
⼭形市制施⾏130周年記念事業 街なか賑わいフェスティバル2019

開催⽇時  2019年10⽉12⽇（⼟） 10：00〜17：00

☆イベント情報
★七⽇町クラフト天国vol.39 出店リスト（七⽇町⼤通り）

No 店名 内容 おおよその場所（北から南へ）

1 ピーロート・ジャパン（株） ワインの試飲 フラム前
2 mon reve ⽊⼯、粘⼟細⼯、流⽊･バークチップアレンジ等 傳々前
3 Beads Bouquet ビーズアクセサリー 傳々前
4 78h 編み⼩物、布⼩物、アクセサリー 傳々前
5 キラキラヒカル お花のアクセサリー、ハーバリウム 傳々前
6 CAT HAND 陶器、スイーツデコ、アクセサリーなど 伊勢ビル前
7 楓屋 ガラス⼩物、アクセサリー、布⼩物（和物）、ガラスの⾦⿂釣り ローソン前
8 こぎんmameco こぎん刺しのバック、⼱着、ブックカバー、ブローチ等 ローソン前
9 富⼠紙器 段ボールイス（猫⽥君）、メモ帳、Tシャツ、⼿ぬぐい ローソン前

10 ゆかいな陶布⼯房 ふだん使いの器や、着物地やはん布で使ったバックです。 ワシントンホテル前
11 late flower スチームパンク、アンティーク⾵アクセサリー ワシントンホテル前
12 goodies モザイクタイル雑貨販売 ワシントンホテル前
13 wood park ⽊⼯雑貨 ⼗⼀屋前
14 sorairo closet ⼤⼈服 ⼗⼀屋前
15 トト。 クラフトバンド（紙紐）で作った、かごバック、⼩物⼊れなど ⼗⼀屋前
16 刺し勇 庄内刺し⼦ ⼗⼀屋前
17 HAPPY MEW ミニチュアフード雑貨販売 ⼗⼀屋前
18 yamaso GREEN LABO 切花、植物、ギャザリング寄植え、スワッグ ⼗⼀屋前
19 えんjam 旬の⼿作りのジャム シティタワー前
20 .KANA ハンドメイドアクセサリー、タロット占い シティタワー前
21 KOMAKI ネパール⼿織布のハンドメイドバック、⼩物、ネパール⼿織りショール シティタワー前
22 ⾺⾈窯 陶磁器（花⼊れ･⽇⽤雑器等） シティタワー前
23 Bambi レジン・ハーバリウムのフラワーアクセサリー、スワッグ＆リース シティタワー前
24 ⽊房ほど ⽊⼯彫刻、⽊⼯芸品 シティタワー前
25 momo&amie 布⼩物、アクセサリー シティタワー前
26 はんこ屋 クサムラクモ 消しゴムはんこの販売･受注 シティタワー前
27 布施猫笑店 陶⼈形、縁起物 シティタワー前
28 ⽻⼭⼯房 ぶどうつるバック ⼤沼デパート前
29 neneco 輸⼊⽣地のポーチやアクセアリー ⼤沼デパート前
30 布遊 布楽や 粘⼟細⼯、布細⼯ ⼤沼デパート前
31 とんぼ⽟⼯房 琳 とんぼ⽟アクセサリー、古布⼩物 ⼤沼デパート前
32 ZELKOVA ⽊⼯家具、雑貨（⼿芸品、Tシャツ、トートバックなど） ⼤沼デパート前
33 陶器パルメット 陶器、陶の⼩物など ⼤沼デパート前
34 ilusi アクセサリー ⼤沼デパート前
35 m.f.o* 樹脂アクセサリー、アクセサリー、サンキャチャー他 ⼤沼デパート前
36 ラ・リルレロ ⽊で作ったお家、お店、⾞、電⾞、他 ⼤沼デパート前
37 ばにらびぃんず 布雑貨 ⼤沼デパート前
38 オリガミデザイン ⼿漉き和紙の雑貨 ⼤沼デパート前
39 あけび⼯房 きらら ⼭ぶどう細⼯、⼀閑張り スズタン前
40 Twinkuru ぐるぐるバッグ、刺繍布⼩物、⾰⼩物 スズタン前
41 ハーバリスト ハーブ苗 スズタン前
42 ⼭織家 ⼿織り、柿しぶ染めのバック、⼩物、服 スズタン前
43 クラふか ミニチュアフード雑貨、アクセサリー フクヨネ前
44 Halulu.Crescent & June3rd レジン、かぎ編み＆⼿刺繍アクセサリー フクヨネ前
45 ATMiC ⼿作りキャンドル フクヨネ前



