
小間No 名　　前 工　房　名 小間No 名　　前 工　房　名 小間No 名　　前 工　房　名

セ１０ あかお　せつこ うづまき工房 シ５ 櫻木　房司 銀工房 バークレー キ６ 野本　隆志 東華房

ス１０ 足立　猛 笑工房 ケ６ 佐合　政昭 小山窯 コ１１ 長谷川　徹 くらふと かぼちゃ

ウ２ 阿部　代理子 喜々快々屋 コ７ 柴原　まさよ Kiseki シ３ 林　圭一郎 好山窯

タ６ 天野　しずか ｽﾄｰﾝｱｰﾄ工房　Dream ス７ 清水　治后 工房 治后 シ２ 林　由美 アトリエ　ｙ

ケ９ 飯野　稔 萬 工 舎 ク７ 清水　きく子 花ごよみ ス３ 原　光弘 グラスアート夢屋

ソ６ 石川　精子 水引工房やまだ サ１ 志村　芳和 Woodcraft Fujisan ア３ 平出　さつき 貝殻アトリエ Jyarinko

ソ７ 石場　正敏 陶工房 松 壷 庵 ア６ 下平　戸事 工房 ぽるた ソ３ 平野　雄一 Ｆｉｏ－ｐｅｐｅ

ス９ 磯部　茂 泥平's den ク６ 白山　まさい ガトス工房 ア５ 深澤　修 夢紙工房

エ８ 伊藤　秋夫 Aki 工房 ア８ 菅原　龍二 Ｒ’s Factory キ２ 深見　桂司 工房 桂Kei

タ２ 伊藤　憲明 ITO CRAFT オ２ 鈴木　篤行 宇土窯 コ５ 藤田　圭子

コ１０ 伊藤　瞳 陶ヒトノワ チ５ 住田　高之 ５Works シ７ 藤原　昭羅 グリーングラス

ス８ 楫斐　義孝 土ぼっくり オ５ 関野　昭夫 関野木型 ソ１ 船木　祥啓 火づくり刃物 祥啓

コ８ 岩崎　節子 アトリエ せ・ら・ら タ３ 関和　孝 Sow 雑貨店 ク２ 保科　敏夫 染処 風来坊

エ６ 岩月　洋子 手作りの店 茶々 セ６ 瀬志本　由美子 ”遊由”創作服 ア７ 細川　葉月 アトリエ 葉月

シ９ 歌川　晃 ｶﾞﾗｽｱｰﾄゆめ工房 ウ４ 高島　隆一 ELEANOR ﾚｻﾞｰｽﾀｼﾞｵ イ３ 正村　寛治 正陶苑

セ９ 宇土　成子 ハーブ・ガーデン オ８ 高田　和彦 アトリエKAZU エ２ 松土　忠 拭き漆家具工房 岳了

サ４ 内崎　徹 現窯 チ１ 高橋　宏明 樫木工房 ケ５ 真部　利克 木工房 まなべ

サ８ 宇野　愛 あいかり屋 イ９ 高畑　マサヒト 陶工房　のぼう シ４ 丸野　兼俊 オーナメント工房

ケ１ 大阿久　晋 ススセラ エ５ 高山　秀美 工房天竜 ケ４ 三浦　由紀 紬樹の雫

イ２ 大澤　誠子 ﾓｰﾄﾞｻﾛﾝ ｵｵｻﾜ ケ１０ 田口　浩 サンク・カロ シ１ 三上　政代 サムシング エコー

タ５ 大田　至 秩父椿森窯 キ４ 武田　省一 武田制作工房 セ１ 三品　啓子 布裂遊び・啓

チ７ 大谷　有未 Yumi Collection キ３ 田中　清 陶房田中 ク３ 水野　英通 菊石窯

カ２ 大野　修志 木まま工房 キ１ 田中　梨乃 Wood Link イ８ 宮城島　久芳 Glass Studio GALASSIA

チ２ 大森　政好 大森工房 チ４ 種石　のりこ りんず工房 ア１０ 宮崎　貴幸 ミヤザキの蝉

カ９ 大輪　修  くらふとBigring セ８ 丹澤　幸雄 アトリエ・エル イ４ 宮里　悦次 アキサミヨ宮里

