
クラフトテント市　出店一覧

テント番号 カテゴリ 出店名 品目

1 クラフト 早蕨窯 食器全般

2 クラフト 5works 帽子・鞄・小物入・ぬいぐるみ

3 クラフト いろさじ屋 カラフルスプーン・フォーク・キッチン用品

4 クラフト スタジオ　シャイン ガラス器

5 クラフト 朝陽窯・聲山窯 陶器(日常食器・花器・香炉・人形)

6 クラフト あるがまま工房 茶碗・コーヒーカップ・小鉢

7 クラフト 陶工房 みなみかわ 手作り陶器(食器・花器等)

8 クラフト suzugama-now 食器

9 クラフト 加藤工芸所 木の弁当箱

10 クラフト クラフト石川 手作り食器・耐熱食器

11 クラフト 光萌窯　中西 申幸 陶器

12 クラフト 不毅窯 陶の食器・花器等

13 クラフト からこ窯 陶磁器

14 クラフト 貴仙窯 湯呑・茶碗・マグカップ等

15 クラフト クラフト樺 木工・染織製品

16 クラフト むかで窯 陶器

17 クラフト ichi 陶器

18 クラフト シロトクロ・重松康夫 陶器

19 クラフト こばやし まみ 陶器

20 クラフト hutte 真鍮アクセサリー・フェルト小物･ししゅう小物

21 クラフト 土井 雅文 手作り陶磁器

22 クラフト 陶房　啓峰 陶器

23 クラフト 備前焼　暖氣工房 田んぼの土を焼しめた焼き締め陶器

24 クラフト 京焼　瑞城窯 練上手ビアカップ急須徳利

25 クラフト たくぼく 木工品・木皿他ｲﾝﾃﾘｱ雑貨

26 クラフト 風露香 矢澤紀夫 食器・陶画

27 クラフト 紫竹窯 食器・花器等

28 クラフト Robert Edwin products バッグ・ポーチ・サコッシュ

29 クラフト 遊春窯 陶器

30 クラフト myum～みゅーむ～ インテリア雑貨・ビーズアクセサリー・布小物

31 クラフト 八風窯 手作り陶器・こども食器

32 クラフト 田中 大喜 陶器

33 クラフト Ｈ・Ｃ・Ａ 陶磁器

34 クラフト 川瀬 浩愛 自作の陶芸作品

35 クラフト 泥々 陶器

36 クラフト 加藤 祥孝 マグカップ・飯碗・皿鉢等

37 クラフト 株式会社 天祉 陶器・小物雑貨(焼き物)・螺鈿商品

38 クラフト 工房 ふゆ木立ち 陶器

39 クラフト 鵜飼 菜月 陶器

40 クラフト 奥村靴工房 オーダー靴・革小物・帆布バッグ

41 クラフト ジェイムス イラズムス やきしめ・鉢・カップ・酒器等

42 クラフト 河合 里奈 陶磁器

43 クラフト 窯屋Ｋ 陶器

44 クラフト piico 陶雑貨

45.46 クラフト デルタス名和・F TAMURA 食器・置物・グラス・花器

47 クラフト 土岐 和幸 陶器

48 クラフト nohea がま口バック・ポーチ・小物雑貨等

49 クラフト studio　TON房 食器・花器

51 クラフト 吉澤　浩 コーヒーカップ・皿・鉢等

52 クラフト 京焼　早川元観(観芙) 陶磁器(京焼・清水焼)

53 クラフト 伊藤　豊 陶器

54 クラフト 花水工房 急須・ポット・香炉他

55 クラフト 河内　啓・岡山富男 陶器

56 クラフト 工房　南風・崇心 陶器

57 クラフト HMclothing 岡山県産のデニムと帆布で作ったバッグ

58 クラフト 西出陶房　西出真英 陶器
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テント番号 カテゴリ 出店名 品目

