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GMO ペパボ株式会社 

 

お家で気軽にものづくりにチャレンジできる！ 

『minne
ミ ン ネ

 WORKSHOP FUNFEST オンライン』を 

4/17（土）～29（木・祝）の 13日間開催 

～70以上のワークショップを実施～ 

 

GMO インターネットグループのGMO ペパボ株式会社（代表取締役社長：佐藤 健太郎 以下、GMO ペパボ）

が運営する年間流通額 4 年連続業界 No.1（※1）で国内最大（※2）のハンドメイドマーケット「minne
ミ ン ネ

 byGMO ペパ

ボ（以下、minne）」（URL：https://minne.com/）は、2021 年 4 月 17 日（土）～29 日（木・祝）の 13 日間、

「minne」初のオンラインワークショップイベント『minne WORKSHOP FUNFEST オンライン』を開催いたし

ます。 

本イベントでは、ワークショップ付きキットの購入者を対象に、30組以上のminne作家・ブランドやパートナ

ー企業がオンラインワークショップなどを実施いたします。また、4月 27日（火）～29 日（木・祝）には、同期

間開催される『第 45回 2021日本ホビーショー』（主催：一般社団法人日本ホビー協会、URL：https://hobbyshow.jp/）

と連動したワークショップや企画を実施する予定です。 

■『minne WORKSHOP FUNFEST オンライン』特設ページ：https://minne.com/feature/workshop/funfest 

（※1）2020年 8月末時点、自社調べ（一般社団法人日本ホビー協会発行「ホビー白書 2019年版」記載の国内ハンドメイドマーケットサイト

運営会社のうち、数値を公表している企業のみ比較）。 

（※2）2019年 11月発行 一般社団法人日本ホビー協会「ホビー白書 2019年版」ハンドメイドマーケット比較表（2019年 9月末日時点） 

 

【開催背景】 

 「minne」は、74 万件を超える作家・ブランドによるアクセサリーやステーショナリー、家具、生活雑貨、食

品など、幅広いジャンルの 1310 万点以上のハンドメイド作品が販売・展示されている国内最大のハンドメイド

マーケットです（※3） 。これまでも「minne」では、ハンドメイドイベント『minne のハンドメイドマーケット』

でのワークショップや、Makers' Base と共同で開催したワークショップイベント『WORKSHOP PARTY』を通

じ、多くの方にものづくりの楽しさを体験できる場を提供してきました。また、新型コロナウイルス感染拡大の

影響でオフラインイベントの中止やオンライン開催への変更を余儀なくされた 2020年は、Instagramのライブ配

信（インスタライブ）での作品紹介や、作家向け YouTube動画コンテンツの配信など、オンラインでものづくり

の魅力を伝え、作家活動を支援してまいりました。 

https://minne.com/
https://hobbyshow.jp/
https://minne.com/feature/workshop/funfest


 外出自粛の影響により自宅で過ごす時間が長くなった昨今、自宅でできるハンドメイドやDIY といったものづ

くりに注目が集まり、オンラインワークショップやハンドメイドキットを活用してハンドメイドにチャレンジす

る人も増えました。「minne」でもハンドメイドキットの需要が高まり（※4）、2020 年 12 月にはワークショップ

付きキット（ワークショップチケットと材料を一式にしたキット）（※5）の販売が可能になりました。 

「minne」では、ものづくりを通じた人とのつながりやコミュニケーションが生まれる場を作ることで、より多

くの方にものづくりを楽しんでいただきたいと考え、オンラインで全国どこからでも参加することができる

『minne WORKSHOP FUNFEST オンライン』を開催することといたしました。 

（※3）2021年 2月末時点 

（※4）参考：ハンドメイドマーケット「minne」、2020年のトレンドを発表  

～おうち時間でハンドメイドキットの検索増！「マスク」「エコバッグ」など世相を反映したワードに注目集まる～ 

       https://pepabo.com/news/press/202101181300 

（※5）ワークショップは対面式、オンラインを問いません。 

参考：minneでワークショップ付きキットを販売しよう！ https://note.minne.com/n/n2dd9dd6016db 

 

【『minne WORKSHOP FUNFEST オンライン』について】 

 『minne WORKSHOP FUNFEST オンライン』は、「minne」に登録する作家・ブランドやパートナー企業に

よるワークショップ（※6）やインスタライブを通じ、参加者にものづくりを体験してもらうイベントです。全国ど

こからでも、ものづくりを楽しむことができます。 

（※6）ワークショップでは、オンライン会議システム「Zoom」を使用します。「Zoom」の利用には事前登録（無料）が必要です。 

 

