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みなまき TRY STAND は本格稼働から 1 年経ち、おかげさまでぼぼ毎日オープンしている状況が定着してきました。継続的に出
店してくださるオーナーさんはもちろんのこと、「TRY STAND」の名前の通り現在もさまざまなジャンルの新規オーナーさんに
もご出店いただいています。今回はそんな今期初出店となるオーナーさん計 5 組をピックアップしてご紹介！



「憧れの場所に参加できて嬉しい
です♪手にした人にトキメキ☆シ
アワセを感じてもらえるモノづく
りを目指して。不慣れな接客です
がぜひ気軽にお立ち寄りください

コロナ禍でバザーが軒並み中止と
なり、販売場所を拡げるため今回
初出店しました！障がいのある利
用者さんたちと心を込めて作りま
した。よろしくお願いします。

よもぎ蒸しの本場、韓国のコスメ
や雑貨そしてよもぎ蒸しにも興味
を持って頂けると嬉しいです。

天然石アクセサリーと手相で出店
します。手相を見て今の状態に
合った天然石を選んでいただき、
オリジナルアクセサリーを作るこ
ともしています。
お気軽にお立ち寄りください。

相鉄線は地元沿線です。より地域に
密着してお客様と細やかなコミュニ
ケーションを取りたいと考えており
ます。花や植物が身近に感じられる
よう心がけて参ります。
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HaRu っち☆りぼん

販売

似顔絵師 Rody

似顔絵

石川智恵子

販売

平松 七海

販売

KOSUZU-GARDEN 刺繍 /KUMI-KUMI アクセサリー/
TOMORUFU 消しはん / まめ + 革小物

販売

InteriorStyling AQUA LifeGallery

販売

犬服のお店 Cocobell

販売

Korineige(ｺﾘﾈｰｼﾞｭ)

販売

*yamacono*

販売

yunari_rainbow

販売

地域活動支援センターほわほわ

販売

韓国黄土よもぎ蒸し・美庵

販売

地域密着で、かなり【低
価格】での販売をさせて
頂いております。
 　
★自分へのご褒美  
★大切な方への贈り物
★記念日
 
喜んでいただける丁寧可
愛い似顔絵を是非
この機会に手にしてみて
下さい（*^_^*）

小さなお子様から大人の
方まで楽しんでいただけ
るアクセサリーを作成し
ています。
多種多様な素材で作って
いるので、その中からお
気に入りをみつけてもら
えたら嬉しいです。

トールペイント、布小物、
雑貨、犬グッズ などハ
ンドメイドの販売　オー
ダーも承ります。

おふらっとお散歩がてら
お立ち寄りください♪

手作りビーズアクセサリー
店の Jewemi です。ブレス
レットを初めとし、ネック
レスや指輪など多数販売し
ております。コロナ禍に最
適のマスクとメガネに兼用
出来る商品も作っておりま
す。プチギフトや洋服のワ
ンポイントになるアクセサ
リーを用意させてお待ちし
ております！是非 Jewemi
にお越し下さい！

暮らしにちょこっと「う
ふふ」を足してもらえた
ら…
そんな気持ちで、心を込
めて作品を作っている４
人のユニットです。
引き続き、地元「みなま
き」のお客様に喜んでい
ただけたら嬉しいなと
思っています！
よろしくお願いします。

[ インテリア・グリーン関連
小物・展示品お譲り会 ]　 
販売・お譲り会
インテリアで毎日の暮らしに
彩りと大人のライフスタイル
を楽しむご提案をしています
今回はこれからの季節にぴっ
たりなガーデン小物の販売や
今後開催予定のワークショッ
プのご紹介・展示品などのお
譲り会を開催させていただき
ます

わんちゃん自身の着心地や
動きやすさを大切にした手
作り犬服のお店です。
飼い主様とわんちゃんの
ハッピーの為に、心を込め
て作っています。
既製品ではぴったりなサイ
ズを見つけるのが難しいわ
んちゃんには、イージー
オーダーにて着丈や首回り
のサイズ調整を承ります。

フランスの伝統工芸カル
トナージュの技法を用
い、お裁縫箱や小物入れ、
メガネケースなどの作品
を出品します。
又、お子さま用のおリボ
ンや小物、わんちゃん用
の被毛に絡みずらく負担
が少ないバレッタ ( 着脱
も簡単です ) を使用した
おリボンもぜひお手に
とってご覧ください。

ベビー・キッズ向けのニッ
ト雑貨を作っています。
ママに、パパ、おじいちゃ
ん、おばぁちゃん…
誰からみても『かわいい』
がたくさん！
お気に入りを見つけに、
ぜひ遊びに来てください

今期初出店の
yunari_rainbow（ユナリ
_ レインボー）です。い
ろんな「可愛い」を皆さ
んと楽しめたらいいなと
思いアクセサリーや雑貨
を作っています♪よろし
くお願い致します