46 やまのいえ雑貨店 刺繍雑貨（アクセサリー）、布⼩物（バック、コースターなど） フクヨネ前
47 花籠 つまみ細⼯アクセサリー、インテリア雑貨など 第3千⾜屋前
48 Kiri Kiri アクセサリーなどの⽊⼯品 第3千⾜屋前
49 ⽂⿃や こぎん刺しの⼩物、アクセサリー 第3千⾜屋前
50 トリプルロケッツ！ 似顔絵 アズ七⽇町前
51 7-Colors 鶴岡ガラスアート⼯房 彫刻ガラスアクセサリー販売、グラスのぬり絵体験 アズ七⽇町前
52 RAN＊MAN ハンドメイドアクセサリー、布⼩物 アズ七⽇町前
53 cherieの家×mash sol 布バック、⼤⼈リネン服、⼩物雑貨 アズ七⽇町前
54 Cyocconto frache インテリア雑貨、アクセサリー アズ七⽇町前
55 おれんじじゃむじゃむ ⽺⽑フェルト雑貨、ワークショップ アズ七⽇町前
56 徹⻁ Tetsu-tora 陶磁器、カップ、花びん、グラス アズ七⽇町前
57 たゆや 真鍮アクセサリー アズ七⽇町前
58 ⼿刺繍 Chai&Stroll ⼿刺繍⼩物、アクセサリー アズ七⽇町前
59 のんのんめいど ヘアアクセサリー、W,S アズ七⽇町前
60 Issy's craft ⽊⼯品、⾷品等 アズ七⽇町前
61 tsumugi⼯房 レジンアクセサリー、編みぐるみ、ドール⽤品など アズ七⽇町前
62 杜の都の⽵⼯房 ⽵細⼯ TAN6SQUARE前
63 ⼯房マートル キャンドル TAN6SQUARE前
64 花･はな 着物のリメイクのチェック、キュロット、バック、アクセなど TAN6SQUARE前
65 Rainbow Warrear's ネイティブ系アクセサリー、ドリームキャッチャー、他 TAN6SQUARE前
66 陶福 陶磁器 TAN6SQUARE前
67 あとりえマギカ 宇宙や星座をモチーフにしたレジンアクセサリー、雑貨 YTビル前
68 和sai バック、ヘアアクセサリー、財布、等 YTビル前
69 花キャット 草⽊ぞめ、着物リメーク、バック、ポストカード、Tシャツ他 ⼭⽥家前
70 kuウ 布⼩物、刺繍作品 ⼭⽥家前
71 あとりえboss&Nonko とんぼ⽟･その他のガラスアクセサリー ⼭⽥家前
72 ちゃこねんど 粘⼟、アクセサリー、⼩物置物 ハナビシ前
73 Carlotta レジンアクセサリー ハナビシ前
74 hibicafe ⼿づくり焼き菓⼦、テイクアウト⽤ドリンク ハナビシ前
75 CoffeeRoaster & caféCulmino コーヒー、珈琲⾖ ハナビシ前
76 ヤマコン食品有限会社 ⽟こんにゃく販売、みそ⽥楽 ハナビシ前

★じもとまつりin⼭形 出店リスト（本町通り）

No 店名 内容 おおよその場所（北から南へ）

1 中島商店 ⽶沢⽜コロッケ、⼭形⽜の⽜串焼、⼭形⽜煮込み、ビール、お茶 リパーク前
2 麺屋星川 極太焼きそば、カリカリパスタ、ゾンビスナック リパーク前
3 うめちゃんキムチ本舗 チヂミ、キムチ、焼⾁ リパーク前
4 ⽩鷹農産加⼯研究会 みたらし焼だんご リパーク前
5 アイデアのおもちゃ箱 ⾺⾁ラーメン⾁まん、季節のスィーツまん、⾟みそラーメン豚まん、他 コインパーキング前
6 とびしま サザエのつぼ焼き コインパーキング前
7 松川弁当店 ⽶沢⽜串、霜降かりんと、⽟こんにゃく ⼤丸屋商店前
8 東根フルーツワイン フルーツワイン（物販） ⼤丸屋商店前
9 明友 カレーパン、揚げ饅頭、いが餅 ⼤丸屋商店前

10 スィーツキッチン 焼芋、タピオカ、芋の菓⼦類 グランドホテル駐⾞場前

11 海遊 蒸し牡蠣、ホタテ焼、酒 グランドホテル駐⾞場前

12 ⽯巻うまいもの ⽯巻⾦華茶漬け、他物販 グランドホテル駐⾞場前

13 喜栄 ⽯巻やきそば、つぶ串、焼きほや 東京蜂屋時計店前


