
出店名（屋号） 日程 ブースNo. 出店ジャンル 主な出店商品

あ あぁー、おなかすいた。 日曜 MP26
ファッション・アクセサリー/雑
貨・その他

銭湯をモチーフにした雑貨やアクセサリーの、販売。

Art Thunderbolt 両日 MC34 アート･イラスト･写真 イラスト
アクセサリー

R＆A studio 両日 MD21 ファッション・アクセサリー ビーズアクセサリー、レジンアクセサリー、七宝焼

R-kadanS 両日 HD15 ファッション・アクセサリー ・ドライフラワーを使用したレジンアクセサリー(ヘアゴム、ピアス、イヤリング、ヘアクリップ、ネックレ
ス等)・レジンを用いたキーホルダーやピルケース、コンパクトミラー、ブローチ等の雑貨

R.E. 両日 HH15 ファッション・アクセサリー レジンアクセサリー、小物

IHYステンドグラス 土曜 HC03 雑貨･その他 ステンドグラス小物・フュージングガラスアクセサリー

aicobratwist_ 土曜 MD05 雑貨･その他 羊毛フェルト作品 羊毛フェルトできのこのオブジェ きのこストラップ きのこヘアゴムなど

藍染工房「Blue Hands」 両日 MB23 ファッション・アクセサリー 一点物の藍染作品

ｰaipｰ 日曜 MD04 雑貨･その他 布小物

I※Ly 両日 ML14 雑貨･その他 ハワイアン柄の海の生き物マスコットなどの雑貨

irieirie 両日 MG13 ファッション・アクセサリー 天然石、スワロフスキークリスタルを使ったシンプルな大人アクセサリー
グルーデコアクセサリー

AuraVeritas 両日 MN16 ファッション・アクセサリー 眼鏡専用アクセサリー（メガネチャーム/眼鏡チェーン）

Ao 両日 MN36-37 ファッション・アクセサリー 切り細工のシルバー彫金アクセサリー

あおによし 両日 HG01-02 ファッション・アクセサリー ヴィンテージガラスやボタンのアクセサリー

AOMONO 土曜 ML04 ファッション・アクセサリー ピアス・イヤリングをはじめとしたハンドメイドアクセサリー

aki 日曜 MP24 アート･イラスト･写真 レジンアート

akigyu_u 両日 ML23 雑貨･その他 ぬいぐるみ

AQUA 土曜 HC05 雑貨･その他 お人形服(ダッフィフレンズ、ソランちゃん、メルちゃん、リカちゃん、ブライス他)ドッグウェア、お人形と
お揃い女の子服

accessory工房MARIE 両日 MG26 ファッション・アクセサリー ⻭⾞やドラゴンなどのデザインのアクセサリー

accessory _no 両日 MG15 ファッション・アクセサリー ハンドメイドピアス、イヤリング

ASSY HANDMADE 日曜 MF03 雑貨･その他 ベビーカーバッグ ことりの鍋つかみ スタイ ウェットティッシュケース ポーチ等

「ATSUSHI INOUE」 両日 HH37 ファッション・アクセサリー
足型から測定し、お客様それぞれの足のクセに対応したハンドメイドシューズの受注販売をします。ミシンも含めた機械をほとんど使用しない
靴製作で、まさに「ハンドメイド」な世界でどこにもない1足になります。

UPCYCLE ECOBASE BY グリーン・エコ 両日 HJ23 家具･インテリア アップサイクル製品（ドラム缶ソファ、ドラム缶テーブル、ドラム缶BBQコンロ、ドラム缶ガーデンポット、
廃木材看板、雨水貯水タンク、インテリアボトルライト）など

Attic ProductS 両日 MJ36-37 ファッション・アクセサリー 革小物、革のショルダーバッグ、革の持ち手の帆布トートバッグなどを販売予定です。

アトリエ カズ 両日 MJ23 ファッション・アクセサリー 石粉粘土をベースに布やボタンでアレンジし金属色にした
大人のクレーアートアクセサリーを出品します。

アトリエアイリス 両日 MA02 アート･イラスト･写真 オリジナルの猫の油絵を用いたイラストフィルム、猫のミニあんどん照明「にゃんどん２」「にゃんどん２プ
レミアム」など

Atelier IBUKI 土曜 HB15 雑貨･その他 ドライフラワーで制作したスワッグやリース、正月お飾りの販売

Atelier Couleur K 両日 ML06 ファッション・アクセサリー アクセサリー（イヤリング、ピアス、ネックレス、ブローチ）

アトリエ縄文じいさん 両日 MK25-26 アート･イラスト･写真 ミニ額縁付デジタルアート、A4サイズデジタルアート、A3サイズデジタルアート、大判木製パネル貼りデジ
タルアート

アトリエstART 両日 MF36-37 雑貨･その他 生き物をモチーフとした雑貨(イラスト絵画、アクセサリー、Tジャパン、トートバッグ、ペン立てetc)
・ベビー用品・布雑貨・オリジナルキャラクターグッズ など

Atelier 陶ya 両日 MM17 家具･インテリア ＜陶器によるインテリア・ガーデン小物＞多肉植物に合うプランターをはじめ、小物入れ・時計・ランプ・花
器・カップ・器・箸置き 等

アトリエfuji 両日 HI17 ファッション・アクセサリー ガラスアクセサリー、小さなスタンドグラス

Atelier Blanc Cassé×Nema×Wantall 日曜 HD03-04
ファッション・アクセサリー/家
具・インテリア

フレンチシャビー木工雑貨、手編み小物、アクセサリー

アトリエmiico 両日 ME06 ファッション・アクセサリー 天然石アクセサリー
猫アクセサリー

アトリエMiss Miss 両日 ME24 雑貨･その他 オリジナル柄の手染めによる小物など バッグ、がま口、ショール、ハンカチ、など

*atelier-REINO* 両日 MI35 雑貨･その他 あみぐるみのキーホルダーやブローチなどの小物類、編み物のポーチなど

あにまる日和 日曜 ME03 雑貨･その他 アニマルモチーフフェイクフード雑貨

AnelaStone 両日 ML15
ファッション・アクセサリー/アー
ト・イラスト・写真

海と空のアート＆アクセサリー

Ａｎｏｎ*（アノン） 両日 MG01 ファッション・アクセサリー 布小物・・・がま口、ポーチ、アイピローなど

アフリカンドリーム
両日 HB05

ファッション・アクセサリー/雑
貨・その他

①1点もののホカホカ・マサイ族ストール
②1点もののアップサイクルレザーとマサイシュカサコッシュ
その他、アフリカアニマルのハンドメイドぬいぐるみや、ビーズアクセサリーです。

Avenue 土曜 HB31 家具･インテリア ハワイアンキルト、パッチワークキルト 布小物など

あみあみわんこ 両日 HA03 雑貨･その他 編み物

Amy... 日曜 MO23 ファッション・アクセサリー ハンドメイドアクセサリー

alitconfi 両日 MI31-32 ファッション・アクセサリー 手縫い革小物

alco atol 両日 HH12 ファッション・アクセサリー ハンドメイドで製作した、オリジナルのメンズ・レディースウェアの販売

AARUSHI 両日 HJ34 ファッション・アクセサリー ジュエリー、アクセサリー

ankumatominazo 両日 HB07
ファッション・アクセサリー/雑
貨・その他

動物モチーフの陶製アクセサリーと雑貨

AnjyuShop 日曜 HI05
ファッション・アクセサリー/雑
貨・その他

リボン、布小物、キッズアクセサリー、レジンキーホルダー

anz 両日 MI16 アート･イラスト･写真 オリジナルイラストのレターセット ポストカード しおり などのペーパーグッズ

antique rose 両日 MN35 雑貨･その他 テディベアと小物

＆M 両日 MI17 ファッション・アクセサリー ハンドメイドアクセサリー、布小物、スマホストラップ

     マクハリハンドメイドフェスタ2022出店者一覧 （ハンドメイドブース・ミニハンドメイドブース）



出店名（屋号） 日程 ブースNo. 出店ジャンル 主な出店商品

＆crayon 両日 HC15
ファッション・アクセサリー/雑
貨・その他

革小物

And you 日曜 MG04
アート･イラスト･写真/雑貨・その
他

オーシャンレジンアート
レジン雑貨

Undrop 両日 MK17 家具･インテリア/雑貨・その他 水が浮かんで見えるアロマディフューザー

Anber 両日 HA16 ファッション・アクセサリー 個性派バッグ、アクセサリー

い iihanco＆百福商店 両日 MC01-02 雑貨･その他 にがおえ消しゴムはんことパグ布雑貨

Yellow-music 両日 ME01-02 ファッション・アクセサリー バックや布小物やアクセス

io buonagiornata＆H.A.C 土曜 MB05
ファッション・アクセサリー/雑
貨・その他

アクセサリー&ハーバリウム

ニードルフェルトこものmofunico 日曜 MN14 雑貨･その他 羊毛を使った実用的雑貨：・石けん・がま口・お人形・アクセサリーなど

1円玉がみつかりません 日曜 MI05 ファッション・アクセサリー 綿素材の布小物。ポーチやポシェットなどフェミニンな作品。

いぢまゆういち 両日 MI12 雑貨･その他 動物モチーフの陶器製アクションフィギュア

ikka 土曜 MO22 ファッション・アクセサリー ワイヤーやシーグラスを使ったハンドメイドアクセサリーと刺繍、フェルトの小物入れ

icchi_made 日曜 MB04 ファッション・アクセサリー アクセサリー

ito shun Ｊ 両日 MA15 雑貨･その他 パンティをモチーフにしたお洒落なハンカチ、小物。

itokko 両日 MG23 ファッション・アクセサリー 昆虫をモチーフとした刺繍作品

inniu 両日 MJ02 ファッション・アクセサリー 真っ白な布をカット、染色し、色とりどりのお花の耳飾りを制作しております。

IMAGINE 両日 MH25-26 ファッション・アクセサリー ネックレス、ピヤス、リングイャーカフ、ブローチ

imo craft 両日 MA23 ファッション・アクセサリー 金属で作ったユニークな植物モチーフのアクセサリー

Illustrator夢夢 両日 MF14 アート･イラスト･写真 オリジナルイラストグッズ

IL イマジンレザー 両日 MK12 雑貨･その他 和柄幾何学模様のカービングを施す革製品 財布 キーケース コースターなど

いろどり 日曜 MP23 ファッション・アクセサリー ブローチ、ヘアゴム

INGOOD COMPANY 土曜 MG03 雑貨･その他 キャンドル

in the room 両日 MJ06 雑貨･その他 ニットリース、クリスマス飾りやお正月飾り

intro 両日 MF07 ファッション・アクセサリー 手染めをしたオリジナル革パーツを使用した革花アクセサリーをメインに展開します。

う houille&Wet 日曜 ME04 ファッション・アクセサリー プラバン･レジンを使用したアクセサリー

WINDMILL 土曜 MJ03 ファッション・アクセサリー バッグ 革小物

woolwool 両日 MD15 雑貨･その他 羊毛フェルト雑貨(縁起物、季節物、アクセサリー他)

