
子育てはなまる

マーケット会場（28 日）

27 日（土）

みつばちマーヤの店 カントリードール・バック・整理袋・袋類など

ウエルネスシェイプ
身体スキャンにて計測後、生活習慣のアド

バイスを致します。（健康ハーブティ付）

稲垣 たづ子
カバン、ストール、タペストリー、小物、その他 毎

日楽しみながら作品を制作しています。

美容カイロプラクティッ

ク 夢遊晏

身体の歪み整えます。痩せない、身体の調子が

悪い･･･ 骨盤メンテナンスで、健康美人!!

team AZUSA 

FLORIST

アーティフィシャルフラワーのアレンジやコ

サージュを販売致します。

28 日（日）
デコパージュ

Hanamomo
デコパージュの手作り雑貨

Yard Sale
ディスプレイ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。

高田 真帆
ハンドメイドのヘアアクセサリーの販売。リボ

ンをモチーフにした子供向けの物が中心。

リンパマッサージ
顔～デコルテのリンパを流すことで、お肌が

スベスベに♪30 分程の体験メニューです。

Leche mama's
アイロンプリントでＴシャツ・バッグを作ろう。

手作り雑貨・ステッカーの販売。

国際ソロプチミスト

富山

会員の家にねむっている遊休品をチャリティ

バザーとする。品物は全て新品です。

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

（28 日）

サンフォルテ フェスティバル 2015 6／27○土 28○日

★ 日時 6/27○土 ・28○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

27 日（土）・28 日（日）
農事組合法人

味彩おおやま

みょうが寿し、山菜ち らし寿し、草 もち、こお り餅

など大山地域の農産加工品を販売します。

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

Mario のパン屋さん
自家酵母玄麦玄米パン・無農薬玄米と野菜 ・玄

麦万能麺・手間ひまかけた安心のたべもの

27 日（土）・28 日（日）

えっちゅう風土
富山県産の野菜と果物を使った無添加ジャ

ム

農事組合法人

音川加工
各種漬物、もち、赤飯、野菜

おやつ堂 のあ 手作り無添加お菓子・雑貨・手作り作品など

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



③⑤

27 日（土）
キ ュ ー テ ィ ー ブ ロン

ド・ネイル

ケアカラー、ペディキュア、ジェル（ハンド・フッ

ト）

dango-ya
おしゃれ雑貨、富山にちなんだ創作１枚物Ｔ

シャツ他、500 円占い（タロット、命占）

スタジオ・エルウッズ
オシャレ柄のスカート展示販売。オーナー手

づくりの１点もの。東京仕入れの布地です。

早川 幸子
アロエのボディ用クリームでハンドトリートメン

トをします。

夢ロゴアート
筆ペンで表現する文字アートをハガキに書く。Ｔシ

ャツやエコバッグ等。水引きで作った香入等。

大ゆり
パッチワークを主体とした手作り小物雑貨。

バッグ・ぼうし・ポーチ・ブローチ・洋服等

28 日（日）
カイロ＆エ ステルー

ム Pole Pole

カイロプラクティック体験施術★小顔矯正も受

けられます★

彩屋 ～ｉｒｏｄｏｒ ｉｙａ

～ ごすけ

あなたの大切なお名前を使ってネームインメ

ッセージを書きます。

交流 詩誌“ 話仙 花”

ことば道場

交流詩誌“話仙花”バックナンバー、個人詩

集、詩と写真のポストカード等

Rose de May
手作りアロマ体験・ストーン＆アロマトリートメ

ントで心身の疲れを癒します。

粘土で作る～ハンド

メイドフラワー～

手触りのよい樹脂粘土でお気に入りの花を

造ってみませんか？

りんご商店 可愛いガラスの一輪差、りんごの形のお皿

④

⑥

⑥ 27 日（土）
Momococo -大人

可愛い布小物-

インターネット等で販売してきました。バック

やポーチなどの布小物を販売いたします。

キッズヨガ

SHOUCO

親子でヨガをやってみよう 「お餅なのにふわ

っとろ」マシュマロみたいなおやつ付き♡

手作りショップ 弓 衣服類、袋物、小物の手作り品

Twinkle
手相ケア、ハンドリフレク、チャイルドリーディ

ング（子育相談）など心と体のケア

４６４６農園

青空カフェ

多肉植物、花苗、観葉植物、コケ玉等とオリ

ジナル絵付鉢の販売。

クロシェットレース
レース編み小物、コサージュ、ネックレス、ド

イリー

趣味で作る

癒しの食品サンプル

食品サンプル・パフェ作りが体験できます。食

品サンプルをベースとした雑貨も販売。

フナミ 雑貨、漬け物、古布

エ ス テ ティ ッ ク ジ ュビ

ラン スタジオ Ｌｕｃｅ

メイクの上からたった５分で変化を実感！エ

ステ無料体験

さくらの会 布ぞうり、手芸品を展示即売致します。

Barco バック、小物、帽子

消しゴムはんこ

muramo
消しゴムはんこを押したオリジナル雑貨販売

たまご企画 巾着袋など小物雑貨（主に子ども用品）

28 日（日）

福々
梟リース・小座布団・ミニ観葉・簡単服・手作

り雑貨・コースター・タペストリー・ポーチ

革雑貨 Aki
革を中心に小さな小物からバッグまで。革と

布のコラボ作品（財布、ブローチ）など

ひまわり 家で育てた草花や薬草、服やカバンなど

カイロプラクティック

ふらっと

体のゆがみを検査をして関節の動きを改善する施

術プラス骨盤矯正で体感は軽くなりますヨ。

uchinokuma
わんこ服やマナーポーチ等わんこグッズを

色々作ってみました。

うちのくま
ポーチ・バッグの販売、アクリルビーズでのお

子様用アクセサリー作り

コアラ
手あみの髪ゴム、ポーチ、ポケットティッシュ

カバー

M * Smile ハンドメイドの子供服と布小物

ほっとサロン

チャーチャー

英国式リフレクソロジーでささやかな癒しタイ

ムをどうぞ。心もほっこりできますよ♪

Kirarin
パッチンピン、ヘアクリップなどかわいいアク

セサリーがいっぱい。

K2
アクセサリーの金具が苦手な方はぜひお越し

下さい。マグネットのネックレスあります。

craft cafe
親子で楽しむ手作り体験（オリジナルキャンド

ル作り♡スイーツ DECO 体験等）

hand made ♡

LUNA

世界で一つのオリジナルアクセサリー、雑

貨、越中八尾和紙のインテリア等

⑤

28 日（日）

queue & Mouton
焼き菓子・オリジナルポストカード・フェルトド

ールなどの販売

ローズ・ガーデン 手づくり小物とリサイクル衣類と雑貨

Cat's Hand 布小物・手編みの雑貨・ねこグッズ

28 日（日）

クリリン
切り花、生鮮野菜、雑貨等 いろんな事を考

え挑戦したくさんの方とふれ合いたいです。

ステンドグラス工房

Ｋ

ステンドグラス作品・パネル・サンキャッチャ

ー・ペンダントなど

ありのままの幸せを

♡
気功により身体の痛み、不調を和らげます。

28 日（日）

どんぐり山の会
きつねうどん・いか焼き・焼きそば・フランクフ

ルト・ポップコーン・お楽しみコーナー

27 日（土）・28 日（日）

美保商会
やきそば からあげ かき氷 あげだこ ポテ

ト

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。

おやつキッチン
手作りのかわいい焼菓子・アイスコーヒーの

販売
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