
出店者アンケート

1

来客者数 何 知りましたか お気 入り お店 そ 他ご意見

8 知人から
19.無農薬野菜 フィオ, 
20.キャンドルカハナ/マナカードセッション, 
21.コサカ心休マッサージ院

いつもお世話 ります。色々お手を貸し いただき、ありが うございました。
また来年も宜しくお願いします

12 知人から 7.D'ici

先日 マルシェ お世話 りました。
院長不在 為、私自身がイベント等 一人 参加する 初め 事 、大変緊張し いましたが、前日から 会場
準備 あたたか 雰囲気 会場 皆様 おかげ 一日を終えるこ が きました。
本当 ありが うございました。感謝 す！
また来年度 開催も楽しみ し います。

15 知人から

2.手造りハム・ソーセージ 独逸屋, 
6.ほり うち斎藤接骨院, 
12.NPO法人 多摩草むら 会, 
18.由栗カフェ, 
19.無農薬野菜 フィオ, 
26.フーレセラピールーム～ふるる～

スタッフ 皆さんお疲れ様 した。暑く 静か したが雰囲気 も良かった す 。いろいろ 地域 方が立ち寄り
おしゃべりし 行かれ交流会 っ 出店し よかった す。ただしゲート 場所 出店しましたが、来場者 っ
場所がわかり くく、何人かお誘いした知人が見つからず 帰っ しまいました。また無事た り着いた方から 「探し
ちゃったわ」 もいわれました。ゲート 出店場所 し よいか うか？ 感じました。また 、当日大き 全体図が数箇
所 ある よいかも。

17 facebook

7.D'ici, 
12.NPO法人 多摩草むら 会, 
19.無農薬野菜 フィオ, 
20.キャンドルカハナ/マナカードセッション, 
21.コサカ心休マッサージ院, 
26.フーレセラピールーム～ふるる～

地元 出店 き 、す お知り合い 方や新しくお知り合い った方々 交流が楽しかった す！ありが うござ
いました！

20 知人から
2.手造りハム・ソーセージ 独逸屋, 
16.Banyan58, 25.モリモリガーデン,
 28.アトリエけやき

今回 「 うち マルシェ」 暑さ 10連休 運動会等同日イベント 影響 か、今ま 違う閑散 した雰囲気
驚き した。5月 思え 暑さ したがパフォーマー 方々 レベルが高く、美味しいお昼ご飯も頂け 、心地 良い
時間を過ごせました。これも実行委員 方々 ご尽力 思います。大変感謝し います。また、一番最寄り 正面 駐
車場 止め 朝 台車を使用し いました。正面駐車場より 搬入 台車不可 知らず、ご迷惑をおかけし しまい
大変申し訳ありません した。
そし 、事前 顔合わせ説明会 一度も出席出来ず申し訳ありません した。また「 うち マルシェ」 参加させ
頂きたい 思っ おります。
今後 も宜しくお願い致します。
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来客者数 何 知りましたか お気 入り お店 そ 他ご意見

20 チラシ・ポスター
 2.手造りハム・ソーセージ 独逸屋, 
18.由栗カフェ

20 facebook
3.木 り舎, 
8.町田ゆめ工房, 
24.Bab

お天気 せいもあり、搬入搬出が大変 感じました、、

22 知人から

3.木 り舎, 
20.キャンドルカハナ/マナカードセッション, 
21.コサカ心休マッサージ院, 
26.フーレセラピールーム～ふるる～

25 ホームページ 13,SaddleUp!! 音楽だけ く、そ 地域 子供ダンス等、地域 人が参加出来るイベント型マルシェを目指し ほしい。

30 知人から

4.ミラベル, 
12.NPO法人 多摩草むら 会, 
18.由栗カフェ, 
19.無農薬野菜 フィオ, 
21.コサカ心休マッサージ院, 
25.モリモリガーデン, 
26.フーレセラピールーム～ふるる～

事前準備から、当日から、後処理から、スタッフ 皆様 本当 感謝 す。
うもありが うございました。

ゆったりした雰囲気 こ イベントが、やっ り好き す。

今年 印象 し 、これま 開催より来客者数が少 かったか 思います。（感覚的 。）
も、熱中症予報が出 いた気候だったため致し方 しだ 思います。

30 知人から
2.手造りハム・ソーセージ 独逸屋, 
18.由栗カフェ
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来客者数 何 知りましたか お気 入り お店 そ 他ご意見

30 知人から
2.手造りハム・ソーセージ 独逸屋, 
21.コサカ心休マッサージ院, 
23.ハリー テレスコ屋

30 ホームページ
12.NPO法人 多摩草むら 会, 
13.Saddle Up!!, 
28.アトリエけやき

32 facebook
7.D'ici, 8.町田ゆめ工房, 
22.ガーデン３６°C, 
25.モリモリガーデン

一人 出店だった 店をあまり離れられず、全 店を見るこ きません した。 すが近く 出店者さん お
話も き 、楽しく過ごさせ もらいました。
お客様 も興味を持っ 商品を見 いただけ 嬉しかった す。
うもありが うございました。

