
子育てはなまる

マーケット会場（29 日）

28 日（土）

クリリン
野菜、花、花苗、手作り雑貨、占いなどで

す。

カイロプラクティック

♭ふらっと♭

骨盤や背骨のゆがみを検査して調整します。

生活改善指導や楽なストレッチもアドバイス。

消しゴムはんこ

muramo
消しゴムはんこを押したかわいい雑貨たち

デリシャス 手づくりの新鮮な漬物をだします。

Choppi-Rich
ママとキッズのためのハンドメイド。女の子

の好きな「カワイイ♥」がいっぱい。

富山県婦人会
手作り雑貨、クッキー等の販売。一部遊休

品バザー、草花の苗もあり

29 日（日）
粘土で作る～ハンド

メイドフラワー～

手ざわりのよい粘土は心も癒されます。ナチュ

ラルテイストなブーケや小物を作りませんか？

ほっとサロン

チャーチャー

英国式リフレクソロジーとハワイアンマッサー

ジロミロミの癒しプチ体験

美容カイロプラクティ

ック 夢遊晏

骨盤メンテナンスで代謝改善、肩こり、腰痛、我

慢していた痛み、痩せにくい身体を改善の体感

ひまわり バック・ポーチ・ストラップを販売します

M * Smile ハンドメイドの子供服と布小物

①

１Ｆは裏面を

ご覧ください。
休憩所

①

親子の遊び場スペース

会場（29 日）

サンフォルテ フェスティバル 2014 6／28○土 29○日

★ 日時 6/28○土 ・29○日 10：00～15：30

★ 会場 富山県民共生センター「サンフォルテ」 １・２階

28 日（土）・29 日（日）

えっちゅう風土 富山の野菜と果物を使った無添加ジャム

maman・poire
カレーライス（オーガニック野菜）本物の調味

料 体にやさしいシャンプー

おやつキッチン 手作りの焼菓子を販売します。

農事組合法人

食彩工房たてやま
立山権現寒もち各種、大福、おこわ、漬物

28 日（土）・29 日（日）

おやつ堂のあ 無添加手作りお菓子

農事組合法人

音川加工

各種漬物、赤飯、おにぎり、笹もち、きな粉も

ち、寒もち

農業組合法人

味彩 おおやま

みょうが寿し、草もち、山菜ちらし寿し、こおり

餅など大山地域農産加工品を販売します。

Mario のパン屋さん
自然療法関連品・本・天然酵母玄麦玄米パン

各種・焼菓子・おもちなどの販売

サンフォルテ フェスティバル実行委員会事務局
〒930-0805 富山市湊入船町 6-7 富山県民共生センター「サンフォルテ」内

TEL 076-432-4500  FAX 076-432-5525 ホームページ http://www.sunforte.or.jp
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28 日（土）
キ ュ ー テ ィ ー ブ ロン

ド・ネイル

マニュキア、ペディキュア、ジェル、フットジェ

ル、ネイルケア

大澤 京子 家にある衣類、ふえた花、薬草

稲垣 たづ子
和の小物 カバン エプロン 人形 お花 敷

物 巾着 ネコ 首飾り

ふわり

カイロプラクティック

★骨盤調整★体のゆがみを整えて、姿勢を

美しく！目指そう♪見ため年齢－５才！！

風花  
ハンドメイド小物、手編みのヘアアクセサリ

ー、コサージュ、ラリエット他

サンフォルテ

施設サポーター

家庭用品、日常品（遊休品）をお買得価格で

提供します。ぜひお立ち寄りください。

29 日（日）
Natural Color

& Design

毎日のコーディネートが簡単で楽しくなるベー

スカラーとデザインアドバイス

あとりえ ふぃーる
天然石やスワロフスキーを使ったハンドメイド

作品の販売

Cat's Hand 手作り雑貨・ねこグッズ

Femina
超音波エステ、リフレクソロジーやハンドドトリー

トメント、ボディケア、スキンケアアドバイス等

革雑貨 Aki
革や布で作ったバック。小さなチャーム、財布、

ブローチ等一つ一つ真心をこめて作りました。

福々 手芸小物・小座布団・ミニ観葉・リース
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⑥ 28 日（土）