werk-ヴェルク- 両日 HB14 ファッション・アクセサリー 猫モチーフの貴金属アクセサリー

ウォンカ 土曜 ML05 雑貨･その他 ぬいぐるみ、マグネット、ブローチ、ドール服、その他

うこわや 両日 MF02 アート･イラスト･写真 立体粘土作品と
手刺繍入り布小物

うさもちはんこ 両日 MM02 雑貨･その他 消しゴムはんこ

うさモノ 両日 HI22 雑貨･その他 時計・アクリルミラー ・キーホルダー・ピアス、ネックレス等アクセサリー

utifurimaあかり 両日 HF34 ファッション・アクセサリー 自作のワイヤーフラワーを使用したアクセサリー

ウッドバーニングmomo. 両日 ML25 雑貨･その他 ウッドバーニング雑貨
デニム雑貨

WOOD PLANET INARIN 両日 MB21 雑貨･その他 動物モチーフの木製のアクセサリー、雑貨

WOODWORK kazu 両日 MO33 雑貨･その他 癒し系LEDライト内蔵の立体ミニチュアオブジェ

wood work toto 両日 ML35 ファッション・アクセサリー 木の質感を活かしたアクセサリー、小さな木の一輪挿し、幼児玩具、雑貨

海とうに 土曜 MO37 雑貨･その他 房総ビーチコーミングで収集したウニ殻・シーグラス・貝殻などを使って制作したアートクラフト作品を販
売。ウニアクセサリー・ウニ標本箱・ウニライトなど。

うみのさんぽみち 両日 ME15 家具･インテリア/雑貨・その他 陶磁器(食器、雑貨、小物等)

海を楽しむアクセサリーUmisora 両日 MI23 ファッション・アクセサリー ⾞旅をしながら日本各地のビーチで集めたシーグラスや貝殻を中心に使ったいつでもどこでも海を楽しめるア
クセサリー。主にネックレス、イヤリング、ピアス、ブローチなど。

え えいこアートスタジオ 両日 HH23 ファッション・アクセサリー アクセサリー、ショール、バックなど

HO_tms124 日曜 MH05 雑貨･その他 ボタニカルアロマキャンドル、アロマキャンドル、アロマワックスサシェ、ジェルキャンドル、ドライフラ
ワーブーケ、ドライフラワースワッグ

h*prism 両日 MA13 ファッション・アクセサリー 布小物、デニムリメイク

ʻekolu kui fumufumu 土曜 MF03 雑貨･その他 リバティの布小物

S＆J Bros. 両日 HA11 雑貨･その他 犬服、リード、首輪、布バッグ

E-ssenca 土曜 HB23 ファッション・アクセサリー 天然石を使用したワイヤーアートジュエリー

EDEN in bloom 両日 MH11 ファッション・アクセサリー レジンアクセサリー

NLove 両日 MA35 雑貨･その他 アロマストーン

emayui と 大福 日曜 MI03
ファッション・アクセサリー/雑
貨・その他

ピアス、イヤリング、刺繍ハンカチ、トイレットペーパーホルダーカバー

Mka 両日 MN17
ファッション・アクセサリー/雑
貨・その他

抱っこ紐よだれカバー、ベビースタイ、その他ベビー向け布小物

m☆world 両日 ME31-32 ファッション・アクセサリー 革リュックショルダー、財布、キーケースコインケース等

LOL 両日 MN11 ファッション・アクセサリー 一点一点手描きの
フリーペイントアクセサリー

苑蜩舎 両日 ME22 雑貨･その他 陶器

遠藤ナミコ 両日 MG14 アート･イラスト･写真 イラスト原画 ポストカード カレンダー クリアファイル ステッカー エコバッグ等



出店名（屋号） 日程 ブースNo. 出店ジャンル 主な出店商品

EMMA 両日 MC31-33
ファッション・アクセサリー/ アート・イラ
スト・写真/雑貨・その他

革製品、切り絵時計、つまみ細工アクセサリー

お おいしいせかい 両日 ML17 雑貨･その他 刺繍を使ったワッペン、ポーチやアクセサリー

オーナメント工房 両日 HH24 アート･イラスト･写真 小物作品と絵画

おかもとあお kuruton 両日 HD06 アート･イラスト･写真 絵画原画、手描きのトートバッグやTシャツ、原画を用いたグッズ（カレンダー、栞、マグカップ等）オリジ
ナルキャラクターグッズ。

おきつね帝国 両日 MF15 ファッション・アクセサリー 耳飾りや指輪がメイン。ブレスレットやネックレス、ヘアアクセサリーもあります。

お気楽屋 日曜 HC03 家具･インテリア/雑貨・その他 革で作る、貯金箱、小物小銭入れ、散歩バック等

osino_craft 両日 ML07 ファッション・アクセサリー タンニンなめし革にこだわり、１つ１つ手縫いで製作した革製品でサイフ、キーケース、コインケース、カー
ドケース、IDケースなどを販売します。

大人時間 土曜 MN03-05 雑貨･その他 ポーセラーツ琉球柄の食器、吉祥花文字、プリザ・ドライの花雑貨、デコパージュ

otoneiron 両日 MJ14 ファッション・アクセサリー 本物のお花のアクセサリー

帯や 両日 HC13 ファッション・アクセサリー ミャンマー手織綿の帯、モンペ・パンツ
サバイバル・ブレスレット

おひるね日和 両日 MK01 アート･イラスト･写真 ステッカー、フレークシール、アクリルキーホルダー等のイラスト雑貨
うさぎや猫、フェレット等の動物多めです

OmuPasta 両日 MH31-32 アート･イラスト･写真 イラスト、ポストカード、ステーショナリー、アクセサリー、布雑貨

OMOROYA 両日 HI32 雑貨･その他 吹きガラスで作ったガラス雑貨（食器、オブジェなど）日用品雑貨（洋服、小物、アクセサリーなど）

oruoru 土曜 ME04 ファッション・アクセサリー イヤリング・ピアス・イヤーカフ

か Gardenia＆petit lapin 土曜 MH03-04
ファッション・アクセサリー/雑
貨・その他

・アクセサリー・ドライフラワー雑貨・アートプラスター・キャンドル・アニマルピンズ

kao*ami 両日 MB07 ファッション・アクセサリー 手編みアクセサリー

かがち庵 日曜 MP21 ファッション・アクセサリー ディップアートの花や実を使った簪やピアス等のアクセサリー

kakumaru_koubou 両日 MD34 ファッション・アクセサリー レジンアクセサリー：・ピアス・イヤリング・ヘアアクセ・ネックレス  等

kago no naka 両日 MI01 ファッション・アクセサリー ミニチュアアクセサリー
かごに道具を入れたミニチュアかごアクセサリーと樹脂粘土で作ったパンやお菓子のアクセサリー

錺透 両日 MI11 ファッション・アクセサリー シルバーアクセサリー

CATAC 両日 HJ04 ファッション・アクセサリー バックパック ca-002 series 『IDA DESIGN AWARDS』受賞

cassini 日曜 MJ03 ファッション・アクセサリー ニット小物、布ナプキン

かなせっけん 土曜 HH03 雑貨･その他 無添加せっけん（固形せっけん、粉せっけん）

kanan* 土曜 MG04 ファッション・アクセサリー 本物のお花や木の実のアクセサリー・がま口

Ｋａ＊ｎｏｎ 両日 HJ14 ファッション・アクセサリー 子ども服・ファッション小物

Capriccio 両日 ML11 ファッション・アクセサリー アクセサリー(ピアス・イヤリング等)

gamaguchi☆hirochan 両日 HI36 雑貨･その他 がま口

がまぐちや 両日 HI02 ファッション・アクセサリー 布小物

華0糸KAMUITO 両日 HH17 ファッション・アクセサリー シルバージュエリー・天然石ピアス・トップス(洋服)

kamousa 両日 MN07 ファッション・アクセサリー レジンとアルコールインクのリング

ガラス工房ありんこぐらす 両日 HI25-26 家具･インテリア/雑貨・その他 吹きガラスで制作したグラスや酒器などを販売します。

ガラス工房吉田 両日 HH16 家具･インテリア ガラス製の茶道具、酒器、花器、皿など

からふる*くらふと 両日 MK31-32 雑貨･その他 布小物、フェルトおもちゃ、編みもの雑貨

神田外語大学 へあん 両日 MA25 ファッション・アクセサリー
幕張の浜で拾った海洋プラスチックを使用したピアス、イヤリング、指輪等のレジンアクセサリーの販売。海洋プラスチックの有効活用によ
り、海洋プラスチック問題に対する意識向上も目的としている。

Kante 両日 MK15 ファッション・アクセサリー アクセサリー(ピアス・イヤリング・ボディピアス)

き キーライフ会社 両日 MM35 雑貨･その他 自らデザインした耐熱ガラスを使ったハンドメイドのガラス工芸品や手作りのエジプト花嫁人形他

キク★ハンチング 両日 MH01 ファッション・アクセサリー 手作りのハンチング

季節の雑貨センカイメノナツ 両日 MH07 アート･イラスト･写真 消しゴムはんこで制作したポストカードやメッセージカードなどの紙雑貨

きてれつ工房 両日 HH25 雑貨･その他
食品サンプル ジャンルとしては丼もの・カレー・麺類などのガッツリ系や、カヌレ・チョコレート・ミニどら焼きなどスイーツ系などです。
どうぶつのキャラクターと食べ物を組み合わせたどうぶつシリーズ（カレー、麻婆豆腐、牛肉ご飯、フルーツポンチ、あんみつなど）も

KINO 両日 ML21-22 ファッション・アクセサリー 手作り時計。
アンティーク調の時計で、クールなものからメルヘン調の可愛らしいものまで取り揃えています。

