
2021年3月28日 第4回まちの宮市 ブース一覧

出店場所 ｴﾘｱ № 部門 出展名 20文字の自己紹介文

宮前(広場) A 1 １３８のものづくり 手作り製作所 シー・エトワール 手作りの琉球ガラス玉や富士山アクセサリー

宮前(広場) A 2 １３８のものづくり Cuoio47146 品質に拘った手縫いのレザークラフト！

宮前(広場) A 3 １３８のものづくり Laugh and kusu 思わず笑顔になれるカラフル刺繍ブローチ

宮前(広場) A 4 １３８のものづくり scarab 真鍮で動物などのブローチを作っております

宮前(広場) A 5 １３８のものづくり yamazaki 手縫いの革小物を作っています。

宮前(広場) A 6 １３８のものづくり stoffa 裂き織りバッグ、鍋つかみ、手紡ぎくつ下

宮前(広場) A 7 １３８のものづくり Logo　Roof 柿渋染タコ糸バック・細密画バッチ

宮前(広場) A 8 １３８のものづくり ねこのしっぽ オンリーワンデザインアイテムショップ

宮前(広場) A 9 １３８のものづくり mi'(ミイ) 素材感を大切にした通年楽しめるかごbag

宮前(広場) A 10 １３８のものづくり 文福 陶芸と彫金で装身具や器などを作っています

宮前(広場) A 11 １３８のものづくり NADO. オリジナルのキャラクターグッズを製作

宮前(広場) A 12 １３８のものづくり serein 麻ひもで編んだバッグや小物類の販売

宮前(広場) A 13 １３８のものづくり Lemonaid 木と花のアクセサリー

宮前(広場) A 14 １３８のものづくり Thico Dorothy. 本物の木や葉っぱの葉脈のアクセサリー

宮前(広場) A 15 １３８のものづくり glass sinocco 吹きガラス食器とガラスアクセサリー

宮前(広場) A 16 １３８のものづくり 崇-su- 寄木のアクセサリー

宮前(広場) A 17 １３８のものづくり uta seisakusyo 大人服と花雑貨の小さなお店です。

宮前(広場) A 18 １３８のものづくり 洋ふく屋めがね 気分の上がる洋服を日々製作しています!

宮前(広場) A 19 １３８のモノづくり 工房山窩 手造り木工家具と山葡萄作品の出展です

宮前(広場) A 20 １３８のモノづくり メタルアートファクトリー 毎日楽しく使えるフライパンを作っています

宮前(広場) A 21 １３８のモノづくり galleggiare 植物モチーフの糸編みアクセサリー

宮前(広場) A 22 １３８のモノづくり なつ椿 手づくり陶器をぜひお手にとってみて下さい

宮前(広場) A 23 １３８のものづくり tash.leatherwork 日常に取り入れやすい革小物とリメイク

宮前(広場) A 24 １３８のモノづくり la nature ドライフラワーや花雑貨

宮前(広場) A 25

宮前(広場) A 26

宮前(広場) A 27 案内所

本町１丁目 B 1 素材やマーケット 岡山デニム、輸入生地販売です アパレル用途生地ばかりを集めました。

本町１丁目 B 2 素材やマーケット STELLA ハンドメイドのファンシーヤーンと生地

本町１丁目 B 3 素材やマーケット マテリアル・マテリアル よりぬきの糸や布など服飾素材を販売。

本町１丁目 B 4 素材やマーケット Rurikoyarn オリジナルの引き揃え毛糸と染糸のお店

本町１丁目 B 5 素材やマーケット ハウスカストア ワッペンやリボンなどかわいいがいっぱい！

本町１丁目 B 6

本町１丁目 B 7 ヒロガルソーシャル もうやいこ(一宮市市民活動支援センター) 市民活動支援センター登録団体が合同で出展

本町１丁目 B 8 ヒロガルソーシャル もうやいこ(一宮市市民活動支援センター) 市民活動支援センター登録団体が合同で出展

本町１丁目 B 9 ヒロガルソーシャル もうやいこ(一宮市市民活動支援センター) 市民活動支援センター登録団体が合同で出展

本町１丁目 B 10 ヒロガルソーシャル 中北薬品株式会社 創業290周年以上続く医薬品卸企業です。

本町１丁目 B 11 ヒロガルソーシャル あめ細工家　きたきや 目の前で作り上げる和の飴細工です。

本町１丁目 B 12 ヒロガルソーシャル ウォーカブル一宮 ウォーカブル138

本町１丁目 B 13

本町１丁目 B 14 １３８のものづくり ten-eight108° 一点モノの刺繍アクセサリー／麻のバッグ

本町１丁目 B 15 １３８のものづくり Canaria Wood Works 生木の器とカトラリー

本町１丁目 B 16 １３８のものづくり iwashikujira 小さな絵と雑貨と雰囲気にがおえ

本町１丁目 B 17 １３８のものづくり Hana☆華 帯でリメイクした、バッグ、ポーチ、小物

本町１丁目 B 18 案内所

本町２丁目 C 1 おかし横丁 itori 当日は、大きなタルトをお持ちします。

本町２丁目 C 2 おかし横丁 どら焼きハウス 豆香 名古屋市中村区のどら焼き専門店です。

本町２丁目 C 3 おかし横丁 いちご大福のゑびすや 彩り豊かなフルーツあんのいちご大福を展開

本町２丁目 C 4 おかし横丁 BAGEL MONDAY 通販とイベント出店のみでの販売

本町２丁目 C 5 おかし横丁 パティスリーSugirl (シュガール) 大人可愛いお菓子に是非出会って下さい！！

本町２丁目 C 6 おかし横丁 季節のジャム  sweet-jam 地元でとれる野菜やくだもののジャム

本町２丁目 C 7 大せんい市 尾州のカレント 繊維企業で働く若手による産地活性活動です
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本町２丁目 C 8 大せんい市 大鹿株式会社 生地が選べるオーダー服受注会

本町２丁目 C 9 大せんい市 木玉毛織株式会社 尾州の繊維素材紹介販売とビルのPR

本町２丁目 C 10 大せんい市 松永株式会社

本町２丁目 C 11 大せんい市 葛利毛織工業

本町２丁目 C 12 大せんい市 シバタテクノテキス株式会社

本町２丁目 C 13 大せんい市 みづほ興業株式会社

本町２丁目 C 11 案内所（本部）

本町２丁目 C 12 一般飲食 飴屋本舗 リクエストにより目の前で飴をお作りします

本町２丁目 C 13 一般飲食 杜の宮市準備委員会 ドリンク、クラフトビール

オリナス南 D 1 杜の学校 ハイカンKOZOU 塩ビ管オリジナル水鉄砲作りをしよう！

オリナス南 D 2 杜の学校 省エネ健康住宅の株式会社いわいハウジング 地球と地域と家族を元気にする住まいづくり

本町３丁目 D 3 杜の学校 coquebotti（コケボッチ） オリジナルこけしの販売＆絵付け体験

本町３丁目 D 4 杜の学校 ちびパン雑貨さくあず。 パン生地を形作ったパンの雑貨

本町３丁目 D 5 杜の学校 アイシングクッキー　プチマロン 見て作って楽しい！アイシングクッキー教室

本町３丁目 D 6 杜の学校 織りクラブ まごまご 自由に自由に織ってみよ！

本町３丁目 D 7 杜の学校 CLAMP一級建築士事務所 一宮の小さな建築設計事務所です。

本町３丁目 D 8 杜の学校 ゼンタングル®チーム東海 手描きアートゼンタングル　ワークショップ

本町３丁目 D 9 一般飲食 ポポット やわらかポークステーキと自家製ドリンク

本町３丁目 D 10

本町４丁目 E 1 はんじょうアート 布小物　haru*hareru 大人から子供まで使える普段使いの布小物

本町４丁目 E 2 はんじょうアート charmrim☆ ビーズ編みアクセサリー、がま口など制作

本町４丁目 E 3 はんじょうアート Space Kougi 様々なワックスを使った季節のキャンドル

本町４丁目 E 4 はんじょうアート hana*neco つまみ細工のお店です♪

本町４丁目 E 5 はんじょうアート schnauzer 透明感にこだわったレジンアクセサリー

本町４丁目 E 6 はんじょうアート C's style リバティを使った素敵な布小物のお店です。

本町４丁目 E 7 はんじょうアート ともも 紙雑貨・刺繍小物・似顔絵などの制作

本町４丁目 E 8 はんじょうアート ホームスパンLively 手織り・手紡ぎ・手編み作品、アクセサリー

本町４丁目 E 9 はんじょうアート ねずころも 着物リメイクと和テイストの日常着

本町４丁目 E 10 はんじょうアート 革工房AQULIA レザークラフト

本町４丁目 E 11 はんじょうアート teto 羊毛フェルトとタティングレース等結ぶ物

本町４丁目 E 12 はんじょうアート switch アクセサリー、ドール関連雑貨など

本町４丁目 E 13 はんじょうアート アンティークドボタンキコ アンティークパーツを使用したアクセサリー

本町４丁目 E 14 はんじょうアート Yuily お揃いのヘアアクセサリー、ウールレター 

本町４丁目 E 15 はんじょうフード griotte 誰かにあげたくなる優しい焼き菓子のお店

本町４丁目 E 16 はんじょうフード Wild Berry 愛知県産素材の無添加シフォンケーキ

本町４丁目 E 17

本町４丁目 E 18

本町４丁目 E 19

本町４丁目 E 20

本町４丁目 E 21 案内所

葵公園 F 1 一般飲食 いとカフェ スパイスを使ったドリンクやカレーの販売

葵公園 F 2 一般飲食 AkitaHam 化学調味料・リン酸塩不使用

葵公園 F 3 一般飲食 楽山 和食とお寿司のお店です。

葵公園 F 4 一般飲食 KIMOKU フレーバードリンクの販売

葵公園 F 5 一般飲食 caccaさんのキッシュ 乳製品を使わないなめらかキッシュ

葵公園 F 6 一般飲食 たまご屋さんのシフォンケーキ たまご農家のシフォンケーキ専門店

葵公園 F 7 一般飲食 鯖太郎 焼き鯖寿司　鯖寿司　味噌焼き鯖寿司の販売

葵公園 F 8 一般飲食 天然酵母パン　いっぽ² 無添加天然酵母パンを焼いております。

葵公園 F 9

葵公園 F 10 キッチンカー ラッキーバーガー 五感が思わず微笑むハンバーガー

葵公園 F 11 キッチンカー ab 東南アジアのソウルフードをいかがですか

葵公園 F 12 一般飲食 めひかりのまんてん． 愛知県蒲郡産メヒカリ唐揚の販売

銀座通 G 10 ヒロガルソーシャル ウォーカブル一宮 ウォーカブル138
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ブースマップ

		出店場所 シュッテンバショ		ｴﾘｱ		№		部門		出展名・出演名		お名前（姓名）		携帯電話		出展形態		消火器		部門		20文字の自己紹介文		ホームページ等URL		メールアドレス		お名前（姓名）		出展名・出演名		携帯電話		エリア		№		部門		出店エリア		出展日		ホームページ等URL		20文字の自己紹介文		TTL№		部門		部門№		11.8		12.13		2.28		3.28		11.8		12.13		2.28		3.28		場所		出展名・出演名

		宮前三八市広場		A		1		１３８のものづくり		手作り製作所 シー・エトワール		西野志保		09073575393		物販		×		1		手作りの琉球ガラス玉や富士山アクセサリー		http://instagram.com/sii_etoile		siietoile@icloud.com		西野志保		手作り製作所 シー・エトワール		09073575393		A		1		１３８のものづくり		宮前三八市広場		3月28日(日)		http://instagram.com/sii_etoile		手作りの琉球ガラス玉や富士山アクセサリー		1002		1		2								1												手作り製作所 シー・エトワール

		宮前三八市広場		A		2		１３８のものづくり		Cuoio47146		永谷恵梨		09078544112		物販		×		1		品質に拘った手縫いのレザークラフト！		http://www.Instagram.com/cuoio47146		cuoio47146@yahoo.co.jp		永谷恵梨		Cuoio47146		09078544112		A		2		１３８のものづくり		宮前三八市広場		3月28日(日)		http://www.Instagram.com/cuoio47146		品質に拘った手縫いのレザークラフト！		1016		1		16		0		0		0		1												Cuoio47146

		宮前三八市広場		A		3		１３８のものづくり		Laugh and kusu		坂本薫		09044698354		物販		×		1		思わず笑顔になれるカラフル刺繍ブローチ		https://laughandkusu.amebaownd.com/		laugh_and_kusu@yahoo.co.jp		坂本薫		Laugh and kusu		09044698354		A		3		１３８のものづくり		宮前三八市広場		3月28日(日)		https://laughandkusu.amebaownd.com/		思わず笑顔になれるカラフル刺繍ブローチ		1019		1		19				0		0		1												Laugh and kusu

		宮前三八市広場		A		4		１３８のものづくり		scarab		小川竜子		09065964862		物販		×		1		真鍮で動物などのブローチを作っております		http://instagram.com/scarab_1993/		scarab_1113@yahoo.co.jp		小川竜子		scarab		090-6596-4862		A		4		１３８のものづくり		宮前三八市広場		3月28日(日)		http://instagram.com/scarab_1993/		真鍮で動物などのブローチを作っております		1027		1		27						0		1												scarab

		宮前三八市広場		A		5		１３８のものづくり		yamazaki		山崎　知子		09061766282		物販		×		1		手縫いの革小物を作っています。		https://www.instagram.com/yamazaki_0514		t12050156@yahoo.co.jp		山崎　知子		yamazaki		090-6176-6282		A		5		１３８のものづくり		宮前三八市広場		3月28日(日)		https://www.instagram.com/yamazaki_0514		手縫いの革小物を作っています。		1038		1		38		0		0		0		1												yamazaki

		宮前三八市広場		A		6		１３８のものづくり		stoffa		山本純子		09061225638		物販		×		1		裂き織りバッグ、鍋つかみ、手紡ぎくつ下		http://stoffa.jp/		ao@stoffa.jp		山本純子		stoffa		09061225638		A		6		１３８のものづくり		宮前三八市広場		3月28日(日)		http://stoffa.jp/		裂き織りバッグ、鍋つかみ、手紡ぎくつ下		1053		1		53		0						1												stoffa

		宮前三八市広場		A		7		１３８のものづくり		Logo　Roof		高瀬　良江		08032817733		物販		×		1		柿渋染タコ糸バック・細密画バッチ		https://long-roof.jimdofree.com/		takase-d@ccn.aitai.ne.jp		高瀬　良江		Logo　Roof		08032817733		A		7		１３８のものづくり		宮前三八市広場		3月28日(日)		https://long-roof.jimdofree.com/		柿渋染タコ糸バック・細密画バッチ		1088		1		88		0		0				1												Logo　Roof

		宮前三八市広場		A		8		１３８のものづくり		ねこのしっぽ		壽　順子		09019031725		物販		×		1		オンリーワンデザインアイテムショップ		https://www.instaguram.com/cattail.patapata 		manachan.nyanko3@gmail.com		壽　順子		ねこのしっぽ		09019031725		A		8		１３８のものづくり		宮前三八市広場		3月28日(日)		https://www.instaguram.com/cattail.patapata 		オンリーワンデザインアイテムショップ		1101		1		101		0		0				1												ねこのしっぽ

		宮前三八市広場		A		9		１３８のものづくり		mi'(ミイ)		別府美都子		09019815688		物販		×		1		素材感を大切にした通年楽しめるかごbag		https://www.instagram.com/mi_kk_m		micantako@gmail.com		別府美都子		mi'(ミイ)		090 1981 5688		A		11		１３８のものづくり		宮前三八市広場		3月28日(日)		https://www.instagram.com/mi_kk_m		素材感を大切にした通年楽しめるかごbag		1171		1		171				0		0		1												mi'(ミイ)

		宮前三八市広場		A		10		１３８のものづくり		文福		土井　文子		09071972170		物販		×		1		陶芸と彫金で装身具や器などを作っています		http://instagram.com/bunbukuringo		ringoplanet15@gmail.com		土井　文子		文福		09071972170		A		12		１３８のものづくり		宮前三八市広場		3月28日(日)		http://instagram.com/bunbukuringo		陶芸と彫金で装身具や器などを作っています		1176		1		176		0						1												文福				文福

		宮前三八市広場		A		11		１３８のものづくり		NADO.		長谷奈央美		09042151161		物販		×		1		オリジナルのキャラクターグッズを製作		http://www.instagram.com/nado710		nado_shop@yahoo.co.jp		長谷奈央美		NADO.		09042151161		A		13		１３８のものづくり		宮前三八市広場		3月28日(日)		http://www.instagram.com/nado710		オリジナルのキャラクターグッズを製作		1206		1		206		0		0		0		1												NADO.

		宮前三八市広場		A		12		１３８のものづくり		serein		江藤里美		09095605935		物販		×		1		麻ひもで編んだバッグや小物類の販売		https://www.instagram.com/serein1210		satomi1210cl@hotmail.com		江藤里美		serein		09095605935		A		14		１３８のものづくり		宮前三八市広場		3月28日(日)		https://www.instagram.com/serein1210		麻ひもで編んだバッグや小物類の販売		1256		1		256		0		0		0		1												serein

		宮前三八市広場		A		13		１３８のものづくり		Lemonaid		阿部　亜矢		09035526309		物販		×		1		木と花のアクセサリー		https://www.instagram.com/maisonabbey/		lemoaya@gmail.com		阿部　亜矢		Lemonaid		090-3552-6309		A		15		１３８のものづくり		宮前三八市広場		3月28日(日)		https://www.instagram.com/maisonabbey/		木と花のアクセサリー		1287		1		287								1												Lemonaid

		宮前三八市広場		A		14		１３８のものづくり		Thico Dorothy.		山川裕美		08016227828		物販		×		1		本物の木や葉っぱの葉脈のアクセサリー		https://www.instagram.com/thicodorothy/		thicodorothy@gmail.com		山川裕美		Thico Dorothy.		08016227828		B		1		１３８のものづくり		本町１丁目		3月28日(日)		https://www.instagram.com/thicodorothy/		本物の木や葉っぱの葉脈のアクセサリー		1324		1		324				0		0		1												Thico Dorothy.

		宮前三八市広場		A		15		１３８のものづくり		glass sinocco		畑地のり		09066448627		物販		×		1		吹きガラス食器とガラスアクセサリー				sinoccoglass@yahoo.co.jp		畑地のり		glass sinocco		090-6644-8627		B		2		１３８のものづくり		本町１丁目		3月28日(日)				吹きガラス食器とガラスアクセサリー		1350		1		350						0		1												glass sinocco

		宮前三八市広場		A		16		１３８のものづくり		崇-su-		日比野真崇		09041833621		物販		×		1		寄木のアクセサリー		https://www.instagram.com/su_bino_su/		mstktsmmstktsm@gmail.com		日比野真崇		崇-su-		090-4183-3621		B		3		１３８のものづくり		本町１丁目		3月28日(日)		https://www.instagram.com/su_bino_su/		寄木のアクセサリー		1363		1		363				0		0		1												崇-su-

		宮前三八市広場		A		17		１３８のものづくり		uta seisakusyo 		羽田　美咲		09098910409		物販		×		1		大人服と花雑貨の小さなお店です。		http://www.instagram.com/utaseisakusyo		nagotanokokogen@yahoo.ne.jp		羽田　美咲		uta seisakusyo 		09098910409		B		4		１３８のものづくり		本町１丁目		3月28日(日)		http://www.instagram.com/utaseisakusyo		大人服と花雑貨の小さなお店です。		1368		1		368		0		0				1												uta seisakusyo 

		宮前三八市広場		A		18		１３８のものづくり		洋ふく屋めがね		曽我そのみ		08069255900		物販		×		1		気分の上がる洋服を日々製作しています!		https://www.instagram.com/megane_no/		baranohana_2011@yahoo.co.jp		曽我そのみ		洋ふく屋めがね		080-6925-5900		B		5		１３８のものづくり		本町１丁目		3月28日(日)		https://www.instagram.com/megane_no/		気分の上がる洋服を日々製作しています!		1392		1		392								1												洋ふく屋めがね

		宮前三八市広場		A		19		１３８のモノづくり		工房山窩		並木諭		09060093426		物販		×		1		手造り木工家具と山葡萄作品の出展です		http://koubou-sanka.main.jp		info@koubou-sanka.main.jp		並木諭		工房山窩		09060093426		A		3		１３８のものづくり		宮前三八市広場		2月28日(日)		手造り木工家具と山葡萄作品の出展です		1080		1		80		0		0		1		0

		宮前三八市広場		A		20		１３８のモノづくり		メタルアートファクトリー		柏原秀年		09010246971		物販		×		1		毎日楽しく使えるフライパンを作っています		https://www.facebook.com/hidetoshikashihara		mafhk2@m5.kcn.ne.jp		柏原秀年		メタルアートファクトリー		09010246971		A		4		１３８のものづくり		宮前三八市広場		2月28日(日)		毎日楽しく使えるフライパンを作っています		1096		1		96						1

		宮前三八市広場		A		21		１３８のモノづくり		galleggiare		中野真理		08051119119		物販		×		1		植物モチーフの糸編みアクセサリー		http://www.instagram.com/galleggiare		maririnnakanaka@gmail.com		中野真理		galleggiare		080-5111-9119		A		9		１３８のものづくり		宮前三八市広場		2月28日(日)		植物モチーフの糸編みアクセサリー		1159		1		159		0		0		1		0

		宮前三八市広場		A		22		１３８のモノづくり		なつ椿		西岡紀子		09023434876		物販		×		1		手づくり陶器をぜひお手にとってみて下さい		https://www.instagram.com/natsutsubaki22		n.nishioka0722@gmail.com		西岡紀子		なつ椿		090-2343-876		A		16		１３８のものづくり		宮前三八市広場		2月28日(日)		手づくり陶器をぜひお手にとってみて下さい		1250		1		250		0		0		1		0

		宮前三八市広場		A		23		１３８のものづくり		tash.leatherwork		恒川　亜矢子		09042619858		物販		×		1		日常に取り入れやすい革小物とリメイク		https://instagram.com/tashworks185		tash_927@yahoo.co.jp		恒川　亜矢子		tash.leatherwork		09042619858		B		3		１３８のものづくり		本町１丁目		2月28日(日)		日常に取り入れやすい革小物とリメイク		1323		1		323		0				1		0

		宮前三八市広場		A		24		１３８のモノづくり		la nature		今井友佳子		08030699019		物販		×		1		ドライフラワーや花雑貨		https://www.instagram.com/lanature__/?hl=ja		lanature.4101@gmail.com		今井友佳子		la nature		080-3069-9019		A		8		１３８のものづくり		宮前三八市広場		2月28日(日)		https://www.instagram.com/lanature__/?hl=ja		ドライフラワーや花雑貨		1129		1		129		0		0		1		0

		宮前三八市広場		A		25														1

		宮前三八市広場		A		26

		宮前三八市広場		A		27				案内所 アンナイジョ		杜の宮市準備委員会 モリ ミヤイチ ジュンビイインカイ		07056411188				×

		本町１丁目		B		1		素材やマーケット		岡山デニム、輸入生地販売です		横田圭司		09088280839		物販		×		3		アパレル用途生地ばかりを集めました。		http://www.instagram.com/markpoint001/?hl=ja		info@markpoint.jp		横田圭司		岡山デニム、輸入生地販売です		090-8828-0839		B		6		素材やマーケット		本町１丁目		12月13日(日)・3月28日(日)		http://www.instagram.com/markpoint001/?hl=ja		アパレル用途生地ばかりを集めました。		3001		3		1				1		0		1												岡山デニム、輸入生地販売です

		本町１丁目		B		2		素材やマーケット		STELLA		小野　淳		09035837372		物販		×		3		ハンドメイドのファンシーヤーンと生地		http://piacere-stella.com/		tadashi0401@icloud.com		小野　淳		STELLA		09035837372		B		7		素材やマーケット		本町１丁目		12月13日(日)・3月28日(日)		http://piacere-stella.com/		ハンドメイドのファンシーヤーンと生地		3009		3		9		0		1		0		1												STELLA

		本町１丁目		B		3		素材やマーケット		マテリアル・マテリアル		稀　温		09034575872		物販		×		3		よりぬきの糸や布など服飾素材を販売。		http://www.kionstudio.com		kion@kionstudio.com		稀　温		マテリアル・マテリアル		090-3457-5872 		B		9		素材やマーケット		本町１丁目		11月8日(日)・3月28日(日)		http://www.kionstudio.com		よりぬきの糸や布など服飾素材を販売。		3016		3		16		1						1												マテリアル・マテリアル

		本町１丁目		B		4		素材やマーケット		Rurikoyarn		臼井早穂		09060703827		物販		×		3		オリジナルの引き揃え毛糸と染糸のお店		https://www.instagram.com/rurikoyarn		rurikoyarn@gmail.com		臼井早穂		Rurikoyarn		09060703827		B		10		素材やマーケット		本町１丁目		12月13日(日)・3月28日(日)		https://www.instagram.com/rurikoyarn		オリジナルの引き揃え毛糸と染糸のお店		3017		3		17		0		1		0		1												Rurikoyarn

		本町１丁目		B		5		素材やマーケット		ハウスカストア		井戸康貴		08036213807		物販		×		3		ワッペンやリボンなどかわいいがいっぱい！		http://hauska.shop-pro.jp/		koisuruneito@hotmail.co.jp		井戸康貴		ハウスカストア		08036213807		B		2		素材やマーケット		本町１丁目		12月13日(日)・2月28日(日)		http://hauska.shop-pro.jp/		ワッペンやリボンなどかわいいがいっぱい！		3002		3		2		0		1		1

		本町１丁目		B		6														3

		本町１丁目		B		7		ヒロガルソーシャル		もうやいこ(一宮市市民活動支援センター)		星野博		09022659188		物販		×		4		市民活動支援センター登録団体が合同で出展		https://138cc.org		info@138cc.org		星野博		もうやいこ(一宮市市民活動支援センター)		09022659188		G.		2		ヒロガルソーシャル		銀座通り		11月8日(日)・12月13日(日)・2月28日(日)・3月28日(日)		https://138cc.org		市民活動支援センター登録団体が合同で出展				4				1		1		1		1												もうやいこ(一宮市市民活動支援センター)

		本町１丁目		B		8		ヒロガルソーシャル		もうやいこ(一宮市市民活動支援センター)		星野博		09022659188		物販		×		4		市民活動支援センター登録団体が合同で出展		https://138cc.org		info@138cc.org		星野博		もうやいこ(一宮市市民活動支援センター)		09022659188		G.		3		ヒロガルソーシャル		銀座通り		11月8日(日)・12月13日(日)・2月28日(日)・3月28日(日)		https://138cc.org		市民活動支援センター登録団体が合同で出展				4				1		1		1		1												もうやいこ(一宮市市民活動支援センター)

		本町１丁目		B		9		ヒロガルソーシャル		もうやいこ(一宮市市民活動支援センター)		星野博		09022659188		物販		×		4		市民活動支援センター登録団体が合同で出展		https://138cc.org		info@138cc.org		星野博		もうやいこ(一宮市市民活動支援センター)		09022659188		G.		4		ヒロガルソーシャル		銀座通り		11月8日(日)・12月13日(日)・2月28日(日)・3月28日(日)		https://138cc.org		市民活動支援センター登録団体が合同で出展				4				1		1		1		1												もうやいこ(一宮市市民活動支援センター)

		本町１丁目		B		10		ヒロガルソーシャル		シモホンプロジェクト		星野博		09022659188		物販		×		4		アーケードより南、下本町のアレコレ		http://shimohon.net		hiro@hoshinos.com		星野博		シモホンプロジェクト		09022659188		G.		5		ヒロガルソーシャル		銀座通り		11月8日(日)・12月13日(日)・2月28日(日)・3月28日(日)		http://shimohon.net		アーケードより南、下本町のアレコレ				4				1		1		1		1												シモホンプロジェクト

		本町１丁目		B		11		ヒロガルソーシャル		あめ細工家　きたきや		北沢　衣りな		09073063847		現地調理		〇		4		目の前で作り上げる和の飴細工です。		https://www.instagram.com/kitaco_amezaiku_kitakiya/		北沢　衣りな		あめ細工家　きたきや		09073063847		B		15		ヒロガルソーシャル		本町１丁目																																		あめ細工家　きたきや

		本町１丁目		B		12		ヒロガルソーシャル		ウォーカブル一宮		藤森 幹人		09076185426		物販		×		4		ウォーカブル138		https://www.instagram.com/kitaco_amezaiku_kitakiya/		藤森 幹人		ウォーカブル一宮		09076185426		B		14		ヒロガルソーシャル		本町１丁目																																		ウォーカブル一宮

		本町１丁目		B		13														4

		本町１丁目		B		14		１３８のものづくり		ten-eight108°		小林　梨那		09099710219		物販		×		1		一点モノの刺繍アクセサリー／麻のバッグ		https://Instagram.com/108.teneight/		info@ten-eight.co		小林　梨那		ten-eight108°		090-9971-0219		A		1349		１３８のものづくり		宮前三八市広場		3月28日(日)		https://Instagram.com/108.teneight/				1349		1		349

		本町１丁目		B		15		１３８のものづくり		Canaria Wood Works		有光　猛		08051352875		物販		×		1		生木の器とカトラリー		https://www.instagram.com/canaria.ww		canaria.ww@gmail.com		有光　猛		Canaria Wood Works		080-5135-2875		A		1355		１３８のものづくり		宮前三八市広場		3月28日(日)		https://www.instagram.com/canaria.ww				1355		1		355

		本町１丁目		B		16		１３８のものづくり		iwashikujira		丹羽あすみ		09085485005		物販		×		1		小さな絵と雑貨と雰囲気にがおえ		https://www.instagram.com/iwashikujira/		iwashi8989@gmail.com		丹羽あすみ		iwashikujira		090-8548-5005		A		1358		１３８のものづくり		宮前三八市広場		3月28日(日)		https://www.instagram.com/iwashikujira/				1358		1		358

		本町１丁目		B		17		１３８のものづくり		Hana☆華		伊東輝子		09048273801		物販		×		1		帯でリメイクした、バッグ、ポーチ、小物		https://www.instagram.com/hanahana_trkit/		terukoro.terukoro1013@gmail.com		伊東輝子		Hana☆華		090-4827-3801		A		1380		１３８のものづくり		宮前三八市広場		3月28日(日)		https://www.instagram.com/hanahana_trkit/				1380		1		380

		本町１丁目		B		18				案内所 アンナイジョ		杜の宮市準備委員会 モリ ミヤイチ ジュンビイインカイ		07056411188				×

		本町２丁目		C		1		おかし横丁		itori		鳥居靖宏		09067675476		パック詰		×		7		当日は、大きなタルトをお持ちします。		https://instagram.com/itori2018		aoharu71@yahoo.co.jp		鳥居靖宏		itori		09067675476		C		2		おかし横丁		本町２丁目		12月13日(日)・2月28日(日)・3月28日(日)		https://instagram.com/itori2018		当日は、大きなタルトをお持ちします。		7014		7		14				1		1		1												itori

		本町２丁目		C		2		おかし横丁		どら焼きハウス 豆香		南谷　清和		09099402235		パック詰		×		7		名古屋市中村区のどら焼き専門店です。		https://www.dorayakimameca.com/		mameca.dora@gmail.com		南谷　清和		どら焼きハウス 豆香		090-9940-2235		C		4		おかし横丁		本町２丁目		12月13日(日)・3月28日(日)		https://www.dorayakimameca.com/		名古屋市中村区のどら焼き専門店です。		7023		7		23				1				1												どら焼きハウス 豆香

		本町２丁目		C		3		おかし横丁		いちご大福のゑびすや		三浦 貴江		09068070915		パック詰		×		7		彩り豊かなフルーツあんのいちご大福を展開				miutaka.0915@gmail.com		三浦 貴江		いちご大福のゑびすや		090-6807-0915		C		5		おかし横丁		本町２丁目		11月8日(日)・2月28日(日)・3月28日(日)				彩り豊かなフルーツあんのいちご大福を展開		7027		7		27		1				1		1												いちご大福のゑびすや

		本町２丁目		C		4		おかし横丁		BAGEL MONDAY		淀川直紀		09042670907		パック詰		×		7		通販とイベント出店のみでの販売		https://instagram.com/bagel.monday		bagel.monday@gmail.com		淀川直紀		BAGEL MONDAY		09042670907		C		6		おかし横丁		本町２丁目		2月28日(日)・3月28日(日)		https://instagram.com/bagel.monday		通販とイベント出店のみでの販売		7031		7		31						1		1												BAGEL MONDAY

