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2 いちhana 安田　千智 岐阜・土岐市 ○ その他 2日間 https://ameblo.jp/ichihana-preserved/

3 cureまぁる 玉川　由美子 岐阜・瑞穂市 ○ その他、陶芸、布 2日間 http://curemaruh2.wixsite.com/marrucandle

4 アレーナ 日比野　みつえ 愛知・名古屋市 ○ その他 2日間 http://atelier2008.ocnk.net/

5 アロマクラフト璃花 璃花 岐阜・恵那市 ○ その他 2日間

6 Atelier Berry's 立尾　理奈 岐阜・中津川市 ○ ガラス・七宝 2日間

7 さよ坊 吉元　美佐子 大阪・河内長野市 ○ 布 2日間

8 工房『気分屋』 小林　伊志予 長野・松本市 ○ その他 2日間

9 銅工芸ブリキや彰三・二代目 佐藤　美保 長野・上田市 ○ 金属 2日間 https://www.burikiya-syozo.jp/

12 さとう 佐藤　章子 岐阜・郡上市 ○ 木工 2日間

13 Etincelante joli 伊藤　恵美 長野・駒ヶ根市 ○ ガラス・七宝 2日間

14 marukei雑花店 tanisabo marukei 愛知・名古屋市 ○ その他、木工、布 2日間

15 Bonita 遠藤　万知代 岐阜・中津川市 ○ ガラス・七宝、その他 2日間

17 フレンズ 宮木　明子 兵庫・神戸市 ○ 布 2日間

20 ねこどんぶり 原田　まどか 岐阜・可児市 ○ その他 2日間 https://ameblo.jp/neko-donburi/

21 布遊「花さくら」 黒田　慶子 兵庫・川西市 ○ 布 2日間

22 ナチュラルポケット 前田　恵子 岐阜・川辺町 ○ 布 2日間

23 key* colors 延安　希世子 岐阜・土岐市 ○ ガラス・七宝、その他 2日間

24 マクラメ手芸教室シルキー 後藤　和代 岐阜・多治見市 ○ その他 2日間

25 *Atelier k…+j* 濱田　一葉 兵庫・神戸市 ○ 革 2日間 http://atelier-k-kobe.com/

27 Mother Leaf 水野　由里子 岐阜・多治見市 金属、布 2日間
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29 アトリエiku 岡田　育子 愛知・知立市 陶芸 2日間 http://atelieriku.wp.xdomain.jp/

31 TOY BOX 375 & AY 鵜澤　美菜子 岐阜・中津川市 その他、布 2日間

32 森の雑貨屋 加藤　和美 岐阜・多治見市 木工 2日間

34 nino 二宮　幸子 岐阜・海津市 その他 2日間 https://minne.com/@nino-skk/

36 Nibbles 角岡　美由紀 愛知・刈谷市 ガラス・七宝 2日間 http://sg-nibbles.com/

37 Cocori 安保　里依子 岐阜・恵那市 その他、布 2日間

38 シー・キャット 西　智賀子 大阪・大阪市 金属、ガラス・七宝 2日間

39 Rurikoyarn 臼井　早穂 愛知・名古屋市 その他 2日間 https://www.instagram.com/rurikoyarn/

40 ロウソク工房　ヴァリエーション 林　泉奈 岐阜・岐阜市 その他 2日間 http://tsukkaibo.com/

42 SY工房 吉田　英津子 愛知・名古屋市 ガラス・七宝、金属 2日間

43 gajumaru 牧野　かずみ 岐阜・恵那市 その他 2日間

44 はんこやTao えかわ　たえこ 和歌山・岩出市 その他 2日間 https://hankodayori.blog.fc2.com/

47 りらく 早川　和美 岐阜・中津川市 木工、その他 2日間

48 手織り工房おくだ 奥田　孝子 岐阜・下呂市 布 2日間

49 硝子の花玉屋 多賀　久美子 岐阜・大垣市 ガラス・七宝、布 2日間 http://www.wb.commufa.jp/hanadama/

50 ベストウィッシュ 中根　由香子 愛知・碧南市 布 2日間

52 和NAGOMI 友田　幸子 兵庫・豊岡市 その他 2日間

53 sekai wa HIROSHI 桑原　ちとせ 岐阜・中津川市 布 2日間

55 ずたぶくろ屋さん and　西村 北野　千佳 愛知・豊田市 布 2日間 https://ameblo.jp/zutabukuroya3-vol2/

56 木楽トンボ 伊藤　芳子 岐阜・恵那市 木工 2日間
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57 Long Roof 高瀬　良江 岐阜・山県市 その他 2日間 https://long-roof.jimdo.com/

