
体験講座＆ショップ　出店者一覧

ショップ名 ショップクリエイター名

ショップ

A-01 fragrance collection fragrance collection

A-02 f and a snowdrop しいちゃん

A-03 &Voyage （アンドボヤージュ） &Voyage

A-04 tulle blanc （チュールブラン）/MANO （マノ） tulle blanc （チュールブラン）/MANO （マノ）

A-05 handmade accessory As （アズ） As

A-06 CHIBISUKe CHIBISUKe

A-07 milky bow 田中　弓子

A-08

A-09 にがおえ ufufu （うふふ） よろずやちひろ

A-10 chimachima 女神 megamin

A-11 toqui.. sana

A-12 shuga*shuga （シュガ*シュガ） しばきょうこ

A-13 chocola-ta chocola-ta

A-14 礼 REI Katier.Jiang

A-15 Fabric salon Lipine （ファブリック　サロン　リピネ） Fabric salon Lipine

A-16 Nounours api

A-17 Decora Fleur KIMIKO

A-18 corori corori

A-19 anon （あのん） Nano Takatsuji

A-20 chiko chiko

A-21 ヘリサウム AKI ヘリサウム AKI

A-22 Akko-m plishment 瀬戸　亜希子

A-23 パワーストーン瑞鐘 パワーストーン瑞鐘

A-24 Tommy's Tote （トミーズ　トート） 村上トミエ

A-25 KA （ケイエー） KA

A-26 ART COLLECTION ウッドバーニング ART COLLECTION TOPIC

A-27 Yukiko Nakago Yukiko Nakago

A-28 チエの楽しい絵本と絵手紙

A-29 花こもの

A-30 One Nnot macrame aporo & mi-ko/alphecan/rainymoon.macrame

A-31 ペットスタイとアクセサリー/sham と peppe sham と peppe

A-32 MOKO 細野　居代

A-33 * glasstone * * glasstone *

A-34 GARBATO （ガルバート） MIKA

A-35 naonaoni naonaoni3

A-36 Add AYAKA

A-37 ty quattro （ティ　クアトロ） ty quattro

布製品：布製トートバッグ・エコバッグ・文庫本用ブックカバー・マスク等の布製品

多肉植物・観葉植物、ブリザーブドフラワー・ドライフラワーや木の実を使ったアレンジメント・リース・スワッグ等の商品

ウッドバーニングで施したインテリアグッズや飾り物

布小物：『私の素直な気持ちをカタチに』をコンセプトにハンドメイドの布小物・大人可愛いポーチやバッグ

ポリマークレイという樹脂粘土を使ったアクセサリー

石とガラスとレースを使用した乙女アクセサリー

刺繍アクセサリー（イヤリング・ピアス・カチューシャ・ブローチ等）：コンセプトは『毎日着けたくなる・メイク仕上げになるアクセサリー』

天然石アクセサリー

ビーズを使ったハンドメイドアクセサリー

フェイクスイーツ・スイーツデコ・ミニチュアフード：粘土などでつくったリアルで可愛い商品

手作りの器と陶芸アクセサリー

リボンやパールを使ったハンドメイド雑貨（ベビーカーフック・ウェットティッシュケース・ジュートバッグ・ショルダーバッグ等）

ハンドメイドアクセサリー

ピアス・イヤリング・ブレスレット：デザイン性のある可憐な大人のアクセサリー

写真から似顔絵を描く：画材はコピック・オイルパステルを使用

編み物小物＆タディングアクセサリー：レース糸等でお花モチーフ中心にカラフル＆可愛い小物

アクセサリー：シックで大人可愛いピアス

羊毛フェルト雑貨・あみぐるみ

ショップ出店ジャンル

ハンドメイドアクセサリー・ハンドメイドポーチ

ハンドメイドアクセサリー（ピアス・イヤリング等）

