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48 開陽窯 藤田　直平 中標津町

1 snowball 工房 浅川　望 札幌市手稲区 49 アトリエ和か 杉田和嘉子 札幌市中央区
2 ゆみの器 田村　由美子 札幌市清田区 50 奏工房 滝野沢泰子 旭川市
3 いなほ硝子工房 稲沢　越子 北見市 51 陶工房　ゆらぎ 小滝　俊行 恵庭市
4 隆香窯 上田　隆之 小樽市 52 創生窯 岡田　浩明 旭川市
5 摩周 北創窯 林　保男 弟子屈町 53 めまんべつ　美風窯 丹治　美子 大空町
6 樹里工房 佐藤樹一郎 釧路市 54 陶花舒 藤井由記子 札幌市豊平区
7 グラス・トリップ　 吉川　　満　 岩見沢市 55 寿限無・寿限無 いまじん窯 山下　　昇 滝川市
8 nicori 余湖絵里子 札幌市南区 56 陶工房Pino 玉川　玲子 江別市
9 野村　亜土 野村　亜土 足寄町 57 澤山　久美子 澤山久美子 札幌市厚別区

10 やきものや　いちい工房 立野　隆 北見市 58 NEKO3 高橋　　悟 旭川市
11 極楽とんぼ 長畑ふみ子 江別市 59 札幌山治　陶芸部 山の内治郎 札幌市豊平区
12 葡萄窯 和田　京子 札幌市豊平区 60 NUIT 原田　聡美 札幌市厚別区
13 沼野秀章 沼野　秀章 札幌市北区 61 厚沢部 ソロソロ窯 臼田　季布 厚沢部町
14 陶工房　さとう 佐藤千恵子 札幌市北区 63・64 自遊庵 松田　務 岩見沢市
15 attic 佐藤　清美 札幌市東区 62 陶工房　夢民 千葉由美子 札幌市西区
16 MINAMI 堀　香野美 札幌市北区 65 アトリエ“レイ” 高田　礼子 札幌市中央区
17 陶工房　遊 富樫　和子 清水町 66 札幌焼　盤渓窯 阿妻　一直 札幌市中央区
18 宙工房 川口　英高 札幌市南区 67 喜楽窯 香西　毅 白老町
19 敏遊工房 白戸　敏子 滝川市 68 加藤　祥孝 加藤　祥孝 札幌市白石区
20 摩周多夢窯 平出　隆子 弟子屈町 69 工房　祥吉 山田　祥子 札幌市南区
21 金属工房 nico craft 岩本　裕規 札幌市南区 70 さくら窯　 松下　真弓 札幌市豊平区
22 民芸陶房　のっぽろ 山下　洋子 江別市 71 登稔窯 速水　登稔 旭川市
23 こっそり工房 及川　珠美 札幌市白石区 72 UTUWA屋～陶MAS～ 白井万壽子 美唄市
24 馬追焼 高橋 勝幸 由仁町 73 MIZUTAMA 両澤　晶子 旭川市
25 あやめ窯　 前　真記子 岩見沢市 74 鈴懸陶房 佐藤　フサ子 滝川市
26 歩陶房(po-to-bo） 島田　知子 札幌市豊平区 75 希心窯 金子　道雄 札幌市東区
27 惠月 小泉　満惠 札幌市中央区 76 陶芸工場 Cap 柴田 睦子 札幌市東区
28 ポーセラーツ工房　桂子 坪田 桂子 札幌市東区 77 暢章窯 森橋　章子 旭川市
29 白龍窯・憩庵 出口　和秀 木古内町 78 穂高陶房 穂高　隆児 札幌市豊平区
30 Potta 藤木 雅子 旭川市 79 幾何雑器の器、スガワラの器 吉岡　格史 札幌市清田区

