
4月24日（日）出店者リスト一覧（五十音順）
雑貨
屋号 内容
IORI 草木染め小物　古布でつくった袋やふろしき

ウノダイサク 真鍮制のハンドメイドアクセサリー

Eternite 大人服

old American アメリカと日本の古いもの

ガイコツカンパニ ガイコツをモチーフとした雑貨

消しゴムはんこｍｉｄｕ いろいろなマーク、イニシャル、メッセージの消しゴムはんこ

移動絵本屋　こども古本店 リサイクル絵本の販売、絵本・紙芝居の読み聞かせ

こみんぐる メルヘン編み物雑貨とオリジナルきのこ雑貨

じょしおりstudio 頭におにぎりがのっかってるカエルくんブローチ

SLOWDAYS ステンドグラス　バスケット　ブローチなど

sew 手づくり靴、鞄の販売

タイ・ヒーリング リラクゼーション　タイ古式マッサージ、足つぼマッサージ

chune 子供服、大人服、ヘアアクセサリー

なごみの花アトリエ ナチュラル素材のフラワーリースと花雑貨

nanahoshi 吹きガラスによる器

nanairo陶器 陶器

2525mama&petit*howa 布小物　子供服　

猫雑貨　招福 猫・小型犬用の首輪、アクセサリー、ポストカード、フォトブック

88beeHive ステンドグラスで製作したインテリア小物・アクセサリー

pata-pata 刺繍アクセサリー、インポートビーズ資材

花屋パステル プリザーブドフラワー・デコ小物・アレンジ花

日々の生活と古いもの 古道具・ドライフラワー

ひーこ屋 天然石のアクセサリーとサンキャッチャ　陶器

服屋 宮 洋服

FULLHOPE ビンテージ生地を使ったハンドメイドの布小物と洋服

ほっこり窯 美濃焼カップ、お皿、置物

ぽんめのこ フェルト雑貨・子供用品

mint*blue レジンアクセサリー

あおぞら写真館 記念写真撮影&写真にまつわるグッツ

うつわの店　まるき オリジナル木製器

Enishi Candle キャンドル＆ワークショップ

EMPORIO IRACEMA ATELIER 木工品

of♪howaito（おふほわいと） ナチュラルなレースを使って仕上げたがま口ポシェット

ガラス屋おかやま ステンドグラス雑貨

木の工房　くぬぎまき　 木のアクセサリー、インテリア雑貨、キッチン用品

きいろ屋 陶器の一輪挿し

クワハラシホコ イラストレーション雑貨　似顔絵

CoCoRon & koto koton* フラワー雑貨[CoCoRon] と アクセサリィ[koto koton*]