		本町２丁目		C		5		おかし横丁		パティスリーSugirl (シュガール)		寺倉　今日子		09081314624		パック詰		×		7		大人可愛いお菓子に是非出会って下さい！！		http://picdeer.com/sugirl2019		today-child16621@kej.biglobe.ne.jp		寺倉　今日子		パティスリーSugirl (シュガール)		09081314624		C		8		おかし横丁		本町２丁目		12月13日(日)・2月28日(日)・3月28日(日)		http://picdeer.com/sugirl2019		大人可愛いお菓子に是非出会って下さい！！		7047		7		47				1		1		1												パティスリーSugirl (シュガール)

		本町２丁目		C		6		おかし横丁		季節のジャム  sweet-jam		小林悦子		09026198396		パック詰		×		7		地元でとれる野菜やくだもののジャム		pipiyo935@yahoo.co.jp		小林悦子		季節のジャム  sweet-jam		090-2619-8396		C		7		おかし横丁		本町２丁目		11月8日(日)・12月13日(日)・2月28日(日)		https://sweet-jam.com/		地元でとれる野菜やくだもののジャム		7032		7		32		1		1		1		0

		本町２丁目		C		7		大せんい市 ダイ イチ		尾州のカレント		彦坂雄大		08016046807		物販		×		11		繊維企業で働く若手による産地活性活動です		https://www.instagram.com/bishunocurrent/

		本町２丁目		C		8														11

		本町２丁目		C		9		大せんい市 ダイ イチ		木玉毛織株式会社 キタマケオリ カブシキカイシャ		木全恵理子		09099458242		物販		×		11		尾州の繊維素材紹介販売とビルのPR		http://kitamakeori.co.jp

		本町２丁目		C		10														11

		本町２丁目		C		11				案内所（本部） アンナイジョ ホンブ		杜の宮市準備委員会 モリ ミヤイチ ジュンビイインカイ		07056411188				×

		本町２丁目		C		12		一般飲食		飴屋本舗		三重野　晋一		09082127116		現地調理		〇		6		リクエストにより目の前で飴をお作りします				monfy650727@gmail.com		三重野　晋一		飴屋本舗		09082127116		C		12		一般飲食		オリナス南		3月28日(日)				リクエストにより目の前で飴をお作りします		6065		6		65								1								オリ		オリ		飴屋本舗

		本町２丁目		C		13		一般飲食		杜の宮市準備委員会		星野三奈子 ホシノミナコ		09033880139		現地調理		〇		6		ドリンク、クラフトビール		https://miyaicjhi.net																																																杜の宮市準備委員会

		オリナス南		D		1		杜の学校		ハイカンKOZOU		鈴木 裕之		09048586672		物販		×		5		塩ビ管オリジナル水鉄砲作りをしよう！		https://instagram.com/haikankozou?igshid=1eqh435g5ucat		mr.children.h.s@gmail.com		鈴木 裕之		ハイカンKOZOU		09048586672		D		1		杜の学校		本町３丁目		3月28日(日)		https://instagram.com/haikankozou?igshid=1eqh435g5ucat		塩ビ管オリジナル水鉄砲作りをしよう！		5002		5		2								1												ハイカンKOZOU

		オリナス南		D		2		杜の学校		省エネ健康住宅の株式会社いわいハウジング		岩田邦裕		09086755701		物販		×		5		地球と地域と家族を元気にする住まいづくり		https://www.iwaihousing.com		kunihiro@iwaihousing.com		岩田邦裕		省エネ健康住宅の株式会社いわいハウジング		09086755701		D		3		杜の学校		本町３丁目		3月28日(日)		https://www.iwaihousing.com		地球と地域と家族を元気にする住まいづくり		5042		5		42								1												省エネ健康住宅の株式会社いわいハウジング

		本町３丁目		D		3		杜の学校		coquebotti（コケボッチ）		今冨 加奈子		09052573842		物販		×		5		オリジナルこけしの販売＆絵付け体験		http://instagram.com/coquebotti		kanabo2000@hotmail.co.jp		今冨 加奈子		coquebotti（コケボッチ）		090-5257-3842		D		4		杜の学校		本町３丁目		3月28日(日)		http://instagram.com/coquebotti		オリジナルこけしの販売＆絵付け体験		5047		5		47								1												coquebotti（コケボッチ）

		本町３丁目		D		4		杜の学校		ちびパン雑貨さくあず。		中島さちえ		08051021286		物販		×		5		パン生地を形作ったパンの雑貨		http://instagram.com//sakuazuminipan		sakuazu1286@yahoo.co.jp		中島さちえ		ちびパン雑貨さくあず。		08051021286		D		1		杜の学校		本町３丁目		2月28日(日)		http://instagram.com//sakuazuminipan		パン生地を形作ったパンの雑貨		5001		5		1		0		0		1		0

		本町３丁目		D		5		杜の学校		アイシングクッキー　プチマロン		木全美和		09099241332		物販		×		5		見て作って楽しい！アイシングクッキー教室		https://www.instagram.com/petit.maron/		kimazou@kyp.biglobe.ne.jp		木全美和		アイシングクッキー　プチマロン		09099241332		D		2		杜の学校		本町３丁目		2月28日(日)		https://www.instagram.com/petit.maron/		見て作って楽しい！アイシングクッキー教室		5015		5		15		0		0		1		0

		本町３丁目		D		6		杜の学校		織りクラブ まごまご		武保直美		09042673958		物販		×		5		自由に自由に織ってみよ！		https://npomagokoro.xsrv.jp/		magokoro8709@yahoo.co.jp		武保直美		織りクラブ まごまご		09042673958		D		3		杜の学校		本町３丁目		2月28日(日)		https://npomagokoro.xsrv.jp/		自由に自由に織ってみよ！		5024		5		24		0		0		1		0

		本町３丁目		D		7		杜の学校		CLAMP一級建築士事務所		小池圭祐		09014190719		物販		×		5		一宮の小さな建築設計事務所です。		https://clampdesignworks.wixsite.com/clamp		clampdesignworks@gmail.com		小池圭祐		CLAMP一級建築士事務所		09014190719		D		4		杜の学校		本町３丁目		2月28日(日)		https://clampdesignworks.wixsite.com/clamp		一宮の小さな建築設計事務所です。		5034		5		34						1		0

										ゼンタングル®︎チーム東海

		本町３丁目		D		8		一般飲食		ポポット		桂　泰靖		09017471593		現地調理		〇		6		やわらかポークステーキと自家製ドリンク				lqad6985@yahoo.co.jp		桂　泰靖		ポポット		09017471593		D		9		一般飲食		本町３丁目		3月28日(日)				やわらかポークステーキと自家製ドリンク		6021		6		21		0		0		0		1								3		3		ポポット

		本町３丁目		D		9												×

		本町４丁目		E		1		はんじょうアート		布小物　haru*hareru		佐竹千晴		09078506818		物販		×		2		大人から子供まで使える普段使いの布小物		https://www.instagram.com/haru_handmade.86		whitestock186@yahoo.co.jp		佐竹千晴		布小物　haru*hareru		09078506818		E		1		はんじょうアート		本町４丁目		3月28日(日)		https://www.instagram.com/haru_handmade.86		大人から子供まで使える普段使いの布小物		2004		2		4						0		1												布小物　haru*hareru

		本町４丁目		E		2		はんじょうアート		charmrim☆		小笠原美希		08069470215		物販		×		2		ビーズ編みアクセサリー、がま口など制作		http://www.instagram.com/charmrim/		zakka.charmrim@gmail.com		小笠原美希		charmrim☆		08069470215		E		2		はんじょうアート		本町４丁目		3月28日(日)		http://www.instagram.com/charmrim/		ビーズ編みアクセサリー、がま口など制作		2007		2		7								1												charmrim☆

		本町４丁目		E		3		はんじょうアート		Space Kougi		町本美紀		09042340278		物販		×		2		様々なワックスを使った季節のキャンドル				spacekougi@gmail.com		町本美紀		Space Kougi		09042340278		E		3		はんじょうアート		本町４丁目		3月28日(日)				様々なワックスを使った季節のキャンドル		2008		2		8		0						1												Space Kougi						同じ日に他の飴細工の出店がある際は、決定前にご一報いただけませんでしょうか？				10/8/2020 13:33:05		monfy650727@gmail.com		発熱が無いこと、体調に心配が無いこと、新型コロナウイルス感染症患者と濃厚接触が無いことを確認して当日参加します。, マスク等を着用し、3密を回避します。, COCOAアプリを携帯端末に入れます。, 開催直前や開催中でも、全事業を中止とすることに同意します。		1

		本町４丁目		E		4		はんじょうアート		hana*neco		コンドウユカ		09011091372		物販		×		2		つまみ細工のお店です♪		https://www.Instagram.com/hananeco96		m.f.yukkondo@tg.commufa.jp		コンドウユカ		hana*neco		09011091372		E		4		はんじょうアート		本町４丁目		3月28日(日)		https://www.Instagram.com/hananeco96		つまみ細工のお店です♪		2009		2		9								1												hana*neco										10/14/2020 23:43:05		lqad6985@yahoo.co.jp		発熱が無いこと、体調に心配が無いこと、新型コロナウイルス感染症患者と濃厚接触が無いことを確認して当日参加します。, マスク等を着用し、3密を回避します。, COCOAアプリを携帯端末に入れます。, 開催直前や開催中でも、全事業を中止とすることに同意します。		1

		本町４丁目		E		5		はんじょうアート		schnauzer		河口千晴		08069448257		物販		×		2		透明感にこだわったレジンアクセサリー		https://www.instagram.com/schnauzer_chiharu		chiharu8612141124@gmail.com		河口千晴		schnauzer		08069448257		E		5		はんじょうアート		本町４丁目		3月28日(日)		https://www.instagram.com/schnauzer_chiharu		透明感にこだわったレジンアクセサリー		2033		2		33						0		1												schnauzer										10/8/2020 22:48:10		takahiro@manten-ff.com		発熱が無いこと、体調に心配が無いこと、新型コロナウイルス感染症患者と濃厚接触が無いことを確認して当日参加します。, マスク等を着用し、3密を回避します。, COCOAアプリを携帯端末に入れます。, 開催直前や開催中でも、全事業を中止とすることに同意します。		1

		本町４丁目		E		6		はんじょうアート		C's style		清水千頼		09014746022		物販		×		2		リバティを使った素敵な布小物のお店です。		 https://www.instagram.com/csstyle00/ 		csstyle00@yahoo.co.jp		清水千頼		C's style		09014746022		E		6		はんじょうアート		本町４丁目		3月28日(日)		 https://www.instagram.com/csstyle00/ 		リバティを使った素敵な布小物のお店です。		2042		2		42						0		1												C's style								20201012　20文字変更赤ちゃんが食べても大丈夫。安心安全食材		10/12/2020 7:58:42		o9080307700@gmail.com		発熱が無いこと、体調に心配が無いこと、新型コロナウイルス感染症患者と濃厚接触が無いことを確認して当日参加します。, マスク等を着用し、3密を回避します。, 開催直前や開催中でも、全事業を中止とすることに同意します。		1

		本町４丁目		E		7		はんじょうアート		ともも		野崎ともみ		09078879005		物販		×		2		紙雑貨・刺繍小物・似顔絵などの制作		https://twitter.com/mamemamenoki		tomomonomoto@hotmail.co.jp		野崎ともみ		ともも		09078879005		E		7		はんじょうアート		本町４丁目		3月28日(日)		https://twitter.com/mamemamenoki		紙雑貨・刺繍小物・似顔絵などの制作		2044		2		44		0						1												ともも										10/9/2020 11:07:17		moriifarm@hotmail.co.jp		発熱が無いこと、体調に心配が無いこと、新型コロナウイルス感染症患者と濃厚接触が無いことを確認して当日参加します。, マスク等を着用し、3密を回避します。, COCOAアプリを携帯端末に入れます。, 開催直前や開催中でも、全事業を中止とすることに同意します。		1

		本町４丁目		E		8		はんじょうアート		ホームスパンLively		加藤則子		09025717570		物販		×		2		手織り・手紡ぎ・手編み作品、アクセサリー				guri.cat.1999@ezweb.ne.jp		加藤則子		ホームスパンLively		09025717570		E		8		はんじょうアート		本町４丁目		3月28日(日)				手織り・手紡ぎ・手編み作品、アクセサリー		2056		2		56				0		0		1												ホームスパンLively						出展の形式欄で訂正がありますので、再送させていただきます。よろしくお願いいたします。				10/14/2020 22:12:36		kimokugroup@gmail.com		発熱が無いこと、体調に心配が無いこと、新型コロナウイルス感染症患者と濃厚接触が無いことを確認して当日参加します。, マスク等を着用し、3密を回避します。, COCOAアプリを携帯端末に入れます。, 開催直前や開催中でも、全事業を中止とすることに同意します。		2

		本町４丁目		E		9		はんじょうアート		ねずころも		立田　裕子		09034231986		物販		×		2		着物リメイクと和テイストの日常着		http://nezukoromo.localinfo.jp		nezukoromo88@gmail.com		立田　裕子		ねずころも		09034231986		E		9		はんじょうアート		本町４丁目		3月28日(日)		http://nezukoromo.localinfo.jp		着物リメイクと和テイストの日常着		2066		2		66						0		1												ねずころも										10/8/2020 9:26:48		daikichi.oasis1231@gmail.com		発熱が無いこと、体調に心配が無いこと、新型コロナウイルス感染症患者と濃厚接触が無いことを確認して当日参加します。, マスク等を着用し、3密を回避します。, COCOAアプリを携帯端末に入れます。, 開催直前や開催中でも、全事業を中止とすることに同意します。		1

		本町４丁目		E		10		はんじょうアート		革工房AQULIA		松村真絵		08045319222		物販		×		2		レザークラフト		https://instagram.com/leather_aqulia		mon_tresor2014@yahoo.co.jp		松村真絵		革工房AQULIA		08045319222		E		10		はんじょうアート		本町４丁目		3月28日(日)		https://instagram.com/leather_aqulia		レザークラフト		2069		2		69				0		0		1												革工房AQULIA						宜しくお願い致します。（有）ケイエム通商　小森				10/8/2020 15:05:39		korori--k@mvd.biglobe.ne.jp		発熱が無いこと、体調に心配が無いこと、新型コロナウイルス感染症患者と濃厚接触が無いことを確認して当日参加します。, マスク等を着用し、3密を回避します。, COCOAアプリを携帯端末に入れます。, 開催直前や開催中でも、全事業を中止とすることに同意します。		1

		本町４丁目		E		11		はんじょうアート		teto		佐藤 典子		09099031968		物販		×		2		羊毛フェルトとタティングレース等結ぶ物		https://www.instagram.com/tetosuke		tetosora@ezweb.ne.jp		佐藤 典子		teto		090-9903-1968		E		12		はんじょうアート		本町４丁目		3月28日(日)		https://www.instagram.com/tetosuke		羊毛フェルトとタティングレース等結ぶ物		2080		2		80				0		0		1												teto						杜の宮市ではもりもりフードコートで申し込みしておりましたが、まちの宮市ではお菓子横丁でお願いできればと思います。お手数をおかけしますが、よろしくお願いいたします。				10/8/2020 20:09:52		sayupon0916@gmail.com		発熱が無いこと、体調に心配が無いこと、新型コロナウイルス感染症患者と濃厚接触が無いことを確認して当日参加します。, マスク等を着用し、3密を回避します。, COCOAアプリを携帯端末に入れます。, 開催直前や開催中でも、全事業を中止とすることに同意します。		1

		本町４丁目		E		12		はんじょうアート		switch		山川　潤子		09073081167		物販		×		2		アクセサリー、ドール関連雑貨など		http://osanpoclub217.blog.fc2.com		osanpoclub@sf.commufa.jp		山川　潤子		switch		090-7308-1167		E		13		はんじょうアート		本町４丁目		3月28日(日)		http://osanpoclub217.blog.fc2.com		アクセサリー、ドール関連雑貨など		2087		2		87		0		0		0		1												switch										10/12/2020 15:36:19		info.sake.oogiya@gmail.com		発熱が無いこと、体調に心配が無いこと、新型コロナウイルス感染症患者と濃厚接触が無いことを確認して当日参加します。, マスク等を着用し、3密を回避します。, COCOAアプリを携帯端末に入れます。, 開催直前や開催中でも、全事業を中止とすることに同意します。		1

		本町４丁目		E		13		はんじょうアート		アンティークドボタンキコ		パイク熊季子		09096149422		物販		×		2		アンティークパーツを使用したアクセサリー		https://buttonkiko.exblog.jp/		pikenara@yahoo.co.jp		パイク熊季子		アンティークドボタンキコ		090-9614-9422		E		14		はんじょうアート		本町４丁目		3月28日(日)		https://buttonkiko.exblog.jp/		アンティークパーツを使用したアクセサリー		2099		2		99		0						1												アンティークドボタンキコ						コロナ渦ではありますが、非力とはなりますがお力添え出来れば幸いです。よろしくお願い申し上げます。				10/8/2020 11:13:04		ackee@nishikicommunications.com		発熱が無いこと、体調に心配が無いこと、新型コロナウイルス感染症患者と濃厚接触が無いことを確認して当日参加します。, マスク等を着用し、3密を回避します。, COCOAアプリを携帯端末に入れます。, 開催直前や開催中でも、全事業を中止とすることに同意します。		1

		本町４丁目		E		14		はんじょうアート		Yuily		松川由衣		09084703268		物販		×		2		お揃いのヘアアクセサリー、ウールレター 		http://www.instagram.com/yuilyhandmade/		yh.0421.wassari@rakuten.jp		松川由衣		Yuily		090-8470-3268		E		15		はんじょうアート		本町４丁目		3月28日(日)		http://www.instagram.com/yuilyhandmade/		お揃いのヘアアクセサリー、ウールレター 		2122		2		122								1												Yuily										10/11/2020 11:20:05		naostht@yahoo.co.jp		発熱が無いこと、体調に心配が無いこと、新型コロナウイルス感染症患者と濃厚接触が無いことを確認して当日参加します。, マスク等を着用し、3密を回避します。, COCOAアプリを携帯端末に入れます。, 開催直前や開催中でも、全事業を中止とすることに同意します。		1

		本町４丁目		E		15		はんじょうフード		griotte		岡田真希子		08014685960		パック詰		×		9		誰かにあげたくなる優しい焼き菓子のお店		http://www.instagram.com/griotte_sweets		okadamakiko9311@gmail.com		岡田真希子		griotte		08014685960		E		16		はんじょうフード		本町４丁目		11月8日(日)・2月28日(日)・3月28日(日)		http://www.instagram.com/griotte_sweets		誰かにあげたくなる優しい焼き菓子のお店		9008		9		8		1				1		1												griotte										10/8/2020 14:10:33		lucky@anchor7.jp		発熱が無いこと、体調に心配が無いこと、新型コロナウイルス感染症患者と濃厚接触が無いことを確認して当日参加します。, マスク等を着用し、3密を回避します。, COCOAアプリを携帯端末に入れます。, 開催直前や開催中でも、全事業を中止とすることに同意します。		1

		本町４丁目		E		16		はんじょうフード		Wild Berry		佐藤　早苗		09070436855		パック詰		×		9		愛知県産素材の無添加シフォンケーキ		http://cafewildberry.blog.fc2.com		kumasannoyome@gmail.com		佐藤　早苗		Wild Berry		090-7043-6855		E		17		はんじょうフード		本町４丁目		11月8日(日)-12月13日(日)-2月28日(日)-3月28日(日)		http://cafewildberry.blog.fc2.com		愛知県産素材の無添加シフォンケーキ		9007		9		7		1		1		1		1												Wild Berry										10/8/2020 9:45:01		achepati5598@gmail.com		発熱が無いこと、体調に心配が無いこと、新型コロナウイルス感染症患者と濃厚接触が無いことを確認して当日参加します。, マスク等を着用し、3密を回避します。, COCOAアプリを携帯端末に入れます。, 開催直前や開催中でも、全事業を中止とすることに同意します。		1

		本町４丁目		E		17												×		9

		本町４丁目		E		18												×		9

		本町４丁目		E		19												×		9

		本町４丁目		E		20												×		9

		本町４丁目		E		21				案内所 アンナイジョ		杜の宮市準備委員会 モリ ミヤイチ ジュンビイインカイ		07056411188				×

		葵公園		F		1		一般飲食		いとカフェ		伊藤文彰		09051063557		現地調理		〇		6		スパイスを使ったドリンクやカレーの販売		http://insutagram.com/itocafe1025/		itocafe@sd6.so-net.ne.jp		伊藤文彰		いとカフェ		090-5106-3557		F		6		一般飲食		葵公園		3月28日(日)		http://insutagram.com/itocafe1025/		スパイスを使ったドリンクやカレーの販売		6035		6		35				0		0		1								葵		葵		いとカフェ

		葵公園		F		2		一般飲食		AkitaHam		秋田　健博		08036750782		現地調理		〇		6		化学調味料・リン酸塩不使用		takehiro.akita@hotmail.de		秋田　健博		AkitaHam		08036750782		F		4		一般飲食		葵公園		2月28日(日)		https://akitaham.com		化学調味料・リン酸塩不使用		6052		6		52		0		0		1		0						葵				葵								連絡先は　08035485679です。よろしくお願い致します！		１０月１９日メールで１２月キャンセル		10/12/2020 18:59:18		omiyahan@gmail.com		発熱が無いこと、体調に心配が無いこと、新型コロナウイルス感染症患者と濃厚接触が無いことを確認して当日参加します。, マスク等を着用し、3密を回避します。, COCOAアプリを携帯端末に入れます。, 開催直前や開催中でも、全事業を中止とすることに同意します。		1

		葵公園		F		3		一般飲食		楽山		佐藤守弘		09041578539		現地調理		〇		6		和食とお寿司のお店です。		rakuzanwaka@gmail.com		佐藤守弘		楽山		09041578539		F		5		一般飲食		葵公園		2月28日(日)		http://www.osusiya.jp/rakuzan/		和食とお寿司のお店です。		6068		6		68						1		0						葵				葵

		葵公園		F		4		一般飲食		KIMOKU		平島 淑子		09015756836		現地調理		〇		6		フレーバードリンクの販売		https://www.instagram.com/kimoku_2019		kimokugroup@gmail.com		平島 淑子		KIMOKU		090-1575-6836		A		17		一般飲食		宮前三八市広場		3月28日(日)		https://www.instagram.com/kimoku_2019		フレーバードリンクの販売		6043		6		43		0				0		1								広場		広場		KIMOKU

		葵公園		F		5		一般飲食		caccaさんのキッシュ		渡邉幹也		09021355597		パック詰		×		6		乳製品を使わないなめらかキッシュ				daikichi.oasis1231@gmail.com		渡邉幹也		caccaさんのキッシュ		09021355597		F		2		一般飲食		葵公園		3月28日(日)				乳製品を使わないなめらかキッシュ		6011		6		11				0		0		1								葵		葵		caccaさんのキッシュ

		葵公園		F		6		一般飲食		たまご屋さんのシフォンケーキ		冨田小百合		09060779476		パック詰		×		6		たまご農家のシフォンケーキ専門店		https://ameblo.jp/sayuri-chiffon/		sayupon0916@gmail.com		冨田小百合		たまご屋さんのシフォンケーキ		090-6077-9476		F		4		一般飲食		葵公園		3月28日(日)		https://ameblo.jp/sayuri-chiffon/		たまご農家のシフォンケーキ専門店		6032		6		32						0		1								葵		葵		たまご屋さんのシフォンケーキ

		葵公園		F		7		一般飲食		鯖太郎		小森楠夫		08051153128		パック詰		×		6		焼き鯖寿司　鯖寿司　味噌焼き鯖寿司の販売				korori--k@mvd.biglobe.ne.jp		小森楠夫		鯖太郎		080-5115-3128		F		5		一般飲食		葵公園		3月28日(日)				焼き鯖寿司　鯖寿司　味噌焼き鯖寿司の販売		6034		6		34				0		0		1								葵		葵		鯖太郎

		葵公園		F		8		一般飲食		天然酵母パン　いっぽ²		トダダイスケ		09056237767		パック詰		×		6		無添加天然酵母パンを焼いております。		ippo-2@outlook.jp		トダダイスケ		天然酵母パン　いっぽ²		090-5623-7767		F		1		一般飲食		葵公園		2月28日(日)		https://www.ippo-2.com		無添加天然酵母パンを焼いております。		6009		6		9				0		1		0						葵				葵												10/8/2020 10:58:58		info@bariscafe.biz		発熱が無いこと、体調に心配が無いこと、新型コロナウイルス感染症患者と濃厚接触が無いことを確認して当日参加します。, マスク等を着用し、3密を回避します。, COCOAアプリを携帯端末に入れます。, 開催直前や開催中でも、全事業を中止とすることに同意します。		1

		葵公園		F		9

		葵公園		F		10		キッチンカー		ラッキーバーガー		松葉　明		09034218169		現地調理		〇		6		五感が思わず微笑むハンバーガー		http://lucky-burger.jp		lucky@anchor7.jp		松葉　明		ラッキーバーガー		090-3421-8169		F		9		キッチンカー		葵公園		3月28日(日)		http://lucky-burger.jp		五感が思わず微笑むハンバーガー		8004		8		4				0		0		1								葵		葵		ラッキーバーガー

		葵公園		F		11		キッチンカー		ab		村瀬裕也		09081325934		現地調理		〇		6		東南アジアのソウルフードをいかがですか				achepati5598@gmail.com		村瀬裕也		ab		090-8132-5934		F		10		キッチンカー		葵公園		3月28日(日)				東南アジアのソウルフードをいかがですか		8008		8		8				0		0		1								葵		葵		ab

		葵公園		F		12		一般飲食		めひかりのまんてん．		黒田孝弘		09048504578		現地調理		〇		6		愛知県蒲郡産メヒカリ唐揚の販売		https://manten-ff.com		takahiro@manten-ff.com		黒田孝弘		めひかりのまんてん．		09048504578		F		3		一般飲食		葵公園		3月28日(日)		https://manten-ff.com		愛知県蒲郡産メヒカリ唐揚の販売		6022		6		22		0		0		0		1								葵		葵		めひかりのまんてん．

		銀座通		G		10		ヒロガルソーシャル		ウォーカブル一宮		藤森 幹人		09076185426		物販		×		4		ウォーカブル138		https://www.instagram.com/kitaco_amezaiku_kitakiya/		藤森 幹人		ウォーカブル一宮		09076185426		B		14		ヒロガルソーシャル		本町１丁目																																		ウォーカブル一宮
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web

		出店場所 シュッテンバショ		ｴﾘｱ		№		部門		出展名 シュッテン メイ		20文字の自己紹介文		ホームページ等URL		出展名						出展名・出演名

		宮前(広場)		A		1		１３８のものづくり		手作り製作所 シー・エトワール		手作りの琉球ガラス玉や富士山アクセサリー		http://instagram.com/sii_etoile		手作り製作所 シー・エトワール						手作り製作所 シー・エトワール

		宮前(広場)		A		2		１３８のものづくり		Cuoio47146		品質に拘った手縫いのレザークラフト！		http://www.Instagram.com/cuoio47146		Cuoio47146						Cuoio47146

		宮前(広場)		A		3		１３８のものづくり		Laugh and kusu		思わず笑顔になれるカラフル刺繍ブローチ		https://laughandkusu.amebaownd.com/		Laugh and kusu						Laugh and kusu

		宮前(広場)		A		4		１３８のものづくり		scarab		真鍮で動物などのブローチを作っております		http://instagram.com/scarab_1993/		scarab						scarab

		宮前(広場)		A		5		１３８のものづくり		yamazaki		手縫いの革小物を作っています。		https://www.instagram.com/yamazaki_0514		yamazaki						yamazaki

		宮前(広場)		A		6		１３８のものづくり		stoffa		裂き織りバッグ、鍋つかみ、手紡ぎくつ下		http://stoffa.jp/		stoffa						stoffa

		宮前(広場)		A		7		１３８のものづくり		Logo　Roof		柿渋染タコ糸バック・細密画バッチ		https://long-roof.jimdofree.com/		Logo　Roof						Logo　Roof

		宮前(広場)		A		8		１３８のものづくり		ねこのしっぽ		オンリーワンデザインアイテムショップ		https://www.instaguram.com/cattail.patapata 		ねこのしっぽ						ねこのしっぽ

		宮前(広場)		A		9		１３８のものづくり		mi'(ミイ)		素材感を大切にした通年楽しめるかごbag		https://www.instagram.com/mi_kk_m		mi'(ミイ)						mi'(ミイ)

		宮前(広場)		A		10		１３８のものづくり		文福		陶芸と彫金で装身具や器などを作っています		http://instagram.com/bunbukuringo		文福						文福

		宮前(広場)		A		11		１３８のものづくり		NADO.		オリジナルのキャラクターグッズを製作		http://www.instagram.com/nado710		NADO.						NADO.

		宮前(広場)		A		12		１３８のものづくり		serein		麻ひもで編んだバッグや小物類の販売		https://www.instagram.com/serein1210		serein						serein

		宮前(広場)		A		13		１３８のものづくり		Lemonaid		木と花のアクセサリー		https://www.instagram.com/maisonabbey/		Lemonaid						Lemonaid

		宮前(広場)		A		14		１３８のものづくり		Thico Dorothy.		本物の木や葉っぱの葉脈のアクセサリー		https://www.instagram.com/thicodorothy/		Thico Dorothy.						Thico Dorothy.

