
12/25Sun

Tezukuri Marche Presents ChristmasSpecial Days

12/24Sat

Tezukuri Marche Presents Christmas Special 3Days 日目3

●音速ライン ●Style of Hula Ku’i

●羽舞

●谷本賢一郎
NHK  Eテレ『フックブックロー』けっさくくん役としてレギュラー出演。
親から子への願いを込めた曲『なまえ』を代表に、各地で皆が笑顔に
なれるコンサートを展開している。

●エスパル福島  5階ネクストホール

●お問合せ● 手づくりマルシェ実行委員会
MAIL  :  f.tezukuri@gmail.com
☎ 090-6456-0800

音楽アーティスト達の X’mas コンサートです。

出演者紹介

開場 13:00　開演 13:30

X’masコンサート

■チケット…前売り/1,500円　当日/2,000円

　　　　 他 5組ほどの豪華アーティストが

集まって「X’mas コンサート」を開催します！

∞Z
ゼロゼロゼット

●∞Z

≪チケット取扱所≫ ◆中合プレイガイド  （代）024-521-5151　◆日野屋楽器店   024-523-0191
◆Live Space C-moon / アイヴィー楽器店   024-521-8069
◆アイヴィーミュージックスクール郡山校   024-953-8550
◆Go Go Round This World ! Books & Cafe   （郡山市清水台 1-6-9   八幡プラザ 1号館 1階）

●たびくまくん●UCクリスタルローズ

●チームキビタン

●福島大学アカペラサークル「rainbow pumpkin」

●はっぴーばるーん

●FLEUVE ●元宝塚歌劇団 星組「真灯かなた」

手づくりマルシェブログ : http://ameblo.jp/tezukuri960/

●関口朋子

●岳陽中学校吹奏楽部

●天竺一



【主催】手づくりマルシェ実行委員会 / 一般社団法人手づくりマルシェ
【共催】エスパル福島　【協賛】東邦銀行 / 株式会社アポロガス / チームふくしまプライド
【協力】ファッショナブルふくしま /  福島駅前元気プロジェクト委員会 / 株式会社中合 / 株式会社 JMC / Live Space C-moon / 日野屋楽器店
　　　  福島ひまわり里親プロジェクト / May Me / Sa-Rah
【後援】福島市 / 福島市教育委員会 / 一般社団法人福島市観光コンベンション協会 / 福島民報社 / 福島民友新聞社 / 福島テレビ / 福島中央テレビ / 
               福島放送 / テレビユー福島 / ラジオ福島 / ふくしま FM / FM ポコ / シティー情報ふくしま / 福島リビング新聞社

12/23 Fri
祝

Tezukuri Marche Presents Christmas Special 3Days 日目1
10:30～16:00

入場無料

●エスパル福島  5階ネクストホール

hristmasSpecial DaysC

手づくりマルシェ
×

ファッショナブルふくしま
福島特産品（川俣シルクや会津木綿など）と、手づくり作家さんとで開発した新商品の紹介。

手づくり作家さんたちが集結。自慢の手づくり品を展示販売！

この事業は、福島県地域創生総合支援事業（サポート事業）の
補助金を受けて実施しています。

同時開催
ふるさとふれあいまつり

2016

Tezukuri Marche Presents

手づくりマルシェ×ファッショナブルふくしま

谷本賢一郎 タニケン 夢の X’mas コンサート

X’ mas コンサート

/2312 [fri]

/2412 [sat]

/2512 [sun]

