
場所 出店名【屋号】 出店品目
出店タイトル
【１５字以内】

出店PR
【６０字以内】

代表者氏名
（任意）

URL（任意）

～体験型ワークショップ＆販売～

会議室
キャンドル
ビバーチェ
【Vibace】

・キャンドル手作り500円～
・無添加リップクリーム700円
キャンドルプレート

キャンドル
＆リップクリーム
♪手作り体験

無添加リップクリームやキャンドル作りは小さ
いお子様から大人の方までご参加可能♪
天然素材を使ったアロマプレートの販売もあ
ります。お祝いやお世話になった方へのプレ
ゼントに喜ばれます。

井上　智子 http://ameblo.jp/tokko0203/

会議室 Miko Style 
･カラフルブレスレット
･キーホルダー作り¥500
アクセサリー、布小物販売

プレスレット作り体験
＆アクセサリー販売

小さいお子様から大人まで、カラフルなビー
ズを組み合わせて、
オリジナルのブレスレット作りのワークショッ
プです。
「大人かわいい」アクセサリーのや入園入学
にも使える布雑貨の販売。

恒吉　緑 http://ameblo.jp/mikonoshin/

会議室
tomotomoの
リラクゼーション

ヘッドマッサージ15分1000円
顔ツボトリートメント20分2000円

ヘッドマッサージ

★ヘッドマッサージ(頭皮を揉みほぐし、リフト
アップ～首、肩もラクラク)
15分1000円
★顔ツボトリートメント (クリームつけて、優しく
お顔のマッサージ&水素水パック)
20分2000円

岡田　智子 -

会議室 フォトグラフ＊カフェ
ミニ撮影会 １０００円～（ご予約優先）
毎時０分・２０分・４０分

ミニ撮影会
毎時
０分・２０分・４０分

一緒に写りたい小物や衣装のご持参も大歓
迎です。
（お着替えは撮影時間までのお済ませのうえ
お越しくださいね。）

植田　智香 http://profile.ameba.jp/p-cafa/

会議室 BIKOH DESIGN

ワークショップ
オリジナル缶バッジを作ろう！
缶バッジ、似顔絵、似顔絵ポストカード、
似顔絵キーホルダー等。

オリジナル缶バッジを
作ろう！

オリジナル缶バッジを作ろう！
似顔絵缶バッジや動物似顔絵も描きます。

近本　美幸 http://bikoh-design.com

会議室 似顔絵すのこ 似顔絵
似顔絵を描いて
作れる缶バッジ。

似顔絵をかきます。
その似顔絵で缶バッジも作れます。

中谷 理恵 http://sunokong.exblog.jp/

会議室 Hanacocoro39

ランチバッグに、はんこや絵を描いて
自分だけのランチバッグ制作。

こだわりのオリジナルブローチや雑貨

オリジナル
雑貨販売。
バッグ手作り体験。

ランチバッグに、はんこや絵を描いて自分だ
けのランチバッグ制作しよう！こだわりのオリ
ジナルブローチや雑貨。オリジナルのイラスト
をブローチや雑貨にして、かわいい個性派タ
イプの作品づくりをしています。あったかかわ
いいブローチたちに会いにいらしてくださー
い。

芳垣 雅子
https://www.facebook.com/Hanacoco
ro39



会議室
orchid
(オーッキッド)

ミミツボジュエリー体験(チタン粒がついた
ジュエリーシールを耳のツボに貼ります)・
耳リフレ(耳マッサージ)価格です。
●耳リフレ(約１０分)　５００円
●耳つぼジュエリー　５００円～
●こども耳シール　　２００円
●カラーセラピー(約１５分)　５００円
●バスソルト　１ヶ　３００円

耳からキレイに
健康に

耳には100以上のツボがあると言われ、その
耳のツボにスワロフスキー付きのチタン粒
シールを貼って刺激することで、美や健康の
お手伝いが出来ればなと思っています。是非
ともお試しください。

松井 雅子 -

会議室
お気軽茶道
茶々日和

・抹茶と干菓子350円
・抹茶と生菓子500円

ほっと一息
茶の湯体験

おいしい和菓子も楽しみ！テーブル席で気軽
に！
ご自分でお抹茶をたてることもできますよー

細谷 有紀

会議室
あるばむ
♡
はーと

ワークショップ(500〜1000円)及びカラーセ
ラピー1000円
スクラップブッキングの完成品、キット販
売

思い出をカタチに
♡
心に癒しを！

ハンドメイドで写真を、素敵に飾りませんか？
色の力をかりて、心の声に耳を傾けてみませ
んか？全てTsujitomoにお任せあれ！

辻村　智子 http://s.ameblo.jp/t10mo8a/

会議室 ❇・neige❇・

ワークショップ、動物のキーホルダー（大）
600円（小）500円、カラフルカゴ800円
素材:紙バンド、花、布
物品:バッグ、ティッシュBOX、コースター、
ペンケース、小物入れ、プリザーブドフラ
ワー、布物