キノハ 両日 MG25 雑貨･その他 アロマワックスバー、ドライフラワースワッグ

きのまにふ 両日 HC11
アート･イラスト･写真/雑貨・その
他

ペーパークラフト（メッセージカードやオブジェ）の販売、色鉛筆画の原画展示やグッズ販売を予定していま
す。

kimarun* 日曜 MC03 雑貨･その他 手編みのバッグ・ポーチ・小物など

caramel 両日 ME07 ファッション・アクセサリー 布かばん
布小物ポーチ等

kirabbit 両日 MN02 ファッション・アクセサリー レジンアクセサリー

ぎりりら 両日 MB01 雑貨･その他 羊毛フェルトと糸などを組み合わせた雑貨

Kingyo 両日 MJ35 ファッション・アクセサリー アクセサリー、雑貨、布小物

銀の犬 土曜 MA05 ファッション・アクセサリー 純銀アクセサリー
ペンダント、ネックレス、ピアス、ピンバッジなどのアクセサリー

く クコの実 日曜 HH03 雑貨･その他 しめ飾り、リース、スワッグ等。
ドライフラワー、プリザーブドフラワー、木の実を使ったかわいい雑貨

Kucch 両日 ML01 アート･イラスト･写真 オリジナルキャラクターキウイくんのイラスト、グッズの販売。

KUBOZUKA YUSUKE 両日 MJ31-32 アート･イラスト･写真 イラスト
アート作品

kumasavmix 両日 MN06 ファッション・アクセサリー くまをテーマにした手刺繍ヘアゴム、ブローチ、ピアス・イヤリング、バッグチャームなど。

kumiya 両日 HC06 ファッション・アクセサリー アクセサリー・手編み帽子他小物・オリジナル糸によるバッグ他雑貨・手染め糸



出店名（屋号） 日程 ブースNo. 出店ジャンル 主な出店商品

crown daisy 両日 MG37
ファッション・アクセサリー/雑
貨・その他

リボン・ファブリック雑貨

クラシノアトリエ 両日 HG23 雑貨･その他 粘土を材料にて実用的なインテリア小物とエプロン、バツクなど。

GrassFour 両日 HC17 ファッション・アクセサリー 上質な天然石を主に使用したアクセサリー

gradation_color 日曜 MF05 ファッション・アクセサリー ハンドメイドピアス、ネックレス、ヘアアクセサリー

くらふと笑花 土曜 MJ05 ファッション・アクセサリー つまみ細工
キューピー雑貨、水引雑貨

Grandolce100 土曜 MA04
ファッション・アクセサリー/雑
貨・その他

フェイクスイーツ雑貨
バレッタ、クリップ、ヘアゴム、スマホケース、パスケース、ピアス、イヤリングなどです。

クリエイターポート 両日 MM31-33
ファッション・アクセサリー/アート・イラ
スト・写真/雑貨・その他

竹細工、ボロパッチ、書、アクセサリー、雑貨等

create park 両日 MI36 ファッション・アクセサリー 天然木と異素材を組み合わせたアクセサリー

couleur 両日 HJ06 ファッション・アクセサリー インソール

963hanko 両日 MA17 雑貨･その他 ハンドメイドのけしごむはんこ、ポストカード、ラバースタンプ

KURUMIYU 両日 HB01 ファッション・アクセサリー がま口

クロスアートmi. 両日 MN24 ファッション・アクセサリー 布花、布花のリース、コサージュ、アクセサリー

⿊猫とカンパニュラ 土曜 MC03 ファッション・アクセサリー アクセサリー、雑貨

け げ 日曜 ME05
アート･イラスト･写真/雑貨・その
他

レターセット、ポストカード、シール、卓上カレンダー

k12s〜keizu〜 両日 MA21 ファッション・アクセサリー ビーズアクセサリー（ビーズステッチ、ビーズアートステッチ）

kifactory 両日 ML34
ファッション・アクセサリー/家具・インテ
リア/雑貨・その他

ハワイアン、⻄海岸風木製ミニチュアサーフボード型インテリア雑貨、アクセサリー、ペット用ボールスタン
ド等

KC plus 両日 HI11
ファッション・アクセサリー/アート・イラ
スト・写真/家具・インテリア/雑貨・その他

ジオメトリックボード、ラインアート、ウェルカムボード（店舗用、個人用）、キーホルダーなど

gront 両日 MD06 ファッション・アクセサリー レジンのボタニカルアクセサリー,フランス製トリム、インド刺繍リボンのアクセサリー,チェコビーズのワイ
ヤーアクセサリー

KEN HAND MADE WATCH 両日 HH07 ファッション・アクセサリー オーナーの時計屋ＫＥＮが一つ一つ丹精を込めて制作した手作り時計は、手作りならではの深みや温もりがあ
り、まさしく世界に一つだけの一点モノです。

こ 煌珀 両日 MH33
ファッション・アクセサリー/アート・イラ
スト・写真/家具・インテリア/雑貨・その他

ヴィンテージの布を使った洋服やバッグ、手編みの小物、天然木を使ったインテリア、イラストなど

工房彩陶 両日 MO21 雑貨･その他 海の生き物をモチーフとした陶器

工房スカラベ 両日 HD14 雑貨･その他 亡くなられた人から直接型を取るデスマスクや手型、足型を石膏やブロンズにて展示します。よって販売は致
しません。こんな事をやっている人が居る事を知ってほしい。

工房HIRO 両日 HF36-37 ファッション・アクセサリー 本革バッグをはじめ、ポシェット、ウオレット、コインケース、アクセサリー等革小物

工房ふるかわや 両日 MD25-26 雑貨･その他 伝統和櫛、花梨箸、木製食器、木製アクセサリ、和小物

GO!ON 両日 HJ17 ファッション・アクセサリー 『永く使える、楽しめる』をコンセプトにした手製靴やサンダルなどの履物。
その場で⻑さや素材などをカスタムして作るオリジナル靴紐。

KOBO 両日 HJ31 雑貨･その他 国産素材を使用した財布やバッグ、革小物

5gの天使 両日 MC22 ファッション・アクセサリー レジンアクセサリー、パワーストーンブレスレット

cocorotomoru 土曜 HB22 家具･インテリア アロマキャンドル

cosa*cosa 日曜 MG03
ファッション・アクセサリー/雑
貨・その他

・布で作った猫人形（40センチ位）。・オリジナルのイラストに刺繍したものとクレイジーキルトを組み合わ
せた小物（ポーチ、ブローチなど）。

kooco 両日 MB26 ファッション・アクセサリー プラバン・ビーズ刺繍アクセサリー

cotton house 土曜 MI04 雑貨･その他 オール手縫いのがま口。
レジンアクセサリー。

kopfkino 両日 MI06
ファッション・アクセサリー/アー
ト・イラスト・写真

紙を使用したオブジェやアクセサリー類

covaco 両日 MJ07 雑貨･その他 布と紙で仕立てたカルトナージュの収納雑貨

cobato 両日 MD17 雑貨･その他 ぽち袋、レターセット、メモ帳、シール、マスキングテープ、クリアファイル等の紙系雑貨と文具類

こばと製作所 両日 HI12 ファッション・アクセサリー 12/10 木工雑貨 12/11 ヘアターバン シュシュ

こはる屋 両日 MG35 家具･インテリア ステンドグラス雑貨＆ガラスアクセサリー

koffie 両日 HC07 雑貨･その他 布小物
ポーチ、巾着、ブックカバー、エコバッグなど

古布の小物 両日 MG06 雑貨･その他 額の着物

komorebi 両日 MB12 ファッション・アクセサリー レジンキーホルダー、レジンアクセサリー、天然石アクセサリー

Kmorebi Candle 両日 MG16 雑貨･その他 オリジナルのキャンドル、キャンドルホルダー、アロマサシェ

KORIN.CANDLE 両日 MC15 雑貨･その他 キャンドル・ジェスモナイトトレー

gorogoro＆kussie 土曜 MO23 雑貨･その他 手刺繍の小物とアロマストーン

Collon. 両日 MN34 雑貨･その他 メッセージカード,シール,しおり,マスクケース,お薬手帳ケース,バック,ポーチ,ティッシュケースなど

さ http;//them-them.com 両日 HJ02 ファッション・アクセサリー 選びに選んだ天然石とシルバー９２５を使用した一点もののアクセサリーの販売。オリジナルシルバーアクセ
サリーの販売。

Sai 両日 MI34 ファッション・アクセサリー ピッグレザー小物

彩工房 両日 HD16 雑貨･その他 手づくり器

sound.suzu 日曜 HI03 ファッション・アクセサリー レジンアクセサリー販売

sakana studio 両日 ME35 アート･イラスト･写真 「魚や海のアート(原画)、アート雑貨、Tシャツ、トートバッグ」

zagara 土曜 MP34 ファッション・アクセサリー 刺繍糸やレース糸で編んだアクセサリー、バッグ、ポーチ

さちあれ 土曜 MH05 ファッション・アクセサリー コットンパールをメインとしたハンドメイドアクセサリーを販売しています。

雑貨屋pumnum 両日 MI24
アート･イラスト･写真/雑貨・その
他

イラスト、雑貨、絵本、キーホルダーなど

Satochiya 両日 MA12 ファッション・アクセサリー 和柄生地の鞄やがま口、ポーチ。和柄のブローチ。

SatoPosca 両日 MJ01 アート･イラスト･写真 オリジナルイラストを使った紙雑貨。ポストカード、レターセット、カレンダー、マスキングテープ、メッ
セージカード、ステッカー、ぽち袋、年賀状など。



出店名（屋号） 日程 ブースNo. 出店ジャンル 主な出店商品

里山の木工房 真空 両日 ML13 雑貨･その他 天然木やエボナイトで万年筆、ボールペン、シャーペンを制作。岡山特産の畳縁、真田紐のペンケースなどの
小物も制作。

SOMEDAY 両日 HE33 雑貨･その他 ダッフィー シェリーメイの手作り洋服

Salut* Salut* 土曜 HG04 雑貨･その他 布雑貨〈手さげバッグ、ポーチなど〉,手編み雑貨〈ポーチ、がま口、ペット服など〉,スラッシュキルトの
バッグとポーチ

三左衛門 土曜 HI05 ファッション・アクセサリー アクセサリーピアス、イヤリング 着物帯リメイクバッグ 和雑貨

36.5 日曜 MN13 ファッション・アクセサリー ハンドメイドアクセサリーの販売

サンパレット 日曜 ML05 アート･イラスト･写真 オリジナルの絵を使用したポストカードとステッカー

し シアワセハイツ 日曜 MC05 雑貨･その他 ポチ袋やメッセージカード、レターセットなどの紙もの雑貨

season 日曜 MO22 アート･イラスト･写真 アルコールインクアートによるインテリア雑貨・アクセサリー・アートパネル

siesta-mm* 両日 MF06 ファッション・アクセサリー リバティファブリックを使用した布小物

SISLA5 両日 MJ15 雑貨･その他 手描きクリスマスオーナメント
手描き食器

chipie＊fleur 花かんざし 両日 MM07 ファッション・アクセサリー つまみ細工の技法を使ったアクセサリー

Gypsophile 両日 HJ16
ファッション・アクセサリー/雑
貨・その他

レジンアクセサリー、フェイクスイーツ、デコ雑貨、ビーズアクセサリー

jibun-fukuPartners 両日 MN12 雑貨･その他 バッグ、マスク、小物類

Shining Star 両日 HG16 ファッション・アクセサリー アクセサリー、キーホルダー、雑貨

*Shining Factory* 両日 HH11 雑貨･その他 抱っこできる大きめの洗えるあみぐるみ

jasmine＆MamasAtem＆tantan 土曜 HD03 ファッション・アクセサリー 天然石アクセサリー,インド刺繍アクセサリー,Unisexアクセサリー

