
花梨
これから持ちたい夏籠や印
伝風の財布、そして大島紬
で作ったバッグなどを販売し
ています。

スピリチュアルヒーラー川嶋誉子
個人セッションは口コミ100%、リピー
ター率100%。あなたも輝ける未来の
為のメッセージを受け取りませんか？
人の気持ちからペットの気持ちまで。

K Pleasant Candle
ぷるぷるジェルで涼しげな
キャンドルを一緒につくりま
しょう！　ちいさなおこさまか
ら参加できます。

湯あがり珈琲
オーガニック生豆をお湯で下洗いし、カ
ビや汚れを取り除く「アームズ珈琲®式」
の自家焙煎珈琲豆販売。無農薬、有機栽
培、フェアトレードの豆を軸にご用意。

セルーナクラフト　つまみ細工
伝統工芸のつまみ細工を手軽にお
使い頂ける様にアレンジしました。
髪飾り、ブローチ、ストラップ、マス
クチャーム等、可愛い和小物です。

植込
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麻布大学　馬術部&馬活研究会
蹄鉄および羊毛フェルトやアクセサリー、
マスコットなどの販売。

こどもわくわく隊
（ボーイスカウト神奈川連盟
県央地区災害支援特別委員会）
宮城県などの被災地から取り寄せた
オススメの逸品を販売。

ちょんれーん
（桜美林大学カンボジア教育支援団体）
ミサンガなどカンボジアグッズの販売。
※売上はカンボジア語学学校に寄付されます。
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さがサポ
（さがみはら認知症サポーター
ネットワーク）
相模原の野菜の販売。

GREEN HEART 
津久井白いちじく農園
全国復興応援野菜の販売。

＊1Fオーロラデッキ下会場＊
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kanani
手描きオリジナルHawaiianアートグッ
ズの販売。Welcomeboard、ウッドネッ
クレス等のアクセサリーいろいろ！　WS
はシャカシャカストラップポーチ付。

ハンドメイドの楽しさをお伝えしたく、
ワークショップを開催。今回は『レジン
で作るミニクリームソーダ』の体験と
雑貨販売でお待ちしております♪

ショーズ　キッチン
国産小麦100%使用のパンを手
造りしています。チーズ食パン、
あん食パン、クルミレーズン食パ
ン、クロワッサン、デニッシュなど。

ポケ海
海素材を加工して作った、ア
クセサリーや雑貨の販売 &  
海レジンのワークショップ開
催します。

loa smile
多くの方にグラスサンドアートとアクア
ハーバリウムの体験をして笑顔になって
頂きたい。そして、作品から見た事のな
い世界感を感じて頂けたら嬉しいです。

hoyuyu_parts
耳元から元気になれるをコンセプト
に小ぶりでキラキラしたアクセサ
リーを制作。お好みのビーズでオリ
ジナルペンが作成できるWSも開催！

paja
レジンや刺繍糸でアクセサリーを
作っています。たくさんの方にお
手に取っていただきたい気持ち
から低価格で販売しております。

ちくちく壽
タンスの肥やしを普段着に。
褒められウェア、お揃いの
バッグやアクセサリーをご
紹介します。

*hi's house*

ikachan-house 
思わず食べちゃいそうな、本物
そっくりな食品サンプルを製作
しています。ワークショップも美
味しそうな物を考えてます！

ちばちゃん♡さとちゃん
パッチワークが大好き♡　時間
があれば何か作っている2人が
小物、ポーチなどを今年も沢山
作ってしまいました(>▽<)

シャカチャーをつくろう
大人気のシャカチャーワークショッ
プが今回も淵野辺にやってきます♡
今回は新作デザインも追加します
ので、ぜひ遊びに来てください。

＊orange pekoe＊
一つ一つ心を込めてお作りし
ております。軽いので重さを感
じず、一点ものとなります。是
非お手に取ってみて下さい。

un'petit
丁寧に刺繍したアクセサリーや色
とりどりの布小物を持っていきま
す。毎回完売してしまうくるくるレ
インボーも持っていきます。

ichizu
バッグやスマホショルダーストラッ
プなど、ご使用頂くたびに可愛い
と、ときめいて頂ける物を…と思っ
てひとつひとつお作りしています♪

ラベルエラベット
淵野辺本町でアトリエをしていま
す。ドライフラワーアレンジ、着生
植物アレンジを日々の暮らしに取
り入れていただけたらと思います。

ｂ.connect
大野台にある福祉事業所が【大人可愛
い】をコンセプトにアクセサリー作りを
しています。イヤリング・ピアス・マスク
チェーンなどで普段使いにぴったり。

coco & BERRY & 2416
マヤ暦や数秘を用いて本当の自分を
知っていただきます。個性をどう伸ば
すのか意識も変わるのでは？　自分を
知るきっかけになればと思います。

