
工場見学工場見学
霧島酒造志比田第二増設工場の見学施設が
10/27にOPENします。見学通路のコンテンツも

大きく変わって、子供から大人まで楽しめること間違いなし！
この機会にぜひご体感ください。

受　　付　電話予約もしくは当日マルシェ会場での直接予約
料　　金　無料
見学時間　1回45分

27日（土）　28日（日）
①10：30～　②11：00～　③13：30～　④14：30～

※満席になり次第、終了となります。　※ガイド無しの自由見学も可能です。

霧島酒造志比田第二増設工場

見学施設
OPEN!

店舗名
霧の蔵参道マルシェ限定出品
出品内容、その他

ここでしか買えない
オリジナル!!

音楽ライブ音楽ライブ
27日（土） 
11:00～、 13:30～　オノサントコノ 
12:00～、 14:30～　&antique 
28日（日） 
11:00～、 13:30～　Raimu 

※両日ともDJ Fujey、DJ SHIGETOMEによるBGM選曲あり。

霧島酒造 （霧の蔵ブルワリー）
KIRISHIMA BEER 9種類
KIRISHIMA BEER飲み放題 他

霧島酒造 （霧の蔵ベーカリー）
新商品、黄金千貫を使用したパン
焼酎モロミを使用したパン

晴耕雨屋・晴れるや
霧島焼酎大根・人参漬物
ピクルス、キムチ、おにぎり 他

エジプト料理 アッシャムス
エジプト風霧島おつまみセット
コシャリ、レンズ豆スープ 他

アラカルトキッチン Tatsu
ビールや焼酎にあうチーズタッカルビ
タコス、チーズフランク 他

都城牛串部隊
KIRISHIMA BEERに合うジャークポテト
都城産宮崎牛串炭焼き 他

Natural Kitchen Camel
黒霧島薬膳カレーライス
コーヒーゼリー・ラテ 他

黒豚とんぷきん
KIRISHIMA BEERに合う自家製生ハム
黒豚炭火スペアリブ、黒豚ギョーザ 他

からあげ一歩
霧島酒造にあやかった日本一焼きそば
からあげ

野菜屋 宮丸商店
霧島焼酎入り野菜焼きそば
お惣菜 他

天然香房　花鳥風月
霧の蔵さつまいもまん
肉まん、中華ちまき 他
世界のチョコレート 
アイデンティティ
ホワイトサンドをイメージしたわたがし
10色わたがし

Niwatoko
赤霧島をイメージした焼きチーズケーキタルト
米グラノーラ、地元野菜のキッシュ 他

メイプルシロップ
黒・白霧島・黒霧島EXシフォンケーキ
各種シフォンケーキ、ガトーショコラ 他

SONNE
KIRISHIMA BEERに合うピクルスとポテチ
雑貨、食品

offa LIVING
お酒のお供Grocery
コーヒーシロップ、ジュース 他

あんぱさんど
霧島裂罅水を使用したドリップコーヒー
かき氷、煎りアーモンド 他

hand made Kuu
焼酎をイメージした和柄のアクセサリー
ハンドメイドアクセサリー、布雑貨

la mimosa （ラ・ミモザ）
白・黒・赤霧島をイメージしたピアス、イヤリング
ハンドメイドアクセサリー

Hat Mine （ハットマイン）
霧島酒造をイメージした多肉の寄せ植え
多肉植物 他

つむぎメディカル
くつろぎの霧島マッサージ
指圧あん摩マッサージ

Natural yoga AO
KIRISHIMA BEERの瓶を使ったヨガ
ヨガ体験

ジャパンドローンセンター
テクノロジートイドローン
DJI社ドローン販売

サンパーク都城
ホワイトサンドハーバリウム販売
ハーバリウム体験、リース販売 他

都城地区
バレーボール協会
ビーチバレー体験

 オープニングセレモニー
10/27（土）
10：00～

販売方法

単品ビール
（330ml）

セットビール
（370mlカップ）

飲み放題ビール
（カップ）

種 類

瓶

カップ

カップ

価格（税込）

540円

1000円

2000円

内 容

1本

3杯

飲み放題

その他

―

チケット制

3時間制

注意事項

―

グループ内でシェア
が可能です。

個人単位でのご注文