しゃぼんぼん -HARUNA AOKI- 両日 MC13 雑貨･その他 ぬいぐるみ

ジュイ工房 両日 HF31-32 ファッション・アクセサリー 8号帆布を使ったオリジナル商品を販売致します。
8号帆布ジャケット,8号帆布エプロン,8号帆布バックパック,8号帆布蓋巻きショルダートートバッグ等

sugar salt 両日 HG13 雑貨･その他 デザインペーパー、メモ、テープ、ファイル、ブランケット、タオル

樹脂粘土人形 両日 MD33
ファッション・アクセサリー/家
具・インテリア/雑貨・その他

樹脂粘土で制作した小さな人形。僅か7-8cmですが、繊細で優雅な人形。
シンデレラの馬⾞、アクセサリー等

chou.chou.maison 両日 MA36 雑貨･その他 ラミネート布実用小物
お薬手帳ケース、サコッシュ、財布など

しゅのメイド 両日 MH06 ファッション・アクセサリー 裁縫のハンドメイド
バッグやポーチ、お子様のレッスンバッグなど。

jyurakusha17ban-chi 両日 HD07 雑貨･その他 紙生地雑貨・靴下

JULIETTA CANDLE 土曜 MC04 家具･インテリア キャンドル

Juriette-pokopoppu 日曜 MI04 ファッション・アクセサリー ○キッズアクセサリー(イヤリング・ネックレス・リボンヘアゴム・ヘアピン)
○布小物(バッグ・ポーチ)

julika 両日 MH36 ファッション・アクセサリー ハンドメイドアクセサリー

Julittleb 両日 MI14 ファッション・アクセサリー クレイアクセサリー、雑貨

珠理巴24 両日 MF21 雑貨･その他 犬・猫の服

Shota Mizuno 両日 MJ33 ファッション・アクセサリー アルミニウムにアルマイトという加工を施した色鮮やかアクセサリーの販売。

shop voggett 両日 HC16 ファッション・アクセサリー ウォレット、スマホケース、パスケース、名刺入れ、マスクケース、ペンケース他

紫柳玉洞 両日 MM22 ファッション・アクセサリー とんぼ玉
ガラスアクセサリー

心花-Shinka- 両日 HC01 ファッション・アクセサリー LEDレジンアクセサリー,ウッドレジンアクセサリー,エポキシレジン雑貨

真鍮工房Rama 両日 HH36 ファッション・アクセサリー 動物・植物モチーフの真鍮製リング、ネックレス、イヤリングなどのアクセサリー

す SKY＆smile factory 日曜 MA04
ファッション・アクセサリー/家
具・インテリア/雑貨・その他

ヘアゴム、キーホルダー、アクセサリー、ポチ袋など

すずの木 両日 MD14 ファッション・アクセサリー ガラスビーズのアクセサリー。ピアス、イヤリング。

すずの木洋品店 両日 MB11 ファッション・アクセサリー 手描きアクセサリー・オリジナル柄の雑貨（クリアファイル、マスキングテープ、メガネ拭き等）

須田 真由美 日曜 MA03
ファッション・アクセサリー/アー
ト・イラスト・写真

オリジナルTシャツ、トートバッグ、オリジナルイラストのポストカードなど

STUDIO Toucan
両日 ME34 家具･インテリア/雑貨・その他

ビー玉コースター（ビー玉を転がして遊んだり、そのビー玉の動きを見て楽しんだりします）
おもちゃとしても、インテリアとしても使えます。
ビー玉を見ているだけで、癒やしや安らぎになります。

ステンドグラスmerci 日曜 MM15 雑貨･その他 ステンドグラスのアクセサリー、インテリア小物。
絵付けを施したトレイやキャンドルホルダーなど。

sumii 両日 MN23 家具･インテリア/雑貨・その他
ベビーチェア界では使用している人がたくさんおります北欧のストッケというブランドのクッションカバーや小物を入れられるバネ口ポーチや
小さいお子様に人気な移動ポケット、毛糸を使った年中お使いいただけるバッグチャーム等を販売しております。

smultron flowers 日曜 MP33
ファッション・アクセサリー/雑
貨・その他

ドライフラワーのスワッグやミニブーケ、またお子様向けのリボンも販売いたします。

寿百 土曜 MF04 雑貨･その他 羊毛フェルトを使用して作ったブローチ、ペンキャップ、マスコット、雑貨類

せ セージ工房 両日 ME36 ファッション・アクセサリー アンティークターコイズ,アンティークビーズ

SEVEN’s Bunny 日曜 MN15 雑貨･その他 羊毛フェルトで作るリアルなうさぎさん

serie-Toci 両日 ME25 ファッション・アクセサリー オリジナルジュエリー

selfish moon 両日 MM06 ファッション・アクセサリー ナイトウェア

そ SewingCafeLUNA 両日 ML16 雑貨･その他 がま口ブックカバー、トートバッグ、ヘアアクセサリー

そら＊はな 両日 HG26 雑貨･その他 ストームグラス,キャンドル,LEDランタン

（有）ソルティー 両日 MF24
ファッション・アクセサリー/アート・イラ
スト・写真/雑貨・その他

洋服、雑貨、キーホルダー、イラストの販売

son du ciel 両日 HH06 ファッション・アクセサリー レジンアクセサリー

た tiny baker 日曜 MH04 ファッション・アクセサリー アクセサリー

タイルときどき木に触れる人Yone’s tile 両日 HG36 家具･インテリア/雑貨・その他 生活に彩りを与えるタイル雑貨と季節に合ったタイルアクセサリー

妙TAE 土曜 MB04 ファッション・アクセサリー 草木染手織りストール他小物



出店名（屋号） 日程 ブースNo. 出店ジャンル 主な出店商品

TAKORASU 両日 ME37 雑貨･その他 スチームパンクな世界観の立体オブジェ（⻭⾞で稼働する立体作品）を中心に、TAKORASU作品関連の作品
（立体作品、映像作品、音楽作品、イラスト作品）を販売します。

Tach 日曜 MC04
ファッション・アクセサリー/アート・イラ
スト・写真/雑貨・その他

切り絵、レジンアクセサリー、切り絵とレジンの小物

TAD Oyama 両日 MM16 アート･イラスト･写真 動物を色鉛筆で中心に描いたイラスト原画、プリントとタブレットで作成したスタイリッシュなデジタル原
画、ポストカード

たびりす 両日 MB31-32 アート･イラスト･写真 オリジナル写真、ポストカード、アートパネル、ストラップなど

W.W.(ダヴル) 両日 MN26 家具･インテリア 自家製ドライフラワーを使用したリースやアレンジ

たま屋 両日 ML12 雑貨･その他 猫生地を使ったポーチやペットボトルホルダーなどの布雑貨や、肉球モチーフのスクィーズキーホルダーを
作っています。

たま屋 日曜 MJ05 ファッション・アクセサリー アクセサリー
生活雑貨

dahlian 両日 MG21 雑貨･その他 リース・壁飾り・コサージュなどのフラワー雑貨・布花

端華庵 両日 MG31-32 ファッション・アクセサリー 大きながま口バッグと懐中時計を加工したアクセサリ

dandelion 両日 HG15 ファッション・アクセサリー 衣類

ち tia watanabe 両日 MN25 ファッション・アクセサリー ヨーロッパビンテージスカーフと他素材のアクセサリーと天然石ビーズアクセサリー

TEAM NISHIOGI 両日 MH12 雑貨･その他 ヴィンテージ着物リメイクの雑貨、小物
ステンドグラスのインテリア雑貨

ちくちく 日曜 HH05 ファッション・アクセサリー 革バッグ、革がま口財布、革小物、革アクセサリー

ちぐはぐ雑貨店 両日 MJ12 雑貨･その他 アクセサリー、雑貨、ぬいぐるみ

地図パズル屋 両日 HB13 雑貨･その他 地図パズル

Chitose*Ame 両日 MJ17 ファッション・アクセサリー 樹脂粘土、レジン、オーブン粘土、ビーズ等を使用した、たい焼きなど和スイーツモチーフメインのフェイク
フード（フェイクスイーツ）アクセや雑貨。

chimakitokabochan 両日 HI21 ファッション・アクセサリー ピアス、イヤリング、ヘアゴム、ヘアクリップ、バレッタ、ネックレス、ブレスレットなど

ちゃ 土曜 HB25 ファッション・アクセサリー 折り紙でつくった作品（伝統的な鶴、手裏剣、奴さんなどの他に蝶や花など）をもとにアクセサリー（ピア
ス、イヤリング、マスクチャーム、ピンズなど）を作っています。