60 くら。 坂倉　民子 岐阜・羽島市 布 2日間 https://blogs.yahoo.co.jp/curamama77/

61 HANA KISS 上田　真希 岐阜・中津川市 布 2日間

64 Ag-ee 池戸　麻美 愛知・一宮市 革 2日間

65 Ann.&Comet Market Comet Market 岐阜・恵那市 その他、布 2日間

66 楽遊工房 松田　美紀子 三重・菰野町 陶芸、その他 2日間

67 こっとんふれんず 長屋　有香 岐阜・可児市 布、その他 2日間

68 Bianca 大阪・吹田市 金属、布 2日間

69 tekolin 渡邉　直美 岐阜・多治見市 布 2日間 https://www.instagram.com/tekolin5/

70 Hoshino OUG 多肉植物・リメイク缶 青山　千春 岐阜・中津川市 その他、金属 2日間

71 クラフト工房Ｍ 木村　育代 岐阜・恵那市 木工、布 2日間

72 ものづくりびと彩 鈴木　彩乃 岐阜・恵那市 ガラス・七宝、その他 2日間 https://www.facebook.com/monodukuribito.aya

73 Ci CRAFT 井上　知里 兵庫・洲本市 革 2日間 https://www.facebook.com/cicraft

74 ななほし いとう　あや 岐阜・中津川市 その他 2日間

75 Y et S postal Y et S postal 愛知・春日井市 布、その他 2日間 https://www.facebook.com/yetspostal/

76 tom. 度会　智絵 岐阜・恵那市 金属 2日間 https://www.instagram.com/tom.bijou_accessory/

77 ナチュラルワークス 大竹　美佳 岐阜・東白川村 布 2日間

78 katsu craft 勝本　奈緒 富山・富山市 ガラス・七宝、布 2日間 https://www.instagram.com/katsucraft/

79 アンジュロゼ 吉永　由美 愛知・名古屋市 布、その他 2日間

80 COCOMI&彩 安江　美智子 岐阜・中津川市 その他、布 2日間
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81 ステンドグラスmijinn.co 野﨑　綾子 岐阜・瑞浪市 ガラス・七宝 2日間 http://mijinnco.com/

83 WILD VINE 並木　さえ 長野・筑北村 その他 2日間 http://wildvine.main.jp/

84 とんぼ屋 高田　美佐子 滋賀・草津市 ガラス・七宝 2日間

85 Country mama 田中　えみ子 京都・亀岡市 布、その他 2日間

86 craftmania Le cerisier&おっちょこ 志摩　美緒香 岐阜・中津川市 その他 2日間

87 陶工房シィちゃん 工藤　雅子 岐阜・瑞浪市 陶芸 2日間

89 GOE 井上　紫佐子 和歌山・橋本市 革 2日間 http://www.goemoon.com/

90 みゆき屋 小酒井　みゆき 愛知・一宮市 布 2日間

91 ONLY ONE&hand craft Rings 林　直美 岐阜・中津川市 その他、布 2日間

93 Atelier R R 愛知・名古屋市 その他 2日間 https://www.instagram.com/a_telier_r/

96 工房さんぽ なわ　りよこ 静岡・浜松市 その他、ガラス・七宝 2日間 http://www2.odn.ne.jp/koubosanpo/

97 風工房 佐藤　洋子 岐阜・中津川市 陶芸 2日間

98 LAPIN AGILE 平田　和子 奈良・王寺町 布 2日間

99 nana*mania 名倉　奈美 愛知・尾張旭市 その他 2日間 http://asobikoubounanaya.blog84.fc2.com/

100 ATELIER K'z 仲井　由美子 愛知・春日井市 布 2日間 https://ameblo.jp/rucat0522

101 ぬしやの要明堂 要明　麻理 石川・加賀市 その他 2日間

102 petits pois 一木　真衣 岐阜・下呂市 布、その他 2日間

103 とりらんとらんぱん 吉良　沙耶花 愛知・春日井市 その他 2日間 https://www.facebook.com/ToriranToranpan/

104 工房もり 森　志賀子 岐阜・岐阜市 布 2日間

105 つう工房 田井地　さよ子 大阪・吹田市 その他 2日間 http://tsukoubow.gozaru.jp/
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106 choco choco 森田　峰子 岐阜・多治見市 布、ガラス・七宝、その他 2日間

