
45 OyuToKa

アクセサリー、オリジナルキャラクター雑貨
ベネチアンガラスの 1点ものアクセサ
リー、ゆるっと楽しいオリジナルキャ
ラクター「パンまつり」 の雑貨など。

41 Maialino shop Boo

アクセサリー、雑貨
樹脂粘土やレジンを使って小物雑貨、アク
セサリーを製作しています。ほっこりをお
届けするぶーちゃんがお待ちしています。

10 三姉妹 3

布小物、かばん、マフラー、洋服
布小物、かばん、ニット。長女・次女・三女
それぞれの一点物の作品。アナタだけの
心よろこぶお氣に入りをお届けします。

50 onedrop

アクセサリー、雑貨
ワイヤークロッシェを使った樹脂ポス
トのイヤーアクセサリーや、キッズ用
布小物を製作しています。
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32 木一郎

木のうつわ、雑貨
藤沢の家具職人が作る普段使いの木の
器、雑貨。使いやすく美しい形を心掛け
ています。

22 Notre la base secrète

雑貨
レジン・固まるハーバリウムで、お花を
閉じ込め製作した雑貨を販売。布雑貨
も少し販売します。

47 つまみ細工　なりりら -Nalili'i La-

つまみ細工アクセサリー
特別な日にも何気ない日常にもお使い
いただけるお花のアクセサリーをご用
意してお待ちしております。

60 handmadeunit 虹と雲

アクセサリー、小物
二人のクリエイターの手仕事ユニットです。
手に取ると幸せな気分になる、小さな
ものたちをお届けします。

28 和小物工房

着物布雑貨、アメリカンフラワー
着物と着物の帯をリメイクした、テー
ブルランナー、サブバッグ、カードケー
ス、お手玉など色々あります。

29 和のや

バッグ、ポーチ
使い勝手のよい畳縁やレトロ柄の
バッグやポーチ等を作っています。

51 Malý sen

アクセサリー
素朴で個性的なチェコビーズと天然石。
石の佇まいのお互いの良さを知ってい
ただけます。

53 亀の子工房

水引アクセサリー
「人と人を結ぶ」「幸せを引き寄せる」
「魔を祓う」といわれる縁起物の水引で
作ったアクセサリーです♪

39 Treetrees

花灯り、フラワーアレンジ、リース
花灯りはワックスに LED ライトを内
蔵し、お花をアレンジした灯りです。

57 N’s

アクセサリー
自然に柔らかい可愛さを大切に、繊細なレー
スを手軽に楽しんでいただきたいと思いひ
とつひとつ心を込めて手作りしています。

58 RIKKA

アクセサリー
天然石、ガラス等を使ったアクセサ
リー。ひとつひとつ丁寧に心を込めて、
楽しく作っています。

42 sor ～颯～

アクセサリー、雑貨
アレルギーが起きにくいとされるワイヤー
と樹脂をつかったアクセサリー。使い勝手
よくかわいいキッズヘアゴムもあります。

35 ひょうたんランプのおりょう

インテリア雑貨
幾何学的模様から幻想的な世界観を
生み出し、見ている人を一瞬で日常と
違う世界へと誘います。

52 tiara

アクセサリー、リース、ボタニカルライト
14Kgf の金具を使用。お花に、天然石や
淡水 パール、チェコビーズ等をプラス
した ピアスやネックレスが中心です。

11 Ｃ×Ｒ♡

布小物
デザインはシンプルで使いやすい様に工
夫して作っています。手に取ってワクワク
して頂けたら嬉しいです。

23 fleur de fleurs

子供服、大人服、布小物
コットンやリネン、冬には暖かいボア
やキルトニットを使って子供服、大人
服、布小物を制作しています。

43 sonamira

アクセサリー
月、星、宇宙、海、生き物をコンセプトに
透明感のあるアクセサリー。アレル
ギー対応もしております。

9 工房あそびいと

ニット、ショール、オリジナルウェア
草木染め、べんがら泥染め等の作品
とオリジナルのウェアを製作してい
ます。

18 L313

雑貨
たくさんの人を笑顔にできたらと、
1 目 1 目楽しみながら作品を作って
います。

55 hinatakyoku

アクセサリー
細いワイヤーをかぎ針で編み、繊細な
編み目と軽さ、落ち着いた色あいにこ
だわり制作しています。

38 Chouchou-candle

キャンドル
植物を閉じ込めたキャンドル・ワック
スサシェ…飾っても、灯しても気分が上
がるような大人可愛いイメージです。

25 ボン・バカンス！

バッグ、ポーチ
可愛い物から男女兼用で使えるお洒落
カッコいいものまで年齢性別関係なく
楽しんでいただけます。

13 小さなお菓子

ワークショップ
王様のブランチやめざましテレビで紹
介された日本スクイーズ協会のスク
イーズデコ体験が出来ます。

54 Kiddie family

アクセサリー、baby&kids 用品
子育てキディ洋光台に集う子育て中の
ママ達がママの目線で手作りを楽しん
でいます。

21 candyline

布小物、アクセサリー
デニムリメイクバッグやポーチをメイ
ンに布小物やヘアアクセサリーなどを
作成しています。

