
第３回　アートクラフト in 市原　出店者リスト

近藤　佐兔司 四街道サンデー木工クラブ 木工 四街道市

種綿　義博 多音他工房 木工 山梨県 体験

加藤　泰男 加藤工芸所 木工 静岡県

植原　律志 コノコト 木工 埼玉県

田巻　勇一 壺静たまき工房 木工 新潟県

大輪　修 くらふと Big ring 木工 神奈川県 体験

若菜　庄一 無派工房 木工 千葉市

荒井　正俊 moonchild 木工 夷隅郡 体験

渡瀬　剛男 まるわ堂 木工 茂原市

伊藤　儀雄 市原木工クラブ 木工 市原市

西岡　忠司 工房　西岡 木工 埼玉県

中桐　友哉 Merry Spice 木工 千葉市

山中　俊男 赤い鳥 木工 東京都

鎌田　信八 木工房HACHI 木工 岩手県

磯　義典 CRAFT S 木工 群馬県

松島　實 ネコバス工房 木工 いすみ市

村田　六郎太 C craft hause MURATA 木工 市原市

武内　智広 武内建築設計工房 木工 袖ケ浦市

間野　孝一 家具工房　Tabineko 木工 山武市

豊永　禮紀 ホウエイ 木工 成田市

宮野　重義 くらふと宮野 木工 市原市 体験

萩原　実 クラフトHAGI 木工 長野県

丸野　兼俊 オーナメント工房 木工 長野県

菅原　龍二 R's Factory 木工 宮城県

油屋　節夫 恵山民芸 つる 秋田県

越智　稔生 工房あず（AZ） 布 山梨県

水戸部　恭子 FRINGE 布 いすみ市 体験

仲田　元 げんき工房 布 和歌山県

細川　葉月 アトリエ葉月 布 長野県

角田　栄子 工房りん 布 茨城県

山中　保孝 In the Mt. 布 東京都

山中　佐智子 In the Mt. S 布 東京都

小澤　よし子 布夢布夢 布 市原市

小川　月恵 手作り家具　布小物　H&T 布 流山市

永島　純子 Kiya 布 埼玉県

石川　ゆりえ HANaKO 布 千葉市

前田　良子 日本刺繍『糸アート』 布 市原市 体験

齋藤　純一 染道楽 染 群馬県

成登　やえ 華根無会 染 市原市 体験

宇田川　治子 染色工房　華根無会 染色 市原市

森本　恭通 西荻くつした 染色 東京都

屋部　志津子 MOLA モラ 市原市

奥　信輔 組紐工房おくや くみひも 京都府 体験

辻榮　亮 総天然素材革工房 革榮 革 東京都 体験

小川　信 Pow（パウ・レザー） 革 神奈川県

石橋　進 革 市原市

古沢光男・古沢純世 ふるさわ革工芸 革 松戸市

花房　順子 アトリエ'花ふさ 革 市原市 体験

太田　潤一 STRAWBERRY JAM 革 仙台市

長谷川　三枝子 m☆world 革 埼玉県

新谷　訓一 海蛇革工房 皮 京都府

岩井　良子 岩井ムートン工房 羊毛 山梨県

吉澤　浩 吉澤　浩 陶芸 埼玉県

一井　晴機 晴栄窯 陶芸 八街市

相葉　仁美 工房　屯 陶芸 市原市

大田　至 秩父椿森窯 陶芸 埼玉県

山口　陽子 SUN CRAFTS 陶芸 茨城県

磯部　茂 泥平's den 陶芸 山梨県

中村　礼子 青陶がらし 陶芸 市原市

高山　久夫 楽陶窯 陶芸 市原市

安藤　弘平 房総熱帯陶芸 陶芸 千葉市

升川　正美 BoSo花窯 陶芸 市原市

野々口　澄雄 池鯉の鮒 陶芸 愛知県

和田　守仁 もりねこ 陶芸 千葉市

大阿久　晋 大阿久晋の陶磁 陶芸 東京都 体験

遠藤　みどり 陶芸 長柄町

宝泉窯 陶芸 奈良県

大兼　正巳 馬舟窯 陶芸 栃木県

葛　信一郎 創作陶房　翠信窯 陶芸 市原市 体験

アトリエ　コト・コラージュ日々 陶芸 長野県

島田　久美子 彩工房 粘土 柏市

金井　彩陽子 エスポワール ガラス 習志野市 体験

小川　みどり エスポワール ガラス 市原市 体験

斉藤　寛 Lamp Work ガラス 船橋市 体験

徳間　純一 硝子工房クラフトユー ガラス 新潟県

平田　敬子 バーナーワーク　ガラススペース　スペースK ガラス 市原市 体験

吉田　元雄 ガラス工房吉田　 ガラス 野田市

小黒　哲夫 アトリエ・ドデカ ガラス 茂原市 体験

林　俊介 ステンドガラス工房　チャイハナ ガラス 高知県

大野　美代子 エスポワールガラス工房 ガラス 市原市 体験

野武　崇 ステンド工房かげるみ ガラス 東京都

森田　明 IMAGINE ガラス 埼玉県

飯田　章 あいらぼ ガラス 東京都

馬場　よしの 工房ビアンカ 天然石 茨城県 体験

下平　戸事 工房ぽるた 鉄 長野県

大森　政好 大森工房 鉄 市原市

木下　宏昭 鉄工アート　きの鉄工房 鉄 市原市

佐藤　彰三 ブリキや彰三 銅 長野県 体験

脇本　正義 和貴産 金 兵庫県

蒔田　浩之 水滸の月 金属 静岡県

葛岡　奈津実 てしごと工房nuts 金属 長生郡

工藤　のり MCARAM ワックスコード 君津市

田中　克樹 切り絵工房　克 切り絵 群馬県

遠山　崇 筆文字セラピスト　たんたん 絵 匝瑳市