なついろ工房
占い10分1000円～、サン
キャッチャー・ブレスレット販
売1000円～、ワークショッ
プ500円～。

街のケーキ屋さんMeme
自家製カスタードタップリのクリー
ムぱんやケーキ屋さんのメロンパ
ン。自家製クッキーの詰め合わせ
はプレゼントに大変喜ばれます！！

yatra
季節の果物などで作った自
家製酵母を使って、できるだ
け体に優しい材料で作った
パンです。

CAFE Lied
淵野辺駅北口徒歩４分のカ
フェリートです。米粉焼き菓子
とアルタイルさんの薬膳焼き
菓子を販売させて頂きます。

おいも365.
オーブンでじっくり3時間、旨味と風味
を味わえるやきいもを作ります。ゆっ
くりのんびり楽しんで下さい。無添加
でビタミンも豊富。身体にも優しい♪

lazyfanandprettygood
紙バンドのバッグ・カゴ・アク
セサリーのお店です。新作を
取り揃えてお待ちしていま
す。

weilna
生年月日と名前から導き出される数
字を読み解き、活用する数秘術。今回
は生年月日のみを使用して、あなたの
才能や強み、方向性を読み解きます。

Pure Heart
レースやリボンなどを使った可愛い･かっ
こ可愛い洋服や、男前をコンセプトに使
いやすいデニムのリメイク品などを作っ
ています。お買い求めやすい価格です。

りん子の似顔絵コーナー
漫画タッチな似顔絵です。お
写真からもOK。ペットも描
きます。

mt book
個性的な柄が魅力の頭が痛くならない
ターバン、レースの糸で編んだとっても軽
いアクセサリー、エコバッグになるご祝儀
袋など、こだわりのアイテムをお届け。

ユキコロン
全て羊毛フェルトで作った作品で
す。食べ物を頬張った可愛い動物マ
スコットたちのとぼけた表情にニッ
コリ笑顔になっちゃう作品たちです。

たたみへり小物の萩原製畳有限会社
畳屋の嫁が畳のヘリを使
い、バックやポーチ、色々な
小物を製作しました。是非お
手に取ってご覧ください。

かりめろ＆ちゃみ＋
アクセサリー、布小物、編みぐるみ等
を中心にハンドメイドしている3人組
です。3人それぞれの個性の作品をた
くさん持って行こうと思っています。

Maks.k & マメコイチ
ビーズや天然石を使ったア
クセサリーや可愛い布小物、
バッグなどを揃えています。

Le.lien
手作り好きなママ友4人で始めたお
店です。布で作ったポーチやバッグ、
編み物バッグやアクセサリーなど、そ
れぞれの個性が溢れる作品が沢山。

しおぱん
手作りが好きな仲間が集まって、
一点物のハンドメイド作品を作っ
ています。ぜひ、皆さんに手に
取って見て頂けたら嬉しいです。

niziiro ribbon
相模原市を中心に活動しています。
ドライフラワー、アーティフィシャル
フラワーなどを使ったインテリア雑
貨と麻紐バックの販売をします。

Ame.2r1
水彩ニュアンスレジン作家です。毎日が
んばるママや女性たちが、もっと自分を
大切にできるようにとの想いを込めて、
アクセサリーをお作りしています。

ちいさな冠
“手作りした物に感じる暖かさ”を届け
るために、ちょっとした小物を制作して
おります。ちょっとの笑顔と幸せが生ま
れるような作品作りを目指しています。
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1Fオーロラデッキ下会場＊出店ブースのご案内
　　アクセサリー　　　手芸品・雑貨･革小物　　　工芸・陶芸　　　イラスト･グラフィック　　　食品　　　セッション（占いなど）　　　その他

1Fオーロラデッキ下会場＊出店ブースのご案内
　　アクセサリー　　　手芸品・雑貨･革小物　　　工芸・陶芸　　　イラスト･グラフィック　　　食品　　　セッション（占いなど）　　　その他

tama     tala

ハンドメイド教室の先生です　　女性に
優しいオルゴナイト、グルーデコアクセ
サリー、優しい布小物を作っています。キ
ラキラと可愛いがテーマのお店です♪


