１０月１２日(土) / 平安楽市・出店ブース一覧(２)
（１３４）京ふう美/藍染布の衣料・小物雑貨
（１９７）手作り布かばん YOKKO/布小物
（１３５）＊Haineko＊/猫のアクセ・小物雑貨
（１９８）癒しどころ 整膚すっきり堂
（１３６）mokkou HADA/木工
/整膚健康法(手仕事)
（１３７）きよひろ & たみかご/エコクラフト雑貨 （１９９）木工のお店
（１３８）平林甲山/絵画
（２００）クラフト もえ/手織りの衣料・小物雑貨
（１３９）Youko ステンドグラス/ガラス工芸
（２０１）加藤工房/陶器
（１４０）陶器とフラワーアレンジのお店
（２０２）CAFE Uchi/本物のパンを使った雑貨
（１４１）M’s factory/手編み衣料小物
（２０３）ファイブ マウント キョウト
（１４２）harunohito/革小物
/布・手編みの小物雑貨
（１４３）粕味亭(かすみてい)/糀甘味料
（２０４）Be-tree/和風ハーブティー
（１４４）ちりめん山椒 なか川/ちりめん山椒
（２０５）京都 北山杉の里/山のもの
（１４５）ミニチュア木工芸 おざわ/ﾐﾆﾁｭｱ木工
（２０６）麻布 Shizuhi/麻布の衣料・日用小物
（１４６）りんご工房/布小物・着物リメイク衣料 （２０７）和布雑貨のお店
（１４７）colle campo(コッレ カンポ)/焼菓子・ｼﾞｬﾑ （２０８）（２０９）YELL GREEN & TOGE TOGE
（１４８）maruka-style/帆布かばん・革小物・ｱｸｾ
/植物・植木鉢
（１４９）＊guunin＊/羊毛フェルト雑貨
（２１０）ビーズの店 太田玩具製作所
（１５０）ごはんぱん工房 つぶつぶ/パン・アクセ
/マッチ箱入ミニチュア・ビーズ
（１５１）くまや くまこ/布小物・アクセ
（２１１）（２１２）まゆごん & Polka-Dot
（１５２）Flipps(フリップス)/ベビー&キッズ雑貨
/引き揃え糸・布小物・学校グッズ
（１５３）喜右衛門(キヨモン)/オーガニックの味噌 （２１３）onehope(ワンホープ)/アクセ
・ジャム・梅干・餅 （２１４）手づくりショップ 「・・・とか」
（１５４）muzina(ムジナ)/ビーズ細工
/布ぞうり・小物雑貨・衣料
（１５５）墨と筆による似顔絵/似顔絵(手仕事)
（２１５）アトリエ M/トールペイント雑貨
（１５６）LOCAL～baking treats～/焼菓子
（２１６）いつ樹クラフト/木工
（１５７）染木ザッカ・キブン
（２１７）撫子(ナデシコ)/ぬいぐるみ・アクセ
/染木(そめき)アクセ・ニット帽・野菜 （２１８）月うさぎ/絵と文字のメッセージアート
（１５８）じぇいず/グラニーバック
（２１９）Ｇｒｅｅｎ/冬物衣料・布小物・アクセ
（１５９）kalmia(カルミア)/ハーバリウム・アクセ （２２０）平安楽堂 松岡賢司/陶器
（１６０）Minette(ミネット)/ｸﾞﾙﾃﾝﾌﾘｰの焼菓子
（２２１）小さなゆり工房/つまみ細工
（１６１）さくら ガラス/ガラス工芸
（２２２）なか小路/手描きのＴシャツ・袋物
（９９）コジーハウス/焼菓子・ジャム
（１６２）想造工房/木工
（２２３）河太郎珈琲店/コーヒー
（１００）葵や/和布リメイクによる袋物・帽子
（１６３）二文字屋工房/革小物
（２２４）工房 yamane/粘土クラフト
（１０１）☆Color Beads☆(ｶﾗｰ ﾋﾞｰｽﾞ)/アクセ
