
工房名 升原工房

出展者名 升原　宜人

制作分野 染色

住所 岐阜県岐阜市

クラフト教室　松下塾 いなり窯

松下　美富 加藤　大巳

竹細工 陶芸

大阪府大阪市 愛知県豊川市

陶工房　誓 塗り・ぬり

北澤　誓希 大西　朗弥

陶磁器 木工

和歌山県伊都郡 京都府京都市

Good wood 癒しの森盆栽

藤原　精一 小池　洋也

木工 盆栽

大阪府大東市 三重県多気郡

ＬＡＰＩＮ　ＡＧＩＬＥ ガラス「自由工房」

平田　和子 西田　雅之

アクセサリー ガラス

奈良県北葛城町 大阪府大阪市

天然素材の木綿に、藍染めと柿渋染めにて、気軽に着て頂け
る洋服と小物を創っています。

作品写真

出展者からの一言

今年も、ネコの切り抜き実演します。里子に１匹もらって下さ
い。妊婦さん別のを切ります。声をかけて下さい。

気軽に楽しめる、ミニ盆栽や山野草を展示販売致しておりま
す。

美しく、強い作品を安く提供します。釣竿は一本お買い上の方
に同じ釣竿一本無料サービス。

全て手作りで植木鉢を作っています。見て楽しい作品作りに心
がけています。暖かみのある手作り植木鉢です。

天然石やシェルとガラスを組み合わせてワイヤーで編み込ん
だイヤリング、ピアスを制作しています。

ガラス酒器・ペンダント等に加工。今年はランプやタイルを持っ
ていきます！お楽しみに。

和歌山県かつら町の手作り工房で、こだわりを持って焼いてい
ます。可愛い猫ちゃんの器がお待ちしています。

木のぬくもりを、日常生活の中で、幹事て下さい。あすなろ菜
箸、食事



鎌代窯 京山城神童子 柿しぶ染め

倉田　英郎 小島　敏和

陶磁器 染色

三重県津市 京都府宇治市

La felice・香 Indigo風 design Sugawara 信ko

山口　香子 菅原　信子

陶器 陶磁器

三重県松阪市 愛知県豊田市

染工房オバタ アトリエ夢旅人舎

小畠　洋子 関輝夫・範子

染色 絵・藍染

兵庫県伊丹市 京都府綾部市

アトリエジュン ぼく楽

渡辺　淳 松岡　好則

その他 木工

京都府京都市 三重県鈴鹿市

青を中心とした陶器を作っています。一つ一つデザインの違う
幾何学模様を描いています。

光で動く白樺小屋でラレコに乗る鳥等オリジナルなエコで人気
の作品です。

木のもつ暖かみや、やさしさが感じられ長く使っていただけるこ
とを考えて製作しています。

土と向き合い、一点一点じっくり作ってます。今年は、ワーク
ショップも行います。のぞいてみて下さい。

毎年、関さん夫婦に会えるのを楽しみにしています。もう少し大
勢の人に来て頂き、クラフトを盛り上げて行きたいです。

世界でたった１つの宝物を見つけに来て下さい。お待ちしてお
ります。

松の炎と灰が織りなす穴窯で食器を焼きました。食べるもの、
飲むもの全ておいしく生まれ変わります。

癒しの「柿しぶ染め」です。匂いのある「柿渋」でゆっくりと自然
の力も借り丁寧な染めを心掛けています。



七彩窯 銀色工房

香住　広雄 杉原　マサヨ

陶磁器 三重県鳥羽市

岐阜県多治見市 金属加工

M+Y工房 さよ坊

土師美紀子 吉元　佐代子

布小物 布小物

三重県志摩市 大阪府河内長野市

サムシングエコー 工房　福銀屋

三上　政代 佐藤　貴志

染色 皮革加工

大阪府大阪市 岐阜県各務原市

あべさんち キットンキットン

安部　俊夫 北條　美穂子

木工 陶人形

滋賀県近江八幡市 静岡県伊東市

朝陽窯 手づくり工房木まま

大前　陽弘 加藤　充宏

陶磁器 木工・布

京都府綴喜郡 三重県津市

初めて参加させてもらいます。日常食器を作っています。個性
豊かな焼き物です。是非御覧になって下さい。

木工品・布雑貨を１つ１つ丁寧に真心を込めて作りました。手に
取って、さわって、木の香りにふれて下さい。

織部を中心に食器を作っています。新作を持って　展示を楽し
みになりますように。

手づくりの楽しさが広がるいろいおrな材料もご用意致しまし
た。皆様のご来展をお待ちして居ります。

うちの別品（べっぴん）さん星３つ うちの子連れて帰ってくださ
いね。

天然素材にこだわり、作品を通じて地域の皆様と末永くお付き
合いをしていきたいと思っています。