■minne作家・ブランドによるワークショップ 

4月 17日（土）～26日（月）の期間毎日、「minne」で活躍する 27組の作家・ブランド（別紙参照）が計 77

回のワークショップを行います。ワークショップで使用するハンドメイドキットは、「minne」上の各作家・ブラ

ンドのページにて、本日 3 月 4 日（木）より順次販売を開始いたします。参加したいワークショップのキットを

購入すると、作家・ブランドから事前にキットが届き、オンラインワークショップに参加できます。ワークショ

ップでは、作家・ブランドから作り方を学べて直接質問することもでき、普段なかなか交流できない作家・ブラ

ンドとのコミュニケーションを楽しめます。 

 

■パートナー企業によるワークショップ・インスタライブ 

 4 月 17 日（土）～29 日（木・祝）の期間、パートナー企業によるワークショップやインスタライブを行いま

す。ワークショップで使用するハンドメイドキットは、「minne」上の各パートナー企業ページにて、3 月 25 日

（木）から事前に販売します。インスタライブでは、「minne」の公式 Instagramアカウント（@minne_official）

にて、ものづくりを楽しめる商品の紹介やワークショップなどを配信いたします。 

 

＜パートナー企業（五十音順）＞ 

＊パートナー企業は順次追加予定です。 

 

企業名 ギャラリーURL ワークショップ／ライブ配信 内容 

株式会社小善本店 https://minne.com/@shop-kozen のりあーと＆のりカケルくんでおにぎりを作ろう 

wGlue Japan https://minne.com/@wgluejapan  グルーデコ®キットで作る「リング」 

サクラクレパス - 
多用途接着剤「クラフト小町」を使ってハンドメイ

ド作品を作ってみた（ライブ配信） 

 

https://pepabo.com/news/press/202101181300
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https://minne.com/@shop-kozen
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■『第 45回 2021日本ホビーショー』との連動企画 

4月 27日（火）～29日（木・祝）の期間、『第 45回 2021 日本ホビーショー』との企画『minne WORKSHOP 

FUNFEST オンライン×第 45回 2021日本ホビーショー』を行います。『第 45回 2021日本ホビーショー』出展

企業によるオンラインワークショップや、インスタライブなどを実施する予定です。また、『第 45回 2021日本

ホビーショー』にて開催されるオンライン配信コンテンツに「minne」が登場します。『第 45 回 2021 日本ホビ

ーショー』との連動企画詳細は、確定次第随時『第 45 回 2021 日本ホビーショー』公式サイトや『minne 

WORKSHOP FUNFEST オンライン』特設ページにて発表いたします。 

 

【開催概要】 

イ ベ ン ト 名 minne WORKSHOP FUNFEST オンライン 

特 設 ペ ー ジ https://minne.com/feature/workshop/funfest 

開 催 日 時 

2021年 4月 17日（土）～29日（木・祝） 

平日 18:00～20:00／土日 10:00～19:00 

＊4月 27日（火）～29日（木・祝）の 3日間のみ、10:00～17:00 

開 催 方 法 
オンライン 

＊ワークショップや企画によって使用するツールやURLが異なります。詳細は特設ページをご覧ください。 

参 加 費 
ワークショップによって異なります。詳細は特設ページをご覧ください。 

＊一部無料でお楽しみいただけるコンテンツもございます。 

 

【『日本ホビーショー』とは】 

一般社団法人日本ホビー協会が運営する世界最大級のハンドメイドホビーイベント。日本ホビー協会が設

立された 1976 年から 40 年以上毎年開催されており、来場者は 10 万人以上にものぼります。「ハンドメイ

ドを通して、関わるすべての人の暮らしを豊かにすること」を目指し、手を動かすことで得られる楽しさや

よろこび、またそれらの持つ影響力を届けています。 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

【GMO ペパボ株式会社】（URL：https://pepabo.com/） 

会 社 名 GMO ペパボ株式会社（東証第一部 証券コード：3633） 

所 在 地 東京都渋谷区桜丘町 26 番 1 号 セルリアンタワー 

代 表 者 代表取締役社長 佐藤 健太郎 

事 業 内 容 ■ホスティング事業 ■EC 支援事業 

■ハンドメイド事業 ■金融支援事業 

資 本 金 2 億 6,222 万円 

 