chamacandle 両日 MD35 雑貨･その他 キャンドル

Chundara 両日 MC35
ファッション・アクセサリー/アー
ト・イラスト・写真

衣類

CHOCOLATE BOX 土曜 HD05 雑貨･その他 フェイクスイーツ雑貨、アクセサリー、布小物

choconte 両日 MF22
ファッション・アクセサリー/雑
貨･その他

本物の鉱石を使用したライトやランタン等。
レジンを使用したアクセサリー等も販売する予定です。

チラリトチドリ 両日 MI33 ファッション・アクセサリー 着物をリメイクしたアクセサリー等

chi.wata 両日 HG31-34
ファッション・アクセサリー/雑
貨･その他

鞄 財布 服

つ Twins Factory N＆M 両日 MF33 ファッション・アクセサリー アクセサリー、
キーホルダー等小物

月猫庵 両日 MN21 ファッション・アクセサリー チューブクロッシェのバングルやネックレス、ビーズクロッシェ 、組みひもアクセサリー、ビーズアクセサ
リー

月のGlass工房 両日 MA31 雑貨･その他 ガラスの器、グラス、ぐい呑み、ガラスのアクセサリー

つばさ 両日 MD31-32 ファッション・アクセサリー オリジナルの革のキーケースやパスケース、バッグなどを出品します。

つまみ細工＊唯＊yui 両日 MF17 ファッション・アクセサリー つまみ細工のアクセサリー

て D-CAN 両日 HH33 雑貨･その他 アルファベット表札 駅名看板 昭和レトロホーロー風表札

dieci 土曜 MD03-04 ファッション・アクセサリー リバティ小物 、カルトナージュ、ヘアゴム、ドール、布小物

デイジー 両日 HA07 雑貨･その他 羊毛フェルトの動物
ダッフィーのコスチューム

DIPART・BISO 両日 MH23 雑貨･その他 アメリカンフラワー

ディップ カプア 土曜 MM03-04 ファッション・アクセサリー ディップアートのアクセサリー

tetenana 両日 HJ15 家具･インテリア 革ぬいぐるみ

Despacio 両日 HD11 ファッション・アクセサリー アクセサリー  雑貨
パワーストーン

手作りマスコット 両日 MA24 雑貨･その他 フェルトマスコット

手縫いの革小物 yuto 土曜 MP33 雑貨･その他 革小物

Devan Jean Glass 日曜 MN03
ファッション・アクセサリー/アート・イラ
スト・写真/雑貨･その他

ステンドグラスグッズ：ピアス、サンキャッチャー、花

tenten 土曜 MO36 雑貨･その他 編み物や縫い物の小物
ブローチ、キーホルダーなど

と doop 両日 HB03 アート･イラスト･写真 紙でできたペーパーアクセサリーを中心にオリジナルデザインの紙雑貨を販売します

Doux Souvenirs 土曜 MN14 ファッション・アクセサリー 薔薇モチーフのアクセサリー

トムズレザー倶楽部 両日 HE35 雑貨･その他 ハンドメイド革小物

TOMOKOのハンドメイド木製ボールペン 両日 HH31-32 雑貨･その他 木製ボールペン ひのき精油

ドラタコ サイコロ専門店 両日 MD01 雑貨･その他 ドラタコオリジナルデザインのサイコロ

drumming 両日 MH17 ファッション・アクセサリー レジンアクセサリー、小物、アロマワックス

トリイ材木店 両日 MK23 雑貨･その他 木製アクセサリー、スマホスタンドなど

The Dreaming 両日 MJ11 ファッション・アクセサリー 本物の植物(主に葉っぱ)で作った、他にはない完全オリジナルのアクセサリーです

Dream   garden ✕ 犬舎29Q 両日 MC37 雑貨･その他 羊毛フェルト雑貨、アクセサリー

ToRoRo 土曜 HB21 ファッション・アクセサリー アクセサリー

どんぐりイロイロ 両日 MA01 雑貨･その他 どんぐりや木の実を使った雑貨

とんぼ玉工房 ボンジュック 両日 ML33 ファッション・アクセサリー とんぼ玉を始めとしたガラスアクセサリー

な nao’s handmade correction 両日 MD22 雑貨･その他 リバティ布小物 リバティラミネート小物 ポーチ、お散歩バック、ティッシュケース、キーケース、チャー
ム、お薬ポーチ、ペンケース、ハンカチなど



出店名（屋号） 日程 ブースNo. 出店ジャンル 主な出店商品

中川守和匠店 両日 HI06-07 雑貨･その他 革小物・布小物

nachufuru＆なゆずまみぃ 両日 HG35 ファッション・アクセサリー アクセサリー
キッズアクセサリー

Natural♡Heart＆Smile Beads 土曜 HI03 ファッション・アクセサリー クリスタルビーズを使用したアクセサリー。
ビーズを使ったマスコット。

ナチュラル・フラワーズ・ガーデン 両日 HH26 家具･インテリア お正月しめ縄飾り、クリスマスアレンジ、リース、スワッグなど。

七色洋品店×和空間 両日 HJ26 雑貨･その他 キーホルダー、ストラップ、ブローチ、羊毛フェルト、消しゴムはんこ、アクセサリーなど

Nani＆CHee 両日 MC26 ファッション・アクセサリー ・ビーズマスクチェーン
・ビーズアクセサリー

72710 日曜 MB03 雑貨･その他 布雑貨、編み物雑貨、タイルコースター、フラワー雑貨

ナマケモノカンパニー 日曜 MN04-05
ファッション・アクセサリー/雑
貨･その他

木製のアクセサリー、雑貨、時計と布製のポーチ、カバンなど。動物をモチーフにした作品が多いです。

成ひょうたん 両日 MH15 雑貨･その他 カラフル千成瓢箪 マーブル調極ミニ瓢箪 瓢箪ランプ

なる 両日 MK36 アート･イラスト･写真 ポストカード、粘土作品、カレンダー、ステッカーなど

nawo stone 両日 MC14 ファッション・アクセサリー 天然石とマクラメ編みアクセサリー

に nico.ohana 両日 MG36 ファッション・アクセサリー 天然石アクセサリーを制作しています。パワーストーンアクセサリーに見えない、ファッションに合わせた天
然石アクセサリーを!!構えず気張らず！気軽に使って頂けるものををコンセプトとしています。

knit＊K 日曜 MO24 ファッション・アクセサリー ニット小物

にゃんとにゃくKitchen 両日 MG07 雑貨･その他 手づくり石けん（生活雑貨）

ぬ 布雑貨ちょこいろ 両日 MJ34 雑貨･その他 布雑貨 バッグ、ポーチ、バッグインバッグ、スマホポーチ、鍋つかみ、ペンホルダー他

布ぞうり＊ふみ 両日 MB13 雑貨･その他 布ぞうり

ね ネコソダテ 両日 HC12 アート･イラスト･写真 猫用首輪、猫用玩具、猫モチーフ雑貨

nekodamaya 両日 MF16 雑貨･その他 カラフルな丸い猫のストラップ。
花を背負っていたり、チョコレートみたいな色合いの子もいます。

ねこちゃん工房 両日 HH14 ファッション・アクセサリー 着物リメイクの衣類、bag、日傘など

nenedoll 両日 HH34 雑貨･その他 リボーンドール ドール服、ぬいぐるみ服

の Noanoa Shampooing.Pomme’s Homecare 両日 ML02 雑貨･その他 ワンちゃん、ニャンちゃん用手作り石けん、手作り肉球クリーム等

nocomoco 両日 MD02
ファッション・アクセサリー/雑
貨･その他

カラフルで愉快で、なんとなく不思議なキノコや動物モチーフの栞や雑貨、アクセサリーなど

Noche Blanca 土曜 MI05 ファッション・アクセサリー 「日常に一欠片の魔法」をテーマに、アクセサリーを創作しています。

noricoco doll 両日 HD17 雑貨･その他 自然素材で作られた創作人形。

は 波飛打/ハートビーツ 両日 ME14
ファッション・アクセサリー/アー
ト・イラスト・写真

レジンアート、アクセサリー、雑貨

herby. 両日 HC02 ファッション・アクセサリー 本物のハーブを使ったイヤリング・ピアス

PEARL PARTY 両日 HB06 ファッション・アクセサリー 装飾懐中時計

hauoli 両日 HB04 ファッション・アクセサリー レジンアクセサリー
ピアス、イヤリング、リング、ネックレス

Hau’s 両日 MC12 雑貨･その他 羊毛フェルト雑貨、羊毛フェルトブローチ

はじっこねいる 両日 MA07 アート･イラスト･写真 ネイルシール、絵付けのマグ・グラス・ポット、モビール

ＨＡＳＳＥ 両日 HB02 雑貨･その他 革小物、革バッグ、革リュック、アクセサリー

vataru 両日 HA12 ファッション・アクセサリー イニシャル入りコインケース、お名前入りキーホルダー、お名前入り移動ポケット

∞∞138∞∞ &Bun 両日 MB24
ファッション・アクセサリー/雑
貨･その他

陶土雑貨、布小物

Happycarrot 両日 MI21 雑貨･その他 バッグ、布小物

happy-baton 両日 MB02 雑貨･その他 ⻨飯石石鹸、備⻑炭石鹸、酒粕石鹸、オルゴナイト各種

BuddyCast 両日 HF33 ファッション・アクセサリー 食べ物モチーフ革小物・ヘアゴム・お財布

はな壱 両日 HI15 ファッション・アクセサリー 鼻緒付き新感覚履物(ポンダルシリーズ)

花＊花 両日 MN31-32 雑貨･その他 ぬいぐるみのお洋服と布小物

Hanalima 日曜 MA05 雑貨･その他 布小物

hanalulu 両日 ME13
ファッション・アクセサリー/雑
貨･その他

マニキュアフラワーの小物、アクセサリー

hamiami 両日 MB34 雑貨･その他 編み物雑貨、小物

hammy 両日 HI31 雑貨･その他 自分で染めた布でつくったぬいぐるみ

ハヤサキ オシロ 日曜 MM03
ファッション・アクセサリー/雑
貨･その他

アクセサリー
ぬいぐるみ

バルーンパフォーマーＨＩＲＯＫＯ 日曜 HI04
ファッション・アクセサリー/ アート・イラ
スト・写真/雑貨･その他

バルーンアート、レジン、アロマワックス、キャンドル

はるにゃん&ソラネコ 両日 MC25 雑貨･その他 レジン雑貨、アクセサリー

haruhi 土曜 MC05 ファッション・アクセサリー アクセサリー
レジン作品

はるレーベル 両日 HJ01 雑貨･その他 羊毛フェルトで制作したどうぶつをモチーフとしたブローチやキーホルダー、巾着などの雑貨

Paleo 両日 MH24 雑貨･その他 多肉植物の苗と寄せ植え

ハレノヒ 日曜 HC04 ファッション・アクセサリー レジンアクセサリー(耳飾り、指輪等)

韓屋 ちくちく 両日 MA06 雑貨･その他 韓国のパッチワーク（ポジャギ）：・タペストリー・アクセサリー・小物・藍染め（主に韓国の布）の布を
使った小物

万象堂本舗 両日 HA05
ファッション・アクセサリー/雑
貨･その他

アクセサリー、雑貨

handicraft KURONEKO 両日 ME21 ファッション・アクセサリー オリジナルワイヤーアクセサリー

handmade accessory am 土曜 MB03 ファッション・アクセサリー ビーズアクセサリー



出店名（屋号） 日程 ブースNo. 出店ジャンル 主な出店商品

Handmade Accessory makalika 土曜 HC04
ファッション・アクセサリー/アー
ト・イラスト・写真

ピアス イヤリング ヘアアクセサリー ブレスレットなど。

handmade chise 両日 ME11 雑貨･その他 手描きのプラ板を用いた雑貨、アクセサリーの販売。主に鳥多めの動物モチーフ。具体的にブローチ、イヤリ
ング、ピアス、キーホルダー、ボールペン、キークリップ、ネックレス、ヘアクリップ等

ハンドメイドHOUSEマルシェ 日曜 ML03-04 ファッション・アクセサリー 布小物、レジンアクセサリー、ファッション雑貨

ハンドメイドpino 両日 MI25-26
ファッション・アクセサリー/雑
貨･その他

麻雀牌アクセサリー、雑貨

ハンドメイド袋物工房saToka 土曜 MJ04 ファッション・アクセサリー 帆布、革で作った鞄や小物の販売

Handmademikoli 両日 HI13 ファッション・アクセサリー ハンドメイドアクセサリー

Hanp Bag Trocco 両日 MF31-32 ファッション・アクセサリー 帆布バッグ(主にリュック、トートバッグ、ショルダーバッグ)。秋冬らしいカラー、アイテムを数多くご用意
する予定です。出品在庫:30~40個/平均価格:12,000円

