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LIVE①
アキバコ meets 若尾亮(EL CARNAVALOW)
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白菜争奪じゃんけん大会

燻製で楽しむカントリーライフ
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お楽しみ抽選会

10/23sAT 9:00-16:00 10/24SUN 9:00-15:00

燻製で楽しむカントリーライフ

Stage & Event 

中央広場のステージでは、ライブ演奏などを開催！

●入場の際、検温と手指の消毒、個人情報収集にご協力をお願いいたします。
●確認がとれましたら、シールをお渡しいたしますので、目立つ場所にお貼りください。シールを貼っ
　ていないとお買い物できません。
●新型コロナウィルス接触確認アプリ（略称：COCOA）ダウンロードをお願いいたします。当イベン
　トでは、厚生労働省から発表されたCOCOAをスマートフォンにインストール・ダウンロードするこ
　とを強く推奨しています。
●その他、会場での対策については、イベント公式サイトをご確認ください。

【新型コロナウィルス感染症対策について】!

COCOA
インストール方法

萌木の村
カントリーフェスタ
公式サイト

2021

メイン会場：萌木の村中央広場　【入場無料】※
10/23S AT 9 : 00-16 : 00　10/24sUN 9 : 00-15 : 00

Area Map
エリアマップ

ナチュラルな松ぼっくりを使って、カラフルな
クリスマスツリーや可愛らしい羊のオブジェ
を作ってください。親子ご一緒にどうぞ！
【会場】中央広場
【料金】いずれも1人1,000円

松ぼっくりクリスマスツリー＆おとぼけ羊ワークショップ

簡単に割れるキンドリングクラッカー、そして
古来の斧で薪割りを体験していただきます。
（お子様は必ず大人同伴願います。）
【会場】中央広場
【料金】１人500円（焼きマシュマロ付き）

薪割り体験

萌木の村のマスコット・木製トナカイを
お客様自力で組み立てていただきます。
（お子様は必ず大人同伴願います。）
【会場】中央広場
【料金】1体2,000円

トナカイ製作体験

フードデザイナー・内田博子さんが手軽に楽
しめる薫製の実演をして下さいます。お金を
かけずに簡単に薫製ライフが実現しますよ。
終了後に限定で薫製製品を販売します。

薫製で楽しむカントリーライフ
毎年参加者が行列をつくる大盛り上がりのイ
ベント「白菜争奪じゃんけん大会」や、フェス
タを締めくくる「お楽しみ抽選会」を、今年も
開催します。ぜひご参加ください。詳しくはス
タッフまで。

白菜争奪じゃんけん大会&お楽しみ抽選会

120年前に作られた自動演奏オルガン「リモネール
1900」で現代アイドルグループ音楽の演奏にチャ
レンジ！【演奏】Koji Koji Mohejiさん
【日時】10/23（土）11：30～/14：15～（各30分）
【会場】オルゴール博物館ホール・オブ・ホールズ
【料金】大人 1人1,000円

オルゴール博物館で演奏会　開催！
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MARKET LIST

カントリーマーケット
（萌木の村中央広場）

八ヶ岳マーケット
（萌木の村 ROCK前駐車場）

ハンドメイドマーケット
（オルゴール館前）
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フードマーケット
八ヶ岳周辺で活躍するカフェやホテルレストランが出展。
地元食材を使って個性豊かな食をご提供します。

ステージ

Area Map

カントリーマーケット
全国の人気ファッション＆
雑貨ショップが出展！

八ヶ岳マーケット
八ヶ岳山麓で活躍する

完全手作りクラフトマンです。

COVENT GARDEN Bazaar
今年もシャビーシックなインテリア
雑貨とガーデン雑貨をご用意して
おります。クリスマス商品はもちろ
ん、大人気！ちょいキズ目玉商品コー
ナーもご期待ください。

1 CHERRY BEAR
今回もカントリーフェスタならでは
のワクワク楽しい発見にたくさん出
会えるように準備致します。

2 （株）信浩コーポレーションマニー
マニー、グランシュマン、世界の手
仕事ファブリカの３ブランドから。
デッドストックから貴重な１点物サン
プルまで、お気に入りのアイテムを
見つけに来てください。

