※ハンドメイドエリアは、1店舗でのお買い物が
1,000円以上の時、
旨い物ブースは300円以上
の場合だけスタンプを押します。
※商品は、数に限りがございますのでなくなり次第
終了とさせて頂きますので御了承下さいませ。

スイーツブース

2017’秋
会場マップ

本部では、糸島市観光協会様に糸島周辺の観光スポットなどのご案内をして頂いておりますので
お気軽にお声掛け下さいませ。

ワークショップブース

スタンプラリー抽選会場

(1)O3

(2)(3)onde×monroe

×sweetsweet

(4)R Sweet

(5)wamowamo工房

(6)カナリヤ tommie
(7)想い出工房

(8)Lien〜リアン〜

(9)(10)［moze］+hazuki

32

9 10
11 12
17 18 19 20

D

(16)パールリボン

(17)ちびくまのおみせ

(2)(3)onde×monroe

×sweetsweet

(4)R Sweet

(5)wamowamo工房

(6)カナリヤ tommie
(7)想い出工房

(8)Lien〜リアン〜

(9)(10)［moze］+hazuki

(17)ちびくまのおみせ

50
48 49
47
46

(53)hirondelle

(70)cou*cou

(21)創処（つくりこ）
(22)おびるん

(23)BAMBINO(WS)

(24)革雑貨 84ʼ 実輝弥

(39)Lapis lazuli

(55)Clam+マチルダ

(41)癒石〜yuuseki〜

(57)HOT-K

(25)(26)りくろす、harumina (42)grin-grin
カテドラル

(43)羊毛ふぇると工房
うさぎ座

(28)WOOD GARDEN

(44)(45)josta berry

(30)Indigo Japan

Beads Duo

(31)sometime(WS)
(32)野の花

(33)手染めの花

オズ＊フィオーレ

(34)mameIriko

(52)happy-house

(38)URIJI工房（ゆりじ工房） (54)handmade *theta*
(40)sunsabo

押し花館 四季、Pupuププ
(46)sonchic（ソンシック）
(47)くるみナッツ
(48)petitcoco

(49)工房 まるたんぼう
(50)まぁちゃん家

72

73

99

81
74

75

受付

102 101 100

A)くじら屋 B)瑠璃ズキッチン C)陶翠苑
D)伊都ホットサンド笑顔 E)天然パン工房楽楽 F)惣菜畑 がんこ
G)糸島ラーメンゆうゆう H)キングケバブ I)スマイルハッピーフード J)まんまる食堂
K)sotocafe*ecru L)moena Crepes M)ロイターマーケット
N)メロンパン専門店カシェット O)手づくりスコーンのお店 フルーレ

(37)はなのゆめ

(36)S*T

64 65
66 67

テントブース

旨いもの・スイーツブース
出展者名簿

51

(20)f-pallet(WS)

(19)Rebra*+m.fairy

(56)RION

(58)革小物・雑貨

ひんひん(WS)

(59)BlueClover

(60)P+Palette*

(61)トルコノトリコ

(62)Couple*Paume
(63)K.N

(64)5115STUDIO/もくもく堂
(65)samu406

(66)はぷにんぐモンスター
(67)ねこめ

＆smile bear.

〜２8日出展者様一覧〜

(69)MAME
(71)樹らら

(72)マァム・ガーデン
(73)Picnic Basket

(86)サチリボン
(87)Ayumir

(88)Sora-see-do

(90)リネンとお花
(91)素材パーツ

Deko-Neko Shop

(74）手作りざっかゆず

(92)ざっかや

(76)LiliumayaGarden

(94)おひるねメリー

(75)kumi

(77)cocoon&ko

(93)Re-glass

風見鶏

＆k-style(WS)

(78)パンチャック

(95)ナチュラル木工momo

(81)sheets-next

(97)FuumY/POLLY

(79)Little a
(82)oroʼ

(83)Chi☆Lovers
(84)amutte

(85)CHOCOTTO

(96)Joy&Car
(98)kikko

(99)gallery ぐっどらっく

(100)itop 子ども起業家塾
(101)rAimi
(102)fufu

(103)relier

(104)西日本新聞社

※（WS)が付いているブースは、
ワークショップを行なっております。

(18)time+

(35)マルイネコ

(51)和居2我家2(WS)

