
五十音順　敬称略　　青文字スタッフ

氏名 工房

相澤和寿 工房ぐるり

相原秀夫 森の花工房

石井三郎 らくだ

石井洋平 141硝子

井下めぐみ BELINDA

磯部茂 泥平's den

市川恵大 市川恵大

伊藤聡史 TSUTE

伊藤史朗 Deco房

伊藤憲昭 ITO CRAFT

伊藤紀子 気球堂

伊藤佑梨奈 plant pot

稲垣哲 celeste

井上朋樹 月の木ガラス

岩崎隆史 wood work toto

岩本朋樹・まゆ美 hutte

植垣健太郎 Samposkee

植山黄世 そらなごpottery

内田葉子 Greenery

宇野裕貴 Leather Room Bluno

大越慶 工房草來舎

大谷有未 Yumi Collection

太田美咲 baby So.

大塚優 NEW WAY,NEW LIFE

岡崎真由子 cobito

岡田育子 アトリエiku

岡田誠 made by Okada

小川千賀子 DayDreams(Glass)

沖野ゆきえ ツブ

梶達也 とんぼ屋

菊池多美絵 KIKUCHI

岸猛 Canaria Woods Works

北川来幸 ～自然を纏う～来幸koyuki

きたがわさえこ ひらりthe airy jewelry

北側雄一 北側雄一

北澤直子 ナノ陶工房

喜代田佑人 Shiki

霧島奈津子 陶磁工房monoko

楠和貴 季鳴里

藏屋敏章 おかげ染め 藏屋

黒岩直 工房くろいわ

小池寿美 dandelion



小古間かずさ ATELIER SCRAMBLE

小嶋匡一 粘土屋きのとり

小杉亜紀子 BLUE WORKS

小林麻子 tenugui chaco

小林和孝 木工房カフージュ

小林泰平 7the4th Leather craft

小林学文 design&craftCOOBA

駒形悦子 kaya陶房

小山博紀 cb works

坂井恒存 工房チセ

桜田実紀子 chiyonomi

桜本まい子 バオバブ堂

佐藤真理子 Haruno 窯

佐藤陽介 佐藤陽介

澤田このみ 革工房 COMOC

澤邑直美 澤邑直美

篠崎久 硝子工芸篠崎

島川千世 ぬり千

清水美雪 emiyuki

新田就平 A's Works

末吉啓悟 createpark

杉野晴美 suginoharumi

杉森克明 ATELIERけなりィ

杉山亜友美 Sugiyamaayumi

鈴木義孝 Folkie Works

須藤剛 楽ガキ工房

住田高之 5works

薛由美子 セツ木工所

千代博之 Swallow

園江栄子 AKAITORI STAMP FACTORY

田井地さよ子 つう工房

高木沙季 atelier YAACHO

高木牧人 MAKIBITO METAL ARTS

高倉美保 nuno*ito asobi

髙橋健樹 たがや

高橋次郎 100匹の猫と仲間たち

竹林貞洋 陶房You.

竹廣泰介 AKI KASARA

竹村祐 die Tasche

立川玄八 石の如く

谷口美樹 たにべえ工房

谷澤愛 たにさわあい

玉川あずさ higawari



中泉マリ Sanctuary

永瀬浩之 工房木楽屋

中村牧子 まつの葉のガラス

西川暁子 Bloom Glass

西本典正 工房hinakari

根木拓馬 T's CRAFTS

長谷川誠 atelier dehors

長谷川渉 丸太房

浜西正 small work camp

林可奈子 canape,nanduti

東瀬直樹 ひがせ陶房

平井悠一 陶工房つばめ

平川圭太 アトリエわっか

平野秀樹 sunnyside handwork

フじイまさよ Fujii Msy Pottery

藤田悠子 Zenco

藤野美帆 coci

船木祥啓 京小鍛冶祥啓

古畑正平 工房ふるかわや

降幡未来 降幡未来

堀内大輔 huge ceramics

堀真由美 でぼか硝子玉そうさく室

蒔田浩之 水滸の月

正木裕二 正木工房

松下知子 火音工房

松下由典 Wooden Farniture Yoshinori

松野裕司 pa.co.

丸山純平 丸山染屋

水野翔太 Shota Mizuno

光武卓司 家具工房ラフト

港井秀昌 FishCat

みやざき眞 みやざき眞（じゃむんち）

美輪真一 アトリエつみき屋

向井美紀 tantaka.

目黒芳枝 glass+αアトリエ芳

森田新 木と硝子の器 沐

森永淳俊 amL pottery

諸石優子 YUKAKU 優角

安井ひとみ atelier BOKKO

山嵜若菜 wakana handworker

山迫国光 エコ木工

ヤマシタクニヒサ スタジオ横町

山下千穂 山陶園



山下太 山陶園

山田奈緒子 吹きガラス工房 一星

山田祐紀 ステンドグラス月光窓

山本穂高 fefee glass art

柚木千夏 kutakutafamily

横井宏和 crystalglitters

吉田欣司 YOSIDA_WOOD_STUDIO

吉田恵 糸と△洋裁店

林郷亨 みのり工房

和田恵三 TRONC

渡邊亜紗子 陶の棲