107 もりのくまさん 熊崎　由美子 長野・飯島町 布 2日間

109 たかね裁縫処 望月　たかね 埼玉・美里町 布 2日間 https://www.takanesaihouzyo.com/blog/

111 EMIS emi 岐阜・中津川市 その他、木工 2日間

112 ribbon works ribbon works 岐阜・瑞浪市 布 2日間 https://ameblo.jp/ribbonworks

113 硝子工芸工房ありんくりん 具志　美幸 石川・加賀市 ガラス・七宝、その他 2日間 https://www.arinkurin-g.com/

114 柿渋工房 武内　育子 三重・鈴鹿市 布 2日間

115 工房ひら野 平野　千代子 三重・四日市市 陶芸、布 2日間

116 粋華 原田　ユカ 岐阜・恵那市 布、その他 2日間

117 flat-chestnuts yayo 長野・喬木村 その他、布 2日間 http://alcmars.blog17.fc2.com/

118 T&T工房 今枝　利枝 愛知・大口町 布 2日間

120 眞弓くらふと 小久保　眞弓 三重・東員町 革 2日間 http://www002.upp.so-net.ne.jp/mayumi-craft/

121 あ～り～工房 有木　一江 大阪・吹田市 布、木工 2日間

122 手おり.ばあば 深澤　みどり 静岡・静岡市 布 2日間

123 工房天竜 髙山　秀美 愛知・岡崎市 ガラス・七宝 2日間 http://www.koubou-tenryu.com/

124 花雑貨Roji 村瀬　幸代 岐阜・岐阜市 その他 2日間 http://roji-hana.com/

126 工房ぽつり　うさぎの縫い子 井口　久美子 岐阜・恵那市 布 2日間 http://kikuko2010.blog.fc2.com/

128 trio 加藤　朋美 岐阜・多治見市 布 2日間 https://ameblo.jp/trio-jmt

129 hand made accessory D&K 内木　涼 岐阜・中津川市 その他 2日間

130 布クラフト由美子 梅本　由美子 岐阜・多治見市 布 2日間
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131 arumiruco 東野　有見子 滋賀・近江八幡市 革 2日間 https://arumiruco.jimdo.com/

132 陽向の里 大藪　加誉 愛知・大府市 ガラス・七宝、その他 2日間 http://yabukayo.com/

133 小粋 浅野　みさを 愛知・名古屋市 布 2日間

134 工房ぽつり 松井　朋美 岐阜・恵那市 陶芸、布、その他 2日間 https://blog.goo.ne.jp/poturi-to

136 弘-kou- 松原　弘美子 岐阜・多治見市 その他 2日間

137 fuka*fuka+ fuka*fuka+ 岐阜・中津川市 その他 2日間

138 Simple-mind 勝　あゆみ 岐阜・中津川市 その他 2日間 https://www.rakuten.co.jp/simple-mind/

139 Fluff 安藤　優子 岐阜・恵那市 布 2日間 http://fluff123.web.fc2.com/

140 Cuoio 47146 永谷　恵梨 愛知・名古屋市 革 2日間

141 MIYU彫金工房 竹野　みゆき 岐阜・大垣市 金属 2日間

142 きなり工房 竹本　真弓 岡山・岡山市 陶芸、その他 2日間

143 LIA 安江　亜佳莉 神奈川・茅ヶ崎市 布、その他 2日間

144 がま口nohea 後藤　美樹 愛知・名古屋市 布 2日間

実 Happy♪Ten 近藤　たずる 岐阜・中津川市 革 2日間 http://happyten80.blog.fc2.com/

実 おやつや03 中切　まるみ 岐阜・中津川市 布（カフェエリア） 2日間
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