ひ beadsyum2 両日 ME23 ファッション・アクセサリー 天然石とビーズのアクセサリー

be free 両日 MM34 ファッション・アクセサリー ◼ハンドメイドアクセサリー(ディップアートアクセサリー、天然石アクセサリー)
◼陶器雑貨◼イラスト系

Piki ceramic work 両日 MA11 ファッション・アクセサリー ピアス、イヤリング、ネックレス、帯留め
ネクタイピン、ブローチ

piGpiG 両日 MO34 家具･インテリア ハンドバッグ、ポーチ、ファイル

BESIDE 両日 MN01 ファッション・アクセサリー オリジナルイラストのTシャツやポーチ等

ひつじのめぐみ 両日 HJ12 ファッション・アクセサリー 手編みハット、ワッチキャップ

pippi 両日 MM25-26 アート･イラスト･写真 絵、木粉粘土ブローチ、オブジェ

Hitomi 両日 MM24 ファッション・アクセサリー 『カラフル』『大人可愛い』『メッセージ性』をコンセプトに七変化する女の子のアクセサリー。

Hinemosuu 両日 MI15 ファッション・アクセサリー リアルフラワーアクセサリー

HIMAHANA 両日 HJ35 雑貨･その他 キャンドルとドライフラワー

Hygge Flower and Coffee 両日 MI22 雑貨･その他 ドライフラワーアレンジ
コーヒードリップパック

pureté 両日 MJ22 ファッション・アクセサリー ハンドメイドアクセサリー（主にネックレス、ピアス、ブレスレット）

PIYO PIYO PI 両日 MJ21 雑貨･その他 ミニチュア箱庭
フラワー雑貨

ひより雑貨屋 日曜 MD03 ファッション・アクセサリー 羊毛フェルト、刺繍雑貨

ぴょんぴょんうさぎ 両日 MC06 ファッション・アクセサリー うさぎハーネス、うさぎ柄のリメイクバック、うさぎ柄トートバック、小物

ふ Fiolicissimo 両日 MM36-37 ファッション・アクセサリー カラフルに染めたドライフラワーを使用したアクセサリー

FishoWorks 両日 MD36 ファッション・アクセサリー 紙ベースのオリジナル技法レジンアクセサリー・その他天然石アクセサリー、木工品

feuilles(フイユ) 両日 MD13
ファッション・アクセサリー/雑
貨･その他

麻ひも手編み作品

 phouka-⻘桜の夢- 日曜 MP31-32 ファッション・アクセサリー レジンアクセサリー。ダッフィーフレンズの洋服、

手編み雑貨＊fooZzz 両日 MK21
ファッション・アクセサリー/雑
貨･その他

モチーフを繋げて作る手編みのバッグの他、ポーチ・バレッタ・あみぐるみなど、シンプルでかわいい小物雑
貨

ふうせん蔓 両日 MK07
ファッション・アクセサリー/雑
貨･その他

かんざし、ヘアアクセサリー、和小物、ピアス

Bouton ＆ Bouton★Works 両日 HA15 ファッション・アクセサリー ドクターズバッグ、布小物
犬服、ペットグッズ

boono f. 両日 HH35 ファッション・アクセサリー 帽子

フェアリックガトー 両日 HG17 ファッション・アクセサリー 本物のお花を封入した腕時計を展示販売いたします。

PUEO 日曜 MK03 ファッション・アクセサリー 手作りアクセサリー
ピアス、イヤリング、マスクストラップ

festalega 両日 HJ36-37 家具･インテリア 羊毛フェルトやフェルト布を使った、季節飾りや知育インテリア。

phenyl 日曜 MP34 ファッション・アクセサリー ※ハンドメイドアクセサリー:イヤリング、ピアス、ネックレス ※ハンドメイド小物:手提げ、トートバッグ※
マクラメ小物

felice 両日 MN22 家具･インテリア/雑貨･その他 マクラメタペストリー
マクラメ雑貨

for  me 両日 HG14 ファッション・アクセサリー 真鍮アクセサリー

fortuna 日曜 MM05 ファッション・アクセサリー アクセサリー(主にピアス、イアリング)

voler 両日 MA32 ファッション・アクセサリー ヘアバンド

fukuheart♡ 両日 HH22
ファッション・アクセサリー/雑
貨･その他

がま口ポーチ フリルポーチ ノートカバー レースマスク 帆布バック コットンリネンバック エコバッ
ク ガーゼハンカチ レース布マスク など

ふくろうまる 土曜 HG03 雑貨･その他 ひな人形 正月飾り バック 和小物

不細工工房くらや 両日 HE36-37 家具･インテリア 木工品

富士瘤 Craft 両日 HI14 雑貨･その他 木軸ペン

petit-nonno 土曜 ME03
ファッション・アクセサリー/家
具・インテリア

リボン・バッグ・キャンドル・アロマワックスサシェ

petit foret ~ﾁｲｻﾅﾓﾘ~ 両日 MK33 ファッション・アクセサリー ◎主に天然石を使用したイヤーカフの販売 ◎色々なビーズ・天然石を使用したマスクイヤリング(普通のイヤ
リング・ピアスにその場で金具変更可)の販売

petit bonheur 両日 MC24 ファッション・アクセサリー レジンアクセサリー

Petit 両日 MH16 雑貨･その他 布小物、フェルト雑貨

petit chouchou 両日 MI13 ファッション・アクセサリー 水引のアクセサリーとラタンアクセサリー

プティポン 土曜 MK03-04
ファッション・アクセサリー/雑
貨･その他

レジンアクセサリー がま口 布小物

フトコログラフ 両日 MB35 雑貨･その他 レトロな雰囲気の巾着・サコッシュ・手提げカバンなどの布雑貨。缶ケースやポチ袋などのステーショナリー
雑貨など。

ふとん職人ドットコム 両日 HI23 家具･インテリア/雑貨･その他 布ぞうり、小座布団、鍋敷き、鍋つかみ、マイ箸包み
金運お財布布団、スマホ布団、お宝福紗

ぷにおもち研究所 両日 MB16 アート･イラスト･写真
ウレタン樹脂を用いたもちもちのマスコット｢モチーヨ｣や、ぷにぷにとした手触りが特徴の｢ぷに缶バッジ｣、手作りの耐水ステッカーに加え、
ウーパールーパースーパーカーのアクリルスタンドを出展します。

pupi’s shop 両日 HA14 ファッション・アクセサリー ヴィンテージグラスや天然石などのアクセサリーを作成しております。

PUPIN 土曜 MM13 ファッション・アクセサリー 物語からでてきたような洋服や布小物、アクセサリーなどを販売予定です。



出店名（屋号） 日程 ブースNo. 出店ジャンル 主な出店商品

BB-chuke 土曜 MM15 ファッション・アクセサリー ピアス、イヤリング、ネックレス、ヘアアクセサリー

pupula 土曜 MO35 ファッション・アクセサリー ドールミニチュア小物、ヘアアクセサリー、毛糸玉リース

フミツキ フタバ 両日 MG12 雑貨･その他 プラ板ブローチ
陶芸置物

fumi fumi handmade 両日 HE31 ファッション・アクセサリー キッズイヤリング
金属アレルギー対応ピアス、イヤリング

Fused Verre 両日 MC36
ファッション・アクセサリー/アート・イラ
スト・写真/家具・インテリア/雑貨・その他

＊白磁に上絵付した作品。鳥や花、人物、果物等をデザインして2〜3度焼成したもので並段の食器、飾皿、陶板画等。＊ガラスフュージングし
た作品。2〜3枚のガラスを重ねて焼成したもの。帯留め、アクセサリー一般、小皿、箸置き等の一点もの。

布遊隆 両日 HI33 ファッション・アクセサリー 衣類、バッグ、小物

Fluffy 両日 MI07
ファッション・アクセサリー/家
具・インテリア/雑貨・その他

羊毛フェルトを使った犬や様々な動物のブローチや置物など

flowers-4 土曜 HB32
ファッション・アクセサリー/雑
貨・その他

つまみ細工によるアクセサリー、お正月飾りなど

bra(u)nch 両日 HJ33
ファッション・アクセサリー/雑
貨・その他

革小物全般

Britishbag 両日 HD02 ファッション・アクセサリー 英国デザイン本革かばん

Plume-rit 日曜 HC05
アート･イラスト･写真/雑貨・その
他

うさぎモチーフのオリジナルイラストデザインTシャツやステッカー、キーホルダー、バッグ、ハンカチ、ス
ポーツタオル、ポーチ、アクセサリー、他雑貨の販売。

FLUID×ガラス工房OGAWA 両日 HI24
ファッション・アクセサリー/アート･イラス
ト･写真/雑貨・その他

FLUID:パネルアート,アクセサリートレイ,キーホルダー,iPhoneケース等
ガラス工房OGAWA:アクセサリー,ランプ,キッチン雑貨等,アート雑貨

Blue＊clover × さちこ商店 日曜 HD05 ファッション・アクセサリー

Bluestones x Lemomade 日曜 MD05
ファッション・アクセサリー/雑
貨・その他

ブルーストーンズはマーブルからインスピレーションから受けるブランド；インテリア雑貨やアクセサリーなどのです。Lenomadeは天然染め
でバックや帽子を販売しております。2ブランドとも環境に優しい素材で作ります。

BLUE SNOW 両日 MK13 ファッション・アクセサリー 一本のワイヤーから作り出す、すずらんの耳飾りやチューリップの耳飾り。
本物のお花を閉じ込めたヘアクリップ。

フルーティーキャット 両日 HG07 雑貨･その他 羊毛フェルトで動物雑貨

bloom 両日 HH21
ファッション・アクセサリー/雑
貨・その他

ビーズやパーツを使ったアクセサリー
布小物やリース

bloom 両日 MK37
ファッション・アクセサリー/雑
貨・その他

子ども用雑貨

Blue  Moon 両日 HE32 雑貨･その他 クリスマスリース、お正月飾り
ほうきのアレンジメント

Fleur flocorir 両日 MF12 ファッション・アクセサリー 天然石とお花のアクセサリー、花雑貨

fleur mignonne 土曜 MF05 ファッション・アクセサリー 本物のお花を使ったレジンアクセサリーやヘアアクセサリー。ブローチやキーホルダーなどのレジン小物も販
売致します。

ふるさわ革工芸 両日 MD16 ファッション・アクセサリー 財布、カードケースなどの手作りの革小物

Fullfleur 両日 MK16
ファッション・アクセサリー/雑
貨・その他

ハーバリウム、フラワーボトル、アクセサリー、ボールペン

plaisir 両日 MB36 ファッション・アクセサリー レジンアクセサリー

pelote 両日 MF35 ファッション・アクセサリー baby&kids
布小物、洋服

へ ペーパーアート 両日 MA34 アート･イラスト･写真 ペーパーカット、(切り絵),マーメイドと言う紙を使い風景、動物等を作成します
遠くから見ると、一見、油絵か絵の具の様に見えます。

