
　　工房時代屋

着物を使ったバッグや小

物です。

バッグ

　　ハンドメイド　和み

和を感じるアクセサリー

や小物、 洋服。 また使い

勝手の良い袋物など

アクセ
サリー

　　アクセサリー 「まゆしお」
夏におすすめ。 レジンと

ビーズアクセサリーの店、

初出店

アクセ
サリー

　　フルール
着やすく、 外出着にもな

る。 ウェアー。 アイロン

プリントを使った袋。

その他

　　pokke　pirka　＋

陶器を中心に、 心や身体

がほっこり温まるコモノを

製作しています。

陶器

instagram.com/
pokke_pirka/

　　潤緩
年齢に関係なく喜んでい

ただける作品です

アクセ
サリー

　　アトリエ　みなみの部屋 その他

　　手作り雑貨とアロマクラフト
　　のお店ミニョンヌ

通学、 通園グッズなどの

布小物やお花を使った雑

貨のお店です。

雑貨

　　アトリエ　「メルヴィーユ」

アクセサリーが映える季節で

す。 どうぞご覧になって下さ

いませ。

アクセ
サリー

　　ショップ フォレスト
木の実や流木などの自然

素材で作ったかわいい小

物を販売

雑貨 　　MIRUKO
布の組合せを楽しみなが

ら、 袋物を丁寧に作って

います。

HP

　　みっちゃん家のお菓子

食べたら心がほっこりす

る、 お菓子作りを心がけ

ています
instagram.com/
chiru.chiru_mitsuyo/

食品

　　Teasal 工房
お子様やペットの似顔絵

を可愛いく描きます。

絵

instagram.com/
teasaltvalley

instagram.com/
lilium167mys

　　Petit Guenon
普段使いからデートまで、

気 軽 に 使 え る ア ク セ サ

リーの販売
instagram.com/
petitguenon

アクセ
サリー

　　10beans
子どもから大人まで

「かわいい！」 と思っても

らえるような作品です♪

アクセ
サリー

アクセ
サリー　　アトリエ　中道

壊れたアクセサリーやボタン

に遊び心を加えて作る、 世界

に 1 つだけの、 アクセサリー。

　　日本絵墨書芸塾

「書」 をもっと解りやすく、

親しみやすく !! 楽しい書

が一番 !!

その他

　　clay story 友夢

見て下さる方に、 くすっ

と笑って頂けるような、

粘土の仔たちです。

人形　　Rinashop
あったらいいな便利だ

な、 と思ってもらえるよ

うな作品を作ってます
instagram.com/
junreyyuurisa/

バッグ

　　Paŝo with PeacePearl

女性支援を目的としたア

クセサリーブランドです。

アクセ
サリー

https://ameblo.jp/
mignonne-krHP
https://ameblo.jp/
mignonne-krHP

　　みち工房

小さな壁かけや雑貨、 布

小物やビーズアクセサリー

をお求めやすい価格で

アクセ
サリー

　　pupupui-craft
好きな柄をデコパージュ

してオリジナルバックや雑

貨を作れます

雑貨

　　ＲＡＩＮＢＯＷ　ＣＬＯＶＥＲ
箱庭に動物達を遊ばせて

楽しいペンスタンドを作り

ましょう

雑貨

instagram.com/
mikkanekoyama/

アクセ
サリー　　陶房 TAKANO

手で回すろくろを使い好

きな器を作ります。 夏休

みの宿題にも是非。

陶器

　　Yokohama Red-Bear
革に触れて、 楽しくキー

リングを作りましょう。

作品の販売もします。
https://www.
yokohamared-bear.com/HP

　　primrose
夏祭りにぴったりのつま

み細工のヘアアクセサリー

が作れます。
instagram.com/
primrose_0518

アクセ
サリー

雑貨

instagram.com/
handmade_caramel_popcorn

　　caramel popcorn
「キャンディバックのワー

クショップ」 キーホルダー

作れます。

アクセ
サリー

アクセ
サリー

雑貨

雑貨

　　プチマルファクトリー　
美味しそうで食べれない

オリジナルパフェ作りま

しょう
instagram.com/
puchimarufactory

雑貨

　　幸せの珈琲紅茶
　　TEE HAUS MOZART

ドイツ BIO 認証の材料の

み使用した美味しい西欧

茶を販売します。

食品

https://minne.com/
@sueco1976HP

　　cocomi

自家製天然酵母と国産小

麦を使用し、 身体に優し

いパンと焼菓子。
instagram.com/
cocomin_chiHP

食品

　　chi-ti&peony_f
布小物、 アクセサリー、 編

み物、 雑貨等を多数ご用意

してお待ちしております。

雑貨 　　m ハンズ
大好きな布が 暮らしを楽

し め る も の に な る 事 が

テーマです！

雑貨

　　DongryBockry　
ドングリなどの木の実や

枝で作った小物やボタン

やアクセサリーなど
instagram.com/
dongrybockry/?hl=ja

雑貨

雑貨 　　ガラス工房～手作りトンボ玉～

た く さ ん の ト ン ボ 玉 を

使った作品を準備し、 お

待ちしております。

ガラス
　　brume

親子でワクワクするアクセ

サ リ ー を め ざ し て い ま

す！ 
instagram.com/
brume_trois

アクセ
サリー

　　雛罌粟 ・ 百日紅 ・ 薄墨毛
馬のイラストを描いてい

ます。

絵

https://twitter.com/
ma_i_po_3

　　パンフラワー　長谷川
色々なプレゼントやお部屋の

インテリア等にご利用下さい。

雑貨

　　布小物　アマリリス

手作りを楽しんでいます。

ぜひ手に取っていただけ

たらと思います。

雑貨　　mamatoco

handmade の小さな幸

せ

instagram.com/
mamatoco_handmade/HP

アクセ
サリー

　　花と布の小物屋さん
毎日がほっこりするよう

な作品たちです

雑貨

facebook.com/
pupupuicraft/
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instagram.com/
megmi_handmade/HP

　　m＊strawberry

人気のハーバリウム、 フ

ラワードール愛花ちゃん

作りが体験できます

　　PEARLPARTY
大人気の UV レジンでオ

リジナルアクセサリーを作

りましょう
instagram.com/
kurara.pearlparty/

7/27（土） のお店

4 F

2 F

4 F

2 F

印のお店は手作り体験が
できます。当日参加OK

※ 「43 あいしゃちゃんのブラウニー」

　　は都合により出店中止となりました。

玄関前特設ブース 生活協同組合ユーコープ

おうちＣＯ-ＯＰブースでは、 人気のプリン・

ヨーグルト・アイスをご試食いただけます！ 

https://ameblo.jp/
mignonne-krHP

https://
www.peacepearl.jp/

HP

www.ucoop.or.jpHP


