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会 場 本 部

出展アーティスト一覧

月

からだ に やさしいフード
f1 humming bird 素材にこだわった手づくりの焼き菓子

にて

スマートフォンで
かんたん参加♪

f8 まろか工房 ゆずポン酢

f16

パザパ パン/焼き菓子

f3 カントリーJam 燻製(オリーブオイル、ピーナッツ、チキン、秋刀魚etc.)

f10 にのらく 紅茶・緑茶茶葉

f18

森井ファーム＆森井長左衛門カフェ 生産者直売の宇治茶

f5 Soma Coﬀee ハンドドリップコーヒー

f12 Kam Kam スイートポテト、やきイモ

f20

ジャムetc.
六甲山のオーベルジュｎａａｒｅ（なあれ） キッシュ、

f7 Elph Granola グラノーラ

f14 めぶき農房 玄米餅、10種類の在来種大豆、煎り豆

f22

ビオアグリ 野菜

f2 Be-tree 和風ハーブティー/ゆず黒糖しょうが湯

f4 yumini-kobo こころにも からだにもやさしい 自家製天然酵母のパン
f6 フランス菓子ひなた堂 フランスの焼き菓子、郷土菓子

f9 こめっこ 米粉100％のお菓子と無添加ジャム

f11 chiﬀon+あ〜+ シフォンケーキ、シフォンラスク

f13 Atelier Cinq Sens ヴィーガン、糖質OFFなどのヘルシースイーツ

Kobe3Curry（旧クリオン） カレーのお弁当、パック詰めカレールー

f19

TAKAMIOKAKI

f21

f15 今井醤油醸造場 搾りたて生醤油

クラフト＆アート

f17

プレミアムおかき

いなだ養蜂園 神戸市北区産の自家採集天然はちみつ

1 Nyni アクセサリー、服飾小物など

41 ＨＡＭＡ×２ リメイク鉢／多肉寄せ植え など

81 K・A・M かぎ針編みのバッグ、がま口、ピアス、ヘアアクセサリー

3 ubu waireクラフト

43 GRACE〜Interior，Flower，Spatial Design〜 天然素材アクセサリー

83 new antique fur ファーを使ったスヌード・シュシュ・バックチャーム

2 OKOLEHAU 布小物 がまぐち くるみボタン

6 kohiro design アクセサリー/服飾雑貨

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

9 橋本大輔 動物モチーフの陶磁器

11 midori iro 羊毛フェルト
12 AOBA POTTERY 陶器

13 yu*no 子供服/バッグ/布小物/ヘアアクセサリー

14 Hana's Factory アートアクセサリー／ブックカバー
15 TAKI WOOD WORK 木工品、木製雑貨、木材素材

16 Alquimista 伝統手法マクラメ編みで作るアクセサリー
17 Lumphini コットンBAG・ポーチ・財布など

87 wired.A×cicobird wired.A:アクセサリー、cicobird:ボトムス中心の洋服

47 g-ivy+arabesque リメイク缶、鉢、多肉植物の寄せ植え

88 天然素材のカジュアル靴下natural sunny カシミヤコットンソックス

48 「junsun」と「みどり屋」 junsun:ワンピース、みどり屋:北欧柄の布小物

49 KOHANA フェルトにビーズを縫い付けビーズ刺繍しています

89 dimple

51 空〜そら〜工房 カントリー雑貨・木工品

91 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

18 ATELIER Peu a Peu 手づくり陶器

24 はんこやTao 手彫りのはんこ／スタンプワーク（ポストカード・Tシャツ・絵）
25 waraku つまみ細工アクセサリー・つまみ細工の雑貨

26 さくらんぼ アクセサリー、ヘアーアクセサリー、ハンカチ
27 萌友-for you 布雑貨

28 わんこの服 すずか 犬服・布小物雑貨

96 for me ビーズアクセサリー

58 ミズゴロウ/澤井工房 木工/ニット雑貨/布雑貨/犬のおやつ

98 くるくるレインボー屋さん くるくるレインボー／パズル（色合わせ）
100 器処 ZAKKI屋 陶器

62 ぎゃらりー鈴 生活漆器 竹炭アート カッティングボード

102 『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

64 Wood-B 木工

104 COCOMOCK 陶器

66 okapi カバン

106 Caonの庭 自家栽培の多肉苗、寄せ植え、リメ缶/鉢の販売

68 岡治織物 ジャカード織りストール

108 ensemble ピアス、イヤリングを中心にご用意

70 sasa ＆ NAO sasa:お魚ポーチetc、NAO:アクセサリーとグラニーバック

110 Lykke+Mh アクセサリー/ストラップ

35 ひめつるや 布小物

36 self order green ミニサボテン・苔盆栽

37 和のや 着物の古布を使用した手作りのアクセサリーや小物類
38 七つの海 刺繍雑貨、バッグ

39 岸田アート工房 木工作品

40 tama 樹脂を使ったアクセサリー/ミニバックアクセサリー/がま口/トンボ玉

101 くつした店コーちゃん オリジナル靴下

ペットおやつ＆ごはん

103 SUNn 真鍮のを使ったピアス、指輪、ネックレスなどアクセサリー

63 SPACE FLAMINGO 帽子、プリントTシャツ＆パーカー

105 kaede̲aria 世界に１つの天然石アクセサリー/ピアス/イヤリング

65 宮城彬瑚 イラスト

107 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

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

71 ONE TREE レザークラフト、アクセサリー

34 lievre de GUI ブーケ/アレンジ/ドライフラワー/生花/プリザーブドフラワー

99 佐藤陽介 陶芸(主に蓮根をモチーフとした陶器、シンプルなうつわ)

