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ミヤノハンドメイドベーカリー

Atelier Nico*

アジアンエステ COCO

NICOの英国展

秋の実りのカンパーニュ

『英国アンティークのある暮らし』
をテーマに、バーレイカップ、ビン
テージ食器、ダルメイン、テーブル
アクセサリーなどを販売します。
ぜひ、
お立ちよりくださいませ。

国産小麦とライ麦全粒粉をブレンドした
滋味深い田舎パンに、秋の実りの木の実や
果物の豊かな味わいが楽しめる
ワインにも合う今だけ限定のカンパーニュ
です、ぜひご賞味ください(^^)/

miya̲handmade̲bakery

ブース

\ 湊川初上陸 /
ダルメインマーマレード
英国２つ星受賞！
マーマレードといったらこれ！
という期待を裏切らない風味。
クリスマス限定マーマレードもぜひ！
播州織ショール、クリスマス限定紅茶、
emeraベレー帽 もあります。
niconoatelier 定休日／月・火

HP http://nico-shop.ocnk.net/

大人も子供も楽しめるワークショップです。
ご予約不要です。

サロン限定化粧品が
20%OFF！
26・27日
限定

土・日

マクラメ結びのワークショップ

sat. & sun.

Artist by

yuno

上品に煌めくオヤラリエットが入荷
ホリデーシーズンにも
ピッタリ☆
ビーズがキラキラと煌
めく、zappaオリジナル
デザインのオヤラリ
エットが入荷しまし
た！

パルプを原料としたサス
テナブルなテンセル混の
ニットや、ドイツ製のコー
デュロイ生地のパンツな
ど、珍しい、冬の素材のお
洋服が入荷しています。
少量ずつの限定販売にな
ります。

オヤはトルコの手編み工芸♡
カラフルなネックレスや、メガネチェーンもあり
ます。
幅広い世代に人気のアイテムで、プレゼントにも
おすすめです！

日曜日は、秋空の下、お子様の写真撮影を行います。
予約制で締め切っておりますが、今後の撮影を
希望される方は、直接ご来店の上、お問い合わせ
ください。

HP

営業時間：土／10時半から16時 日／12時から撮影終了まで

hanatokaze.net/zappa/otonari.html

otonarizappa

zappakobeminatoga 【営業日】
金土日11:00〜18:00

HP

studioyuno.exblog.jp

u39handmade

Artist by

・マクラメツリー¥3,500(約90分)

・タイルコースター ¥1,000（約90分）
・タイルトレイ ¥5,500(約200分)
・タイルミラー ¥5,500(約200分)

土・日

簡易金継ぎwork shop ＆

sat. & sun.

欠片を使ったaccessory workshop

（078）
579-8301
asianesthe̲coco tel：

TUGUMI 継ぐ美

土
sat.

ことりの笛作り
Artist by

m̲t̲u̲g̲u

やすりで磨き・好きな色の羽と紐付け・オイルも塗ります。
ひとつ ¥1,200（約30分）

・簡易金継ぎ ¥5,500（約３時間）※事前予約制
・アクセサリーws

2名以上ご一緒の利用で
50％オフ

土
sat.

Artist by

※対象年齢： 4歳〜（12歳未満の方は保護者同伴）

¥2,000(約１時間)※kidsは半額

ほそほそくねくね&
刻印しちゃおうバングルCreation！
M465

日

木のスプーンを作ろう

sun.

Artist by

Woodworking Assistance Mʼs maechi.thb

m465̲gallery

maechi.thb

・自分だけのほそくねリングをCreation！

「手しごと市の日」限定で、2名以上ご一緒にご
入店いただいた方のご利用料金を50％オフに
させていただきます。
ご家族やご友人同士でぜひご来店ください。

1本 ¥500（約10分）

世界にひとつしかない自分自身で作る木のスプーン。

※対象年齢：小学生から大人まで

ひとつ¥2,000（90分前後）

・ネーミング入りバングルブレスレットをCreation！

※対象年齢：小学生６年以上。

¥4500（約40分）

当店は、16歳以上の女性限定、入場料を払って
自由にコミックエッセイを読む本屋さんです。

※対象年齢：中学生から大人まで

日

atmosbam

木のカメラ&
クリスマスツリーを作ろう♡

sun.

お写真処

猫の額

まだまだ間に合う年賀状用写真
27日
限定

一級建築士事務所

Tetto

可愛いネコの一輪挿し再入荷！

flower shop SIMON

Artist by

Merry Xmas＆
a happy new year

かわいい木のインテリアをつくります。
・クリスマスツリー ¥1,300（約15分）
WC
オムツ台

nekonohitai.kobe

店主である建築士による、
すまいの無料相談会
も同時開催しています。
普段聞けない建物のこ
と、
リフォームの方法についてもお答えします。
※27日は休業します。

tetto̲archi

mi-sato.archi@sora.zaq.jp

12月の準備。
お手伝いいたします。
オーダー受付中。
※土曜日は12時から営業します。
※日曜日は、予約レッスンと予約撮影会で
貸切となります。

simon̲f̲shop@yahoo.co.jp
ﬂowershopsimon

コテラ

アジアンエステ
湊川キッチン

coco

ATMOS
books and
mellow

閉鎖中

Atelier

tetto

zappa

←地下鉄
湊川公園駅

いしかわ

１０８

順天堂

Atelier

Nico*

yuno

お写真処
猫の額

kiko
stock

ﬂower shop
SIMON

湊川市場→
ダイエー↓

＊27日（日）のみの開催です。

ています。

ミヤノハンドメイド
ベーカリー

湊川公園→

↑

＊通常10,000円(税込)のところ半額の5,000円(税込)
→画像はデータ送信します(年賀状相当の
データサイズです。高解像度データ・プリント
料金は別途)

Hugkumone

・木のカメラ ¥1,000（約15分）

（1F）

他にも色々作家さんの可愛いアイテムも入荷し

Hugkumone

工具を使って金具を付けたり、パーツを貼り付けて、

MAP
＊スタジオライティングで撮る家族写真で、
お友だちに差をつけよう！(シンプル修整付き)

手づくり木工房『春と木の風』

koubou.harutokinokaze

金継ぎが初めての方にもお試しいただけます。

books and mellow

HP https://atmos.blog/

xylophone86

好きに並べてつくるワークショップです。

・クリスマスリース¥2,000(約60分)

手しごと市の日限定！
COCOで取り扱い化粧品が20%offになります。
ぜひこの機会に、気になる商品をゲットして
ください！
※施術中はご購入いただけません。施術ご予
約と合わせてご購入ください。

シロフォン

形大きさ様々なタイルを自由に選んで

・マクラメスノーフレーク¥1,000(約40分)

ATMOS
冬素材のお洋服が
入荷しています。

みんな違ってみんないい
タイルワークショップ

sat. & sun.

［編む］
［結ぶ］を楽しむ教室を開いています。

Artist by

Atelier zappa

U39

土・日

花菱