31・32 ＮＡＭ工房　元器派 恵波ひでお 洞爺湖町 80 こばやし　まみ 小林　真美 札幌市手稲区
33 工房「亜土虫」 後藤　雅樹 札幌市厚別区 81 水明窯　尾形修一 尾形　修一 札幌市南区
34 うらら工房 木村　レイコ 北広島市 82 千古窯 福盛田眞智子 江別市
35 築地祥郎 築地　祥郎 札幌市中央区 83 吉兆窯 坂田眞理子 札幌市南区
36 ＹＡＹＡ工房 八谷　弘美 札幌市北区 84 旭公窯 三橋　エリ 札幌市中央区
37 ｔａｒｏ－ｃｏｂｏ 竹之内　太郎 札幌市東区 85 Ｇｌａｓｓ　ぶどうの実　 藤沼　千秋 札幌市豊平区
38 近藤　九心 近藤　九心 札幌市手稲区 86 がらすやOQU 小国　香織 置戸町
39 ㈱こぶ志陶苑　こぶ志窯 山岡　千秋　 岩見沢市 87 風富窯 森　　敏仁　 江別市
40 一洋窯 中畑　洋 札幌市豊平区 88 アトリエ幸 松田　幸佳 札幌市厚別区
41 美藍窯 糸田　美江 札幌市北区 89 染付の器山鼻 錦織　　宏　 札幌市中央区
42 陶工房むら川 村川　哲子 札幌市中央区 90 きくち　好惠 きくち好惠 岩見沢市
43 すみれ窯 岩田　裕子 札幌市豊平区 91 あきこ陶房 富樫　晶子 中標津町
44 くるみ屋 木幡　恵美子 札幌市中央区 92 グラス・スタジオお茶の水 天野　澄子 岩見沢市
45 喜朋窯 松本喜美子 旭川市 93 陶希　濱田　啓塑 濱田　啓塑 森町
46 工房みやび 堀込　恵子 士別市 94 藍山窯 葛西　義信 岩見沢市
47 RED BEAM 宮口恵理子 札幌市東区 95・96 髙階新平 髙階　新平 余市町
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97 澤 丈間 澤 丈間 恵庭市 144 陶房小春 小野　春恵 下川町
98 なな窯土裕陶房 新林　裕子 江別市 145 文京台　森のどんぐり工房 瀧谷　芳子 江別市
99 キムラヤ 木村　泰明 小樽市 146 あとりえ　倫土 菊地　孝久 札幌市西区

100 陶工房　風音 竹内　純子 札幌市西区 147 北海道芸術デザイン専門学校 桂　　充子 札幌市北区
101 六平太窯 本間　広朗 白老町 149 カメカメ工房 井上美恵子 札幌市南区
102 ガラス工房　田沼 田沼　英里 小樽市 150 あっこの器・うちのロク 飛島　明子 札幌市南区
103 陶房天藍 小松　美智子 札幌市南区 151 憬楓窯 阿部 祐二 札幌市東区
104 嬉春花 中野美香子 北広島市 152 nicu 中山　由希 札幌市東区
105 ポッテポッタ 中村　瑞絵 札幌市厚別区 153 陶遊 志摩加代子 北広島市
106 遊彩窯 関戸美津子 小樽市 154 いろはのい 松谷　有紀 札幌市南区
107 赤荻はるい 赤荻はるい 札幌市西区 155 アトリエ遥 浜崎　彰市 札幌市清田区
108 山形美千代 山形美千代 札幌市清田区 156 鷹巣則子 鷹巣　則子 札幌市清田区
109 陶工房　桐生　 桐生　明子 札幌市手稲区 157 工房 えむ 三橋美枝子 札幌市白石区
110 陶芸アトリエＨＡＮＡ 平野　英恵 江別市 158 Smile Bowl 安齋　則子 札幌市厚別区
111 工房うさぎ 平井　孝子 豊頃町 159 旭公窯サークル 縄野十四子 札幌市中央区
112 マ鹿工房 小鹿野雅允 札幌市南区 160 礼子ママ 阿部　礼子 札幌市中央区
113 陶工房　白うさぎ　 飯田　順子 札幌市白石区 161 花月 藤村眞由美 札幌市豊平区
114 ニーウン・ペツ　ガラス美術研究所 楠本　祐弘 北広島市 162 江別土器の会 宮野　裕子 石狩市
115 うつわ陶陶斉 伊丹　裕子 札幌市中央区 163 練込　□さ 佐藤　廣仁 札幌市北区
116 日日工房　 かとうひろやす 小樽市 164 まつぼっくりの会 西沢　美由紀 札幌市豊平区
117 逍遥窯 米倉　幸子 札幌市清田区 165 アトリエ ひろ 喜田　弘美 札幌市中央区
118 齊　藤 齊藤　隆 札幌市東区 166 工房 林友 北田友子・宮崎昌紀 札幌市清田区
119 杷窯 柴田　幸子 鷹栖町 167・168 杢 ＆ Muu-Chaa陶房 ＆ おてだま 國島由希子 札幌市中央区
120 みやした　のぞみ みやした　のぞみ 札幌市白石区 169 せっちゃん工房 佐藤勢津子 江別市
121 やきもの屋・ＫＥＩＫＯ・ 鷲見　桂子 旭川市 170 ナナカマド陶 巴　勝明 江別市
122 陶麗窯 吉岡　孝幸 札幌市白石区 171 工房 笑夢 菅原みさ子 北広島市
123 青泥窯 加茂　千秋 旭川市 172 稲彩 伊藤　裕子 札幌市豊平区
124 さち陶工房 谷本　幸子 新得町 173 草工房 河野　恵子 札幌市北区
125 アトリエ　ルートスリー 三澤　諭史 札幌市南区 174 緑豊窯 中尾豊子 江別市
126 ばんけい焼 bankei ねんど小屋 木村美穂子 札幌市中央区 175 工房 喜希 村田喜美子 札幌市豊平区
127 楽遊工房 山本　則子 旭川市 176 工房婦美 尾崎婦美子 札幌市豊平区
128 江別市ガラス工芸館 柿﨑　均 江別市 177 土筆 井上英太郎 札幌市白石区
129 陶林坊 大西　優子 札幌市北区 178 陶工房ゆめみの 大澤　澄子 江別市