		宮前(広場)		A		15		１３８のものづくり		glass sinocco		吹きガラス食器とガラスアクセサリー				glass sinocco						glass sinocco

		宮前(広場)		A		16		１３８のものづくり		崇-su-		寄木のアクセサリー		https://www.instagram.com/su_bino_su/		崇-su-						崇-su-

		宮前(広場)		A		17		１３８のものづくり		uta seisakusyo 		大人服と花雑貨の小さなお店です。		http://www.instagram.com/utaseisakusyo		uta seisakusyo 						uta seisakusyo 

		宮前(広場)		A		18		１３８のものづくり		洋ふく屋めがね		気分の上がる洋服を日々製作しています!		https://www.instagram.com/megane_no/		洋ふく屋めがね						洋ふく屋めがね

		宮前(広場)		A		19		１３８のモノづくり		工房山窩		手造り木工家具と山葡萄作品の出展です		http://koubou-sanka.main.jp		工房山窩						工房山窩

		宮前(広場)		A		20		１３８のモノづくり		メタルアートファクトリー		毎日楽しく使えるフライパンを作っています		https://www.facebook.com/hidetoshikashihara		メタルアートファクトリー						メタルアートファクトリー

		宮前(広場)		A		21		１３８のモノづくり		galleggiare		植物モチーフの糸編みアクセサリー		http://www.instagram.com/galleggiare		galleggiare						galleggiare

		宮前(広場)		A		22		１３８のモノづくり		なつ椿		手づくり陶器をぜひお手にとってみて下さい		https://www.instagram.com/natsutsubaki22		なつ椿						なつ椿

		宮前(広場)		A		23		１３８のものづくり		tash.leatherwork		日常に取り入れやすい革小物とリメイク		https://instagram.com/tashworks185		tash.leatherwork						tash.leatherwork

		宮前(広場)		A		24		１３８のモノづくり		la nature		ドライフラワーや花雑貨		https://www.instagram.com/lanature__/?hl=ja		la nature						la nature

		宮前(広場)		A		25										0

		宮前(広場)		A		26										0

		宮前(広場)		A		27				案内所 アンナイジョ				https://miyaichi.net		案内所						案内所 アンナイジョ

		本町１丁目		B		1		素材やマーケット		岡山デニム、輸入生地販売です		アパレル用途生地ばかりを集めました。		http://www.instagram.com/markpoint001/?hl=ja		岡山デニム、輸入生地販売です						岡山デニム、輸入生地販売です

		本町１丁目		B		2		素材やマーケット		STELLA		ハンドメイドのファンシーヤーンと生地		http://piacere-stella.com/		STELLA						STELLA

		本町１丁目		B		3		素材やマーケット		マテリアル・マテリアル		よりぬきの糸や布など服飾素材を販売。		http://www.kionstudio.com		マテリアル・マテリアル						マテリアル・マテリアル

		本町１丁目		B		4		素材やマーケット		Rurikoyarn		オリジナルの引き揃え毛糸と染糸のお店		https://www.instagram.com/rurikoyarn		Rurikoyarn						Rurikoyarn

		本町１丁目		B		5		素材やマーケット		ハウスカストア		ワッペンやリボンなどかわいいがいっぱい！		http://hauska.shop-pro.jp/		ハウスカストア						ハウスカストア

		本町１丁目		B		6										0

		本町１丁目		B		7		ヒロガルソーシャル		もうやいこ(一宮市市民活動支援センター)		市民活動支援センター登録団体が合同で出展		https://138cc.org		もうやいこ(一宮市市民活動支援センター)						もうやいこ(一宮市市民活動支援センター)

		本町１丁目		B		8		ヒロガルソーシャル		もうやいこ(一宮市市民活動支援センター)		市民活動支援センター登録団体が合同で出展		https://138cc.org		もうやいこ(一宮市市民活動支援センター)						もうやいこ(一宮市市民活動支援センター)

		本町１丁目		B		9		ヒロガルソーシャル		もうやいこ(一宮市市民活動支援センター)		市民活動支援センター登録団体が合同で出展		https://138cc.org		もうやいこ(一宮市市民活動支援センター)						もうやいこ(一宮市市民活動支援センター)

		本町１丁目		B		10		ヒロガルソーシャル		中北薬品株式会社 カブシキガイシャ		創業290周年以上続く医薬品卸企業です。		http://www.nakakita.co.jp/		中北薬品株式会社 カブシキガイシャ						中北薬品株式会社 カブシキガイシャ

		本町１丁目		B		11		ヒロガルソーシャル		あめ細工家　きたきや		目の前で作り上げる和の飴細工です。		https://www.instagram.com/kitaco_amezaiku_kitakiya/		あめ細工家　きたきや						あめ細工家　きたきや

		本町１丁目		B		12		ヒロガルソーシャル		ウォーカブル一宮		ウォーカブル138		https://www.instagram.com/kitaco_amezaiku_kitakiya/		ウォーカブル一宮						ウォーカブル一宮

		本町１丁目		B		13										0

		本町１丁目		B		14		１３８のものづくり		ten-eight108°		一点モノの刺繍アクセサリー／麻のバッグ		https://Instagram.com/108.teneight/		ten-eight108°						ten-eight108°

		本町１丁目		B		15		１３８のものづくり		Canaria Wood Works		生木の器とカトラリー		https://www.instagram.com/canaria.ww		Canaria Wood Works						Canaria Wood Works

		本町１丁目		B		16		１３８のものづくり		iwashikujira		小さな絵と雑貨と雰囲気にがおえ		https://www.instagram.com/iwashikujira/		iwashikujira						iwashikujira

		本町１丁目		B		17		１３８のものづくり		Hana☆華		帯でリメイクした、バッグ、ポーチ、小物		https://www.instagram.com/hanahana_trkit/		Hana☆華						Hana☆華

		本町１丁目		B		18				案内所 アンナイジョ				https://miyaichi.net		案内所						案内所 アンナイジョ

		本町２丁目		C		1		おかし横丁		itori		当日は、大きなタルトをお持ちします。		https://instagram.com/itori2018		itori						itori

		本町２丁目		C		2		おかし横丁		どら焼きハウス 豆香		名古屋市中村区のどら焼き専門店です。		https://www.dorayakimameca.com/		どら焼きハウス 豆香						どら焼きハウス 豆香

		本町２丁目		C		3		おかし横丁		いちご大福のゑびすや		彩り豊かなフルーツあんのいちご大福を展開				いちご大福のゑびすや						いちご大福のゑびすや

		本町２丁目		C		4		おかし横丁		BAGEL MONDAY		通販とイベント出店のみでの販売		https://instagram.com/bagel.monday		BAGEL MONDAY						BAGEL MONDAY

		本町２丁目		C		5		おかし横丁		パティスリーSugirl (シュガール)		大人可愛いお菓子に是非出会って下さい！！		http://picdeer.com/sugirl2019		パティスリーSugirl (シュガール)						パティスリーSugirl (シュガール)

		本町２丁目		C		6		おかし横丁		季節のジャム  sweet-jam		地元でとれる野菜やくだもののジャム				季節のジャム  sweet-jam						季節のジャム  sweet-jam

		本町２丁目		C		7		大せんい市 ダイ イチ		尾州のカレント		繊維企業で働く若手による産地活性活動です		https://www.instagram.com/bishunocurrent/		尾州のカレント						尾州のカレント

		本町２丁目		C		8		大せんい市 ダイ イチ		大鹿株式会社 オオシカ カブシキガイシャ		生地が選べるオーダー服受注会		http://bishu-current.jp/ 		大鹿株式会社

		本町２丁目		C		9		大せんい市 ダイ イチ		木玉毛織株式会社 キタマケオリ カブシキカイシャ		尾州の繊維素材紹介販売とビルのPR		http://kitamakeori.co.jp		木玉毛織株式会社						木玉毛織株式会社 キタマケオリ カブシキカイシャ

		本町２丁目		C		10		大せんい市 ダイ イチ		松永株式会社 マツナガ カブシキガイシャ						松永株式会社

		本町２丁目		C		11		大せんい市 ダイ イチ		葛利毛織工業

		本町２丁目		C		12		大せんい市 ダイ イチ		シバタテクノテキス株式会社 カブシキガイシャ

		本町２丁目		C		13		大せんい市 ダイ イチ		みづほ興業株式会社 カブシキガイシャ

		本町２丁目		C		11				案内所（本部） アンナイジョ ホンブ				https://miyaichi.net		案内所（本部）						案内所（本部） アンナイジョ ホンブ

		本町２丁目		C		12		一般飲食		飴屋本舗		リクエストにより目の前で飴をお作りします				飴屋本舗						飴屋本舗

		本町２丁目		C		13		一般飲食		杜の宮市準備委員会		ドリンク、クラフトビール		https://miyaichi.net		杜の宮市準備委員会						杜の宮市準備委員会

		オリナス南		D		1		杜の学校		ハイカンKOZOU		塩ビ管オリジナル水鉄砲作りをしよう！		https://instagram.com/haikankozou?igshid=1eqh435g5ucat		ハイカンKOZOU						ハイカンKOZOU

		オリナス南		D		2		杜の学校		省エネ健康住宅の株式会社いわいハウジング		地球と地域と家族を元気にする住まいづくり		https://www.iwaihousing.com		省エネ健康住宅の株式会社いわいハウジング						省エネ健康住宅の株式会社いわいハウジング

		本町３丁目		D		3		杜の学校		coquebotti（コケボッチ）		オリジナルこけしの販売＆絵付け体験		http://instagram.com/coquebotti		coquebotti（コケボッチ）						coquebotti（コケボッチ）

		本町３丁目		D		4		杜の学校		ちびパン雑貨さくあず。		パン生地を形作ったパンの雑貨		http://instagram.com//sakuazuminipan		ちびパン雑貨さくあず。						ちびパン雑貨さくあず。

		本町３丁目		D		5		杜の学校		アイシングクッキー　プチマロン		見て作って楽しい！アイシングクッキー教室		https://www.instagram.com/petit.maron/		アイシングクッキー　プチマロン						アイシングクッキー　プチマロン

		本町３丁目		D		6		杜の学校		織りクラブ まごまご		自由に自由に織ってみよ！		https://npomagokoro.xsrv.jp/		織りクラブ まごまご						織りクラブ まごまご

		本町３丁目		D		7		杜の学校		CLAMP一級建築士事務所		一宮の小さな建築設計事務所です。		https://clampdesignworks.wixsite.com/clamp		CLAMP一級建築士事務所						CLAMP一級建築士事務所

		本町３丁目		D		8		杜の学校		ゼンタングル®チーム東海 トウカイ		手描きアートゼンタングル　ワークショップ		https://sasialeo.localinfo.jp/		ゼンタングル®チーム東海						ゼンタングル®チーム東海

		本町３丁目		D		9		一般飲食		ポポット		やわらかポークステーキと自家製ドリンク		https://popote-iwakura.owst.jp/		ポポット						ポポット

		本町３丁目		D		10										0

		本町４丁目		E		1		はんじょうアート		布小物　haru*hareru		大人から子供まで使える普段使いの布小物		https://www.instagram.com/haru_handmade.86		布小物　haru*hareru						布小物　haru*hareru

		本町４丁目		E		2		はんじょうアート		charmrim☆		ビーズ編みアクセサリー、がま口など制作		http://www.instagram.com/charmrim/		charmrim☆						charmrim☆

		本町４丁目		E		3		はんじょうアート		Space Kougi		様々なワックスを使った季節のキャンドル				Space Kougi						Space Kougi

		本町４丁目		E		4		はんじょうアート		hana*neco		つまみ細工のお店です♪		https://www.Instagram.com/hananeco96		hana*neco						hana*neco

		本町４丁目		E		5		はんじょうアート		schnauzer		透明感にこだわったレジンアクセサリー		https://www.instagram.com/schnauzer_chiharu		schnauzer						schnauzer

		本町４丁目		E		6		はんじょうアート		C's style		リバティを使った素敵な布小物のお店です。		 https://www.instagram.com/csstyle00/ 		C's style						C's style

		本町４丁目		E		7		はんじょうアート		ともも		紙雑貨・刺繍小物・似顔絵などの制作		https://twitter.com/mamemamenoki		ともも						ともも

		本町４丁目		E		8		はんじょうアート		ホームスパンLively		手織り・手紡ぎ・手編み作品、アクセサリー				ホームスパンLively						ホームスパンLively

		本町４丁目		E		9		はんじょうアート		ねずころも		着物リメイクと和テイストの日常着		http://nezukoromo.localinfo.jp		ねずころも						ねずころも

		本町４丁目		E		10		はんじょうアート		革工房AQULIA		レザークラフト		https://instagram.com/leather_aqulia		革工房AQULIA						革工房AQULIA

		本町４丁目		E		11		はんじょうアート		teto		羊毛フェルトとタティングレース等結ぶ物		https://www.instagram.com/tetosuke		teto						teto

		本町４丁目		E		12		はんじょうアート		switch		アクセサリー、ドール関連雑貨など		http://osanpoclub217.blog.fc2.com		switch						switch

		本町４丁目		E		13		はんじょうアート		アンティークドボタンキコ		アンティークパーツを使用したアクセサリー		https://buttonkiko.exblog.jp/		アンティークドボタンキコ						アンティークドボタンキコ

		本町４丁目		E		14		はんじょうアート		Yuily		お揃いのヘアアクセサリー、ウールレター 		http://www.instagram.com/yuilyhandmade/		Yuily						Yuily

		本町４丁目		E		15		はんじょうフード		griotte		誰かにあげたくなる優しい焼き菓子のお店		http://www.instagram.com/griotte_sweets		griotte						griotte

		本町４丁目		E		16		はんじょうフード		Wild Berry		愛知県産素材の無添加シフォンケーキ		http://cafewildberry.blog.fc2.com		Wild Berry						Wild Berry

		本町４丁目		E		17										0

		本町４丁目		E		18										0

		本町４丁目		E		19										0

		本町４丁目		E		20										0

		本町４丁目		E		21				案内所 アンナイジョ						案内所						案内所 アンナイジョ

		葵公園		F		1		一般飲食		いとカフェ		スパイスを使ったドリンクやカレーの販売		http://insutagram.com/itocafe1025/		いとカフェ						いとカフェ

		葵公園		F		2		一般飲食		AkitaHam		化学調味料・リン酸塩不使用				AkitaHam						AkitaHam

		葵公園		F		3		一般飲食		楽山		和食とお寿司のお店です。				楽山						楽山

		葵公園		F		4		一般飲食		KIMOKU		フレーバードリンクの販売		https://www.instagram.com/kimoku_2019		KIMOKU						KIMOKU

		葵公園		F		5		一般飲食		caccaさんのキッシュ		乳製品を使わないなめらかキッシュ				caccaさんのキッシュ						caccaさんのキッシュ

		葵公園		F		6		一般飲食		たまご屋さんのシフォンケーキ		たまご農家のシフォンケーキ専門店		https://ameblo.jp/sayuri-chiffon/		たまご屋さんのシフォンケーキ						たまご屋さんのシフォンケーキ

		葵公園		F		7		一般飲食		鯖太郎		焼き鯖寿司　鯖寿司　味噌焼き鯖寿司の販売				鯖太郎						鯖太郎

		葵公園		F		8		一般飲食		天然酵母パン　いっぽ²		無添加天然酵母パンを焼いております。				天然酵母パン　いっぽ²						天然酵母パン　いっぽ²

		葵公園		F		9										0

		葵公園		F		10		キッチンカー		ラッキーバーガー		五感が思わず微笑むハンバーガー		http://lucky-burger.jp		ラッキーバーガー						ラッキーバーガー

		葵公園		F		11		キッチンカー		ab		東南アジアのソウルフードをいかがですか				ab						ab

		葵公園		F		12		一般飲食		めひかりのまんてん．		愛知県蒲郡産メヒカリ唐揚の販売		https://manten-ff.com		めひかりのまんてん．						めひかりのまんてん．

		銀座通		G		10		ヒロガルソーシャル		ウォーカブル一宮		ウォーカブル138		https://www.instagram.com/kitaco_amezaiku_kitakiya/		ウォーカブル一宮						ウォーカブル一宮



2021年3月28日 第4回まちの宮市 ブース一覧	


https://miyaichi.net/https://npomagokoro.xsrv.jp/https://www.instagram.com/petit.maron/http://instagram.com/sakuazuminipanhttp://kitamakeori.co.jp/https://www.instagram.com/bishunocurrent/http://instagram.com/sii_etoilehttp://www.instagram.com/cuoio47146https://laughandkusu.amebaownd.com/http://instagram.com/scarab_1993/https://www.instagram.com/yamazaki_0514https://miyaichi.net/http://stoffa.jp/https://long-roof.jimdofree.com/https://www.instaguram.com/cattail.patapatahttps://www.instagram.com/mi_kk_mhttp://instagram.com/bunbukuringohttp://www.instagram.com/nado710https://www.instagram.com/serein1210https://www.instagram.com/maisonabbey/https://www.instagram.com/thicodorothy/https://www.instagram.com/su_bino_su/https://miyaichi.net/http://www.instagram.com/utaseisakusyohttps://www.instagram.com/megane_no/http://www.instagram.com/markpoint001/?hl=jahttp://piacere-stella.com/http://www.kionstudio.com/https://www.instagram.com/rurikoyarnhttps://138cc.org/https://138cc.org/https://138cc.org/https://instagram.com/itori2018https://miyaichi.net/https://www.dorayakimameca.com/https://instagram.com/bagel.mondayhttp://picdeer.com/sugirl2019https://instagram.com/haikankozou?igshid=1eqh435g5ucathttps://www.iwaihousing.com/http://instagram.com/coquebottihttp://www.instagram.com/griotte_sweetshttp://cafewildberry.blog.fc2.com/https://ameblo.jp/sayuri-chiffon/http://insutagram.com/itocafe1025/https://www.instagram.com/hanahana_trkit/http://lucky-burger.jp/http://koubou-sanka.main.jp/https://www.facebook.com/hidetoshikashiharahttp://www.instagram.com/galleggiarehttps://www.instagram.com/natsutsubaki22https://instagram.com/tashworks185http://www.nakakita.co.jp/https://popote-iwakura.owst.jp/https://sasialeo.localinfo.jp/http://bishu-current.jp/http://hauska.shop-pro.jp/https://www.instagram.com/lanature__/?hl=jahttps://www.instagram.com/kimoku_2019https://clampdesignworks.wixsite.com/clamp

申請書

		出店場所 シュッテンバショ		ｴﾘｱ		№		部門		出展名・出演名		お名前（姓名）		携帯電話		出展形態		飲食		消火器

		宮前三八市広場		A		1		１３８のものづくり		手作り製作所 シー・エトワール		西野志保		09073575393		物販		ー		×

		宮前三八市広場		A		2		１３８のものづくり		Cuoio47146		永谷恵梨		09078544112		物販		ー		×

		宮前三八市広場		A		3		１３８のものづくり		Laugh and kusu		坂本薫		09044698354		物販		ー		×

		宮前三八市広場		A		4		１３８のものづくり		scarab		小川竜子		09065964862		物販		ー		×

		宮前三八市広場		A		5		１３８のものづくり		yamazaki		山崎　知子		09061766282		物販		ー		×

		宮前三八市広場		A		6		１３８のものづくり		stoffa		山本純子		09061225638		物販		ー		×

		宮前三八市広場		A		7		１３８のものづくり		Logo　Roof		高瀬　良江		08032817733		物販		ー		×

		宮前三八市広場		A		8		１３８のものづくり		ねこのしっぽ		壽　順子		09019031725		物販		ー		×

		宮前三八市広場		A		9		１３８のものづくり		mi'(ミイ)		別府美都子		09019815688		物販		ー		×

		宮前三八市広場		A		10		１３８のものづくり		文福		土井　文子		09071972170		物販		ー		×

		宮前三八市広場		A		11		１３８のものづくり		NADO.		長谷奈央美		09042151161		物販		ー		×

		宮前三八市広場		A		12		１３８のものづくり		serein		江藤里美		09095605935		物販		ー		×

		宮前三八市広場		A		13		１３８のものづくり		Lemonaid		阿部　亜矢		09035526309		物販		ー		×

		宮前三八市広場		A		14		１３８のものづくり		Thico Dorothy.		山川裕美		08016227828		物販		ー		×

		宮前三八市広場		A		15		１３８のものづくり		glass sinocco		畑地のり		09066448627		物販		ー		×

		宮前三八市広場		A		16		１３８のものづくり		崇-su-		日比野真崇		09041833621		物販		ー		×

		宮前三八市広場		A		17		１３８のものづくり		uta seisakusyo 		羽田　美咲		09098910409		物販		ー		×

		宮前三八市広場		A		18		１３８のものづくり		洋ふく屋めがね		曽我そのみ		08069255900		物販		ー		×

		宮前三八市広場		A		19		１３８のモノづくり		工房山窩		並木諭		09060093426		物販		ー		×

		宮前三八市広場		A		20		１３８のモノづくり		メタルアートファクトリー		柏原秀年		09010246971		物販		ー		×

		宮前三八市広場		A		21		１３８のモノづくり		galleggiare		中野真理		08051119119		物販		ー		×

		宮前三八市広場		A		22		１３８のモノづくり		なつ椿		西岡紀子		09023434876		物販		ー		×

		宮前三八市広場		A		23		１３８のものづくり		tash.leatherwork		恒川　亜矢子		09042619858		物販		ー		×

		宮前三八市広場		A		24		１３８のモノづくり		la nature		今井友佳子		08030699019		物販		ー		×

		宮前三八市広場		A		25														

		宮前三八市広場		A		26														

		宮前三八市広場		A		27				案内所 アンナイジョ		杜の宮市準備委員会 モリ ミヤイチ ジュンビイインカイ		07056411188						

		本町１丁目		B		1		素材やマーケット		岡山デニム、輸入生地販売です		横田圭司		09088280839		物販		ー		×

		本町１丁目		B		2		素材やマーケット		STELLA		小野　淳		09035837372		物販		ー		×

		本町１丁目		B		3		素材やマーケット		マテリアル・マテリアル		稀　温		09034575872		物販		ー		×

		本町１丁目		B		4		素材やマーケット		Rurikoyarn		臼井早穂		09060703827		物販		ー		×

		本町１丁目		B		5		素材やマーケット		ハウスカストア		井戸康貴		08036213807		物販		ー		×

		本町１丁目		B		6														

		本町１丁目		B		7		ヒロガルソーシャル		もうやいこ(一宮市市民活動支援センター)		星野博		09022659188		物販		ー		×

		本町１丁目		B		8		ヒロガルソーシャル		もうやいこ(一宮市市民活動支援センター)		星野博		09022659188		物販		ー		×

		本町１丁目		B		9		ヒロガルソーシャル		もうやいこ(一宮市市民活動支援センター)		星野博		09022659188		物販		ー		×

		本町１丁目		B		10		ヒロガルソーシャル		シモホンプロジェクト		星野博		09022659188		物販		ー		×

		本町１丁目		B		11		ヒロガルソーシャル		あめ細工家　きたきや		北沢　衣りな		09073063847		現地調理		〇		〇

		本町１丁目		B		12		ヒロガルソーシャル		ウォーカブル一宮		藤森 幹人		09076185426		物販		ー		×

		本町１丁目		B		13														

		本町１丁目		B		14		１３８のものづくり		ten-eight108°		小林　梨那		09099710219		物販		ー		×

		本町１丁目		B		15		１３８のものづくり		Canaria Wood Works		有光　猛		08051352875		物販		ー		×

		本町１丁目		B		16		１３８のものづくり		iwashikujira		丹羽あすみ		09085485005		物販		ー		×

		本町１丁目		B		17		１３８のものづくり		Hana☆華		伊東輝子		09048273801		物販		ー		×

		本町１丁目		B		18				案内所 アンナイジョ		杜の宮市準備委員会 モリ ミヤイチ ジュンビイインカイ		07056411188						

		本町２丁目		C		1		おかし横丁		itori		鳥居靖宏		09067675476		パック詰		〇		×

		本町２丁目		C		2		おかし横丁		どら焼きハウス 豆香		南谷　清和		09099402235		パック詰		〇		×

		本町２丁目		C		3		おかし横丁		いちご大福のゑびすや		三浦 貴江		09068070915		パック詰		〇		×

		本町２丁目		C		4		おかし横丁		BAGEL MONDAY		淀川直紀		09042670907		パック詰		〇		×

		本町２丁目		C		5		おかし横丁		パティスリーSugirl (シュガール)		寺倉　今日子		09081314624		パック詰		〇		×

		本町２丁目		C		6		おかし横丁		季節のジャム  sweet-jam		小林悦子		09026198396		パック詰		〇		×

		本町２丁目		C		7		大せんい市 ダイ イチ		尾州のカレント		彦坂雄大		08016046807		物販		ー		×

		本町２丁目		C		8														

		本町２丁目		C		9		大せんい市 ダイ イチ		木玉毛織株式会社 キタマケオリ カブシキカイシャ		木全恵理子		09099458242		物販		ー		×

		本町２丁目		C		10														

		本町２丁目		C		11				案内所（本部） アンナイジョ ホンブ		杜の宮市準備委員会 モリ ミヤイチ ジュンビイインカイ		07056411188						

		本町２丁目		C		12		一般飲食		飴屋本舗		三重野　晋一		09082127116		現地調理		〇		〇

		本町２丁目		C		13		一般飲食		杜の宮市準備委員会		星野三奈子 ホシノミナコ		09033880139		現地調理		〇		〇

		オリナス南		D		1		杜の学校		ハイカンKOZOU		鈴木 裕之		09048586672		物販		ー		×

		オリナス南		D		2		杜の学校		省エネ健康住宅の株式会社いわいハウジング		岩田邦裕		09086755701		物販		ー		×

		本町３丁目		D		3		杜の学校		coquebotti（コケボッチ）		今冨 加奈子		09052573842		物販		ー		×

		本町３丁目		D		4		杜の学校		ちびパン雑貨さくあず。		中島さちえ		08051021286		物販		ー		×

		本町３丁目		D		5		杜の学校		アイシングクッキー　プチマロン		木全美和		09099241332		物販		ー		×

		本町３丁目		D		6		杜の学校		織りクラブ まごまご		武保直美		09042673958		物販		ー		×

		本町３丁目		D		7		杜の学校		CLAMP一級建築士事務所		小池圭祐		09014190719		物販		ー		×

		本町３丁目		D		8		一般飲食		ポポット		桂　泰靖		09017471593		現地調理		〇		〇

		本町３丁目		D		9														

		本町４丁目		E		1		はんじょうアート		布小物　haru*hareru		佐竹千晴		09078506818		物販		ー		×

		本町４丁目		E		2		はんじょうアート		charmrim☆		小笠原美希		08069470215		物販		ー		×

		本町４丁目		E		3		はんじょうアート		Space Kougi		町本美紀		09042340278		物販		ー		×

		本町４丁目		E		4		はんじょうアート		hana*neco		コンドウユカ		09011091372		物販		ー		×

		本町４丁目		E		5		はんじょうアート		schnauzer		河口千晴		08069448257		物販		ー		×

		本町４丁目		E		6		はんじょうアート		C's style		清水千頼		09014746022		物販		ー		×

		本町４丁目		E		7		はんじょうアート		ともも		野崎ともみ		09078879005		物販		ー		×

		本町４丁目		E		8		はんじょうアート		ホームスパンLively		加藤則子		09025717570		物販		ー		×

		本町４丁目		E		9		はんじょうアート		ねずころも		立田　裕子		09034231986		物販		ー		×

		本町４丁目		E		10		はんじょうアート		革工房AQULIA		松村真絵		08045319222		物販		ー		×

		本町４丁目		E		11		はんじょうアート		teto		佐藤 典子		09099031968		物販		ー		×

		本町４丁目		E		12		はんじょうアート		switch		山川　潤子		09073081167		物販		ー		×

		本町４丁目		E		13		はんじょうアート		アンティークドボタンキコ		パイク熊季子		09096149422		物販		ー		×

		本町４丁目		E		14		はんじょうアート		Yuily		松川由衣		09084703268		物販		ー		×

		本町４丁目		E		15		はんじょうフード		griotte		岡田真希子		08014685960		パック詰		〇		×

		本町４丁目		E		16		はんじょうフード		Wild Berry		佐藤　早苗		09070436855		パック詰		〇		×

		本町４丁目		E		17														

		本町４丁目		E		18														

		本町４丁目		E		19														

		本町４丁目		E		20														

		本町４丁目		E		21				案内所 アンナイジョ		杜の宮市準備委員会 モリ ミヤイチ ジュンビイインカイ		07056411188						

		葵公園		F		1		一般飲食		いとカフェ		伊藤文彰		09051063557		現地調理		〇		〇

		葵公園		F		2		一般飲食		AkitaHam		秋田　健博		08036750782		現地調理		〇		〇

		葵公園		F		3		一般飲食		楽山		佐藤守弘		09041578539		現地調理		〇		〇

		葵公園		F		4		一般飲食		KIMOKU		平島 淑子		09015756836		現地調理		〇		〇

		葵公園		F		5		一般飲食		caccaさんのキッシュ		渡邉幹也		09021355597		パック詰		〇		×

		葵公園		F		6		一般飲食		たまご屋さんのシフォンケーキ		冨田小百合		09060779476		パック詰		〇		×

		葵公園		F		7		一般飲食		鯖太郎		小森楠夫		08051153128		パック詰		〇		×

		葵公園		F		8		一般飲食		天然酵母パン　いっぽ²		トダダイスケ		09056237767		パック詰		〇		×

		葵公園		F		9														

		葵公園		F		10		キッチンカー		ラッキーバーガー		松葉　明		09034218169		現地調理		〇		〇

		葵公園		F		11		キッチンカー		ab		村瀬裕也		09081325934		現地調理		〇		〇

		葵公園		F		12		一般飲食		めひかりのまんてん．		黒田孝弘		09048504578		現地調理		〇		〇

		銀座通		G		10		ヒロガルソーシャル		ウォーカブル一宮		藤森 幹人		09076185426		物販		ー		×
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		ｴﾘｱ		№		部門		出展名・出演名		お名前（姓名）		携帯電話		出展形態		飲食		消火器

		A		1		１３８のものづくり		手作り製作所 シー・エトワール		西野志保		09073575393		物販		ー		×

		A		2		１３８のものづくり		Cuoio47146		永谷恵梨		09078544112		物販		ー		×

		A		3		１３８のものづくり		Laugh and kusu		坂本薫		09044698354		物販		ー		×

		A		4		１３８のものづくり		scarab		小川竜子		09065964862		物販		ー		×

		A		5		１３８のものづくり		yamazaki		山崎　知子		09061766282		物販		ー		×

		A		6		１３８のものづくり		stoffa		山本純子		09061225638		物販		ー		×

		A		7		１３８のものづくり		Logo　Roof		高瀬　良江		08032817733		物販		ー		×

		A		8		１３８のものづくり		ねこのしっぽ		壽　順子		09019031725		物販		ー		×

		A		9		１３８のものづくり		mi'(ミイ)		別府美都子		09019815688		物販		ー		×

		A		10		１３８のものづくり		文福		土井　文子		09071972170		物販		ー		×

		A		11		１３８のものづくり		NADO.		長谷奈央美		09042151161		物販		ー		×

		A		12		１３８のものづくり		serein		江藤里美		09095605935		物販		ー		×

		A		13		１３８のものづくり		Lemonaid		阿部　亜矢		09035526309		物販		ー		×

		A		14		１３８のものづくり		Thico Dorothy.		山川裕美		08016227828		物販		ー		×

		A		15		１３８のものづくり		glass sinocco		畑地のり		09066448627		物販		ー		×

		A		16		１３８のものづくり		崇-su-		日比野真崇		09041833621		物販		ー		×

		A		17		１３８のものづくり		uta seisakusyo 		羽田　美咲		09098910409		物販		ー		×

		A		18		１３８のものづくり		洋ふく屋めがね		曽我そのみ		08069255900		物販		ー		×

		A		19		１３８のモノづくり		工房山窩		並木諭		09060093426		物販		ー		×

		A		20		１３８のモノづくり		メタルアートファクトリー		柏原秀年		09010246971		物販		ー		×

		A		21		１３８のモノづくり		galleggiare		中野真理		08051119119		物販		ー		×

		A		22		１３８のモノづくり		なつ椿		西岡紀子		09023434876		物販		ー		×

		A		23		１３８のものづくり		tash.leatherwork		恒川　亜矢子		09042619858		物販		ー		×

		A		24		１３８のモノづくり		la nature		今井友佳子		08030699019		物販		ー		×

		B		1		素材やマーケット		岡山デニム、輸入生地販売です		横田圭司		09088280839		物販		ー		×

		B		2		素材やマーケット		STELLA		小野　淳		09035837372		物販		ー		×

		B		3		素材やマーケット		マテリアル・マテリアル		稀　温		09034575872		物販		ー		×

		B		4		素材やマーケット		Rurikoyarn		臼井早穂		09060703827		物販		ー		×

		B		5		素材やマーケット		ハウスカストア		井戸康貴		08036213807		物販		ー		×

		B		6		ヒロガルソーシャル		もうやいこ(一宮市市民活動支援センター)		星野博		09022659188		物販		ー		×

		B		7		ヒロガルソーシャル		もうやいこ(一宮市市民活動支援センター)		星野博		09022659188		物販		ー		×

		B		8		ヒロガルソーシャル		もうやいこ(一宮市市民活動支援センター)		星野博		09022659188		物販		ー		×

		B		9		ヒロガルソーシャル		シモホンプロジェクト		星野博		09022659188		物販		ー		×

		B		10		ヒロガルソーシャル		あめ細工家　きたきや		北沢　衣りな		09073063847		物販		ー		×

		B		11		ヒロガルソーシャル		ウォーカブル一宮		藤森 幹人		09076185426		物販		ー		×

		B		12		１３８のものづくり		ten-eight108°		小林　梨那		09099710219		物販		ー		×

		B		13		１３８のものづくり		Canaria Wood Works		有光　猛		08051352875		物販		ー		×

		B		14		１３８のものづくり		iwashikujira		丹羽あすみ		09085485005		物販		ー		×

		B		15		１３８のものづくり		Hana☆華		伊東輝子		09048273801		物販		ー		×

		C		1		おかし横丁		itori		鳥居靖宏		09067675476		パック詰		〇		×

		C		2		おかし横丁		どら焼きハウス 豆香		南谷　清和		09099402235		パック詰		〇		×

		C		3		おかし横丁		いちご大福のゑびすや		三浦 貴江		09068070915		パック詰		〇		×

		C		4		おかし横丁		BAGEL MONDAY		淀川直紀		09042670907		パック詰		〇		×

		C		5		おかし横丁		パティスリーSugirl (シュガール)		寺倉　今日子		09081314624		パック詰		〇		×

		C		6		おかし横丁		季節のジャム  sweet-jam		小林悦子		09026198396		パック詰		〇		×

		C		7		大せんい市 ダイ イチ		尾州のカレント		彦坂雄大		08016046807		物販		ー		×

		C		8		大せんい市 ダイ イチ		木玉毛織株式会社 キタマケオリ カブシキカイシャ		木全恵理子		09099458242		物販		ー		×

		C		9		一般飲食		飴屋本舗		三重野　晋一		09082127116		現地調理		〇		〇

		C		10		一般飲食		杜の宮市準備委員会		星野三奈子 ホシノミナコ		09033880139		現地調理		〇		〇

		D		1		杜の学校		ハイカンKOZOU		鈴木 裕之		09048586672		物販		ー		×

		D		2		杜の学校		省エネ健康住宅の株式会社いわいハウジング		岩田邦裕		09086755701		物販		ー		×

		D		3		杜の学校		coquebotti（コケボッチ）		今冨 加奈子		09052573842		物販		ー		×

		D		4		杜の学校		ちびパン雑貨さくあず。		中島さちえ		08051021286		物販		ー		×

		D		5		杜の学校		アイシングクッキー　プチマロン		木全美和		09099241332		物販		ー		×

		D		6		杜の学校		織りクラブ まごまご		武保直美		09042673958		物販		ー		×

		D		7		杜の学校		CLAMP一級建築士事務所		小池圭祐		09014190719		物販		ー		×

		D		8		一般飲食		ポポット		桂　泰靖		09017471593		現地調理		〇		〇

		E		1		はんじょうアート		布小物　haru*hareru		佐竹千晴		09078506818		物販		ー		×

		E		2		はんじょうアート		charmrim☆		小笠原美希		08069470215		物販		ー		×

		E		3		はんじょうアート		Space Kougi		町本美紀		09042340278		物販		ー		×

		E		4		はんじょうアート		hana*neco		コンドウユカ		09011091372		物販		ー		×

		E		5		はんじょうアート		schnauzer		河口千晴		08069448257		物販		ー		×

		E		6		はんじょうアート		C's style		清水千頼		09014746022		物販		ー		×

		E		7		はんじょうアート		ともも		野崎ともみ		09078879005		物販		ー		×

		E		8		はんじょうアート		ホームスパンLively		加藤則子		09025717570		物販		ー		×

		E		9		はんじょうアート		ねずころも		立田　裕子		09034231986		物販		ー		×

		E		10		はんじょうアート		革工房AQULIA		松村真絵		08045319222		物販		ー		×

		E		11		はんじょうアート		teto		佐藤 典子		09099031968		物販		ー		×

		E		12		はんじょうアート		switch		山川　潤子		09073081167		物販		ー		×

		E		13		はんじょうアート		アンティークドボタンキコ		パイク熊季子		09096149422		物販		ー		×

		E		14		はんじょうアート		Yuily		松川由衣		09084703268		物販		ー		×

		E		15		はんじょうフード		griotte		岡田真希子		08014685960		パック詰		〇		×

		E		16		はんじょうフード		Wild Berry		佐藤　早苗		09070436855		パック詰		〇		×

		F		1		一般飲食		いとカフェ		伊藤文彰		09051063557		現地調理		〇		〇

		F		2		一般飲食		AkitaHam		秋田　健博		08036750782		現地調理		〇		〇

		F		3		一般飲食		楽山		佐藤守弘		09041578539		現地調理		〇		〇

		F		4		一般飲食		KIMOKU		平島 淑子		09015756836		現地調理		〇		〇

		F		5		一般飲食		caccaさんのキッシュ		渡邉幹也		09021355597		パック詰		〇		×

		F		6		一般飲食		たまご屋さんのシフォンケーキ		冨田小百合		09060779476		パック詰		〇		×

		F		7		一般飲食		鯖太郎		小森楠夫		08051153128		パック詰		〇		×

		F		8		一般飲食		天然酵母パン　いっぽ²		トダダイスケ		09056237767		パック詰		〇		×

		F		9		キッチンカー		ラッキーバーガー		松葉　明		09034218169		現地調理		〇		〇

		F		10		キッチンカー		ab		村瀬裕也		09081325934		現地調理		〇		〇

		F		11		一般飲食		めひかりのまんてん．		黒田孝弘		09048504578		現地調理		〇		〇

		G		1		ヒロガルソーシャル		ウォーカブル一宮		藤森 幹人		09076185426		物販		ー		×

























広報データ

		１２月１３日(日)開催の、
「まちの宮市」の出展者さんのご紹介です。		部　　　門		エリア№		出　展　名		メッセージ		ホームページ		ｴﾘｱ		№		お名前（姓名）		携帯電話		出展形態		消火器		部門		メールアドレス		お名前（姓名）		出展名・出演名		携帯電話		エリア		№		部門		出店エリア		出展日		ホームページ等URL		20文字の自己紹介文		TTL№		部門		部門№		11.8		12.13		2.28		3.28		11.8		12.13