羊毛フェルトのゆるかわ
いいマスコットやブロー
チ、ステンシル製の巾着
やエコバッグなど色々な
雑貨をご用意しておりま
す！旭区鶴ヶ峰の施設
で、障がいのある利用者
さんと一緒に楽しくのん
びり、心を込めて作りま
した。ぜひお立ち寄りく
ださい♪

初出店の韓国黄土よもぎ
蒸し・美庵と申します。
韓国が大好きで、コロナ
前は月に 1 度は必ず韓国
旅行に行っていました。
なかなか韓国に行けなく
なった今、韓国好きの方
に韓国コスメ・韓国雑貨、
韓国のヨモギを使った入
浴剤などを販売会してお
ります。どうぞ、よろし
くお願いします。

HaRuっち☆りぼん ArtHouse 幸せの青い鳥 Petit flâner - プチフラネ -

Jewemi
( ジュエミ）

ははのすとまめ+

Cocobell *yamacono*

yunari_rainbow ほわほわ雑貨店 韓国黄土よもぎ蒸し 美庵・

InteriorStyling 
AQUA LifeGallery

Korineige
( コリネージュ)

PROFILE
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and★K / Petit bonheur

販売

'OHANA

WS・講座

Feel so good !!

販売

時任＆森

販売

Belle Fleur(ベル フルゥー)

施術・WS

BlueRoseMoon

販売

はるにこママ

販売

にがおえ師▲saori▲

似顔絵

sawa＆yoko 

販売

椎名 さとみ

WS・講座
　販売

中井亜美

販売

渡辺 有架

占い

「大切な友達との絆を大
切に希望を与えられるよ
うな存在でありたい」そ
んな想いを込め Lien

「絆」、Espoir「希望」、
Mon ami「大切な友達」
という意味の頭文字をと
り「LEM」として活動し
ています。心を込めて布・
和紙小物、アクセサリー
等を製作販売していま
す。

“atom 美 “製品を使用し
た独自のフェイシャルケ
ア講習です。「体験した
から何か買わなくちゃ
…。」その必要もありま
せん。まずは“atom美“を
皆様に知っていただく、
そのための体験です。体
験すれば何かもらえるか
も！どなたでもご気軽に
ご参加ください。

「あったらいいな」を形
に、日々の生活をちょっ
と楽しく便利にする布小
物を製作する「Feel so 
good !!」と、布小物・
アクセサリーなどを製作
する作家たちによるハン
ドメイドユニット。「笑
顔の輪が広がるように」
と願いを込めて、日々製
作しています。

「自分が使いたい」「とき
めきたい」と思うものを
納得いくまでこだわって
作っています。

私たちが創った商品を
使っていただいてハッ
ピーになってもらえばう
れしいです。

・耳ツボジュエリーって
ご存知ですか？
美しく耳を飾りながらツ
ボを刺激し、リフトアッ
プから体質改善まで、身
体の内側から " 美しくな
る力 " を働きかけます。
・お子様も安心安全に使
用できるエッセンシャル
オイルを使ったクラフト
作りも行ってます。

カルトナージュはフラン
スの伝統工芸。厚紙を
カットし組み立て布を
はって作ります。リバ
ティやフランスリネンの
生地を使い、置いておく
だけでも「可愛い」と思っ
ていただけるように心を
込めて作製しています。
ぜひお手に取ってご覧く
ださい。

愛犬にとって「優しい着心地
イイいぬ服」をコンセプトに、
小型犬を中心に作っていま
す。デザインはシンプルだけ
ど、可愛い柄の生地を使って
しっかり縫製しています。試
着させてお気に入りを見つけ
てください。服のほか、パラ
コードの首輪やお散歩バッグ
も作っています。ぜひ愛犬を
連れてお立ち寄りください。
お待ちしています！

デフォルメしすぎず、あ
たたかみのある似顔絵を
お写真からお描きします。
お誕生日・母の日・父の日・
普通の日♪結婚記念日・
入学祝い・成人祝いなど
の記念に♪
犬や猫などのペットも承
ります！
お子様向けのワーク
ショップも開催予定！
お買い物のついでにお気
軽にご相談ください。

『美養』と『健幸』のために、
植物のちからを生活に取り
入れませんか？それが地域
社会や未来の地球のための

『エシカル消費』に繋がる、
そんなオリジナル商品を販
売しています。アロマソイ
キャンドル、アロマストー
ン、麻たわし、みつろうラッ
プ、手仕事製品など WS で
一緒に作りましょう！

自分の身体のこと大切に
していますか？
不調が表れている時は身
体からのサインです！
身体に負担をかけない、
ギルトフリーな麹おやつ
や自家製醤油麹をお伝え
しています♪
薬膳体質チェックもして
いますので、この機会に
自分の身体が喜ぶコトを
体験してみて下さい♪