【報道関係お問い合わせ先】 

●GMO ペパボ株式会社 

社長室 広報チーム 田辺 

TEL：03-5456-2614 E-mail：pr@pepabo.com 

●GMOインターネット株式会社 

  グループコミュニケーション部 広報担当 長井 

TEL：03-5456-2695 E-mail：pr@gmo.jp 

 

 

 

【サービスに関するお問い合わせ先】 

●GMO ペパボ株式会社 minne 事業部 

  minne 事業部 加藤 

  E-mail：info@minne.com 
 

https://minne.com/feature/workshop/funfest
https://pepabo.com/
mailto:pr@pepabo.com
mailto:pr@gmo.jp


【GMO インターネット株式会社】（URL：https://www.gmo.jp/） 

会 社 名 GMO インターネット株式会社（東証第一部 証券コード：9449） 

所 在 地 東京都渋谷区桜丘町 26 番 1 号 セルリアンタワー 

代 表 者 代表取締役会長兼社長・グループ代表 熊谷 正寿 

事 業 内 容 ■インターネットインフラ事業 ■インターネット広告・メディア事業 

■インターネット金融事業   ■暗号資産事業 

資 本 金 50 億円  
  Copyright (C) 2021 GMO Pepabo, Inc.  All Rights Reserved. 

 

https://www.gmo.jp/


【別紙（参加作家・ブランド一覧）】 

作家名 ギャラリーURL ワークショップ内容 

Art Fiber Endo https://minne.com/@artfiberendo  お花の刺繍 

astin muhler https://minne.com/@souchan1031  フルーツの箸置き作り 

ate-ke https://minne.com/@iryh 花材を使ったリース作り 

itokakeSEN https://minne.com/@tokko-riko 糸かけアート体験 

k.kaorio https://minne.com/@07kaori09  ラタンを使ったミニトレー作り 

kikkisnest https://minne.com/@kikkisnest 

ペーパークイリングのウェルカムフレーム

作り 

QUEUE DE RANUN https://minne.com/@ranun0127  ガラスボトルのフラワーガーデン作り 

ku-mannto https://minne.com/@ku-mannto  カルトナージュのミニチュアチェア作り 

Craft CoCo こども服と雑貨のお店 https://minne.com/@zakka-coco 気球のモビール作り 

chat-gris ぐりねこ https://minne.com/@guris-mieze フラワーガーランド 

96Lab* https://minne.com/@96nagi  さくらの花びらの耳飾り作り 

刺繍作家 kana https://minne.com/@ckmnxa  ミモザの刺繍トートバッグ作り 

Sorriso Fiore https://minne.com/@sorrisofiore  

プリザーブドフラワーのフラワーバスケッ

ト作り 

つみきポッシュ https://minne.com/@tsumikipoche  

つみきのわぐまのガラガラ綿つめ・わたあ

めイヌのぱっちんぴん 

（3 月 25 日販売開始） 

東峰木人 https://minne.com/@toho 木製のアクセサリー・スプーン作り 

Hanah https://minne.com/@shop-hanah 

樹脂粘土で作るフラワーアクセサリー 

（3 月 25 日販売開始） 

手作りの小鳥 hato*hana https://minne.com/@hatohana  羊毛フェルトの小鳥作り 

ハーバリウム＆ 

インテリアフラワー Fiore 
https://minne.com/@fiore-flower  ハーバリウム作り・お花の髪飾り作り 

blue blue beads https://minne.com/@hideme1118  レジンと天然石のアクセサリー作り 

Flow naturally https://minne.com/@nnaao0521  

ドライフラワーを使ったフォトフレームア

レンジ 

vermillon https://minne.com/@vermillon  ビーズリング作り 

ミニチュア Seakarats https://minne.com/@seakarats  ミニチュアフード作り 

ムゾラシカ https://minne.com/@urushi-muzo 金継ぎ体験 

yucoco cafe https://minne.com/@856 

羊毛フェルトでつくる いねむりハリネズ

ミさん 

（3 月 25 日販売開始） 

Lapin D’or https://minne.com/@lapindor フェイクスイーツ作り 

手作りあかり教室 Lumiavenir https://minne.com/@lumiavenir  

アーティフィシャルフラワーを使ったラン

タン作り 

出産祝い・ギフト専門 Rosette https://minne.com/@nemuringo  ベビーマット作り 
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