		１２月１３日(日)開催の、
「まちの宮市」の出展者さんのご紹介です。

部　　　門　：１３８のものづくり
エリア№　　：A  1
出　展　名　：手作り製作所 シー・エトワール
メッセージ　：手作りの琉球ガラス玉や富士山アクセサリー
ホームページ：http://instagram.com/sii_etoile		１３８のものづくり		A  1		手作り製作所 シー・エトワール		手作りの琉球ガラス玉や富士山アクセサリー		http://instagram.com/sii_etoile		A		1		西野志保		09073575393		物販		×		1		siietoile@icloud.com		西野志保		手作り製作所 シー・エトワール		09073575393		A		1		１３８のものづくり		宮前三八市広場		3月28日(日)		http://instagram.com/sii_etoile		手作りの琉球ガラス玉や富士山アクセサリー		1002		1		2								1						2.28		3.28		場所		出展名・出演名

		１２月１３日(日)開催の、
「まちの宮市」の出展者さんのご紹介です。

部　　　門　：１３８のものづくり
エリア№　　：A  2
出　展　名　：Cuoio47146
メッセージ　：品質に拘った手縫いのレザークラフト！
ホームページ：http://www.Instagram.com/cuoio47146		１３８のものづくり		A  2		Cuoio47146		品質に拘った手縫いのレザークラフト！		http://www.Instagram.com/cuoio47146		A		2		永谷恵梨		09078544112		物販		×		1		cuoio47146@yahoo.co.jp		永谷恵梨		Cuoio47146		09078544112		A		2		１３８のものづくり		宮前三八市広場		3月28日(日)		http://www.Instagram.com/cuoio47146		品質に拘った手縫いのレザークラフト！		1016		1		16		0		0		0		1												手作り製作所 シー・エトワール

		１２月１３日(日)開催の、
「まちの宮市」の出展者さんのご紹介です。

部　　　門　：１３８のものづくり
エリア№　　：A  3
出　展　名　：Laugh and kusu
メッセージ　：思わず笑顔になれるカラフル刺繍ブローチ
ホームページ：https://laughandkusu.amebaownd.com/		１３８のものづくり		A  3		Laugh and kusu		思わず笑顔になれるカラフル刺繍ブローチ		https://laughandkusu.amebaownd.com/		A		3		坂本薫		09044698354		物販		×		1		laugh_and_kusu@yahoo.co.jp		坂本薫		Laugh and kusu		09044698354		A		3		１３８のものづくり		宮前三八市広場		3月28日(日)		https://laughandkusu.amebaownd.com/		思わず笑顔になれるカラフル刺繍ブローチ		1019		1		19				0		0		1												Cuoio47146

		１２月１３日(日)開催の、
「まちの宮市」の出展者さんのご紹介です。

部　　　門　：１３８のものづくり
エリア№　　：A  4
出　展　名　：scarab
メッセージ　：真鍮で動物などのブローチを作っております
ホームページ：http://instagram.com/scarab_1993/		１３８のものづくり		A  4		scarab		真鍮で動物などのブローチを作っております		http://instagram.com/scarab_1993/		A		4		小川竜子		09065964862		物販		×		1		scarab_1113@yahoo.co.jp		小川竜子		scarab		090-6596-4862		A		4		１３８のものづくり		宮前三八市広場		3月28日(日)		http://instagram.com/scarab_1993/		真鍮で動物などのブローチを作っております		1027		1		27						0		1												Laugh and kusu

		１２月１３日(日)開催の、
「まちの宮市」の出展者さんのご紹介です。

部　　　門　：１３８のものづくり
エリア№　　：A  5
出　展　名　：yamazaki
メッセージ　：手縫いの革小物を作っています。
ホームページ：https://www.instagram.com/yamazaki_0514		１３８のものづくり		A  5		yamazaki		手縫いの革小物を作っています。		https://www.instagram.com/yamazaki_0514		A		5		山崎　知子		09061766282		物販		×		1		t12050156@yahoo.co.jp		山崎　知子		yamazaki		090-6176-6282		A		5		１３８のものづくり		宮前三八市広場		3月28日(日)		https://www.instagram.com/yamazaki_0514		手縫いの革小物を作っています。		1038		1		38		0		0		0		1												scarab

		１２月１３日(日)開催の、
「まちの宮市」の出展者さんのご紹介です。

部　　　門　：１３８のものづくり
エリア№　　：A  6
出　展　名　：stoffa
メッセージ　：裂き織りバッグ、鍋つかみ、手紡ぎくつ下
ホームページ：http://stoffa.jp/		１３８のものづくり		A  6		stoffa		裂き織りバッグ、鍋つかみ、手紡ぎくつ下		http://stoffa.jp/		A		6		山本純子		09061225638		物販		×		1		ao@stoffa.jp		山本純子		stoffa		09061225638		A		6		１３８のものづくり		宮前三八市広場		3月28日(日)		http://stoffa.jp/		裂き織りバッグ、鍋つかみ、手紡ぎくつ下		1053		1		53		0						1												yamazaki

		１２月１３日(日)開催の、
「まちの宮市」の出展者さんのご紹介です。

部　　　門　：１３８のものづくり
エリア№　　：A  7
出　展　名　：Logo　Roof
メッセージ　：柿渋染タコ糸バック・細密画バッチ
ホームページ：https://long-roof.jimdofree.com/		１３８のものづくり		A  7		Logo　Roof		柿渋染タコ糸バック・細密画バッチ		https://long-roof.jimdofree.com/		A		7		高瀬　良江		08032817733		物販		×		1		takase-d@ccn.aitai.ne.jp		高瀬　良江		Logo　Roof		08032817733		A		7		１３８のものづくり		宮前三八市広場		3月28日(日)		https://long-roof.jimdofree.com/		柿渋染タコ糸バック・細密画バッチ		1088		1		88		0		0				1												stoffa

		１２月１３日(日)開催の、
「まちの宮市」の出展者さんのご紹介です。

部　　　門　：１３８のものづくり
エリア№　　：A  8
出　展　名　：ねこのしっぽ
メッセージ　：オンリーワンデザインアイテムショップ
ホームページ：https://www.instaguram.com/cattail.patapata 		１３８のものづくり		A  8		ねこのしっぽ		オンリーワンデザインアイテムショップ		https://www.instaguram.com/cattail.patapata 		A		8		壽　順子		09019031725		物販		×		1		manachan.nyanko3@gmail.com		壽　順子		ねこのしっぽ		09019031725		A		8		１３８のものづくり		宮前三八市広場		3月28日(日)		https://www.instaguram.com/cattail.patapata 		オンリーワンデザインアイテムショップ		1101		1		101		0		0				1												Logo　Roof

		１２月１３日(日)開催の、
「まちの宮市」の出展者さんのご紹介です。

部　　　門　：１３８のものづくり
エリア№　　：A  9
出　展　名　：mi'(ミイ)
メッセージ　：素材感を大切にした通年楽しめるかごbag
ホームページ：https://www.instagram.com/mi_kk_m		１３８のものづくり		A  9		mi'(ミイ)		素材感を大切にした通年楽しめるかごbag		https://www.instagram.com/mi_kk_m		A		9		別府美都子		09019815688		物販		×		1		micantako@gmail.com		別府美都子		mi'(ミイ)		090 1981 5688		A		11		１３８のものづくり		宮前三八市広場		3月28日(日)		https://www.instagram.com/mi_kk_m		素材感を大切にした通年楽しめるかごbag		1171		1		171				0		0		1												ねこのしっぽ

		１２月１３日(日)開催の、
「まちの宮市」の出展者さんのご紹介です。

部　　　門　：１３８のものづくり
エリア№　　：A 10
出　展　名　：文福
メッセージ　：陶芸と彫金で装身具や器などを作っています
ホームページ：http://instagram.com/bunbukuringo		１３８のものづくり		A 10		文福		陶芸と彫金で装身具や器などを作っています		http://instagram.com/bunbukuringo		A		10		土井　文子		09071972170		物販		×		1		ringoplanet15@gmail.com		土井　文子		文福		09071972170		A		12		１３８のものづくり		宮前三八市広場		3月28日(日)		http://instagram.com/bunbukuringo		陶芸と彫金で装身具や器などを作っています		1176		1		176		0						1												mi'(ミイ)

		１２月１３日(日)開催の、
「まちの宮市」の出展者さんのご紹介です。

部　　　門　：１３８のものづくり
エリア№　　：A 11
出　展　名　：NADO.
メッセージ　：オリジナルのキャラクターグッズを製作
ホームページ：http://www.instagram.com/nado710		１３８のものづくり		A 11		NADO.		オリジナルのキャラクターグッズを製作		http://www.instagram.com/nado710		A		11		長谷奈央美		09042151161		物販		×		1		nado_shop@yahoo.co.jp		長谷奈央美		NADO.		09042151161		A		13		１３８のものづくり		宮前三八市広場		3月28日(日)		http://www.instagram.com/nado710		オリジナルのキャラクターグッズを製作		1206		1		206		0		0		0		1												文福

		１２月１３日(日)開催の、
「まちの宮市」の出展者さんのご紹介です。

部　　　門　：１３８のものづくり
エリア№　　：A 12
出　展　名　：serein
メッセージ　：麻ひもで編んだバッグや小物類の販売
ホームページ：https://www.instagram.com/serein1210		１３８のものづくり		A 12		serein		麻ひもで編んだバッグや小物類の販売		https://www.instagram.com/serein1210		A		12		江藤里美		09095605935		物販		×		1		satomi1210cl@hotmail.com		江藤里美		serein		09095605935		A		14		１３８のものづくり		宮前三八市広場		3月28日(日)		https://www.instagram.com/serein1210		麻ひもで編んだバッグや小物類の販売		1256		1		256		0		0		0		1												NADO.

		１２月１３日(日)開催の、
「まちの宮市」の出展者さんのご紹介です。

部　　　門　：１３８のものづくり
エリア№　　：A 13
出　展　名　：Lemonaid
メッセージ　：木と花のアクセサリー
ホームページ：https://www.instagram.com/maisonabbey/		１３８のものづくり		A 13		Lemonaid		木と花のアクセサリー		https://www.instagram.com/maisonabbey/		A		13		阿部　亜矢		09035526309		物販		×		1		lemoaya@gmail.com		阿部　亜矢		Lemonaid		090-3552-6309		A		15		１３８のものづくり		宮前三八市広場		3月28日(日)		https://www.instagram.com/maisonabbey/		木と花のアクセサリー		1287		1		287								1												serein

		１２月１３日(日)開催の、
「まちの宮市」の出展者さんのご紹介です。

部　　　門　：１３８のものづくり
エリア№　　：A 14
出　展　名　：Thico Dorothy.
メッセージ　：本物の木や葉っぱの葉脈のアクセサリー
ホームページ：https://www.instagram.com/thicodorothy/		１３８のものづくり		A 14		Thico Dorothy.		本物の木や葉っぱの葉脈のアクセサリー		https://www.instagram.com/thicodorothy/		A		14		山川裕美		08016227828		物販		×		1		thicodorothy@gmail.com		山川裕美		Thico Dorothy.		08016227828		B		1		１３８のものづくり		本町１丁目		3月28日(日)		https://www.instagram.com/thicodorothy/		本物の木や葉っぱの葉脈のアクセサリー		1324		1		324				0		0		1												Lemonaid

		１２月１３日(日)開催の、
「まちの宮市」の出展者さんのご紹介です。

部　　　門　：１３８のものづくり
エリア№　　：A 15
出　展　名　：glass sinocco
メッセージ　：吹きガラス食器とガラスアクセサリー
ホームページ：		１３８のものづくり		A 15		glass sinocco		吹きガラス食器とガラスアクセサリー				A		15		畑地のり		09066448627		物販		×		1		sinoccoglass@yahoo.co.jp		畑地のり		glass sinocco		090-6644-8627		B		2		１３８のものづくり		本町１丁目		3月28日(日)				吹きガラス食器とガラスアクセサリー		1350		1		350						0		1												Thico Dorothy.

		１２月１３日(日)開催の、
「まちの宮市」の出展者さんのご紹介です。

部　　　門　：１３８のものづくり
エリア№　　：A 16
出　展　名　：崇-su-
メッセージ　：寄木のアクセサリー
ホームページ：https://www.instagram.com/su_bino_su/		１３８のものづくり		A 16		崇-su-		寄木のアクセサリー		https://www.instagram.com/su_bino_su/		A		16		日比野真崇		09041833621		物販		×		1		mstktsmmstktsm@gmail.com		日比野真崇		崇-su-		090-4183-3621		B		3		１３８のものづくり		本町１丁目		3月28日(日)		https://www.instagram.com/su_bino_su/		寄木のアクセサリー		1363		1		363				0		0		1												glass sinocco

		１２月１３日(日)開催の、
「まちの宮市」の出展者さんのご紹介です。

部　　　門　：１３８のものづくり
エリア№　　：A 17
出　展　名　：uta seisakusyo 
メッセージ　：大人服と花雑貨の小さなお店です。
ホームページ：http://www.instagram.com/utaseisakusyo		１３８のものづくり		A 17		uta seisakusyo 		大人服と花雑貨の小さなお店です。		http://www.instagram.com/utaseisakusyo		A		17		羽田　美咲		09098910409		物販		×		1		nagotanokokogen@yahoo.ne.jp		羽田　美咲		uta seisakusyo 		09098910409		B		4		１３８のものづくり		本町１丁目		3月28日(日)		http://www.instagram.com/utaseisakusyo		大人服と花雑貨の小さなお店です。		1368		1		368		0		0				1												崇-su-

		１２月１３日(日)開催の、
「まちの宮市」の出展者さんのご紹介です。

部　　　門　：１３８のものづくり
エリア№　　：A 18
出　展　名　：洋ふく屋めがね
メッセージ　：気分の上がる洋服を日々製作しています!
ホームページ：https://www.instagram.com/megane_no/		１３８のものづくり		A 18		洋ふく屋めがね		気分の上がる洋服を日々製作しています!		https://www.instagram.com/megane_no/		A		18		曽我そのみ		08069255900		物販		×		1		baranohana_2011@yahoo.co.jp		曽我そのみ		洋ふく屋めがね		080-6925-5900		B		5		１３８のものづくり		本町１丁目		3月28日(日)		https://www.instagram.com/megane_no/		気分の上がる洋服を日々製作しています!		1392		1		392								1												uta seisakusyo 

		１２月１３日(日)開催の、
「まちの宮市」の出展者さんのご紹介です。

部　　　門　：１３８のモノづくり
エリア№　　：A 19
出　展　名　：工房山窩
メッセージ　：手造り木工家具と山葡萄作品の出展です
ホームページ：http://koubou-sanka.main.jp		１３８のモノづくり		A 19		工房山窩		手造り木工家具と山葡萄作品の出展です		http://koubou-sanka.main.jp		A		19		並木諭		09060093426		物販		×		1		info@koubou-sanka.main.jp		並木諭		工房山窩		09060093426		A		3		１３８のものづくり		宮前三八市広場		2月28日(日)		手造り木工家具と山葡萄作品の出展です		1080		1		80		0		0		1		0														洋ふく屋めがね

		１２月１３日(日)開催の、
「まちの宮市」の出展者さんのご紹介です。

部　　　門　：１３８のモノづくり
エリア№　　：A 20
出　展　名　：メタルアートファクトリー
メッセージ　：毎日楽しく使えるフライパンを作っています
ホームページ：https://www.facebook.com/hidetoshikashihara		１３８のモノづくり		A 20		メタルアートファクトリー		毎日楽しく使えるフライパンを作っています		https://www.facebook.com/hidetoshikashihara		A		20		柏原秀年		09010246971		物販		×		1		mafhk2@m5.kcn.ne.jp		柏原秀年		メタルアートファクトリー		09010246971		A		4		１３８のものづくり		宮前三八市広場		2月28日(日)		毎日楽しく使えるフライパンを作っています		1096		1		96						1

		１２月１３日(日)開催の、
「まちの宮市」の出展者さんのご紹介です。

部　　　門　：１３８のモノづくり
エリア№　　：A 21
出　展　名　：galleggiare
メッセージ　：植物モチーフの糸編みアクセサリー
ホームページ：http://www.instagram.com/galleggiare		１３８のモノづくり		A 21		galleggiare		植物モチーフの糸編みアクセサリー		http://www.instagram.com/galleggiare		A		21		中野真理		08051119119		物販		×		1		maririnnakanaka@gmail.com		中野真理		galleggiare		080-5111-9119		A		9		１３８のものづくり		宮前三八市広場		2月28日(日)		植物モチーフの糸編みアクセサリー		1159		1		159		0		0		1		0

		１２月１３日(日)開催の、
「まちの宮市」の出展者さんのご紹介です。

部　　　門　：１３８のモノづくり
エリア№　　：A 22
出　展　名　：なつ椿
メッセージ　：手づくり陶器をぜひお手にとってみて下さい
ホームページ：https://www.instagram.com/natsutsubaki22		１３８のモノづくり		A 22		なつ椿		手づくり陶器をぜひお手にとってみて下さい		https://www.instagram.com/natsutsubaki22		A		22		西岡紀子		09023434876		物販		×		1		n.nishioka0722@gmail.com		西岡紀子		なつ椿		090-2343-876		A		16		１３８のものづくり		宮前三八市広場		2月28日(日)		手づくり陶器をぜひお手にとってみて下さい		1250		1		250		0		0		1		0

		１２月１３日(日)開催の、
「まちの宮市」の出展者さんのご紹介です。

部　　　門　：１３８のものづくり
エリア№　　：A 23
出　展　名　：tash.leatherwork
メッセージ　：日常に取り入れやすい革小物とリメイク
ホームページ：https://instagram.com/tashworks185		１３８のものづくり		A 23		tash.leatherwork		日常に取り入れやすい革小物とリメイク		https://instagram.com/tashworks185		A		23		恒川　亜矢子		09042619858		物販		×		1		tash_927@yahoo.co.jp		恒川　亜矢子		tash.leatherwork		09042619858		B		3		１３８のものづくり		本町１丁目		2月28日(日)		日常に取り入れやすい革小物とリメイク		1323		1		323		0				1		0

		１２月１３日(日)開催の、
「まちの宮市」の出展者さんのご紹介です。

部　　　門　：１３８のモノづくり
エリア№　　：A 24
出　展　名　：la nature
メッセージ　：ドライフラワーや花雑貨
ホームページ：https://www.instagram.com/lanature__/?hl=ja		１３８のモノづくり		A 24		la nature		ドライフラワーや花雑貨		https://www.instagram.com/lanature__/?hl=ja		A		24		今井友佳子		08030699019		物販		×		1		lanature.4101@gmail.com		今井友佳子		la nature		080-3069-9019		A		8		１３８のものづくり		宮前三八市広場		2月28日(日)		https://www.instagram.com/lanature__/?hl=ja		ドライフラワーや花雑貨		1129		1		129		0		0		1		0

		１２月１３日(日)開催の、
「まちの宮市」の出展者さんのご紹介です。

部　　　門　：素材やマーケット
エリア№　　：B  1
出　展　名　：岡山デニム、輸入生地販売です
メッセージ　：アパレル用途生地ばかりを集めました。
ホームページ：http://www.instagram.com/markpoint001/?hl=ja		素材やマーケット		B  1		岡山デニム、輸入生地販売です		アパレル用途生地ばかりを集めました。		http://www.instagram.com/markpoint001/?hl=ja		B		1		横田圭司		09088280839		物販		×		3		info@markpoint.jp		横田圭司		岡山デニム、輸入生地販売です		090-8828-0839		B		6		素材やマーケット		本町１丁目		12月13日(日)・3月28日(日)		http://www.instagram.com/markpoint001/?hl=ja		アパレル用途生地ばかりを集めました。		3001		3		1				1		0		1

		１２月１３日(日)開催の、
「まちの宮市」の出展者さんのご紹介です。

部　　　門　：素材やマーケット
エリア№　　：B  2
出　展　名　：STELLA
メッセージ　：ハンドメイドのファンシーヤーンと生地
ホームページ：http://piacere-stella.com/		素材やマーケット		B  2		STELLA		ハンドメイドのファンシーヤーンと生地		http://piacere-stella.com/		B		2		小野　淳		09035837372		物販		×		3		tadashi0401@icloud.com		小野　淳		STELLA		09035837372		B		7		素材やマーケット		本町１丁目		12月13日(日)・3月28日(日)		http://piacere-stella.com/		ハンドメイドのファンシーヤーンと生地		3009		3		9		0		1		0		1												岡山デニム、輸入生地販売です

		１２月１３日(日)開催の、
「まちの宮市」の出展者さんのご紹介です。

部　　　門　：素材やマーケット
エリア№　　：B  3
出　展　名　：マテリアル・マテリアル
メッセージ　：よりぬきの糸や布など服飾素材を販売。
ホームページ：http://www.kionstudio.com		素材やマーケット		B  3		マテリアル・マテリアル		よりぬきの糸や布など服飾素材を販売。		http://www.kionstudio.com		B		3		稀　温		09034575872		物販		×		3		kion@kionstudio.com		稀　温		マテリアル・マテリアル		090-3457-5872 		B		9		素材やマーケット		本町１丁目		11月8日(日)・3月28日(日)		http://www.kionstudio.com		よりぬきの糸や布など服飾素材を販売。		3016		3		16		1						1												STELLA

		１２月１３日(日)開催の、
「まちの宮市」の出展者さんのご紹介です。

部　　　門　：素材やマーケット
エリア№　　：B  4
出　展　名　：Rurikoyarn
メッセージ　：オリジナルの引き揃え毛糸と染糸のお店
ホームページ：https://www.instagram.com/rurikoyarn		素材やマーケット		B  4		Rurikoyarn		オリジナルの引き揃え毛糸と染糸のお店		https://www.instagram.com/rurikoyarn		B		4		臼井早穂		09060703827		物販		×		3		rurikoyarn@gmail.com		臼井早穂		Rurikoyarn		09060703827		B		10		素材やマーケット		本町１丁目		12月13日(日)・3月28日(日)		https://www.instagram.com/rurikoyarn		オリジナルの引き揃え毛糸と染糸のお店		3017		3		17		0		1		0		1												マテリアル・マテリアル

		１２月１３日(日)開催の、
「まちの宮市」の出展者さんのご紹介です。

部　　　門　：素材やマーケット
エリア№　　：B  5
出　展　名　：ハウスカストア
メッセージ　：ワッペンやリボンなどかわいいがいっぱい！
ホームページ：http://hauska.shop-pro.jp/		素材やマーケット		B  5		ハウスカストア		ワッペンやリボンなどかわいいがいっぱい！		http://hauska.shop-pro.jp/		B		5		井戸康貴		08036213807		物販		×		3		koisuruneito@hotmail.co.jp		井戸康貴		ハウスカストア		08036213807		B		2		素材やマーケット		本町１丁目		12月13日(日)・2月28日(日)		http://hauska.shop-pro.jp/		ワッペンやリボンなどかわいいがいっぱい！		3002		3		2		0		1		1														Rurikoyarn

		１２月１３日(日)開催の、
「まちの宮市」の出展者さんのご紹介です。

部　　　門　：ヒロガルソーシャル
エリア№　　：B  7
出　展　名　：もうやいこ(一宮市市民活動支援センター)
メッセージ　：市民活動支援センター登録団体が合同で出展
ホームページ：https://138cc.org		ヒロガルソーシャル		B  7		もうやいこ(一宮市市民活動支援センター)		市民活動支援センター登録団体が合同で出展		https://138cc.org		B		7		星野博		09022659188		物販		×		4		info@138cc.org		星野博		もうやいこ(一宮市市民活動支援センター)		09022659188		G.		2		ヒロガルソーシャル		銀座通り		11月8日(日)・12月13日(日)・2月28日(日)・3月28日(日)		https://138cc.org		市民活動支援センター登録団体が合同で出展				4				1		1		1		1

		１２月１３日(日)開催の、
「まちの宮市」の出展者さんのご紹介です。

部　　　門　：ヒロガルソーシャル
エリア№　　：B  8
出　展　名　：もうやいこ(一宮市市民活動支援センター)
メッセージ　：市民活動支援センター登録団体が合同で出展
ホームページ：https://138cc.org		ヒロガルソーシャル		B  8		もうやいこ(一宮市市民活動支援センター)		市民活動支援センター登録団体が合同で出展		https://138cc.org		B		8		星野博		09022659188		物販		×		4		info@138cc.org		星野博		もうやいこ(一宮市市民活動支援センター)		09022659188		G.		3		ヒロガルソーシャル		銀座通り		11月8日(日)・12月13日(日)・2月28日(日)・3月28日(日)		https://138cc.org		市民活動支援センター登録団体が合同で出展				4				1		1		1		1												もうやいこ(一宮市市民活動支援センター)

		１２月１３日(日)開催の、
「まちの宮市」の出展者さんのご紹介です。

部　　　門　：ヒロガルソーシャル
エリア№　　：B  9
出　展　名　：もうやいこ(一宮市市民活動支援センター)
メッセージ　：市民活動支援センター登録団体が合同で出展
ホームページ：https://138cc.org		ヒロガルソーシャル		B  9		もうやいこ(一宮市市民活動支援センター)		市民活動支援センター登録団体が合同で出展		https://138cc.org		B		9		星野博		09022659188		物販		×		4		info@138cc.org		星野博		もうやいこ(一宮市市民活動支援センター)		09022659188		G.		4		ヒロガルソーシャル		銀座通り		11月8日(日)・12月13日(日)・2月28日(日)・3月28日(日)		https://138cc.org		市民活動支援センター登録団体が合同で出展				4				1		1		1		1												もうやいこ(一宮市市民活動支援センター)

		１２月１３日(日)開催の、
「まちの宮市」の出展者さんのご紹介です。

部　　　門　：ヒロガルソーシャル
エリア№　　：B 10
出　展　名　：シモホンプロジェクト
メッセージ　：アーケードより南、下本町のアレコレ
ホームページ：http://shimohon.net		ヒロガルソーシャル		B 10		シモホンプロジェクト		アーケードより南、下本町のアレコレ		http://shimohon.net		B		10		星野博		09022659188		物販		×		4		hiro@hoshinos.com		星野博		シモホンプロジェクト		09022659188		G.		5		ヒロガルソーシャル		銀座通り		11月8日(日)・12月13日(日)・2月28日(日)・3月28日(日)		http://shimohon.net		アーケードより南、下本町のアレコレ				4				1		1		1		1												もうやいこ(一宮市市民活動支援センター)

		１２月１３日(日)開催の、
「まちの宮市」の出展者さんのご紹介です。

部　　　門　：ヒロガルソーシャル
エリア№　　：B 11
出　展　名　：あめ細工家　きたきや
メッセージ　：目の前で作り上げる和の飴細工です。
ホームページ：kitakiya88@gmail.com		ヒロガルソーシャル		B 11		あめ細工家　きたきや		目の前で作り上げる和の飴細工です。		https://www.instagram.com/kitaco_amezaiku_kitakiya/		B		11		北沢　衣りな		09073063847		物販		×		4		北沢　衣りな		あめ細工家　きたきや		09073063847		B		15		ヒロガルソーシャル		本町１丁目																																		シモホンプロジェクト

		１２月１３日(日)開催の、
「まちの宮市」の出展者さんのご紹介です。

部　　　門　：ヒロガルソーシャル
エリア№　　：B 12
出　展　名　：ウォーカブル一宮
メッセージ　：ウォーカブル138
ホームページ：fuji@taiwa-k.jp		ヒロガルソーシャル		B 12		ウォーカブル一宮		ウォーカブル138		fuji@taiwa-k.jp		B		12		藤森 幹人		09076185426		物販		×		4		藤森 幹人		ウォーカブル一宮		09076185426		B		14		ヒロガルソーシャル		本町１丁目																																		あめ細工家　きたきや

		１２月１３日(日)開催の、
「まちの宮市」の出展者さんのご紹介です。

部　　　門　：１３８のものづくり
エリア№　　：B 14
出　展　名　：ten-eight108°
メッセージ　：一点モノの刺繍アクセサリー／麻のバッグ
ホームページ：https://Instagram.com/108.teneight/		１３８のものづくり		B 14		ten-eight108°		一点モノの刺繍アクセサリー／麻のバッグ		https://Instagram.com/108.teneight/		B		14		小林　梨那		09099710219		物販		×		1		info@ten-eight.co		小林　梨那		ten-eight108°		090-9971-0219		A		1349		１３８のものづくり		宮前三八市広場		3月28日(日)		https://Instagram.com/108.teneight/				1349		1		349																				ウォーカブル一宮

		１２月１３日(日)開催の、
「まちの宮市」の出展者さんのご紹介です。

部　　　門　：１３８のものづくり
エリア№　　：B 15
出　展　名　：Canaria Wood Works
メッセージ　：生木の器とカトラリー
ホームページ：https://www.instagram.com/canaria.ww		１３８のものづくり		B 15		Canaria Wood Works		生木の器とカトラリー		https://www.instagram.com/canaria.ww		B		15		有光　猛		08051352875		物販		×		1		canaria.ww@gmail.com		有光　猛		Canaria Wood Works		080-5135-2875		A		1355		１３８のものづくり		宮前三八市広場		3月28日(日)		https://www.instagram.com/canaria.ww				1355		1		355

		１２月１３日(日)開催の、
「まちの宮市」の出展者さんのご紹介です。

部　　　門　：１３８のものづくり
エリア№　　：B 16
出　展　名　：iwashikujira
メッセージ　：小さな絵と雑貨と雰囲気にがおえ
ホームページ：https://www.instagram.com/iwashikujira/		１３８のものづくり		B 16		iwashikujira		小さな絵と雑貨と雰囲気にがおえ		https://www.instagram.com/iwashikujira/		B		16		丹羽あすみ		09085485005		物販		×		1		iwashi8989@gmail.com		丹羽あすみ		iwashikujira		090-8548-5005		A		1358		１３８のものづくり		宮前三八市広場		3月28日(日)		https://www.instagram.com/iwashikujira/				1358		1		358

