
（敬称略）
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ワーク

ショップ 作品部門 参加日 HPなど

1 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 2日間 https://www.arinkurin-g.com

2 mohana mohana 岐阜・中津川市 ○ 布・その他 2日間 https://www.instagram.com/mohanammm

3 cureまぁる 玉川　由美子 岐阜・瑞穂市 ○ その他 2日間 http://www.cure-maru.com

4 sunflower 鎌田　レミ 岐阜・中津川市 ○ 布 2日間

5 Lotus Frog 青木　麻衣子 岐阜・中津川市 ○ ガラス、七宝・その他 19日のみ https://www.instagram.com/froglotus/

6 花香房璃花 璃花 岐阜・恵那市 ○ その他 2日間

7 眞弓くらふと 小久保　眞弓 三重・東員町 ○ 革 2日間 https://mayumicraft.com/

8 工房『気分屋』 小林　伊志予 長野・松本市 ○ その他 2日間

9 AZURE 安積　由美子 兵庫・姫路市 ○ 布・その他 2日間 https://ameblo.jp/from-azure

10 梟工房 林　美保子 岐阜・土岐市 ○ 陶芸 2日間

11 セミコロン 松島　頼子 岐阜・大垣市 ○ その他・木工 19日のみ https://plaza.rakuten.co.jp/semikoron/

12 革工房COMOC 澤田　このみ 岐阜・岐阜市 ○ 革 2日間 http://www.comoc-leather.com/

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

14、15 工房HIRO 垣迫　里子 千葉・市原市 ○ 革 2日間 https://www.koubouhiro.com/

16 遊木民 鈴木　みや江 静岡・浜松市 ○ 木工・布 2日間

17 布遊花さくら 黒田　慶子 兵庫・川西市 ○ 布 2日間

18 翠恋工房 上田　幸恵 岐阜・中津川市 ○ その他 2日間

19 Atelier Berry's 立尾　理奈 岐阜・中津川市 ○ ガラス、七宝・布・その他 2日間

20 MONA basket 河村　葉子 岐阜・下呂市 ○ その他 2日間 https://www.instagram.com/monabasket_2018

21、22 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
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23 marukei雑花店 森　有紀 愛知・名古屋市 ○ その他・木工・布 2日間

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

25 フレンズ 宮木　明子 兵庫・神戸市 ○ 布 2日間

27 くぬぎまき 和田　真紀 岐阜・可児市 木工 2日間 https://kunugimaki.wixsite.com/kunugimaki

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

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

31 小布工房小粋 浅野　みさを 愛知・名古屋市 布 2日間

32 ろば工房 加藤たずこ 岐阜・土岐市 陶芸・その他 2日間

33 手織り工房おくだ 奥田　孝子 岐阜・下呂市 布 2日間

34 とりらんとらんぱん 吉良　紗耶花 愛知・春日井市 その他 2日間

35 m☆world 長谷川　三枝子 埼玉・熊谷市 革　・布 2日間 https://blog.goo.ne.jp/djfjc274

36 とらまめ 北奥　美帆 岐阜・飛騨市 木工 2日間 http://www.toramame.com/

37 ハンドメイドさよ 深谷　さよみ 岐阜・中津川市 布 2日間

38 弘-kou- 弘-kou- 岐阜・多治見市 その他 2日間

39 陶芸工房Minoha 簑葉　信子 愛知・日進市 陶芸 2日間 https://www.instagram.com/tougeikoubouminoha

40 chiiko 原田　千草 愛知・日進市 陶芸 2日間 https://www.instagram.com/cheezefun555

41 アトリエtaesya 高井　妙子 愛知・犬山市 革 2日間 http://www013.upp.so-net.ne.jp/taesya/

42 D'ici しみず　まゆみ 岐阜・各務原市 布・その他 2日間 http://kerohandmade.blog.fc2.com/

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

44 アートSAe 山家　早苗 愛知・一宮市 布・その他 19日のみ
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46 SAKULABO GLASS 保木　美咲 岐阜・高山市 ガラス、七宝 19日のみ