新しい見せ方を提案している今注目の若手 FARMERS が登壇。福島の農産物などを紹介。

♥1
♥2
有名人気ブランド「May Me」伊藤みちよさん、「Sa-Rah」帽子 千秋さんのお二人より、
福島の手づくりアーティストへのメッセージ上映。♥3

♥5
♥4 福島大学アカペラサークル「rainbow pumpkin」によるミニコンサート！



12/23 Fri
祝

Tezukuri Marche PresentsChristmasSpecial Days

◆帆布＆革バッグ フクシマ　（帆布・革を用いたバッグ等・革小物等）

◆Moka Dolce　<モカドルチェ>　（ハンドメイドスイーツデコとレジンアクセサリー）

◆Northland Rabbit 北国うさぎ　（かわいい絵を描いた木製カトラリー品等）

◆+Happeach+　（スイーツデコ・パワーストーンアクセサリー等）

◆碧乃×Chika　（碧乃＝波動グッズ　Chika＝エネルギーシールで簡単リフトアップ）

◆handle with care & L’ami de Flore　（布バッグ・布小物・粘土＆スワロフスキーアクセサリー）

◆ふたごのおまじない　（スイーツデコ・ラインストーンデコ）

◆あとりえマギカ　（レジンアクセサリー）

◆畳ヘリバックkuu　（畳の縁で作ったバッグ・ポーチ・通帳ケース等）

◆Love♡ARROW　（手づくりアクセサリー）
◆アトリエRENON　（UVレジン雑貨・アクセサリー、オーダーメイド迷子札）
◆kaben　（花雑貨・陶芸雑貨）
◆Little Artist　（布小物・ビーズ小物・和小物・パッチワーク等）
◆かやっし～部　（ぬいぐるみ・ポーチ・バッグ）
◆手芸の極み乙女。　（スノードームアクセサリー・お花のプラバンアクセサリー等）
◆Berin　（天然石と金属の手づくりアクセサリー）
◆nature　（ポストカード・ピアス・イヤリング等アクセサリー）
◆しょこら　（エコクラフト・布小物・ビーズアクセサリー等）
◆雑貨屋Berry　（布小物・木工雑貨・革小物・トールペイント等）
◆ねこずきん　（スイーツデコ雑貨・フェルト小物・布小物等）
◆なごみ屋　（フェルト小物）
◆tesoro　（レジン小物・ねんど雑貨）
◆だま　（スクラップブッキング、クイリング等のペーパークラフト）
◆kinopon　（ヘンプアクセサリー・革時計・多肉寄せ植え）
◆SIMBA　（布小物・レジン小物）
◆ルポーゼ　（パワーストーンを使ったアクセサリー・編み小物等）
◆Riel-Rio　（ペーパークラフト・レジン・ビーズアクセサリー）
◆天然石アクセサリーショップ  風花　（天然石アクセサリー）
◆刺し勇<さしゆう>　（庄内刺し子）
◆ViviMono-clay art-　（樹脂粘土製のフェイクフード雑貨）
◆orange  leo　（パール・ガラスドームアクセサリー・布小物等）
◆ユーカリ工房　（アーティフィシャルフラワーアクセサリー・コットンパールアクセサリー）
◆Ruru by C-style　（ハンドメイドアクセサリー）
◆Fumfume　（ビーズアクセサリー・布小物）
◆ゴドーリア　（ワイヤークラフト・アクセサリー）
◆サトー工房　（名前キーホルダー・クリスマスグッズ）
◆古布工房   花松里　（古布から創り出す洋服や小物）
◆m.f.o＊<マイフェイバリットワン>（樹脂アクセサリー・サンキャッチャー等）
◆和裁屋　（手づくりバッグ）
◆Grande tile　（ハンドメイドシルバーアクセサリー）
◆momokoro　（タティングレースを使ったアクセサリー・布小物）

手づくりマルシェ（手づくり品展示販売）出店ブース紹介



12/24Sat
Tezukuri Marche Presents Christmas Special 3Days 日目2

●エスパル福島  5階ネクストホール

■チケット各回…前売り/2,000円（小人1,000円）　当日/2,500円（小人1,250円）

開場10:00　開演10:30

第1部 「クリスマス子供合唱団」（谷本賢一郎さんと一緒に歌おう！）

「福島大学アカペラサークルrainbow pumpkin」

<第1部終了>

「谷本賢一郎コンサート」（お子様も楽しめます！）

開場13:30　開演14:00

第2部

<第2部終了>

開場17:00　開演17:30

第3部

<第3部終了>

※19：40までCDの販売を致します。

＊小人（小学生以下）　＊2歳以下は入場無料　＊チケット取扱所は裏面「出演者紹介」の下に記載してあります。

お子様も楽しめます！

お子様も楽しめます！

大人が楽しめます。

谷本賢一郎  　      夢のX’masコンサートタニケン

（ダンス）

●UCクリスタルローズ（一輪車）●元宝塚歌劇団 星組「真灯かなた」ショー

●チームキビタン（たびくまくんなどゆるキャラ登場！）

2

お楽しみ
タイム

キャンドル作り 無料（ワークショップ） アポロガス

「クリスマス子供合唱団」

「谷本賢一郎コンサート」

「岳陽中学校吹奏楽部の皆さん」

「FL E U V E」

「谷本賢一郎コンサート」

「音速ラインコンサート」

元宝塚歌劇団 星組「真灯かなた」

「出演者全員でクリスマスソングを！」

「福島大学アカペラサークルrainbow pumpkin」

「みんなで大合唱＆ダンス」

●Style of Hula Ku’i（フラダンス）　●UCクリスタルローズ（一輪車）

●チームキビタン（たびくまくんなどゆるキャラ登場！）

1

お楽しみ
タイム

キャンドル作り 無料（ワークショップ） アポロガス

「チームキビタン登場！」

「みんなで大合唱」

◆大道芸「羽舞」のパフォーマンス！（10:00～）

◆大道芸「羽舞」のパフォーマンス！（13:30～）

◆大道芸「羽舞」のパフォーマンス！（17:00～）


