
名　　前 工　房　名 小間No 名　　前 工　房　名 小間No

あ 赤羽　由美 eggart Bosworth (エ-５) た 高野　紀子 N.plats (セ-６)

足立　悦子 DUCKS (イ-６) 高橋　恵子 アトリエ　Ｋ (ア-４)

安達　翔平 アトリエ・SHOU (セ-３) 髙橋　宏司 Dream wing Leather craft (キ-１)

い 飯田　章 あいらぼ (ツ-10) 田口　浩 サンク・カロ (ソ-４)

井口　透 工房　rurura (タ-５) 田中　克樹 切り絵工房 克 (ツ-13)

池田　健 工房　FAN (カ-４) 種石　のりこ りんず工房 (シ-３)

石塚　敦 あしがらWoodworks (コ-４) 田村　直巳 NaNo-Pottery (コ-５)

石場　正敏 陶工房松壺庵 (オ-５) 丹澤　幸雄 アトリエ・エル (コ-３)

磯部　茂 泥平’s den (キ-５) と 都丸　和也 (陶)都製作所 (シ-４)

一ノ瀬修治 紙アート R,P,J, Labo (ツｰ16) 鳥川　仙 せんにん幸房　 (オ₋２)

井上　泉 イズムイズム (キ-２) な 内藤　正雄 ITZEBOO(イチブ） (コ-６)

岩ヶ谷　哲也 RE.products（RobertEdwin） (ア-７) 中込　勝美 オリ・ぼての詩 (ア-11)

う 宇都宮　多喜子 布工房　ひめ (ツ-７) 長坂　弘美 レザークラフト工房Ｈiro (オ-１)

宇野　愛 あいかり屋 (サ-６) 中嶋　光哉 工房　鎚遊 (オ-６)

え 江本　眞弓 ANAM CARA (エ-３) 中根　啓 八風窯 (ア-１)

遠藤　己義 ギャラリー　木喰房 (ツ-11) 中野　隆司 工房、森の詩 (ウ-３)

お 大阿久　晋 大阿久晋の陶磁 (ク-２) 長橋　徹 T's Favorite (セ-４)

大泉　美樹 kikidon (ア-９) 中村　哲朗 工房　てつ (ウｰ１)

大輪　修 くらふとBigring (クｰ１) 奈良　真由美 Lin & Lin (ソ-５)

岡田　和也 山の木窯 (ス-３) 成澤　学 練樹工房 (ア-２)

小川　信 POW(パウ・レザー） (ウ-４) 成田　実 間基線陶房 (イ-４)

奥村　真司 奥村靴工房 (イ-５) に 西田　あすか こもれび (エ-６)

小倉　操 M's/風山 (オ-４) ね 根岸　明子 akigyu_u (イ-２)

小俣　絹代 和雑貨（小俣） (ツ-３) の のざわ　みゆき 色伝師　乃和 (カ-３)

か 葛　信一郎 創作陶房翠信窯 (ツ-1７) 野本　隆志 東華房 (ウ-２)

加藤　善夫 ろくろ　木工　ぜん (カ-６) は 長谷川　渉 丸太房 (ア-10)

要明正巳／順子 ぬしやの要明堂 (ア-６) 林　秋実 培窯 (ケ-４)

川田　龍一 工房 木地理 (チ-４) 林圭一郎 好山窯 (シ-６)

き 木付　奈津紀 harenomise (ケ-６) ヒラタ　カズコ ぺぺ　&　ルパン (サ-５)

く 黒岩　直 工房くろいわ (コ-２) ふ 古屋　芳紀 レザークラフトF工房 (イ-１)

こ 神津　織江 糸車 (エ-１) ほ 北條　美穂子 キットンキットン (キ-３)

小島　亜紀子 小島　亜希子 (サ-２) 細井　春治 工房ぽっかぽポカ (サ-１)

小島　厚子 レザーアクセサリーWELL (カ-５) 細井　睦代 工房ぽっかポカ－花－ (コ-１)

後藤　宗博 革次朗 (キ-６) 細川　葉月 ISSEY（イッセイ） (ツ-９)

小林　伊志予 工房『気分屋』　 (ツ-１) ま 正木　裕二 正木工房 (ス-６)

小林　幹英 瑛至窯 (チ-５) 真部　利克 木工房 まなべ (ク-５)

小松　俊彦 革もの工房 (ツ-12) 丸野　兼俊 オーナメント工房 (ア-12)

近藤　輝 美乃和陶房 (ソ-３) み 三上　政代 サムシング エコー (ツ-２)

近藤茂/直子 Shina567工房 (ク-６) 三井戸　弘和 竹あかり　「輪々」 (ツ-14)

さ 斉藤　サチコ コト・コラージュ日々 (エ-２) 宮里　悦次 アキサミヨ　宮里 (キ-４)

阪野　泰巳 兄妹工房　彩麗 (タ-４) む 村上　明治 studio TON房 (エ-４)

寒河江　啓子 布遊　布楽や (ケ-２) 村田　康二 DOUSEN (シ-５)

桜庭　裕子 glass yuu (ケ-１) も 森上　雅美 夢工房　m2 (ア-８)

佐合　政昭 小山窯 (ス-５) 森下　正仁 正（ファイブ）クロック　仁 (ツ-５)

佐藤　真理子 創作盆栽KOBON (シ-２) や 柳川　洋子 柳川工房 (ア-３)

し 清水　治后 工房  治后 (カ-２) 矢原　長典 木彫ヤハラ (ウ-５)

清水　真 Ghostplant leather works (オ-３) 山門　裕 蓮窯 (セ-２)

志村　健司 Wood work Shimura (セｰ５) 山口　利一 クリマーマウンテン工房 (チ-３)

志村　芳和 Woodcraft Fujisan (イｰ３) 山口　光子 アトリア・花かご (ク-４)

下平　戸事 工房 ぽるた (ツ-８) 山口　義春 工房　山義 (ツ-４)

白山　まさい ガトス工房 (サ-４) 山崎　研治 丸十YAMAZAKI (ケ-５)

す 鈴木　恵子 草木染工房 Kei (ア-５) 山崎　正俊 木工房きかん舎 (サ-３)

鈴木　奈穂子 ガラス工房　Pirka (ソ-６) ヤマシタ　クニヒサ スタジオヨコマチ (ウ-６)

鈴木　登 遊木民 (カ-１) よ 横倉　永祐 皮革工房 ライトシャイン (ツ-６)

せ 関野　昭夫 関野木型製作所 (スｰ４) ら Landriscina　Daniele Bottega　Glicine (ツ-15)

た 髙島　菊夫 菊理舎 (ス-２) わ 渡辺　みなみ 手づくり工房　とら吉 (ケ-３)

髙島　隆一 ＥＬＥＡＮＯＲ　レザースタジオ (ク-３) (タ-３)
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は、体験ブースです。