47 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/

48 あ～り～工房 有木　一江 大阪・吹田市 布・木工 2日間

50 シー・キャット 西　智賀子 大阪・大阪市 金属 2日間

51 柳川工房 柳川　洋子 三重・桑名市 布 2日間

52 風工房 佐藤　洋子 岐阜・中津川市 陶芸 2日間

53 LIA 安江　亜佳莉 神奈川・茅ヶ崎市 布・その他 2日間

54 工房山窩 並木　さえ 長野・筑北村 木工・その他 2日間 http://koubou-sanka.main.jp/

55 ひかりみち 林　知恵美 愛知・岡崎市 ガラス、七宝 2日間 http://r.goope.jp/hikarimichi

56 Mayu工房 二塚　真弓 富山・高岡市 布 2日間

57 ぬしやの要明堂 要明　麻理 石川・加賀市 その他 2日間

58 Long Roof 高瀬　良江 岐阜・山県市 その他・布 2日間 https://long-roof.jimdo.com/

59 陶工房シィちゃん 工藤　雅子 岐阜・瑞浪市 陶芸 2日間

60 手おり・ばあば 深澤　みどり 静岡・静岡市 布 2日間

61 りらく 早川　和美 岐阜・中津川市 その他・木工 2日間

62 つう工房 田井地　さよ子 大阪・吹田市 その他 2日間

63 寺本商店 戸田　裕美 愛知・名古屋市 その他 19日のみ http://teramoto-hyousou.blog.jp/

64 星の王子hoshinoOUG　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

65 COCOMI＆彩 安江　美智子 岐阜・中津川市 布・その他 2日間

66 和NAGOMI 友田　幸子 兵庫・豊岡市 その他 2日間
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67 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/

68 アトリエヒロコ 岡本　広子 大阪・大阪市 布 2日間

69 きなり工房 冨士原　真弓 岡山・岡山市 陶芸 2日間

70 sachi 福澤　幸子 大阪・東大阪市 革・その他 2日間 http://www.kawasobi.jp/SHOP/75074/77008/list.html

71 はんこやTao えかわ　たえこ 和歌山・岩出市 その他・布 2日間 https://www.facebook.com/tao.hanko

72 ペペ＆ルパン 平田　和子 奈良・王寺町 布 2日間

73 陽向の里 大藪　加誉 愛知・大府市 ガラス、七宝 2日間

74 Y et S postal 佐々木　芳恵 愛知・春日井市 布・その他 2日間
https://www.instagram.com/ysteapot/

https://www.instagram.com/_sumi8_/

https://www.instagram.com/crochetpanda_/

75 ギャラリーchaos 松井　由紀子 愛知・新城市 その他 2日間

76 Cuoio47146 永谷　恵梨 愛知・名古屋市 革 2日間

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

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

79 sayo＆結～ゆう～ 渡辺　佐代子 岐阜・中津川市 その他・木工 2日間

80 Cocori 安保　里依子 岐阜・恵那市 その他・布 2日間

81 田中恵子 田中　恵子 岐阜・中津川市 陶芸 2日間

82 red beans 樋口　佳代子 富山・高岡市 布 2日間 https://www.instagram.com/redbeans67/

83 arumiruco 東野　有見子 滋賀・近江八幡市 革 2日間

84 くら。 坂倉　民子 岐阜・羽島市 布 2日間 https://ameblo.jp/curamama77

85 gajumaru 牧野　かずみ 岐阜・恵那市 その他・金属 2日間

86 ベストウィッシュ 中根　由香子 愛知・碧南市 布 2日間
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87 tom. 度会　智絵 岐阜・恵那市 その他 2日間