179 遊釉 佐藤由美子 江別市
131 珊瑚の森 伊藤裕里香 札幌市白石区 180 花もよう 延川　珠美 札幌市手稲区
132 阿部　綾子 阿部　綾子 札幌市東区 181 陶とくらしのナノテク研究会 高田　忠彦 江別市
133 陶 和 吉田　和恵 江別市 182 つちや 土屋　清 札幌市西区
134 陶房 遊 名島　清栄 小樽市 183 陶房 堅香子 小林　廣江 札幌市中央区
135 SLOW 吉岡麻衣子 江別市 184 ａｒｉ＊ 渡邉　有美 小清水町
136 陶ゆき虫 吉泉由紀子 江別市 185 陶月十日 大久保文子 旭川市
137 工房あき 近藤　亜希子 札幌市清田区 186 永栄窯 永井　栄子 札幌市東区
138 陶房わっか 堀田　佳代 岩見沢市 187 津田美智子 津田美智子 札幌市南区
139 茜Factory 宮川あかね 札幌市中央区 188 陶里窯 岩崎　秀子 札幌市白石区
140 遊香 石黒　頼子 札幌市北区 189 POTTERY オンプ 石川　陽子 札幌市清田区
141 たかはしさんち 高橋　哲子 美唄市 190 サークル「風」 中島　美樹 千歳市
142 ねんどMaMa.A 宮吉　梓 札幌市豊平区 191 アトリエ 逍 遠田　明子 札幌市清田区
143 陶工房Ｐｏｌｉｔｅ 鈴木　桜子 恵庭市 192 陶　あくあ 牧野　昭子 江別市
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193 Auntie Kumiの器 川人久美子 札幌市厚別区
194 koufuku no shizuku: 千葉さおり 札幌市西区
195 陶くれよん 三橋くに子 札幌市厚別区
196 陶「あ・うん」 宇佐美篤子 江別市

201 中村陶房（中村考夫） 中村　考夫 札幌市北区
202 中村陶房（中村明美） 中村　明美 札幌市北区
203 天勝陶房 鈴木　　勝 札幌市南区
204 夢陶房 パレット 下仲喜代美 札幌市厚別区
205 ブラスト工房　宇央 中村　綱壱 小樽市
206 陶房　春悦 斉藤　悦子 東川町
207 アトリエ陶有加 岩寺かおり 札幌市南区
208 そら豆ガラス商店 村山　敬史 江別市
209 陶処 瓊 北原　裕樹 木古内町
210 ギャラリー宙-sora- 甲地 仁美 石狩市
211 工房 和香奈 滝川　和人 興部町
212 あおのけ屋 松井　香織 小樽市
213 Su Haku 神尾　優佳 札幌市南区
214 グラス ポンテ 海野　茂夫 上富良野町
215 円山ガラス工房 川村いぶき 札幌市中央区
216 陶工房 結器-YUIKI- 森　学 帯広市
217 Queseran Pasaran 石原　里佳 札幌市西区
218 Studio Agata 阿形　一郎 七飯町
219 bottleco 笈川　雅司 札幌市豊平区
220 カップコウボウ ケンタロウ 長沼町
221 林 さとみ 林　さとみ 札幌市南区
222 とうしろう 堀江　隆司 夕張市
223 江別盲人養護老人ホーム恵明園 前田　　顕 江別市
224 Ｂ・Ｂ 加藤ひろ子 札幌市清田区
225 恵庭　工房じねん 馬場　謙吉 恵庭市
226 素器 suki 堀川　明美 札幌市中央区
227 寿堂 白石　風未 札幌市豊平区
228 ねんど屋こにまむ 小西　好子 札幌市豊平区
229 豊樹園 豊川一二三 札幌市南区
230 遊水舎 清水　知恵 札幌市西区
231 welcome土のぬくもり 渡辺　宏子 札幌市厚別区
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