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 （株）セガワ 落花生フードロス削減対応施設

アクセス
電車でのアクセス　： JR総武本線 旭駅 下車 タクシーで10分
お車でのアクセス　： 銚子連絡道路 横芝光IC から35分
飛行機でのアクセス： 成田空港 から車で55分

Bocchi
ツキ市

【同時開催】千葉県旭市神宮寺9856-2

TEL  0479-63-7744  担当 / 株式会社セガワ（加瀬）

後援 旭市 ID: denbainihon.1 denbainihon1.com



11月12日（土）・13日（日）ワークショップ

11月12日（土）・13日（日）出店一覧

地域の木材を使用した家具を製作。木材屋
が考える、杉、ヒノキの素材感を活かした家
具をつくっています。ヒノキの一枚板を使用
した折り畳み脚テーブルづくり「本気のワー
クショップ」は人気ワークショップです。

BROOK
三重県

” H u g 、A i r y 、A g e l e s s 、
Genderless”をコンセプトに、敏感
肌や肌への刺激を軽減したい方に
向けて、2012年よりデイリーウエア
を中心に提案しています。

HAAG
三重県

300年の歴史を持つ老舗ならでは
の温故知新の想いを根底に、品質
やこだわりを大切にし、家・生活に
根ざした機能的で美しい「暮らしの
道具」の数々を取り揃えています。

中川政七商店
奈良県

熊本の竹箸だけのお箸ブランド。
1963年に創業して半世紀にわたり、
一貫して「竹」の素材を生かす製品
づくりに取り組んでいます。

ヤマチク
熊本県

復興支援や、環境問題との架け橋になる
寄付つきのアイテムを販売しています。被
災地域などで使用された廃棄ブルーシー
トを再利用したブルーシードバッグ®はグ
ッドデザイン賞2017 BEST100に選出。

Bridge Kumamoto®
熊本県

カカオ豆から作ったチョコレートが
できるまでの全工程を担う工房。
本来の香りと味わいを楽しんでい
ただける、こだわりのメイド・イン・
鹿児島のチョコレートです。

kiitos
鹿児島県

産地問屋の新しいカタチ。体験型シ
ョップを展開。燕三条の職人が製造
した機能的なアウトドア商品はスタ
イリッシュで使う人の気分を幸せに
します。

村の鍛冶屋
新潟県

新潟県三条市の庖丁ブランド。切れ
味のよい鋼のブレード（刃）に、スタ
イリッシュなデザインを融合。大人
気のパン切りも販売予定。

庖丁工房タダフサ
新潟県

創業明治40年、作り続けて110年
以上の「おろし金」専門店。自社ブ
ランドの他、おろし金に関わる製品
を幅広く作っています。

tsuboe
新潟県

千葉の落花生を未来につなぐ、ピーナッ
ツブランド。畑からテーブルまで、多くの
手しごとで紡がれるそのなめらかな舌触
りのピーナッツペーストは、たくさんの人
を笑顔にします。

Bocchi
千葉県

「自然に学ぶ酒造り」をモットーに千
葉の神崎で350年続く自然酒蔵元。
微生物の生命力が詰まった発酵感
の溢れるお酒や甘酒飲料をお届け
します。

寺田本家
千葉県

創業90年を迎えた千葉県九十九
里町に工房を構える菅原工芸硝子。
職人がデザインから手掛けた温も
りあふれるガラス製品が揃います。

Sghr 菅原工芸硝子
千葉県

良質な房州女竹を使用して、房州うちわ
を製造販売しております。持ち手の柄が
丸く、立体的な半円状の「窓」が房州うち
わの特徴です。しなりが良く、心地よい優
しい風を感じて頂けると思います。

うやま工房
千葉県

にじんだり、ゆらいだり。昔ながらの染め
技法と新たな個性をかけあわせ伝統技
法「注染」をのちのちの世まで残したい。
そんな熱い想いから生まれた大阪の手ぬ
ぐいブランドです。当日は染色実演を開催。

注染手ぬぐい にじゆら
大阪府

およそ四千年の歴史を誇る織物「綴
織」を継承するメーカーです。巨大な
舞台緞帳から、文化財の装飾幕、着物
の帯などをつくっています。“祝いの
品々”を提案するオリジナルブランド。

sufuto・清原織物
滋賀県

「たのしく、しっかりとした生活文化
を発信し、食卓を通じ幸せを届け
る」をコンセプトに、キッチン・生活
雑貨などを展開しています。シンプ
ルであたたかくどこか懐かしい。

かもしか道具店
三重県

独自の意匠を考案し続ける業界の異端
児であり、“現代の名工”にも選ばれた
二代目・黒田之男と、内閣総理大臣賞
も受賞した三代目・黒田裕次。組子職
人として、伝統を革新し続けています。

