
美術館
展覧会
情　報

休館日 /月曜・12/26～1/1
開館時間 / 9:00～17:00（入館は 16:30 まで）

https://www.art-museum.pref.yamanashi.jp/

Special Event

クリスマス
ワークショップ

松ぼっくりを使って可愛らしい
ツリーの置物を作ろう！

プレゼント釣り
プレゼントの池の中からおたのしみ
プレゼントを釣り上げよう！

参加無料 定員：各日50名様
・マルシェ本部テントにて開催
・美術館・文学館の展示室で配布のオーナメント
　3個を受け取って体験しよう！

松田百合子
《注器、デミタス碗皿》1992 年
磁器　国際交流基金蔵
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誠心堂 三河屋珠数店（11/30）

Merry Chalkart*（11/30）

麦わら工房ナチュラルハート（11/30）

K♥Frabarium（11/30）

LuLuN KiSEKI ARTSAN（12/1）

みのった（12/1）

カリンコ（12/1）

BUMPY（12/1）

Flower_art.eri（12/1）

キジネイロ

おもてなし薬膳 せっちゃんごはん

grain de sel

Teeth

麩の岡田屋

果菜梨屋

ごりらのパン屋さん

e-cake

山中湖グータン

白州・山の水農場

清泉寮

CHABO BATAKE（11/30）

Lil Muffin（11/30）

Pouffer（11/30）

焼き菓子TRICKLE［トリクル］（11/30）

DECO Cookies（11/30）

わっぱファーム（11/30）

八ヶ岳シフォン工房　月のひるね（11/30）

ぱん工房 faire & 律果園（11/30）

Cafe cotogoto（11/30）

カトレヤフィールド（12/1）

one dish accent（12/1）

Miyako ベリーファーム（12/1）

フェリチタドレッシング（12/1）

LU C I A N N A（12/1）

keyaki market（12/1）

ＥＮｃａｆｅ（12/1）

MeL BakeShop（12/1）

やさいのおすしや（12/1）

月ノ歩キカタ

FUJI ドネルケバブ

ROCKiN' PiZZA

マルシェ・オ・ヴァン

Carpe diem

スタンダードピザ

THE BLUE TRUCK

Fluunt KOFU( フルウント甲府 )