36 過去 出展済み
19.無農薬野菜 フィオ, 
29.ダ　ルチアーノ

毎年出展させ 頂きありが うございます。
5月 し 非常 暑かったせいか、顧客数 例年より少 かったよう 感じました。

50 知人から
2.手造りハム・ソーセージ 独逸屋, 
24.Bab, 25.モリモリガーデン

会場 雰囲気が もよく、楽しく出展 きました。本当 ありが うございました。特 共同出店だった 他 出展
団体 方 も話せ 楽しかった す。またライブ 方々 レベルも高く良かった 思います。
ただか り会場 気温が高かった 、開催時期 4月 もう少し早くし もいい か 思いました。
あ 来年運営面 もしお手伝い きるこ があれ 、お手伝いしたい 思いました 、 きる事があれ おっしゃっ
ください。

60 知人から 2.手造りハム・ソーセージ 独逸屋, 24.Bab

こ たび 、お世話 り、ありが うございました。
こちら イベント 、イベント開始 終了 アナウンスがある 、出店者 っ も来場者 っ もメリハリがあっ
良かった 思います。また、最後 集合写真や各店舗スタッフ 写真撮影 、手作り感、アッ ホーム感があっ 、毎
回ほっこりし います。ステージも多彩 した。隣 ブース 販売し いた 、音 悩まされるか 覚悟をし いた
すが、そん こ く、演奏も心地よかった す。当日 炎天下 したが、ステージを観るお客さん用 テントが用

意され いた も良かった 思います。贅沢をいえ 食事 テーブル もパラソル がある 、 お良かった
す。
お客様 10代、20代が少 い印象を受けました。年齢層が高く、
カップル 来場される方も多かったよう す。真夏日 けれ 、もっ 多く 方々 楽しん いただけたイベントだった
思います。最後 りますが、駐車場や会場ま 経路案内 立っ おられたスタッフ 方々が たも感じがよく、

中 荷物 運搬をさりげ く手伝っ くださる方もおられ 、感激しました。皆さん笑顔 楽しく運営をされ い 、気
持ちよく販売させ いただきました。暑い中、本当 お疲れ様 した。ありが うございました。
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来客者数 何 知りましたか お気 入り お店 そ 他ご意見

60 知人から
 16.Banyan58, 
29.ダ　ルチアーノ

アイスコーヒーを淹れる 忙しく、上記 ２店舗しか伺え かった すが、混む前 昼食を購入させ いただいた
Banyan５８さん タコライス ソーセージお ぎり？心がこもっ い っ もおいしかった す。そし ちょっ ホッ し
た時間 購入させ 頂いたダ　ルチアーノさん アイスクリーム うち 淹れた濃い目 アイスコーヒーをかけ カフェ
コンジェラート風 し 頂きましたら格別 美味しく もう一つ食べたかった すが購入 行けず残念 した。

うち マルシェ 大き マルシェ ありませんが心 こもった物を出し 下さる方 かり 出店者 あっ も毎回楽
しみ す。一日ありが うございました。そし スタッフ 皆様ありが うございました。

60 ホームページ し し

80 し し

も素敵 マルシェ した。
気温が例年 く高かった 、運動会 日が重 った事もあり、お客様が少 かった気がします。
しかし、これだけ 素晴らしいイベントを、企画運営する 大変 事だ 思いました。本当 お疲れ様 した。
そし 、ありが うございました。

80 知人から し

一人だった 他 店 あまり見れません した。
出店者 方 机やパラソルを貸し いただき助かりました。特 パラソル 死活問題 した！ステージ み さん レ
ベル 高さ 驚きました。すごく楽しめました！来年も出来れ (机貸し いただけれ )参加したい す。ありが うご
ざいました！！

90 知人から 6.ほり うち斎藤接骨院

95 ジモティ
3.木 り舎, 
6.ほり うち斎藤接骨院

 うち マルシェ 出店させ 頂き、誠 ありが うございました。
皆さん優しい方 かり 、 もアットホーム 素敵 マルシェだ 思います。
また機会がありましたら宜しくお願い致します。
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来客者数 何 知りましたか お気 入り お店 そ 他ご意見

100 知人から し
大変お世話 りました。実行委員会 方々 、毎回細かい ころま ご準備頂き、出店者 し 楽し かり 申
し訳 い限り ございます。熱い中、皆様ありが うございました。
回ご 出店者 方々がふえ 、これからも更 地域 根付い いくこ をお祈りし います。

115 ホームページ

1.さ いち＋シシラボ, 
2.手造りハム・ソーセージ 独逸屋, 
7.D'ici, 
19.無農薬野菜 フィオ, 
25.モリモリガーデン

楽しく出店させ いただきました。今回 一昨年 前回よりマルシェ自体 来客数が少 かったよう 感じましたが、雰
囲気 よかった 思いました。日 長い季節 ５時ま も良い か 思います。

150 知人から

 2.手造りハム・ソーセージ 独逸屋, 
14.谷山笑店, 25.モリモリガーデン, 
26.フーレセラピールーム～ふるる～, 
29.ダ　ルチアーノ

実行委員 み さま
お疲れ様 した＆ありが うございました！！

150 知人から
2.手造りハム・ソーセージ 独逸屋, 
3.木 り舎
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