革小物（がま口・がま口バッグ・ティディベア等）

粘土で作った置物やアクセサリー

ショートタイプ

インテリア・アロマストーン：アロマオイルを染み込ませて飾りながらほのかな香りを楽しんで頂けるアロマストーン

お花のモチーフを沢山使ったアクセサリー：コンセプトは『大人可愛い』

ハンドメイドアクセサリー

マトリョーシカ・ブローチ・ポーチ・こけし・ストラップ

創作絵本と絵手紙

手芸用品

マクラメアクセサリー：天然石とマクラメ編み

犬猫のペット用アクセサリー・人用アクセサリーや雑貨

シルバーアクセサリー

ヨーロッパの伝統的コード刺繡『ソウタシエ』の技法を取り入れたアクセサリー

手作りアクセサリー

天然のシーグラスやシー陶器や貝殻等を使ったハンドメイドアクセサリー

クリスタルワイヤージュエリー・レザークラフト

ピアス・イヤリングを中心にしたビーズ刺繍アクセサリー



体験講座＆ショップ　出店者一覧

ショップ名 ショップクリエイター名

ショップ

B-01 Ideal （イデアル） Ideal

B-02 『Yuko×AceroMiko』 Yuko×AceroMiko

B-03 うみかぜ×さすまま うみかぜ/さすまま

B-04 Peach Love Peach 島　香奈恵

B-05 イメージ書道 書家　長野峰子

B-06 repos （ルポ） 湊　和代

B-07 とししのハンドメイド 相地　敏子

B-08 Himitsukichi Kaibasira

B-09 アトリエ　うーたろう 美馬　由紀

B-10 aymtb aymtb

B-11 third floor chietan92/micita/ancokinako

B-12 ichimaki 橋口　麻紀

B-13 せなはな～handmade～ せなはな

B-14 * handmade goods * sakucessory * handmade goods * sakucessory

B-15 miko * miko *

B-16 いっこ・いっこ Rimion/モリリン/ひろ坊の～

B-17 着心地のいい服とトートバッグ『haru』 haru（ハル）

B-18 Relish Day （レリッシュ　デイ） Miwa

B-19 kitema 麦　ハナ

B-20 Cupid K.H

B-21

B-22 ドライフラワー＆ハーブグッズのお店 菅　あゆみ

B-23 ささきらこ ささきらこ

オリジナルバッグ・バッグコサージュ・バッグチャーム等：ヨーロッパ輸入生地等を使用し、高品質オンリーワンのオリジナル商品

色鮮やかなドライフラワー（ブーケ・リース・サシェ・バスケット等）・オリジナルブレンドのハーブやお肌に優しいハーブバスソルト

布素材アクセサリーと肩ひも持ち手カバー

ピアス・イヤリング・ヘアアクセサリー：『大人可愛い』をテーマに制作

リバティプリント小物

カラフル小物・痛くないカチューシャ・ヘアアクセサリー・革小物等の商品

帆布で作った合わせやすく、丈夫なトートバッグ・お家でもお出かけでも着ていただける楽チンギャザースカートとガウチョパンツ

しずく型のチェコビーズを使ったぶどうをモチーフにしたビーズアクセサリー

ハンドメイド小物と多肉植物

ショップ出店ジャンル

スクエアタイプ

ハンドメイドアクセサリー・ベビーキッズアイテム・ドライフラワーアレンジメント

ピアス・リング等アクセサリー：時にはかっこよさを、時には可愛さを表現できるアクセサリー

和紙アクセサリー・スワロフスキーアクセサリー・天然石アクセサリー

思わず振り返る『二度見アクセサリー』やオリジナルマスクマン等の個性的グッズ・ミニチュアフードと切り絵の小物

和紙・水引アクセサリー：日本の伝統である友禅和紙や水引を使った『普段使い出来る和アクセサリー・小物』

筆文字で創る『お名前詩（おなまえうた）』の即興実演：お名前の文字を織り込んだ書作品

アロマの香りで癒しとハンドマッサージ：植物から抽出される精油（エッセンシャルオイル）を使用

布で作成したカバンやテッシュカバー等の商品

レジンを使用したアクセサリー（ピアス・ヘアアクセサリー・リボン・雑貨等）

緋銅（赤い銅）で制作したバラのピアス・イヤリング・マスクチャーム・ネックレス・リーフのペンダント