セ７ 岡田　和也 山の木窯 シ１０ 知念　麻衣 teada ウ１ 宮田　節子 すえｱﾝﾄﾞすえ

ク４ 乙坂　寧子 豆工房 ケ８ 津田　保 七彩工房 ク１ 宮脇　正 グラスガーデン

キ５ 織野　岳仁 朱山窯 オ４ 筒井　祝 石水窯 コ１ 村井　のり子 帽子工房 MURAI

エ９ 加藤　哲英 窯元 SOUSEN ウ３ ﾃﾞｨｰﾊﾞｰ・ﾃｨﾓｼｰ メトバ工房 カ８ 村上　明治 ｽﾀｼﾞｵTON房

ソ５ 加藤　泰男 加藤工芸所 ス２ 豊田　信也 古布創作人形 コ９ 森　志賀子 工房　もり

タ７ 加藤　善夫 ろくろ木工 ぜん ア２ 仲井　由美子 ATELIER K'z カ１ 森下　正仁 正(ﾌｧｲﾌﾞ)クロック仁

ア１２ 川瀬　桃子 Ｃug＋ セ３ 中込　真紀 羊毛アート工房「Ｐoo」 サ７ 森田　明 IMAGINE

サ５ 川田　龍一 工房 木加理 ウ７ 長坂　弘美 レザークラフト工房Ｈiro カ３ 八木　淳史 うつわ　ははみや

チ６ 川村　英三郎 工房はなぶさ タ４ 長沢　摂津子 エヌエス（ns) ク１０ 矢嶋　洋一 ateliey Yaji2

タ１ 神田　真由美 pooce en fleurs ケ３ 中嶋　光哉 工房 鎚遊 オ１ 矢原　長典 木彫  ヤハラ

サ３ 北川　哲生 銀河工房 シ８ 中園　幸江 piece ア１ 山口　彌男 草木の染色、手織り工房

イ７ 神津　葉子 ｳｰﾙｸﾗﾌﾄｸﾗﾌﾞ糸車 コ６ 中内　信子 なごみの小物 ク５ 山口　光子 アトリエ 花かご

ク８ 小島　亜紀子 オ６ 中根　啓 八風窯 ウ６ 山口　陽子 SUN CRAFTS

オ７ 小島　厚子 ﾚｻﾞｰｱｸｾｻﾘｰ WELL ソ２ 中野　裕之 ザ・ファブリック・ナカノ キ１０山崎　研治 丸十YAMAZAKI

チ３ 小島　茂夫 南窯 ア４ 中野　隆司 工房 森の詩 カ７ 山崎　正俊 木工房きかん舎

ソ４ 小辻　真一 ＧＡＲＡＮ カ４ 長橋　徹 T's Favorite コ２ 山田　家晴 Sternii

イ１ 後藤　美知子 和工房「み」 サ６ 中林　京子 着楽 シ６ 山田　律子 アトリエ みもざ

ス４ 小林　順 工房イーズリーズ ウ５ 中林　範夫 さんちゃ窯 エ１ 山中　克巳 窯元やまなか

ク９ 小林　進 納屋工房 イ５ 中村　三郎 大倉窯 エ４ 横倉　永祐 ライトシャイン

カ６ 小松　大志 clovethirteen カ５ 灘谷　敏子 オリジナルＥ＆Ｔ コ３ 吉川　剛 三ｯツムｯツ

ス５ 近藤　輝 陶芸工房 桜庭窯 ケ７ 名取　由美 In Lak'ech オ３ 吉澤　純子 kiya

エ７ 斉藤　寛 Lamp Work セ４ 成田　実 間基線陶房 エ３ 吉澤　浩 ヨシザワヒロシ

ア１１ 齋藤　由光 和紙生活工房 ア９ 西　清志 西染物店 ス６ Landriscina Daniele Bottega Glicine

セ５ 酒井　洋 暮遍美庵 ス１ 西村　光世志 大羽窯 イ６ 若菜　庄一 無派工房

ケ２ 酒井　二三恵 White Closet サ２ 野崎　遊河童 親不知河童窯

セ２ 桜井　ケンイチ コ４ のざわ　みゆき Glass Beads Nowa

第１4回甲斐クラフトフェアー出展者リスト（５０音順）