3 ブリティッシュ マーケット
リネンやコットン、天然素材中心の
ナチュラル服お庭を彩るガーデン雑
貨やインテリア雑貨、ハンドメイドア
クセサリーやバッグなど、多数揃え
て皆様のご来場をお待ちしています。

4 手作りのお店くるくる
オリジナルのナチュラル木工を手作
りしております。お家時間にぴった
りのキットもありますよ。

5

TIPPY TOP
東京自由が丘で２５年、おなじみ
「TIPPY　TOP」です。今年もファ
イヤーキング、アンティーククロス、
多様なアメリカン雑貨でお待ちして
います。

6 コロニアルハウス
正統派アメリカンカントリーの草分
け的存在他では手に入らないレ
アーな商品をアメリカより直輸入し
ています。本場のカントリースタイ
ルをお楽しみください！！

7 Sa-Rah
愛媛県大洲市で天然素材をつかっ
たオリジナルのお洋服づくりをして
います。いつもの暮らしに寄り添う
服になることを願って、作りたての
お洋服を展示販売いたします。

8 creaturu クレアチュール
季節の花々をドライフラワーにして
リースやボタニカルキャンドルなど
心を込めて作っています。ワーク
ショップも開催！できたての秋色紫
陽花をお持ち致します。

9 ボーイズ &ガールズアンティークス
アメリカの古き良きヴィンテージ雑
貨を幅広く取り扱っております。1
点 1 点を全て現地にて手に取りな
がらセレクトした商品を販売させて
いただきます。

10

kukul Kukka
地元北杜市を拠点にしている小さな
花屋です。季節のドライフラワー や
花飾りをお持ちします。八ヶ岳ならで
はのキレイな色の仕上がりです。日々
を飾る小さな花をお楽しみください。

1 H・C・A
青い空をイメージした青い器を制作。
釉薬は「トルコ青」。緑の金属を含む
釉薬をアルカリ性にすることにより、
鮮やかな青い色合いになります。太
陽光に当たるとキラキラ光ります。

2 清春アンデルセン
当店は1985年に開店しました。自
家栽培した花を乾燥し、安価で販
売しています。

3 Deco  房
八ヶ岳の麓、原村の環境保全活動に
取り組んでいます。伐採した木を利
用し、切り株ハウスと森の妖精や動
物を制作しました。お部屋や庭を可
愛らしい森の世界にしてみませんか。

4 Bottega Glicine
山梨県笛吹市に工房を構える革製品
専門店です。職人はイタリア人で夫
婦で運営しております。厳選した本革
を使い、ベルト・財布・鞄・カメラ用品・
ギター用品等を制作しています。

5

Urara＋
野草やハーブ、八ヶ岳産の米ぬか
や酒粕などを配合したデザイン石
けんを作っています。フェスタでは
キラキラ輝く美しさ「宝石石けん
ワークショップ」を開催します。

6 クレアたちの森
八ヶ岳の自然を映したようなナチュ
ラルな森のリース、八ヶ岳の植物を
暮らしの中に添えてもらいたくて。
八ヶ岳の素晴らしさを皆様に思い
出して貰えるように！

7 石の如く
質感にこだわったシンプルな 器と花
器を作っています。お料理を盛り付け
て完成する器を目指しています。主な
技法は、白磁、粉引き、グレーの藁
灰釉、南蛮 (焼き〆)です。

8 佐々木　好正
毎日安心して使える器です。

9 ALIKA
長野県原村で八ヶ岳の宝石箱「こん
なのあったら素敵だな」という思いで
生活を引き立てるフラワーアイテムや
アクセサリーなど、「飾る＝accesory
＝素敵な予感」をお伝えします。

10

ハンドメイドマーケットエリアには、実行委員会が厳選した
店舗が1日25ブース登場します。木工雑貨、アクセサリー、
手編み小物など作り手こだわり作品をお楽しみください。

テントエリア
両日7:00～16:00

テントを張って休憩できるスペースです。
寝泊りはできません。


