2016

12

会 場 本 部

出展アーティスト一覧

月

にて

スマートフォンで
かんたん参加♪

からだ に やさしいフード
f1

カントリーJam 燻製オリーブオイル、調味料『煙』、チキン、秋刀魚

f2

Soma Coﬀee ハンドドリップコーヒー

f4

まろか工房 ゆずポン酢

f3
f5
f6

f7 にのらく 紅茶・緑茶茶葉

f12

f8 ゆめらすく ラスク

yumini-kobo 自家製天然酵母のパン

f13

f9 nina 卵、乳製品、白砂糖不使用のマクロビスイーツ

f14

f11 Bonbonniere ひとくちラスクと焼菓子のお店

f16

f10 Kam Kam スイートポテト、やきイモ

いなだ養蜂園 神戸市北区産の自家採集天然はちみつ

f15

丹波小林屋 バジル茶・なた豆茶
AND MITSUKO パン／ラスク／グラノーラ
森井ファーム＆森井長左衛門カフェ 京都宇治茶１００％のお茶
めぶき農房 玄米餅・10種類の在来種大豆・煎り豆
TAKAMIOKAKI プレミアムおかき

こめっこ 米粉100％のお菓子と無添加ジャム

クラフト＆アート
1 Nyni アクセサリー、服飾小物など

41 ぱんだうさぎ ビーズ・レジンアクセサリー

81 岸田アート工房 木工作品

3 haru アクセサリー

43 ひめつるや 布小物

83 東月窯 陶芸、使いやすく丈夫で、おうちカフェの出来るうつわです。

42 bellﬂower

2 OKOLEHAU 布小物 がまぐち くるみボタン

6 o＊p（ex. しずく工房） プラバンアクセサリー

7 CALZA レザー小物、小物、レザーシューズ、ベビーシューズ
一点ものアクセサリー

9 土の子陶房 陶器

レザークラフト

13 ameno イラスト/シルクスクリーン/ペーパークラフト

14 版画工房みのむし ぽち袋/レターセット/版画ポストカード

15 ricomico 手編みのこもの/ヘアバンド、バッグ、帽子、手袋、ポーチ、ピアス
16 お道具箱ときどきお裁縫箱 イラスト／刺繍こもの
18 Happy＊Go＊Lucky 鞄・ポーチ・財布

49 meo meo 布小物、子供服、デコレーションプラカゴ

89 for me ビーズアクセサリー

51 アートショップEcri イラスト

91 sorara 布小物、バッグ、ベビーグッズ、アクセサリー
92 くるくるレインボー屋さん くるくるレインボー
93 陶工房 泉 陶器

94 手づくり犬猫おやつ&ごはん 娜巍堂(nagi-do.) ペットおやつ＆ごはん

54 くつした店コーちゃん オリジナル靴下

95 Perrito Perrazo わんこの洋服、犬の服、犬用小物、犬服用ハンガーなど

55 self order green ミニサボテン・苔盆栽
56 tama 樹脂を使ったアクセサリー

96 ケヤキのお店工房藤岡 木工（無垢の木で仕上げた作品）

58 germer プリザーブドフラワー・ドライフラワーを使ったリースや花雑貨

98 器処 ZAKKI屋 陶器

59 aru 真鍮、K１０、天然石のアクセサリー

21 こんぺいとう 布・糸・木工小物、タティングレースアクセサリー

61 6th Sense +PLUS レザーシューズ/レザーグッズ/オリジナル生地グッズ

20 richesse ハンドメイド子供服、ヘアアクセサリー、通園通学グッズ
22 よもぎ 手染め、手織りの雑貨

23 Dreaming Accessory yucco スワロフスキーアクセサリー
24 charkoberry 布小物、バッグ

25 chic chic ズパゲッティや麻ひもなどで編んだトートバッグ
26 kiseki 金属アクセサリー

97 ＨＡＭＡ×２ リメイク鉢／多肉寄せ植えなど

99 SUNn 真鍮のを使ったピアス、指輪、ネックレス、ブレスレット

60 okapi カバン

100 おりにふれ 木のアクセサリー

62 sutta シルクスクリーン技法を使った紙雑貨

102 喫茶と雑貨 moja アクセサリー/ニット小物

64 月のひかり ステンドグラス

104 革小物とら 革で手のひらサイズの小さな小物を作っています。

66 木工房つむぎ 木工

106 ensemble ハンドメイドピアス/イヤリング/カメラストラップ

68 CrossRoadStore フラワーアレンジ

108 fuquo２０６ オリジナル消しゴムはんこ

70 annamsmonde 布製ブックカバー、カードケース、ティッシュケース

110 ちくねこ堂 羊毛フェルト

101 折り紙アクセサリー『aritos』 小さい折り紙で作ったアクセサリー

103 kaede 世界で一つの天然石アクセサリー

63 佐藤陽介 陶芸。主に蓮根をモチーフとした陶器です。

105 otakayan 消しゴムはんこ

65 mini盆 小品盆栽、苔玉

107 Andante イヤリング/ピアス/コサージュ/ヘアゴム/ブレスレット

67 monerico 帆布を使ったカバン

27 萌友-for you 布雑貨

28 わんこの服 すずか 犬服・布小物雑貨

109 パザパ屋 布製アクセ/布製雑貨/ドライ・ラベンダー入り布製雑貨

69 野鳥工房みぞさん 木工(野鳥をモチーフにしたアクセサリー、雑貨)

子供服/バッグ/布小物/ヘアアクセサリー

30 Laetiti@ アクセサリー ヘアアクセサリー
31 VINO アクセサリー

32 ＫＩＲＩＮＳＨＡ アクセサリー(ピアス、イヤリング、ネックレスetc )

