手
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が けるカ ード や人 気 の マ スキン グ テ ープ など 、か わ い い 文

しず お か

具が 大 集

合

〜 ハッピー ペ ー パ ー マー ケ ット 〜

6月5日
（土）▶ 13日
（日）
／本館8階大催事場
午前10時→午後6時

ORDERMADE

オソブランコ

大阪なんばの雑貨店。お好きな表紙や
中身を選んでオーダーノートをその場で
制作いたします。

※最終日は午後5時閉場

〈 オ ー ダ ー メ イ ド 〉

啓文社印刷

活版印刷のミニ便箋やスタンプなどを
バイキングスタイルで自分好みにセレク
トできます。

ワタシ好みのオリジナル グッズ をオーダー！

EAST TOKYO STUDIO

英国の活字や活版印刷を活用。42種類
以上のリバティプリントからノートなど
のオーダーも。

LETTERSNOW（れたなう）

カリグラフィーでメッセージやお名前を
お書きするオーダーを承ります。
※6月5日
（土）
→8日
（火）

静 岡 ゆ かり の お 店

乙女印刷

紙一枚ずつ、一色ずつ色を
のせてプレスする活版印刷
で制作。

まんまる○

印刷担当とデザイン担当の夫
婦で「紙にまつわるもの」を
活版印刷でつくっています。

ヨハク社

マスキングテープの専門店。島田
市の店舗には約15000種類以上
のマスキングテープがずらり。

DOLOCY's

身近な紙に手作業のアナロ
グ 印刷。ユルユルな刷り上
がりをお楽しみください。

HAHAHANO.LABO

ハハハなコトをハハハなヒト
と。日常のハハハなことから
うまれるアートなグッズたち。

HUMORABO

“福祉とあそぶ ”をテーマに
活動するデザイナー夫婦に
よるブランド。

足立真人

ありさ & あかめがね

蝦夷和紙工房 紙びより

かよくらふと

クリーシェ

神戸派計画

サブロ

シイング

嵩山堂はし本

セントッテ

ネクタイ

長谷川印刷 活版部

パピアプラッツ

古川紙工

ぷんぷく堂

ペーパーストーリー

北紙道 hokKAMIdo

ポンチセ

水縞

模様の雑貨 merinomi

&colors

Biscuit

BONNOUM

cobato

cocoro

Contra St

＊HoneyStyle＊

Hütte paper works

kamiterior（カミテリア）

kin.iro.hitode

KNOOPWORKS

Krimgen

mameritsuko

Manu Mobiles

marini＊monteany

Mokuji

nekonekodesign PAPER ARTS

nemunoki paper item

Panda factory

play on words

tomoni art

Via Carousel

日本各地を描いた「Who Mails?」シ
リーズなど、動物を中心に和の雰囲
気のあるイラストを描いています。

吉祥寺のお店からレトロなア
イテムや、オリジナルの文 具
や雑貨がぎっしり。

「紙でつながる」をテーマに
マスキングテープやシール、
スタンプを中心に販売。

水玉好きのデザイナーと縞々
好きの文 具 店店 主 が 二 人の
目線を通して製作。

一枚の紙から生まれる、継ぎ
目のない繊細で奥行のある作
品作りを目指しています。

可愛すぎない甘すぎないユニ
セックスなデザインでシンプ
ルな心地よさがポイント。

紙のモビールやインテリアを
創るデザインカンパニー。

飼い猫『ダリ』が主人公の物
語の世界をもとに雑貨を作る
2人組のユニット。

1868年、岐阜県の和紙の産
地、美濃市で創業。ユニーク
なぽち袋や和紙製品を制作。

創 業186年。和 紙の素 材感を
大切にしつつ現代の生活にもと
けこむ紙製品を作っています。

花や生きもの、身近なものや
カタチをモチーフにした連続
模様をデザイン。

「デザインで親しみやすくな
る音楽」をテーマにした、楽器
や音楽記号モチーフの雑貨。

人が安心できる場所を絵の中に描
き込むことを目指し、子供や動植物
をレトロな雰囲気で描いています。

「好き」を織り込んだイラスト
とデザインで、日々楽しく使え
るアイテムを制作しています。

北海道の希少な手すき和紙工房。
温かみのある風合いの和紙アイテ
ムは全て手すきの一点もの。

1953年、京都で創業。四季折々
の季節の趣を大切に、雅で愛ら
しい紙製品を作っています。

千葉県市川市の「目利きした文具だけを
売る夜の文具店」と「私が欲しかったモ
ノを形にする小さな文具メーカー」。

透明水彩で描いたイラストの
雑 貨たち。「お気に入りの色
と一緒に」机のすみっこに。

レターコンシェルジュ『はにぶち
かづこ』の手紙用品ブランド。イ
ベント限定セットもございます。

孔版印刷ならではの色数や色づか
い、どこか懐かしさと新しさを感じ
られるデザインを心がけています。

動物やきのこなどをモチーフ
にしたくすっと笑える楽しい
ものを制作。

京都うまれ京都在住の店主が
自ら描きデザインした紙モノ
中心のお店。

ハサミで薄い紙を切る「剪紙（せん
し）」をアレンジして生まれる剪紙絵
作家谷田有似の紙雑貨。

自由が丘の輸入紙製品専門店。
A4、A5サイズの輸入紙ペーパー
バイキングをお楽しみください。

東 京の下町、谷 中にある「か
わいい」と「なつかしい」を集
めた雑貨店。

神戸で活動するプロペラスタ
ジオが2009年にスタートし
た紙ブランド。

名 古 屋 を 拠 点 に 活 動 する モ
ビールメーカー。紙と糸のみを
素材として一点ずつ手作り。

「play on words(ことばあ
そび)」をもりこんだ、少しレ
トロな手ぬぐいや和紙製品。

アンティークの希少な紙ものや、ヴィ
ンテージのファブリックデザインを
再現したオリジナル印刷物を制作。

北海道ならではのモチーフな
ど、自分たちが可愛い・おも
しろいと思ったものを製作。

北海道で活動する印刷・加工
のプロフェッショナル４社が
集まったチーム。

イラストレーターBONNOUM
が手がける「シュール・ゆるい・
かわいい」タッチの紙雑貨。

「紙だからできること」をモットー
に。使う楽しさ、インテリアにもな
る紙製文具をつくっています。

夫婦で共作しているイラストレー
ターユニット。絵本、挿絵のほか
可愛いイラスト雑貨が人気。

札幌にある社会福祉法人「と
もに福祉会」の創作活動でう
まれたブランド。

神戸で70年続く印刷会社が
立ち上げたステーショナリー
ブランド。

徳島で昭和42年から続く活
版印刷所。工場で働くうさぎ
モチーフの商品が人気。

イラストレーター今井有美の
オリジナル雑貨レーベル。シ
ンプルな雑貨を企画・制作。

大人だからこそ面白く使えて
印象に残る、楽しい雑貨・文
具をご提案。

油彩や水彩画を描いているアー
ティスト。子供の頃の憧れを女
の子や植物の絵に封じ込めて。

東京・国立にある雑貨のお店。
文具の博覧会、初出展です。

手触りや使い心地、紙質や透け
感などにこだわり、大人可愛く
少しレトロな紙雑貨を制作。

