
2020八ケ岳クラフト市　秋出展一覧（50音順）

氏名 秋区画 工房 都道府県

阿部未来 031 阿部未来 愛知県

飯田慎一 083 iiDA woodturning 静岡県

飯田康恵 083 iiDA woodturning 静岡県

石曽根沙苗 014 ceramic studio Wol 長野県

磯貝信栄 074 GOOD　RUSTIC 長野県

市川りえ 011 市川りえ 東京都

一瀬新子 088 かじか工房 山梨県

岩井省吾 017 岩井ムートン工房 山梨県

岩田圭音 105 水銀ノ猫 埼玉県

岩田実之 105 アトリエ手鞠 埼玉県

岩根孝 020 カントリー工房JYI-JYI 三重県

上岡雅之 067 KAERU 静岡県

上田英二 075 上窯 和歌山県

氏家孝法 024 うつわ陶房 山梨県

内海絵麻 109 うつみえま 長野県

梅津和江　諭 054 カテイトエ・やさしい人物画 愛知県

太田尊生 035 ちいさな村のひょうたん屋tern tern 長野県

大西千絵 043 シルバーアクセサリーchieru 長野県

大沼久美子 040 ひつじ工房チェビオット 山形県

大野博 042 クラフト樺 京都府

岡本渓壽 077 鍛金工房渓壽庵 兵庫県

小埜みよ 070 lamne 静岡県

加藤弓美 087 金太工房 愛知県

金子吉輝 003 陶工房雪彩 東京都

狩野雅美 052 まるま羊毛品店 群馬県

鴨瑞久 057 鴨工房 長野県

唐戸友里 028 yuri karato 長野県

川添雅彦 110 工房みやび 愛知県

川西正晃 036 家具工房Qule 大阪府

菅二彌 058 河内風鈴 大阪府

北澤浩平 039 やつがね工芸舎 長野県

極本英昭 018 きわみ工房 三重県

黒澤志保 044 merry note 茨城県

小古間かずさ 068 ATELIER SCRAMBLE 長野県

小嶋匡一 080 粘土屋きのとり 長野県

小林和孝 066 木工房カフージュ 大阪府

米屋利之 099 大磯工房 神奈川県

近藤華 007 ロップ屋 長野県

齊藤篤 051 革工房atsu 東京都
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齋藤和春 050 深山工房 長野県

坂井恒存 076 工房チセ 長野県

櫻井あゆみ 005 陶房回青 長野県

佐渡勝行 016 仕草 長野県

佐原健治 015 peanuts leather 愛知県

山口冴子 060 マリーとイサク 長野県

澤邑直美 091 澤邑直美 大阪府

志村健司 111 Wood work Shimura 山梨県

菅原美季 079 jolie saison 29 兵庫県

杉野晴美 108 suginoharumi 愛知県

鈴木和信 061 きこり工房 岩手県

鈴木充彦 085 工房 ＡＲＴＳＵＲＵ（あーとする） 愛知県

千代博之 021 Swallow 長野県

田井地さよ子 049 つう工房 大阪府

高木沙季 106 atelier YAACHO 長野県

高木牧人 107 MAKIBITO METAL ARTS 長野県

高原正勝 086 鯛工房 長野県

田口さおり 004 manamoana handmade accessories 長野県

竹山美智子 019 草樹房 埼玉県

田島孝恒 082 花水工房 神奈川県

たてかよこ 069 たてよこふきん 岐阜県

立川玄八 034 石の如く 長野県

田中克樹 059 切り絵工房 克 群馬県

徳間純一 012 硝子工房クラフト・ユー 新潟県

戸津圭一郎 037 学者村陶房 長野県

中村俊二 045 craft峻 長野県

夏田つる子 073 工房器々 群馬県

並木諭 010 工房山窩 長野県

西田あすか 093 こもれび 長野県

西村直次 046 瑞城窯 京都府

野池征永 095 naga-no-glass 長野県

橋本大輔 022 山辺製陶工舎 大阪府

長谷川匠 071 翠梟屋 福島県

服部達夫 094 蓬生陶舎 栃木県

林彩 090 ナチュリ 埼玉県

原澤幸治 062 アトリエ原澤 神奈川県

原田智香 078 ハンコ屋roll 長野県

日達楓子 084 geek zombie 長野県

樋元やよい 114 ウルシハジメマシタ 愛知県

平野ふく江 048 工房森の家 長野県
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廣田十月 002 十月箱(OCT BOX) 千葉県

福井綾子 098 brass tree 兵庫県

福井一伯 089 くるり窯 静岡県

福島祐紀 096 Vanguai kou-bou 愛知県

福田正隆 047 ささなき道具店 長野県

ふじいかずのり 104 陶人形ふじいかずのり 三重県

古川淳実 063 工房ふぶき 新潟県

堀内大輔 001 huge ceramics 長野県

Ponce Cornejo Wilfredo.A 081 WTM 兵庫県

前　崇夫　匡子 013 atelier KAHIKA 長野県

前田直美 115 ト・プローヴァト 長野県

増田和恵 072 ACLOS LEATHER CRAFT 長野県

松井由紀子 026 ギャラリーchaos 愛知県

松本和男 053 刳物木工工房 山梨県

松山弘美 097 松山ニャロ 長野県

丸野兼俊 092 ｵｰﾅﾒﾝﾄ工房 長野県

丸山史子 032 sasumaru 長野県

三澤朋子 023 招布 長野県

水樹マユ海 009 でぼか硝子玉そうさく室 岐阜県

三橋亜紀 033 coco-felt-life 千葉県

三森勇太 025 靴工房YutaMitsumori 山梨県

宮城島久芳 102 Glass Studio GALASSIA 静岡県

宮村淳子 113 silver・j 長野県

村上明治 041 studioTON房 山梨県

望月たかね 030 たかね裁縫処 埼玉県

百瀬まゆみ 055 蝋燭屋あだん 長野県

森永淳俊 008 am pottery 岡山県

八木淳史・八木幸子 029 うつわははみや 京都府

山口由紀子 056 いちごtoみかん 群馬県

山口善徳 027 幸築舎 埼玉県

山口義春 006 工房山義 愛知県

やまさきともこ 112 アンコエラン 兵庫県

山中保孝 065 いんざまうんてん 東京都

山本壽男 100 家具工房やま 新潟県

横山夏希 103 MIN HϋND 長野県

吉川剛 064 ミッツムッツ 奈良県

吉野千代子 101 チヨウールウール 東京都

渡辺淳 038 アトリエジュン 京都府
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