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桜クランベリーブリオッシュの

ホワイトチョコクリームサンド

かわいらしいピンク色の八重桜と甘酸っ
ぱい真っ赤なクランベリーをまぜこんだ
ヴィーガンブリオッシュに、カカオの豊
かな香り広がる乳製品不使用のホワイト
チョコクリームをたっぷりサンドした限
定パン☆ぜひご賞味ください。

miya_handmade_bakery

一級建築士事務所 Tetto

麦わら帽子やカゴバッグ♡

info@tetto-architect.comtetto_archi

お洋服では、この時期ぴったりのレースブラウス
や、作家さんの素敵なワンピースなど。
ナチュラルだけど、チラリと遊び心も感じられるア
イテムをセレクトしています♡

hanatokaze.net/zappa/otonari.html

zappakobeminatoga

otonarizappaHP
niconoatelier http://nico-shop.ocnk.net/ 

【春のいろあそび】

オシャレ迷子さん！
春色探しに来てね。
natural×mode

【店内POPUP】

播州織ショール展
emera béret collection

春のおでかけに
可愛いバッグなど続々入荷

他にも色々作家さんの可愛いアイテム日々入荷中！
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。

yuno

flower shop SIMON

26日「パニエの撮影会」開催

studioyuno.exblog.jpHP

春はお別れと出会いの季節。

そんな場面に
お花を。

花束、コサージュetc
オーダー受け付けてます。

ありがとうの花

flowershopsimon

【営業日】金土日11:00～18:00

3/2520
23

park town 2F

sat. 

3/26sun. 

営業時間：10時半から16時定休日／月・火

kiko stock

kiko_vintage

カラフルイヤリング

ジガラス。今はもうほとんど作られておらず、
鮮やかな発色と硬さが特徴的です。
傷もつきにくくカジュアルにお使いいただけ、
価格も1000円からとお手頃です。

作家さま歓迎！ヴィンテージパーツを取り揃
えています。

simon_f_shop@yahoo.co.jp

店内には紅茶、ビンテージ雑貨もあるよ。
ぜひお立ち寄りくださいませ。

HP

※土日とも12時頃オープン・日曜日は、撮影会があります。

室内会場
information

小さなバレリーナになりませんか。
カラーパニエを選んで撮影します。
●対象：サイズ100~130のお子様
●持ち物：薄手の白靴下とフィットしたTシャツ
●お申込み：yuno店舗まで

25日は「お母さんの裁縫箱」と「yumeko」さんが店
頭販売されます。
店内は、リネン、フォーマルなど取り揃えています。

季節を先取りして、初夏
のアイテムまで♫
春夏のカラフルな服飾
雑貨や日傘も幅広く
揃って来ています。今な
らたくさんの色からお
選びいただけますよ。

neroriy

アロマテラピーワークショップ
精油を使って作る・楽
しむ教室をオープン
しています。
体験時間15分ほどで
す。
お気軽にお立ち寄り
下さい。

アジアンエステCOCO

ハーブテント
オプション半額キャンペーン

ハーブテントのオプションを、通常2000円
のところ半額の1000円でご利用いただけま
す。(施術時間約20分)
フェイシャル・オイルマッサージ・フット・
タイ古式の、お好きなコースにプラスして
ご利用下さい。

 25・26日
限定

asianesthe_coco tel：（078）579-8301

・ネイルオイル
ネイルケアに効果的な精油をブレンドして
ケアしながら天然の香りを纏いましょう

＊コールドプロセス石鹸、
   バスフィズも販売しております

とても鮮やかでカラ
フルなガラス、耳元
にあれば気分も上が
ります！
ミルクガラスという
牛乳に含まれる成分
が入ったヴィンテー

お気軽にご来店くださいませ。

neroriyessence

※26日は休業します。

オーガニックジュエリー &
彫金ワークショップ

Mille Reve

パールやサンゴ等のオーガニック素材を
中心に、天然石を使ったジュエリーを手
作りしています。
彫金や天然石アクセサリーのワーク
ショップも開催。

リングの形をした蝋の塊を専用の糸鋸で
切ったり、削ったりして自分の好きなデザイン
の指輪の形を作って頂きます。
後日シルバーリングに仕上げてお渡しします。

●シルバーリング製作体験　１本／¥8000
●宝石入りシルバーリング製作体験　１本／¥10000
※所要時間　約1時間

chizcad

2023 年 5 月オープン　new
open

ワックスモデリングによる
リング製作体験

ナナイロサーカス

作家さんの個性が詰まった、サーカスのような
ワクワク感とノスタルジックなイメージのお
店。
ハンドメイド、リメイク古着のお洋服や帽子小
物を中心にセレクトしています。

プレオープン記念として、ナナイロサーカス
でお買上げのお客様にオリジナルクッキーを
プレゼントします。（※無くなり次第終了）
他にもサーカステントをモチーフにした
チャーム、サーカスを連想した生地を使った
帽子など、
作家さんの当店限定アイテムを多数ご用意し
ております♥♣♦♠

nanairocircus

3/23( 木 ) プレオープン　
4/22( 土 ) グランドオープン

new
open

オープン記念　ノベルティプレゼント

土
sat.

asobi基地は、たくさんある身近にある素材や道具を使って遊べる場です。
どれを選ぶのも、何をつくるのも自由ですので、
自分の心のままに、遊んでくださいね♪
大人のみなさんは一緒に遊ぶもよし、
こどもをじっくり観察して、個性を見つけるもよし。
ゴールのない自由遊びだからこそ輝くこどもたちの表情は必見です！
我が子の “好き” を見つけてみてください◎

asobikichi asobikichi.jp
HP ■参加料金／子供ひとり100円　■開催時間／11:00～15:00

※年齢制限・時間制限はございません。

@湊川
1.ここはオトナもコドモも全ての人が平等です。
2.ダメ！等の否定する言葉は、うまく言い換えて伝えよう
3.コドモと同じ目線になって、世界をみてみよう
4.それぞれの価値観を尊重し、フェアに対応しよう

こどもがのびのび遊べるための 
asobi基地 4つのルール
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木のスプーンを作ろう

ほそほそくねくね&刻印しちゃおうCreation！

Artist by  Woodworking Assistance M’s maechi.thb
maechi.thb

ひとつ¥2,000（90分前後）
世界にひとつしかない自分自身で作る木のスプーン。　

・自分だけのほそくねリングをCreation！　1本 ¥500（約10分）
　※対象年齢：小学生から大人まで

※対象年齢：小学生６年以上。

・ネーミング入りアイテムをCreation！¥4000（約30分）
　※対象年齢：中学生から大人まで

Artist by  M465 m465_gallery

日
sun.

日
sun.

  ”ちくでんき”を作ろう 
Artist by  Bamboo Fam.

ひとつ¥1,500（大人約30分、小学生約40分）
今年のキャンプはMyランタンで楽しみませんか？

※対象年齢：10歳から一人で参加可能、 9歳までは要保護者同伴

土日
sat.&sun.

室内

ブース
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。


