
http://pottebotte.exblog.jp/

34 potte*botte ～ポテのアトリエ～ 熊本県

はじめまして、ポテ・ボテです。
絵描きです。アンティークやおも
ちゃをモチーフにしたケシハンも
つくっています。素材を生かして
いろいろつくりたいです。

http://pottebotte.exblog.jp/

35 ヒヨコス 宮崎市

リトアニアリネン・国産リネン・ワッ
フル・ビンテージ加工リネン…等、
いろいろなリネン 100% の布を
使って、エプロン、小物、ハウスウェ
ア－、キッチンクロスを作っていま
す。ぜひ１度、手に取ってリネン
の気持ちよさを感じてみて下さい。 http://avec-toi.jp/

36 avec toi 宮崎市

天然石や淡水パールに上質な素材を合わせ
て、シンプルで可愛い大人の女性のためのア
クセサリーを作ってます。avec toi はフラン
ス語で貴方と共にを意味する言葉。１つ１つ
丁寧に作ったアクセサリーが貴方の側で貴方
と共に、月日を重ねていけますように。

http://suzuran.chesuto.jp/

37/38 + suzu．ran．．． 鹿児島県

ふんわりと生活に馴染む物作りを目標
に、姉妹でマイペースに活動しています。
神ピクは、初回から参加させて頂いて
おり、私たちにとって特別なイベントで
す。たくさんの方に見て頂き、気軽に
お声をかけていただけると嬉しいです。

（ツイッター）@hglC_Tetsu

39 HGL 都城市

オーブン粘土でオリジナル小物を作ってみま
せんか？参加費 500 円で小さなお子様から
大人の方までどなたでも参加 OK です。皆
様のご参加をお待ちしております。また
UV樹脂を使ったヘアゴム・アクセ・シルバー
小物の販売もありますのでそちらもどうぞ。

（ツイッター）@hglC_Tetsu

40 WOOD SHOP 都城市

初めて出店します。小物棚やサイ
ドテーブル等、木工品を販売しま
す。無塗装の商品が多く、木本来
のぬくもりと優しさを感じること
が出来ると思います。数に限りが
ありますので、お早めに WOOD 
SHOPを是非見に来て下さい！

（ツイッター）@hglC_Tetsu

41/46 armoire cozy 鹿児島県

鹿児島からの参加です。天然石・
ビーズクロッシェジュエリーを中
心に使い勝手のいいおしゃれな
Bag やポーチ、楽しい小物を心
を込めて手作りしています。一緒
に”かんぴく”を楽しみましょう!!

http://kobitonoartyasan.chesuto.jp/

42 KOBITO'S ART SHOP 鹿児島県

オリジナルタイル作品と
木工作品を作っています。
ぜひ手に取ってご覧下さい。

（ツイッター）@hglC_Tetsu

43 天使からの贈り物 鹿児島県

顔も手作りで立体的な粘土人形、
かる～いお花、人形のブローチ、
小さな壁掛け人形、大きなベアー、
メルヘンチックな人形、是非のぞ
きに来て下さいませ！！

http://woodenchildren1981.blog.fc2.com/

44 ぬくもり 都城市

木のぬくもりや手作りのやさしさが感
じられる”おままごとキッチン・いす・
絵本棚 ”などのナチュラル系のハンド
メイド木工や、小物をそろえています。
また、ベビースタイや子ども服・布小
物も置いてあります。お気軽にどうぞ!!

http://ateliercotton.web.fc2.com/

45/50 アトリエ COTTON 宮崎市

手づくりにこだわって、布物、木
工小物を製作しています。
実用性のある作品つくりを目指し
ています。

http://estadndar.exblog.jp/

47/48 ESTANDAR+ 都城市

今回で２回目の出店になります。
みなさまの暮らしの中で、ちょっ
とした心の贅沢を感じてもらえる
ような作品を目指して、スタッフ
が心をこめて作っています。

みやちゃんブログ　ma*rose

49 ma*rose & iroha 日南市

大好きな資材、生地にこだわって
ナチュラルで大人可愛い作品を製作
しております。１つ１つ心を込めて
製作します手作りの良さ温かさがお
伝えできればいいなと思ってます。

みやちゃんブログ　ma*rose

51 minami 宮崎市

ひとつひとつ心を込めて、手づくり
しています。いつもの生活をちょっ
とおしゃれに、そして楽しく過ごせ
る…そんな作品を見つけにいらっ
しゃいませんか !!

