
手づくり品等 2016/4/15

第１７回熊谷妻沼手づくり市　出店者

●手づくり品等

店名 作品名

工房きらり 天然石とﾋﾞｰｽﾞのｱｸｾｻﾘｰ

製本クラブ 手作りノート・草木染

冨田八洲光・新井孝子 ﾐﾆわらじ、編物等

Ｉ．Ｅ techno 革工芸品(ﾊﾞｯｸ・ｱｸｾｻﾘｰ他)

モーちゃん 牛乳パック椅子・手提げ

みえこ＆まみこ 和小物・スイーツデコ

魔女の香り空間 ｱﾛﾏﾊﾝﾄﾞﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ(ﾏｯｻｰｼﾞ)

岡崎浩一・瀬志本まゆみ 手すき和紙

布と糸 パッチワーク

藍絽座　風間幸造 天然藍染 衣類、ｽﾄｰﾙ、小物など

SoraHaRu ｱｸｾｻﾘｰ

和こものＫｉｉ つるしかざり小物、古布

木工房　ＨＡＲＵ 木工品

遊工房　ＡｍｕＡｍｕ 木工雑貨＆手編み小物

文楽窯　沖山文雄 陶器

工房嶌吉 山葡萄・胡桃を使った籠　他

田島政惠 ガラスペイント

アーニーキーコ ﾄﾞﾗｲﾌﾗﾜｰ・ﾌｪｲｸﾌﾗﾜｰの花飾り他

marimacho／zizi 木製、真鍮アクセサリー

革のくわちゃん 革製品

ほぐし処　みたび ﾘﾗｸｾﾞｰｼｮﾝ　踏みほぐし

ふちな草 和紙雑貨、ポチ袋等

ａｋｉ* 布小物、大人服

陶工房あるまじろ　長谷川聡 陶器

丸多商店 多肉植物寄せ植え リメイク缶

木工房　ブリンケード 木工細工、木の笛、動物ﾊﾟｽﾞﾙ等

Ｔｕｓｓｉｅ　Ｍｕｓｓｉｅ 服、布小物

田野つね子 和人形（うさぎ ねこ など）

ａｍｉｅ ｽﾏﾎｹｰｽ・雑貨・ｱｸｾｻﾘｰ他

ｎａ・ａ・ｎｉ がまくち・麻ひもバック他

れんげ草　宮澤ゆり子 ﾄｰﾙﾍﾟｲﾝﾄ・ｱｰﾄﾌﾗﾜｰetc

つばめ 手づくりﾊﾞｯｸ、ｱｸｾｻﾘｰ、編み物

石田嘉枝 陶芸作品

五十嵐アキ子 アメリカンフラワー

花*リボン 和小物、他

腰塚祐子 着物ﾘﾒｲｸ服、柿渋染、藍染のﾊﾞｯｸ他

弘延窯 陶器

ことだま師　陽光 ｲﾝｽﾋﾟﾚｰｼｮﾝによる詩の書き下ろし

ジャスミンティー 洋小物

ﾚｻﾞｰ★nori 革バック・小物
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ｔｅａ ｓｐｏｏｎ ﾚｻﾞｰｸﾗﾌﾄ，ｸﾗﾌﾄﾊﾞﾝﾄﾞ

ゆめたまご 裂き織り、布小物

HOPPY-MOM ﾊﾟｯﾁﾜｰｸ布小物,古布小物

小魅輝化粧品 化粧品、こども服

ｎａ－ｃｈａｎ ｽｲｰﾂﾃﾞｺ、手芸小物、雑貨

リリー工房 帽子

藤田光芳、藤田ふみえ 陶器とツルと木とのコラボ 植物の苔玉

松井美枝子 古布小物

GOOD RUSTIC 木工製品(お箸,名刺入れ,かんざし他)