『エコ』で
『カラフル』
なお店

再生紙から出来た紙バンドを切って裂いて作
ります。
水で濡らして乾かし、ニス塗りを繰返す事で
長年愛用出来る様に仕上げてます。

池内 由貴子 http://ameblo.jp/airi0313/

会議室
1518
（いちごいちえ）

ワークショップ
粘土ケーキのマグネット、ハンバーガーの
キーホルダー300円

粘土を
使って作ろう。

粘土を使ってケーキのマグネット､ﾊﾝﾊﾞｰｶﾞｰ
のキーホルダーを作ろう｡土台は作ってありま
す。

山本　厚子 -

会議室
Pompon Dahlia
ポンポン　ダリア

ワークショップ 毛糸のお花デコレーション
カチューシャ 1000円
ヘアクリップ 600円

編み花に
可愛くデコしよう！

お子様向けのデコワークショップと、編み小物
の販売を致します。ぜひ遊びに来てください
ね！

廣田 美耶子 http://pompondahlia37.blog.fc2.com/



～ハンドメイド販売～

ホール はぴねすDOG

犬に関するクイズ（景品あり）
保護犬Before→After（掲示）
犬の迷子札　ワークショップ
人、日用品フリマ

犬の幸せのための
活動やで！

みんなが動物を好きになってくれるように！
みんなが正しく犬と接することができるよう
に！
そして、可哀想な動物たちが１匹でも少なくな
るように！

間柴　泰子 happiness-dog.com

ホール ふぅのにくきゅぅ

羊毛フェルト雑貨
ピンクッション、チャーム、キーホルダー、
ストラップ、生活雑貨、アクセサリー、ヘア
ゴム

羊毛フェルト雑貨が、
たくさんあります♪

羊毛フェルトで、可愛い、ちょっと笑えるものを
作っています♪

石野　啓子 http://ameblo.jp/19980420fu/

ホール RISA'S  STORE

樹脂粘土やレジンでのスイーツデコや
スワロフスキーデコ、布小物
【アクセサリー、キーホルダー、
通学グッズ、かばん、雑貨等】

可愛いけれど使える
モノの製作

一つ一つ気持ちを込めて製作しております。
ええーっ！と驚いて貰えるようなグッズもあり
ますよ(*'д'*)

伊藤　美穂 http://s.ameblo.jp/risasstore

ホール 日の出製作所
コマ塗り体験　木の雑貨
ワークショップ

大人も子供も楽しめる
コマ塗です！

小さいコマに色を塗るワークショップをさせて
いただきます。大人も子供も誰もが楽しめるも
のなので、みなさんぜひぜひ遊びにきてくださ
いね～。

蜷川　きよし

ホール る・りあん
エコクラフト雑貨(紙バンドを使用したカゴ・
バック)。
合革のキーホルダー・ストラップなど

クラフトバンドを使用した大きささまざまな
小物入れから特大バック形収納カゴ等
…見に来てね～！

天田　美智子  http://ameblo.jp/lien0508

ホール  Amie
アクセサリー（ピアス、イヤリング、ネック
レス、指輪、ブレスレット、髪ゴム）コットン
パール、ビジュー、レジン

主にコットンパールやビジューを使った
アクセサリーを作っています。
プチプラですので自分用にも
プレゼントにも最適です

 上野  涼子

ホール Zen
スィーツデコとうさぎモチーフポーチ、
子供向けヘアアクセサリー

西村　真由美

ホール ナロ屋
フェルト製のおままごと
知育玩具、雑貨

ナロ屋は今日もほそぼ
そ開店中！

おままごとや絵合わせ、絵本などのおもちゃ
や
雑貨をフェルトで手作りしました。
フェルトの素朴なあたたかみを感じて下さい。

 山下　陽子 http://naroya.cart.fc2.com/

ホール

Hanamone
 　　*
はなもね

●手描きプラバンアクセサリー
素材: プラバン、メッキ金属、ラインストー
ン
●手編みペンダント・バレッタ
素材:  麻糸、プラスチック、ラインストーン
●ポストカード
素材: 紙
●手編みヘアゴム
素材: 麻糸、ゴム、プラバン
●くるみボタンマグネット
素材: 布、マグネット、金属