（１６４）きぬ工房 ひろ/絹の小物雑貨・衣料
（２２５）riche 焼き菓子店/焼菓子
（１０２）創作屋 あさだ/ふろしき・エプロン
（１６５）原田漬物/漬物
（２２６）狐工房/和布雑貨・アクセ
（１０３）イマダ セツコ/陶器のうつわ・オブジェ
（１６６）ブルージュ洛北/パン・焼菓子
（２２７）陶人形のお店
（１０４）tiel(ティエル)/フェルト・布小物・アクセ
（１６７）にほんのこころ と ちいさなパリ/布小物 （２２８）Craft 木ひか/衣料
（１０５）革工房 Pack(パック)/革小物
（２２９）yuki. a/木のカトラリー・皿
（１０６）凸凹ことのは舎/文字ﾓﾁｰﾌのﾁｬｰﾑｱｸｾ （１６８）チェリー/ビーズアクセ
（１６９）陶器のお店
（２３０）handmade M’s accessory/アクセ
（１０７）游墨舎/書道雑貨
（１７０）おせんの里 松屋/せんべい・カステラ
（２３１）BENCINY(ベンチーニー)/ﾁｮｺﾚｰﾄ菓子
（１０８）little clover(リトル クローバー)
/衣料・布小物・アクセ （１７１）ユロタス・コーポレーション/アート雑貨 （２３２）小物屋 SHIRO/小物雑貨
（１７２）ひょうたん/革小物
（２３３）いってんもんや/子供服(女の子用)
（１０９）片岡商店/木製粘土ブローチ・壁飾り
（１７３）Pikenike(ピケニケ)/布小物
（２３４）丸み屋/佃煮・ちりめん山椒・味噌
（１１０）現代陶芸研究所/陶器
（１７４）キセツノネイロ/焼菓子
（２３５）＊アムヒト＊／slow/ニット小物・アクセ
（１１１）おび蔵/西陣織小物
（１７５）Hapii Works/アクセ・布小物
（２３６）シントーワーク/竹クラフト
（１１２）まるく/衣料・布人形
（１７６）M＊natural/衣料・布小物
（２３７）こだわりパン アリカ/パン
（１１３）北山林業 菱嘉(ヒシカ)商店/木工
（１７７）えん工房/陶器のうつわ・猫の土鈴
（２３８）バックのおくむら/かばん・アクセ
（１１４）写真屋 ふぉとてつ/猫の写真
（１７８）むろまちや/水引細工・布小物
（２３９）啓峰/陶器
（１１５）こ丸(こまる)/布小物
（２４０）kaily may(カイリー メイ)/アクセ
（１１６）Bricolage Fee(ﾌﾞﾘｺﾗｰｼﾞｭ ﾌｪｰ)/ﾚｼﾞﾝｱｸｾ （１７９）ベーカリー あたか/パン・焼菓子
（１８０）かすみ草工房/布小物
（２４１）sa ka na/かばん・帽子
（１１７）fleur/ドライフラワー雑貨
（１８１）Natty-House(ナッティ-ハウス)/アクセ （２４２）IKAYAKI STAND 京都平安店/飲料
（１１８）十月/真鍮と革の日用小物・アクセ
（２４３）草木小鉢(ソウモクコバチ)/植物
（１１９）KIAYUMI～木の動物屋さん～/木のｱｸｾ （１８２）大和本舗/ちりめん山椒・佃煮
（１８３）照彩工房/アート彫刻雑貨・エアプランツ （２４４）kei kei & mai mai/布・金工小物
（１２０）YUA/陶器
（２４５）帽子工房 soraneru(ソラネル)/帽子
（１２１）Mon_Mari(モン マリ)/かばん・衣料・ｲﾗｽﾄ （１８４）+en+ ｵﾘｼﾞﾅﾙﾀｲﾊﾟﾝﾂと衣服/衣料
（１８５）三三三小店(ﾐｻﾐｼｮｳﾃﾝ)/帆布かばん
（２４６）光彩堂/かきもち
