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あなたの骨の強さをその場で無料で簡単チェック！健康
についての簡単なアドバイスもさせていただきます！R-1
ヨーグルトや牛乳などのプレゼントもご用意させていた
だいております！

明治大森宅配センター

これ絶品自家製いちごジャム‼

twenty second

川崎の桜の木を使った床、
ウッディで和モダンな落ち
着くラウンジスペース。
全鍵付き個室リーズナブル
なゲストハウスです。観光、
ビジネス等様々なシーンで
お使いください。

門宿（KADOYADO）

こだわりの布で小物や服を作っていま
す。今回はフィードサックのバッグな
どを。門宿では子供向けと針が使える
高学年以上向けの布を使ったワーク
ショップをご用意しています。
詳しくは Instagramを。

BURBUJAS(ﾌﾞﾙﾌﾞﾊｽ)

「その時の情景や気持ちに寄りそう珈琲を」
をコンセプトにスペシャルティ珈琲をメイン
に焙煎し香り高い珈琲を提供しています。
一杯の珈琲から晴れやかな気持ちになりま
すように「晴珈琲」をお届けします。
当日はKADOYADO が珈琲の香りでいっぱ
いに。皆さまのお越しをお待ちしています。

晴珈琲

ビーズや天然石を使ったアクセサリー。
静電気防止ブレスレットや4wayマスク
ストラップなども販売いたします。

MURIEL

2022年リニューアル。
グリーンの明るい外観
と、木を基調とした落
ち着いた雰囲気のエン
トランススペースのお宿
です。

日進町にウォールアートがあるのをご存知でしたか？
個性と魅力あふれる作品たちは、川崎や日進町をテー
マに製作されています。ぜひじっくりご覧いただき、
お気に入りの作品を見つけて下さい。

入り口で花のアートがお出
迎え。障子から柔らかな光
が入る広いラウンジが自慢
です。屋内駐輪場の貸出し
もしています。お気軽にお
問い合わせください。

2018年10月に川崎中学校隣にオープンした自家焙煎の
コーヒー屋です。地元に愛される現代版峠の茶屋を目指し
ています！

喫茶ともだちのいえ
ハンドメイドとワークショップのお店です。可愛いが好き♡大人
だって子供だって…
今回はアルコールインクとリバブラシのワークショップです。世
界でひとつだけの物を作ってみませんか？ニギニギ出来るお子様
から体験できます。

mon_LouLou

川崎盛盛祭
会場MAP

至 京急川崎駅 Laundry＆Style Glanz 川崎店

ビル全体のオシャレな雰囲気もあり、明るい店舗なので女性の方も安心！
業務用の大型機器で、ご家庭の洗濯物のお悩みも解決！スニーカーランド
リーもあります！ぜひ一度お試しください。

日進町ビル前

クロワッサンを
ワッフル機で焼
き上げた韓国で
人気のスイーツ
「クロッフル」！

Gluck Chen

まろやかスパイスドライカレー
お子さまや辛いのが苦手な人で
も食べやすい味付けです
ハーブフランク&ドライカレー
やタンドリーチキン&ドライカ
レーなど種類が豊富です

キッチンカーハル

こんにちは！京町商店街にて
テイクアウト＆デリバリー専
門店を営むnicomi Pickup!!!
です。2つ星レストラン出身
シェフがつくる創作フレン
チ・洋食のお店です。機会が
あればぜひお店にお立ちより
ください♪

nicomi Pickup!!!
当店自慢のお出汁を使用したこの季節にぴった
りのおでんと、ここでしか買えない川崎限定ラ
ベルの川崎ラムネを販売しています。
笑顔で元気なスタッフがお待ちしております。是
非、お立ち寄り下さい！！

型無株式会社

川崎区盛り上げ隊！は、「“好き”を楽しむパ
ワーと笑顔でまちを元気に！！」をコンセプト
に、ハンドメイド品の販売や、作る楽しさを
体験できるワークショップ、マッサージ等の
癒しコンテンツなど、様々なジャンルで活動
しています。得意を楽しく仕事にするだけで
なく、まちで活かし、地域活性化に貢献して
いけるよう取り組んでいます。