Sweet Rose ﾋﾞｰｽﾞｻﾛﾝ ビーズネックレス

クロちゃん 一閑張り・和小物・ｱｸｾｻﾘｰ

布引屋 和布を使ったがま口の袋物他

ｍａｒｍａ*ｍａｄｅ 雑貨、アクセサリー

いろどり ﾆｯﾄｿｰｲﾝｸﾞ、和小物､ﾄｰﾙﾍﾟｲﾝﾄ

ワークショップ ありす 藍染・織物・木工製品

Ｍ２Ａ ﾋﾞｰｽﾞｱｸｾｻﾘｰ・ｼｭｼｭなど

大塚茂美 和小物

萎沢三和子 和小物

渡辺高一 竹細工(カエル･トンボ・昆虫)

貝殻工房 HOPE COLOR 貝殻雑貨,貝殻ｱｸｾｻﾘｰ

きらきらひかる* コドモ服・布小物

つる細工工房 菅原定夫 つるバック 花入れ 帽子

poco*a*poco あみぐるみ,和小物,和雑貨､こぎん

リボン 布小物,毛糸のｺｻｰｼﾞｭ

Crystal Lagoon 自然素材の編み込みｱｸｾｻﾘｰ

佐藤園芸 山野草、小品盆栽、手編物

ｃａｌｍ ｄｏｗｎ Ｔｼｬﾂ(ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌﾟﾘﾝﾄ)小物類他

ガラス工房すみれ 手作りガラス製一輪挿し・ﾋﾟｱｽ

白浜悦子 手作りポーチ

横田裕子 石けんﾃﾞｺﾊﾟｰｼﾞｭ　小物等

あぽまにあ ｱｸｾｻﾘｰ,消しゴムハンコ､小物

いろいろ。はんこと布のおみせやさん 消しｺﾞﾑﾊﾝｺ.編み物,布小物 他

火づくり刃物 祥啓 手作りの包丁及び鉄器

まいｎ工房 手作りｱｸｾｻﾘｰ他

ゆい屋 草木染め,ｽﾄｰﾙや袋物等

ふるさわ革工芸 革小物

房総熱帯陶房 陶器

cocoa レジンアクセサリー

空羽 布子供服,小物,雑貨

折り鶴工房 金属加工(鶴･亀　コップ・皿 など）

塩谷喜久栄 袋物・小物

長谷川俊子 木工品(ﾄｰﾙﾍﾟｲﾝﾄ)

タシカラシサ アクセサリー・布ナプキン

Ｐｅａｒｌ ﾋﾞｰｽﾞｱｸｾｻﾘｰ
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風工房　中村文枝 陶器

盆栽源 盆栽、その他植木

工房ビアンカ 手作りｱｸｾｻﾘｰ

田子ガブリエラ ﾜｲﾙｰﾛの実(幸運のお守り)ｱｸｾｻﾘｰ他

根岸畳店 畳小物

隠居窯 陶器

Mazykina Nataliya 陶器＆アクセサリー

彩り工房・澤 ｶﾞﾗｽ雑貨,ｶﾞﾗｽｱｸｾｻﾘｰ

ＴＨＥ☆カイロ ｶｲﾛﾌﾟﾗﾃｨｯｸ施術体験

小林洋子・山口姫明 フエルトままごと・布、編み物小物　他

にじいろ屋 がま口、ﾎﾟｰﾁ、ｱｸｾｻﾘｰ

大橋里江子 手染ｽﾄｰﾙ　手染ﾆｯﾄ

1,2,3hifumi　他 布小物,編み小物,ｱｸｾｻﾘｰ等

津春 こぎん刺し、小物　他

+Ｈａｐｐｙ ｽﾜﾛﾌｽｷｰﾃﾞｺ　小物・ｱｸｾｻﾘｰ

桃李堂窯 陶器

ｼﾞｭｴﾘｰ工房　Sinfonie ｼﾙﾊﾞｰ,真鍮ｱｸｾｻﾘｰ

４３４６ 布小物

JACKDECO 犬の首輪・リード・お散歩ﾊﾞｯｸ他

Ｐａｗｍａｒｋｓ 犬服・犬用品(リード、ﾊｰﾈｽ、首輪）

しらいし 手作り小座布団、洋品雑貨

COCOﾚﾝｼﾞｬｰ 手作り品.

