
（敬称略）

ブースNo. 工房名 作家名 住所
ワーク

ショップ 作品部門 参加日 HPなど

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

4 sunflower 鎌田　レミ 岐阜・中津川市 ○ 布 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

17 布遊花さくら 黒田　慶子 兵庫・川西市 ○ 布 2日間

25 フレンズ 宮木　明子 兵庫・神戸市 ○ 布 2日間

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

31 小布工房小粋 浅野　みさを 愛知・名古屋市 布 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

37 ハンドメイドさよ 深谷　さよみ 岐阜・中津川市 布 2日間

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/

44 アートSAe 山家　早苗 愛知・一宮市 布・その他 19日のみ

48 あ～り～工房 有木　一江 大阪・吹田市 布・木工 2日間

51 柳川工房 柳川　洋子 三重・桑名市 布 2日間

53 LIA 安江　亜佳莉 神奈川・茅ヶ崎市 布・その他 2日間

56 Mayu工房 二塚　真弓 富山・高岡市 布 2日間

60 手おり・ばあば 深澤　みどり 静岡・静岡市 布 2日間

65 COCOMI＆彩 安江　美智子 岐阜・中津川市 布・その他 2日間

68 アトリエヒロコ 岡本　広子 大阪・大阪市 布 2日間

72 ペペ＆ルパン 平田　和子 奈良・王寺町 布 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_/
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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/

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

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

86 ベストウィッシュ 中根　由香子 愛知・碧南市 布 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

93 布工房ひめ 宇都宮　多喜子 愛媛・東温市 布 2日間

95 アンジュロゼ 吉永　由美 愛知・名古屋市 布・その他 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

100 ONLY ONE 林　直美 岐阜・中津川市 布 2日間

103 trio 加藤　朋美 岐阜・多治見市 布 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/

110 さよ坊 吉元　美佐子 大阪・河内長野市 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

114 布クラフト由美子 梅本　由美子 岐阜・多治見市 布 2日間

118 みゆき屋 小酒井　みゆき 愛知・一宮市 布 2日間

127 こっとんふれんず 長屋　有香 岐阜・可児市 布 2日間

130 Country mama 田中　えみ子 京都・亀岡市 布・その他 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/
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135 布遊会 下清水　登志美 岐阜・下呂市 布 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/

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/

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

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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