5＋cinqplus 子供服・大人服・ドライリース・ヘアーアクセサリー

suzugama やきもの

Zluta Lzice 手作りアクセサリー

造形作家 Zoe 羊毛フェルト「起き上がりこぼし」

Cha Chatto 布小物、アクセサリー

つくりお 食べものの絵のポストカードや紙雑貨、金工アクセサリー

T・O 革小物、編み小物

Tetsu Moku 鉄と木の家具/雑貨

teto*mono 陶の器、小物

nakanaka 布小物 アクセサリー

ナゴタイ　リラクゼーション タイ古式マッサージ　リフレクソロジー　ボディケア

ハゴロモ治療院 はりきゅうと整体

はぎれいろ 手縫い刺しゅうの雑貨

花アトリエ　simply* 造花アクセサリーや花雑貨

ピーチシトロン 子供服と子供雑貨

pieni 〜Home sweet home〜 昭和レトロガラス雑貨・木工雑貨



hue 樹脂を成形・塗装したフラワーアクセサリー

ひらめぐ商店 暮らしまわりの手づくりこまもの

藤そう[fujisou] ハンドメイド雑貨

pecoriのパンブローチ パンブローチ

holo ヴィンテージ・古道具

Popora 布雑貨

mignon & La pomme リネンやコットンのナチュラル洋服、布小物、麻ヒモバッグ

日日日 micca 帆布バッグ 染小物

megumi 赤ちゃん用品からご高齢の方までの雑貨 おもちゃ、帽子

Larou hat 手づくり帽子

ラフイユ 季節のドライフラワー　植物で出来たピアスやイヤリング

LOVE&SMILE メルヘン雑貨 ・オリジナル引き揃え糸玉

Relaxation space あおい ヘッドマッサージ

one plate HM+ レース編み、プラバンのアクセサリー

あとりえＫ ハンドメイドアクセサリー

ufu* ハンドメイドアクセサリー、ハンドメイドレザー小物

OCHICOTI インテリア雑貨、アクセサリー、バック

kappa＊ya ステンドグラスの販売

貝殻アトリエJyarinko 貝殻を使ったウェルカムボード、インテリア雑貨、アクセサリー

kate i toe 全身にがおえ

銀蛙屋 TaBoo925 カエル、両生類、爬虫類、工具モチーフのシルバーアクセサリー

cl'e. クレ アクセサリー 大人服

grocca シルバー＆真鍮アクセサリー

工房 柘植志保 陶磁器

こびとや エコクラフト、子供服

こんどう家 漆箸　漆器　日本蜜蜂の蜂蜜

saltam ハンドメイドのりぼんヘアアクセサリー

さくあず 本物のパンで作った雑貨

ＳＡＮＤＡＬ工房 オーダーメイドレザーサンダル

style of nostalgique mellowly 花と緑のインテリア雑貨

窯元SOUSEN 陶芸

sono. キャンドル

ｓｏｒａｎｉ ハンドメイド洋服　布小物

Charm アクセサリー雑貨

tulala works バーナーでひとつひとつガラスを溶かしてつくったアクセサリー

トルク・ポーセリン 瀬戸物の素焼き不良を再加工したアクセサリー

naturalwoody 木工インテリア レザー小物 こぎん刺し小物 アクセサリー

nocogou（ノコゴウ） 手捺染の布生地（オリジナルデザイン）　布製品

hanamame 生花切り花、リース、ドライアレンジメント

piico 陶製雑貨（時計などのインテリア小物、アクセサリー 他）

訪問サロン Ruflan リフレクソロジーのトリートメント

many ribbons ハンチング、お洋服、布小物、バッグ、アクセサリー

Minoha工房 陶のアクセサリー・オブジェ・楽器・花器・器・フイルムカメラ

MuMuMuMu イラストグッズ、木のブローチ。

杜の風 てづくり雑貨

Lapin 雑貨

L'ALLURE バッグ、布雑貨、アクセサリー

Rice 布小物、アクセサリー

Rico-Ricco* アクセサリー／布小物

lim lim** 帽子などのKnit小物

RORO COLORE 消しゴムはんこの販売

重左衛門 耳かき

tytto 刺繍アクセサリー・布コモノ

にしむら☆めい 陶器とニット布小物の販売

ninguru帽子屋 自分で作成した帽子

2nico. 陶器・手づくり木工品

nomad 天然石マクラメアクセサリー

福 版を押した服と革小物



露天
屋号 内容
手網自家焙煎o-coffee ドリップコーヒー

R ART OF COFFEE コーヒー

Sayulita タコス、ブリトー、ケサディーヤ

しあわせはっち 発酵玄米あまざけと天然薬草酵母

Neues coffee&baked ハンドドリップコーヒー マフィン

パピリカ バナナ焼き

パンダコーヒーロースターズ どこよりも美味しいスペシャルティコーヒー豆

フレイトレシピ オーガニックの植物性材料を使った焼き菓子、ドリンク

豆珈房 コーヒー、コーヒー豆

もりのいえ スイーツ、お弁当、焼きうどん

Yeti Fazenda COFFEE  house blend COFFEE　　オールドファッションドーナツ