手描き
オリジナルアクセサリー

本や映画のシーンや散歩で見かけた草花な
ど様々な物からインスピレーションを受け、ひ
とつひとつ丁寧にパステルで描いています。

高橋　二美子 http://ameblo.jp/hanamone45



ホール
Ange heureuse
（ｱﾝｼﾞｭ ｳｰﾙｰｽﾞ）

ワークショップ
ボディージュエリーとペイント

キラキラボディー
ジュエリーとペイント

直接肌にかくのはと言う方には繰り返し使え
る
シールで、オシャレを楽しんでください

松下　さゆり http://ameblo.jp/kyjsk1905/

ホール

オーガニック
ハーブティー専門
店
ＹＵＡＮＨＥＲＢ
(ユアンハーブ）

ハーブティー試飲と販売
オーガニック
ハーブティー専門店

手軽で簡単！
ハーブティーでココロとカラダの健康を！

岡田　葵 http://yuan-herb.jp/

ホール chimachima女神 雑貨販売 雑貨販売

お花モチーフ＆ポップな感じの実用的な小物
と
タティングレースのアクセサリーを作っていま
す。

畑　美奈子 http://ameblo.jp/goddess-mnk/

ホール  魔界堂-月燈店-
特殊メイク、グリッターメイク、
ハンドメイド品の販売

特殊メイク体験100円～！！

傷メイク100円～
グリッターメイク100円～
キラキラハンドメイドアクセサリー100円～ 早
い者勝ち！

落合 史絵里

ホール  クラフト宙(そら)

オリジナル編み物ブローチ パッチン ゴム
(綿糸 金属 ゴム)
小さいピン パッチン (プラスチック  金属)
木のブローチ(木 金属)
どこでもポケット(布 プラスチック)
肩あて　ちびっこポーチ　布かばん
スマホ ガラケー デジカメ入れ(布)
証明カード入れ(布 厚紙 金属)
リールキー(金属 プラスチック 布 レジン)
 お手玉(小豆 布)
オリジナルとんぼ玉チャーム
(ガラス 紐 ウッドビーズ 金属)
パーツチャーム(金属)
デコぬいぐるみ 人形
 (布 プラスチック レース)
ベビー髪どめ(レース ゴム 金属)
くるみボタンゴム (金属 布 ゴム)
 ちびっこブレスレット (プラスチック)

自分に誰かに
プチプレゼントを

ちびっこたちが お小遣いで買えるもの
お揃いで持ったり 誰かに気楽にプレゼント
したり そんな気持ちにするもの
を作ってます

 加藤 淳代

ホール COSY 和物生地雑貨他
和物アイテムで
魅力アップ！

ひとつひとつ丁寧に作った和柄生地の
端切れを活かした鞄や雑貨品で、
あなたの魅力をアップしませんか？

有迫　幸樹

ホール favori 粘土、レジン、プラバン

樹脂粘土・レジンを使い、
お子様から大人の方までワクワクするような
作品を目指し、
フェイクスイーツ小物やアクセサリーを作成し
ています

 幸田 真実 http://s.ameblo.jp/am-imam/



～飲食販売～

ホール 花かんざし 生もなか販売 生もなか販売

大阪・門真市で、しっとり・もっちり新食感な
「もなかまんじゅう」製造しています！
試行錯誤してようやくたどり着きました。「もな
か」が嫌いな方にもぜひお試し下さい。
新スイーツの完成です！

小林　秀之 http://ameblo.jp/hanakanzashi1/

ロビー
(火気
使用）

カレイヤー

チキンカレー
（鶏もも肉、タマネギ、香辛料など）
豚キーマカレー
（豚ひき肉、タマネギ、セロリ、香辛料な
ど）

『プロレスもいいけど
カレーもね！』

本町の小さなカレー屋カレイヤーです。
一生懸命おいしいカレーをご用意しますの
で、
この機会にぜひ皆様ご賞味下さいませ。

久保　隆宏 http://calayer.web.fc2.com/

ロビー
(火気
使用）

神楽 うどん等（予定）
「食材にこだわり、満足
される食材を揃えてお
待ちしております！！

あの、北新地の「神田川」で修業を積んだ店
主が心を込めて
提供いたします！

勝原 http://90.xmbs.jp/kagura/

ロビー シュークリームbar  

シュークリーム
惣菜入りシュー&ヘルシー玄米粉シュー
豆乳クリーム
素材  玄米粉、豆乳、豚肉、鳥むね肉など

シュークリームbar

皮生地には一切乳製品を使わないヘルシー
な
シュークリームです
特に玄米粉シューは小麦粉と乳製品を使って
いないので
身体にすごくやさしくスイーツです

 北井 国治 http://www.choucream-bar.com

出展者の方は当日ＡＭ9：30～10：30までにご入館下さい
イベント開始が午前11時ですので10分前に準備完了いただけるようお願いいたします。

尚、出展者の方はハンドメイド・ワークショップブース出展の方は2,000円、飲食販売のブース出店の方は3,000円（それぞれ消費税込）を
お手数ですが2016年2月26日までに下記までお振込みお願いいたします。
※振込に掛かります手数料などは出展者様ご負担でお願いいたします

振込先：みずほ銀行（0001）　南船場支店（店番：503）
　　　　普通預金口座番号：1907286

　　　　口座名義：ＮＰＯ法人(ほうじん)ますくまんず
（領収書が必要な方は当日お渡しいたしますので宛名記載の上、メールにて　ご連絡ください）


