第36回手づくりデパート 出店者リスト
＜20日＞
№

＜21日＞
店名

作

№

店名

作

1

ドールハウスゆう

洋服、うでカバー、布バッグ、魔女ドール、ポーチ、マルチカバー、ドール小物

1

ドールハウスゆう

洋服、うでカバー、布バッグ、魔女ドール、ポーチ、マルチカバー、ドール小物

2

NATTSU

洋服、バッグ、小物他

2

NATTSU

洋服、バッグ、小物他

3

モコの店

手作り毛糸、織物（マフラー、ベストほか）、編物、編みぐるみ、編み小物

3

モコの店

手作り毛糸、織物（マフラー、ベストほか）、編物、編みぐるみ、編み小物

4

PINO

布バッグ・小物、ラミネートバッグ・小物

4

PINO

布バッグ・小物、ラミネートバッグ・小物

5

布工房 佳愁凛

着物リメイク、和布バッグ、和布小物、創作人形ほか

5

布工房 佳愁凛

着物リメイク、和布バッグ、和布小物、創作人形ほか

6

まぁぶる

布小物、布バッグ、ハギレ

6

まぁぶる

布小物、布バッグ、ハギレ

7

手づくりはうすらびっと

布雑貨、カントリードール、ハギレ、カントリー木工、羊毛小物

7

手づくりはうすらびっと

布雑貨、カントリードール、ハギレ、カントリー木工、羊毛小物

8

フェルトの夢

フェルトで作ったお弁当・ケーキ・スイーツなど

8

フェルトの夢

フェルトで作ったお弁当・ケーキ・スイーツなど

9

ステラ・ママ

パッチワーク小物、お薬手帳入れ、バッグ、布ネックレス

9

ステラ・ママ

パッチワーク小物、お薬手帳入れ、バッグ、布ネックレス

10 ほっと庵・千

くるみの樹皮のかごバッグ、洋服（着物リメイク）、布アクセサリー、羊毛小物、手織りマフラー（シルク・ウール・麻・綿糸）、洋服、布小物、帽子（毛糸・麻糸）

10

ほっと庵・千

くるみの樹皮のかごバッグ、洋服（着物リメイク）、布アクセサリー、羊毛小物、手織りマフラー（シルク・ウール・麻・綿糸）、洋服、布小物、帽子（毛糸・麻糸）

11 こんま.1工房

布バッグ、日傘、布アクセサリー

11

こんま.1工房

布バッグ、日傘、布アクセサリー

12 Ray Leather hand craft

皮革製品

12

Ray Leather hand craft

皮革製品

13 Angel Rose

布小物（トートバッグ、ポーチ類）、犬の服、レジン小物、ダッフィーアンドフレンズの服

13

Angel Rose

布小物（トートバッグ、ポーチ類）、犬の服、レジン小物、ダッフィーアンドフレンズの服

14 まゆ

布小物、バッグインバッグ、ヘアーアクセサリー、アクセサリー、レジン小物

14

まゆ

布小物、バッグインバッグ、ヘアーアクセサリー、アクセサリー、レジン小物

15 紗（すず）

とんぼ玉、陶器小物、布小物、レジンアクセサリー、リリアンアクセサリー

