One of Tales
〜ものがたりのひとつ〜
そのとき、だれもが、物語をつくってる。
物を作る人たちは、作るものや過程の中に物語があり、
受け取るわたしたちは、
それを手にしたときから自分の素敵な物語をつくっていく。
そんな物語をもっとたくさん生み出せる場所として
One of Tales は 作り手とをお客様を結ぶマーケットとして、
ワークショップを通して子どもたちの体験の場として、
こどもたちと家族をものがたりでつなぎます。
世界中の素敵な子供のモノ・コトを集めた Shop や Workshop
家族で 1 日中楽しめる POPUP イベントです。
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5階 フリースペース

ワークショップ
elf王国の王冠をつくろう

cuccu

e L ﬁ n F o l k【エルフィンフォルク】
「 森の奥にある見えない王国のち
いさな民の洋服屋 」がコンセプト。
妖精たちの民族衣装のようなどこ
かの異国を想わせるノスタルジック
で空想的なこどもふく。

子供のためにと一生懸命試行錯
誤して作られた世界中のお洋服や
おもちゃ、雑 貨をセレクトしたお店
です。シンプルで使いやすく、心が
温かくなるものを多く取り揃えてお
ります。

https://elﬁnfolk.com/

doudou jouons

5階 フリースペース

marini*monteany

folkmade

paper story

5階 フリースペース

良質の紙、紙製品を作り続けてい
るメーカーには、それぞれの思い、
こだわり、歴史があります。
そ の 強 い 思 い を「 P A P E R
STORY」では大事にしています。

http://camphor.tokyo/

https://www.paperstory.co.jp/

folkloreの手仕事から生まれる温か
く、気持ちの込められたものはいつま
でも残る・
・
・そんな思いから・
・
・バラン
スにこだわりをもってこども服をデザイ
ンしています。自然で風合いや味のあ
る製品になるように。いつまでも愛着
のある一枚で長く着れる子供服。
https://folkmade.theshop.jp/

10/20（土）
・21（日）
11:00〜16:00
（※1日5回開催）
参加費：1,620円（税込）
定員：各回4名
予約（http://bit.ly/2N2V0XK）

〜動物ハーバリウムボトル〜

suite

5階 保険見直し本舗内

10/20（土）
・21（日）
10:30〜17:00（※1日4回/60分）
参加費：ボトルごとに価格が変わります
①2,300円（子ども用）
②3,000円（スリム）
③3,500円（トライアングル）
定員：各回8名
予約（http://bit.ly/2QZWoOo）

〜自分だけのオリジナル人形をつくろう〜

Camphor

suite がセレクトした植物でつくろう

5階 催事スペース

10/20（土）
・21（日）
11:00〜17:00
（※1日5回/60分）
参加費：3,000円（税込）
定員：各回5名
予約（http://bit.ly/2xPbCg7）

フランスのデコパッチツールで、
オリジナルのガラス小物入れを作ろう
！
traveling studio

5階 保険見直し本舗内

10/20（土）
・21（日）
11:00〜15:45
（※1日3回/75分開催）
参加費：1,500円（税込）
定員：各回6名
予約（http://bit.ly/2Q5gLZ5）

http://marini-monteany.jp/

こどもがこどもらしくをコンセプトに
良質な素材、日本の職人技術、
ロ
ングラスティングなデザインを紡ぐ
ことにより丈夫で長く愛用できるプ
ロダクトをご提案します。Camphor
のニットは枚方の工場で一つ一つ
丁寧に作られています。

5階 フリースペース

5階 フリースペース

木あそび de お人形をつくろう
！
5階 フリースペース

２人で１枚の絵を描くスタイルで動物や
子供をテーマに絵を描いているクリエ
イターユニットです。絵本や雑貨なども
手がけています。
２人で１枚の絵を描く
スタイルで動物や子供をテーマに絵を
描いているクリエイターユニットです。
絵本や雑貨なども手がけています。

https://www.doudoujouons.com/

5階 催事スペース

eLﬁnFolk

https://cuccu.net/

doudou jouons（ドゥドゥジュオン）
は国 内 外の憧れブランドからデイ
リーユースな子供服まで世界中よ
り幅広いブランドを取り扱うセレク
トショップです。また、親子で楽しめ
るイベントやワークショップなど名
古屋で開催しています。

Camphor

〜クラフトキットワークショップ〜

5階 フリースペース

akubi

パズルにお絵かき！
『へんてこどうぶつ』
の仲間入り

mokuD

5階 まなびの広場

10/20（土）10:00〜17:00
10/21（日）10:00〜16:00
（※1回/45分）
参加費：①400円（税込）
※商品購入（3,200円）が必要です
②1,000円（税込）
定員：各回4組
予約不要

取り扱いブランドCIENTA。1982
年に創業。ヨーロッパを中心に年
間、100万足以上の靴を生産して
いるスペインの子供靴専門ブラン
ド。子供達の足の成長を正しく守る
為、
とても厳しく慎重に製造されて
おり、子供達に最高で快適な履き
心地を提供してくれます。
http://www.akubi-web.org/

〜自分だけのオリジナルバッグをつくろう〜

marini*monteany
10/20（土）10:00〜18:00
10/21（日）10:00〜17:00
（※1回/30分）
参加費：2,000円（税込）
予約不要

〜はじめてのハーブ染めとサシェ作り〜
5階 生活の木 店舗内
生活の木
10/20（土）
・21（日）
13:00〜18:00
（1回/20分程度）
参加費：1,080円（税込）
定員：各回6名
予約：当日店頭にて電話予約も可
※エプロン・筆記用具を
お持ち下さい

marini*monteanyぬりえbag workshop
5階 フリースペース

ハーブでハガキに絵を描こう
！

5階 フリースペース

フォトフレーム作り

（２Lサイズプリント１枚付）

Sarah House
10/21（日）
13:00〜15:00
参加費：1,620円（税込）
定員：先着10名
予:約店頭または電話にて予約

5階 Sarah House内