		１２月１３日(日)開催の、
「まちの宮市」の出展者さんのご紹介です。

部　　　門　：１３８のものづくり
エリア№　　：B 17
出　展　名　：Hana☆華
メッセージ　：帯でリメイクした、バッグ、ポーチ、小物
ホームページ：https://www.instagram.com/hanahana_trkit/		１３８のものづくり		B 17		Hana☆華		帯でリメイクした、バッグ、ポーチ、小物		https://www.instagram.com/hanahana_trkit/		B		17		伊東輝子		09048273801		物販		×		1		terukoro.terukoro1013@gmail.com		伊東輝子		Hana☆華		090-4827-3801		A		1380		１３８のものづくり		宮前三八市広場		3月28日(日)		https://www.instagram.com/hanahana_trkit/				1380		1		380

		１２月１３日(日)開催の、
「まちの宮市」の出展者さんのご紹介です。

部　　　門　：おかし横丁
エリア№　　：C  1
出　展　名　：itori
メッセージ　：当日は、大きなタルトをお持ちします。
ホームページ：https://instagram.com/itori2018		おかし横丁		C  1		itori		当日は、大きなタルトをお持ちします。		https://instagram.com/itori2018		C		1		鳥居靖宏		09067675476		パック詰		×		7		aoharu71@yahoo.co.jp		鳥居靖宏		itori		09067675476		C		2		おかし横丁		本町２丁目		12月13日(日)・2月28日(日)・3月28日(日)		https://instagram.com/itori2018		当日は、大きなタルトをお持ちします。		7014		7		14				1		1		1

		１２月１３日(日)開催の、
「まちの宮市」の出展者さんのご紹介です。

部　　　門　：おかし横丁
エリア№　　：C  2
出　展　名　：どら焼きハウス 豆香
メッセージ　：名古屋市中村区のどら焼き専門店です。
ホームページ：https://www.dorayakimameca.com/		おかし横丁		C  2		どら焼きハウス 豆香		名古屋市中村区のどら焼き専門店です。		https://www.dorayakimameca.com/		C		2		南谷　清和		09099402235		パック詰		×		7		mameca.dora@gmail.com		南谷　清和		どら焼きハウス 豆香		090-9940-2235		C		4		おかし横丁		本町２丁目		12月13日(日)・3月28日(日)		https://www.dorayakimameca.com/		名古屋市中村区のどら焼き専門店です。		7023		7		23				1				1												itori

		１２月１３日(日)開催の、
「まちの宮市」の出展者さんのご紹介です。

部　　　門　：おかし横丁
エリア№　　：C  3
出　展　名　：いちご大福のゑびすや
メッセージ　：彩り豊かなフルーツあんのいちご大福を展開
ホームページ：		おかし横丁		C  3		いちご大福のゑびすや		彩り豊かなフルーツあんのいちご大福を展開				C		3		三浦 貴江		09068070915		パック詰		×		7		miutaka.0915@gmail.com		三浦 貴江		いちご大福のゑびすや		090-6807-0915		C		5		おかし横丁		本町２丁目		11月8日(日)・2月28日(日)・3月28日(日)				彩り豊かなフルーツあんのいちご大福を展開		7027		7		27		1				1		1												どら焼きハウス 豆香

		１２月１３日(日)開催の、
「まちの宮市」の出展者さんのご紹介です。

部　　　門　：おかし横丁
エリア№　　：C  4
出　展　名　：BAGEL MONDAY
メッセージ　：通販とイベント出店のみでの販売
ホームページ：https://instagram.com/bagel.monday		おかし横丁		C  4		BAGEL MONDAY		通販とイベント出店のみでの販売		https://instagram.com/bagel.monday		C		4		淀川直紀		09042670907		パック詰		×		7		bagel.monday@gmail.com		淀川直紀		BAGEL MONDAY		09042670907		C		6		おかし横丁		本町２丁目		2月28日(日)・3月28日(日)		https://instagram.com/bagel.monday		通販とイベント出店のみでの販売		7031		7		31						1		1												いちご大福のゑびすや

		１２月１３日(日)開催の、
「まちの宮市」の出展者さんのご紹介です。

部　　　門　：おかし横丁
エリア№　　：C  5
出　展　名　：パティスリーSugirl (シュガール)
メッセージ　：大人可愛いお菓子に是非出会って下さい！！
ホームページ：http://picdeer.com/sugirl2019		おかし横丁		C  5		パティスリーSugirl (シュガール)		大人可愛いお菓子に是非出会って下さい！！		http://picdeer.com/sugirl2019		C		5		寺倉　今日子		09081314624		パック詰		×		7		today-child16621@kej.biglobe.ne.jp		寺倉　今日子		パティスリーSugirl (シュガール)		09081314624		C		8		おかし横丁		本町２丁目		12月13日(日)・2月28日(日)・3月28日(日)		http://picdeer.com/sugirl2019		大人可愛いお菓子に是非出会って下さい！！		7047		7		47				1		1		1												BAGEL MONDAY

		１２月１３日(日)開催の、
「まちの宮市」の出展者さんのご紹介です。

部　　　門　：おかし横丁
エリア№　　：C  6
出　展　名　：季節のジャム  sweet-jam
メッセージ　：地元でとれる野菜やくだもののジャム
ホームページ：pipiyo935@yahoo.co.jp		おかし横丁		C  6		季節のジャム  sweet-jam		地元でとれる野菜やくだもののジャム		pipiyo935@yahoo.co.jp		C		6		小林悦子		09026198396		パック詰		×		7		小林悦子		季節のジャム  sweet-jam		090-2619-8396		C		7		おかし横丁		本町２丁目		11月8日(日)・12月13日(日)・2月28日(日)		https://sweet-jam.com/		地元でとれる野菜やくだもののジャム		7032		7		32		1		1		1		0														パティスリーSugirl (シュガール)

		１２月１３日(日)開催の、
「まちの宮市」の出展者さんのご紹介です。

部　　　門　：大せんい市
エリア№　　：C  7
出　展　名　：尾州のカレント
メッセージ　：繊維企業で働く若手による産地活性活動です
ホームページ：https://www.instagram.com/bishunocurrent/		大せんい市 ダイ イチ		C  7		尾州のカレント		繊維企業で働く若手による産地活性活動です		https://www.instagram.com/bishunocurrent/		C		7		彦坂雄大		08016046807		物販		×		11

		１２月１３日(日)開催の、
「まちの宮市」の出展者さんのご紹介です。

部　　　門　：大せんい市
エリア№　　：C  9
出　展　名　：木玉毛織株式会社
メッセージ　：尾州の繊維素材紹介販売とビルのPR
ホームページ：http://kitamakeori.co.jp		大せんい市 ダイ イチ		C  9		木玉毛織株式会社 キタマケオリ カブシキカイシャ		尾州の繊維素材紹介販売とビルのPR		http://kitamakeori.co.jp		C		9		木全恵理子		09099458242		物販		×		11

		１２月１３日(日)開催の、
「まちの宮市」の出展者さんのご紹介です。

部　　　門　：一般飲食
エリア№　　：C 12
出　展　名　：飴屋本舗
メッセージ　：リクエストにより目の前で飴をお作りします
ホームページ：		一般飲食		C 12		飴屋本舗		リクエストにより目の前で飴をお作りします				C		12		三重野　晋一		09082127116		現地調理		〇		6		monfy650727@gmail.com		三重野　晋一		飴屋本舗		09082127116		C		12		一般飲食		オリナス南		3月28日(日)				リクエストにより目の前で飴をお作りします		6065		6		65								1

		１２月１３日(日)開催の、
「まちの宮市」の出展者さんのご紹介です。

部　　　門　：一般飲食
エリア№　　：C 13
出　展　名　：杜の宮市準備委員会
メッセージ　：
ホームページ：		一般飲食		C 13		杜の宮市準備委員会		ドリンク、クラフトビール				C		13				07056411188		現地調理		〇		6																																												オリ		オリ		飴屋本舗

		１２月１３日(日)開催の、
「まちの宮市」の出展者さんのご紹介です。

部　　　門　：杜の学校
エリア№　　：D  1
出　展　名　：ハイカンKOZOU
メッセージ　：塩ビ管オリジナル水鉄砲作りをしよう！
ホームページ：https://instagram.com/haikankozou?igshid=1eqh435g5ucat		杜の学校		D  1		ハイカンKOZOU		塩ビ管オリジナル水鉄砲作りをしよう！		https://instagram.com/haikankozou?igshid=1eqh435g5ucat		D		1		鈴木 裕之		09048586672		物販		×		5		mr.children.h.s@gmail.com		鈴木 裕之		ハイカンKOZOU		09048586672		D		1		杜の学校		本町３丁目		3月28日(日)		https://instagram.com/haikankozou?igshid=1eqh435g5ucat		塩ビ管オリジナル水鉄砲作りをしよう！		5002		5		2								1												杜の宮市準備委員会

		１２月１３日(日)開催の、
「まちの宮市」の出展者さんのご紹介です。

部　　　門　：杜の学校
エリア№　　：D  2
出　展　名　：省エネ健康住宅の株式会社いわいハウジング
メッセージ　：地球と地域と家族を元気にする住まいづくり
ホームページ：https://www.iwaihousing.com		杜の学校		D  2		省エネ健康住宅の株式会社いわいハウジング		地球と地域と家族を元気にする住まいづくり		https://www.iwaihousing.com		D		2		岩田邦裕		09086755701		物販		×		5		kunihiro@iwaihousing.com		岩田邦裕		省エネ健康住宅の株式会社いわいハウジング		09086755701		D		3		杜の学校		本町３丁目		3月28日(日)		https://www.iwaihousing.com		地球と地域と家族を元気にする住まいづくり		5042		5		42								1												ハイカンKOZOU

		１２月１３日(日)開催の、
「まちの宮市」の出展者さんのご紹介です。

部　　　門　：杜の学校
エリア№　　：D  3
出　展　名　：coquebotti（コケボッチ）
メッセージ　：オリジナルこけしの販売＆絵付け体験
ホームページ：http://instagram.com/coquebotti		杜の学校		D  3		coquebotti（コケボッチ）		オリジナルこけしの販売＆絵付け体験		http://instagram.com/coquebotti		D		3		今冨 加奈子		09052573842		物販		×		5		kanabo2000@hotmail.co.jp		今冨 加奈子		coquebotti（コケボッチ）		090-5257-3842		D		4		杜の学校		本町３丁目		3月28日(日)		http://instagram.com/coquebotti		オリジナルこけしの販売＆絵付け体験		5047		5		47								1												省エネ健康住宅の株式会社いわいハウジング

		１２月１３日(日)開催の、
「まちの宮市」の出展者さんのご紹介です。

部　　　門　：杜の学校
エリア№　　：D  4
出　展　名　：ちびパン雑貨さくあず。
メッセージ　：パン生地を形作ったパンの雑貨
ホームページ：http://instagram.com//sakuazuminipan		杜の学校		D  4		ちびパン雑貨さくあず。		パン生地を形作ったパンの雑貨		http://instagram.com//sakuazuminipan		D		4		中島さちえ		08051021286		物販		×		5		sakuazu1286@yahoo.co.jp		中島さちえ		ちびパン雑貨さくあず。		08051021286		D		1		杜の学校		本町３丁目		2月28日(日)		http://instagram.com//sakuazuminipan		パン生地を形作ったパンの雑貨		5001		5		1		0		0		1		0												coquebotti（コケボッチ）

		１２月１３日(日)開催の、
「まちの宮市」の出展者さんのご紹介です。

部　　　門　：杜の学校
エリア№　　：D  5
出　展　名　：アイシングクッキー　プチマロン
メッセージ　：見て作って楽しい！アイシングクッキー教室
ホームページ：https://www.instagram.com/petit.maron/		杜の学校		D  5		アイシングクッキー　プチマロン		見て作って楽しい！アイシングクッキー教室		https://www.instagram.com/petit.maron/		D		5		木全美和		09099241332		物販		×		5		kimazou@kyp.biglobe.ne.jp		木全美和		アイシングクッキー　プチマロン		09099241332		D		2		杜の学校		本町３丁目		2月28日(日)		https://www.instagram.com/petit.maron/		見て作って楽しい！アイシングクッキー教室		5015		5		15		0		0		1		0

		１２月１３日(日)開催の、
「まちの宮市」の出展者さんのご紹介です。

部　　　門　：杜の学校
エリア№　　：D  6
出　展　名　：織りクラブ まごまご
メッセージ　：自由に自由に織ってみよ！
ホームページ：https://npomagokoro.xsrv.jp/		杜の学校		D  6		織りクラブ まごまご		自由に自由に織ってみよ！		https://npomagokoro.xsrv.jp/		D		6		武保直美		09042673958		物販		×		5		magokoro8709@yahoo.co.jp		武保直美		織りクラブ まごまご		09042673958		D		3		杜の学校		本町３丁目		2月28日(日)		https://npomagokoro.xsrv.jp/		自由に自由に織ってみよ！		5024		5		24		0		0		1		0

		１２月１３日(日)開催の、
「まちの宮市」の出展者さんのご紹介です。

部　　　門　：杜の学校
エリア№　　：D  7
出　展　名　：CLAMP一級建築士事務所
メッセージ　：一宮の小さな建築設計事務所です。
ホームページ：https://clampdesignworks.wixsite.com/clamp		杜の学校		D  7		CLAMP一級建築士事務所		一宮の小さな建築設計事務所です。		https://clampdesignworks.wixsite.com/clamp		D		7		小池圭祐		09014190719		物販		×		5		clampdesignworks@gmail.com		小池圭祐		CLAMP一級建築士事務所		09014190719		D		4		杜の学校		本町３丁目		2月28日(日)		https://clampdesignworks.wixsite.com/clamp		一宮の小さな建築設計事務所です。		5034		5		34						1		0

		１２月１３日(日)開催の、
「まちの宮市」の出展者さんのご紹介です。

部　　　門　：一般飲食
エリア№　　：D  8
出　展　名　：ポポット
メッセージ　：やわらかポークステーキと自家製ドリンク
ホームページ：		一般飲食		D  8		ポポット		やわらかポークステーキと自家製ドリンク				D		8		桂　泰靖		09017471593		現地調理		〇		6		lqad6985@yahoo.co.jp		桂　泰靖		ポポット		09017471593		D		9		一般飲食		本町３丁目		3月28日(日)				やわらかポークステーキと自家製ドリンク		6021		6		21		0		0		0		1

		１２月１３日(日)開催の、
「まちの宮市」の出展者さんのご紹介です。

部　　　門　：はんじょうアート
エリア№　　：E  1
出　展　名　：布小物　haru*hareru
メッセージ　：大人から子供まで使える普段使いの布小物
ホームページ：https://www.instagram.com/haru_handmade.86		はんじょうアート		E  1		布小物　haru*hareru		大人から子供まで使える普段使いの布小物		https://www.instagram.com/haru_handmade.86		E		1		佐竹千晴		09078506818		物販		×		2		whitestock186@yahoo.co.jp		佐竹千晴		布小物　haru*hareru		09078506818		E		1		はんじょうアート		本町４丁目		3月28日(日)		https://www.instagram.com/haru_handmade.86		大人から子供まで使える普段使いの布小物		2004		2		4						0		1								3		3		ポポット

		１２月１３日(日)開催の、
「まちの宮市」の出展者さんのご紹介です。

部　　　門　：はんじょうアート
エリア№　　：E  2
出　展　名　：charmrim☆
メッセージ　：ビーズ編みアクセサリー、がま口など制作
ホームページ：http://www.instagram.com/charmrim/		はんじょうアート		E  2		charmrim☆		ビーズ編みアクセサリー、がま口など制作		http://www.instagram.com/charmrim/		E		2		小笠原美希		08069470215		物販		×		2		zakka.charmrim@gmail.com		小笠原美希		charmrim☆		08069470215		E		2		はんじょうアート		本町４丁目		3月28日(日)		http://www.instagram.com/charmrim/		ビーズ編みアクセサリー、がま口など制作		2007		2		7								1												布小物　haru*hareru

		１２月１３日(日)開催の、
「まちの宮市」の出展者さんのご紹介です。

部　　　門　：はんじょうアート
エリア№　　：E  3
出　展　名　：Space Kougi
メッセージ　：様々なワックスを使った季節のキャンドル
ホームページ：		はんじょうアート		E  3		Space Kougi		様々なワックスを使った季節のキャンドル				E		3		町本美紀		09042340278		物販		×		2		spacekougi@gmail.com		町本美紀		Space Kougi		09042340278		E		3		はんじょうアート		本町４丁目		3月28日(日)				様々なワックスを使った季節のキャンドル		2008		2		8		0						1												charmrim☆

		１２月１３日(日)開催の、
「まちの宮市」の出展者さんのご紹介です。

部　　　門　：はんじょうアート
エリア№　　：E  4
出　展　名　：hana*neco
メッセージ　：つまみ細工のお店です♪
ホームページ：https://www.Instagram.com/hananeco96		はんじょうアート		E  4		hana*neco		つまみ細工のお店です♪		https://www.Instagram.com/hananeco96		E		4		コンドウユカ		09011091372		物販		×		2		m.f.yukkondo@tg.commufa.jp		コンドウユカ		hana*neco		09011091372		E		4		はんじょうアート		本町４丁目		3月28日(日)		https://www.Instagram.com/hananeco96		つまみ細工のお店です♪		2009		2		9								1												Space Kougi

		１２月１３日(日)開催の、
「まちの宮市」の出展者さんのご紹介です。

部　　　門　：はんじょうアート
エリア№　　：E  5
出　展　名　：schnauzer
メッセージ　：透明感にこだわったレジンアクセサリー
ホームページ：https://www.instagram.com/schnauzer_chiharu		はんじょうアート		E  5		schnauzer		透明感にこだわったレジンアクセサリー		https://www.instagram.com/schnauzer_chiharu		E		5		河口千晴		08069448257		物販		×		2		chiharu8612141124@gmail.com		河口千晴		schnauzer		08069448257		E		5		はんじょうアート		本町４丁目		3月28日(日)		https://www.instagram.com/schnauzer_chiharu		透明感にこだわったレジンアクセサリー		2033		2		33						0		1												hana*neco

		１２月１３日(日)開催の、
「まちの宮市」の出展者さんのご紹介です。

部　　　門　：はんじょうアート
エリア№　　：E  6
出　展　名　：C's style
メッセージ　：リバティを使った素敵な布小物のお店です。
ホームページ： https://www.instagram.com/csstyle00/ 		はんじょうアート		E  6		C's style		リバティを使った素敵な布小物のお店です。		 https://www.instagram.com/csstyle00/ 		E		6		清水千頼		09014746022		物販		×		2		csstyle00@yahoo.co.jp		清水千頼		C's style		09014746022		E		6		はんじょうアート		本町４丁目		3月28日(日)		 https://www.instagram.com/csstyle00/ 		リバティを使った素敵な布小物のお店です。		2042		2		42						0		1												schnauzer

		１２月１３日(日)開催の、
「まちの宮市」の出展者さんのご紹介です。

部　　　門　：はんじょうアート
エリア№　　：E  7
出　展　名　：ともも
メッセージ　：紙雑貨・刺繍小物・似顔絵などの制作
ホームページ：https://twitter.com/mamemamenoki		はんじょうアート		E  7		ともも		紙雑貨・刺繍小物・似顔絵などの制作		https://twitter.com/mamemamenoki		E		7		野崎ともみ		09078879005		物販		×		2		tomomonomoto@hotmail.co.jp		野崎ともみ		ともも		09078879005		E		7		はんじょうアート		本町４丁目		3月28日(日)		https://twitter.com/mamemamenoki		紙雑貨・刺繍小物・似顔絵などの制作		2044		2		44		0						1												C's style

		１２月１３日(日)開催の、
「まちの宮市」の出展者さんのご紹介です。

部　　　門　：はんじょうアート
エリア№　　：E  8
出　展　名　：ホームスパンLively
メッセージ　：手織り・手紡ぎ・手編み作品、アクセサリー
ホームページ：		はんじょうアート		E  8		ホームスパンLively		手織り・手紡ぎ・手編み作品、アクセサリー				E		8		加藤則子		09025717570		物販		×		2		guri.cat.1999@ezweb.ne.jp		加藤則子		ホームスパンLively		09025717570		E		8		はんじょうアート		本町４丁目		3月28日(日)				手織り・手紡ぎ・手編み作品、アクセサリー		2056		2		56				0		0		1												ともも

		１２月１３日(日)開催の、
「まちの宮市」の出展者さんのご紹介です。

部　　　門　：はんじょうアート
エリア№　　：E  9
出　展　名　：ねずころも
メッセージ　：着物リメイクと和テイストの日常着
ホームページ：http://nezukoromo.localinfo.jp		はんじょうアート		E  9		ねずころも		着物リメイクと和テイストの日常着		http://nezukoromo.localinfo.jp		E		9		立田　裕子		09034231986		物販		×		2		nezukoromo88@gmail.com		立田　裕子		ねずころも		09034231986		E		9		はんじょうアート		本町４丁目		3月28日(日)		http://nezukoromo.localinfo.jp		着物リメイクと和テイストの日常着		2066		2		66						0		1												ホームスパンLively

		１２月１３日(日)開催の、
「まちの宮市」の出展者さんのご紹介です。

部　　　門　：はんじょうアート
エリア№　　：E 10
出　展　名　：革工房AQULIA
メッセージ　：レザークラフト
ホームページ：https://instagram.com/leather_aqulia		はんじょうアート		E 10		革工房AQULIA		レザークラフト		https://instagram.com/leather_aqulia		E		10		松村真絵		08045319222		物販		×		2		mon_tresor2014@yahoo.co.jp		松村真絵		革工房AQULIA		08045319222		E		10		はんじょうアート		本町４丁目		3月28日(日)		https://instagram.com/leather_aqulia		レザークラフト		2069		2		69				0		0		1												ねずころも

		１２月１３日(日)開催の、
「まちの宮市」の出展者さんのご紹介です。

部　　　門　：はんじょうアート
エリア№　　：E 11
出　展　名　：teto
メッセージ　：羊毛フェルトとタティングレース等結ぶ物
ホームページ：https://www.instagram.com/tetosuke		はんじょうアート		E 11		teto		羊毛フェルトとタティングレース等結ぶ物		https://www.instagram.com/tetosuke		E		11		佐藤 典子		09099031968		物販		×		2		tetosora@ezweb.ne.jp		佐藤 典子		teto		090-9903-1968		E		12		はんじょうアート		本町４丁目		3月28日(日)		https://www.instagram.com/tetosuke		羊毛フェルトとタティングレース等結ぶ物		2080		2		80				0		0		1												革工房AQULIA

		１２月１３日(日)開催の、
「まちの宮市」の出展者さんのご紹介です。

部　　　門　：はんじょうアート
エリア№　　：E 12
出　展　名　：switch
メッセージ　：アクセサリー、ドール関連雑貨など
ホームページ：http://osanpoclub217.blog.fc2.com		はんじょうアート		E 12		switch		アクセサリー、ドール関連雑貨など		http://osanpoclub217.blog.fc2.com		E		12		山川　潤子		09073081167		物販		×		2		osanpoclub@sf.commufa.jp		山川　潤子		switch		090-7308-1167		E		13		はんじょうアート		本町４丁目		3月28日(日)		http://osanpoclub217.blog.fc2.com		アクセサリー、ドール関連雑貨など		2087		2		87		0		0		0		1												teto

		１２月１３日(日)開催の、
「まちの宮市」の出展者さんのご紹介です。

部　　　門　：はんじょうアート
エリア№　　：E 13
出　展　名　：アンティークドボタンキコ
メッセージ　：アンティークパーツを使用したアクセサリー
ホームページ：https://buttonkiko.exblog.jp/		はんじょうアート		E 13		アンティークドボタンキコ		アンティークパーツを使用したアクセサリー		https://buttonkiko.exblog.jp/		E		13		パイク熊季子		09096149422		物販		×		2		pikenara@yahoo.co.jp		パイク熊季子		アンティークドボタンキコ		090-9614-9422		E		14		はんじょうアート		本町４丁目		3月28日(日)		https://buttonkiko.exblog.jp/		アンティークパーツを使用したアクセサリー		2099		2		99		0						1												switch

		１２月１３日(日)開催の、
「まちの宮市」の出展者さんのご紹介です。

部　　　門　：はんじょうアート
エリア№　　：E 14
出　展　名　：Yuily
メッセージ　：お揃いのヘアアクセサリー、ウールレター 
ホームページ：http://www.instagram.com/yuilyhandmade/		はんじょうアート		E 14		Yuily		お揃いのヘアアクセサリー、ウールレター 		http://www.instagram.com/yuilyhandmade/		E		14		松川由衣		09084703268		物販		×		2		yh.0421.wassari@rakuten.jp		松川由衣		Yuily		090-8470-3268		E		15		はんじょうアート		本町４丁目		3月28日(日)		http://www.instagram.com/yuilyhandmade/		お揃いのヘアアクセサリー、ウールレター 		2122		2		122								1												アンティークドボタンキコ

		１２月１３日(日)開催の、
「まちの宮市」の出展者さんのご紹介です。

部　　　門　：はんじょうフード
エリア№　　：E 15
出　展　名　：griotte
メッセージ　：誰かにあげたくなる優しい焼き菓子のお店
ホームページ：http://www.instagram.com/griotte_sweets		はんじょうフード		E 15		griotte		誰かにあげたくなる優しい焼き菓子のお店		http://www.instagram.com/griotte_sweets		E		15		岡田真希子		08014685960		パック詰		×		9		okadamakiko9311@gmail.com		岡田真希子		griotte		08014685960		E		16		はんじょうフード		本町４丁目		11月8日(日)・2月28日(日)・3月28日(日)		http://www.instagram.com/griotte_sweets		誰かにあげたくなる優しい焼き菓子のお店		9008		9		8		1				1		1												Yuily

		１２月１３日(日)開催の、
「まちの宮市」の出展者さんのご紹介です。

部　　　門　：はんじょうフード
エリア№　　：E 16
出　展　名　：Wild Berry
メッセージ　：愛知県産素材の無添加シフォンケーキ
ホームページ：http://cafewildberry.blog.fc2.com		はんじょうフード		E 16		Wild Berry		愛知県産素材の無添加シフォンケーキ		http://cafewildberry.blog.fc2.com		E		16		佐藤　早苗		09070436855		パック詰		×		9		kumasannoyome@gmail.com		佐藤　早苗		Wild Berry		090-7043-6855		E		17		はんじょうフード		本町４丁目		11月8日(日)-12月13日(日)-2月28日(日)-3月28日(日)		http://cafewildberry.blog.fc2.com		愛知県産素材の無添加シフォンケーキ		9007		9		7		1		1		1		1												griotte

		１２月１３日(日)開催の、
「まちの宮市」の出展者さんのご紹介です。

部　　　門　：一般飲食
エリア№　　：F  1
出　展　名　：いとカフェ
メッセージ　：スパイスを使ったドリンクやカレーの販売
ホームページ：http://insutagram.com/itocafe1025/		一般飲食		F  1		いとカフェ		スパイスを使ったドリンクやカレーの販売		http://insutagram.com/itocafe1025/		F		1		伊藤文彰		09051063557		現地調理		〇		6		itocafe@sd6.so-net.ne.jp		伊藤文彰		いとカフェ		090-5106-3557		F		6		一般飲食		葵公園		3月28日(日)		http://insutagram.com/itocafe1025/		スパイスを使ったドリンクやカレーの販売		6035		6		35				0		0		1												Wild Berry

		１２月１３日(日)開催の、
「まちの宮市」の出展者さんのご紹介です。

部　　　門　：一般飲食
エリア№　　：F  2
出　展　名　：AkitaHam
メッセージ　：化学調味料・リン酸塩不使用
ホームページ：takehiro.akita@hotmail.de		一般飲食		F  2		AkitaHam		化学調味料・リン酸塩不使用		takehiro.akita@hotmail.de		F		2		秋田　健博		08036750782		現地調理		〇		6		秋田　健博		AkitaHam		08036750782		F		4		一般飲食		葵公園		2月28日(日)		https://akitaham.com		化学調味料・リン酸塩不使用		6052		6		52		0		0		1		0						葵				葵		葵		いとカフェ

		１２月１３日(日)開催の、
「まちの宮市」の出展者さんのご紹介です。

部　　　門　：一般飲食
エリア№　　：F  3
出　展　名　：楽山
メッセージ　：和食とお寿司のお店です。
ホームページ：rakuzanwaka@gmail.com		一般飲食		F  3		楽山		和食とお寿司のお店です。		rakuzanwaka@gmail.com		F		3		佐藤守弘		09041578539		現地調理		〇		6		佐藤守弘		楽山		09041578539		F		5		一般飲食		葵公園		2月28日(日)		http://www.osusiya.jp/rakuzan/		和食とお寿司のお店です。		6068		6		68						1		0						葵				葵

		１２月１３日(日)開催の、
「まちの宮市」の出展者さんのご紹介です。

部　　　門　：一般飲食
エリア№　　：F  4
出　展　名　：KIMOKU
メッセージ　：フレーバードリンクの販売
ホームページ：https://www.instagram.com/kimoku_2019		一般飲食		F  4		KIMOKU		フレーバードリンクの販売		https://www.instagram.com/kimoku_2019		F		4		平島 淑子		09015756836		現地調理		〇		6		kimokugroup@gmail.com		平島 淑子		KIMOKU		090-1575-6836		A		17		一般飲食		宮前三八市広場		3月28日(日)		https://www.instagram.com/kimoku_2019		フレーバードリンクの販売		6043		6		43		0				0		1								葵

		１２月１３日(日)開催の、
「まちの宮市」の出展者さんのご紹介です。

部　　　門　：一般飲食
エリア№　　：F  5
出　展　名　：caccaさんのキッシュ
メッセージ　：乳製品を使わないなめらかキッシュ
ホームページ：		一般飲食		F  5		caccaさんのキッシュ		乳製品を使わないなめらかキッシュ				F		5		渡邉幹也		09021355597		パック詰		×		6		daikichi.oasis1231@gmail.com		渡邉幹也		caccaさんのキッシュ		09021355597		F		2		一般飲食		葵公園		3月28日(日)				乳製品を使わないなめらかキッシュ		6011		6		11				0		0		1								広場		広場		KIMOKU

		１２月１３日(日)開催の、
「まちの宮市」の出展者さんのご紹介です。

部　　　門　：一般飲食
エリア№　　：F  6
出　展　名　：たまご屋さんのシフォンケーキ
メッセージ　：たまご農家のシフォンケーキ専門店
ホームページ：https://ameblo.jp/sayuri-chiffon/		一般飲食		F  6		たまご屋さんのシフォンケーキ		たまご農家のシフォンケーキ専門店		https://ameblo.jp/sayuri-chiffon/		F		6		冨田小百合		09060779476		パック詰		×		6		sayupon0916@gmail.com		冨田小百合		たまご屋さんのシフォンケーキ		090-6077-9476		F		4		一般飲食		葵公園		3月28日(日)		https://ameblo.jp/sayuri-chiffon/		たまご農家のシフォンケーキ専門店		6032		6		32						0		1								葵		葵		caccaさんのキッシュ

		１２月１３日(日)開催の、
「まちの宮市」の出展者さんのご紹介です。

部　　　門　：一般飲食
エリア№　　：F  7
出　展　名　：鯖太郎
メッセージ　：焼き鯖寿司　鯖寿司　味噌焼き鯖寿司の販売
ホームページ：		一般飲食		F  7		鯖太郎		焼き鯖寿司　鯖寿司　味噌焼き鯖寿司の販売				F		7		小森楠夫		08051153128		パック詰		×		6		korori--k@mvd.biglobe.ne.jp		小森楠夫		鯖太郎		080-5115-3128		F		5		一般飲食		葵公園		3月28日(日)				焼き鯖寿司　鯖寿司　味噌焼き鯖寿司の販売		6034		6		34				0		0		1								葵		葵		たまご屋さんのシフォンケーキ

		１２月１３日(日)開催の、
「まちの宮市」の出展者さんのご紹介です。

部　　　門　：一般飲食
エリア№　　：F  8
出　展　名　：天然酵母パン　いっぽ²
メッセージ　：無添加天然酵母パンを焼いております。
ホームページ：ippo-2@outlook.jp		一般飲食		F  8		天然酵母パン　いっぽ²		無添加天然酵母パンを焼いております。		ippo-2@outlook.jp		F		8		トダダイスケ		09056237767		パック詰		×		6		トダダイスケ		天然酵母パン　いっぽ²		090-5623-7767		F		1		一般飲食		葵公園		2月28日(日)		https://www.ippo-2.com		無添加天然酵母パンを焼いております。		6009		6		9				0		1		0						葵				葵		葵		鯖太郎

		１２月１３日(日)開催の、
「まちの宮市」の出展者さんのご紹介です。

部　　　門　：キッチンカー
エリア№　　：F 10
出　展　名　：ラッキーバーガー
メッセージ　：五感が思わず微笑むハンバーガー
ホームページ：http://lucky-burger.jp		キッチンカー		F 10		ラッキーバーガー		五感が思わず微笑むハンバーガー		http://lucky-burger.jp		F		10		松葉　明		09034218169		現地調理		〇		6		lucky@anchor7.jp		松葉　明		ラッキーバーガー		090-3421-8169		F		9		キッチンカー		葵公園		3月28日(日)		http://lucky-burger.jp		五感が思わず微笑むハンバーガー		8004		8		4				0		0		1								葵