15

紗（すず）

とんぼ玉、陶器小物、布小物、レジンアクセサリー、リリアンアクセサリー

16 工房ジュエル

金属アクセサリー、金属雑貨（七宝アクセサリー、樹脂粘土アクセサリー、ガラスアクセサリー、金属ボタン）

16

工房ジュエル

金属アクセサリー、金属雑貨（七宝アクセサリー、樹脂粘土アクセサリー、ガラスアクセサリー、金属ボタン）

17 詩絵里＆ちひろ

陶器、小物

17

詩絵里＆ちひろ

陶器、小物

18 grace.k

アクセサリー、デコパッチ、ハーバリウム、フラワーアレンジメント

18

grace.k

アクセサリー、デコパッチ、ハーバリウム、フラワーアレンジメント

19 てるてる工房＆ほっとミルク

ステンドグラス作品、ディンプルアート作品、日傘、洋服（和布）、木工品、ステンシル作品

19

てるてる工房＆ほっとミルク

ステンドグラス作品、ディンプルアート作品、日傘、洋服（和布）、木工品、ステンシル作品

20 和紙小物 ほおずき

五月人形飾り、和紙と和布商品、和布のハギレ、猫グッズ（ブローチ・ぬいぐるみ・クリップ）、刺子、編物、羊毛フェルト

20

和紙小物 ほおずき

五月人形飾り、和紙と和布商品、和布のハギレ、猫グッズ（ブローチ・ぬいぐるみ・クリップ）、刺子、編物、羊毛フェルト

21 さき織と洋裁とあけび

カバン、卓布、布小物、あけびかご、チュニック、帽子、エプロン、編物

21

さき織と洋裁とあけび

カバン、卓布、布小物、あけびかご、チュニック、帽子、エプロン、編物

22 アトリエｅｃｌａｔ

アクセサリー、（天然石・象牙ヤシ（ダグアビーズ）・スワロフスキーのネックレス・ピアス・ブローチ）

22

アトリエｅｃｌａｔ

アクセサリー、（天然石・象牙ヤシ（ダグアビーズ）・スワロフスキーのネックレス・ピアス・ブローチ）

23 カノン

ポジャギ、古布小物（覆い布、巾着袋、ポーチ、バッグ、コースターなど）

23

カノン

ポジャギ、古布小物（覆い布、巾着袋、ポーチ、バッグ、コースターなど）

24 hatonosu

羊毛フェルト小物、布小物、古布、絣リメイク、胡桃・アケビ籠

24

hatonosu

羊毛フェルト小物、布小物、古布、絣リメイク、胡桃・アケビ籠

25 mua&cheerful!!

布もの、アクセサリー

25

mua&cheerful!!

布もの、アクセサリー

26 きものリメイクBazar.T

着物・帯のリメイク服・帽子・小物

26

きものリメイクBazar.T

着物・帯のリメイク服・帽子・小物

27 一閑張KOYO

一閑張り、バック、ブローチ、和布小物、着物リメイク、

27

一閑張KOYO

一閑張り、バック、ブローチ、和布小物、着物リメイク、

28 鈴りん(rin rin)

染め布、陶器、布あそび、アクセサリー、洋服、フェルト小物

28

鈴りん(rin rin)