Buried Treasure 両日 MA22 ファッション・アクセサリー 惜しみなくクリスタルガラスを使ったゴージャスなネイルチップを販売いたします。

ほ Whaletail 両日 MD23 ファッション・アクセサリー プラバンとレジンを使用したアクセサリー

ポケット 土曜 ME05 雑貨･その他 刺繍、クロスステッチ技法による
装飾品、敷物、コースター、小物

Poco a Pinco 両日 MA16 ファッション・アクセサリー 折り紙イヤリング／ピアス

hosi７ほしなな 両日 MO26 アート･イラスト･写真 オリジナルのタロットカード・オラクル カード
ノート・ポーチ・ハンカチ・お財布・シール等

星ノ樹 両日 MG24 アート･イラスト･写真 オリジナルイラストを使用した、ポストカードやマスキングテープなどの雑貨、原画。

porte bonheur 両日 MI02 雑貨･その他 ドライフラワーミニスワッグとミニリース、アーティフィシャルフラワーの髪飾り

white witch 両日 MG17 ファッション・アクセサリー マニキュアフラワーアクセサリー
レジンアクセサリー

ま malama  pono 両日 HB11 雑貨･その他 ハワイアンファブリックのバッグ

Mahlon 両日 MH37 家具･インテリア クラフト雑貨、布小物

MyColor 両日 MA14
ファッション・アクセサリー/家
具・インテリア/雑貨・その他

ピアス、キーホルダー、インテリア雑貨

MOUNTAIN DA CHERRY 両日 ML31-32 ファッション・アクセサリー 岡山県倉敷市産帆布と豚革を掛け合わせたバッグ、雑貨

Makana Mart 両日 MJ16 雑貨･その他 インド刺繍リボンを使用した布小物（バッグ・ポーチ類）・しめ縄リース

magnolia 両日 MH35 アート･イラスト･写真 ドライフラワーアレンジメント

まくら屋 両日 HG11-12 雑貨･その他 そばがらまくら・布小物・アクセサリー

Mashly 両日 MK35 ファッション・アクセサリー ドライフラワーを使用したレジンアクセサリーや猫モチーフのアクセサリー、アクリルパーツのハンドメイド
アクセサリー

まち針工房 日曜 MP22 雑貨･その他 まち針、アクセサリー、ピンクッションなど

マチャップ文具店 両日 HA06
ファッション・アクセサリー/アート･イラス
ト･写真/家具・インテリア/雑貨・その他

日用品など身近なモチーフのワイヤーオブジェやインテリア雑貨

manus 両日 MD12 ファッション・アクセサリー ヘアバンドなどヘアアクセサリー

mahalo3store 両日 MA37 雑貨･その他 ドライフラワーのレジン雑貨とアートフラワーのインテリア雑貨

mamamu 土曜 MI03 ファッション・アクセサリー 手編みのアクセサリー
ビーズクロッシェのアクセサリー

mammy hand 両日 HG21-22 ファッション・アクセサリー オリジナルがまくちバッグ

mamyu 両日 MI37
ファッション・アクセサリー/雑
貨・その他

布小物

Mom’s home  ＆ Natulier 土曜 HB24 ファッション・アクセサリー ヘアアクセサリー&
布小物とビニコ雑貨

mamecorori 両日 HA17 ファッション・アクセサリー 帆布バッグ

MARIEREI 両日 HI37 ファッション・アクセサリー 帽子と雑貨

Marith 両日 ML26 ファッション・アクセサリー ハンドメイドのバッグと小物



出店名（屋号） 日程 ブースNo. 出店ジャンル 主な出店商品

maripe＆nokenoke 両日 HA13
ファッション・アクセサリー/雑
貨・その他

maripe:フェイクレザーを使った布小物
nokenoke:がま口を使った布小物

−まるいどうぶつ− 両日 HA04 雑貨･その他 羊毛フェルトで作った動物

maruma 両日 MG22 雑貨･その他 おままごと遊び向きのフェルトおもちゃ。お弁当、お医者さんごっこセット、釣り遊びセット、ボタンの練習
用知育玩具、季節のリース

マルメのモンスター屋 両日 ME12 アート･イラスト･写真 モンスターイラスト、似顔絵

まん丸ギャラリー 両日 HJ05 雑貨･その他 独自に色を調合して仕上げたアクセサリーや、形から作り筆で手描きをした置物など

み Mi: 土曜 MG05 ファッション・アクセサリー ピアス、イヤリング、ヘアピン、ポニーフック

m.i.handmade 両日 HB12 ファッション・アクセサリー
水引小物とアクセサリーを作っています。ご祝儀袋のイメージの水引ですが、アクセサリーや小物として普段使いの出来る事を皆様にご紹介出
来たらと思っています。たくさんのお色も楽しんで頂きたいです。

mi-mo 両日 MD24 ファッション・アクセサリー ピアス、イヤリング、ネックレス、ヘアゴム、ブレスレット、バレッタなど、アクセサリー全般

みかづき堂＆KINGDOM
土曜 HH05 ファッション・アクセサリー

【みかづき堂】ガラスアクセサリー
【KINGDOM】布小物、ヘアアクセサリー、リボン
2人のコラボ作品  など

3kamama marche 土曜 MN13 雑貨･その他 編み物小物、テラリウム、
木工雑貨

みかんのかんづめ 両日 ME33
ファッション・アクセサリー/雑
貨・その他

和小物、アクセサリ、雑貨など

MIKIARA 両日 HH13
ファッション・アクセサリー/雑
貨・その他

布小物

39Ri
土曜 MP35 雑貨･その他

1/12サイズのミニチュア雑貨（フェイクスイーツ等）
ミニチュア作品の作品集
オリジナルキャラクターグッズ（バッジ・アクリルキーホルダー等）

みけねこ。 両日 MC16 雑貨･その他 ストラップ、キーホルダー、アクセサリー、ミニ置物

ミコちゃん 両日 HH01 雑貨･その他 オリジナルキャラの猫の「ミコちゃん」の絵本、レターセット、カレンダー、巾着、ぬいぐるみなどの文具や
雑貨

水玉工房 土曜 MO25 雑貨･その他 陶器 器 猫モチーフのもの

光行硝子企画 両日 HD13 雑貨･その他 耐熱硝子で制作したガラスアクセサリーやお香たて

Minaru Factory
両日 HG24 雑貨･その他

オリジナルキャラクター「アートな仲間たち」とねことわんこのミシン刺しゅう雑貨を制作しています。
キーリング・まめがまぐち・ブローチなど、いつも身近に使える雑貨が並びます。

ミニチュアパン工房ことり 両日 MF01
ファッション・アクセサリー/雑
貨・その他

樹脂粘土のミニチュアパンとレジンのドリンク等の雑貨とアクセサリー

ミネオクラフト陶芸教室 両日 MB37 雑貨･その他 陶器の食器

Minon 両日 MM23 雑貨･その他 麻ひも小物、植物（エアプランツ、多肉植物）、レザー小物、Camp小物

【耳元を彩る美術館】monet* 土曜 HG05 ファッション・アクセサリー アクセサリー

mimulus 両日 MN33 ファッション・アクセサリー 帆布トートバッグ、子供服、布小物

MIYANOTE handmade 両日 MG34 ファッション・アクセサリー レジンアクセサリー
ピアス イヤリング リング キーホルダー など

Myu2. 日曜 HH04
ファッション・アクセサリー/アー
ト・イラスト・写真

プラバンアクセサリー・ペイント雑貨

miyoka 両日 MF34 雑貨･その他 カタリーヌフラワー、プリザーブドフラワーのクリスマスリースやお正月アレンジ。プリザーブドフラワー、
ドライフラワーのハーバリウム。

mirei’s 両日 MB06
ファッション・アクセサリー/雑
貨・その他

かぎ針編みで作ったヘアアクセサリー、キーホルダー、あみぐるみ、ポーチ、ペットスタイなどです。

みんと。 日曜 MM13 ファッション・アクセサリー レジン、巻玉アクセサリー

みんみん 土曜 MN15 ファッション・アクセサリー 洋服、カバン、雑貨

む muu. 両日 MK22 ファッション・アクセサリー 天然石・ビーズ・パールを使用したハンドメイドアクセサリー

moonchild
両日 ML24

ファッション・アクセサリー/家
具・インテリア/雑貨・その他

様々な樹種を生かして作る木の三日月のアクセサリーをメインに、
お月さまの一輪挿しやバターナイフ・カッティングボード、
小枝のアロマペンダント、動物シルエットの⿊板やブローチなど。

moonlit by martha jewelry 両日 MH34 ファッション・アクセサリー ハンドメイドアクセサリー

MCARAM 両日 MA33 ファッション・アクセサリー アクセサリー

musubi結minonmarime 日曜 MG05 ファッション・アクセサリー アクセサリー

MPENZI DESIGNS 両日 HI16 ファッション・アクセサリー アフリカ生地のファッション・アイテム（ブラウス、スカート、ワンピース）アクセサリーとバーククロス
（樹皮布）使用のハット、ポーチ等

mura 両日 MO32 ファッション・アクセサリー レジンアクセサリー(ピアス／イヤリング、ヘアゴム等)

mun wreath 土曜 HB26 家具･インテリア ニットリース、手まり

め MaidenAlice 両日 MK11 ファッション・アクセサリー 小さいサイズの子供服（80〜90）と装飾小物

megumi-no-kokoro 土曜 MA03 ファッション・アクセサリー パワーストーンブレスレット、ピアス、ネックレス

メゾン・ド・ラパン 土曜 HI04
ファッション・アクセサリー/雑
貨・その他

アクセサリー、キッズアクセサリー、布小物、レッスンバックなどのバック等

merry note 両日 HJ24 アート･イラスト･写真 小さなオブジェ

März Lilie 両日 MG02
ファッション・アクセサリー/アー
ト・イラスト・写真

宇宙や魔力を閉じ込めたアクセサリー、インテリア雑貨

merhaba！(mini) 両日 MD07 雑貨･その他 陶器小物

メンダコよろず屋『ゥッッ』 両日 MC23
ファッション・アクセサリー/アート･イラス
ト･写真/家具・インテリア/雑貨・その他

アクセサリー、キーホルダー等のグッズ

も moani 日曜 HG03
ファッション・アクセサリー/アー
ト･イラスト･写真

レジンアートオブジェ,水面トレー,ピアス

モールテックス家具 両日 HG37 家具･インテリア テーブル、ランチョンマット、ティッシュケース、

Mond Schein 土曜 HD04 ファッション・アクセサリー 天然石を扱ったハンドメイドジュエリー

木工房ベル 両日 MK06 ファッション・アクセサリー ネクタイピンやカフリンクス等の木製スーツアクセサリー。

木製腕時計のお店 EINBAND 両日 HA02 ファッション・アクセサリー 天然木を使った木製腕時計の販売

もここハウス 土曜 ML03 雑貨･その他 羊毛フェルトのマスコット雑貨やヘアアクセサリーなど

mono 両日 MD11 雑貨･その他 豆本、ミニチュア文具、紙製雑貨、アクセサリー



出店名（屋号） 日程 ブースNo. 出店ジャンル 主な出店商品

もふもふしいおみせ 両日 MK14 雑貨･その他 オリジナルキャラのぬいぐるみ、イラスト雑貨、フェイクスイーツなど

Momicho 両日 HE34 ファッション・アクセサリー 福井県産の新品着物帯や鯖江市の眼鏡廃材を使用したアクセサリー

Momo 日曜 MM14 雑貨･その他 ミニチュアフード   雑貨  アクセサリー

百福 両日 MB14 ファッション・アクセサリー ディップアートのイヤーアクセサリー等を中心に普段使い出来るイヤーアクセサリーが中心

もりねこや 両日 MB22 家具･インテリア/雑貨・その他 陶器製の、モンスターカップ・アクセサリー皿、猫カップ・箸置き、溶岩風植木鉢、犬猫輪ゴム掛け、ミニ猫
アクセサリーなど