ハンドメイドアクセサリー

昭和レトロな生地や輸入生地を使った布雑貨・天然石やチェコビーズを使ったアクセサリー・引き揃え糸やハギレを使ったストラップとリストバンド

インテリア雑貨（スカンディアモス）



体験講座＆ショップ　出店者一覧

体験講座名 体験講座サブタイトル 体験講座講師名 受講にあたっての注意事項

体験講座

W-01 プチ花ケーキ作り講座 ブリザーブドフラワーのお花を入れてプチ花ケーキを作ろう 花あーと yumi 幼稚園児は保護者同伴でお願いします

W-02 ポーセラーツ講座 ポーセラーツで敬老の日に向けて湯呑みorお茶碗を作ろう Plairire【ﾌﾟﾚﾘｰﾙ】松見有沙 焼成しますのでお渡しまで郵送で10日～2週間後になります

W-03 夏休みの想い出作り講座 小物入れ・ビーズのアクセサリー・キラキラ光るうちわを作ろう SAYA&SYUU

W-04 遊んで飾れるかんたんハーバリウム講座 遊んで飾れるハーバリウム・ペタリウム®を作ろう お花と猫 *prerist miu*

W-05 ドライフラワーのハーバリウムディフューザー講座 お好きな花材と香りでハーバリウムディフューザーを作ろう アンシャンテ/吉川加鶴美

W-06 ポーセラーツ体験講座/Tiara タイルを組み合わせて鍋敷きを作ろう 日本ヴォーグ社認定ポーセラーツ講師　中山有美

W-07 スイーツボールペン・キーホルダー講座/Choco's＋ ミニチュアスイーツでボールペンやキーホルダーを作ろう 大辻　敏恵/仁宮　聖子

W-08 くつしたぬいぐるみ講座 ふわふわくつしたで可愛いぬいぐるみを作ろう 針・ハサミ・木工ボンドを使います（低学年のお子様には毛糸用の先の丸い針を使いますが、保護

デコパーツキーホルダー講座 デコパーツでオリジナルキーホルダーを作ろう 者の方の付き添いをお願いします）

W-09 ハーバリウムボールペン講座 好きな色でハーバリウムボールペンを作ろう 岩橋　恵美

W-10 ガラス講座/ステンドグラス工房MA-RU- ステンドグラス雑貨にガラス粒をつけてオリジナルを作ろう 犬飼　麻由佳/辻元　由利佳 小さいパーツがたくさんあります・小さなお子様が口に入れないよう保護者の方はご注意ください

W-11 ブリザーブドフラワーでキャンドル講座 ブリザーブドフラワーを使ってキャンドルを作ろう Jam Osaka

W-12 耳つぼジュエリー体験講座/レクチャー付き 耳つぼジュエリーでお耳を可愛く飾りながら、体の調子を整えよう みみ屋/井波・渋谷 重度の消毒液または金属アレルギーをお持ちの方は体験いただけないことがあります

W-13 BOO　バルーン講座 BOOちゃんと一緒に動物やお花を作ろう バルーンパフォーマー　Boo エアポンプやハンドポンプを使用します

W-14 ステンドグラス風雑貨講座 色塗り感覚で楽しくステンドグラス風作品を作ろう

W-15 あみぐるみデコ講座 アニマルあみぐるみをデコして魔法をかけよう

W-16 クシュクシュリング講座 リバティプリントを使って自分だけのクシュクシュリングを作ろう Atelier Soave 主宰

ラバーブレスレット講座 フォークを使ってラバーブレスレットを作ろう craftmama

W-17 キャンディバック講座 パーツを選んでオリジナルチャームを作ろう リビネイルワークショップ

W-18 押し花アロマキャンドル講座 押し花でオリジナルのアロマキャンドルを作ろう ハンドメイドキャンドル協会　代表　角尾みなこ

W-19 ファブリック＆リボンデコレーション講座 計算が楽しくなるリバティ電卓を作ろう a♡i 's ribbon カッターナイフを使用します

W-20 しゃぼんバルーン講座/makana.market バルーンを使って楽しく作ろう

レジンキーホルダー講座 イニシャル文字でオリジナルキーホルダーを作ろう

W-21 引き裂き布でヘアアクセサリー講座/3ange*maman 引き裂いた布を使ってヘアアクセサリーを作ろう 山本　佳恵

W-22 オリジナルイヤーカフ制作講座 金属を叩いて磨いて貴金属のアクセサリーを作ろう Ami 金属を使った講座のため、手が汚れたり金属の匂いがつくことがあります（ゴム手袋等貸し出します）