世界で一番購入されてい
て、エビデンスのあるアロ
マオイルの販売を行なって
おります。赤ちゃんからご
年配の方、また敏感肌の方
も安心してお使いいただけ
るアロマオイルで暮らしを
さらに豊かにしてみません
か？ハンドクリームや除菌
スプレー、また暮らしに役
立つアロマレッスンも行
なっております♪

タロットカード占いを
30 年ほどしています。
タロットカードの大アル
カナカード 22 枚を使用
して、あなたの知りたい
事に対する答えを導き出
します。運気 up、金運
up、幸福 up のお手伝い
にぜひご利用くださいま
せ。心よりお待ち申して
おります ^^

LEM 'OHANA SmileRing マルシェ

PAS a PAS
( パサパ ）

BlueRoseMoon

にがおえ atelier toro * あんどすまいる *

麹 ×薬膳 deスマイルſ COATT 花と鳥

Handmadeいぬ服
「はるニコ」

Belle Fleur
(ベル フルゥー)

PROFILE
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みなまき
みんなのひろば

みなまきラボ

HAC

ダイソー

〒241-0835
横浜市旭区柏町127
相鉄ライフ南まきが原 内
「みなまきラボ」となり

DTRY STANみなまき

みなまき TRY STAND 運営委託事業者：株式会社オンデザインパートナーズ
お問い合わせ｜     info@ondesign.co.jp
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Ateliersiifaa

販売

ECO 雑貨 YUKI

販売

HaRu っち☆りぼん + nico-ile

販売

ひーこ、にこる

販売・施術

co-ca    tomo-k    cui*

販売

$%&'()* （ハルモニア）

販売

the yellow bouquet

販売

鹿野かおり

販売

販売

NanaYokohama

販売・WS
　講座

k!raku-an こうらくあん

心を彩るハンドメイド。
海を感じるレジンアート
や生活を彩るフラワーア
レンジを製作してお届け
しています。
日本の良さを再確認出来
る和小物の『和縁』、体
を癒す『ほぐしやじゅん』
と共同出店です。ぜひ遊
びに来てください。

「環境を考えた行動」っ
て、難しいこと？ 傘の
布で作った「エコバッ
グ」、ジュートタワシ、
簡単にできる生ごみ処理
の方法、端切れの活用な
ど、簡単にできる行動の
ヒントを展示、販売しま
す。あなたのできること、
探してみませんか ? 無理
なく、楽しくをおすそ分
けします。

「stella」は、HaRu っち
☆りぼんと nico-ile の
ハンドメイドアクセサ
リー shop です♪皆様が
私たちのアクセサリーで
笑顔になっていただけた
ら嬉しく思います！是非
お気に入りを見つけに来
てください♡

商店の名の通り、ヘッド・
ハンドマッサージセラ
ピー、タロット占い、
耳ツボジュエリー、編み
物小物販売などなど、
様々なメニューをご用意
しています。
皆さまの心もからだも
HAPPY になれるお手伝
いをしてきたいです♪

毎日の暮らしに彩りをプ
ラスできるような、シン
プルだけど可愛さのある
作品づくりをしています

小麦粉と水だけで継いだ
永久不滅の自然発酵種
で、パンとおやつを焼い
ています。
国産小麦と体に優しい素
材を使用し、派手ではな
いけれど食べ飽きないパ
ンをお届けします。
麦わらや羊毛など、自然
素材を使った物作りもし
ています。

天然石アクセサリーと手相
のお店
天然石のハンドメイドアク
セサリーを作っています。
手相を見て今の状態にあっ
たパワーを持つ石を選んで
いただき、オリジナル天然
石アクセサリーもお作りで
きます。
ご自身にあったものを見つ
けてみてください。

海外ではお野菜やお肉と
同じように生きるために
必要なものとして生花を
飾ることが当たり前の文
化だと、アメリカやヨー
ロッパ各地など多くの国
を渡り歩いた友人から聞
きました。日本でも生花
を身近に気軽に飾る文化
が浸透するように、より
安く管理しやすい生花を
取り扱っています。

ポーセラーツ講師の中井
です。南万騎が原で教室
を主宰しています。ポー
セラーツは転写紙という
シールのような物を貼っ
て、釜で焼き、オリジナ
ルの食器や雑貨を作るク
ラフトとです。体験レッ
スン随時開催してるので
一緒に楽しく作品を作り
ましょう。

花雑貨・小さなお花の
リースを製作していま
す。笑顔になれるリース
をお届けできたら嬉しい
です。〈ワークショップ
も計画中です〉クリスマ
スにはフレッシュなグ
リーンでリース作り グ
リーンの香りに癒されな
がら一緒にリース作りを
楽しみませんか♪

アトリエシーファー ECO雑貨YUKI stella

はぴねす商店 みずたま+ ਖȡȝȠȞȓĮ ( ハルモニア )

the yellow bouquet猫と葉っぱ

kōraku-an こうらくあん

Nana Yokohama


