
  

  

 

布・木工・革雑貨・小物・陶器・せっけん・キャンドル
あみぐるみ・カゴクラフト・消しゴムはんこ・木彫り

羊毛クラフト・洋服・アクセサリーなどなど
いろんなジャンルの作品が並びます。

ワークショップもたくさんありますよ！詳しくはブログをチェック！

奈良県北葛城郡広陵町大野３５９－３
シン木工舎･雑貨屋TONTON ･ cafeＯＭＯ屋敷地内

　◆…ワークショップありのブース　
★cafe ＯＭＯ屋のランチ BOX 登場 ( 数量限定 )
　

　チェック！
オモカジブログ

一部区間、一方通行あり！
※駐車場は大変混雑します。

お車でお越しの場合は出来るだけ
乗り合わせてお越し下さい。

箸尾駅から約１キロ (徒歩10 分 )

Workshop
Handmade
Creators
market

OMO 舵マーケット４th
　１１月１２日（土） OPEN 10:00‐16:00

箸尾

交差点 大野

ローソン ろあん

ココ→

法隆寺 IC

一方通行 近鉄田原本線

お問い合わせ： OMO 舵マーケット
info_omokazi@yahoo.co.jp
http://omokazi.blog130.fc2.com/
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◆ シン木工舎　◇香豆舎　
◆BeFiveTen RoseHaru
◆miyu&mikkin ◇Oia ◇cran
◇Petit Mayu◆ めい工房
◇Chie ～ cule* ＆ Poko*
◇chryse ＆ hoshito..kaze*
◆ せっけんの詩 *◆macaron
◇Chanter fab* ＆ Ibuki ◇Hina*36
◇H and Y ◇Alivio ◇maruco*candle
◇fa'cachette* ◇handmade make
◆ 森の時間＆ Kio◇ 陶芸工房･道
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