荒井 弓子 衣服類、袋類、小物類の手作り品です

たまご企画 布小物(袋物雑貨)

サクララン 施術ベッドでのリンパケア

あみっ仔雑貨

LIEN...em

あみぐるみやぬいぐるみのかわいい動物雑

貨がいっぱい。キュンとくる子を見つけてね

アトリエ ドルカス
帽子・バック・洋服コサージュ・皮革小物・スト

ールなどの手作り品の展示販売致します。

みつばちマーヤの店
カントリードール・バック・整理袋・かわいい袋

物・水筒入れ・腕カバー等々

craft cafe 
親子で楽しむ創作体験ワークショップ（手作り

キャンドル・きらきらＤＥＣＯ体験など）

ウエルネスシェイプ
身体年齢・筋肉率等を計測し、健康アドバイ

ス及びクラブ案内をします。

hand made ♡ LUNA
オリジナルアクセサリー・天然石・和紙を使っ

た素敵な作品をごらん下さい。

山谷 由美子
レース編み、ドイリー、コサージュ、小物、リー

ス

おひさまのパステル

アート
パステルアート体験、布小物の販売

Hanamomo
デコパージュ 手作り雑貨 日用品に紙ナプ

キンを貼りニスで仕上げた物

29 日（日）

O*F*T
編み物や、布小物といった手作り雑貨を販売

しております。

Yard Sale
ディスプレーにこだわったコーディネートした

古着の販売。メンズとレディス。

Rose de May
アロマハンドマッサージ・ヘッドマッサージ・ル

ームスプレー作り

K2
手づくりアクセサリーあります。イヤリングに

直します。きてネ♡

コアラ
世界で 1 つだけの華ゴム手あみ髪かざりで

す。

CRAFT・MEGU
テディベア、プリザーブドフラワー、手作り雑

貨の販売

うちのくま 布小物・髪かざり・フラワーゴムなど

テストリーナ
ハンドマッサージをしながらリンパを流す大切

さや、お顔のお手入れアドバイスをします。

uchinokuma 犬服、ミニポーチ、スクエアポーチ等、布小物

Kirarin 子供用ゆびわ、パッチンピン

つむぎや 和布や古布で作った服や小物の販売

maam ＆ ny.
布小物・布バック・革アクセサリー・麻あみバ

ック

⑤

28 日（土）

さくらの会 手芸品 布ぞうり

Barco 手作り小物、雑貨、観葉植物

夢ロゴアート
手 描きの エコ バックや ハガ キ に筆 ペン で文 字

アートを描きます。お香入れを水引きで作成。

森のサンタ
トールペイント作品 布小物・手作り人形 粘

土で作った花の雑貨

花筏
パッチワーク小物、陶芸品、ネックレス、革細

工小物

リラクゼーション 真
ボディケア・足つぼの他、目や首の疲れに効

果のあるヘッドマッサージもできます

29 日（日）
ステンドグラス工房

Ｋ

ステンドグラス作品（パネル・卓上小物・サン

キャッチャー・アクセサリーなど）

大ゆり
パッチワークを主体とした手作り小物雑貨。

バック・ぼうし・ポーチ・ブローチ・洋服等

表具屋 上ツ森
「りまいんど りめいく」きものや帯なら屏風や

軸に、子どもの絵なら本にリメイクします

ハンドメイド・シー キッズ 手芸品 カバン ポーチ 小物

気光整体 早楽楽 15 分と 30 分の整体をします。

29 日（日）

どんぐり山の会
こだわり食材のきつねうどん・かき氷・綿あ

め・焼きそば・イカ焼き、お楽しみコーナー！

28 日（土）・29 日（日）

キッチン Tree2 焼きそば、カレーサンドトルティーヤ、お茶、

ジュース、コーヒー

蜃気楼どんどん焼き
どんどん焼きをその場で焼いて販売します。

焼きたてアツアツをご賞味下さい！！

田近 美保子

（美保商会）

焼きそば、かき氷、たこやき、フライドポテト、

からあげなど
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