
工房名・屋号 作品ジャンル 配置
鴨工房 陶芸 A０１

鞄 HUIT 皮革 A０２

goen その他 A０３

hana_moku その他 A０４

美らく家 その他 A０５

Chat noir その他 A０６

不動工房 金属 A０７

ガラス工房 吹々 ガラス A０８

ニコニコ工房 木工 A０９

河合里奈 陶芸 A１０

ユリ その他 A１１

愛工房 皮革 A１２

でぼか硝子玉そうさく室 ガラス A１３

Mayu工房 布 A１４

いろのたね 木工 A１５

lien その他 A１６

土のうた 工房wa 陶芸 A１７

lento. その他 A１８

spool その他 A１９

日月窯 陶芸 A２０

RE.products(Robert Edwin) 布 A２１

WOOD 63 木工 A２２

ろば工房 陶芸 A２３

Koriolis Textiles 布 A２４

＊La pomme＊ その他 A２５



工房名・屋号 作品ジャンル 配置
やきもの工房弥三郎 陶芸 A２６

arne 金属 A２７

ITZEBOO 布 A２８

鯛工房 木工 A２９

くりぼっく 布 A３０

アトリエあわい 陶芸 A３１

BOSAOJI 木工 A３２

紙アート R.P.J. Labo その他 A３３

木工房hide 木工 A３４

スタジオケイナ その他 A３５

yamazaki 皮革 A３６

柳川工房 布 A３７

tukuru*ツクル 革モノ製作所 皮革 A３８

Geppa（旧wAARREn） その他 A３９

小さなアトリエＣＯＣＯ その他 A４０

きわみ工房 木工 B０１

イロドリGLASS ガラス B０２

夢木工 木工 B０３

Living Tree 布 B０４

ピッカリサンプル その他 B０５

one plus one 布 B０６

まつの みき 陶芸 B０７

te-te 布 B０８

手おり・ばあば 布 B０９

UDSF 陶芸 B１０



工房名・屋号 作品ジャンル 配置
Honey Ginger その他 B１１

Candle Fluffy cat その他 B１２

手織り小物 る~む 布 B１３

椛の木工房 木工 B１４

暖-DAN- その他 B１５

和の彩・玉縫 その他 B１６

影山誠 陶房 陶芸 B１７

Always You Papers その他 B１８

Blue Ribbon その他 B１９

アトリエ妙舍 皮革 B２０

grocca 金属 B２１

くら。 布 B２２

moopy 皮革 B２３

天然木工房 幸 木工 B２４

A－ee 皮革 B２５

Magical zuzu 陶芸 B２６

ステンドグラス mijinn.co ガラス B２７

若葉窯 陶芸 B２８

とりのこ事務所 その他 B２９

アトリエ原澤 金属 B３０

ボンドガール その他 B３１

市川恵大 陶芸 B３２

＋Green その他 B３３

木まぐれ 木工 B３４

工房シジュウカラ 陶芸 B３５



工房名・屋号 作品ジャンル 配置
Alii その他 B３６

工房きらら その他 B３７

Kaneatsu工房 陶芸 B３８

WEEP! TUFTING CULUB その他 B３９

革工房 Bottega Glicine 皮革 B４０

アトリエ芳Glass＋α ガラス B４１

正陶苑 陶芸 B４２

fam.I 布 B４３

好山窯 陶芸 B４４

花言葉 その他 B４５

Chic' ガラス C０１

Leather Craft Chaos 13 皮革 C０２

ふくねこ堂 その他 C０３

雑貨店 雨 ガラス C０４

celeste 皮革 C０５

樋口萌 陶芸 C０６

MOGZURA その他 C０７

Greenery 陶芸 C０８

ガラス「自由工房」 ガラス C０９

トモロウ工房 木工 C１０

ぬしやの要明堂 その他 C１１

樹皮工房 山の恵 その他 C１２

赤い鳥 木工 C１３

ギャラリーchaos その他 C１４

makyo craft works 皮革 C１５



工房名・屋号 作品ジャンル 配置
happy holidays accessories/こどもの帽子屋さんmom その他 C１６

N.plats 陶芸 C１７

わたなべ陶器 陶芸 C１８

オグリサカン分室 その他 C１９

WOODCRAFT383 木工 C２０

フラミンゴ洋裁店 布 C２１

yumyum silver works 金属 C２２

Sugiyamaayumi 布 C２３

アトリエ亀楽Kiraku その他 C２４

靴logi 皮革 C２５

BELINDA 布 C２６

羽生窯 陶芸 C２７

工房 深千子 布 C２８

ieの焦がし絵 木工 C２９

KisoccoStainedglass ガラス C３０

河合 さゆみ 陶芸 C３１

salthipcandle その他 C３２

夢工房m2 布 C３３

うつわ京野桂 陶芸 C３４

ito. その他 C３５

Rurikoyarn その他 C３６

ヒラバヤシヒデユキカコウジョ 金属 C３７

スリープスロープのアトリエ その他 C３８

雲歩窯 陶芸 D０１

たがや 金属 D０２



工房名・屋号 作品ジャンル 配置
tokotokoshoes 皮革 D０３

箕乃窯 陶芸 D０４

Destinee ～運命バッグ～ 布 D０５

ディップ カプア その他 D０６

フユウ 陶芸 D０７

からまつ工房 木工 D０８

サムシングエコー 布 D０９

椅子の角屋 木工 D１０

lore + needles 皮革 D１１

８ in the circle 木工 D１２

工房rurura 金属 D１３

森の時間 その他 D１４

Herb Wreath その他 D１５

kijiya 布 D１６

藍山工房 その他 D１７

miiru 布 D１８

original candle chouchou その他 D１９

公開工房 [のまど] 陶芸 D２０

糸とキラリ その他 D２１

岩井ムートン工房 皮革 D２２

ずたぶくろ屋さん 布 D２３

工房 山義 木工 D２４

京都鞄店小野正人 その他 D２５

レイモニ 金属 D２６

mayumeka 皮革 D２７



工房名・屋号 作品ジャンル 配置
木のおもちゃLetWoodBe 木工 D２８

tick*pown その他 D２９

工房ぽつり 陶芸 D３０

なべ家 富士宮やきそば E０１

種萬 廣田本舗 玉子せんべい E０２

時々 焼き菓子、スープ E０３

caccaさんのキッシュ キッシュ E０４

こはる coffee ドリンク類 E０５

にっこり農園 ベーグルサンド E０６

マサラ・サンガム オーガニックカレー料理 E０７

ぷりんやNotari プリン各種 E０８

アジアの屋台sapa タイの焼きそば E０９

星空キッチンHAKUBA料理研究所 ピザ各種 E１０


