
第15回甲斐クラフトフェアー出展者リスト

平成２８年１２月１０日・１１日開催

氏　　名 工　房　名 作品ジャンル

あかお　せつこ うずまき工房 ガラス

足立　悦子 Ｄｕｃｋｓ その他(ペイント、布小物）

阿部　代里子 喜々快々屋 アート（創作人形）

天野　しずか ストーンアート工房Ｄｒｅａｍ アート（石）

安藤　弘平 房総熱帯陶房 陶芸

安藤　勇介 銀の角砂糖 金属

飯田　章 あい らぼ ガラス

石川　精子 水引工房やまだ その他(水引工芸）

石川　斗岐生 にゃんとにゃくＫｉｔｃｈｅｎ その他(石けん）

石場　正敏 陶工房 松壺庵 陶芸

伊藤　秋夫 Ａｋｉ 工房 アート(木とプラスチック）

井上　紫佐子 ＧＯＥ 皮革

揖斐　義孝 スタジオ土ぼっくり その他（オーブン粘土）

岩井　省吾 岩井ムートン工房 皮革

岩崎　節子 アトリエせ・ら・ら 陶芸

岩月　洋子 手作りの店 茶々 その他（布）

氏家　孝法 うつわ陶房 陶芸

臼井　美智子 工房 陶里 陶芸

大阿久　晋 大阿久晋の陶磁 陶芸

大澤　輝夫 グラス・ワン ガラス

大谷　有未 Ｙｕｍｉ Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ その他（布）

大野　修志 木まま工房 木工

大前　陽弘 朝陽窯 陶芸

大森　政好 大森工房 金属

大輪　修 くらふとＢｉｇｒｉｎｇ その他（紙粘土,小木工）

岡田　和也 山の木窯 陶芸

岡田　靖則 木のぬくもりを暮らしに 工房やす 木工

小川　信 Ｐｏｗ (パウ・レザー） 皮革

越智　稔生 工房 あず 染織

小野　裕康 小野銅工店 金属

織野　岳仁 朱山窯 陶芸

葛　信一郎 創作陶房翠信窯 陶芸

加藤　泰男 加藤工芸所 木工

加藤　善夫 ろくろ木工ぜん 木工

金澤　康俊 D-CAN その他（ペイント）

川田　龍一 工房 木加理 木工
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川村　英三郎 工房 はなぶさ 陶芸