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

31 Laetiti@ アクセサリー、ヘアアクセサリー
33 シュクル ニット帽、ハンドウォーマー、ネックウォーマー

97 Dreaming Accessory yucco スワロフスキーアクセサリーetc.

57 COSMOS つまみ細工

69 kiseki 金属アクセサリー

32 VINO アクセサリー

95 陶工房 泉 陶器

56 HandmadeZakka Ricca 布小物・バルーンバッグ・ポーチ・どんぐり帽

ドライフラワー雑貨
29 Craft Box Sarasa アクセサリー、

3 ガット・リベロ、布製バック/アクセサリー

94 石山佳世子 陶器

55 アートショップEcri イラスト／イラスト関連雑貨／似顔絵

61 手づくり犬猫おやつ&ごはん 娜巍堂(nagi-do.)

23 ほろほろおたまさん 日傘 布雑貨 リバティプリントの小物

93 FOREST HOUSE 木工雑貨

54 meo meo 布小物、子供服、デコレーションプラカゴ

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
22 ざっかや さくらだより 布雑貨/木工

92 東月窯 陶芸(マグカップ、めしわん、豆皿、プレートなど)

53 VALON パールや天然石、樹脂などを使用したアクセサリー

59 cotton ﬁeld 布小物/犬服

20 bellﬂower 編み物雑貨

ワックスサシェ
キャンドル、

90 メタルアートファクトリー アイアンキッチンウエアー、香炉、炭ストーブ

52 maron maron 革ミニチュア レザークラフト

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

109 minha バッグ、布小物、アクセサリー

111 Chelsea* バッグチャーム/キーホルダー/キーリング/ストラップ

72 月のひかり ステンドグラス

112 chat chat chaton* ねこモチーフのアクセサリー

74 アトリエ なぎ 陶芸

114 ゆずっこ りぼんヘアアクセサリー

76 切り切りMme 切り絵、ウオールスティッカー、モビール

116 MARCO＆CO ピアス／イヤリング／ヘアゴム

78 CrossRoadStore

118 スプレーアート専門店(Grant Leauvas) スプレーアート(ハガキサイズetc.)

113 ちくねこ堂 羊毛フェルト

73 mini盆 小品盆栽、苔玉

115 knym54 UVレジンアクセサリー、ステンドグラス雑貨

75 寂鉄青ゐ ブリキをに文字を切り抜いたプレート

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

77 木工房つむぎ 木工

フラワーアレンジ

119 貴仙窯＆Kirari 陶器・アクセサリーなど

79 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)

120 chikuchikuhand 木工雑貨

80 BLANC ET NOIR アクセサリー、布小物

公園の地下フロアで
開催！

w1 ici ダイヤ型ブレスレットを作ろう

湊 川 いちば マルシェ

神戸最大規模『神戸新鮮市場』からの
名店が出店！

い1 にじ屋 丹波篠山などの無農薬・有機野菜

w2 妹妹 ソウタシエワークショップ

い2 とうふ屋 原商店

創業60年以上の老舗豆腐屋

できたてを公園で！

ラ1

インド亭

焼きたてナン＆カレー

ラ2

Ｎｅｘｔｓｔｙｌｅ

ラ3

神戸洋菓子倶楽部

ラ4

Blue Gorilla

ラ5

薪窯pizzaまっきーのお店Ci vediamo

ラ6

DEAR SAND CAFE

ラ7

くるくる 創作中華まんの販売

ラ8

Rumble Dish 自家製ﾌﾞﾗｳﾝｿｰｽのﾋﾞｰﾌｽﾄﾛｶﾞﾉﾌ/各種ｿｰｽのﾁｷﾝｵﾑﾗｲｽ

ラ9

北摂ワインズ 自然派ワイン白・赤・スパークリングのグラスワイン、お買い得の訳ありワイン

生パスタ・ジュース・パスタソース
神戸半熟カステラザビエルのおやつ／マイスターザッハトルテetc.

ハンバーガー、イタリアンソーダ、ホットワイン、
コーヒー、
ココア

ラ11 池田屋BBQstyle

86 染布舎 天然染料染めカバン

46 Ｅｎｉｓｈｉ アクセサリー

50 キッズヘアアクセ Ｎａｃｋｙ キッズヘアアクセ

10 o＊p（ex. しずく工房） プラバンアクセサリー

ランチブ ース

85 kayo 絵画/文房具

45 alkalinstyle ハンドメイドアクセサリー全般

5 SRING レザークラフト

ラ10 Camp Cafe TAKIBI

84 5+KEY ハンドメイドアクセサリー

44 marron 布雑貨・アクセサリー

4 石鹸屋りーふ 無添加手づくり石鹸

ワークショップ

82 HOLY アクセサリー

42 fuwa-che ふわーちぇ 洋服／バッグ／布小物/レザークラフト

薪窯で焼き上げたピザ

ホットサンド、
ドリンク

季節の露地物食材を最大限に生かしたシンプルなキャンプ料理
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

●Lʼatelier Delphine

●Cafe＆Gallery Sowa
●お

デコレーションミラーをつくろう
＊通常営業

写真処 猫の額

SNSプロフィール写真を撮影しよう

※本日、KALG*mama かるぐまま、
アジアンエステCOCOはおやすみです。

次回開催日は、

3月25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