森のなかまたち 日曜 MP25 雑貨･その他 バッグ、ワイヤー口金入りバッグ、ワイヤー口金入りポーチ、ポーチ、バッグインバッグ、肩掛けバッグ、
ショルダー

Mori Factory 両日 HD01 雑貨･その他 栃木レザーを使用して、レザー小物、バック、財布、ヘアアクセサリーを出品。

mon 両日 MC07
ファッション・アクセサリー/家
具･インテリア

アクセサリープレート、イニシャルキーホルダー、ピアス、イヤリング

や 夜光貝jewelry KOKORO 両日 MM11-12 ファッション・アクセサリー 夜光貝とあわびで作るアクセサリー

yasu.be
土曜 MM14 雑貨･その他

がま口bag.がま口ポーチ.がま口小物入れ.
マスクケース.お散歩バック.コサッシュ.など布雑貨

ゆ Yuinohana 土曜 HH04 ファッション・アクセサリー ハンドメイドアクセサリー

yuooomi 土曜 MM05 ファッション・アクセサリー ポリマークレイのアクセサリー

ユミィーハウス★ゆみママ★ 両日 HF35 雑貨･その他 レトロポップな布小物、バック、ぬいぐるみ服、ベビーグッズ等

yumihana 両日 MJ13 ファッション・アクセサリー イヤリングピアス

夢降る街のはんこ屋さん 両日 ME26 雑貨･その他 スタンプ、紙雑貨

よ ⽺⽑フェルトあど〜ちん 両日 MK02 雑貨･その他 羊毛フェルトの動物マスコット

⽺⽑フェルトmakinosu 両日 HI34 雑貨･その他 羊毛フェルト小物。人形やバッグ、ブローチなど

yoki 両日 HJ22 ファッション・アクセサリー シルバーアクセサリー、ターコイズジュエリー、レザー小物、革財布、革かばん、レザークラフトツール

ら La19 両日 HI35
ファッション・アクセサリー/雑
貨・その他

ビーズアクセサリー、ファブリック小物

like-more 日曜 MB05
ファッション・アクセサリー/アート・イラ
スト・写真/雑貨・その他

オリジナルイラストを使ったハンドメイド作品・編み物小物

ライトハウス布小物店 両日 HJ13 雑貨･その他 手作りブックカバー（6サイズ）
8重ガーゼハンカチ

LaQoo 両日 MO31 ファッション・アクセサリー ぬいぐるみのお洋服

楽がき詩人まっきー 両日 HG06 アート･イラスト･写真 あなたを見てインスピレーションで言葉を書きます
書のグッズ

latitude 両日 MH02 ファッション・アクセサリー レジンアクセサリー、ビーズアクセサリー

Lapin’A 両日 MK24 ファッション・アクセサリー 羊毛フェルト、ニット製品

Lapin strawberry 両日 MF23 ファッション・アクセサリー うさぎや、いちごモチーフのアクセサリーや布小物

Laluce-earth 両日 HJ11 雑貨･その他 ハンドメイドカゴバック、デザインバック

藍晶石雑貨店 両日 MB17 ファッション・アクセサリー 天然石を用いたアクセサリー

L’institut YURIGAMI 日曜 MO25 ファッション・アクセサリー 折紙アクセサリー

らんぶらす 両日 HD12 家具･インテリア ドライフラワーを使ったインテリア雑貨とウッドレジンのアクセサリー

り lien 両日 HJ21 ファッション・アクセサリー 麻バッグ、毛糸バッグ、かぎ編み小物

Leafpoem 土曜 MO24 ファッション・アクセサリー ワイヤーとレジンで制作したアクセサリー(イヤリング、ピアス)

RIKKA 両日 MH14 ファッション・アクセサリー 天然石やガラスを使って作ったアクセサリー

Rich in heart 土曜 MK05 雑貨･その他 刺繍小物・刺繍ブローチ

Ritte 両日 MC21 ファッション・アクセサリー ペット服

Rito anno 日曜 MM04 雑貨･その他 布小物、布雑貨

Little Luxe 日曜 MF04 ファッション・アクセサリー アクセサリー,革小物,手編み商品

-my favorite one -  Little closet. 日曜 MK04 ファッション・アクセサリー ぬいぐるみ,子ども服,布小物

littlesalam 両日 MD37 ファッション・アクセサリー 編み物
ポストカード

リバティ×リバティ 両日 MH13 雑貨･その他 リバティラミネートのクリアポーチを販売します。カードサイズより小さなサイズ~A４サイズまで様々な大
きさ、柄を揃えますのでぴったりの大きさをお探しいただけます。

RIBBONROSE TK 日曜 HG04
ファッション・アクセサリー/家
具･インテリア

リボンで作る巻き薔薇です。針と糸を使わない、手作りの花は上品さと多彩な色使いが魅力的です。リボンローズのブーケ、アクセサリー、イ
ンテリア小物で毎日の暮らしをちょっと素敵に彩りませんか。

緑花星 両日 MC11 ファッション・アクセサリー うずら卵のレジンアクセサリー

リリコス 両日 MG33 雑貨･その他 ペット用チョーカー、リード、フードスタンド、ハリネズミハウス

Link.hand-made 両日 MB15 ファッション・アクセサリー アクセサリー、ポーチ

Rinda工房 両日 HH02 ファッション・アクセサリー 輸入ガラスを溶かして、アクセサリーを制作しています。

RINPLA 両日 MG11 ファッション・アクセサリー 「緋銅」を使用したアクサセリー（リング・ペンダントネックレス・ピアス・イヤリング・ブローチ・ブレス
レットなど）

る Le Cocon × ferice 両日 HJ07 ファッション・アクセサリー パールアクセサリー＆パワーストーンアクセサリー

Rouge 両日 HI01
ファッション・アクセサリー/雑
貨･その他

樹脂粘土製の食べられない食べ物をチャームを始めとしたアクセサリーにして販売します

RUKA wedding item 両日 ME17 雑貨･その他 クリスマス雑貨(クリスマスツリー、フレームアレンジ、リース、フラワーアレンジ)、ハーバリウムボールペ
ン、犬猫ネックレス、ヘアアクセ

Ruka mimi 両日 ME16 ファッション・アクセサリー ハンドメイドアクセサリー

RUNA 両日 MM21 ファッション・アクセサリー 色々なガラスのアクセサリーと天然石とサンキャチャー

Luna et Lily 両日 MK34
ファッション・アクセサリー/雑
貨･その他

アーティフィシャルフラワーを使ったアクセサリーやドライフラワーの雑貨

RuRufloret 両日 MB25
ファッション・アクセサリー/雑
貨･その他

リバティポーチ/がま口/バッグ/ヘアアクセサリー/ステーショナリー



出店名（屋号） 日程 ブースNo. 出店ジャンル 主な出店商品

ru.ru.ru.6＆7 両日 MM01 ファッション・アクセサリー オートクチュールビーズ刺繍ブローチ、kukutailﾘﾎﾞﾝﾀﾃｨﾝｸﾞアクセサリー、ﾀﾃｨﾝｸﾞアクセサリー、小物等

れ 0.1 日曜 MH03 雑貨･その他 手漉き和紙の小物（袋・箱・封筒等）

LASER＆BASS 両日 MJ24-26 雑貨･その他 木の帽子や王冠ランプ 猫のコースター

Leather Dresser ＆ MOIRS 両日 MH21-22 雑貨･その他 レザードレッサーは革小物の販売と缶バッジ作成サービス
モーリスはiPhoneケース販売とオーダーを行います

LEATHER WORKER PIECE 両日 ML36-37 ファッション・アクセサリー 皮革製品(バッグ・財布・ケース類・アクセサリー)

ろ ROSA No.8 両日 HJ32 ファッション・アクセサリー 立体プラ板で制作したアクセサリー、イヤリング、ヘア小物等

ロザフィBELINDA 両日 MF11
ファッション・アクセサリー/アー
ト・イラスト・写真

146色の紙でつくるアクセサリー雑貨。インテリア小物

ROKKY WLOOD 日曜 HG05
ファッション・アクセサリー/雑
貨･その他

ビーズ刺繍ブローチ、ビーズ刺繍ヘアゴム、ビーズピアス、ビーズイヤリング、レジンピアス、レジンイヤリ
ング、木目込み式手鞠、さげもん、吊るし飾り

longtemps 両日 HJ03 ファッション・アクセサリー 布製ターバン、布製アクセサリー(素材にこだわり山繭シルク、バティック、カンタ、着物地で作っていま
す。

わ Ym 両日 MC17 ファッション・アクセサリー アクセサリー

wire craft m+ami.
両日 MF13 雑貨･その他

ワイヤークラフト
サンキャッチャー
ガーランド

ワイヤージュエリーねむひめ 両日 HA01 ファッション・アクセサリー ワイヤーを手編みして作ったジュエリー

Y623 日曜 MK05 ファッション・アクセサリー ピアス、イヤリング、ブローチ、キーホルダー、リング、トートバッグ、布小物、服

和菓子モチーフアクセサリーSANRI 日曜 MJ04 ファッション・アクセサリー 和菓子をモチーフにした、アクセサリー作品。
ピアス、イヤリング、ヘアゴム、ブローチなどなど。

わがままな弟子3名 両日 MF25-26 ファッション・アクセサリー 本物のお花のアクセサリー・たった1つの素敵・可愛いレジン小物・カラフル便利な革小物

和ケゐ商店 両日 HG25 ファッション・アクセサリー 着物リメイク品（ワンピース、ジャケット、チュニック、バッグなど）

和ごころglass 両日 MB33
ファッション・アクセサリー/雑
貨･その他

ガラス食器、ガラスアクセサリー

渡辺工房 両日 HC14 ファッション・アクセサリー 全てハンドメイドで製作する手作り腕時計、懐中時計です。繊細なレディースモデル、重厚感あるメンズモデ
ル、緻密な動きが楽しめる機械式モデルなどバリエーション豊富に出品します。

One Face Original 両日 HJ25 ファッション・アクセサリー ハンドペイントシューズの販売！スニーカー、パンプス等。

ワンワンショップマイル 両日 MA26 雑貨･その他 手編みのセーター ワンピースタイプ