		１２月１３日(日)開催の、
「まちの宮市」の出展者さんのご紹介です。

部　　　門　：キッチンカー
エリア№　　：F 11
出　展　名　：ab
メッセージ　：東南アジアのソウルフードをいかがですか
ホームページ：		キッチンカー		F 11		ab		東南アジアのソウルフードをいかがですか				F		11		村瀬裕也		09081325934		現地調理		〇		6		achepati5598@gmail.com		村瀬裕也		ab		090-8132-5934		F		10		キッチンカー		葵公園		3月28日(日)				東南アジアのソウルフードをいかがですか		8008		8		8				0		0		1								葵		葵		ラッキーバーガー

		１２月１３日(日)開催の、
「まちの宮市」の出展者さんのご紹介です。

部　　　門　：一般飲食
エリア№　　：F 12
出　展　名　：めひかりのまんてん．
メッセージ　：愛知県蒲郡産メヒカリ唐揚の販売
ホームページ：https://manten-ff.com		一般飲食		F 12		めひかりのまんてん．		愛知県蒲郡産メヒカリ唐揚の販売		https://manten-ff.com		F		12		黒田孝弘		09048504578		現地調理		〇		6		takahiro@manten-ff.com		黒田孝弘		めひかりのまんてん．		09048504578		F		3		一般飲食		葵公園		3月28日(日)		https://manten-ff.com		愛知県蒲郡産メヒカリ唐揚の販売		6022		6		22		0		0		0		1								葵		葵		ab

		１２月１３日(日)開催の、
「まちの宮市」の出展者さんのご紹介です。

部　　　門　：ヒロガルソーシャル
エリア№　　：G 12
出　展　名　：ウォーカブル一宮
メッセージ　：ウォーカブル138
ホームページ：fuji@taiwa-k.jp		ヒロガルソーシャル		G 12		ウォーカブル一宮		ウォーカブル138		fuji@taiwa-k.jp		G		12		藤森 幹人		09076185426		物販		×		4		藤森 幹人		ウォーカブル一宮		09076185426		B		14		ヒロガルソーシャル		本町１丁目																														葵		葵		めひかりのまんてん．
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出展者一覧

		エリア		№		部門		出展名・出演名		お名前（姓名）		携帯電話		20文字の自己紹介文		ホームページ等URL		メールアドレス		お名前（姓名）		出展名・出演名		携帯電話		エリア		№		部門		出店エリア		出展日		ホームページ等URL		20文字の自己紹介文		TTL№		部門		部門№		11.8		12.13		2.28		3.28		11.8		12.13		2.28		3.28		場所		出展名・出演名

		A		1		１３８のものづくり		手作り製作所 シー・エトワール		西野志保		09073575393		手作りの琉球ガラス玉や富士山アクセサリー		http://instagram.com/sii_etoile		siietoile@icloud.com		西野志保		手作り製作所 シー・エトワール		09073575393		A		1		１３８のものづくり		宮前三八市広場		3月28日(日)		http://instagram.com/sii_etoile		手作りの琉球ガラス玉や富士山アクセサリー		1002		1		2								1												手作り製作所 シー・エトワール

		A		2		１３８のものづくり		Cuoio47146		永谷恵梨		09078544112		品質に拘った手縫いのレザークラフト！		http://www.Instagram.com/cuoio47146		cuoio47146@yahoo.co.jp		永谷恵梨		Cuoio47146		09078544112		A		2		１３８のものづくり		宮前三八市広場		3月28日(日)		http://www.Instagram.com/cuoio47146		品質に拘った手縫いのレザークラフト！		1016		1		16		0		0		0		1												Cuoio47146

		A		3		１３８のものづくり		Laugh and kusu		坂本薫		09044698354		思わず笑顔になれるカラフル刺繍ブローチ		https://laughandkusu.amebaownd.com/		laugh_and_kusu@yahoo.co.jp		坂本薫		Laugh and kusu		09044698354		A		3		１３８のものづくり		宮前三八市広場		3月28日(日)		https://laughandkusu.amebaownd.com/		思わず笑顔になれるカラフル刺繍ブローチ		1019		1		19				0		0		1												Laugh and kusu

		A		4		１３８のものづくり		scarab		小川竜子		090-6596-4862		真鍮で動物などのブローチを作っております		http://instagram.com/scarab_1993/		scarab_1113@yahoo.co.jp		小川竜子		scarab		090-6596-4862		A		4		１３８のものづくり		宮前三八市広場		3月28日(日)		http://instagram.com/scarab_1993/		真鍮で動物などのブローチを作っております		1027		1		27						0		1												scarab

		A		5		１３８のものづくり		yamazaki		山崎　知子		090-6176-6282		手縫いの革小物を作っています。		https://www.instagram.com/yamazaki_0514		t12050156@yahoo.co.jp		山崎　知子		yamazaki		090-6176-6282		A		5		１３８のものづくり		宮前三八市広場		3月28日(日)		https://www.instagram.com/yamazaki_0514		手縫いの革小物を作っています。		1038		1		38		0		0		0		1												yamazaki

		A		6		１３８のものづくり		stoffa		山本純子		09061225638		裂き織りバッグ、鍋つかみ、手紡ぎくつ下		http://stoffa.jp/		ao@stoffa.jp		山本純子		stoffa		09061225638		A		6		１３８のものづくり		宮前三八市広場		3月28日(日)		http://stoffa.jp/		裂き織りバッグ、鍋つかみ、手紡ぎくつ下		1053		1		53		0						1												stoffa

		A		7		１３８のものづくり		Logo　Roof		高瀬　良江		08032817733		柿渋染タコ糸バック・細密画バッチ		https://long-roof.jimdofree.com/		takase-d@ccn.aitai.ne.jp		高瀬　良江		Logo　Roof		08032817733		A		7		１３８のものづくり		宮前三八市広場		3月28日(日)		https://long-roof.jimdofree.com/		柿渋染タコ糸バック・細密画バッチ		1088		1		88		0		0				1												Logo　Roof

		A		8		１３８のものづくり		ねこのしっぽ		壽　順子		09019031725		オンリーワンデザインアイテムショップ		https://www.instaguram.com/cattail.patapata 		manachan.nyanko3@gmail.com		壽　順子		ねこのしっぽ		09019031725		A		8		１３８のものづくり		宮前三八市広場		3月28日(日)		https://www.instaguram.com/cattail.patapata 		オンリーワンデザインアイテムショップ		1101		1		101		0		0				1												ねこのしっぽ

		A		9		１３８のものづくり		mi'(ミイ)		別府美都子		090 1981 5688		素材感を大切にした通年楽しめるかごbag		https://www.instagram.com/mi_kk_m		micantako@gmail.com		別府美都子		mi'(ミイ)		090 1981 5688		A		11		１３８のものづくり		宮前三八市広場		3月28日(日)		https://www.instagram.com/mi_kk_m		素材感を大切にした通年楽しめるかごbag		1171		1		171				0		0		1												mi'(ミイ)

		A		10		１３８のものづくり		文福		土井　文子		09071972170		陶芸と彫金で装身具や器などを作っています		http://instagram.com/bunbukuringo		ringoplanet15@gmail.com		土井　文子		文福		09071972170		A		12		１３８のものづくり		宮前三八市広場		3月28日(日)		http://instagram.com/bunbukuringo		陶芸と彫金で装身具や器などを作っています		1176		1		176		0						1												文福

		A		11		１３８のものづくり		NADO.		長谷奈央美		09042151161		オリジナルのキャラクターグッズを製作		http://www.instagram.com/nado710		nado_shop@yahoo.co.jp		長谷奈央美		NADO.		09042151161		A		13		１３８のものづくり		宮前三八市広場		3月28日(日)		http://www.instagram.com/nado710		オリジナルのキャラクターグッズを製作		1206		1		206		0		0		0		1												NADO.

		A		12		１３８のものづくり		serein		江藤里美		09095605935		麻ひもで編んだバッグや小物類の販売		https://www.instagram.com/serein1210		satomi1210cl@hotmail.com		江藤里美		serein		09095605935		A		14		１３８のものづくり		宮前三八市広場		3月28日(日)		https://www.instagram.com/serein1210		麻ひもで編んだバッグや小物類の販売		1256		1		256		0		0		0		1												serein

		A		13		１３８のものづくり		Lemonaid		阿部　亜矢		090-3552-6309		木と花のアクセサリー		https://www.instagram.com/maisonabbey/		lemoaya@gmail.com		阿部　亜矢		Lemonaid		090-3552-6309		A		15		１３８のものづくり		宮前三八市広場		3月28日(日)		https://www.instagram.com/maisonabbey/		木と花のアクセサリー		1287		1		287								1												Lemonaid

		A		14		１３８のものづくり		Thico Dorothy.		山川裕美		08016227828		本物の木や葉っぱの葉脈のアクセサリー		https://www.instagram.com/thicodorothy/		thicodorothy@gmail.com		山川裕美		Thico Dorothy.		08016227828		B		1		１３８のものづくり		本町１丁目		3月28日(日)		https://www.instagram.com/thicodorothy/		本物の木や葉っぱの葉脈のアクセサリー		1324		1		324				0		0		1												Thico Dorothy.

		A		15		１３８のものづくり		glass sinocco		畑地のり		090-6644-8627		吹きガラス食器とガラスアクセサリー				sinoccoglass@yahoo.co.jp		畑地のり		glass sinocco		090-6644-8627		B		2		１３８のものづくり		本町１丁目		3月28日(日)				吹きガラス食器とガラスアクセサリー		1350		1		350						0		1												glass sinocco

		A		16		１３８のものづくり		崇-su-		日比野真崇		090-4183-3621		寄木のアクセサリー		https://www.instagram.com/su_bino_su/		mstktsmmstktsm@gmail.com		日比野真崇		崇-su-		090-4183-3621		B		3		１３８のものづくり		本町１丁目		3月28日(日)		https://www.instagram.com/su_bino_su/		寄木のアクセサリー		1363		1		363				0		0		1												崇-su-

		A		17		１３８のものづくり		uta seisakusyo 		羽田　美咲		09098910409		大人服と花雑貨の小さなお店です。		http://www.instagram.com/utaseisakusyo		nagotanokokogen@yahoo.ne.jp		羽田　美咲		uta seisakusyo 		09098910409		B		4		１３８のものづくり		本町１丁目		3月28日(日)		http://www.instagram.com/utaseisakusyo		大人服と花雑貨の小さなお店です。		1368		1		368		0		0				1												uta seisakusyo 

		A		18		１３８のものづくり		洋ふく屋めがね		曽我そのみ		080-6925-5900		気分の上がる洋服を日々製作しています!		https://www.instagram.com/megane_no/		baranohana_2011@yahoo.co.jp		曽我そのみ		洋ふく屋めがね		080-6925-5900		B		5		１３８のものづくり		本町１丁目		3月28日(日)		https://www.instagram.com/megane_no/		気分の上がる洋服を日々製作しています!		1392		1		392								1												洋ふく屋めがね

		A		19		１３８のモノづくり		工房山窩		並木諭		09060093426

		A		20		１３８のモノづくり		メタルアートファクトリー		柏原秀年		09010246971

		A		21		１３８のモノづくり		galleggiare		中野真理		08051119119

		A		22		１３８のモノづくり		なつ椿		西岡紀子		09023434876

		A		23		１３８のものづくり		tash.leatherwork		恒川　亜矢子		09042619858

		A		24		１３８のモノづくり		la nature		今井友佳子		08030699019

		B		1		素材やマーケット		岡山デニム、輸入生地販売です		横田圭司		090-8828-0839		アパレル用途生地ばかりを集めました。		http://www.instagram.com/markpoint001/?hl=ja		info@markpoint.jp		横田圭司		岡山デニム、輸入生地販売です		090-8828-0839		B		6		素材やマーケット		本町１丁目		12月13日(日)・3月28日(日)		http://www.instagram.com/markpoint001/?hl=ja		アパレル用途生地ばかりを集めました。		3001		3		1				1		0		1												岡山デニム、輸入生地販売です

		B		2		素材やマーケット		STELLA		小野　淳		09035837372		ハンドメイドのファンシーヤーンと生地		http://piacere-stella.com/		tadashi0401@icloud.com		小野　淳		STELLA		09035837372		B		7		素材やマーケット		本町１丁目		12月13日(日)・3月28日(日)		http://piacere-stella.com/		ハンドメイドのファンシーヤーンと生地		3009		3		9		0		1		0		1												STELLA

		B		3		素材やマーケット		マテリアル・マテリアル		稀　温		090-3457-5872 		よりぬきの糸や布など服飾素材を販売。		http://www.kionstudio.com		kion@kionstudio.com		稀　温		マテリアル・マテリアル		090-3457-5872 		B		9		素材やマーケット		本町１丁目		11月8日(日)・3月28日(日)		http://www.kionstudio.com		よりぬきの糸や布など服飾素材を販売。		3016		3		16		1						1												マテリアル・マテリアル

		B		4		素材やマーケット		Rurikoyarn		臼井早穂		09060703827		オリジナルの引き揃え毛糸と染糸のお店		https://www.instagram.com/rurikoyarn		rurikoyarn@gmail.com		臼井早穂		Rurikoyarn		09060703827		B		10		素材やマーケット		本町１丁目		12月13日(日)・3月28日(日)		https://www.instagram.com/rurikoyarn		オリジナルの引き揃え毛糸と染糸のお店		3017		3		17		0		1		0		1												Rurikoyarn

		B		5		素材やマーケット		ハウスカストア		井戸康貴		08036213807

		B		7		ヒロガルソーシャル		もうやいこ(一宮市市民活動支援センター)		星野博		09022659188		市民活動支援センター登録団体が合同で出展		https://138cc.org		info@138cc.org		星野博		もうやいこ(一宮市市民活動支援センター)		09022659188		G.		2		ヒロガルソーシャル		銀座通り		11月8日(日)・12月13日(日)・2月28日(日)・3月28日(日)		https://138cc.org		市民活動支援センター登録団体が合同で出展				4				1		1		1		1												もうやいこ(一宮市市民活動支援センター)

		B		8		ヒロガルソーシャル		もうやいこ(一宮市市民活動支援センター)		星野博		09022659188		市民活動支援センター登録団体が合同で出展		https://138cc.org		info@138cc.org		星野博		もうやいこ(一宮市市民活動支援センター)		09022659188		G.		3		ヒロガルソーシャル		銀座通り		11月8日(日)・12月13日(日)・2月28日(日)・3月28日(日)		https://138cc.org		市民活動支援センター登録団体が合同で出展				4				1		1		1		1												もうやいこ(一宮市市民活動支援センター)

		B		9		ヒロガルソーシャル		もうやいこ(一宮市市民活動支援センター)		星野博		09022659188		市民活動支援センター登録団体が合同で出展		https://138cc.org		info@138cc.org		星野博		もうやいこ(一宮市市民活動支援センター)		09022659188		G.		4		ヒロガルソーシャル		銀座通り		11月8日(日)・12月13日(日)・2月28日(日)・3月28日(日)		https://138cc.org		市民活動支援センター登録団体が合同で出展				4				1		1		1		1												もうやいこ(一宮市市民活動支援センター)

		B		10		ヒロガルソーシャル		シモホンプロジェクト		星野博		09022659188		アーケードより南、下本町のアレコレ		http://shimohon.net		hiro@hoshinos.com		星野博		シモホンプロジェクト		09022659188		G.		5		ヒロガルソーシャル		銀座通り		11月8日(日)・12月13日(日)・2月28日(日)・3月28日(日)		http://shimohon.net		アーケードより南、下本町のアレコレ				4				1		1		1		1												シモホンプロジェクト

		B		11		ヒロガルソーシャル		あめ細工家　きたきや		北沢　衣りな		09073063847		目の前で作り上げる和の飴細工です。		https://www.instagram.com/kitaco_amezaiku_kitakiya/		kitakiya88@gmail.com		あめ細工家　きたきや		09073063847		B		15		ヒロガルソーシャル		本町１丁目																																		あめ細工家　きたきや

		B		12		ヒロガルソーシャル		ウォーカブル一宮		藤森 幹人		09076185426		ウォーカブル138		https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/shisei/kensetsu/1037208/index.html		fuji@taiwa-k.jp		ウォーカブル一宮		09076185426		B		14		ヒロガルソーシャル		本町１丁目																																		ウォーカブル一宮

		B		14		１３８のものづくり		ten-eight108°		小林　梨那		09099710219

		B		15		１３８のものづくり		Canaria Wood Works		有光　猛		08051352875

		B		16		１３８のものづくり		iwashikujira		丹羽あすみ		09085485005

		B		17		１３８のものづくり		Hana☆華		伊東輝子		09048273801

		C		1		おかし横丁		itori		鳥居靖宏		09067675476		当日は、大きなタルトをお持ちします。		https://instagram.com/itori2018		aoharu71@yahoo.co.jp		鳥居靖宏		itori		09067675476		C		2		おかし横丁		本町２丁目		12月13日(日)・2月28日(日)・3月28日(日)		https://instagram.com/itori2018		当日は、大きなタルトをお持ちします。		7014		7		14				1		1		1												itori

		C		2		おかし横丁		どら焼きハウス 豆香		南谷　清和		090-9940-2235		名古屋市中村区のどら焼き専門店です。		https://www.dorayakimameca.com/		mameca.dora@gmail.com		南谷　清和		どら焼きハウス 豆香		090-9940-2235		C		4		おかし横丁		本町２丁目		12月13日(日)・3月28日(日)		https://www.dorayakimameca.com/		名古屋市中村区のどら焼き専門店です。		7023		7		23				1				1												どら焼きハウス 豆香

		C		3		おかし横丁		いちご大福のゑびすや		三浦 貴江		090-6807-0915		彩り豊かなフルーツあんのいちご大福を展開				miutaka.0915@gmail.com		三浦 貴江		いちご大福のゑびすや		090-6807-0915		C		5		おかし横丁		本町２丁目		11月8日(日)・2月28日(日)・3月28日(日)				彩り豊かなフルーツあんのいちご大福を展開		7027		7		27		1				1		1												いちご大福のゑびすや

		C		4		おかし横丁		BAGEL MONDAY		淀川直紀		09042670907		通販とイベント出店のみでの販売		https://instagram.com/bagel.monday		bagel.monday@gmail.com		淀川直紀		BAGEL MONDAY		09042670907		C		6		おかし横丁		本町２丁目		2月28日(日)・3月28日(日)		https://instagram.com/bagel.monday		通販とイベント出店のみでの販売		7031		7		31						1		1												BAGEL MONDAY

		C		5		おかし横丁		パティスリーSugirl (シュガール)		寺倉　今日子		09081314624		大人可愛いお菓子に是非出会って下さい！！		http://picdeer.com/sugirl2019		today-child16621@kej.biglobe.ne.jp		寺倉　今日子		パティスリーSugirl (シュガール)		09081314624		C		8		おかし横丁		本町２丁目		12月13日(日)・2月28日(日)・3月28日(日)		http://picdeer.com/sugirl2019		大人可愛いお菓子に是非出会って下さい！！		7047		7		47				1		1		1												パティスリーSugirl (シュガール)

		C		6		おかし横丁		季節のジャム  sweet-jam		小林悦子		09026198396

		C		7		大せんい市 ダイ イチ		尾州のカレント		彦坂雄大		08016046807

		C		9		大せんい市 ダイ イチ		木玉毛織株式会社 キタマケオリ カブシキカイシャ		木全恵理子		09099458242

		C		12		一般飲食		飴屋本舗		三重野　晋一		09082127116		リクエストにより目の前で飴をお作りします				monfy650727@gmail.com		三重野　晋一		飴屋本舗		09082127116		C		12		一般飲食		オリナス南		3月28日(日)				リクエストにより目の前で飴をお作りします		6065		6		65								1								オリ		オリ		飴屋本舗

		C		13		一般飲食		杜の宮市準備委員会																																																								杜の宮市準備委員会

		D		1		杜の学校		ハイカンKOZOU		鈴木 裕之		09048586672		塩ビ管オリジナル水鉄砲作りをしよう！		https://instagram.com/haikankozou?igshid=1eqh435g5ucat		mr.children.h.s@gmail.com		鈴木 裕之		ハイカンKOZOU		09048586672		D		1		杜の学校		本町３丁目		3月28日(日)		https://instagram.com/haikankozou?igshid=1eqh435g5ucat		塩ビ管オリジナル水鉄砲作りをしよう！		5002		5		2								1												ハイカンKOZOU

		D		3		杜の学校		省エネ健康住宅の株式会社いわいハウジング		岩田邦裕		09086755701		地球と地域と家族を元気にする住まいづくり		https://www.iwaihousing.com		kunihiro@iwaihousing.com		岩田邦裕		省エネ健康住宅の株式会社いわいハウジング		09086755701		D		3		杜の学校		本町３丁目		3月28日(日)		https://www.iwaihousing.com		地球と地域と家族を元気にする住まいづくり		5042		5		42								1												省エネ健康住宅の株式会社いわいハウジング

		D		4		杜の学校		coquebotti（コケボッチ）		今冨 加奈子		090-5257-3842		オリジナルこけしの販売＆絵付け体験		http://instagram.com/coquebotti		kanabo2000@hotmail.co.jp		今冨 加奈子		coquebotti（コケボッチ）		090-5257-3842		D		4		杜の学校		本町３丁目		3月28日(日)		http://instagram.com/coquebotti		オリジナルこけしの販売＆絵付け体験		5047		5		47								1												coquebotti（コケボッチ）

		D		4		杜の学校		ちびパン雑貨さくあず。		中島さちえ		08051021286

		D		5		杜の学校		アイシングクッキー　プチマロン		木全美和		09099241332

		D		6		杜の学校		織りクラブ まごまご		武保直美		09042673958

		D		7		杜の学校		CLAMP一級建築士事務所		小池圭祐		09014190719

		D		8		一般飲食		ポポット		桂　泰靖		09017471593		やわらかポークステーキと自家製ドリンク				lqad6985@yahoo.co.jp		桂　泰靖		ポポット		09017471593		D		9		一般飲食		本町３丁目		3月28日(日)				やわらかポークステーキと自家製ドリンク		6021		6		21		0		0		0		1								3		3		ポポット

		E		1		はんじょうアート		布小物　haru*hareru		佐竹千晴		09078506818		大人から子供まで使える普段使いの布小物		https://www.instagram.com/haru_handmade.86		whitestock186@yahoo.co.jp		佐竹千晴		布小物　haru*hareru		09078506818		E		1		はんじょうアート		本町４丁目		3月28日(日)		https://www.instagram.com/haru_handmade.86		大人から子供まで使える普段使いの布小物		2004		2		4						0		1												布小物　haru*hareru

		E		2		はんじょうアート		charmrim☆		小笠原美希		08069470215		ビーズ編みアクセサリー、がま口など制作		http://www.instagram.com/charmrim/		zakka.charmrim@gmail.com		小笠原美希		charmrim☆		08069470215		E		2		はんじょうアート		本町４丁目		3月28日(日)		http://www.instagram.com/charmrim/		ビーズ編みアクセサリー、がま口など制作		2007		2		7								1												charmrim☆

		E		3		はんじょうアート		Space Kougi		町本美紀		09042340278		様々なワックスを使った季節のキャンドル				spacekougi@gmail.com		町本美紀		Space Kougi		09042340278		E		3		はんじょうアート		本町４丁目		3月28日(日)				様々なワックスを使った季節のキャンドル		2008		2		8		0						1												Space Kougi						同じ日に他の飴細工の出店がある際は、決定前にご一報いただけませんでしょうか？				10/8/2020 13:33:05		monfy650727@gmail.com		発熱が無いこと、体調に心配が無いこと、新型コロナウイルス感染症患者と濃厚接触が無いことを確認して当日参加します。, マスク等を着用し、3密を回避します。, COCOAアプリを携帯端末に入れます。, 開催直前や開催中でも、全事業を中止とすることに同意します。		1

		E		4		はんじょうアート		hana*neco		コンドウユカ		09011091372		つまみ細工のお店です♪		https://www.Instagram.com/hananeco96		m.f.yukkondo@tg.commufa.jp		コンドウユカ		hana*neco		09011091372		E		4		はんじょうアート		本町４丁目		3月28日(日)		https://www.Instagram.com/hananeco96		つまみ細工のお店です♪		2009		2		9								1												hana*neco										10/14/2020 23:43:05		lqad6985@yahoo.co.jp		発熱が無いこと、体調に心配が無いこと、新型コロナウイルス感染症患者と濃厚接触が無いことを確認して当日参加します。, マスク等を着用し、3密を回避します。, COCOAアプリを携帯端末に入れます。, 開催直前や開催中でも、全事業を中止とすることに同意します。		1

		E		5		はんじょうアート		schnauzer		河口千晴		08069448257		透明感にこだわったレジンアクセサリー		https://www.instagram.com/schnauzer_chiharu		chiharu8612141124@gmail.com		河口千晴		schnauzer		08069448257		E		5		はんじょうアート		本町４丁目		3月28日(日)		https://www.instagram.com/schnauzer_chiharu		透明感にこだわったレジンアクセサリー		2033		2		33						0		1												schnauzer										10/8/2020 22:48:10		takahiro@manten-ff.com		発熱が無いこと、体調に心配が無いこと、新型コロナウイルス感染症患者と濃厚接触が無いことを確認して当日参加します。, マスク等を着用し、3密を回避します。, COCOAアプリを携帯端末に入れます。, 開催直前や開催中でも、全事業を中止とすることに同意します。		1

		E		6		はんじょうアート		C's style		清水千頼		09014746022		リバティを使った素敵な布小物のお店です。		 https://www.instagram.com/csstyle00/ 		csstyle00@yahoo.co.jp		清水千頼		C's style		09014746022		E		6		はんじょうアート		本町４丁目		3月28日(日)		 https://www.instagram.com/csstyle00/ 		リバティを使った素敵な布小物のお店です。		2042		2		42						0		1												C's style								20201012　20文字変更赤ちゃんが食べても大丈夫。安心安全食材		10/12/2020 7:58:42		o9080307700@gmail.com		発熱が無いこと、体調に心配が無いこと、新型コロナウイルス感染症患者と濃厚接触が無いことを確認して当日参加します。, マスク等を着用し、3密を回避します。, 開催直前や開催中でも、全事業を中止とすることに同意します。		1

		E		7		はんじょうアート		ともも		野崎ともみ		09078879005		紙雑貨・刺繍小物・似顔絵などの制作		https://twitter.com/mamemamenoki		tomomonomoto@hotmail.co.jp		野崎ともみ		ともも		09078879005		E		7		はんじょうアート		本町４丁目		3月28日(日)		https://twitter.com/mamemamenoki		紙雑貨・刺繍小物・似顔絵などの制作		2044		2		44		0						1												ともも										10/9/2020 11:07:17		moriifarm@hotmail.co.jp		発熱が無いこと、体調に心配が無いこと、新型コロナウイルス感染症患者と濃厚接触が無いことを確認して当日参加します。, マスク等を着用し、3密を回避します。, COCOAアプリを携帯端末に入れます。, 開催直前や開催中でも、全事業を中止とすることに同意します。		1

		E		8		はんじょうアート		ホームスパンLively		加藤則子		09025717570		手織り・手紡ぎ・手編み作品、アクセサリー				guri.cat.1999@ezweb.ne.jp		加藤則子		ホームスパンLively		09025717570		E		8		はんじょうアート		本町４丁目		3月28日(日)				手織り・手紡ぎ・手編み作品、アクセサリー		2056		2		56				0		0		1												ホームスパンLively						出展の形式欄で訂正がありますので、再送させていただきます。よろしくお願いいたします。				10/14/2020 22:12:36		kimokugroup@gmail.com		発熱が無いこと、体調に心配が無いこと、新型コロナウイルス感染症患者と濃厚接触が無いことを確認して当日参加します。, マスク等を着用し、3密を回避します。, COCOAアプリを携帯端末に入れます。, 開催直前や開催中でも、全事業を中止とすることに同意します。		2

		E		9		はんじょうアート		ねずころも		立田　裕子		09034231986		着物リメイクと和テイストの日常着		http://nezukoromo.localinfo.jp		nezukoromo88@gmail.com		立田　裕子		ねずころも		09034231986		E		9		はんじょうアート		本町４丁目		3月28日(日)		http://nezukoromo.localinfo.jp		着物リメイクと和テイストの日常着		2066		2		66						0		1												ねずころも										10/8/2020 9:26:48		daikichi.oasis1231@gmail.com		発熱が無いこと、体調に心配が無いこと、新型コロナウイルス感染症患者と濃厚接触が無いことを確認して当日参加します。, マスク等を着用し、3密を回避します。, COCOAアプリを携帯端末に入れます。, 開催直前や開催中でも、全事業を中止とすることに同意します。		1

		E		10		はんじょうアート		革工房AQULIA		松村真絵		08045319222		レザークラフト		https://instagram.com/leather_aqulia		mon_tresor2014@yahoo.co.jp		松村真絵		革工房AQULIA		08045319222		E		10		はんじょうアート		本町４丁目		3月28日(日)		https://instagram.com/leather_aqulia		レザークラフト		2069		2		69				0		0		1												革工房AQULIA						宜しくお願い致します。（有）ケイエム通商　小森				10/8/2020 15:05:39		korori--k@mvd.biglobe.ne.jp		発熱が無いこと、体調に心配が無いこと、新型コロナウイルス感染症患者と濃厚接触が無いことを確認して当日参加します。, マスク等を着用し、3密を回避します。, COCOAアプリを携帯端末に入れます。, 開催直前や開催中でも、全事業を中止とすることに同意します。		1

		E		12		はんじょうアート		teto		佐藤 典子		090-9903-1968		羊毛フェルトとタティングレース等結ぶ物		https://www.instagram.com/tetosuke		tetosora@ezweb.ne.jp		佐藤 典子		teto		090-9903-1968		E		12		はんじょうアート		本町４丁目		3月28日(日)		https://www.instagram.com/tetosuke		羊毛フェルトとタティングレース等結ぶ物		2080		2		80				0		0		1												teto						杜の宮市ではもりもりフードコートで申し込みしておりましたが、まちの宮市ではお菓子横丁でお願いできればと思います。お手数をおかけしますが、よろしくお願いいたします。				10/8/2020 20:09:52		sayupon0916@gmail.com		発熱が無いこと、体調に心配が無いこと、新型コロナウイルス感染症患者と濃厚接触が無いことを確認して当日参加します。, マスク等を着用し、3密を回避します。, COCOAアプリを携帯端末に入れます。, 開催直前や開催中でも、全事業を中止とすることに同意します。		1

		E		13		はんじょうアート		switch		山川　潤子		090-7308-1167		アクセサリー、ドール関連雑貨など		http://osanpoclub217.blog.fc2.com		osanpoclub@sf.commufa.jp		山川　潤子		switch		090-7308-1167		E		13		はんじょうアート		本町４丁目		3月28日(日)		http://osanpoclub217.blog.fc2.com		アクセサリー、ドール関連雑貨など		2087		2		87		0		0		0		1												switch										10/12/2020 15:36:19		info.sake.oogiya@gmail.com		発熱が無いこと、体調に心配が無いこと、新型コロナウイルス感染症患者と濃厚接触が無いことを確認して当日参加します。, マスク等を着用し、3密を回避します。, COCOAアプリを携帯端末に入れます。, 開催直前や開催中でも、全事業を中止とすることに同意します。		1

		E		14		はんじょうアート		アンティークドボタンキコ		パイク熊季子		090-9614-9422		アンティークパーツを使用したアクセサリー		https://buttonkiko.exblog.jp/		pikenara@yahoo.co.jp		パイク熊季子		アンティークドボタンキコ		090-9614-9422		E		14		はんじょうアート		本町４丁目		3月28日(日)		https://buttonkiko.exblog.jp/		アンティークパーツを使用したアクセサリー		2099		2		99		0						1												アンティークドボタンキコ						コロナ渦ではありますが、非力とはなりますがお力添え出来れば幸いです。よろしくお願い申し上げます。				10/8/2020 11:13:04		ackee@nishikicommunications.com		発熱が無いこと、体調に心配が無いこと、新型コロナウイルス感染症患者と濃厚接触が無いことを確認して当日参加します。, マスク等を着用し、3密を回避します。, COCOAアプリを携帯端末に入れます。, 開催直前や開催中でも、全事業を中止とすることに同意します。		1