wood shed

AKITO COFFEE

モリタファーム（11/30）

ビーガンマサラ食堂べじ屋（11/30）

食卓 Labo 88 （11/30）

バンビクレープ（11/30）

昼のふくろう（12/1）

Chez uma ［シェ ウマ］（12/1）

八ヶ岳南麓のスープ屋 プチデジュ（12/1）

CAFE TRETAR（12/1）

Vitamin House（12/1）

レインボーワゴン（12/1）

アクセサリー、洋服、バッグ

和柄を中心にしたがまぐち・バック

あみぐるみ、ヘアゴム、ヘアピン 他

ハンドメイドのベビー&子ども服、小物

がま口製品

苔玉、小盆栽、テラリュウム

麻バッグ、レジンアクセサリー

タティングレースアクセサリー

樹脂粘土・レジン製のフェイクスイーツ 他

ハンドメイドアクセサリー、編み小物

水引アクセサリー、ヘアアクセサリー

ビーズ、天然石などのアクセサリー、マクラメ雑貨

オリジナルキャラクターグッズ

ギフト向け布小物、バレエ雑貨、食器  他

バッグ・アクセサリー、身延竹炭使用フラワーアレンジ

染め花コサージュ、雑貨

ヒノキの食器、ドライフラワーアレンジメント

刺し子や刺繍を使った布小物、アクセサリー 他

リネン素材のバッグや小物 他

レジンアクセサリー雑貨、天然石アクセサリー

ハデハデガチャガチャな布小物　他

動物のあみぐるみ、あみぐるみ雑貨 他

ハンドメイド布財布、ワイヤービジューバック 他

手づくり布小物、ポーチやバッグ、髪ゴム 他

刺繍ブローチ

スワッグ、リース、アクセサリー他

ハンドメイドベビーグッズ・布小物

ベビーグッズ、ママグッズ、子供服

ピアス、イヤリング、キッズイヤリング 他

ハンドメイドキャンドルとお花

南部の木を使った木工小物「筆ねこジョン」グッズ 他

ピアス、イヤリング

ハンドメイドアクセサリー　他

手編み雑貨、ハンドウォーマー、ネックウォーマー他

手縫いで仕上げる革の品々 他

編み物のハンドメイドバック、ドリンクホルダー 他

ビーズと刺繍のアクセサリー

オリジナルイラストのハンドメイド作品

ムートンスリッパ、室内履き、ぬいぐるみ 他

リバティの布小物、ベビー＆ママグッズ 他

刺し子アクセサリー 革小物

ピアス、イヤリング、ブレスレット、ネックレス 

アクセサリー、編み物小物、バッグ 他

つまみ細工の髪飾り、アクセサリー 他

ピアス、イヤリング、ヘアゴム 他

ハンドメイド布小物、アクセサリー 他

baby＆kids 用布小物・多肉植物&エアプランツ

ピアス、イヤリング、ポニーフック 他

箒とチリトリ

帽子、バッグ、服飾雑貨 他

消しゴムはんこ、多肉缶、ポストカード、ガーランド

ポーチなど布小物、こども服、服飾雑貨

編み物、布小物  他 .

ボロシリケイトガラスを使ったアクセサリー

真鍮・鉱物アクセサリー

ベビー用品、ベビー・キッズ服　他

サンキャッチャー＆きらぷるピアス、生活雑貨

各種バルーン、バルーンアレンジ

手芸用品、ボタン、アンティーク調シザー　他

フランス直輸入のエコバッグ、クリスマス雑貨 他

衣料品

ヴィンテージ&アンティークジュエリー

かご、アクセサリー、洋服、木製品

革小物、韓国こども服

バラ苗、草花、観葉植物、ドライフラワー、園芸雑貨

ナチュラル系セレクトユーズド服

ベレー帽、JEMORGAN

木工雑貨、ドライフラワーアレンジ雑貨、雑貨小物 他

セレクト雑貨、畳縁グッズ

オーガニックインド綿を使用した、和柄のコート

アウトレットアクセサリー

ミリタリー衣料、雑貨、アウトドア用品

つまみ細工のストラップ&髪留めWS

ボタニカルキャンドルWS

キャンドルWS

ジャンボフラワーWS

デニム雑貨や布小物、アクセサリーWS

シルバー・ゴールドフィルドの華奢リングWS

ミニリース or ミニしめ縄WS

腕輪珠数（パワーストーンブレスレット）WS

チョークアートWS

ヒンメリWS

ハーバリウム・ボールペン・カレイドフレームWS

ジュエリーコースターWS

ハーバリウム、フラワーフレームWS

ビーズ刺繍アクセサリー&ビーズタッセルチャームWS

レザーキーホルダー作りWS

クリスタルアートリウムWS

ジャム、コンポート、多肉植物

薬膳ランチボックス 他

手づくりコンソメ、クレイジーソルト 他

焼菓子、ジャム

麩の菓子・焼麩・生麩・生麩まんじゅう

山梨県産果実のジャム＆ドライフルーツ、焼菓子

白神こだま酵母のパン

タルト・キッシュ・焼菓子

焼菓子

各種きのこ

パン、雑貨

アイシングクッキー、焼菓子

季節のフルーツマフィン

フランスの伝統菓子カヌレ

レモンケーキ　他

アイシングクッキー

農薬・化学肥料不使用の有機栽培野菜　他

八ヶ岳シフォンケーキ

自家製酵母ぱん、焼菓子、ジャム、コンポート

ロコモコ丼、スコーンサンド、焼菓子 他

保存料・着色料不使用のドライフルーツとナッツ

ハーブと野菜を練りこんだ生パスタ　他

ラズベリージャム、ラズベリーハーブティー、 他

フェリチタドレッシング、フルーツハーブティー 他

アイシングクッキー、メレンゲクッキー 他

プレザーブ・ジャム・コンポート・フルーツチーズ 他

酵素玄米のマクロビランチボックス 他

天然色素のアイシングクッキー、アメリカンスイーツ

精進懐石寿司弁当 他

キューバサンド

ケバブ

石窯ピッツァ

特製カレー（予定）

焼き立てクレープ、ドリンク

フライドピザ、ポタージュスープ

ジビエサンド（鹿肉）、里芋コロッケ あげパン 他

ベジバーガーなど

特製スープ（予定）

コーヒー、焼菓子

スムージー、ホットスムージー

インドカレープレート、ビーガンスイーツ

ボルシチ、ビーツのコールドプレスジュース 他

クレープ、ドリンク、ポテト

コーヒー・アップルパイ・ピーチパイ・山栗のパイ

クレープ、ドリンク、ポテト

人参のポタージュ、ねぎのポタージュ 他

自家焙煎コーヒー、サンドイッチ

アサイーボウル、kombucha 他

マラサダ 他

HANDMADE

SELECT SHOP

WORK SHOP

GROCERY

GOURMET

SHOP LIST


