングなど

食パン専門店 髙匠 高級湯種食パン、小倉バター、ドリップコーヒーなど 初
浜善海苔店

バッグ、ターバン、アクセサリーなどハンドメイド作品
バック、トートバック、サコッシュ

手作りバッグ、ポシェット、布小物、布アクセサリー

アンティークビーズやリボン使用のアクセサリー

手作りハウス《YUMI CLUB》 ハワイの生地で作った衣類など
GrassFour

手作り天然石アクセサリー、スワロフスキーアクセサリー

〜ひのきアロマ〜 天然香木工房

鎌倉チュロス 手作りの鎌倉チュロス

Quatre-Quart

本物のお花を使ったオリジナルアクセサリー

mokurendo

tre

.Olive（ドットオリーブ） イタリア産高品質なオリーブオイル、モデナ産バルサミコ酢など

akcompany

Biquetの部屋

titocetera

イーストエリア
三州三河屋

日本たばこ産業株式会社

焼き立ての新鮮な美味しいのり

S

サービス案内

Chic'

くすのきチップ、ひのきチップ、枕

ヨーロッパガラスのアクセサリー

irodori

オリジナルアクセサリー

NOA JPN アップサイクルファー雑貨、ワークショップ

SAYA ハンドメイドアクセサリー、ピアス、イヤリング

キッチンカーエリア
Kitchen Kanaloa 釜揚げしらすホットサンド、ローストビーフホットサンドなど
ハイサイカフェ 有機野菜とハラミステーキ丼、沖縄そばなど
kitchen753

無添加バンズのホットドッグ、アボカドシュリンプサンド

BARDUHN ドイツ デリカテッセン ドイツ人の手作りソーセージドッグ、レバーパテ
福篭

京風たこ焼き、京風フライドポテトなど

鉄板焼きTOMOTOMO 厚切りベーコンステーキ、フレンチトースト、ガーリックシュリンプなど

ウエストエリア

蓼科マリーローズ ローズ化粧品、アカシア＆ローズ蜂蜜など

川崎授産学園 つつじ工房 サシェ、ニットマフラー、アクリルたわし、手作りジャムなど

Tetsu

grace note

ランドフローラ

季節折々の切花、花鉢、観葉植物など

鉄鍋、鉄フライパン

ル・ジャルダン・ゴロワ
ホテルモリノ新百合丘

麻生区社会福祉協議会

焼きチーズケーキ、タルトフレーズ、自家製焼きタルトなど

ガトーショコラ、フィナンシェ、マルゲリータピザなど S
ボランティア、成年後見制度の相談ブース

麻生区役所地域包括支援センター
セレサモス 川崎市産野菜
Crefus新百合ヶ丘校

地域包括支援センターなど相談ブース

S

体験、サービス案内

新百合ヶ丘ハウジングギャラリー 抽選会、展示場案内
Maison de Hilo

silver 925 &パールのアクセサリー

イーストムーンインターナショナル 皮膚科専門医処方 機能性化粧品

atelier N

ビーズアクセサリー

mocomomo

紙のハンドメイドアクセアサリー
バッグ、犬の首輪・リード、メガネケースなど

初

OWL HOUSE TOKYO 素材やデザインにこだわった１点モノのレザーアイテム
かわさき生活クラブ生活協同組合

ヨーグルト、プリンなど

はるひ野チャリティワンデーショップ ドライフラワー、リース、アレンジ作品、動物羊毛フェルト人形など

メロディ・ミミ アクセサリー、ぬいぐるみ、星の王子さまグッズ、キッチン雑貨など
… 農 産 品・園 芸 品

… 食 品・飲 料

…アートクラフト・企業PR

…キッチンカー ■
初 … 初出店のお店 ■
S …しんゆりエリアのお店

主催 ： 新百合ヶ丘エリアマネジメントコンソーシアム

後援 ： 川崎市麻生区