		E		15		はんじょうアート		Yuily		松川由衣		090-8470-3268		お揃いのヘアアクセサリー、ウールレター 		http://www.instagram.com/yuilyhandmade/		yh.0421.wassari@rakuten.jp		松川由衣		Yuily		090-8470-3268		E		15		はんじょうアート		本町４丁目		3月28日(日)		http://www.instagram.com/yuilyhandmade/		お揃いのヘアアクセサリー、ウールレター 		2122		2		122								1												Yuily										10/11/2020 11:20:05		naostht@yahoo.co.jp		発熱が無いこと、体調に心配が無いこと、新型コロナウイルス感染症患者と濃厚接触が無いことを確認して当日参加します。, マスク等を着用し、3密を回避します。, COCOAアプリを携帯端末に入れます。, 開催直前や開催中でも、全事業を中止とすることに同意します。		1

		E		16		はんじょうフード		griotte		岡田真希子		08014685960		誰かにあげたくなる優しい焼き菓子のお店		http://www.instagram.com/griotte_sweets		okadamakiko9311@gmail.com		岡田真希子		griotte		08014685960		E		16		はんじょうフード		本町４丁目		11月8日(日)・2月28日(日)・3月28日(日)		http://www.instagram.com/griotte_sweets		誰かにあげたくなる優しい焼き菓子のお店		9008		9		8		1				1		1												griotte										10/8/2020 14:10:33		lucky@anchor7.jp		発熱が無いこと、体調に心配が無いこと、新型コロナウイルス感染症患者と濃厚接触が無いことを確認して当日参加します。, マスク等を着用し、3密を回避します。, COCOAアプリを携帯端末に入れます。, 開催直前や開催中でも、全事業を中止とすることに同意します。		1

		E		17		はんじょうフード		Wild Berry		佐藤　早苗		090-7043-6855		愛知県産素材の無添加シフォンケーキ		http://cafewildberry.blog.fc2.com		kumasannoyome@gmail.com		佐藤　早苗		Wild Berry		090-7043-6855		E		17		はんじょうフード		本町４丁目		11月8日(日)-12月13日(日)-2月28日(日)-3月28日(日)		http://cafewildberry.blog.fc2.com		愛知県産素材の無添加シフォンケーキ		9007		9		7		1		1		1		1												Wild Berry										10/8/2020 9:45:01		achepati5598@gmail.com		発熱が無いこと、体調に心配が無いこと、新型コロナウイルス感染症患者と濃厚接触が無いことを確認して当日参加します。, マスク等を着用し、3密を回避します。, COCOAアプリを携帯端末に入れます。, 開催直前や開催中でも、全事業を中止とすることに同意します。		1

		F		1		一般飲食		いとカフェ		伊藤文彰		090-5106-3557		スパイスを使ったドリンクやカレーの販売		http://insutagram.com/itocafe1025/		itocafe@sd6.so-net.ne.jp		伊藤文彰		いとカフェ		090-5106-3557		F		6		一般飲食		葵公園		3月28日(日)		http://insutagram.com/itocafe1025/		スパイスを使ったドリンクやカレーの販売		6035		6		35				0		0		1								葵		葵		いとカフェ

		F		2		一般飲食		AkitaHam		秋田　健博		08036750782

		F		3		一般飲食		楽山		佐藤守弘		09041578539

		A		4		一般飲食		KIMOKU		平島 淑子		090-1575-6836		フレーバードリンクの販売		https://www.instagram.com/kimoku_2019		kimokugroup@gmail.com		平島 淑子		KIMOKU		090-1575-6836		A		17		一般飲食		宮前三八市広場		3月28日(日)		https://www.instagram.com/kimoku_2019		フレーバードリンクの販売		6043		6		43		0				0		1								広場		広場		KIMOKU

		F		5		一般飲食		caccaさんのキッシュ		渡邉幹也		09021355597		乳製品を使わないなめらかキッシュ				daikichi.oasis1231@gmail.com		渡邉幹也		caccaさんのキッシュ		09021355597		F		2		一般飲食		葵公園		3月28日(日)				乳製品を使わないなめらかキッシュ		6011		6		11				0		0		1								葵		葵		caccaさんのキッシュ

		F		6		一般飲食		たまご屋さんのシフォンケーキ		冨田小百合		090-6077-9476		たまご農家のシフォンケーキ専門店		https://ameblo.jp/sayuri-chiffon/		sayupon0916@gmail.com		冨田小百合		たまご屋さんのシフォンケーキ		090-6077-9476		F		4		一般飲食		葵公園		3月28日(日)		https://ameblo.jp/sayuri-chiffon/		たまご農家のシフォンケーキ専門店		6032		6		32						0		1								葵		葵		たまご屋さんのシフォンケーキ

		F		7		一般飲食		鯖太郎		小森楠夫		080-5115-3128		焼き鯖寿司　鯖寿司　味噌焼き鯖寿司の販売				korori--k@mvd.biglobe.ne.jp		小森楠夫		鯖太郎		080-5115-3128		F		5		一般飲食		葵公園		3月28日(日)				焼き鯖寿司　鯖寿司　味噌焼き鯖寿司の販売		6034		6		34				0		0		1								葵		葵		鯖太郎

		F		8		一般飲食		天然酵母パン　いっぽ²		トダダイスケ		09056237767

		F		10		キッチンカー		ラッキーバーガー		松葉　明		090-3421-8169		五感が思わず微笑むハンバーガー		http://lucky-burger.jp		lucky@anchor7.jp		松葉　明		ラッキーバーガー		090-3421-8169		F		9		キッチンカー		葵公園		3月28日(日)		http://lucky-burger.jp		五感が思わず微笑むハンバーガー		8004		8		4				0		0		1								葵		葵		ラッキーバーガー

		F		11		キッチンカー		ab		村瀬裕也		090-8132-5934		東南アジアのソウルフードをいかがですか				achepati5598@gmail.com		村瀬裕也		ab		090-8132-5934		F		10		キッチンカー		葵公園		3月28日(日)				東南アジアのソウルフードをいかがですか		8008		8		8				0		0		1								葵		葵		ab

		F		12		一般飲食		めひかりのまんてん．		黒田孝弘		09048504578		愛知県蒲郡産メヒカリ唐揚の販売		https://manten-ff.com		takahiro@manten-ff.com		黒田孝弘		めひかりのまんてん．		09048504578		F		3		一般飲食		葵公園		3月28日(日)		https://manten-ff.com		愛知県蒲郡産メヒカリ唐揚の販売		6022		6		22		0		0		0		1								葵		葵		めひかりのまんてん．

		G		12		ヒロガルソーシャル		ウォーカブル一宮		藤森 幹人		09076185426		ウォーカブル138		https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/shisei/kensetsu/1037208/index.html		fuji@taiwa-k.jp		ウォーカブル一宮		09076185426		B		14		ヒロガルソーシャル		本町１丁目																																		ウォーカブル一宮

		A		9		１３８のものづくり		工房すこっぷ（2/22キャンセル）		浦川 義行		08051068414		ひとつひとつ陶器の人形を手作り		https://www.instagram.com/yoshiurasan		kobo_ura@yahoo.co.jp		浦川 義行		工房すこっぷ		08051068414		A		9		１３８のものづくり		宮前三八市広場		3月28日(日)		https://www.instagram.com/yoshiurasan		ひとつひとつ陶器の人形を手作り		1120		1		120						0		1												工房すこっぷ

		A		20		１３８のものづくり		nao sakabe（2/7 キャンセル）		坂部奈緒		08016109181		手刺繍のブローチ・背守り・ピアス		https://www.instagram.com/nao._.bebe/		nao-bebe@live-architect.com		坂部奈緒		nao sakabe		08016109181		A		10		１３８のものづくり		宮前三八市広場		3月28日(日)		https://www.instagram.com/nao._.bebe/		手刺繍のブローチ・背守り・ピアス		1144		1		144								1												nao sakabe（2/7 キャンセル）		1

		A		21		１３８のものづくり		Barie（1/17 キャンセル）		稲葉りえ		08051356461		シルバーや真鍮を使ったアクセサリー		https://www.barie-accessory.com/		accessorybarie@gmail.com		稲葉りえ		Barie		08051356461		A		16		１３８のものづくり		宮前三八市広場		3月28日(日)		https://www.barie-accessory.com/		シルバーや真鍮を使ったアクセサリー		1292		1		292		0		0		0		1												Barie（1/17 キャンセル）		1

		B		3		素材やマーケット		石川古道商店（1/29 キャンセル）		石川佳世		08032869432		レトロなボタン・ガラス玉・リボンなど				cowzycowzy@yahoo.co.jp		石川佳世		石川古道商店		08032869432		B		8		素材やマーケット		本町１丁目		2月28日(日)・3月28日(日)				レトロなボタン・ガラス玉・リボンなど		3015		3		15				0		1		1												石川古道商店

		A		22		キッチンカー		錦／Stand NISHIKI（1/29 キャンセル）		近藤明宏		090-5637-9090		昔ながらの「石焼き芋」です。				ackee@nishikicommunications.com		近藤明宏		錦／Stand NISHIKI		090-5637-9090		A		18		キッチンカー		宮前三八市広場		3月28日(日)				昔ながらの「石焼き芋」です。		8012		8		12		0		0		0		1								広場		広場		錦／Stand NISHIKI（1/29 キャンセル）		1

		B		7		ヒロガルソーシャル		特定非営利活動法人響愛学園　ハミング（1/28　キャンセル）		吉村理華		09025742363		芸術表現活動を仕事として続けていける場所		http://kyoai-gakuen.com		humming@kyoai-gakuen.com		吉村理華		特定非営利活動法人響愛学園　ハミング		09025742363		G.		1		ヒロガルソーシャル		銀座通り		11月8日(日)・12月13日(日)・2月28日(日)・3月28日(日)		http://kyoai-gakuen.com		芸術表現活動を仕事として続けていける場所				4				1		1		1		1												特定非営利活動法人響愛学園　ハミング（1/28　キャンセル）		1

		C		1		おかし横丁		めぐみ飴本舗（1/2　キャンセル）		平松義将		090-1470-1957		げんこつ飴をてづくりしています。		https://www.instagram.com/megumiame7honpo/		megumiame7honpo@yahoo.co.jp		平松義将		めぐみ飴本舗		090-1470-1957		C		1		おかし横丁		本町２丁目		12月13日(日)・2月28日(日)・3月28日(日)		https://www.instagram.com/megumiame7honpo/		げんこつ飴をてづくりしています。		7005		7		5				1		1		1												めぐみ飴本舗（1/2　キャンセル）		1

		C		3		おかし横丁		kouge（1/28　キャンセル）		川井環佳名		09099103037		クグロフ、フォカッチャ等		https://kouge-kouglof.net/		kouge0307@gmail.com		川井環佳名		kouge		09099103037		C		3		おかし横丁		本町２丁目		2月28日(日)・3月28日(日)		https://kouge-kouglof.net/		クグロフ、フォカッチャ等		7016		7		16						1		1												kouge（1/28　キャンセル）		1

		C		7		おかし横丁		せんべいびー（3/5　キャンセル）		田中亜希子		090-7045-3555		ママと子供の安心安全優しいお煎餅の販売		http://tanakaya-senbei.jp/senbeiby/		senbeiby@gmail.com		田中亜希子		せんべいびー		090-7045-3555		C		7		おかし横丁		本町２丁目		3月28日(日)　　キャンセル2月28日(日)		http://tanakaya-senbei.jp/senbeiby/		ママと子供の安心安全優しいお煎餅の販売		7038		7		38						1		1												せんべいびー

		C		9		おかし横丁		TAKI（2/1　キャンセル）		神保 多希		09014796670		伊賀米米粉のお菓子屋さん		https://www.instagram.com/taki.cookies		takicookies@yahoo.co.jp		神保 多希		TAKI		09014796670		C		9		おかし横丁		本町２丁目		11月8日(日)・2月28日(日)・3月28日(日)		https://www.instagram.com/taki.cookies		伊賀米米粉のお菓子屋さん		7048		7		48		1				1		1												TAKI（2/1　キャンセル）		1

		C		10		おかし横丁		松茶商店（2/5キャンセル）		松本　学		090-1583-8599		客家擂茶と客家擂茶で作ったお菓子		https://www.instagram.com/matcha_store/		haochi@matcha-store.jp		松本　学		松茶商店		090-1583-8599		C		10		おかし横丁		本町２丁目		3月28日(日)		https://www.instagram.com/matcha_store/		客家擂茶と客家擂茶で作ったお菓子		7057		7		57								1												松茶商店（2/5キャンセル）		1

		D		2		杜の学校		jーpink（1/15　キャンセル）		濱崎淳子		0803078138		引き揃え糸を使いアクセサリーを作ってます		https://instagram.com/j.pink.jun		jpinkjun@i.softbank.jp		濱崎淳子		jーpink  		0803078138		D		2		杜の学校		本町３丁目		3月28日(日)		https://instagram.com/j.pink.jun		引き揃え糸を使いアクセサリーを作ってます		5029		5		29								1												jーpink（1/15　キャンセル）		1

		D		5		杜の学校		にこにこプロジェクト（1/20 キャンセル）		平手友子		09017809032		会えない人、会いたい人に				balloonvillage@yahoo.co.jp		平手友子		にこにこプロジェクト		09017809032		D		5		杜の学校		本町３丁目		3月28日(日)				会えない人、会いたい人に		5049		5		49								1												にこにこプロジェクト（1/20 キャンセル）		1

		E		11		はんじょうアート		quanah（3/2キャンセル）		生田丈人		09012334475		1/64のミニカーをカスタムしています。		https://www.instagram.com/quanaht		ikuta19931205@yahoo.co.jp		生田丈人		quanah		09012334475		E		11		はんじょうアート		本町４丁目		3月28日(日)		https://www.instagram.com/quanaht		1/64のミニカーをカスタムしています。		2075		2		75								1												quanah						テント出店だけではなく、キッチンカーでの出店も可能です。販売するものは同じになります。宜しくお願い致します。				10/8/2020 14:58:09		itocafe@sd6.so-net.ne.jp		発熱が無いこと、体調に心配が無いこと、新型コロナウイルス感染症患者と濃厚接触が無いことを確認して当日参加します。, マスク等を着用し、3密を回避します。, COCOAアプリを携帯端末に入れます。, 開催直前や開催中でも、全事業を中止とすることに同意します。		1

		F		1		一般飲食		森井ファームのお茶（2/22キャンセル）		森井正和		090-4033-5275		こだわりの美味しいお茶		https://www.facebook.com/moriifarm/		moriifarm@hotmail.co.jp		森井正和		森井ファームのお茶		090-4033-5275		F		1		一般飲食		葵公園		3月28日(日)		https://www.facebook.com/moriifarm/		こだわりの美味しいお茶		6009		6		9		0		0		0		1								葵		葵		森井ファームのお茶

		F		7		一般飲食		大衆食道　とりごや（3/4キャンセル）		玉野吉浩		09041550101		赤ちゃんにも優しい安心安全食材				o9080307700@gmail.com		玉野吉浩		大衆食道　とりごや		09041550101		F		8		一般飲食		葵公園		3月28日(日)				赤ちゃんにも優しい安心安全食材		6074		6		74		0		0		0		1								葵		葵		大衆食道　とりごや

		F		10		キッチンカー		ミスターケバブ（2/28キャンセル）		ケチェジ    直香		090-7618-2918		トルコ料理のケバブサンドのお店です		https://m.facebook.com/Mister-kebab-ミスター-ケバブ-1547520672196926/		naostht@yahoo.co.jp		ケチェジ    直香		ミスターケバブ		090-7618-2918		F		11		キッチンカー		葵公園		3月28日(日)		https://m.facebook.com/Mister-kebab-ミスター-ケバブ-1547520672196926/		トルコ料理のケバブサンドのお店です		8049		8		49		0		0		0		1								葵		葵		ミスターケバブ

		F		11		一般飲食		スタンドバーoogiya（2/5キャンセル）		扇間隆幸		09033884976		酒屋いちおしのお酒とドリンクを販売します		https://sake-oogiya.tumblr.com/		info.sake.oogiya@gmail.com		扇間隆幸		スタンドバーoogiya		09033884976		F		7		一般飲食		葵公園		3月28日(日)		https://sake-oogiya.tumblr.com/		酒屋いちおしのお酒とドリンクを販売します		6060		6		60								1								葵		葵		スタンドバーoogiya（2/5キャンセル）		1
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		エリア		№		部門		出展名・出演名		お名前（姓名）		携帯電話		20文字の自己紹介文		ホームページ等URL		メールアドレス		お名前（姓名）		出展名・出演名		携帯電話		エリア		№		部門		出店エリア		出展日		ホームページ等URL		20文字の自己紹介文		TTL№		部門		部門№		11.8		12.13		2.28		3.28		11.8		12.13		2.28		3.28		場所		出展名・出演名

		A		1		１３８のものづくり		手作り製作所 シー・エトワール		西野志保		09073575393		手作りの琉球ガラス玉や富士山アクセサリー		http://instagram.com/sii_etoile		siietoile@icloud.com		西野志保		手作り製作所 シー・エトワール		09073575393		A		1		１３８のものづくり		宮前三八市広場		3月28日(日)		http://instagram.com/sii_etoile		手作りの琉球ガラス玉や富士山アクセサリー		1002		1		2								1												手作り製作所 シー・エトワール

		A		2		１３８のものづくり		Cuoio47146		永谷恵梨		09078544112		品質に拘った手縫いのレザークラフト！		http://www.Instagram.com/cuoio47146		cuoio47146@yahoo.co.jp		永谷恵梨		Cuoio47146		09078544112		A		2		１３８のものづくり		宮前三八市広場		3月28日(日)		http://www.Instagram.com/cuoio47146		品質に拘った手縫いのレザークラフト！		1016		1		16		0		0		0		1												Cuoio47146

		A		3		１３８のものづくり		Laugh and kusu		坂本薫		09044698354		思わず笑顔になれるカラフル刺繍ブローチ		https://laughandkusu.amebaownd.com/		laugh_and_kusu@yahoo.co.jp		坂本薫		Laugh and kusu		09044698354		A		3		１３８のものづくり		宮前三八市広場		3月28日(日)		https://laughandkusu.amebaownd.com/		思わず笑顔になれるカラフル刺繍ブローチ		1019		1		19				0		0		1												Laugh and kusu

		A		4		１３８のものづくり		scarab		小川竜子		090-6596-4862		真鍮で動物などのブローチを作っております		http://instagram.com/scarab_1993/		scarab_1113@yahoo.co.jp		小川竜子		scarab		090-6596-4862		A		4		１３８のものづくり		宮前三八市広場		3月28日(日)		http://instagram.com/scarab_1993/		真鍮で動物などのブローチを作っております		1027		1		27						0		1												scarab

		A		5		１３８のものづくり		yamazaki		山崎　知子		090-6176-6282		手縫いの革小物を作っています。		https://www.instagram.com/yamazaki_0514		t12050156@yahoo.co.jp		山崎　知子		yamazaki		090-6176-6282		A		5		１３８のものづくり		宮前三八市広場		3月28日(日)		https://www.instagram.com/yamazaki_0514		手縫いの革小物を作っています。		1038		1		38		0		0		0		1												yamazaki

		A		6		１３８のものづくり		stoffa		山本純子		09061225638		裂き織りバッグ、鍋つかみ、手紡ぎくつ下		http://stoffa.jp/		ao@stoffa.jp		山本純子		stoffa		09061225638		A		6		１３８のものづくり		宮前三八市広場		3月28日(日)		http://stoffa.jp/		裂き織りバッグ、鍋つかみ、手紡ぎくつ下		1053		1		53		0						1												stoffa

		A		7		１３８のものづくり		Logo　Roof		高瀬　良江		08032817733		柿渋染タコ糸バック・細密画バッチ		https://long-roof.jimdofree.com/		takase-d@ccn.aitai.ne.jp		高瀬　良江		Logo　Roof		08032817733		A		7		１３８のものづくり		宮前三八市広場		3月28日(日)		https://long-roof.jimdofree.com/		柿渋染タコ糸バック・細密画バッチ		1088		1		88		0		0				1												Logo　Roof

		A		8		１３８のものづくり		ねこのしっぽ		壽　順子		09019031725		オンリーワンデザインアイテムショップ		https://www.instaguram.com/cattail.patapata 		manachan.nyanko3@gmail.com		壽　順子		ねこのしっぽ		09019031725		A		8		１３８のものづくり		宮前三八市広場		3月28日(日)		https://www.instaguram.com/cattail.patapata 		オンリーワンデザインアイテムショップ		1101		1		101		0		0				1												ねこのしっぽ

		A		9		１３８のものづくり		mi'(ミイ)		別府美都子		090 1981 5688		素材感を大切にした通年楽しめるかごbag		https://www.instagram.com/mi_kk_m		micantako@gmail.com		別府美都子		mi'(ミイ)		090 1981 5688		A		11		１３８のものづくり		宮前三八市広場		3月28日(日)		https://www.instagram.com/mi_kk_m		素材感を大切にした通年楽しめるかごbag		1171		1		171				0		0		1												mi'(ミイ)

		A		10		１３８のものづくり		文福		土井　文子		09071972170		陶芸と彫金で装身具や器などを作っています		http://instagram.com/bunbukuringo		ringoplanet15@gmail.com		土井　文子		文福		09071972170		A		12		１３８のものづくり		宮前三八市広場		3月28日(日)		http://instagram.com/bunbukuringo		陶芸と彫金で装身具や器などを作っています		1176		1		176		0						1												文福

		A		11		１３８のものづくり		NADO.		長谷奈央美		09042151161		オリジナルのキャラクターグッズを製作		http://www.instagram.com/nado710		nado_shop@yahoo.co.jp		長谷奈央美		NADO.		09042151161		A		13		１３８のものづくり		宮前三八市広場		3月28日(日)		http://www.instagram.com/nado710		オリジナルのキャラクターグッズを製作		1206		1		206		0		0		0		1												NADO.

		A		12		１３８のものづくり		serein		江藤里美		09095605935		麻ひもで編んだバッグや小物類の販売		https://www.instagram.com/serein1210		satomi1210cl@hotmail.com		江藤里美		serein		09095605935		A		14		１３８のものづくり		宮前三八市広場		3月28日(日)		https://www.instagram.com/serein1210		麻ひもで編んだバッグや小物類の販売		1256		1		256		0		0		0		1												serein

		A		13		１３８のものづくり		Lemonaid		阿部　亜矢		090-3552-6309		木と花のアクセサリー		https://www.instagram.com/maisonabbey/		lemoaya@gmail.com		阿部　亜矢		Lemonaid		090-3552-6309		A		15		１３８のものづくり		宮前三八市広場		3月28日(日)		https://www.instagram.com/maisonabbey/		木と花のアクセサリー		1287		1		287								1												Lemonaid

		A		14		１３８のものづくり		Thico Dorothy.		山川裕美		08016227828		本物の木や葉っぱの葉脈のアクセサリー		https://www.instagram.com/thicodorothy/		thicodorothy@gmail.com		山川裕美		Thico Dorothy.		08016227828		B		1		１３８のものづくり		本町１丁目		3月28日(日)		https://www.instagram.com/thicodorothy/		本物の木や葉っぱの葉脈のアクセサリー		1324		1		324				0		0		1												Thico Dorothy.

		A		15		１３８のものづくり		glass sinocco		畑地のり		090-6644-8627		吹きガラス食器とガラスアクセサリー				sinoccoglass@yahoo.co.jp		畑地のり		glass sinocco		090-6644-8627		B		2		１３８のものづくり		本町１丁目		3月28日(日)				吹きガラス食器とガラスアクセサリー		1350		1		350						0		1												glass sinocco

		A		16		１３８のものづくり		崇-su-		日比野真崇		090-4183-3621		寄木のアクセサリー		https://www.instagram.com/su_bino_su/		mstktsmmstktsm@gmail.com		日比野真崇		崇-su-		090-4183-3621		B		3		１３８のものづくり		本町１丁目		3月28日(日)		https://www.instagram.com/su_bino_su/		寄木のアクセサリー		1363		1		363				0		0		1												崇-su-

		A		17		１３８のものづくり		uta seisakusyo 		羽田　美咲		09098910409		大人服と花雑貨の小さなお店です。		http://www.instagram.com/utaseisakusyo		nagotanokokogen@yahoo.ne.jp		羽田　美咲		uta seisakusyo 		09098910409		B		4		１３８のものづくり		本町１丁目		3月28日(日)		http://www.instagram.com/utaseisakusyo		大人服と花雑貨の小さなお店です。		1368		1		368		0		0				1												uta seisakusyo 

		A		18		１３８のものづくり		洋ふく屋めがね		曽我そのみ		080-6925-5900		気分の上がる洋服を日々製作しています!		https://www.instagram.com/megane_no/		baranohana_2011@yahoo.co.jp		曽我そのみ		洋ふく屋めがね		080-6925-5900		B		5		１３８のものづくり		本町１丁目		3月28日(日)		https://www.instagram.com/megane_no/		気分の上がる洋服を日々製作しています!		1392		1		392								1												洋ふく屋めがね

		A		19

				20

				21

		A		22

		A		23

		A		24		一般飲食

		A		25		一般飲食		KIMOKU		平島 淑子		090-1575-6836		フレーバードリンクの販売		https://www.instagram.com/kimoku_2019		kimokugroup@gmail.com		平島 淑子		KIMOKU		090-1575-6836		A		17		一般飲食		宮前三八市広場		3月28日(日)		https://www.instagram.com/kimoku_2019		フレーバードリンクの販売		6043		6		43		0				0		1								広場		広場		KIMOKU

		B		1		素材やマーケット		岡山デニム、輸入生地販売です		横田圭司		090-8828-0839		アパレル用途生地ばかりを集めました。		http://www.instagram.com/markpoint001/?hl=ja		info@markpoint.jp		横田圭司		岡山デニム、輸入生地販売です		090-8828-0839		B		6		素材やマーケット		本町１丁目		12月13日(日)・3月28日(日)		http://www.instagram.com/markpoint001/?hl=ja		アパレル用途生地ばかりを集めました。		3001		3		1				1		0		1												岡山デニム、輸入生地販売です

		B		2		素材やマーケット		STELLA		小野　淳		09035837372		ハンドメイドのファンシーヤーンと生地		http://piacere-stella.com/		tadashi0401@icloud.com		小野　淳		STELLA		09035837372		B		7		素材やマーケット		本町１丁目		12月13日(日)・3月28日(日)		http://piacere-stella.com/		ハンドメイドのファンシーヤーンと生地		3009		3		9		0		1		0		1												STELLA

		B		3		素材やマーケット		Rurikoyarn		臼井早穂		09060703827		オリジナルの引き揃え毛糸と染糸のお店		https://www.instagram.com/rurikoyarn		rurikoyarn@gmail.com		臼井早穂		Rurikoyarn		09060703827		B		10		素材やマーケット		本町１丁目		12月13日(日)・3月28日(日)		https://www.instagram.com/rurikoyarn		オリジナルの引き揃え毛糸と染糸のお店		3017		3		17		0		1		0		1												Rurikoyarn

		B		4		素材やマーケット		マテリアル・マテリアル		稀　温		090-3457-5872 		よりぬきの糸や布など服飾素材を販売。		http://www.kionstudio.com		kion@kionstudio.com		稀　温		マテリアル・マテリアル		090-3457-5872 		B		9		素材やマーケット		本町１丁目		11月8日(日)・3月28日(日)		http://www.kionstudio.com		よりぬきの糸や布など服飾素材を販売。		3016		3		16		1						1												マテリアル・マテリアル

		B		6		ヒロガルソーシャル		もうやいこ(一宮市市民活動支援センター)		星野博		09022659188		市民活動支援センター登録団体が合同で出展		https://138cc.org		info@138cc.org		星野博		もうやいこ(一宮市市民活動支援センター)		09022659188		G.		2		ヒロガルソーシャル		銀座通り		11月8日(日)・12月13日(日)・2月28日(日)・3月28日(日)		https://138cc.org		市民活動支援センター登録団体が合同で出展				4				1		1		1		1												もうやいこ(一宮市市民活動支援センター)

		B		7		ヒロガルソーシャル		もうやいこ(一宮市市民活動支援センター)		星野博		09022659188		市民活動支援センター登録団体が合同で出展		https://138cc.org		info@138cc.org		星野博		もうやいこ(一宮市市民活動支援センター)		09022659188		G.		3		ヒロガルソーシャル		銀座通り		11月8日(日)・12月13日(日)・2月28日(日)・3月28日(日)		https://138cc.org		市民活動支援センター登録団体が合同で出展				4				1		1		1		1												もうやいこ(一宮市市民活動支援センター)

		B		8		ヒロガルソーシャル		もうやいこ(一宮市市民活動支援センター)		星野博		09022659188		市民活動支援センター登録団体が合同で出展		https://138cc.org		info@138cc.org		星野博		もうやいこ(一宮市市民活動支援センター)		09022659188		G.		4		ヒロガルソーシャル		銀座通り		11月8日(日)・12月13日(日)・2月28日(日)・3月28日(日)		https://138cc.org		市民活動支援センター登録団体が合同で出展				4				1		1		1		1												もうやいこ(一宮市市民活動支援センター)

		B		9		ヒロガルソーシャル		シモホンプロジェクト		星野博		09022659188		アーケードより南、下本町のアレコレ		http://shimohon.net		hiro@hoshinos.com		星野博		シモホンプロジェクト		09022659188		G.		5		ヒロガルソーシャル		銀座通り		11月8日(日)・12月13日(日)・2月28日(日)・3月28日(日)		http://shimohon.net		アーケードより南、下本町のアレコレ				4				1		1		1		1												シモホンプロジェクト

		B		10		ヒロガルソーシャル		あめ細工家　きたきや		北沢　衣りな		09073063847		目の前で作り上げる和の飴細工です。		https://www.instagram.com/kitaco_amezaiku_kitakiya/		北沢　衣りな		あめ細工家　きたきや		09073063847		B		15		ヒロガルソーシャル		本町１丁目																																		あめ細工家　きたきや

		B		11		ヒロガルソーシャル		ウォーカブル一宮		藤森 幹人		09076185426		ウォーカブル138		https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/shisei/kensetsu/1037208/index.html		藤森 幹人		ウォーカブル一宮		09076185426		B		14		ヒロガルソーシャル		本町１丁目																																		ウォーカブル一宮

		C		1		おかし横丁		itori		鳥居靖宏		09067675476		当日は、大きなタルトをお持ちします。		https://instagram.com/itori2018		aoharu71@yahoo.co.jp		鳥居靖宏		itori		09067675476		C		2		おかし横丁		本町２丁目		12月13日(日)・2月28日(日)・3月28日(日)		https://instagram.com/itori2018		当日は、大きなタルトをお持ちします。		7014		7		14				1		1		1												itori

		C		2		おかし横丁		どら焼きハウス 豆香		南谷　清和		090-9940-2235		名古屋市中村区のどら焼き専門店です。		https://www.dorayakimameca.com/		mameca.dora@gmail.com		南谷　清和		どら焼きハウス 豆香		090-9940-2235		C		4		おかし横丁		本町２丁目		12月13日(日)・3月28日(日)		https://www.dorayakimameca.com/		名古屋市中村区のどら焼き専門店です。		7023		7		23				1				1												どら焼きハウス 豆香

		C		3		おかし横丁		いちご大福のゑびすや		三浦 貴江		090-6807-0915		彩り豊かなフルーツあんのいちご大福を展開				miutaka.0915@gmail.com		三浦 貴江		いちご大福のゑびすや		090-6807-0915		C		5		おかし横丁		本町２丁目		11月8日(日)・2月28日(日)・3月28日(日)				彩り豊かなフルーツあんのいちご大福を展開		7027		7		27		1				1		1												いちご大福のゑびすや

		C		4		おかし横丁		BAGEL MONDAY		淀川直紀		09042670907		通販とイベント出店のみでの販売		https://instagram.com/bagel.monday		bagel.monday@gmail.com		淀川直紀		BAGEL MONDAY		09042670907		C		6		おかし横丁		本町２丁目		2月28日(日)・3月28日(日)		https://instagram.com/bagel.monday		通販とイベント出店のみでの販売		7031		7		31						1		1												BAGEL MONDAY

		C		5		おかし横丁		せんべいびー		田中亜希子		090-7045-3555		ママと子供の安心安全優しいお煎餅の販売		http://tanakaya-senbei.jp/senbeiby/		senbeiby@gmail.com		田中亜希子		せんべいびー		090-7045-3555		C		7		おかし横丁		本町２丁目		3月28日(日)　　キャンセル2月28日(日)		http://tanakaya-senbei.jp/senbeiby/		ママと子供の安心安全優しいお煎餅の販売		7038		7		38						1		1												せんべいびー

		C		6		おかし横丁		パティスリーSugirl (シュガール)		寺倉　今日子		09081314624		大人可愛いお菓子に是非出会って下さい！！		http://picdeer.com/sugirl2019		today-child16621@kej.biglobe.ne.jp		寺倉　今日子		パティスリーSugirl (シュガール)		09081314624		C		8		おかし横丁		本町２丁目		12月13日(日)・2月28日(日)・3月28日(日)		http://picdeer.com/sugirl2019		大人可愛いお菓子に是非出会って下さい！！		7047		7		47				1		1		1												パティスリーSugirl (シュガール)

