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2022年10月30日(日)ホコ天クリマ出展者一覧

ブースNo. 出展名 出展内容

1 Lovenestたち しめ縄、アクセサリー、雑貨

2 Bonheur ドライフラワーレジンアクセサリー

3 Fletmo シフォンケーキ(パッケージ済み)
4 うさぎ柄の革小物屋さん　USAGIYA 手縫いの革小物
5 wildberry 布小物

6 Fu_suk. レザー小物、アクセサリー

7 こはるびより 帆布小物

8 ひめてん日和しゃちほこ屋 わんこモチーフの作家と布小物

9 にゃんこ日和 出展中止
10 JOE アクセサリー販売

11 くまさん工房cute アクセサリー

12 陶芸工房　有 陶器・食器

13 ほっこり窯 美濃焼・陶器

14 ココにゃ レジンチャーム

15 söpölanka マクラメ雑貨、アクセサリー

16 mint fox 子ども服と小物雑貨

17 milkmia 編み作品、シーグラス

18 トウメイショウジョ アクセサリー

19 ihana. アクセサリー

20 Portrait NOUNOURS 似顔絵とイラスト

21 aerial アクセサリー

22 ハロウィン エアブラシ メイクアップ フェイスアート

23 ～seamama～ 着せ替え服、犬服、布小物

24 うさぎやP ぬいぐるみ、アクセサリー、布小物

25 Mi mundo ベレー帽

26 Maman ファッション

27 atelier Enki アクセサリー

28 スリーピース アクセサリー、布製品他

29 chochou & piccola felicita アクセサリー

30 こものごころmika & petite moco ラミネート小物・羊毛フェルト小物

31 cotito ベレー帽

32 マツバ工房 真鍮製雑貨

33 二九九屋 布商品

34 hualico 小物・ニット・手編みアクセサリー

35 ama. 財布小物

36 rapport  with リース、スワッグ、切花

37 じぇ屋 雑貨

38 そら＊はな グラス、アクセサリー

39 コモリコ× yuki no kesshou アクセサリー、本革アクセサリー

40 ぷりゅむ工房 天然石アクセサリー

41 ZUNOW オリジナルウェア

42 くらふとまにあ Le cerisier アクセサリー

43 andmignon ヘアリボン雑貨

44 QISUI 木製雑貨

45 es gut treffen アクセサリー

46 sakura*kusu 刺繍・布小物

47 グリコ インテリア小物

48 Ocean Liberty 家具・小物

49 AND.M   bianka アクセサリー

50 Sorte_mmade アクセサリー

51 花音 プリザーブドフラワー

52 LuLu♡ribbon リボン雑貨

53 Aori accessory アクセサリー

54 maimai&nobavieux スマホケース・アクセサリー



55 re:meclo 布小物

56 arot accessory ビーズアクセサリー

57 スゥミー カバン、アクセサリー

58 micho-micho ねこのイラストグッズ

59 chou chou アクセサリー

60 MOUT  ムート 植木鉢

61 JFW クリスマスリース、しめ飾り

62 MONONS-ﾓﾉﾝｽﾞ- 布小物、ビーズアクセサリー

63 Macramé ☽ L.i.s ピアス・小物・インテリア雑貨

64 Ri.toenん アクセサリー

65 Ja poika × haru*hareru 子ども服、刺繍リボン小物

66 和菓子処　岐阜金蝶堂 和菓子(パッケージ済み)
67 cherche* 大人服  布小物
68 plants MARU サボテン、多肉植物、園芸用品

69 hsp 陶器

70 mimi こども服、布小物他

71 Rooibos Tea アクセサリー

72 手作り財布 財布

73 m/f メゾフォルテ 植物花屋・アートアクセサリー

74 森の音モダチ ガーデニング雑貨、小物
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