（１２２）HORU SHOP(ホル ショップ)/アクセ
（１８６）紙工房 京の四季/和紙雑貨
（１２３）木工房「TERA」/木工(弁当箱 等)
（１８７）Cedar Rose(シダー ローズ)
（A）ﾋﾞｰｽﾞｱｸｾｻﾘｰ Swing(ｽｳｲﾝｸﾞ)/アクセ
（１２４）Pulley(プーリー)のワンコ服/犬服
/木工・フラワー雑貨・アクセ （B）OBAKE＊DO/きもの地のスカート
（１２５）Les feuilles*(レ・フィーユ)
（C）Hana Jirokichi Glass(ﾊﾅｼﾞﾛｷﾁｸﾞﾗｽ)
/ガラスのアクセ・小物雑貨 （１８８）京都宝泉友/京野菜のおやき
（１８９）和あそび/ミニ着物・アクセ・空き缶ｱｰﾄ
/ガラスアート工芸
（１２６）正(ファイブ) クロック 仁/創作時計
（１９０）Tengo/衣料(子供・大人)
（D）にじのおと/布小物・衣料・アクセ
（１２７）NPO法人 青空ふれあい農園
（E）額装と工作 えりんぎ/紙でつくった額縁
ハーブ倶楽部/ハーブティー （１９１）布袋(ホテイ)工房/木工
（１９２）手打ちそば うめはら/蕎麦使用の菓子 （F）Atelier charlotte(ｱﾄﾘｴ ｼｬｰﾛｯﾄ)/帽子
（１２８）SRING/革小物
（１９３）Nuno. nu-no(ﾇﾉ ﾇｰﾉ)/布小物・衣料
（G）クラフト・ひで/寄木クラフト
（１２９）アヌエヌエ ９５/アクセ
（H）アクセサリーとインテリア雑貨のお店
（１３０）bouton a bois(ﾌﾞﾄﾝ・ｱ・ﾎﾞｱ)/ﾄﾞﾗｲﾌﾗﾜｰ （１９４）真鍮アクセサリー salu/真鍮アクセ
（１９５）彩り寄木(ｲﾛﾄﾞﾘﾖｾｷﾞ)/寄木クラフト
（I）CRU -クリュ-/布小物
（１３１）ilot. sac(イロ・サック)/帆布こもの
（１９６）hana＊石けん/石鹸
（１３２）for me/真鍮アクセ
（１３３）西出陶房/陶器
（４８）KazuKiLn(カズキルン)/陶器
（４９）デー サトウ/布かばん
（５０）創作ジュエリー シン/アクセ
（５１）加納雲錦堂/掛軸・フォトフレーム
（５２）レザースタジオ アイエミー/革小物
（５３）キートス・みさきぱん/パン・焼菓子
（５４）クレアシオン/衣料
（５５）吉野KIKORIN工房/木工
（５６）Framary/アクセ・布小物
（５７）らくだや/焼菓子
（５８）オリーブの木/ニット・布小物
（５９）Cocoro Body Laboratory(ｺｺﾛ ﾎﾞﾃﾞｨ
ﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ)/ﾊﾜｲｱﾝﾛﾐﾛﾐﾏｯｻｰｼﾞ・
ﾏﾅｶｰﾄﾞ占い(手仕事)
（６０）MUTANT SISTER/布小物
（６１）つくりて ユイット
/ｻﾝｷｬｯﾁｬｰ・ｽﾁｰﾑﾊﾟﾝｸｱｸｾ
（６２）雲馨窯(うんかがま)/陶器
（６３）wan one(わん わん)/衣料・布小物
（６４）ciao/アクセ
（６５）和菓子 いけだ/和菓子
（６６）marron/布雑貨
（６７）OLD NEW WOOD WORKS
(ｵｰﾙﾄﾞﾆｭｰｳｯﾄﾞﾜｰｸｽ)/木工
（６８）ぶる～いっしゅ/麻のかばん・アクセ
（６９）ze-key(ゼキー)/革小物
（７０）（７１）美容整体院 KARADA工房
/整体・足つぼ(手仕事)

★一覧にあるお店は予告なく変更や出店をキャンセルされる場合がございますのでご了承ください。