染め布、陶器、布あそび、アクセサリー、洋服、フェルト小物

29 陶工房馬次郎＆クラフト・あべ

動物のぬいぐるみ、手織りのマフラー・ストール、陶器製品、布小物

29

陶工房馬次郎＆クラフト・あべ

動物のぬいぐるみ、手織りのマフラー・ストール、陶器製品、布小物

30 be・センス

フラワーアレンジメント、ハーバリウム、布ブローチ

30

be・センス

フラワーアレンジメント、ハーバリウム、布ブローチ

31 胡桃工房ヤッホーちゃん

胡桃のストラップ・ネックレス・ブローチ・イヤリング

31

胡桃工房ヤッホーちゃん

胡桃のストラップ・ネックレス・ブローチ・イヤリング

32 ハーモニーマジック

ポーセラーツ作品の食器（マグカップ・お皿・カップ＆ソーサー等）や小物・アクセサリー、ハーバリウム、布小物、ハギレ

32

ハーモニーマジック

ポーセラーツ作品の食器（マグカップ・お皿・カップ＆ソーサー等）や小物・アクセサリー、ハーバリウム、布小物、ハギレ

33 小物屋かぬ

つるし飾り、布小物、布製人形、ハギレ、木工品

33

小物屋かぬ

つるし飾り、布小物、布製人形、ハギレ、木工品

34 アトリエTOMO

リネン大人服、子供服、バッグ、布小物、帽子、マフラー

34

アトリエTOMO

リネン大人服、子供服、バッグ、布小物、帽子、マフラー

35 まとい工房 南天

ミニチュア纏、ミニチュア凧、のし袋、缶バッジ

35

まとい工房 南天

ミニチュア纏、ミニチュア凧、のし袋、缶バッジ

36 DogLeg+

ソープカービング各種、デコナップ各種、布・毛糸物各種、ペットソープ各種、ストラップ各種、ハーバリウム各種

36

DogLeg+

ソープカービング各種、デコナップ各種、布・毛糸物各種、ペットソープ各種、ストラップ各種、ハーバリウム各種

37 幸房 木の季

竹灯り、流木燈、竹花器、その他竹細工等

37

幸房 木の季

竹灯り、流木燈、竹花器、その他竹細工等

38 縫工房とまつ

和・洋リメイク（バッグ・コート・チュニック・ブラウス）、さき織、手織り（マフラーほか）、バッグ、布小物

38

縫工房とまつ

和・洋リメイク（バッグ・コート・チュニック・ブラウス）、さき織、手織り（マフラーほか）、バッグ、布小物

39 *Rosebud Maker*mai

レジンアクセサリー＆小物、ミサンガ、ビーズアクセサリー

39

*Rosebud Maker*mai

レジンアクセサリー＆小物、ミサンガ、ビーズアクセサリー

40 nirenoki

リネン大人服、バッグ、布小物

40

プチ♥ハンズ

リネン等のお洋服・布小物・ビーズアクセサリー

41 工房糸巻

チュニック、ワンピース、スカート、ブラウス、子供服、バッグ、ポーチ

41

プレアデス

ブリザーブドフラワー（仏花・贈呈用）、ハーバリウム

42 mirage★

布バッグ、布小物、エコクラフトカゴ、木工作、アクセサリー

42

きりこ工房

桐のおもちゃ、他小物

43 AtoR

布小物、ハギレ、ハーバリウム、アロマワックスサシェ、アロマワックスカップ、ハーバリウムキット

44 min

革製品、革小物

45 空色／hana&goma

秋田美人ブローチ、コサージュ、クロスターバン、布小物、ハギレ、アクセサリー、帽子、ニット帽子

46 Sickle Field" ‐シックルフィールド‐

ﾊｰﾊﾞﾘｳﾑ、ﾊｰﾊﾞﾘｳﾑﾎﾞｰﾙﾍﾟﾝ、ｱﾛﾏﾜｯｸｽｻｼｪ、ｽﾜｯｸﾞｶﾚｲﾄﾞﾌﾚｰﾑ、ﾎﾞﾀﾆｶﾙｷｬﾝﾄﾞﾙ等花を使った雑貨や手づくりキッド、ﾌﾟﾘｻﾞｰﾌﾞﾄﾞﾌﾗﾜｰ、ﾌﾗﾜｰｱﾚｼﾞﾒﾝﾄ、ﾘﾎﾞﾝｱｸｾｻﾘｰ、ﾀｵﾙｱｰﾄ

47 orihime

手織り作品（ジャケット・ベスト・マフラー・ネックウォーマー・バッグ）

48 織模様

織り（コースター・マフラー・バッグ）、織小物、織布、和小物、絣人形、和人形

49 MAMI

ラミネート、布によるグラニー＆ショルダー＆トートバックと小物

50 alcor

ビーズアクセサリー、レジンアクセサリー

51 あむあむ

籐・あけび小物、布小物、ドライリースほか

52 Sweet MoKa

フェイクスイーツの雑貨・アクセサリー、レジンのゆめかわアクセサリー

53 Pari2いちご

レジンアクセサリー、プラバンアクセサリー、ストラップ、キーホルダー、置物

54 磯の目工房

陶器、木工品

55 ふく福さん

ちりめん・古布小物、古布リメイク上着

56 クリスタル.ハウスMIKO

天然石ジュエリー（ネックレス・ピアス・イヤリング・ブレスレット）

57 花押＆huit8

バッグ、ポーチ等の布小物、プラバンアクセサリー、消しゴムはんこ

58 ほっこりまるしぇ

洋服、布小物、エコクラフト、麻紐バッグ、麻紐小物

