
2020八ケ岳クラフト市　夏出展一覧（50音順）

氏名 夏区画 工房 都道府県

堀内大輔 001 huge ceramics 長野県

島川千世 002 ぬり千 石川県

多田羅稔 003 バニアン工房 長野県

磯義典 004 CRAFT Ｓ 群馬県

吉澤純子 005 kiya 埼玉県

井上洋孝 006 建具や・いのうえ 愛知県

松永尚悟 007 松永弦楽器工房 京都府

本橋里美 008 工房とめ 栃木県

新田就平 009 A's Works 和歌山県

山田祐紀 010 ステンドグラス月光窓 愛知県

山田奈緒子 011 吹きガラス工房 一星 愛知県

林郷亨 012 みのり工房 岩手県

渡邊亜紗子 013 陶の棲 長野県

住田高之 014 5works 岐阜県

田口智史 015 田口智史 広島県

長谷川渉 016 丸太房 静岡県

井上朋樹 017 月の木ガラス 長野県

永瀬浩之 018 工房木楽屋 兵庫県

永瀬水晴 018 工房木楽屋 兵庫県

佐藤陽介 019 佐藤陽介 兵庫県

丸山純平 020 丸山染屋 静岡県

坂井恒存 021 工房チセ 長野県

平野秀樹 022 SUNNY SIDE HANDWORK 愛知県

小林学文 023 design&craftCOOBA 長野県

伊藤もえ子 024 伊藤もえ子 長野県

渡辺よしえ 025 bandaiya 東京都

井筒佳幸 026 ふたば工房 岐阜県

佐藤加代 027 サトウカヨ 長野県

柏原秀年 028 メタルアートファクトリー 大阪府

高橋次郎 029 100匹の猫と仲間たち 山梨県

安井ひとみ 030 atelier BOKKO 神奈川県

齋藤哲也 031 森の人工房 Orang de Utan 兵庫県

浜西正 032 small work camp 大阪府

鈴木剛 033 pippi 山梨県

小嶋匡一 034 粘土屋きのとり 長野県

岡田靖則 035 ”木のぬくもりを暮らしに”工房やす 岐阜県

香田和義 036 そらいろの丘 長野県

西野希 037 西野希 岐阜県

金原千恵 038 Riddim 長野県
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田所直 039 TARD 三重県

大谷有未 040 Yumi Collection 埼玉県

伊藤憲昭 041 ITO CRAFT 愛知県

竹廣泰介 042 AKI KASARA 静岡県

佐藤良平 043 rumbe dobby 山梨県

児玉修治 044 陶工房希器 兵庫県

安藤萌 045 森のうつわ屋 長野県

吉沢恵介 046 介窯 群馬県

加治佐郁代子 047 kochi mou の森 東京都

山下千穂 048 山陶園 熊本県

山下太 048 山陶園 熊本県

田井地さよ子 049 つう工房 大阪府

佐藤直 050 銅工芸ブリキや彰三・二代目 長野県

櫻庭裕子 051 glass yuu 静岡県

岩井健一 052 キッコロ 埼玉県

ヤマシキユカ 053 Paf'sWIRE*CRAFT 滋賀県

大越慶 054 工房草來舎 長野県

酒井いつ子 055 野ぎく工房 岐阜県

辻村岳年 056 一泉堂 静岡県

須藤剛 057 楽ガキ工房 山梨県

平井悠一 058 陶工房つばめ 石川県

杉田悠羽 059 SUGITA SO-SAKU 岐阜県

髙橋健樹 060 たがや 東京都

松野裕司 061 pa.co. 東京都

滝川ふみ 062 ガラス屋　23n. 秋田県

西田幸博 063 WoodyFactory空知 兵庫県

藤森和義 064 こぶたの森 長野県

井口透 065 工房 rurura 長野県

佐熊香奈 066 佐熊香奈 東京都

山本祐二朗 067 千万音atフジヤ 長野県

菅井肇 068 スガイ打楽器製作所 東京都

原田佳文 069 Clappin Jam Wood 愛知県

千代博之 070 Swallow 長野県

佐藤久志 071 佐藤久志 静岡県

栗原志歩 072 栗原志歩 茨城県

小泉翔 073 紙束 長野県

岩本朋樹 074 hutte 京都府

萩原実 075 クラフトHAGI 長野県

澤田このみ 076 革工房　COMOC 岐阜県

宮崎匠 077 山上 長野県
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立川玄八 078 石の如く 長野県

新屋彰平 079 nine 埼玉県

小林麻子 080 tenugui chaco 福井県

林可奈子 081 canape.ñanduti 山梨県

大橋哲哉 082 青磁屋 岐阜県

加倉井秀昭 083 Scratch&Noise 長野県

髙橋関丞 084 kotonari 京都府

藏屋敏章 085 おかげ染め 藏屋 山梨県

佐伯友裕 086 山の前製作所 岐阜県

谷野明子 087 Atelier mahina 神奈川県

柚木千夏 088 kutakutafamily 茨城県

百瀬明紀 089 Atelier unripe 山梨県

百瀬紀代 089 Atelier unripe 山梨県

福田栄一 090 Sugary Ceramics 富山県

鈴木厚司 091 am 東京都

中谷かおり 092 木のもの 奈良県

柴田織江 093 カエルの時計屋さん 長野県

浜中明子 094 浜中明子 茨城県

北川来幸 095 ～自然を編む～来幸koyuki 長野県

北奥美帆 096 とらまめ 岐阜県

大橋睦 097 陶房窯八 山梨県

黒岩直 098 工房くろいわ 群馬県

高橋星児 099 ぼんさい屋とき 新潟県

横井宏和 100 crystalglitters 愛知県

駒形悦子 101 kaya陶房 新潟県

山室真一 102 山室畳店 神奈川県

有光猛 103 Canaria Wood Works 愛知県

兒島佳祐 104 kojimaglass 神奈川県

林俊介 105 ｽﾃﾝﾄﾞｸﾞﾗｽ工房ﾁｬｲﾊﾅ 高知県

高木沙季 106 atelier YAACHO 長野県

高木牧人 107 MAKIBITO METAL ARTS 長野県

西脇広介 108 西脇工芸社 長野県

鈴木義孝 109 Folkie　Works 愛知県

藤田千絵子 110 藤田千絵子 長野県

小杉亜紀子 111 BLUE WORKS 石川県

本間俊樹 112 舍鳥木 長野県

加藤輝雄 113 加藤輝雄 愛知県

高倉美保 114 nuno*ito asobi 長野県

北側雄一 115 北側雄一 大阪府
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