59.60 クラフト 正陶苑　祐山窯 和陶器

61 クラフト 茶碗・ぐい呑　ギャラリーはせがわ 茶碗・ぐい呑

62 クラフト 器　穀雨 粉引、刷毛目、鉄釉などの暮らしの器

63 クラフト 陶工房 つばめ 陶器

64 クラフト 柴田 サヤカ 陶の器・アクセサリー

65 クラフト 江口 智己 陶器

66 クラフト くれ舎・めい子 陶器・陶人形

67 クラフト 自然木家具KATSURO 自然木家具

68 クラフト 南窯　工藤 工 陶器、食器

69 クラフト しの平窯 陶器の食品・花器・抹茶碗

70 クラフト 奈々司窯 食器・花器・茶器

71 クラフト 工房瑞穂 てづくり陶器

72 クラフト Shoeing(シューイング) 靴

73 クラフト 泰青庵 陶器

74 クラフト as Primo(アズプリモ) 革製品

75 クラフト たけや義 京の茶道具職人が作る耳かき・耳かき実演販売等

76 クラフト モノモノ丸 ハンドメイドの陶器

77 クラフト KANEAKI　SAKAI　POTTERY 陶磁器

78 クラフト うたあし陶房 和食器

79 クラフト studio　bwanji 陶磁器

80 クラフト 秋山 昌史 陶器

81 クラフト 加藤 輝雄 陶器

82 クラフト クラフト悠季 縁起物を中心とした置物・動物の時計

83 クラフト 京都鞄店　小野正人 かるい鞄

84 クラフト 一ツ松　綾乃 陶磁器

85 クラフト 陶工房　百舌鳥 陶器

86 クラフト リスの木食器工房 手作り和食器、陶雑貨

87 クラフト Kaneatsu工房 手作り陶器

88 クラフト 立川 玄八 陶器

89 クラフト 工藤製陶所 陶器、食器

90 クラフト 陶工房シィちゃん 人と植物と動物(イヌとネコとメダカ)の器

91 クラフト 草の実窯 手作り陶器の食器、酒器等

92 クラフト 鞄　HUIT 鞄

93 クラフト Clappin　Jam スマホ用木製スピーカー

94 クラフト SUIYO 陶器

95 クラフト A´ナチュラルデイズ 食器・花器・アクセサリー

96 クラフト 工房四十雀・陶工房 きたで 陶器・陶のアクセサリー

97 クラフト 五平窯 皿、湯呑、カップ等

98 クラフト モザイクタイルのティーアート タイルクラフト体験・モザイクタイル販売

100 クラフト for　me ハンドメイド真鍮アクセサリー

101 クラフト 三田眞幸・栗原佳子 陶器

102 クラフト 陶工房 ＳＯＲＡ 皿、鉢、土鍋

103 クラフト 北村陶房 陶器

104 クラフト 松原商店 洋服

105 クラフト Yummy　Life　Design　Store 食器・インテリア・雑貨

106 クラフト ubdy 手彫りの木のお皿、器、カトラリー

107 クラフト モリユミ・佐々木 陶器

108 クラフト けやき工房 陶磁器

109 クラフト fuji　pottery 陶器

110 クラフト 岡村 宜治 陶器

111 クラフト 芳洲窯 陶磁器

112 クラフト ななはち窯 手作りの陶磁器

113 クラフト 寺井 孝太 陶人形、まめ皿、香立て

114 クラフト 工房山窩 木工家具、山葡萄かご

115 クラフト ATELIER　K'z オリジナルデザインによる手作り服

116 クラフト 8645 陶器
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117 クラフト KAGURA 神楽 食器・花器

118 クラフト 陶房孝 陶器

119 クラフト みずとかげ 陶器の小物

120 クラフト 石川裕信・額賀円也 陶器

121 クラフト スタジオＫ２ 陶磁器

122 クラフト 伊智朗窯 食器、オブジェ

123 クラフト 勝旨窯 食器、花器、茶器、水槽、植木鉢等

124 クラフト 七彩窯 手造り陶器

125.126 クラフト もゆ 食器・花器・アクセサリー

127 クラフト 奈盧窯 陶器

128 クラフト 渓水窯 陶磁器

129 クラフト tayu*tau 陶器

130 クラフト 8823/glass work,MACARON 吹きガラス、陶器

131 クラフト 美濃古染付　菊石窯 米碗、湯呑、花瓶、マグカップ、珈琲、皿等

132 クラフト huge　ceramics 陶器

133 クラフト 陶房薄氷 陶器

134 クラフト 花の器・食の器ひろし 陶器(食器・花器)

135 クラフト こぶし陶房 壺、花入れ、一般食器、布小物

136.137 クラフト じゅん陶房 陶器

138.139 クラフト 平安楽堂　松岡賢治 陶磁器

140 クラフト ガラスアクセサリーのHOLY-BASE アクセサリー、服飾雑貨など

141 クラフト potteryきなり 陶器

142 クラフト ギャラリー福 陶器

143 クラフト HASHI by STYLE OF JAPAN 箸

144 クラフト 兄妹工房　彩麗 陶磁器、ミニチュア陶器、日常食器、アクセサリー

145 クラフト 荒賀文成・石井菜摘 陶器

146 クラフト 陶luonto 陶磁器

147 クラフト 天白ワークスと桃太郎の器 陶器と布クラフト

148 クラフト RAKU 陶器

149 クラフト 陶芸作家　松尾亮佑/川口英利奈陶器

150.151 クラフト 五春窯 和食器、陶芸品、クラフト、小物

152 クラフト 工房ARTSURU あーとする ステンレス・生き物グッズ

153 クラフト 現窯・内崎 徹 絵付け陶磁器

154 クラフト 京焼 菩泉澄 Boice 半磁器の食器と花器

155 クラフト 工房　咲楽 京焼、陶器、陶人形

156 クラフト Magical zuzu 陶アクセサリー、陶雑貨

157 クラフト 硝子工芸篠崎 ぐい呑みやタンブラー等のガラス工芸品

158 クラフト 天志窯　中西天志 陶器

159 クラフト (酒袋と和柄のバッグ)たつみ 手作りバッグ