青ノ木農縁 自家栽培の農産物と農産物を使ったグリル、鉄板焼き

えんや BBQ 牛肉串焼、プエルト・リカン・サーモン

Coffee Meter 自家焙煎珈琲、ジュース、焼き菓子

サンタルヌー 燻製チキン、燻製マヨネーズを主体とした燻製食品

しましまkitchen スティックチーズケーキとハンドドリップ珈琲

スイーツでんえん 美濃唐揚げ、南濃みかんのスイーツ・焼き菓子

ＴＡＢＩＣＡＦＥ ラーメン

天然食材農園２１世紀 玄米棒、あられ

Baan Tawan（バーンタワン） ガイトード（鶏のからあげ）・ガパオ、グリーンカレー

ボロ家カフェプチャリ フォー（お米の麺）、無農薬果実ジュース

soba cafe maco&sunny ガレット、シードル、アップルタイザー

楽趣味（ラクシュミ） インド風唐揚げ

caf'e plein soleil 自家焙煎コーヒー、紅茶、コーヒー豆

キッチンカー
屋号 内容
korekara お弁当

石窯PIZZA屋台 boccheno 石窯ピザ　

サワディーCar タイラーメン

ティアレ 米粉クレープ、タピオカドリンク

Today's kitchen 茶屋ヶ坂 フード、ドリンク

トライバルアーツ もずくの天ぷら、フォー

HOA BINH TABLE ホットドッグ、ベジサンド、オーガニックコーヒー、スコーン

まごころ みだらしだんご

飲食物販　農産物
屋号 内容
青山商店 福松 お赤飯、山菜おこわ、黄飯(端午の節句)、杵つき餅

アッコパン 天然酵母パン

手づくりお菓子auntie's 愛知県の素材を使った無添加焼き立てお菓子

うめぼしの松本農園 梅干し

お菓子屋Rietto 焼き菓子

おうち菓子 マダムアン お菓子、ドライフルーツ

岡田農園 野菜 お米

小川真喜子＋セレクト＆なごやか和の国 カレースパイスセット・ハーブスパイスソルト・ティーマサラ

お漬物 井川商店 無添加仕上げのお漬物

おにぎりやさん おにぎり

Café猫の散歩道 猫スコーン,ネコ型クッキー

cafe canon〜カフェ花音〜 ランチBOXとキッシュ



カフェ百時 19種類のチーズケーキ

グラノーラ専門店 fig 自家製グラノーラ

gurugurupancafe パン 和ベーグル

米花 国産米粉で作ったパン

coeri キッシュ・おやつ

SachicoBrownie チョコブラウニ- 焼菓子

自家製酵母パンｈａｒｕ　＆　Lala　natural 天然酵母パン・焼き菓子、オーガニック弁当

シフォンケーキ工房 ごえんや 無添加シフォンケーキと焼き菓子

シュエット キッシュ＆ケークサレ

たまご屋さんのシフォンケーキ『Sayuri's chiffon』こだわり卵を使ったシフォンケーキ、プリン、ラスク

菓秀庵tanaka アイシングクッキー・焼き菓子販売

ちからぱん工房 天然酵母パン

tititopu lunch box

TSUBOYA カヌレ、焼菓子

手焼き　おかきや 手作りのおかき

春日の小さな茶農家 傳六茶園 春日茶販売

ドルチ工房 シフォンケーキ、お惣菜マフィン、スイーツマフィン

どら焼きハウス　豆香 どら焼き　全13種類

トレジャー畑 新鮮野菜,ハーブ等の鉢植え

nicetimefarming 野菜、お米等農産物

Notari(ノタリ) なめらかプリン各種、米粉の焼菓子

ノーマ農園 自然栽培野菜

ぱん屋　よつ葉 国産小麦・天然酵母・野菜を練りこんだぱん 焼き菓子

ひょうたんカフェ 手づくり豆腐、おからドーナツ、手織り雑貨

びぃえん 無農薬野菜

種萬　廣田本舗 １丁焼きの玉子せんべいとニッキせんべい

ふーちゃんSHOP はちみつ

ブレッドバスケット パンや小麦を使ったお菓子

就労継続支援B型事業所　ふぅえん 焼き菓子（シフォンケーキ、ラスク等）

菓子司　不老園 和葛、和菓子　販売

ポン菓子専門店 PON STORY ポン菓子

桝文 和菓子

めぐみ飴本舗 げんこつ飴

もちの木 蒲郡の郷土菓子、油菓子の販売

山中農園 愛知県の伝統野菜｢ファーストトマト｣,旬の野菜

Riso パン

こどもワークショップ
屋号 内容
ローズマリー 子供向けフェイクスイーツデコ体験

☆Puamelia☆フェイクスイーツ フェイクスイーツ＆ブレッドのワークショップ

☆Puamelia☆フェイクスイーツ フェイクスイーツ＆ブレッドのワークショップ

Room Sealiah (AEAJ協賛)香育イベント 親子で楽しむ香りの時間

テーブル縁市
屋号 内容
macoran 手作り小物販売

moccomocco プリザーブドフラワーとアーティフィシャルフラワーのリースブローチ

CREA プリザーブドフラワーを使ったリースやアレンジ

アトリエnoako ヘアアクセサリー全般、ピアス 、イヤリング

soeur【スール】 大人服・子供服

MJキモノ部 アクセサリー雑貨販売

インド雑貨やさんoaks 手作りインド雑貨