33 sasa ＆ NAO お魚ポーチ、アクセサリーとリバティを使用したグラニーバック
34 POLKA RECORD ドイツや北欧のビンテージ生地で作った布小物
35 marron 布雑貨・アクセサリー

36 ふっくらコットン エプロン・割烹着 トートバッグ・レッスンバッグ等

37 キッズヘアアクセ Ｎａｃｋｙ カチューシャ、ヘアリボン、ヘアクリップ他
38 ネコニハチマキ 布雑貨

39 CapriceAnge 布小物、バックなど

40 GRACE〜Interior，Flower，Spatial Design〜 天然素材を用いたアクセサリー

111 bluesea 手作りのお洋服、小物

71 ぎゃらりー鈴 生活漆器、竹炭アート、カッティングボード
72 BLANC ET NOIR アクセサリー、布小物

112 minha バッグ、布小物、アクセサリー

74 HOLY アクセサリー

114 もくもく木工 木工

76 aki.hana

116 織りと暮らしのアトリエ Homespun Living つむぎ糸、引き揃え糸

113 りんごじゃむ 手編みの服飾小物

73 SEESAW WORKS アクセサリー

115 ONE TREE レザークラフト、ハワイ直接買い付けアクセサリー

75 ie ハンドメイドアクセサリー(ピアス、イヤリング)

真珠のアクセサリー／ブレスレット／ピアス、イヤリングなど

117 ☆もこもこ☆ 編み小物 (バッグ 帽子 ヘアアクセ など )

77 alkalinstyle ネックレス/ブレスレット/BGAチャーム/アンクレット
78 染布舎 天然染料染めカバン

118 piccol mercat & WK rainbow ハンドメイド雑貨・子供服、布小物

80 cicobird

120 Petit Maple Leaf original wool arts

119 hutte アンティーク風ナチュラル消しゴムハンコ、手編み小物

79 流木GALLERY 流木素材の木工、額、一輪さし、フック等

時間をかけて選んだお気に入りの生地で作る洋服とかばん

公園の地下フロアで
開催！
●K

7色ストラップを作ろう

w2 南屋 ガーランドを作ろう

ハワイアンマッサージ『ロミロミ』

「ミンクファーボンボン」のヘアゴム
w4 new antique fur ちくちく縫うよ

ランチブ ース
ラ1 インド亭

90 布遊び ＫＥＩＫＯ 布小物

53 COSMOS つまみ細工

19 nijiyarn 手染め糸、引き揃え糸、毛糸、編み小物、アクセサリー、手染め靴

w3 Ohia Lehua

88 『ぐらんまハウスtiku×２』 オリジナル毛糸玉・ニット&手織り小物

48 FOREST HOUSE 木工、雑貨

57 Wood-B 木工

17 Lumphini コットンBAG・ポーチ・財布など

w1 ici

87 g-ivy+りんご雑貨店 布小物、リメイク缶や鉢に植物を植えています。

47 Luz-Mari＆月の石工房 ステンドグラス照明、ステンドグラスアクセサリー

52 陶工房誓 陶器

12 midori iro 羊毛フェルト

ワークショップ

86 暮らしの草花 Elements ドライフラワーリース・スワッグ、植物標本

46 AiCo スワロフスキークリスタライズを使用した本格的なジュエリー

50 公園 洋服、布雑貨、毛糸雑貨

10 kohiro design アクセサリー/服飾雑貨

29 yu*no

85 PENGURI LEATHER AND FABRIC レザークラフト、布小物、衣類

45 宮城彬瑚 イラスト

5 ubu waireクラフト

11 SRING

84 irokichi バッグ、クラッチ、移動ポケット など

44 KOHANA ビーズ刺繍

4 GESUKO アクセサリー

8 Art de Vivre

82 メタルアートファクトリー アイアン溶接、鍛鉄、板金

編み物雑貨

できたてを公園で！

ALG*mama

赤鼻のツリーブローチ作り

●Lʼatelier Delphine

クリスマスジュエリー バングルor指輪作り

● Cafe＆Gallery Sowa

来年の運勢を占いませんか？2名の占い師による占い

● アジアンエステCOCO

ReFaSCARAT実演販売＆アロマスプレー作り

●お

SNSプロフィール写真を撮影しよう

写真処 猫の額

焼きたてナン＆カレー

ラ2 リトルガーデン ALL無添加素材にて手作りウィンナー、
天然酵母菌のカスクード、
フルーツ酵素ジュース等
ラ3 薪窯pizzaまっきーのお店Ci vediamo

移動販売車に搭載した薪窯にて焼き上げたピザ

ラ4 Rumble Dish 自家製ブラウンソースのビーフストノガロフ/各種ソースのチキンオムライス
（自家製ブラウンソース、ホワイトソースetc)
ラ5 globe mountain coﬀee 自家焙煎のドリップコーヒー、手作りマフィン
ラ6 池田屋BBQstyle

炭火で焼き上げたベーコン、
ソーセージ、ローストビーフ、チキンステーキ

ラ7 北摂ワインズ 自然派ワイン、
グラス：白・赤・スパークリングワイン
ラ8 くるくる 創作中華まんの販売

湊 川 いちば マルシェ
い1 にじ屋 丹波篠山などの無農薬・有機野菜
い2 とうふ屋 原商店

創業60年以上の老舗豆腐屋

神戸最大規模『神戸新鮮市場』からの
名店が出店！

次回開催日は、

1月28日(土)
ぜひ、
ご来場下さい！
！

手しごと市を盛り上げる仲間になりませんか！

湊 川 公 園 手しごと市
当日運 営スタッフ募 集 中！！

▶

詳しくはお問い合わせいただくか、本部までお越し下さい！

info@minatogawa-mart.net

