
五十音順　敬称略　　青文字スタッフ

氏名 工房

赤池沙紀 konohanasakuya

淺川有美 hiyori

阿部未来 阿部未来

石井あこ K68 petit usine

石黒雄大 PomUresica96

石野善浩 月蛙工房

磯田直貴 ヘラ絞り工房イソダ

一倉健治 不細工工房くらや

井筒佳幸 ふたば工房

稲垣典枝 NEST

井上知里 Ci Craft

上田英二 上窯

大内一樹 ふるものぐりーん8889工房

大沼久美子 ひつじ工房チェビオット

大野博史 クラフト樺

逢見祥平 ヨハク木工舎

岡本渓壽 鍛金工房渓壽庵

岡本陽子 木葉音

小栗礼子 オグリサカン分室

乙坂俊幸 豆工房

小埜みよ lamne

加倉井秀昭 Scratch&Noise

柏原秀年 メタルアートファクトリー

梶本安広 Romance Station

加藤輝雄 加藤輝雄

加藤幸彦 紺屋乃加藤

金原千恵 Riddim

狩野雅美 まるま羊毛品店

唐戸友里 yuri karato

川添雅彦 工房みやび

菅野里衣子 Ardhi

北原裕樹 陶処瓊

具志美幸 硝子工芸工房ありんくりん

窪塚志保 merry note

窪塚裕介 KUBOZUKA YOSUKE

粂川悟志 コレカラキ

香田和義 そらいろの丘

小古間かずさ ATELIER SCRAMBLE

小嶋匡一 粘土屋きのとり

小辻真一 GARAN

後藤宗博 革次朗

小林和孝 木工房カフージュ



小林創新 soara

米屋利之 大磯工房

近藤九心 近藤九心

近藤華 ロップ屋

齋藤和春 深山工房

齋藤サチコ コト・コラージュ日々

坂井恒存 工房チセ

佐熊香奈 佐熊香奈/佐熊洋二

佐藤加代 サトウカヨ

佐渡勝行 仕草

澤田勇一朗 澤田勇一朗

柴田和也 花と木の工房メイフラワーズ

嶋野美保 MAISON PELOUSE

東海林志津 ATELiER SiMASiMA

末松佐和美 ai-cha

末松貴久 savor

菅原美季 jolie saison 29

鈴木剛 pippi

鈴木岳志 only one craft

鈴木仁美 YAMA FARM

鈴木充彦 工房ARTSURUあーとする

鈴村徹 Beach Lumber

関和孝 SOW雑貨店

千代博之 Swallow

相馬佳織 FUKU glassworks

曽根雄也 Buddy Cast

園田倫也 FUKURAFT

田井地さよ子 つう工房

高木沙季 atelier YAACHO

高木牧人 MAKIBITO METAL ARTS

都木雪恵 mion

髙橋暁子 やなさん工房

田口さおり manamoana handmade accessories

立石朋之 工房タテト

立川玄八 石の如く

手島英則 手島英則

藤丸理恵 hundred

鳥海愛子 YOMORU WOOL ARTS

中田裕子 N.toujours

長門利恵 型染めamiu

中西賢二 SANZOKU PRODUCTS

中野朱里 AsamaWorks

中野敬司  AsamaWorks



中村周平 なか工房

並木さえ WILD VINE

並木諭 工房山窩

西川満里子 ánto

西田あすか こもれび

西田幸博 WoodyFactory空知

西村直次 瑞城窯

根内建亜 クマゲラ工房

野池征永 naga-no-glass

野村達矢 comorebito

芳賀裕子 craft工房kinari*

橋本俊輔 橋本製作所

長谷川藍 監

初澤勉 初澤　勉

早川浩平 ガラス工房星のかけら

林俊介 ステンドグラス工房チャイハナ

原澤幸治 アトリエ原澤

原山純一 Groover Leather

日達楓子 geek zombie

樋元やよい ウルシハジメマシタ

平野雄一 fio-pepe

平山友菜 真鍮工房Rama

廣辻有美 mossom

深見健 楽遊美

福士晶子 aki pottery

福原世津子 あがつま和綿工房

藤野智明 トモロウ工房

藤森和義 こぶたの森

古川淳実 工房ふぶき

細川葉月 ISSEI

堀内大輔 huge ceramics

前　崇夫 atelier KAHIKA

前田祐樹 U.wood.Kobo

松井朋美 工房ぽつり

松田理乃 Ayano Art Gallery

松永尚悟 松永弦楽器工房

松本和男 刳物木工工房

丸山史子 キトツチ

三角理恵 ハンドメイド ナナオト

湊ちせ 工房葉詩

宮村淳子 silver・j

三好克泰 クラフト 5つの銅貨

森裕一朗 陶工房裕



八木淳史・八木幸子 うつわははみや

矢原長典 木彫ヤハラ

山口陽子 SUN CRAFTS

山口義春 工房山義

やまさきともこ アンコエラン

山路彩 Amji

山本さよ子 ひつじのめぐみ

山本壽男 家具工房やま

横山夏希 カフェとホイスコーレteltis

吉川剛 ミッツムッツ

吉田祐治 Felice