		C		12		一般飲食		飴屋本舗		三重野　晋一		09082127116		リクエストにより目の前で飴をお作りします				monfy650727@gmail.com		三重野　晋一		飴屋本舗		09082127116		C		12		一般飲食		オリナス南		3月28日(日)				リクエストにより目の前で飴をお作りします		6065		6		65								1								オリ		オリ		飴屋本舗

		C		13		一般飲食		杜の宮市準備委員会																																																								杜の宮市準備委員会

		D		1		杜の学校		ハイカンKOZOU		鈴木 裕之		09048586672		塩ビ管オリジナル水鉄砲作りをしよう！		https://instagram.com/haikankozou?igshid=1eqh435g5ucat		mr.children.h.s@gmail.com		鈴木 裕之		ハイカンKOZOU		09048586672		D		1		杜の学校		本町３丁目		3月28日(日)		https://instagram.com/haikankozou?igshid=1eqh435g5ucat		塩ビ管オリジナル水鉄砲作りをしよう！		5002		5		2								1												ハイカンKOZOU

		D		2		杜の学校		省エネ健康住宅の株式会社いわいハウジング		岩田邦裕		09086755701		地球と地域と家族を元気にする住まいづくり		https://www.iwaihousing.com		kunihiro@iwaihousing.com		岩田邦裕		省エネ健康住宅の株式会社いわいハウジング		09086755701		D		3		杜の学校		本町３丁目		3月28日(日)		https://www.iwaihousing.com		地球と地域と家族を元気にする住まいづくり		5042		5		42								1												省エネ健康住宅の株式会社いわいハウジング

		D		3		杜の学校		coquebotti（コケボッチ）		今冨 加奈子		090-5257-3842		オリジナルこけしの販売＆絵付け体験		http://instagram.com/coquebotti		kanabo2000@hotmail.co.jp		今冨 加奈子		coquebotti（コケボッチ）		090-5257-3842		D		4		杜の学校		本町３丁目		3月28日(日)		http://instagram.com/coquebotti		オリジナルこけしの販売＆絵付け体験		5047		5		47								1												coquebotti（コケボッチ）

		D		8		一般飲食		ポポット		桂　泰靖		09017471593		やわらかポークステーキと自家製ドリンク				lqad6985@yahoo.co.jp		桂　泰靖		ポポット		09017471593		D		9		一般飲食		本町３丁目		3月28日(日)				やわらかポークステーキと自家製ドリンク		6021		6		21		0		0		0		1								3		3		ポポット

		E		1		はんじょうアート		布小物　haru*hareru		佐竹千晴		09078506818		大人から子供まで使える普段使いの布小物		https://www.instagram.com/haru_handmade.86		whitestock186@yahoo.co.jp		佐竹千晴		布小物　haru*hareru		09078506818		E		1		はんじょうアート		本町４丁目		3月28日(日)		https://www.instagram.com/haru_handmade.86		大人から子供まで使える普段使いの布小物		2004		2		4						0		1												布小物　haru*hareru

		E		2		はんじょうアート		charmrim☆		小笠原美希		08069470215		ビーズ編みアクセサリー、がま口など制作		http://www.instagram.com/charmrim/		zakka.charmrim@gmail.com		小笠原美希		charmrim☆		08069470215		E		2		はんじょうアート		本町４丁目		3月28日(日)		http://www.instagram.com/charmrim/		ビーズ編みアクセサリー、がま口など制作		2007		2		7								1												charmrim☆

		E		3		はんじょうアート		Space Kougi		町本美紀		09042340278		様々なワックスを使った季節のキャンドル				spacekougi@gmail.com		町本美紀		Space Kougi		09042340278		E		3		はんじょうアート		本町４丁目		3月28日(日)				様々なワックスを使った季節のキャンドル		2008		2		8		0						1												Space Kougi						同じ日に他の飴細工の出店がある際は、決定前にご一報いただけませんでしょうか？				10/8/2020 13:33:05		monfy650727@gmail.com		発熱が無いこと、体調に心配が無いこと、新型コロナウイルス感染症患者と濃厚接触が無いことを確認して当日参加します。, マスク等を着用し、3密を回避します。, COCOAアプリを携帯端末に入れます。, 開催直前や開催中でも、全事業を中止とすることに同意します。		1

		E		4		はんじょうアート		hana*neco		コンドウユカ		09011091372		つまみ細工のお店です♪		https://www.Instagram.com/hananeco96		m.f.yukkondo@tg.commufa.jp		コンドウユカ		hana*neco		09011091372		E		4		はんじょうアート		本町４丁目		3月28日(日)		https://www.Instagram.com/hananeco96		つまみ細工のお店です♪		2009		2		9								1												hana*neco										10/14/2020 23:43:05		lqad6985@yahoo.co.jp		発熱が無いこと、体調に心配が無いこと、新型コロナウイルス感染症患者と濃厚接触が無いことを確認して当日参加します。, マスク等を着用し、3密を回避します。, COCOAアプリを携帯端末に入れます。, 開催直前や開催中でも、全事業を中止とすることに同意します。		1

		E		5		はんじょうアート		schnauzer		河口千晴		08069448257		透明感にこだわったレジンアクセサリー		https://www.instagram.com/schnauzer_chiharu		chiharu8612141124@gmail.com		河口千晴		schnauzer		08069448257		E		5		はんじょうアート		本町４丁目		3月28日(日)		https://www.instagram.com/schnauzer_chiharu		透明感にこだわったレジンアクセサリー		2033		2		33						0		1												schnauzer										10/8/2020 22:48:10		takahiro@manten-ff.com		発熱が無いこと、体調に心配が無いこと、新型コロナウイルス感染症患者と濃厚接触が無いことを確認して当日参加します。, マスク等を着用し、3密を回避します。, COCOAアプリを携帯端末に入れます。, 開催直前や開催中でも、全事業を中止とすることに同意します。		1

		E		6		はんじょうアート		C's style		清水千頼		09014746022		リバティを使った素敵な布小物のお店です。		 https://www.instagram.com/csstyle00/ 		csstyle00@yahoo.co.jp		清水千頼		C's style		09014746022		E		6		はんじょうアート		本町４丁目		3月28日(日)		 https://www.instagram.com/csstyle00/ 		リバティを使った素敵な布小物のお店です。		2042		2		42						0		1												C's style								20201012　20文字変更赤ちゃんが食べても大丈夫。安心安全食材		10/12/2020 7:58:42		o9080307700@gmail.com		発熱が無いこと、体調に心配が無いこと、新型コロナウイルス感染症患者と濃厚接触が無いことを確認して当日参加します。, マスク等を着用し、3密を回避します。, 開催直前や開催中でも、全事業を中止とすることに同意します。		1

		E		7		はんじょうアート		ともも		野崎ともみ		09078879005		紙雑貨・刺繍小物・似顔絵などの制作		https://twitter.com/mamemamenoki		tomomonomoto@hotmail.co.jp		野崎ともみ		ともも		09078879005		E		7		はんじょうアート		本町４丁目		3月28日(日)		https://twitter.com/mamemamenoki		紙雑貨・刺繍小物・似顔絵などの制作		2044		2		44		0						1												ともも										10/9/2020 11:07:17		moriifarm@hotmail.co.jp		発熱が無いこと、体調に心配が無いこと、新型コロナウイルス感染症患者と濃厚接触が無いことを確認して当日参加します。, マスク等を着用し、3密を回避します。, COCOAアプリを携帯端末に入れます。, 開催直前や開催中でも、全事業を中止とすることに同意します。		1

		E		8		はんじょうアート		ホームスパンLively		加藤則子		09025717570		手織り・手紡ぎ・手編み作品、アクセサリー				guri.cat.1999@ezweb.ne.jp		加藤則子		ホームスパンLively		09025717570		E		8		はんじょうアート		本町４丁目		3月28日(日)				手織り・手紡ぎ・手編み作品、アクセサリー		2056		2		56				0		0		1												ホームスパンLively						出展の形式欄で訂正がありますので、再送させていただきます。よろしくお願いいたします。				10/14/2020 22:12:36		kimokugroup@gmail.com		発熱が無いこと、体調に心配が無いこと、新型コロナウイルス感染症患者と濃厚接触が無いことを確認して当日参加します。, マスク等を着用し、3密を回避します。, COCOAアプリを携帯端末に入れます。, 開催直前や開催中でも、全事業を中止とすることに同意します。		2

		E		9		はんじょうアート		ねずころも		立田　裕子		09034231986		着物リメイクと和テイストの日常着		http://nezukoromo.localinfo.jp		nezukoromo88@gmail.com		立田　裕子		ねずころも		09034231986		E		9		はんじょうアート		本町４丁目		3月28日(日)		http://nezukoromo.localinfo.jp		着物リメイクと和テイストの日常着		2066		2		66						0		1												ねずころも										10/8/2020 9:26:48		daikichi.oasis1231@gmail.com		発熱が無いこと、体調に心配が無いこと、新型コロナウイルス感染症患者と濃厚接触が無いことを確認して当日参加します。, マスク等を着用し、3密を回避します。, COCOAアプリを携帯端末に入れます。, 開催直前や開催中でも、全事業を中止とすることに同意します。		1

		E		10		はんじょうアート		革工房AQULIA		松村真絵		08045319222		レザークラフト		https://instagram.com/leather_aqulia		mon_tresor2014@yahoo.co.jp		松村真絵		革工房AQULIA		08045319222		E		10		はんじょうアート		本町４丁目		3月28日(日)		https://instagram.com/leather_aqulia		レザークラフト		2069		2		69				0		0		1												革工房AQULIA						宜しくお願い致します。（有）ケイエム通商　小森				10/8/2020 15:05:39		korori--k@mvd.biglobe.ne.jp		発熱が無いこと、体調に心配が無いこと、新型コロナウイルス感染症患者と濃厚接触が無いことを確認して当日参加します。, マスク等を着用し、3密を回避します。, COCOAアプリを携帯端末に入れます。, 開催直前や開催中でも、全事業を中止とすることに同意します。		1

		E		11		はんじょうアート		teto		佐藤 典子		090-9903-1968		羊毛フェルトとタティングレース等結ぶ物		https://www.instagram.com/tetosuke		tetosora@ezweb.ne.jp		佐藤 典子		teto		090-9903-1968		E		12		はんじょうアート		本町４丁目		3月28日(日)		https://www.instagram.com/tetosuke		羊毛フェルトとタティングレース等結ぶ物		2080		2		80				0		0		1												teto						杜の宮市ではもりもりフードコートで申し込みしておりましたが、まちの宮市ではお菓子横丁でお願いできればと思います。お手数をおかけしますが、よろしくお願いいたします。				10/8/2020 20:09:52		sayupon0916@gmail.com		発熱が無いこと、体調に心配が無いこと、新型コロナウイルス感染症患者と濃厚接触が無いことを確認して当日参加します。, マスク等を着用し、3密を回避します。, COCOAアプリを携帯端末に入れます。, 開催直前や開催中でも、全事業を中止とすることに同意します。		1

		E		12		はんじょうアート		switch		山川　潤子		090-7308-1167		アクセサリー、ドール関連雑貨など		http://osanpoclub217.blog.fc2.com		osanpoclub@sf.commufa.jp		山川　潤子		switch		090-7308-1167		E		13		はんじょうアート		本町４丁目		3月28日(日)		http://osanpoclub217.blog.fc2.com		アクセサリー、ドール関連雑貨など		2087		2		87		0		0		0		1												switch										10/12/2020 15:36:19		info.sake.oogiya@gmail.com		発熱が無いこと、体調に心配が無いこと、新型コロナウイルス感染症患者と濃厚接触が無いことを確認して当日参加します。, マスク等を着用し、3密を回避します。, COCOAアプリを携帯端末に入れます。, 開催直前や開催中でも、全事業を中止とすることに同意します。		1

		E		13		はんじょうアート		アンティークドボタンキコ		パイク熊季子		090-9614-9422		アンティークパーツを使用したアクセサリー		https://buttonkiko.exblog.jp/		pikenara@yahoo.co.jp		パイク熊季子		アンティークドボタンキコ		090-9614-9422		E		14		はんじょうアート		本町４丁目		3月28日(日)		https://buttonkiko.exblog.jp/		アンティークパーツを使用したアクセサリー		2099		2		99		0						1												アンティークドボタンキコ						コロナ渦ではありますが、非力とはなりますがお力添え出来れば幸いです。よろしくお願い申し上げます。				10/8/2020 11:13:04		ackee@nishikicommunications.com		発熱が無いこと、体調に心配が無いこと、新型コロナウイルス感染症患者と濃厚接触が無いことを確認して当日参加します。, マスク等を着用し、3密を回避します。, COCOAアプリを携帯端末に入れます。, 開催直前や開催中でも、全事業を中止とすることに同意します。		1

		E		14		はんじょうアート		Yuily		松川由衣		090-8470-3268		お揃いのヘアアクセサリー、ウールレター 		http://www.instagram.com/yuilyhandmade/		yh.0421.wassari@rakuten.jp		松川由衣		Yuily		090-8470-3268		E		15		はんじょうアート		本町４丁目		3月28日(日)		http://www.instagram.com/yuilyhandmade/		お揃いのヘアアクセサリー、ウールレター 		2122		2		122								1												Yuily										10/11/2020 11:20:05		naostht@yahoo.co.jp		発熱が無いこと、体調に心配が無いこと、新型コロナウイルス感染症患者と濃厚接触が無いことを確認して当日参加します。, マスク等を着用し、3密を回避します。, COCOAアプリを携帯端末に入れます。, 開催直前や開催中でも、全事業を中止とすることに同意します。		1

		E		15		はんじょうフード		griotte		岡田真希子		08014685960		誰かにあげたくなる優しい焼き菓子のお店		http://www.instagram.com/griotte_sweets		okadamakiko9311@gmail.com		岡田真希子		griotte		08014685960		E		16		はんじょうフード		本町４丁目		11月8日(日)・2月28日(日)・3月28日(日)		http://www.instagram.com/griotte_sweets		誰かにあげたくなる優しい焼き菓子のお店		9008		9		8		1				1		1												griotte										10/8/2020 14:10:33		lucky@anchor7.jp		発熱が無いこと、体調に心配が無いこと、新型コロナウイルス感染症患者と濃厚接触が無いことを確認して当日参加します。, マスク等を着用し、3密を回避します。, COCOAアプリを携帯端末に入れます。, 開催直前や開催中でも、全事業を中止とすることに同意します。		1

		E		16		はんじょうフード		Wild Berry		佐藤　早苗		090-7043-6855		愛知県産素材の無添加シフォンケーキ		http://cafewildberry.blog.fc2.com		kumasannoyome@gmail.com		佐藤　早苗		Wild Berry		090-7043-6855		E		17		はんじょうフード		本町４丁目		11月8日(日)-12月13日(日)-2月28日(日)-3月28日(日)		http://cafewildberry.blog.fc2.com		愛知県産素材の無添加シフォンケーキ		9007		9		7		1		1		1		1												Wild Berry										10/8/2020 9:45:01		achepati5598@gmail.com		発熱が無いこと、体調に心配が無いこと、新型コロナウイルス感染症患者と濃厚接触が無いことを確認して当日参加します。, マスク等を着用し、3密を回避します。, COCOAアプリを携帯端末に入れます。, 開催直前や開催中でも、全事業を中止とすることに同意します。		1

		F		1		一般飲食		caccaさんのキッシュ		渡邉幹也		09021355597		乳製品を使わないなめらかキッシュ				daikichi.oasis1231@gmail.com		渡邉幹也		caccaさんのキッシュ		09021355597		F		2		一般飲食		葵公園		3月28日(日)				乳製品を使わないなめらかキッシュ		6011		6		11				0		0		1								葵		葵		caccaさんのキッシュ

		F		2		一般飲食		めひかりのまんてん．		黒田孝弘		09048504578		愛知県蒲郡産メヒカリ唐揚の販売		https://manten-ff.com		takahiro@manten-ff.com		黒田孝弘		めひかりのまんてん．		09048504578		F		3		一般飲食		葵公園		3月28日(日)		https://manten-ff.com		愛知県蒲郡産メヒカリ唐揚の販売		6022		6		22		0		0		0		1								葵		葵		めひかりのまんてん．

		F		3		一般飲食		たまご屋さんのシフォンケーキ		冨田小百合		090-6077-9476		たまご農家のシフォンケーキ専門店		https://ameblo.jp/sayuri-chiffon/		sayupon0916@gmail.com		冨田小百合		たまご屋さんのシフォンケーキ		090-6077-9476		F		4		一般飲食		葵公園		3月28日(日)		https://ameblo.jp/sayuri-chiffon/		たまご農家のシフォンケーキ専門店		6032		6		32						0		1								葵		葵		たまご屋さんのシフォンケーキ

		F		4		一般飲食		鯖太郎		小森楠夫		080-5115-3128		焼き鯖寿司　鯖寿司　味噌焼き鯖寿司の販売				korori--k@mvd.biglobe.ne.jp		小森楠夫		鯖太郎		080-5115-3128		F		5		一般飲食		葵公園		3月28日(日)				焼き鯖寿司　鯖寿司　味噌焼き鯖寿司の販売		6034		6		34				0		0		1								葵		葵		鯖太郎

		F		5		一般飲食		いとカフェ		伊藤文彰		090-5106-3557		スパイスを使ったドリンクやカレーの販売		http://insutagram.com/itocafe1025/		itocafe@sd6.so-net.ne.jp		伊藤文彰		いとカフェ		090-5106-3557		F		6		一般飲食		葵公園		3月28日(日)		http://insutagram.com/itocafe1025/		スパイスを使ったドリンクやカレーの販売		6035		6		35				0		0		1								葵		葵		いとカフェ

		F		6		一般飲食		大衆食道　とりごや		玉野吉浩		09041550101		赤ちゃんにも優しい安心安全食材				o9080307700@gmail.com		玉野吉浩		大衆食道　とりごや		09041550101		F		8		一般飲食		葵公園		3月28日(日)				赤ちゃんにも優しい安心安全食材		6074		6		74		0		0		0		1								葵		葵		大衆食道　とりごや

		F		8		キッチンカー		ラッキーバーガー		松葉　明		090-3421-8169		五感が思わず微笑むハンバーガー		http://lucky-burger.jp		lucky@anchor7.jp		松葉　明		ラッキーバーガー		090-3421-8169		F		9		キッチンカー		葵公園		3月28日(日)		http://lucky-burger.jp		五感が思わず微笑むハンバーガー		8004		8		4				0		0		1								葵		葵		ラッキーバーガー

		F		9		キッチンカー		ab		村瀬裕也		090-8132-5934		東南アジアのソウルフードをいかがですか				achepati5598@gmail.com		村瀬裕也		ab		090-8132-5934		F		10		キッチンカー		葵公園		3月28日(日)				東南アジアのソウルフードをいかがですか		8008		8		8				0		0		1								葵		葵		ab

		G		12		ヒロガルソーシャル		ウォーカブル一宮		藤森 幹人		09076185426		ウォーカブル138		https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/shisei/kensetsu/1037208/index.html		藤森 幹人		ウォーカブル一宮		09076185426		B		14		ヒロガルソーシャル		本町１丁目																																		ウォーカブル一宮

		A		9		１３８のものづくり		工房すこっぷ（2/22キャンセル）		浦川 義行		08051068414		ひとつひとつ陶器の人形を手作り		https://www.instagram.com/yoshiurasan		kobo_ura@yahoo.co.jp		浦川 義行		工房すこっぷ		08051068414		A		9		１３８のものづくり		宮前三八市広場		3月28日(日)		https://www.instagram.com/yoshiurasan		ひとつひとつ陶器の人形を手作り		1120		1		120						0		1												工房すこっぷ

		A		20		１３８のものづくり		nao sakabe（2/7 キャンセル）		坂部奈緒		08016109181		手刺繍のブローチ・背守り・ピアス		https://www.instagram.com/nao._.bebe/		nao-bebe@live-architect.com		坂部奈緒		nao sakabe		08016109181		A		10		１３８のものづくり		宮前三八市広場		3月28日(日)		https://www.instagram.com/nao._.bebe/		手刺繍のブローチ・背守り・ピアス		1144		1		144								1												nao sakabe（2/7 キャンセル）		1

		A		21		１３８のものづくり		Barie（1/17 キャンセル）		稲葉りえ		08051356461		シルバーや真鍮を使ったアクセサリー		https://www.barie-accessory.com/		accessorybarie@gmail.com		稲葉りえ		Barie		08051356461		A		16		１３８のものづくり		宮前三八市広場		3月28日(日)		https://www.barie-accessory.com/		シルバーや真鍮を使ったアクセサリー		1292		1		292		0		0		0		1												Barie（1/17 キャンセル）		1

		A		22		キッチンカー		錦／Stand NISHIKI（1/29 キャンセル）		近藤明宏		090-5637-9090		昔ながらの「石焼き芋」です。				ackee@nishikicommunications.com		近藤明宏		錦／Stand NISHIKI		090-5637-9090		A		18		キッチンカー		宮前三八市広場		3月28日(日)				昔ながらの「石焼き芋」です。		8012		8		12		0		0		0		1								広場		広場		錦／Stand NISHIKI（1/29 キャンセル）		1

		B		3		素材やマーケット		石川古道商店（1/29 キャンセル）		石川佳世		08032869432		レトロなボタン・ガラス玉・リボンなど				cowzycowzy@yahoo.co.jp		石川佳世		石川古道商店		08032869432		B		8		素材やマーケット		本町１丁目		2月28日(日)・3月28日(日)				レトロなボタン・ガラス玉・リボンなど		3015		3		15				0		1		1												石川古道商店

		B		7		ヒロガルソーシャル		特定非営利活動法人響愛学園　ハミング（1/28　キャンセル）		吉村理華		09025742363		芸術表現活動を仕事として続けていける場所		http://kyoai-gakuen.com		humming@kyoai-gakuen.com		吉村理華		特定非営利活動法人響愛学園　ハミング		09025742363		G.		1		ヒロガルソーシャル		銀座通り		11月8日(日)・12月13日(日)・2月28日(日)・3月28日(日)		http://kyoai-gakuen.com		芸術表現活動を仕事として続けていける場所				4				1		1		1		1												特定非営利活動法人響愛学園　ハミング（1/28　キャンセル）		1

		C		1		おかし横丁		めぐみ飴本舗（1/2　キャンセル）		平松義将		090-1470-1957		げんこつ飴をてづくりしています。		https://www.instagram.com/megumiame7honpo/		megumiame7honpo@yahoo.co.jp		平松義将		めぐみ飴本舗		090-1470-1957		C		1		おかし横丁		本町２丁目		12月13日(日)・2月28日(日)・3月28日(日)		https://www.instagram.com/megumiame7honpo/		げんこつ飴をてづくりしています。		7005		7		5				1		1		1												めぐみ飴本舗（1/2　キャンセル）		1

		C		3		おかし横丁		kouge（1/28　キャンセル）		川井環佳名		09099103037		クグロフ、フォカッチャ等		https://kouge-kouglof.net/		kouge0307@gmail.com		川井環佳名		kouge		09099103037		C		3		おかし横丁		本町２丁目		2月28日(日)・3月28日(日)		https://kouge-kouglof.net/		クグロフ、フォカッチャ等		7016		7		16						1		1												kouge（1/28　キャンセル）		1

		C		9		おかし横丁		TAKI（2/1　キャンセル）		神保 多希		09014796670		伊賀米米粉のお菓子屋さん		https://www.instagram.com/taki.cookies		takicookies@yahoo.co.jp		神保 多希		TAKI		09014796670		C		9		おかし横丁		本町２丁目		11月8日(日)・2月28日(日)・3月28日(日)		https://www.instagram.com/taki.cookies		伊賀米米粉のお菓子屋さん		7048		7		48		1				1		1												TAKI（2/1　キャンセル）		1

		C		10		おかし横丁		松茶商店（2/5キャンセル）		松本　学		090-1583-8599		客家擂茶と客家擂茶で作ったお菓子		https://www.instagram.com/matcha_store/		haochi@matcha-store.jp		松本　学		松茶商店		090-1583-8599		C		10		おかし横丁		本町２丁目		3月28日(日)		https://www.instagram.com/matcha_store/		客家擂茶と客家擂茶で作ったお菓子		7057		7		57								1												松茶商店（2/5キャンセル）		1

		D		2		杜の学校		jーpink（1/15　キャンセル）		濱崎淳子		0803078138		引き揃え糸を使いアクセサリーを作ってます		https://instagram.com/j.pink.jun		jpinkjun@i.softbank.jp		濱崎淳子		jーpink  		0803078138		D		2		杜の学校		本町３丁目		3月28日(日)		https://instagram.com/j.pink.jun		引き揃え糸を使いアクセサリーを作ってます		5029		5		29								1												jーpink（1/15　キャンセル）		1

		D		5		杜の学校		にこにこプロジェクト（1/20 キャンセル）		平手友子		09017809032		会えない人、会いたい人に				balloonvillage@yahoo.co.jp		平手友子		にこにこプロジェクト		09017809032		D		5		杜の学校		本町３丁目		3月28日(日)				会えない人、会いたい人に		5049		5		49								1												にこにこプロジェクト（1/20 キャンセル）		1

		E		11		はんじょうアート		quanah（3/2キャンセル）		生田丈人		09012334475		1/64のミニカーをカスタムしています。		https://www.instagram.com/quanaht		ikuta19931205@yahoo.co.jp		生田丈人		quanah		09012334475		E		11		はんじょうアート		本町４丁目		3月28日(日)		https://www.instagram.com/quanaht		1/64のミニカーをカスタムしています。		2075		2		75								1												quanah						テント出店だけではなく、キッチンカーでの出店も可能です。販売するものは同じになります。宜しくお願い致します。				10/8/2020 14:58:09		itocafe@sd6.so-net.ne.jp		発熱が無いこと、体調に心配が無いこと、新型コロナウイルス感染症患者と濃厚接触が無いことを確認して当日参加します。, マスク等を着用し、3密を回避します。, COCOAアプリを携帯端末に入れます。, 開催直前や開催中でも、全事業を中止とすることに同意します。		1

		F		1		一般飲食		森井ファームのお茶（2/22キャンセル）		森井正和		090-4033-5275		こだわりの美味しいお茶		https://www.facebook.com/moriifarm/		moriifarm@hotmail.co.jp		森井正和		森井ファームのお茶		090-4033-5275		F		1		一般飲食		葵公園		3月28日(日)		https://www.facebook.com/moriifarm/		こだわりの美味しいお茶		6009		6		9		0		0		0		1								葵		葵		森井ファームのお茶

		F		10		キッチンカー		ミスターケバブ（2/28キャンセル）		ケチェジ    直香		090-7618-2918		トルコ料理のケバブサンドのお店です		https://m.facebook.com/Mister-kebab-ミスター-ケバブ-1547520672196926/		naostht@yahoo.co.jp		ケチェジ    直香		ミスターケバブ		090-7618-2918		F		11		キッチンカー		葵公園		3月28日(日)		https://m.facebook.com/Mister-kebab-ミスター-ケバブ-1547520672196926/		トルコ料理のケバブサンドのお店です		8049		8		49		0		0		0		1								葵		葵		ミスターケバブ

		F		11		一般飲食		スタンドバーoogiya（2/5キャンセル）		扇間隆幸		09033884976		酒屋いちおしのお酒とドリンクを販売します		https://sake-oogiya.tumblr.com/		info.sake.oogiya@gmail.com		扇間隆幸		スタンドバーoogiya		09033884976		F		7		一般飲食		葵公園		3月28日(日)		https://sake-oogiya.tumblr.com/		酒屋いちおしのお酒とドリンクを販売します		6060		6		60								1								葵		葵		スタンドバーoogiya（2/5キャンセル）		1
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追加

		メールアドレス		お名前（姓名）		出展名・出演名		部門 ブモン		エリア		ブース番号 バンゴウ		381 artist 2020 番号		連絡先（携帯電話）		都道府県		タイムスタンプ		3月28日の出展希望		備考・ご連絡

		maririnnakanaka@gmail.com		中野真理		galleggiare		１３８のモノづくり		A宮前三八市広場		21		1-159		08051119119		愛知県 一宮市		2/28/2021 22:08:32		希望する		お誘い頂きありがとうございます‼︎どうぞ宜しくお願い致します。

		n.nishioka0722@gmail.com		西岡紀子		なつ椿		１３８のモノづくり		A宮前三八市広場		22		1-250		090-2343-4876		愛知県（一宮市外）		2/28/2021 11:11:41		希望する

		tash_927@yahoo.co.jp		恒川亜矢子		tash.		１３８のものづくり		A宮前三八市広場		23		1-323		09042619858		愛知県（一宮市外）		3/2/2021 0:36:16		希望する		ご配慮ありがとうございます。是非出店したいと思います。

		mafhk2@m5.kcn.ne.jp		柏原秀年		メタルアートファクトリー		１３８のモノづくり		A宮前三八市広場		20		1-96		09010246971		大阪府		2/28/2021 12:33:35		希望する		事務局の皆様ご尽力ありがとうございます

		kimatababybon@ybb.ne.jp		木全美和		アイシングクッキー プチマロン		杜の学校		D本町３丁目		5		5 - 15		09099241332		愛知県 一宮市		3/1/2021 22:10:45		希望する		先日違うフォームから申し込みをしてしまいました。宜しくお願いします。

		sakuazu1286@yahoo.co.jp		中島さちえ		ちびパン雑貨さくあず。		杜の学校		D本町３丁目		4		5-1		080-5102-1286		愛知県（一宮市外）		2/28/2021 8:36:02		希望する		お世話になります。よろしくお願いします。

		magokoro8709@yahoo.co.jp		武保直美		織りクラブまごまご		杜の学校		D本町３丁目		6		5-24		09042673958		愛知県 一宮市		3/2/2021 12:46:37		希望する

		takehiro.akita@hotmail.de		秋田　健博		ドイツマイスターの店AkitaHam		一般飲食		F葵公園		2		6-52		08036750782		愛知県（一宮市外）		3/2/2021 22:52:22		希望する

		rakuzanwaka@gmail.com		佐藤守弘		楽山		一般飲食		F葵公園		3		6-68		09041578539		愛知県 一宮市		3/2/2021 10:31:33		希望する

		ippo-2@outlook.jp		戸田大介		天然酵母パン　いっぽ²		一般飲食		F葵公園		8		7-3		0568370056		愛知県（一宮市外）		2/28/2021 18:50:16		希望する		よろしくお願いいたします。

		clampdesignworks@gmail.com		小池圭祐		CLAMP一級建築士事務所		杜の学校		D本町３丁目		7		5-		09014190719		愛知県 一宮市		3/2/2021 13:19:01		希望する		よろしくお願いします。

		info@koubou-sanka.main.jp		並木諭		工房山窩		１３８のモノづくり		A宮前三八市広場		19		1-80		09060093426		長野県		3/7/2021 18:08:43		希望する		2月27日にいただいたメールで、一度申し込んでおりますが、artist番号が違うみたいなのでエントリーされていないのかな？と思い再び申し込みさせていただきます。ダブっていたらすみません。どうぞよろしくお願いいたします。

		lanature.4101@gmail.com		今井友佳子		la nature		１３８のモノづくり		A宮前三八市広場		24		1-129		08030699019		愛知県 一宮市		3/7/2021 21:24:32		希望する

		canaria.ww@gmail.com		有光 猛		Canaria Wood Works		１３８のものづくり		B本町１丁目		15		1 - 355		08051352875		愛知県 一宮市		3/7/2021 21:53:58		希望する

		info@ten-eight.co		小林　梨那		ten-eight108°		１３８のものづくり		B本町１丁目		14		1-349		小林　梨那		09099710219		物販		×		1		一点モノの刺繍アクセサリー／麻のバッグ

		obi.obi.remake@gmail.com		伊東輝子		Hana☆華		１３８のものづくり		B本町１丁目		17		1-380		090-4827-3801		愛知県 一宮市		3/7/2021 22:16:22		希望する

		iwashi8989@gmail.com		丹羽あすみ		iwashikujira		１３８のものづくり		B本町１丁目		16		1 - 358		090-8548-5005		三重県		3/8/2021 11:56:23		希望する

		koisuruneito@hotmail.co.jp		井戸康貴		ハウスカストア		素材やマーケット		B本町１丁目		5		3-2		08036213807		岐阜県		3/8/2021 11:58:30		希望する		ご連絡ありがとうございます！よろしくお願いいたします！

		pipiyo935@yahoo.co.jp		小林悦子		季節のジャム sweet-jam		おかし横丁		C本町２丁目		6		7 - 32		09026198396		岐阜県		3/8/2021 17:18:48		希望する

						ゼンタングル®︎チーム東海



						>> ・尾州のカレント

						>> ・木玉毛織

						>> ・大鹿

						>> ・葛利毛織工業

						>> ・シバタテクノテキス

						>> ・松永

						>> ・みづほ興業



























































































































































