指勘建具工芸
三重県

萬古焼の鉢を中心に色々な形、色
の盆栽鉢をご用意しております。鉢
を選ぶ楽しさを日本中のみなさま
に届けたく、今回もミニ盆栽ワーク
ショップで参戦します。

鉢マニア
三重県

盆栽体験 鉢マニア
鉢選び、苗木選びから始める盆栽体験
12日 10：00～16：00（受付 15：00） / 13日 10：00～15：00（受付 14：0０）
◇参加費  2,500円(税込)
◇所要時間  60分

組子体験  指勘建具工芸
日本の伝統技術「組子」でコースター、鍋敷を作ろう！
12日 10：00～16：00（受付 14:30） / 13日 10：00～15：00（受付 13:30） 
◇参加費  組子コースター2枚組  4,000円(税込)  鍋敷 3,000円(税込)

糸枠のワークショップ　清原織物
お好みの絹糸を糸枠に巻いていただきます。
糸枠はフラワースタンドや風鈴と合わせてご使用いただけます。
12日 10：00～16：00（受付 15：30） / 13日 10：00～15：00（受付 14：3０）
◇参加費  3,500円（税込）　定員４名
◇所要時間  45分

マグネットバーのワークショップ　清原織物
お好きな絹糸を小さな管に巻いていただきます。
木製のシャトルをサンドペーパーで磨き、蜜蝋で仕上げていただきます。
12日 10：00～16：00（受付 15：30） / 13日 10：00～15：00（受付 14：3０）
◇参加費  2,500円（税込）　定員４名
◇所要時間  45分

被災地域などで使用され、廃棄予定だったブルーシートを利用して、缶バッジを作り
ます。作った缶バッジにはシールやペンでオリジナルなデコレーションを入れられる
ので、お子さまにも楽しんでいただけます。
12日 10：00～15：30 / 13日 10：00～14：30
◇参加費  300円（税込）

ブルーシード缶バッジ  Bridge Kumamoto

自分たちが捨てたごみを見て美しいと感じる。そんなアイロニックな万華鏡「REF®」
を作ります。簡単な構造なので、お子さまでも組み立てが可能で、中身の入れ替えも
簡単にできます。
12日 10：00～15：30 / 13日 10：00～14：30
◇参加費  1,100円（税込）

ゴミを見る万華鏡「REF®」 Bridge Kumamoto

世界で一本のＭｙ房州うちわを作ろう！　うやま工房
好きな絵柄を選んで、「貼り、裁断、ヘリ」の３工程を制作して頂きます。
Bocchiのピーナッツ渋皮で草木染めした布も、お選びいただけます！
12日 10：00～16：00（受付 15:00） / 13日 10：00～15：00（受付 14:00） 
◇参加費  3,000円（税込）～
◇所要時間  40分

アウトドア用品 包丁 おろし金

ピーナッツ製品 地酒 ガラス製品

房州うちわ てぬぐい 名刺入れ、ふくさ、命名指輪など

陶器（萬古焼） 組子のコースターなど 鉢（萬古焼）

木製家具 アパレル 工芸・雑貨

竹の箸 ブルーシードバッグなど チョコレート

ヒノキの一枚板でつくるフォールディングテーブル　BROOK
三重県産のひのきの１枚板と国産「松野屋」の折り畳み脚を使った
本気のワークショップです。
12日 10：00～、12：00～ 、14：00～ / 13日 10：00～、12：00～
◇参加費  11,000円（税込）　定員各回2名
◇所要時間  120分

マイグラスを作ろう！　Sghr スガハラ
文字や絵をガラスに彫るハンドグラヴィールで世界に一つだけのグラスを作り、
大切な思い出にしてみませんか？
12日・13日開催 11：00～/13:00～
◇参加費  2,000円（税込）
◇所要時間　30分～1時間

注染実演　にじゆら
注染の実演を行います。参加費は無料で1日４回開催。その場で染めたて手ぬぐいを
無料でプレゼンさせてもらいます。
12日・13日開催 11：00～/13:00～/14：30～/16:00～ 
◇参加費  無料　定員各回10名

バードフィーダーにもなる、ピーナッツリースを作ろう！ Bocchi
好きなリボンを選んでピーナッツの穴あけ工程から制作して頂きます。
Bocchiのピーナッツ渋皮で草木染めしたリボンも、お選びいただけます！
12日 10：00～16：00（受付 15：30） / 13日 10：00～15：00（受付 14：3０）
◇参加費　700円（税込）
◇所要時間　30分

カカオロースト体験　kiitos
ガスコンロにてチョコレートになる前のカカオ豆をハンド焙煎を体験していただき
ます(お土産付き)。
12日 10：00～16：00（受付 15：30） / 13日 10：00～15：00（受付 14：3０）
◇参加費 1,000円(税込)　定員各回2名
◇所要時間  40分

イベント限定　千葉県産地酒×おとも×伝統工芸の食器 「 伝売市プレート  」　3種 各600円