W-23 箱庭セラピー体験講座/サンドプレイセラピースマイル 箱庭の砂を掘ったり盛ったりミニチュアを配置しよう 野村　純子 砂をばらまいたり、口に入れないようご注意をお願いします

W-24 手形・足形アート講座/Merry Merry お子様の可愛いサイズを可愛く残そう 小林　さきえ 手足の爪を短く切ってからお越しください

W-25 レジンのキラキラ講座/Cotton Star 親子でキラキラシャカシャカデコデコしよう レジンクラフトめろんちゃん♡

W-26 ペーパークイリング講座 紙でつくるかわいいお花ペーパークイリングを楽しもう すだみよし/*ふるろん* 10歳未満のお子様は保護者同伴でお願いします・必要な方は眼鏡、拡大鏡をご持参ください

W-27 粘土講座 コネコネ粘土の小さな世界・粘土で小さなパンストラップを作ろう みちおとコネコネ 当日出来上がった作品が乾燥するのに2～3日かかります・乾燥後ご自宅でストラップ金具を取り付けてください

W-28 羊毛フェルト講座 羊毛で小さなブローチを作ろう やがちゃん ニードル（針）を使用します

W-29 マクラメ編み体験講座 手で結んで模様を作り出すマクラメ編みを体験しよう holoholo＋

W-30 サンキャッチャー体験講座 世界に一つだけのサンキャッチャーを作ろう waka

W-31 指で描くパステルアート講座 指でくるくる虹色アートを描こう

W-32 アートで宇宙旅行！講座 指でくるくる星や惑星のある宇宙を描こう

W-33 ビーズアクセサリー講座 ビーズを選んでアクセサリーを作ろう 莉子

W-34 猫型キーホルダー講座 ニャンコクリップキーホルダーをお洒落にしよう MINKS （ミンクス） ボンドを使用します

W-35 くるみボタンでヘアゴム・ブローチ講座 くるんでくるんで世界でたった一つのヘアゴムを作ろう amunuu （あむぬう） どなたでも簡単に出来るのでお気軽にお立ち寄りください

W-36 羊毛フェルト講座 羊毛フェルトでいちごの羊毛ハートソープを作ろう 羊毛スイーツ *mai sweet* 五島舞美

W-37 ブリザーブドフラワーアレンジ講座 親子でフラワーアレンジを楽しもう フラワーデザイナー井澤博美

W-38 メモスタンドとハワイアンリース講座 夏にぴったりフラワーアレンジメントを楽しもう Baum&Blume ボンドを使用しますので手が汚れる可能性があります・ハサミを使用しますので小学生以下のお子様は付き添いをお願いします

W-39 かんたん！オイルパステル講座 サンドペーパーにオイルパステルでお絵描きしよう やまうち　つばさ 汚れても良い服装でお越しください・サンドペーパー、ハサミを使用します

W-40

W-41 マクラメブレスレット講座 キラキラ水晶で世界に一つだけのブレスレットを作ろう 田渕理恵/macrame aporo & mi-ko

W-42 手形アート講座 お子様の成長をそのまま作品にしよう petapeta-art®インストラクター原囿えいみ

W-43 *山の日*夏休みエコ工作講座 キャップdeマグネット＆ストラップつくーる エコ雑貨☆つくーる

W-44 フルーツハーバリウム講座 夏休みの自由研究にフルーツハーバリウムを作ろう 佐藤　圭一 オイルを使用しますので汚れても良い服装でお越しください

W-45 お花の寄せ植え講座 お花と好きな動物を選んでお庭を作ろう 1518

m-Friends

金海　愛美

ゆびまるこ

Petit Mayu （ぷちまゆ）

指で描きますので汚れても良い服装でお越しください
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