が可能です。回し飲
みはご遠慮ください。

※10/27（土）、28（日）霧の蔵参道マルシェへお越しのお客様限定プランです。
※20歳以上のお客様に限ります。

お友達と、ご家族と、飲み仲間とぜひKIRISHIMA BEERをお楽しみください。

KIRISHIMA BEER
特別セミナー
KIRISHIMA BEER
特別セミナー
KIRISHIMA BEER20周年記念！

KIRISHIMA BEERを製造しているブルワーの特別セミナーをご用意しました。
ビール初心者やビールが大好きな方など、みなさま大歓迎！
ぜひ楽しい体験を通して、ビールの奥深さを味わってください。

受　　付　当日マルシェ会場での直接予約
料　　金　無料（定員8名）
体験時間　30～40分

27日（土）　28日（日）
①11：30～　②14：00～

霧の蔵ベーカリー10周年フェアを開催!!

焼酎造りに使用している「黄金千貫」をアレンジした

新商品のパンや、限定のピザなど盛りだくさんの内容を

ご用意しています。テラスでは風船の配布もありますよ♪

ぜひお越しください。

ジャパンドローンセンタージャパンドローンセンター
テクノロジートイドローンの体験ができます。
子供から大人までお楽しみいただけますので
お気軽にお立ち寄りください！
対象年齢7歳以上。初心者OK！手ぶらでOK！

受　　付　体験開始30分前までにマルシェ会場での
 直接予約（定員10名）

料　　金　1回500円
体験時間　約3分

27日（土）　28日（日）
①11：30～　②14：00～

受　　付　当日マルシェ会場での直接予約
料　　金　1回1000円or1500円
体験時間　1回15～30分

27日（土）　28日（日）
時間帯指定なし（常時体験可能）

サンパーク都城サンパーク都城
ハーバリウムの製作体験ができます。
自分好みのデザインでオリジナルの1本を
つくりませんか？
年齢制限なし！初心者OK！手ぶらでOK！

受　　付　当日マルシェ会場での直接予約
料　　金　1回500円
体験時間　1回30分

27日（土）のみ
①10：30～11：00　②11：30～12：00
③13：00～13：30　④14：00～14：30

Natural yoga AONatural yoga AO (ナチュラル　ヨガ　あお)(ナチュラル　ヨガ　あお)
KIRISHIMA BEERの瓶を使用したポーズを入れた
この日限定のオリジナルヨガ。
年齢制限なし！初心者OK！手ぶらでOK！
当日は動ける服装でお越しください。

受　　付　当日マルシェ会場での直接予約
料　　金　無料
体験時間　下記①、②内で時間制限なし

28日（日）のみ
①10：00～12：00　②13：00～15：00

オーストラリア産ホワイトサンドを敷き詰めた
ビーチバレーコートで楽しい体験イベント！
ふかふかの砂の上でビーチバレーにレッツトライ！
年齢制限なし！初心者OK！手ぶらでOK！
当日は動ける服装でお越しください。（裸足での体験）

霧島通販蔵
試飲体験
霧島通販蔵
試飲体験

金霧島・黒宝霧島・Ax霧島をご試飲できます！金霧島・黒宝霧島・Ax霧島をご試飲できます！

親子で体験！ 友達同士で体験！

10/2
7

OPEN
! 見て

楽しい！

都城地区バレーボール協会都城地区バレーボール協会

KIRISHIM
A BEE

R 20周
年

霧の蔵ベーカリー 10周年

※一部アルコールを含む商品があります。

※

対
象
年
齢
20
歳
以
上

※

対
象
年
齢
20
歳
以
上

※天候により中止になる可能性がございます。

のみ出店 のみ出店

のみ出店

のみ出店 のみ出店

のみ出店

のみ出店

※ガイド付き案内
※対象年齢20歳以上　※時間は変更になる可能性がございます。

ドローン体験ドローン体験 ハーバリウム製作体験ハーバリウム製作体験 ヨガ体験ヨガ体験 ビーチバレー体験ビーチバレー体験

会場の雰囲気に合わせた音楽をお楽しみください。