46 torenia5／ launakepani（share booth）

アクセサリー、バッグ、布小物
デニムリメイクのバッグ、布小物など。
ピアスは、医療用サージカルステンレ
スや樹脂を使用しています。

40 Yurari

ドライフラワー、生花
幸運を呼ぶアイテム「馬蹄」にフラワー
アレンジメントしています。花と友に 
ある暮らしを提案します。

61 anzy

ミニチュアフード（樹脂粘土）、アクセサリー
小さなリアルを追求し、ミニチュア
フードを樹脂粘土を使い製作し、雑貨
とアクセサリーで展開しています。

26 Hemu's  Factory

バッグ、ポーチ
かわいい バッグ & ポーチ お気に入り
を探しに来てください。

36 うぉんばっと

イラスト、アクセサリー
ポストカードサイズのオリジナルイラスト、
小さな天然石のオブジェ、一点物の雑貨や
アクセサリーなどご用意しています。

17 tomo＊neko

布小物
ガーゼマスクやガーゼハンカチ、バッグ
等の布小物。猫の形をしたにゃんこハン
カチやにゃんこランチョンマットも。

20 くつ幸房　IPPO

革小物
藤沢の湘南台で、手作りの靴教室を開きな
がら革の小物を作ってます。気になるもの
があればぜひ手に取ってみてください。

19 ハニカミヤ

雑貨
何処か懐かしくて「ぷっ」と可笑しい。木工
からくり玩具と雑貨、イラスト絵はがき。
素朴で優しい世界がひろがります。

48 NR

アクセサリー、子供用どんぐり帽子
ドライフラワーのレジンアクセサリーと
とんがり帽子を作っております。
是非お気に入りを見つけて下さい！

15 Lien

baby&kids 用品、雑貨
「ママも子供もみんながHAPPYになりま
すように」みんなの顔が笑顔で溢れます
ように。そんな想いで活動しています。

56 ...line

アクセサリー
...line（ドットアンドライン）。点が繋がり線に
なるように、わたしの手から想いを繋げ届け
たい。そんな気持ちで作品作りをしています。

44 [and f.net]アンド エフ

アクセサリー
純度 99.9% の純銀線をかぎ針でレー
スのように編んだアクセサリーを作っ
ています。

49 craft.yubiko

アクセサリー、オリジナルのがまぐち
シックな色合いの布あわせを中心に、機能
的ながまぐちやポーチ、かぎ針編みの雑貨
やアクセサリー等を製作しています。

30 畳を未来に繋ぐ会

畳雑貨
神奈川県内の畳店主の集まりです。畳縁や
畳材を使った雑貨を作っています。新たな
畳の魅力をお伝えしたいと思います。

14 あみものがかり *

手編み小物、帽子、アクセサリー
ご好評のミニミニ靴下のピアス＆イヤリン
グやお子様向けのリボンのヘアピン、お人
形用の靴下や帽子バッグなどもあります。

33 pottelly

陶芸
pottelly（ぽてり）　「 ぽってり 」 「 まる
い 」日々の生活がほっこり、楽しくな
るような陶器の器を作っています。

8 PO2

服
ウールやファーなど異素材のパッチ
ワークの服や服飾小物、陶器のブロー
チなど作っています。

37 KlRARARA

サシェ、キャンドル、リース
キラキラした笑顔で日々送れるように
と願いを込めてお作りしています。

62 れいんぼーべる

アクセサリー、小物
フェルト、布小物、天然石、ワイヤー、
レース、プラ板のアクセサリー等を出品。
キッズアクセもあります☆

12 あめ玉とキャンパス

布小物、アクセサリー
クスッと笑える物からテキスタイルを
元にデザインした布小物・アクセサ
リーをデザイン・製作しています。

16 fontain'u' mini／＊yamacono＊（share booth）

Baby&Kids 用品
スタイを中心とした可愛い布小物と、
コットン糸で編んだ帽子などのニット
小物のコラボ出店です♪

34 ironlung

鉄製雑貨
鉄を素材に小物雑貨や表札、手すり等を
製作しています。鍛冶の要素を取り入れ、
良いと思えるカタチの物を作っています。

24 8market 布小物、パスケース、アクセサリー（２booth 展開）

横浜在住のママ達の愛情がたっぷり入ったハンドメイド作品を販売しています。
▶https://www.facebook.com/eight.market/
▶https://www.instagram.com/8.market.88/ 
▶https://line.me/R/ti/p/%40zfj9510d

59 BONHEUR ／monuchika（share booth）

アクセサリー、革バッグ、布小物
「ヒルナンデス」で紹介されたハラコ
やレオパード、パイソン等のピアス、
限定ファー付かごバッグが並びます。

27 aoya

バッグ
ａｏｙａでは帆布のトートバッグ、
ショルダーバッグ、リュックサックを
作っています。

31 ひだまりの詩　蔵 -sou-

筆文字・お名前ポエム
お名前で素敵なポエムを色紙などに書
きます。お祝い事に、お礼に心あたたま
るメッセージを贈りませんか？

※開催内容及び出展内容は都合により変更となる場合がございますので予めご了承ください。