川崎区盛り上げ隊！

2023年に創立150周年目を迎える川崎小学校。
学校のリーダーである６年生が制作したポスター
「これが川小だ」の展示会。未来に繋げていきた
い川小のよさを８枚のポスターで表現しました。
子ども達の想いがつまったポスターをぜひご覧く
ださい。

川崎小学校

詳細はこち
ら

耳のつぼには、たくさんの身体への効果があると言われてます。
神門←集中力、快眠、自律神経を整える
肺点←空腹感を抑える、ダイエット効果
血流←身体の何らの痛みの緩和
スワロフスキーはキラキラ可愛く、そしてしっかりと
「つぼ」への負荷をかけてくれて継続的に刺激の
サポートを。肌色、透明もあるので、老若男女、
皆さんに喜んで頂けます。

耳つぼセラピー　KUNNY

詳細
はこちら

BELLADONNAとはイタリア語で『美
し い人』FELAXは『feel感 じ る』＋
『relaxリラックス』を合わせた言葉。
日々忙しい毎日を送る方に寄り添うも
のづくりを目指しています。癒される
BELLALUCE『美しい光』をお届けし
ます。

BELLADONNA FELAX

詳細はこ
ち
ら

詳細
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詳
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詳
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受　付：日進町ビルディング空地
　　　　(ガラポン会場)
駐輪場：郵便局前
※駐輪スペースに限りがございます。
　なるべく徒歩でお越しください。

受付(ガラポン会場)・駐輪場

100円（
税
込
）
割引クーポン券100円（

税
込
）
割引クーポン券100円（

税
込
）
割引クーポン券

※一部店舗・食品にお使いいただけない場合がございます。また、本券は1商品につき1枚のみご利用可能です。
同時に多数枚ご利用いただけませんのでご了承ください

クラフトカフェ IBIS。こだわりのハンバーガーから店
主自慢のスパイスカレーはクセになる味です。チーズ
ケーキの3点盛りもSNSで大好評。
是非、お立ち寄り下さい。

骨強度の測定

イヤーアートセラピー（耳つぼエステ）関連グッズ販売

物販

物販、ワークショップ、子ども縁日など

物販

物販

川崎市を中心にリユース活動に取り組む事を目的とした企業です。
不要になった古着等を回収して、また誰かの手に渡るように、処分を減
らせるような取り組みをしております！

ikotto 物販

川崎市内で育った野菜とヘルシーな
馬肉を煮込んだ元気カレー
ライスには島根県産のお米「金芽米 
きぬむすめ」を使用してます

馬肉とカワサキ野菜の元気カレー

物販

「見方は自分の味方」
見方や向きが変われば未来も変わります。
そんな心の向きを あ「かるく」するお手伝い
をさせて頂けたら嬉しいです。

～Notice & Realize～皐月望結(さつきみゆ) タロットセラピー

ポスター展示
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ワークショップ

アイシングクッキーと焼き菓子、
不定期に季節のワークショップ
を開催しているLupinusです☆
当日は春にぴったりなアイシング
クッキーとシフォンケーキを販売
します。ぜひ、遊びに来てみてく
ださいね♡

Lupinus 物販

詳細
はこちら 詳細はこちら

詳細
はこちら

現在未来のための家計
相談が無料（時間限定）
でお気軽にできるチャン
スです。
最新版2023年くらしと
お金のワークブックを
無料進呈！

株式会社フィンス•ラボ
無料家計相談

連絡先は
こ
ち
ら

物販

詳細
はこちら

詳細はこち
ら

※開催日が3月11日（土） or 18日（土）の
　場合のみ出店

※開催日が3月11日（土） or 12日（日）の
　場合のみ出店

※「金芽米 3合袋」
プレゼント企画は
こちらのブースで
行なっております

物販

出店者 1F

あるあるスポット 2F


