
体験教室・物販・クラフト・展示コーナー出店ブース一覧 R4.11.14現在

区画 NO. 店名（屋号） 内容（販売品等） ワークショップ Instagramアカウント名

1 (有)松永松盛園 花苗など 季節の鉢花・雑貨 shouseien

2
(株)メガテラフーズ

東松山第１事業所
自家生産野菜 － －

3 COCORIL ハワイアン雑貨 ハワイアンドリームキャッチャー cocoril_

4 木工房　ブリンケート
木工雑貨（パズル・木の笛・ロボットな

ど）
ロボット・やじろべえ・コマ burinkedo

5 CAO+ｒ 革雑貨（アクセサリーやポーチ） 携帯ポシェット cao615

6 COCO　 天然石アクセサリーの販売 － _coco_131

7 t-stroll レザーアクセサリー、小物、バッグなど － t-stroll_handmade

8 HURIT ビーズアクセサリー
ブレスレットorアンクレット、ネックレ

ス、ネックストラップ
hurit_by_kaori

9 ほのあかり
天然木のダーニングマッシュルーム、ど

んぐりやきのこモチーフの木の小物
木のペンダント、キーホルダー honoakari2018

10 出工房
動植物をモチーフにしたものや石を使用

したアクセサリー類の販売
－ dekoubou.stone

11 leather collection レザー服飾小物類
レザーハンバーガー、

レザー飛行機
leather_collection_5094

12 Area 171 木工品(花台・プランターカバーなど) － area171.hidaka

13 ほったや 駄菓子・駄菓子屋おもちゃ・くじ引き － hottaya0213

14 虫研 希少昆虫標本の展示 － －

15-

17
東松山おもちゃの病院 －

18
森のめぐみ体験会

焼き芋引き換えコーナー
－

19

森のめぐみ体験会

④シイタケの駒打ち体験

　市民の森保全クラブ

－

20

森のめぐみ体験会

②薪割り体験

　比企自然学校

－

21 月の森　tuki-mori 木製雑貨・木製ロボット 木製ロボット jun.jun746

22 折り鶴工房
金属板「銅・真鍮・アルミ」で製作した

鶴・亀、緋銅のペンダントなど
平板緋銅への刻印での名前入れ －

23 木象嵌 Atelier k
神奈川伝統工芸品の「箱根木象嵌」の実

演販売
－ mokuzougan_atelier_k

24 KaLuLu お花とアロマのハンドメイド雑貨 お花とアロマのハンドメイト雑貨 kalulu.ohana

25 庭とカフェ　あんず スワッグ・ガーデン雑貨 ハーブ化粧水・ボード付スワッグ anzucafe_2019

26 TORANOYA レザー小物・デニムリメイク － toranoya_8171216

27 イトノモリ 糸掛け曼荼羅のアクセサリー・布小物 糸掛け曼荼羅 itokake_itonomori

28 ami
雑貨（陶土アクセサリー、動物ぽんぽ

ん、消しゴムはんこなど）
－ ami.h.420

29 SALON de SHIHO
ヴィンテージビーズを中心に天然石アク

セサリー
チャーム salon_de_shiho

30 Luna et Lily
フラワー雑貨(コサージュ・ドライフラ

ワーのブーケなど）
－ lina_meets_lily

31 トルコらんぷ工房　HAPPY トルコ雑貨
ミニキャンドルホルダー・

カスタムボールペン
lamp.happy.gyoda

32 こばと製作所 木工雑貨 木製カメラ・木製ロボット kobatoseisakusyo

33

34
生活協同組合コープみらい

・無記名アンケート記入で抽選会

・パンチ風船プレゼント
－ －

35 your+
スエード紐を使って編み上げるキーホル

ダーや犬用首輪など
タッセル your25yuko

36 Haru＊Sana
ゆめかわ・cuteなキッズヘアアクセ、移

動ポケットなどの布小物
シャカシャカキーホルダー harusana_chie

森のめぐみ体験会①～③に参加された方（先着200名）に焚火でじっくり焼いた焼

き芋プレゼント！

壊れたおもちゃの無料修理

［部品を交換した場合は実費をいただきます。］

薪割り体験　　☆「きこりのろうそく」など展示・販売あり

A
シイタケの駒打ち体験～自宅でキノコを育てよう～
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区画 NO. 店名（屋号） 内容（販売品等） ワークショップ Instagramアカウント名

37 Handmadeshop縫師屋 布小物 塗り絵 nushiya_megu

38 小麦の奴隷　ときがわ店 ホリエモン発案エンタメパン － dorei_tokigawa

39
ベアーズ接骨院

　西友 東松山店
bear.higashimatsuyama

40
（株）プロショップ

サンワスポーツ
スポーツ用品 － sanwasports

41
食品さんぷる畑

埼玉東松山教室
食品サンプル雑貨 食品サンプル制作体験 batake.higashimatsuyama

42
東松山市農林公園

（アイルコーポレーション）

農林公園産のいちごを使用した加工品

（ジャム・クラフトコーラ）
－ higashimatsuyama_agri_park

43

花あそびワークショップ

「サシェを作ろう！」

　東松山市地域支援課

－
身近にある草花を使ってサシェ（香り

袋）作り
－

44 （公財）東松山市農業公社 低温熟成栗、金ゴマ(R4年度産) － －

45
笑い文字普及協会

宮岡久美子
－

筆文字の笑い文字の体験会

笑い文字で名前を書くコーナーも併設
miyaoka39kumiko

46
荒井美乃里

ガラスフュージング体験
－ ガラスフュージング minoriarai

47 Mahana*Lokahi
ベビー用品(スタイ、ガーゼハンカチ、お

しりふきのフタ)
ロゼット mahan_lokahi

48

49

森のめぐみ体験会

①Woods Craft(ｳｯﾄﾞｸﾗﾌﾄ)

　文化まちづくり公社

50 森のめぐみ物販コーナー 薪・スウェーデントーチ・木彫鉢の販売 －

51

森のめぐみ体験会

③ネイチャークイズ

　東松山自然倶楽部

－

52
全国都市景観１００選の街を

守る会
－

53
唐子マーメイド

ソフトバレーボール連盟
団員募集コーナー － oshida1218

1 なしやさん プレミアム梨 パウンドケーキ － nashiyasan_yagi

2 (株)協同商事コエドブルワリー COEDOクラフトビール － coedobrewery

3
ベーカリーカフェ

あーとの国
パン、焼菓子、やきゅうのおいなりさん － －

4
手作りパン工房

パントピア東松山店

地元高校生とのコラボ　コッペパンを

使った総菜パンなど
－ pantopia2

5 もちっ米 かき餅、おこわなど － mothikko_higashimatuyama

6 とんかつぼたん
とんかつおにぎり、

東松山名物　みそだれ餃子
－ －

7 東松山市観光協会
ひがしまつやまプライド認定品、市マスコット

キャラクターグッズ等の販売
－ makkunayumin

B

選手が通う施術を実際に体験できます［無料］

A

higashimatsuyama.a.c.f

剪定木・松ぼっくり・どんぐりなど木の実を使ったクラフト体験

散策コース上にクイズを設置（8箇所）　※先着100名に参加記念品あり

松風公園に自生する絶滅危惧植物「キンランとギンラン」の植生調査結果のパネル

展示
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