神田　真由美 Ｐｏｏｃｅ ｅｎ ｆｌｅｕｒｓ アート（編み糸アート）

北川　哲生 銀河工房 皮革

黒岩　直 工房 くろいわ 木工

神津　葉子 ウールクラフトクラブ糸車 その他(ウールクラフト）

小島　亜紀子 小島亜紀子 陶芸

小島　厚子 レザーアクセサリーWELL 皮革

小島　茂夫 南窯 陶芸

小杉　亜紀子 ａｋｏ ｓｔｙｌｅ その他（布雑貨）

小辻　真一 GARAN 陶芸

小林　順 工房 イーズ リーズ 木工

小林　進 納屋工房 金属

小松　大志 Ｃｌｏｖｅｔｈｉｒｔｅｅｎ アート（写真、詩）

米屋　利之 大磯工房 陶芸

齊藤　純一 染道楽 染織

斉藤　寛 Ｌａｍｐ Ｗｏｒｋ ガラス

阪野　泰己 兄妹工房　彩麗 陶芸

桜井　ケンイチ 桜井ケンイチ 陶芸

櫻庭　裕子 ｇｌａｓｓ ｙｕｕ ガラス

佐合　政昭 小山窯 陶芸

清水　治后 工房 治后 陶芸

清水　きく子 花ごよみ その他（ハーブクラフト）

志村　芳和 Ｗｏｏｄｃｒａｆｔ Ｆｕｊｉｓａｎ 木工

下平　戸事 工房 ぽるた 金属

白山　まさい ガトス工房 ガラス

須貝　清和 デザイン工房エッセ 金属

鈴木　篤行 宇土窯 陶芸

鈴木　賢二 ARTKEN アート（絵画、切絵）

鈴木　剛 ｐｉｐｐｉ アート（アクリル画）

鈴木　輝男 陶房 楽鬼 陶芸

鈴木　登 遊木民 木工

鈴木　秀明 鈴木木彫 木工

住江　恵子 機屋 染織

関野　昭夫 関野木型製作所 木工

高田　和彦 アトリエＫＡＺＵ 金属

高橋　次郎 100匹の猫と仲間たち 木工

高橋　宏明 樫木工房 木工
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高橋　正和 和窯 陶芸

高山　秀美 工房 天竜 アート（ガラス、切絵）

田口　恒夫 三十や アート（貝彫刻）

田口　浩 サンク・カロ 皮革

竹多　宏治 Ｊｉｕ Ｇｌａｓｓ ガラス

田島　昭男 裏庭工房しーらんく 皮革

田中　清 陶房 壱清 陶芸

種石　のりこ りんず工房 ガラス

田巻　勇一 壷静たまき工房 木工

田村　直巳 ＮａＮｏ-Ｐｏｔｔｅｒｙ 陶芸

丹澤　幸雄 アトリエ・エル 皮革

知念　麻衣 ティダ その他（樹皮アクセサリー）

津田　保 七彩工房 ガラス

内藤　正雄 ＩＴＺＥＢＯＯ 染織

中内　信子 和みの小物 その他（ちりめん小物）

中込　真紀 羊毛アート工房「Ｐｏｏ」ポー その他（羊毛フェルト）

長坂　弘美 レザークラフト工房Ｈｉｒｏ 皮革

長沢　摂津子 エヌエス その他（合成樹皮アクセサリー）

中根　啓 八風窯 陶芸

中野　隆司 工房 森の詩 金属

長橋　徹 Ｔ’ｓ Ｆａｖｏｒｉｔｅ ガラス

中村　三郎 大倉窯 陶芸

中村　哲朗 工房 てつ 木工

成田　実 間基線陶房 陶芸

野口　千里 KIRARI その他（羊毛フェルト）

のざわ　みゆき Ｇｌａｓｓ Ｂｅａｄｓ Ｎｏｗａ ガラス

野本　隆志 東華房 ガラス

萩原　実 クラフト HAGI 木工

長谷川　徹 くらふと かぼちゃ ガラス

浜　牧治 野ざらしのぎゃらりい 陶芸

原田　ゆかり ｍｉｎｔ２ 木工

日達　れんげ れんげ草 アート（切絵）

深澤　修 夢紙工房 その他（手漉き和紙工芸）

深見　桂司 工房 桂Kei その他（角細工）

古川　善久 やまが野火焼　ろくよう窯 陶芸

細井　春治 工房 ぽっかポカ 木工

細井　睦代 工房 ぽっかポカ 花 木工
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細川　葉月 アトリエ 葉月 その他（布）

堀　良治 One Off 木工

前川　敏彦 糸鋸木工 木工

正村　祐也 正陶苑 陶芸

松下　昇二 火音陶房 陶芸

松土　忠 拭き漆家具工房 岳了 木工

松原　彩 Ｈａｐｐｙ Ｉｓ その他（インテリア）

真部　利克 木工房 まなべ 木工

馬宮　洋治 工房 彫屋 木工

丸野　兼俊 オーナメント工房 アート（絵画）

三上　政代 サムシングエコー 染織

三品　啓子 布裂遊び・啓 染織

宮城島　久芳 Ｇｌａｓｓ Ｓｔｕｄｉｏ GALASSIA ガラス

宮里　悦次 アキサミヨ宮里 金属

宮野　重義 くらふと宮野 木工

宮脇　正 グラスガーデン ガラス

三好　克泰 クラフト ５つの銅貨 木工

村上　明治 ｓｔｕｄｉｏ ＴＯＮ房 陶芸

森　志賀子 工房 もり 染織

森田　明 IMAGINE ガラス

森田　暁 工房 暁 金属

矢ヶ崎　治代 どんぐり その他（パッチワーク）

矢原　長典 木彫 ヤハラ 木工

山門　裕 富士鎌倉 蓮窯 陶芸

山口　光太郎 YAMACO 皮革

山口　光子 アトリエ 花かご その他（藤工芸）

山口　陽子 SUN CRAFTS 陶芸

山崎　正俊 木工房 きかん舎 木工

山田　律子 アトリエ みもざ 木工

山中　克巳 窯元やまなか 陶芸

要明　正己 ぬしやの要明堂 その他（漆工芸）

横倉　永祐 ライトシャイン 皮革

吉川　剛 ミッツムッツ 皮革

Landriscina Daniele BoTTEGA GLiciNe 皮革

若菜　庄一 無派工房 木工
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