
大空マルシェ2018　出店者一覧 Rev2.0

出店番号 出店形態 出店名 出店内容 URL

1 物販・ワークショップ TФK　（テフカ） レザークラフト http://tefka.jugem.jp/

2 物販・ワークショップ ツキトハナ アクセサリー https://www.instagram.com/tsuki_24/

3 物販・ワークショップ 植物工房　四季館 植物＆笠間焼 http://shikikan.jp/

4 物販・ワークショップ ショコラおやつ　のんびりくらし テリーヌショコラ http://nonbirikurashi.com/

5 物販・ワークショップ megu's works クラフトバンド雑貨 https://www.instagram.com/mgm.y6/

6 物販・ワークショップ ねこりん ねこ関連の雑貨 http://necolin.com/

7 物販・ワークショップ SoRa BallooN et makijack バルーンアート＆アクセサリー
https://www.instagram.com/soramama1043/
https://www.instagram.com/chercher.marche/

8 物販・ワークショップ 流縁 イラスト雑貨 https://ruen.jimdo.com/

9 物販・ワークショップ Japanese arts & crafts　りおん 和雑貨、ステンレス作品 -

10 物販・ワークショップ くにはらゆきこ ぬいぐるみ雑貨（バッグチャーム等） http://mamushi9.blog37.fc2.com/

11 物販・ワークショップ TRIPTRACKS マクラメアクセサリー http://www.triptracks.jp

18 物販・ワークショップ chanmerry + いろいろ アクセサリー https://www.instagram.com/sy.chanmerry/

19 物販・ワークショップ レザーワークス　チョッパー レザークラフト http://chopper.handcrafted.jp

21 物販・ワークショップ 吟遊紙人 ペーパークラフト https://ameblo.jp/tdf-uh01/

22 物販・ワークショップ All around stick キャンドル、イラスト雑貨 https://lamerbougie.wixsite.com/candle-keiko

23 物販・ワークショップ クグロフ屋   In the loop 洋菓子、パン https://www.facebook.com/kugulofuyaintheloop/

24 物販・ワークショップ GEBC craft ペイントスニーカー https://www.facebook.com/gebc.craft/

25 物販・ワークショップ kotobukiya 寄せ植え、多肉植物 https://www.instagram.com/sabo.room/

26 物販・ワークショップ 須崎農園 季節の旬野菜 http://suzakifarm.com/

27 物販・ワークショップ ほしいも株式会社 干し芋 http://www.hoshiimo.tv/

28 物販・ワークショップ たかしファーム 落花生 http://takasifarm.com/

29 物販・ワークショップ ぎゃらりー雄 木工品、古布雑貨 -

30 物販・ワークショップ Twins ハンドメイド洋服 -

31 物販・ワークショップ いちごうさぎ アクセサリー https://www.instagram.com/i_usagi/

32 物販・ワークショップ 彩り garden 編み物（編みぐるみ） https://www.instagram.com/irodori93garden/

33 物販・ワークショップ お美工房 帯で作った創作バッグ -

34 物販・ワークショップ One’s Ribbon リボン雑貨 https://ameblo.jp/sato-kajyu

35 物販・ワークショップ Liieben hand 編み物（バッグ）､アクセサリー https://www.instagram.com/michico1011/

36 物販・ワークショップ L+P レザークラフト -

37 物販・ワークショップ しぇるあーと♥あんぴー 貝殻アクセサリー https://www.instagram.com/anna.0w0.ioi3/

38 物販・ワークショップ しかこははの日記 ミニュチュアフード、編みぐるみ https://ameblo.jp/satio777/

39 物販・ワークショップ KOKKO Garden 粘土作品 https://kokkogarden.wixsite.com/kokkogarden-hp

40 物販・ワークショップ BooBooCat バッグ、布小物、木工品 https://www.instagram.com/booboocat086/

41 物販・ワークショップ RIO⋆ アクセサリー http://instagram.com/le_parfum_floral

42 物販・ワークショップ LEATHER WORKER PIECE レザークラフト https://ameblo.jp/hm-lw-piece/

43 物販・ワークショップ 糀や 味噌、糀 -

44 物販・ワークショップ ALLURE アクセサリー
https://www.instagram.com/kei_kei09/
https://www.instagram.com/cmcmcm39/

45 物販・ワークショップ ふとんのマスダ 座布団、クッション http://tsukuba-cotton.jp/masudafuton21/index.html

46 物販・ワークショップ 株式会社パパメイアン バルーンアート http://www.papameilland.com

47 物販・ワークショップ しっぽはともだち ペットフード https://www.instagram.com/shippo.sendai/

48 物販・ワークショップ KEI*KEI がま口雑貨 https://www.instagram.com/keikeihappy

49 物販・ワークショップ Sense of Wonder ハンドメイド帽子 編み帽子 http://sense-of-wonder.ocnk.net/

50 物販・ワークショップ Angereve 畳雑貨、アクセサリー https://www.facebook.com/Angereve.1/

51 物販・ワークショップ イラストによる食卓。 イラスト雑貨 http://aotano.buyshop.jp/

52 物販・ワークショップ GeeBeeTokai～Sea-po-po～ オルゴナイト、アクセサリー https://minne.com/@seapopo

53 物販・ワークショップ Sunward 布小物 https://www.instagram.com/sunward0215/

54 物販・ワークショップ さより農園 季節の旬野菜 https://www.facebook.com/sayorifarm/
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55 物販・ワークショップ のんびりぼっこ広場 木工品（カトラリー、ランプシェード） https://www.kitanomori.com/

56 物販・ワークショップ 山林堂本店 和洋菓子 -

59 物販・ワークショップ 多肉 hut Rilasia 多肉植物 https://rilasia.crayonsite.net/

60 物販・ワークショップ kai. 刺繍小物、ポーチ作り http://love.ap.teacup.com/happyface_kai/

61 物販・ワークショップ awalah & Roseadajio ハーバリウム作り https://ameblo.jp/sakunemomi

62 物販・ワークショップ VERS 洋服（海外古着） https://vers-onlineshop.com/

63 物販・ワークショップ 建築工房佐藤 木工教室（棚・箱作り） -

64 物販・ワークショップ みどりの魔女 石鹸、サシェ -

65 物販・ワークショップ aiwaiwa Seaglass シーグラス、アクセサリー https://www.instagram.com/seaglassaiwaiwa/

66 物販・ワークショップ 髙野好見畳店 畳雑貨、畳コースター作り http://koya-tatami.com/

67 物販・ワークショップ LaLa Berry.工房 デコスイーツ、アクセサリー https://www.instagram.com/lalaberry.sweets/

68 物販・ワークショップ カードワークス・ルーチェ カード占い https://www.facebook.com/miya.firstlight

69 物販・ワークショップ 鈴木ハーブ研究所 コスメ販売、ハーブクラフト作り http://s-herb.com/

71 物販・ワークショップ かぐや 書雑貨 https://ameblo.jp/happy-syo777

73 物販・ワークショップ 東海ライオンズクラブ スーパーボールすくい【無料】 http://www.e-clubhouse.org/sites/tokai/

74 物販・ワークショップ J-PARCｾﾝﾀｰ 子供実験教室【無料】 https://j-parc.jp/

F 物販・ワークショップ 寺ヨガ ヨガ教室 https://www.facebook.com/emotional.aromayoga/

※都合により各出店者様の当日の出店場所と会場MAPの出店番号が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。


