
　　工房時代屋

着物を使ったバッグや小

物です。

バッグ　　アトリエ　みなみの部屋 その他

　　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

　　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

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 　　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
facebook.com/
pupupuicraft/

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/

　　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。

　　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/

　　Yokohama Red-Bear

https://www.
yokohamared-bear.com/HP

　　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

HP

　　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

　　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
www.instagram.com/
dongrybockry/?hl=ja

雑貨 　　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

　　bake16

吉野町市民プラザ向かい

の手作りパン屋です

instagram.com/
bake162016HP

食品

　　M ・ コットン

ひとつ、 ひとつ丁寧に作

りました。 お気に入りが

みつかると嬉しいです。

雑貨

　　いろいろ工房 M&V

丁寧に作った作品を多数

揃えています。 是非お立

ち寄り下さい。

雑貨

　　木と布のクラフト

心のいやしとなる人形、 木彫

りの作品、 布地の便利品な

ど、 お楽しみください

アクセ
サリー

　　つちや手芸店
フェルトのパンケーキやお

弁当セットを販売します。

雑貨

アクセ
サリー

母と娘 2 人の 3 人で、

色々なものを作っていま

す☆

　　Twinkle♡Bloom

instagram.com/
twinkle_bloom.2018

アクセ
サリー　　イロココロ。

日常をちょこっと色づけ

よう♪革細工のアクセサ

リーです。
instagram.com/
irococoro/

アクセ
サリー

　　兎々野原
和柄の布小物、 天然石ア

クセサリーを扱っていま

す

　　aorisuyanka
「なんじゃこりゃ！」 ちょっ

ぴり個性的な雑貨をお届

け

雑貨

instagram.com/
aorisuyanka/

　　とんぼ玉＆キッチン木工 ・ あすなろ

とんぼ玉、 へラやバター

ケースなどキッチン用品

が並びます。
http://medakasachi.web.
fc2.com/

雑貨

HP

　　革工房　楓舎
本革手縫いの作品販売と

簡単に出来る小物のワー

クショップ

雑貨

雑貨

instagram.com/
sousaku_koubo_fusya

一針一針丁寧に作ってい

ます。 いろいろな物作り

に挑戦しています。

バッグ　　いっぴんトロワ バッグ

　　DAYToys

SUGOI KAZARI 

TAKUSAN!

https://www.facebook.
com/daytoys/

その他

　　ハンドメイドともやん
子供から大人まで、 プレ

ゼントにしても喜ばれるも

のを販売します
instagram.com/
hm_tomoyan/

雑貨 　　
ブッフェスタイルで自由に

作る小さいお花のアレン

ジメントです
facebook.com/
petit.viviane

プティ フルール ブッフェ 
Viviane

花

　　Fortune candy　
美味しそうで可愛いスク

イーズを作ってもらえた

ら嬉しいです。
instagram.com/
fortune_candy_sweets

その他

　　ぽすとかーど＊てづくり屋さん

手作りアクセサリーや、

ポストカードを販売します

☺
instagram.com/
yuko_handmade_photo

アクセ
サリー

facebook.com/
tsuchiyasyugeiten/

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。

雑貨
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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！ 

www.ucoop.or.jpHP

　　CanBeeStyle　
デニムやキルティング生

地を使った可愛い布小物

を作っています。

雑貨
38

4 F

2 F
7/28（日） のお店

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。


