CRAFT
★ 陶芸 ★

アールピーエム、isson- factory、乾窯
上窯、工房はなぶさ、工房 誓、紫竹窯
白尾窯、朝陽窯、陶芸 KI・TO・RA
東道窯、陶理、徳太郎窯、なか工 房
瑞穂窯、明正窯、明徳窯、やすだ 陶工芸
山の小さな陶工房 てんすけ、六葉窯
ル・ボア・レピシエ、昇窯庵
★ ガラス ★

ガラス工房 健、ガラス工房 善
河内風鈴、工房 天竜、 めい☆せい
★革★

anjie あんじー、海蛇革工房、西岡さなえ
革工房 ワイ、工房「さくら」、フレンズ
my my LABO+、ミッツムッツ
Leather Craft ひろしや
★ 木工・漆器 ★

WESTWOOD、woody cates、工房 と
家具工房 蒼空、木心・コレカラキ
木コンヤ、 清見クラフト工房 好刻
GooWooD、 久保指物店三代目
原木工房、工房ふるかわや
工房もくきち、木挽き屋、び っくり工房
創作工房 Uncle Wagen、 木工房 菜の花
木工房 ウタリ、木工みやべ工房、露風 土
和房、手づくり工房 木まま、とびばこ や
工房 乾目木 、 和 NAGOMI

FOOD

出展者順不同、全国から１１５展の出展。
は、製作体験あり

★ アクセサリー ★

アトリエ・タカ 、CRAFT IBA、K＆F
工房 桂 kei、桜日和、とんぼ屋 高田昇広
虹とタイヨウ、 Ｐetit art Jouir
mano*mano、和貴産、LAPIN AGILE
★ 布・染色・編み物 ★

naco、染編 かざみ、さをり からりこ
工房 深千子、せみのはね、着物リメイク
布おむつ布なぷきん Olive*、工房 山内
sana、numa＆SOY、Happy＊Go*Lucky
四つ葉のクロ－バ－、手作り工房 「いなば」
★ スイーツデコ ★
スイー ツデコ 雑貨 Carino、 mint2
スイー ツデコ リ リィ 、 にこ ちゃ ん Factory
★ 雑貨 ★

アートサポートセンターRAKU、L'Auberge
アトリエ ジュン、Cactus.Liten Rum
kinari、きのこママ雑貨店、５(ご)、 schat
"SACHI″、 ちいさな雑貨屋さん ぷち 、
flower*blooms、matka、 マンマ・ ミレイ ユ
Lotta-mom、long×long×long
★ その他 （ 絵,ワイ ヤーア ート 、はん こ
フ ラワー 、キ ャンド ル・ ・）

art YOSHI、世界放浪絵描 PROJECT
手作り絵本工房 さんきち、オカッパガール
ハンドメイド愛生、 邦庵の石遊印
ママは絵描きさん＠和歌山、創感 堂
はんこや Tao、Flower Space Hinata
やまやのろうそく、Y・U CANDLE

Asian Cafe Bhojan（タンドリーチキン、ナン カレー） 、coco 壱番屋 （ご当地カレー）
手づりハンバーグの店 櫻井 （手作りハンバーグサンド） 、濱辰商店 （てんぷら、唐揚げ ）
たまゆらの里 （たけのこ入りししまん、季節のスムージー） 、ぺちゃんこ屋 （イカ焼卵）
㈲四季の郷 (焼そば、たけのこご飯、たけのこ）、 なごみ会 （た けのこご飯） , 浦田雅弘商店 （たこやき）
カフェ グラッツエア （エスプレッソ、スィーツ） 、cafe Ristretto (アメリカーノ、カフェラテ )
珈琲専門店トゥールビヨン （スペシャルコーヒー、ラスク、アサイージンジャー ）
玉林園 (グリー ンソフ ト ) 、紫香庵 （うすかわ饅頭、わらび餅） 、ベイカーズ （たけのこまんパン）
パオパ オ 8080(豆乳ドーナツ、豆乳ゼリー) 、*ほのかな幸房 X Fields R（焼き菓子、マフィン、パン）

中小企業団体中央会 （ポンポン菓子、物産販売） 、あめ細工 工房「飴太郎」
Herb＋ （ハーブ茶、ハーブソルト、パウンドケーキ） 、Atorium 38 （国産はちみつ、みつろうクリーム）
ええとこ山東 （たけのこまんししバーガー、千本引き、たけのこまんグッズ ）

NATURAL CONCERT
◔ コ ン サート（野外ステ ージ）
1２日（土）
11:10～11:30
12:00～12:20
12:30～12:50
13:00～13:40
14:00～14:20
14:30～14:50
15:00～15:20

マヤウァカ （フォルクローレ）
伊藤和哉 （アコースティック）
まるとぼう （アコースティック）
アボロッサム （アフリカ民族楽器、体験あり）
kiki （アコースティック）
KAZUMI DANCE STUDIO （ダンス）
まるちプライΣ （ヒップホップ）

１３日（日）
10:30～10:50
11:10～11:30
11:30～11:50
12:00～12:10
12:10～12:30
12:40～13:10
13:10～13:30
13:30～13:50
14:10～14:30
14:40～15:00
15:10～15:30

Blowing Wind （アコースティック ）
ウラビシ with まるとぼう （アコー スティック）
パピヨン （フォーク）
たけのこまんとジャンケン with だるだる
しきな 93＋わかぴー楽団
OLU OLU（フラダンス）
あるふ （二胡＆ギター）
かつあん＆ひま和りちゃん （アコ ースティック）
バナナばんど （ジャズ）
JET TONES （ジャズ）
紀州龍神 ほか（よさこ い）

ク ラ

◔ たけのこまんと仲間 たち （野外ステージ＆ 会場内）
・きいちゃん （紀の国わかやま国体マスコットキャラ クター） 〔１2 日（土）のみ〕
・超鳥人ガイナ＆だるだる （田辺市：AHS） 〔１３日（日）のみ〕
◔ 紙芝居（野外ステージ横テ ント）by おはなしポン
12 日（土）11:30～11:50、13:40～14:00 13 日（日）13:50～14:10
◔ スタードーム製作体験

by 山東まちづくり会〔１ 2 日（土）のみ〕

◔ バスケットピンポン体験

◔ うちのにゃんこ写真
コンテスト人気投票
・応募作品の展示、来園 者
による投票
◔ 紙コップランタンお絵かき
・あなたの願いを
竹燈夜 in 四季の郷に！
（８月９日（土）予定 ）
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四季さい館
（レストラン四季の郷）

