
陶器・布・木工・ガラス等、それぞれの輝きを放つ39組のアーティスト(作家)。
木漏れ日の差す森の中で、アーティストとのコミュニケーションを楽しみながら「私のお気に入り」を見つけられる、２日間の野外クラフト市です。
会場にはランチも楽しめる魅力的なFoodブースも多数出店！ぜひご来場くださいませ。

http://morifes.org/

会場～第２駐車場間を往復する

無料シャトルバス運行！
第２駐車場
ジュンクラシックCC
当会場から車で約５分の所にある「ジュンクラシックＣＣ」に無料で使える大きな第２駐車場をご用意致します。

当日は、会場～第２駐車場間を往復する無料シャトルバスが随時運行いたしますので是非ご活用くださいませ。

ジュンクラシックＣＣ： 栃木県那須郡那珂川町片平914　当会場(サンタヒルズ)より車で約5分（約3km）

【駐車場収容可能台数】
サンタヒルズ：150台 / ジュンクラシックCC：1000台

8

入場無料 (駐車料金無料  ※路上駐車厳禁！！)

(無料)

(駐車料金は会場内・第２ともに無料！)

2018

5 26/ 27・
26日 10:00～17:00　　27日 10:00～16:00

/morifes

Instagram
@mori_no_artfesta

《公共交通機関を利用される方へ》

当会場から最寄りの「後沢」バス停付近からも、

無料シャトルバスにご乗車いただけます。

ぜひご利用ください。



栗原窯
アトリエ憂
Ichico （26日のみ）
Feerique Fleur （27日のみ）
Coma hand of nature （27日のみ）
T-Potcompany （27日のみ）
ヒロクラフト
Star Drops
アトリエＦＵＪＩ
Alti duyu.
SURAJA
jua ardhi
KDkid's
紙切り工房「猫また峠」
naturi jewels
片尾窯
Sense of wonder ハンドメイド帽子
彩光社
LCRAFT
山口 起久恵
ant
maharo
Ran
PSYCHE （26日のみ）
ilta pants （27日のみ）
Ｔａｏｎ
CRAFT BORO×BORO

第８回　森のアートフェスタin サンタヒルズ

ふんわり卵のオムライス デミグラスVer.
ふんわり卵のクリームオムライス
モッツァレラと完熟トマトのパスタ
ごろっと野菜のラザニア
十穀米とひじきの豆乳リゾット
手づくりケーキ（３種）
ドリンク各種

900 yen
800 yen
800 yen
900 yen
800 yen
400 yen
200 yen

当店では、アートフェスタ期間中、テイクア
ウト専用の特別メニューをご用意してお待
ちしております。ギャラリーのみへのご来店
も可能です。ぜひお立ち寄りくださいませ。

MENU

≪通常営業のご案内≫
営業時間　１１:３０～１７:００
定休日　毎週水・木

陶器
アクセサリー(純銀・ガラス・山葡萄やクルミの樹皮・プラバン等)
編物、染物、布小物
ドライフラワー
手編みの帽子
植物、雑貨、レジンアクセサリー、布小物、マクラメジュエリー

木工
アクセサリー
ガラス
フェザー・ファブリックアクセサリー
メヘンディ(ヘナタトゥー)、雑貨等の手描きペイント
衣料・雑貨(ろうけつ染め)
異素材を組み合せたアクセサリー、パンと焼き菓子
切り絵・樹脂アクセサリー・紙小物
シルバー・天然石アクセサリー
陶器
布小物
ガラス製品、手芸品、木工漆製品
貝殻を主体とした天然素材
ガラス食器(宙吹技法)
布小物
革製品
アクセサリー
手編みバッグ・小物
洋服(パンツ)
帽子
陶器

各
各

santa-zakka market
Very Merry

４階層のフロアに、キッチン雑貨・ガーデンツールなど、
生活をオシャレに彩る雑貨や、とってもかわいいクリス
マス雑貨がたくさん！当日はセール品をご用意してお待
ちしておりますので、ぜひお立ち寄りください。

【営業時間】１０:００～１７:００　無休

Color of Japan.
初夏の森に咲く日本の色―竹と藍の手しごと展―

展示期間 4/27(金)～5/27(日)
【伍竹庵　ごちくあん】
工房のある茂木町の竹を用いて青竹のザルやカゴなどを制作
する作家。現代の暮らしに合った、シンプルで美しいデザイン
の作品を約100点展示販売。