みやちゃんブログ　ma*rose

52 couleur 宮崎市

昨年に続き２度目の出店をさせて
頂くcoulearです。
色味、色使い、色遊びをテーマに、
ナチュラルから大人ガーリー、子
供 pop など色々なテイストの１
品を作っています。

http://unfil.chesuto.jp/

53/54 Handmade + 雑貨 unfil 都城市

都城でハンドメイドと雑貨のお店を
やっている unfil です。OPEN して
一年たちました♪県内外の約10 名
の作家さんの作品を取り扱ってお
ります。ぜひお気に入りの一品を
見つけに遊びに来られて下さいね。

http://unfil.chesuto.jp/

55 cheeeku 鹿児島県

前回、初めて参加させて頂きました。
お店やネット販売等はしていませんが、
個人的に趣味の一環でハンドメイド作
品を作ってます。前回参加した際に沢
山の方に購入して頂いた喜びと感謝を
込めて、又新しい作品で出店したいと
思うのでよろしくお願いいたします。 http://www.victorianrose.sb1o.jp/

56 ヴィクトリアンローズ 宮崎市

可愛いレースやビーズ、リボンを使ったヴィ
クトリアン風の小物やバッグ。シルクの白
生地を花びらの形にカットして、美しく染
めて作る布花のアクセサリー。手作りだか
ら出来る、世界にひとつしかない素敵な
作品をお届けできると嬉しいです。

http://plaza.rakuten.co.jp/ukanikki/

57 Picnic Basket 熊本県

手づくりのよさを大切にして２人
で作っています。Picnic に出か
ける時のフワフワ感を Basket に
つめ込んで…。そんな気分になる
様なものをお持ちします。

http://plaza.rakuten.co.jp/ukanikki/

58 工房 陶次郎 三股町

今回初めて出品します。趣味で始
めた陶芸も 11 年目となりました。
自宅の工房で毎日楽しく、土と向き
あっています。今後とも皆様にご愛
用される器を作り続けたいと思いま
す。ひとつひとつ手作りです。皆様
の心がハッピーになります様に！ http://plaza.rakuten.co.jp/ukanikki/

59 Viola 宮崎市

私達「Viola」は３人の作家でイベ
ント中心に活動しています。柔らか
い色使いの布・革小物の「Chiffon」、
繊細なレース編みの「Leaf」、温も
りを感じる編み物と布小物の
「Soleil*」の３人で暮らしに生かせ
る心地よい作品を作っています。

http://heartland.chesuto.jp/

60 Heart ☆ Land 鹿児島市

ハンドメイドの陶器（薩摩焼）をはじめ、
布小物やバッグ、スイーツデコ、ニット
商品と幅広く「実用的」をモットーに商
品作りに心掛けています。各地のイベン
トに友人２人で参加しております。お気
に入りの一品、見つけに来て下さい。

http://e2shii.blog11.tc2.com/

61 e2shii + mikko 三股町

第１回目に参加させてもらったe2shii と言
います。久し振りの大きな、そして想い入
れのあるイベントに参加できて嬉しいで
す。革小物を中心に、友人が作る布小物等、
自分だけのずっと側において、使っていき
たい１つだけをオリジナルで作っています。

http://www.btvm.ne.jp/̃siroku

62 三股焼 紫麓窯 三股町

陶の器を製作しております。毎日の忙しい
暮らしの中で、ホッと一息つける瞬間や心
地の好い空間を供に過ごせるようなモノ作り
を目指しております。落ち着いた色合いの
器を中心に、はし置き等の小物類も出品い
たします。是非手に取ってご覧下さいませ。

http://chikox.ameba.jp/

63 coeur joyeux 三股町

訪れてくれる方たちが、手に取って商品
をみて、楽しい気持ち、幸せな気持ちに
なれるようにと、思いを込めて一点一点
ハンドメイドで作ってみました。毎日の癒
しや、オシャレのワンポイントにいかが
ですか？お気軽にお立ち寄り下さいね。

http://keikao.com/

64 けいかお 三股町

子どもからお年寄りまで楽しめる木のおも
ちゃ・雑貨を作っています。地元産のひのき
をメインに木材を組み合わせて楽しく生活に
彩りを与えます。ていねいに磨いて仕上げて
いますので安心安全です。遊ぶだけでなく、
使わない時はインテリアとしても楽しめます。

http://atelierbee2007.blog.fc2.com/

65 かもめや 都城市

かもめやの主な活動は、年数回のイベント
参加です。イベントのたびにいろんな刺激
を受けて、現在結成 7 年目を迎えていま
す。今回も素敵なハンドメイド服、ドライ
フラワーアレンジ、バッグ、小物等を取り
揃えてかもめやブースでお待ちしています。

http://www.annie-web.com

31 あすなろ 都城市

クラフトバッグ小さい物から、大
きい物まで各種揃っています。布
小物もポーチから手提げバッグ、
片掛けバッグなど色々です。

http://ameblo.jp/usamiyurin/

32 森のうさぎ 福岡県

はじめまして、森のうさぎです。
木工雑貨、家具、ガーデニング
木工雑貨を販売しています。すべ
てオリジナルのハンドメイドです。
よかったら見に来て下さい。

http://sutekimokkou.chesuto.jp/

33 dimanche 鹿児島県

毎年出店をたのしみにしているイベン
トです♪心がほっこりする作品作りを
心がけ、ハンドメイドを楽しんでいる
４人組です。１つ１つ心を込めて作っ
ている作品をぜひ手に取ってご覧下
さい。みんなで楽しみましょうネ。


