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うみかぜテラス内の
トイレも使えます。
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〈うみかぜテラス 1F・2F〉 
ワークショップ
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〈たまごの広場〉
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内容は反対面をご覧ください。

感染対策のため
こまめに手洗い。

野球場スタンド 2F

Choice!
CHIGASAKI PRブース
Choice!CHIGASAKIのご紹介を行っています

ゆるリンピック
in 茅ヶ崎公園野球場テニスコート

入口

入口

うみかぜテラス

ちがさき ふるさと納税
返礼品展示
ホノルルと姉妹都市の茅ヶ崎市では
世界でひとつだけのオーダーメイド
サーフボードを受付しております
お好きなクリスティー・シンの
絵画をあしらったサーフボードを
茅ヶ崎のレジェンドサーファーが
シェイプしてお届けします。

MC:杉山玲子

MC:GABUさんショップリストShPIs

ClAnBoTh

当イベントではご来場の皆様にゴミの分別を

ご協力いただいております。ゴミは各自お持

ち帰りいただくか、会場内に設置している

「クリーンブース」にお願いします。

ゴミの分別にご協力いただき
ありがとうございます。

アロハストリート横浜店の
大人気セレクトアイテムが大集結！！

1~2. アロハストリート

安心、安全、最上の品質のハワイウォーター

3.ecotto Hawaii Water 湘南

厳選したハワイアンファブリックや大人気のハギレなど
ご用意して２年ぶりに皆様をお待ちしています！！

4.Kai Makani

ホノルルと茅ヶ崎にある本格ハワイアンジュエリー店です。
アロハシャツはトリリチャードの日本代理店です。

5.ALOALO Hawaiian Jewelry

ビキニ、パレオやレザーバッグ等、
ビーチスタイルなグッズを販売！！

6.Hanalima

アロハマーケット特別大ＳＡＬＥやります。

7.MOANALU( モアナルー )

リボンレイのワークショップ、
ボディペイントが楽しめます。

8.ipolani Hawaii

海好き、ハワイ好き大集合！夏先取りアイテムを
アロハマーケットプライスでご提供させて頂きます。

9.La-2/oceandept

プルメリアやハイビスカス、ストレリチアなどの熱帯植物、
観葉植物、多肉植物、サボテンなどなどインテリアグリーンを
中心に、これからの時期にピッタリな雑貨も販売します！

10.HANA HALE 花晴

オリジナルデザインのハワイ＆Resortのワンピースなど
茅ヶ崎アロハマーケットだけのお買い得商品をたくさん
ご用意しています。

11.Kuulei Hawaii

カッコイイアロハシャツをお探しなら当店へ。

12. デロチャンクアロハワークス

ハワイアンクラフト商材、ほっと出来るハワイ直輸入雑貨を
豊富に取り揃えております。

13.linolino aloha

ハワイ現地での仕入れにこだわった雑貨やアクセサリー、
アロハシャツなどを販売いたします。

14.Red Lehua

茅ヶ崎ラスカ５FにあるRag Shopです。
全てスペシャルプライスにて販売します。

15.RagShop

アロハ、ワンピース、リゾート用品いろいろ
取り揃えております。

16.LittleJJ

パレオ、リゾートドレス、手編み帽子、海を感じるアクセサリー
など、TO　SEAらしい商品をラインナップしております。

17.TO SEA

天然珊瑚、ターコイズジュエリー
海をイメージしたT-shirt,藍染め

18.To The Beach SURFREENJOY

ハワイ生まれのブランド　ハレイワハッピーマーケット
19.Haleiwa Happy Market

アロハマーケットならではのスペシャル価格でご用意しております。ハンド
メイドのフィッシュフック・アクセサリーも他では買えないものばかりです。

20. レインボーハウス＆L CRAFT

わんちゃんにもハワイアン♪ハワイアンテイストのドッグウェア・グッズで
おしゃれにキメてみませんか？アロハマーケット限定商品多数ご用意しています。
試着もＯＫです。ぜひわんちゃんと遊びに来てネ！！

