
所

手づくり市 出 店 場手づくり市 出 店 場

沢口畳店
中村家書道教室前
沢口畳店駐車場
谷地商店小川
旧和田米穀店
旧和田米穀店
佐々木駐車場
細重酒店
スペース鉈屋町
小野家軒

海沼家軒先
島村家軒先
お休み処

沢口畳店
中村家書道教室前
沢口畳店駐車場

小川家

佐久山家ガレージ
川村家軒先

八百倉町家
海沼家軒先
島村家軒先
大慈清水脇駐車場

小原家ガレージ
吉岡家
沼尾家ガレージ
斉藤家ガレージ
新番屋

大慈清水御休み処
大慈清水脇駐車場
小原家ガレージ
吉岡家
沼尾家ガレージ
斉藤家ガレージ
新番屋
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新番屋旧番屋30

旧料亭かわてつ

惣門ギャラリー
吉田家ガレージ
根子家
松木屋軒先
藤原家

旧料亭かわてつ

根子家
松木屋軒先
藤原家
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陶房マルヨウ       
坂川 孝子        
新渡戸 清子        
AKI&EMIKO       
Stella Capella       
workshop Hong Mei     
みるくの雑貨屋さん       
人形工房　アップルベリー        
Little Me      
マルツ工房        
小さな実っこ屋        
まんぼう工房        
くるり堂       
axel*       
mike      
ブリジャンテ    
のむ☆けし         
ここあびんず       
木夷 - KINBISU -
みんぽ’ s  sweet shop       
よしだちづる　Lota        
TENSHINO       
さくら       
菊池ろうそくラボ      
 ママ・マルシェ    
クマガイユキコ       
プルメリア＆しろねこ商店  
みのり工房      
絲会   
ひろはりきゅう        
癒しのハンドクラフト館 

カラコマ工房　　　

もりおかちっちゃいものクラブ 冊子・布小物・紙雑貨

mutuki tenten　 布小物・ビーズ刺繍     

元祖いちご大福　一心堂　 いちご大福

山口 茜里　　　 絵画作品・布小物・立体作品    

まつはし　　 天然石・シュシュ・和小物    

ぷちぎゃらり～華～　　　 ぽちぶくろ・布小物    

チャーボウズ＆カラリス・リシエ　　帆布バッグ ・ホームスパン   

pika pika * lapin　　　 ベビー・子供服・布小物    

ゆくり＆miwa　　　   和雑貨・洋服          

Komorin　 布小物・ブックカバー・袋もの　　　　　   

木羊日　　　   木彫ブローチ・羊毛製品    

マクロビオティック料理＆スイーツ           食器・ブローチ等小物 ( 陶器 )         

ポストカード・写真        

パッチワーク・ちりめん小物        

あみぐるみ・ベビーキルト        

ブローチ・布小物・こぎん刺し

ブックカバー・和小物       

 リバティハンドメイド雑貨         

   布人形・こけし        

   ハーブと椿油のサシェ       

T シャツ・手拭・バッチ等        

木の実リース・オブジェ        

手ぬぐいで作った布小物        

文化人形・市松人形・和小物         

アクセサリー        

天然石のマクラメアクセサリー         

マーブルアート         

消しゴムはんこ・ニット編み       

こぎん刺し小物・麦のゆたんぽ        

木工品        

布物全般        

古着リメイク・レジン      

オリジナルステーショナリー         

古布リメイクバック・小物        

ろうそく        

布小物・アクセサリー

消しゴムはんこ・刺繍・文具         

  ヴィンテージ布小物・雑貨         

木工食器・木製小物        

アクセサリー類・多肉植物         

 お灸・施灸         

   入浴剤・アロママッサージ        

一閑張りワークショップ　　　 一閑張・くるみ等のかご       

ココノコ　　　 ブローチ・イヤリング        

星陽 穂希　　 デコパージュ・アクセサリー          

ぎんうさぎ　　　 香のお守り ( 匂い袋 )            

じぇいの台所　　　 米・米粉麺・エプロン・鍋敷         

吉田 吉野　　　 羊毛フェルトストラップ           

mochi-petit　　　 フェイクフードのアクセサリー          

ニューブランド　　　 ブローチ等小物・壁掛け            

Lavender Wind　　　 ラベンダー小物            

ナドダーノ　　　 羊毛雑貨・葉書・わら草履         

いろつまみ　　　 つまみ細工・布小物          

whitesnow closet　　　 布製雑貨・バック類           

chaco*　　　 布小物         

HEART morioka　　　 生花・ヘアアクセサリー           

さをり工房　織るべき ito　　　織りのマフラー・ストール

ritro　　　 真鍮・シルバーアクセサリー          

ていちゃん　　　 さき織り          

Felice　　　 木工      

みえさちえ　　　 アクセサリー・猫の写真はがき

with OYA　　　   トルコの伝統レースアクセサリー           

そらいろミシン＋zakee*　　 子供服・自然素材キャンドル           

tamari 窯　　　  普段使い陶器・ブローチ            

柿の木　 和紙小物 (ブローチ・ピアス )           

田上 たか　　　 イラスト雑貨・絵本          

工房　Nao 刺繍・布ポーチ・粘土人形     

工房　麗 古布バッグ・タペストリー     

おくりものや 刺繍ブローチ・アクセサリー     

にゃんこ 手芸品・ドール服     







太陽と月の家　　　 自然栽培の野菜・雑貨         

NAGASAWA COFFEE　　　 コーヒー       

OOD　　  ブラウニー・クッキー・小物           

富樫 由紀子　　 羊毛の織りコースター・ストラップ           

田舎 labo　　     こびるアクセ・キャンドル・似顔絵      

フレッシュよしだ　　   うす焼き・焼きそば・カキ氷    

工房 　創　　  手ぬぐい     

SAVE IWATE 復興グッズ・三陸の和グルミ    

ミナミ食品 乾燥ゆば・ゆばかりんとう    

あんでねっと＠小本　　 アクリルたわし・毛糸雑貨     

おおつちおばちゃんくらぶ 手づくり布雑貨    

元祖いかせんべい すがた 宮古名物いかせんべい   

warakution  スープ・ピタパン・から揚げ    

connected←connect タピオカ・玄米ラスク・雑貨 

Pavao　　 オーラソーマ ( カラーセラピー )      

mayfair　　 クレイセラピー・ナチュラルコスメ 

セプトクルール　　 アロマトリートメント    

  ・・・くららのイチオシ枠
 ・・・ほっこり癒サロン

 ・・・ぽっこりまんぷく島  ・・・りくりくりく番屋

 ・・・つな画廊

 ・・・ワークショップ

癒しのヨガ　　 yoga    11日のみ

盛岡演劇鑑賞会　　 演劇ポスター等の展示    展示

石岡呉服店
惣門ギャラリー
吉田家ガレージ

細重酒店
藤村家ガレージ
小野家軒先

第１０回

ayaka - ward robe　　　 服・アクセサリー      

◀ 八百くららちゃん



次回のてどらんごは
2014 年 10 月 11 日 ( 土 )・12 日 ( 日 )

に開催予定だよ！！
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