(68)ちいくま

(86)サチリボン

(20)f-pallet(WS)

(37)はなのゆめ

(53)hirondelle

(70)cou*cou

(88)Sora-see-do

(19)Rebra*+m.fairy
(21)創処（つくりこ）
(22)おびるん

(23)BAMBINO(WS)

(24)革雑貨 84ʼ 実輝弥

(36)S*T

(52)happy-house

(38)URIJI工房（ゆりじ工房） (54)handmade *theta*
(39)Lapis lazuli

(55)Clam+マチルダ

(41)癒石〜yuuseki〜

(57)さをり織り工房

(40)sunsabo

(25)(26)りくろす、harumina (42)grin-grin

(56)RION

『遊友はらっぱ』(WS)

(43)羊毛ふぇると工房

(58)革小物・雑貨

(28)WOOD GARDEN

(44)(45)josta berry

(59)BlueClover

(30)Indigo Japan

Beads Duo

(61)トルコノトリコ

カテドラル

(29)よつ葉のクローバー

(16)パールリボン

45

68

43

(68)ちいくま

(13)kotodama 盈月
(15)Le ciel ato

44

42

57

71
69 70

(51)和居2我家2(WS)

(27)生活雑貨のBISES（ビズ）

(14)Kʼsk

21 22 23

78 79

41

(35)マルイネコ

(11)ライトハウス

(12）sonic leathers

16

40

61
60
63
62

(18)time+

〜29日出展者様一覧〜

(1)O3

15

35

31

29 30

36 37
38 39

54 55

56

ハンドメイド出展者名簿

(29)よつ葉のクローバー

(15)Le ciel ato

14

27 28

33

34

52 53

休憩所

F E

(12）sonic leathers
(14)Kʼsk

13

76 77

ＷＣ：お手洗い

(27)生活雑貨のBISES（ビズ）

(13)kotodama 盈月

26
24 25

N
O

ス
ブー

ーツ

スイ

ド＆

ドメイ

ハン

1 2 3 4 5 6 7 8

(11)ライトハウス

＆わこわーるど

85

104

58 59 103

(31)sometime(WS)
(32)野の花

(33)手染めの花

オズ＊フィオーレ

(34)mameIriko

98

G

B
C

84

91

93

97

I
H

A

ふわふわ
いとゴン

休憩所

車には︑十分にお気を付け下さいませ︒

駐車場

いとしま応援プラザ

J

本部

L
M

K

83

82

88

87

87

86

90

92

96

車道

トゥクトゥク乗り場

旨いものブース

94

※当日は、変更になる場合もございますのでご了承下さいませ。

89

95

ワークショップをするブースは、
ショップ名の後ろに
（WS）マークがあります。

道路を渡った駐車場側の
応援プラザ室内での抽選となります。
ご理解の程をよろしくお願い致します。

うさぎ座

押し花館 四季、Pupuププ
(46)sonchic（ソンシック）
(47)くるみナッツ
(48)petitcoco

(49)工房 まるたんぼう
(50)まぁちゃん家

※当日に会場のレイアウト等が変更になる場合もございます。
※ブース配置は、変更になる場合がございますのでご了承下さいませ。

ひんひん(WS)

(60)P+Palette*

(62)Couple*Paume
(63)K.N

(64)5115STUDIO/もくもく堂
(65)KAnaM

(66)はぷにんぐモンスター
(67)ねこめ

＆smile bear.

(69)MAME
(71)樹らら

(72)マァム・ガーデン
(73)Picnic Basket

(74）手作りざっかゆず

(87)Ayumir
(89)RaK:M

(90)リネンとお花
(91)素材パーツ

Deko-Neko Shop

(75)kumi

(92)ざっかや

(77)cocoon&ko

(94)おひるねメリー

(76)LiliumayaGarden
(78)CandleArtChalesFico

(93)Re-glass

風見鶏

＆k-style(WS)

(79)DEN

(95)ナチュラル木工momo

(82)oroʼ

(97)FuumY/POLLY

(81)sheets-next
(83)Chi☆Lovers
(84)amutte

(85)CHOCOTTO

(96)Joy&Car
(98)kikko

(99)gallery ぐっどらっく
(101)rAimi
(102)fufu

(103)relier

(104)西日本新聞社