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

89 ナチュラルワークス 大竹　美佳 岐阜・東白川村 布・木工 2日間

90 *La pomme* 小山　亜加里 愛知・岩倉市 その他 2日間 https://www.instagram.com/lapomme0223/

91 染付春悦 加藤　美喜子 愛知・瀬戸市 陶芸 2日間

92 革遊び 角田　郁子 岐阜・中津川市 革 2日間

93 布工房ひめ 宇都宮　多喜子 愛媛・東温市 布 2日間

94 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/

95 アンジュロゼ 吉永　由美 愛知・名古屋市 布・その他 2日間

96 MIYU彫金工房 竹野　みゆき 岐阜・大垣市 金属 2日間

97 アトリエ木の花 関　寿江 岐阜・多治見市 布・木工 2日間

98 地蔵ヶ下工房 つまみ細工 signs 鳥取・境港市 布・ガラス、七宝 2日間 https://www.facebook.com/tsumami.signs

99 アトリエiku 岡田　育子 愛知・知立市 陶芸 2日間 http://atelieriku.wp.xdomain.jp/

100 ONLY ONE 林　直美 岐阜・中津川市 布 2日間

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

102 Bianca 奥田　富士代 大阪・吹田市 金属・布 2日間

103 trio 加藤　朋美 岐阜・多治見市 布 2日間

104 とんぼ屋 高田　美佐子 滋賀・草津市 ガラス、七宝・その他 2日間

105 「たたみヘリバッグ・マダムミチコ」 井戸　美智子 岐阜・可児市 その他 2日間

106 Craft 木ひか 前田　和美 福井・小浜市 布 2日間 http://www.kihika.com/
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107 Calmo Calmo 岐阜・美濃加茂市 革 2日間 https://www.instagram.com/calmo2015/

108 Honey Bees 木村　真弓 愛知・一宮市 その他 20日のみ https://div.36way.net/honeybees/

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

110 さよ坊 吉元　美佐子 大阪・河内長野市 布 2日間

111 工房ひら野 平野　千代子 三重・四日市市 陶芸・布 2日間

112 Atelier yasso 古川　泰帆 岐阜・恵那市 布・ガラス、七宝 2日間

113 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/

114 布クラフト由美子 梅本　由美子 岐阜・多治見市 布 2日間

115 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

116 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

117 Ag-ee 池戸　麻美 愛知・一宮市 革 2日間

118 みゆき屋 小酒井　みゆき 愛知・一宮市 布 2日間

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

120 hand made accessory D&K 内木　涼 岐阜・中津川市 その他・布 2日間 https://www.instagram.com/dk.handmade2017/

121 デコパージュカトレヤ 増田　赫子 岐阜・中津川市 木工・その他 2日間

123 SY工房 吉田　英津子 愛知・名古屋市 ガラス、七宝・金属 19日のみ

124 陶工牡丹 つらくも七瀬 岐阜・土岐市 その他・陶芸 2日間 https://minne.com/@button8409

126 andante 湖島　由里子 石川・穴水町 その他 2日間 https://andantemacrame.jimdofree.com/

127 こっとんふれんず 長屋　有香 岐阜・可児市 布 2日間

128 Atelier R*時々 りえ 愛知・名古屋市 その他 2日間
https://www.instagram.com/a_telier_r/
https://www.instagram.com/r_tokidoki/
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129 TOY BOX 375&AY 鵜澤　美菜子 岐阜・中津川市 その他・布 2日間

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

131 SLOW DAYS 田中　衣代 愛知・北名古屋市 ガラス、七宝・陶芸・金属 2日間 https://www.instagram.com/slow_days_/

132 Magical zuzu zuzu 広島・大竹市 その他・陶芸 2日間

133 ののはな草木染めアカデミー　下呂支部教室 田中　晃子 岐阜・下呂市 布 2日間 https://handicraft-school-72.business.site/

134 Comet Market 三宅　裕子 岐阜・恵那市 その他 2日間 https://www.instagram.com/cometmarket/

135 布遊会 下清水　登志美 岐阜・下呂市 布 2日間

136 moss flower 曽我　あゆみ 岐阜・可児市 その他 2日間 https://www.instagram.com/moss_flower/

137 アトリエCAN 高橋　けいこ 兵庫・西宮市 その他 2日間 http://can.can.pya.jp/

138 かばさん 前里　久美子 兵庫・神戸市 革 2日間

139 ATELIER K'z 仲井　由美子 愛知・春日井市 布 2日間 https://www.instagram.com/atelierkz/

140 tami工房＆みにょんぬ 桜木　民枝 愛知・春日井市 その他 2日間

141 がま口nohea 後藤　美樹 愛知・名古屋市 布 2日間

142 創作服-朋- 半田　朋子 静岡・富士市 布 2日間 https://sousakufukutomo.com/

143 Ci CRAFT 井上　知里 兵庫・洲本市 革 2日間

144 mama Handspun 長屋　百季顆 愛知・岩倉市 布 2日間 https://www.instagram.com/mamahandspun/

実 Happy♪Ten 近藤　たずる 岐阜・中津川市 革 2日間

実 おやつと刺繍03 中切　まるみ 岐阜・中津川市 布・カフェ 2日間
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