手断ち、手縫い、手仕上げで作る革細工。使うほどに変化して
いく革。時間をかけて育てて下さい。

（夏のはまぐり）でなく たくさんお金持って来て下さい。（　）は大
阪の言葉で、身（見）くさって貝（買）いくさらん。

かわいいシマシマ子猫たちが身の囲りでいろいろ返信していま
す。かわいがって下さいね。



花野窯 nice

前田　和子 河村　惠子

陶磁器 ビーズアクセサリー

三重県伊勢市 三重県鳥羽市

創作工房　Uncle Wagen フレンズ

吉長　和彦 宮本　明子

木焦画 合皮・布

奈良県天理市 兵庫県神戸市

がま口 nohea 神田工房

後藤　美樹 神田　厚子

がま口 染色

愛知県名古屋市 京都府京都市

花斗 組紐工房おくた

梶田　厚 奥　信輔

盆栽 くみひも

滋賀県東近江市 岐阜県多治見市

工房ゆあ はんこやTao

安納　幸江 えかわ　たえこ

アクサセサリー 手彫り創作はんこ

石川県野々市市 和歌山県岩出市

木の表面を電気ペンで焦がすウッドバーニング技法で製作した
イラスト・雑貨・玩具などを出展致します。

合皮の布で袋物や小物づくりをしています。最近は、違う素材
でも作っていますので、楽しみに見に来て下さい。

白い地に青い絵付けの器を作っています。毎日使って楽しんで
下さい。お買い得品もございます。

一点一点真心こめて作りました。手に取って楽しい一時を過ご
して下さい。お気に入りが見つかればnice!

かわいいがま口がたくさんあります。きっとお気に入りがみつか
りますよ。ぜひお手にとって見て下さいね。

柿渋染などの好きな布でバック、ポーチ、針山を心を込めて
作ってます。作品をぜひ見てふれていただきたいと思います。

当店は品質安価で買っていただく事を第一に特に育て方管理
等、審問には手稲に対応尾お気軽にご相談下さい。

日々自然に和を感じさせてくれる創作組紐の制作や新たな挑
戦・提案を胸に日々精進しております。

曲線・陰陽を活かした、手彫りはんこです。手捺しで作る秋の
新作ポストカード２０１７年カレンダーできました！



サムシングエコー オリヂンサンワ

三上　政代 黒田　元伸

染色 木工

大阪府大阪市 愛知県豊川市

カーネーション 工房ゆあ

迫間　ふみ子 安納　幸江

布のカバン アクセサリー

三重県志摩市 石川県野々市市

遊木民 木心・コレカラキ

杉本　政春 粂川　悟志

木工 木工

奈良県奈良市 奈良県磯城郡

88beeHive mint2

大貫　康一郎 豊崎ゆかり

ガラス 粘土

岐阜県関市 奈良県生駒郡

Anelahilo 工房じん

中島　宏香 藤田　紀子

アクセサリー 古布の服

愛知県瀬戸市 三重県津市

木挽き屋 ＤＥＧＡＧＥＲＥ

原田　順 石村　亜紀子

天然素材にこだわり、作品を通じて地域の皆様と末永くお付き
合いをして行きたいと思っています。

木のふし、木目を活かし、暖かみのある一品を作ります。

素材は流木ですよ！是非見て下さい！
木の家具・小物等、木の生活道具を色々と製作しています。良
い出会いがありますように。お待ちしています。

世界で、たったひとつの手作りカバンです。着物や帯も使って
います。使いやすさに、こだわりました。

ものづくりのテーマはカラフル。色合わせを楽しみながらガラス
で雑貨を制作しています。

ステンドグラスでアクセサリー、インテリア小物などを中心に製作して
います。

パーツつけ放題でデコ小物を作るワークショップをします。ぜひ、あそ
びに来て下さい。

石の輝きを活かしたシンプルなアクセサリーから個性的なものまで。
古布を使った創作副の工房です。古布・・・・と思わず気楽に立ち寄っ
て下さい。



木工 帽子

奈良県生駒郡 大阪府大阪市

アトリエ clara 手づくり家具　はせ工房

井藤　浩美 長谷　政雄

木工 木工

三重県津市 岐阜県恵那市

日常生活にアクセントを与える雑貨を創作しています。ぜひ一度ご覧
ください。

長谷　政雄工房でｊは、上部で、シンプル、使い易く愛らしい家具や木
工小物を一つ一つ心を込めて製作しております。

昔の人の知恵や暮らしを楽しんでいただけるような作品作りをしてい
ます。

男女関係なく楽しんでかぶっていただける帽子です。オーダーも承り
ます。