21.makamakaHawaii

海からの贈り物をHawaiiの風に乗せて届けます。
22.Liko Laule'a Hawaii 

ハワイ直輸入商材、激安大放出！！

23.Pick the Hawaii

リボンレイ小物、アクセサリー等の販売。
リボンレイのワークショップ

24.Lei Pua

海沿いらしい自転車や小物を並べます。
アロハマーケット限定の値引きをする予定です。

25. ラチエン通りのダイワサイクル

海テイストな雑貨やアクセサリー、ウェア等
26. クロスロード

知的障害のある子どもたち向けのサーフィンスクールを開催するＮPO法人です。
今年は子どもたちが就労体験で製作したTシャツやバッグが登場します。

27.Ocean’s Love

今年20周年を迎えたオリジナルの
ハワイアンエプロン専門店です。

28. アロハエプロンズ

ハワイ、アメリカの旅系Youtube Ch.が集まり、
現地感満載のアイテムを販売！

29.TMM（トリップミートマーケット）

ハワイ州農務省が推奨するシールオブクオリティーや現地サスティ
ナブル事情、ローヤル人気ショップなどを紹介。一部販売もあります

30.Made in Hawaii TV

サーフブランド各種Ｔシャツ他　販売中
31. ハワイアンガレージ

サーフ系アパレルを中心にアウトレット価格にて販売します。
32.LORE HAWAII

ビンテージアロハシャツからハワイアンヨガウエアー
やハワイアンアーティストのヨガマットまで幅広く
取り揃えております。

33.Purushana 

ハワイを感じられるアイテムをお求め易い価格にて
提供しております。

34.Locottsu

おすすめは1500円均一のアロハシャツです。
35. アロハショップコオリナ

アメリカ製オリジナルブランドTシャツにイベント限定の
ハワイアン、サーフプリントを施し特別価格で販売します。

36.One Life General Store

さっと羽織れて、着心地の良いロングカーデとリラックスワンピ
37.MAHINA

足の痛くならないサンダルを特別価格2600円にて販売します。

38.fleaky

展示品、サンプル品などお買い得価格で販売いたします。
39.RainbowSandals

Tシャツやジュエリー、雑貨等、ハンドメイド作品も
取り揃えて皆様をお待ちしています。

40.GO AHEAD & SLOW

アロハからステージ衣装まで制作販売しております。
41. アロハキッズ

湘南を中心に全国から集結したハンドメイドアイテム！
全て“ONE　AND　ONLY”

42.ＴＨＥ　ＢＯＮＺ Style Garage

プルメリアや（フラソングに出てくる）ハワイのお花を
ぜひ見に来てください。

43.LANI Hawaii

茅ヶ崎商工会議所の姉妹商工会議所である
ハワイ商工会議所が今年も出店！
ハワイの魅力がたっぷり詰まった商品が数多く並びます！

44~45. ハワイ商工会議所

オアフ島ＭAKIKIマーケットに
出店しているフード販売です。

F15. I'm kitchen

地元茅ヶ崎を拠点にフードトラックにて
ハワイアンフードを販売しております。

F14. Loco Kitchen

茅ヶ崎らしさ×ハワイらしさ×ハワイアンビール!!

F17. Kitchen Kanaloa

メグズキッチンのマラサダは外はカリっと中は
ふわふわもちもちのハワイアンドーナツです。

F12. Meg’s Kitchen

元大関・小錦も“本物”と認める
ガーリックシュリンプ。

F11. Ahuahu south loco style

バーベキューのプロが作るお肉料理を
ご堪能ください！

F13. SHONAN Bar-B-Q

創業５０年以上のレストラン。
厳選したお肉と湘南野菜を使った
料理をお楽しみ下さい。

F16. レストランなんどき牧場

87Cafe（ハナカフェ）で大人気の
スイーツをご提供させて頂きます。

F9. 87cafe

手作りにこだわった自慢のハンバーガーは絶品！
ケータリングで本格ハンバーガーが楽しめる。
冷えたドリンクと一緒にどうぞ！

F8. STOVES

ステーキとガーリックシュリンプが人気！

F6. パラダイス

ハワイのローカルフード「フリフリチキン専門店」
Kahana`s鎌倉です。本格的炭火焼きの丸ごとチキン
をぜひご賞味ください。

F5. Kahana's 鎌倉

アロハマーケット限定のスペシャル
メニューをご用意します！

F7. Guard

ハワイ生まれの新感覚レモネード。

F4. WowWowHawaiianLemonade

ハワイアンローカルフードに
アサイースムージーもぜひ。

F10. COCONUT TREE

ハワイ人気No.1のＫONAビールを取り揃えております。
ＫＯＮＡの限定グッズも今回のためにご用意！！

F3.Kona Brewing Co.

レインボーブレッドとアロハなカクテル、
映えるカラフルスイーツを！

F2.Rainbow Café ALOHADELI
茅ヶ崎産の鮮度抜群な生乳100％とハワイ産ハチミツを
使ったローカルアイスをご用意してお待ちしています。

F1. プレンティーズ 

Food truck area
フードトラックエリア

11月に
開催される“ねんりんピック”で
開催種目となっているグラウンド
・ゴルフを5/15（日）テニスコート
エリアで体験してみませんか?

5 （日）
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