
ブース
番号

種別 工房名

1 食べ物 レインボーファクトリー

2 食べ物 薪窯ピザ　まる松

3 食べ物 Flying swallow

4 食べ物 マサラスター／シピリカ

5 食べ物 煙の下

6 食べ物 cafe' Cherre Blossom

7 食べ物 BABAじぃ

8 食べ物 いぶしや

9 食べ物 HAPPYGATE

10 食べ物 アジアの屋台　Sapa

11 食べ物 ぼーしや

12 食べ物 おやき工房　北のおらほ

13 食べ物 ORIZA+パン食堂

14 食べ物 古民家　Cafe のらのら

15 食べ物 天然酵母パン　ガストハウスもり

16
食べ物
クラフト

キッチンアルム

17 食べ物 森の食堂　ベッポ

18 食べ物 Patisserie & Cafe MimiEden

19 食べ物 コラボ・カフェ　り～ぷ

20 食べ物 マサイの風～京都・珈琲の里

21
クラフト
食べ物

ミツバチブンブンブン&へっぽこぐるまん

22 クラフト みんなの湯会

23 クラフト 信州マルヤマリンゴ農園

24 クラフト 染編かざみ

25 クラフト 工房　ゆあ

26 クラフト 紺屋乃加藤



ブース
番号

種別 工房名

27 クラフト アトリエはっぴーすとーん長良川

28 クラフト 工房　Sophia

29 クラフト ちょうちん＆ひるあんどん一座

30 クラフト ギャルリ黒姫テラス

31 クラフト アトリエ　ジュン

32 クラフト リアリゼーション

33 クラフト 指工房コスモス

34 クラフト にのらく

35 クラフト おのだ工房

36 クラフト 工房　rurura

37 クラフト Sai

38 クラフト 人形の服工房キャサリン

39 クラフト 染処　風来坊

40 クラフト 民芸工房がくなん

41 クラフト 和貴産

42 クラフト SUNO☆LUNO

43 クラフト 端材工房「木」配りや

44 クラフト NeNeグループ（ハンコ屋roll・キムラサチ・松山ニヤロ）

45 クラフト 向日葵

46 クラフト Ｈoney Ｇinger

47 クラフト Träd and grön

48 クラフト 古布工房　千恵子

49 クラフト T+COLOR

50 クラフト フラワー工房　美咲

51 クラフト カレン

52 クラフト 陶工房　一壺
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53 クラフト 自由木工房＆和工房ひだまり

54 クラフト 辻中　秀夫

55 クラフト リュヌともふもふテール

56 クラフト くまさんの家具工房

57 クラフト とんぼ玉　宙sola

58 クラフト 玉手箱

59 クラフト 陶工房　咲楽

60 クラフト たなこころ・銀竜草

61 クラフト JUNK ARROW

62 クラフト 岩井　孝二

63 クラフト 工房『気分屋』

64 クラフト ほわん　＆　ひなたぼっこ

65 クラフト 泥平’s den

66 クラフト たあ舎

67 クラフト つる・づる・かづら

68 クラフト tenowa

69 クラフト Bianca

70 クラフト 消しゴムはんこmuramo

71 クラフト Bonita

72 クラフト 陽向屋

73 クラフト 陶こもの　いずみや

74 クラフト ほのあかり

75 クラフト 森のめ組

76 クラフト 五山焼

77 クラフト 岩井ムートン工房

78 クラフト AKARIO
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79 クラフト Kajya**Craft**

80 クラフト ウッドワーク小林

81 クラフト とみねー

82 クラフト ささなき道具店

83 クラフト 惠工房

84 クラフト ガラスアート　ゆめ工房

85 クラフト Ｓhota Ｍizuno

86 クラフト pink coco

87 クラフト クリメロハウス

88 クラフト Love & Lace

89 クラフト Hana hana

90 クラフト やきもの久

91 クラフト 手づくり工房　あん

92 クラフト POKON

93 クラフト えとせとら明

94 クラフト miwapottery

95 クラフト 相之島工房

96 クラフト 工房ふぶき

97 クラフト たまちゃん

98 クラフト Kenji-工房

99 クラフト works結陶

100 クラフト 美らく家

101 クラフト びっくり工房

102 クラフト 3190

103 クラフト じいばあ

104 クラフト 手づくり工房　木つつき
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105 クラフト Florinda

106 クラフト 工房タンク

107 クラフト ペリート

108 クラフト Romantic Sweets

109 クラフト 手作り家具とがま口布小物　H&T

110 クラフト くらふとKei

111 クラフト C*love*R

112 クラフト はな’s works

113 クラフト Rose*Mama

114 クラフト MMf+

115 クラフト hitoiki

116 クラフト Sora

117 クラフト 藤田　圭子

118 クラフト kuririn

119 クラフト Rhythm works+

120 クラフト Bohchan

121 クラフト moco　★　moco

122 クラフト Kurashizukan

123 クラフト Fabric Party & これは食べられません。

124 クラフト michi+/道

125 クラフト マーロ・ハーモ

126 クラフト Zitterhouse

127 クラフト 珠姫工房『螢』

128 クラフト 陶工房　楽　RAKU

129 クラフト Orihime舎

130 クラフト ねこべや