【本藍染 aoi】
すくもと灰汁で建てた本藍染にこだわった藍染作家。「藍のあ
る生活を」をコンセプトに作品を制作。衣服や身に付ける物な
ど約50点展示販売。

ギャラリースペースでは、月替わりで様々な作家の展示会を開
催しております。ぜひご覧下さい。

《ギャラリー営業時間》10:00～17:00（5/27は16：00まで）

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 

紙技
国産間伐除伐材を活用した暮らしに寄り添う木工品
キッズ帽子・服、リメイク、衣料、アクセサリー等
陶器
カリンバと小枝の鉛筆の実演販売
電子部品・麻紐・木の実等のアクセサリー
草木染麻ひもバッグ・小物・ネイチャークラフト
アート
木工雑貨・木工照明器具
切り絵
草木染めリネン糸・ショール・真鍮アクセサリー
金工アクセサリー
木工品、手芸品等
衣服・草木染め・服飾雑貨・陶器

開催会場内　ショップのご紹介

A
A
B
C
D
E
F
G
H

ピザ
ナポリピッツァ・ドリンク
ビーフステーキ・ローストビーフ
象の耳(揚げ焼きパン)・ドリンク
珈琲、ハーブティー
焼き菓子
味噌，味噌漬，米糀，塩糀，しょう油糀，三升漬
スペシャルティコーヒー、自家製シロップドリンク
ロティサリーチキン
オムライス・パスタ・ラザニア・ドリンク・ケーキ等

pizzeria dellfeeno （26日のみ）
イタリア料理  トト （27日のみ）
ふわふわSamSam
zou-cafe
那須珈琲Cafe　La　Detente
焼き菓子屋ラ・フイユ （27日のみ）
糀や
knock coffee
クリスマスサンタ 
Cafe+Gallery Komorebi

1.
2.
3.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
24.
25.
26.

カフェ

ギャラリー開催

Komorebi

吟遊紙人
クラフト木楽屋
ポレポレ （27日のみ）
うつわ陶房
関野直美
碧
麻ひも草木染　Shirley’ｓ　pot
Ni Ni chalk art
あかげら工房
工房天竜
Dou de Ville
Un Chat Noir
ふじ工房
Komorebi Colors

作家ブースでお買いものをしてスタン
プを３つ集めると、出店作家の皆様か
らご提供いただいたノベルティ（記念
品）がもらえるスタンプラリーを開催致
します！
※Foodブース・開催本部内ショップは対象外
　となります。

布に抽象画を描いてみよう！
みんなの描いた布を集めて長いフラッグを作るよ！
お子様から大人まで随時参加OK♪（なくなり次第受付終了）
描いた布の半分(ハンカチサイズ)をお持ち帰りいただけます。

26日(土)

石の蔵 土谷マスオバンド

11:00～ / 12:00～ / 13:00～

eastern bloom

27日(日)26日(土)
12:00～ / 14:00～

EVENT　INFORMATION

開催本部及び周辺にて、ドールハウス等
の造型作家「EDDI」氏とカリスマ美容師
の顔も併せ持つ陶芸作家「ん太郎」氏の
アート作品を展示致します。

出店者 （ 　マークはワークショップ開催ブース  ／　  マークは作品＋フード販売ブース　／ 　 マークは会場内ショップ）

Foodブース出店者

スタンプラリー アート作品展示

Musicライブ 開催本部隣カフェテラスにて

アートイベント

27日(日)

「フラッグにアートしよう！」
開催時間　11:30～14:00（随時受付） 

抽象画家

小林 大輔 氏

参加費　500円(税込) / 枚

イラストレーター

もとき みちこ 氏
「まほうのしずく」を作って
森のようせいをめざめさせよう！
開催時間　11:00～14:30（随時受付） 
参加費　1,000円(税込) / 個

しずく型のオーナメントに絵を描いて「まほうのしずく」を作ろう！
お子様から大人まで参加OK♪（なくなり次第受付終了）
出来上がった作品は、展示した後(15時頃)にお持ち帰りいただけます。

イベントブースにて

アーティストと一緒につくろう！！

※開催当日は両作家とも在廊

《当日の営業時間》 10:00～17:00（27日は10:00～16:00）