へたへた窯 花台

H.Y.N.ﾌﾗﾜｰ　関口弘美 ｸﾗﾌﾄﾊﾞｯｸ、布小物、ﾄﾞﾗｲﾌﾗﾜｰ他

川渕加奈子 アクセサリー

コージロー 植物、花、器他

青木書道 書の展示、毛筆の販売

バース&せきゆうこ ペイントアート、吹きガラス

鐵工房sｏｗ sｍｉｔｈ 手作りアイアン雑貨

 

 



飲食品 2016/4/15

●飲食品

店名 作品名

うまいものや天神 ｵﾑそば,ねぎ玉焼,ﾌﾚﾝﾁﾄｰｽﾄなど

ピッツァプリマヴェーラ 石窯焼きピザ

ＭＫ　Ｆａｒｍ 熊谷ピクルス（妻沼産野菜使用）

にこわた 手づくりベーグル他

関口誠 手づくりジャム,桑の葉茶、和紙工芸品等

ＰＡＮ　ＬＡＤＲｏＮ 天然酵母パン、焼き菓子

ＡＰＰＬＥ　ＪＡＣＫ スムージー、菓子、弁当

ｃｏｔｔｏｎ とりごはん，ドリンク

シャロン・伏見屋 パン、フランクフルト、ジュース

ウスキングベーグル 手づくりベーグル・全粒粉100％のパン

sempre farina 石窯ピッツァ

Cafｅ NEST 手作りベーグル

丸橋食品 おからドーナツ

Q-CHANG CURRY てづくりｸﾞﾘｰﾝｶﾚｰ

イタリアンジェラードショップ　ミラノ ジェラート、コーヒー

Lagom cafｅ ＆ くうかい タコライス・タピオカジュース

Amy’s cafｅ 珈琲、クレープの実演販売

(有)ヤマニファーム 地元野菜の漬物

Te’cachette 焼き菓子

Creperie Bonappetit ｸﾚｰﾌﾟ？スープｾｯﾄ

ｍｕｎｉ ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾘｯﾌﾟｺｰﾋｰ、お茶、焼き菓子

Loca cafｅ コーヒー、ドリンク、焼き菓子

おにっこハウス 味噌、発酵食品（甘酒等）

バックパッカーズランチ タイカレー弁当

きんまる星醤油(株) しょうゆ、つゆ

扇会 野菜

有限会社 若宮 豆腐、生ゆば、油揚、その他惣菜

白石商店（古代豚） ハム、ソーセージ

越生こだわりとうふ｢藤屋｣ 食品．飲み物（ビール）
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●体験

店名 作品名

つみ木堂 木工品（木のストラップ作り他）

マザーアース熊谷 アロマクラフト作品、体験

Eau　Claire 琉球ｶﾞﾗｽと珊瑚でﾗﾝﾌﾟなどの小物

竹とんぼおじさん 木の実細工等

キャンドルの森工房 手作りｱﾛﾏｷｬﾝﾄﾞﾙ＆ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ

小さい虹 ニット小物＆糸紡ぎ体験

Flower Atelier Tiare 花のｱﾚﾝｼﾞﾒﾝﾄ作品・花育ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ

藤田栄子 雑貨販売（ｱｸｾｻﾘｰ手作り体験）

モリタ商店 ｲﾗｽﾄｸﾞｯｽﾞとﾃﾞｻﾞｲﾝ雑貨（藍染体験）

めだかっ子＆ﾌｧﾝｼｰﾃﾞｺ ﾃﾞｺﾚｰｼｮﾝした文具他　体験

sharamonetto＆mooi 布小物とﾎﾞﾃﾞｨｰｼﾞｭｴﾘｰ


