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主    催 巣鴨信用金庫

午前中は大変混雑が予想されます。
ごゆっくりとご覧いただける午後からの
ご来場をお勧めいたします。

巣鴨信用金庫「四の市」事務局 事業創造センター
TEL. 03-3918-0196　FAX.03-3918-0197  
e-mail :s-biz@sugamo-sk.jp

【会場】巣鴨信用金庫　本店
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ライフ 渋谷園芸
東京一の園芸店が「四の市」に初出店

〒176-0013 東京都練馬区豊玉中 4-11-22
☎03-3994-8741　FAX.03-3943-6351
http://www.shibuya-engei.co.jp/

ライフ 東京北区で四代100余年!
純国産 ! 天然イ草束の無料配布と畳の小物販売

全体の2割しかない国産の畳表。そのう
ちの98%を熊本県八代市の農家さんが
生産しています。当店四代目は1年の間
に時期をずらして4回、熊本のイ草農家
さん宅に泊まり込み作業をお手伝い!今
回、農家さんから分けていただいた貴重
なイ草束を、なんと無料で配布します!!
※部屋に飾るだけで空気中の有害物質

を吸着する効果も! また、畳の小物販売や、良い畳と悪い畳の見分け方なども
展示説明いたします。 畳の事ならどんな事でもお気軽にご相談下さい。

ライフ 住まいの110番 なんでも相談所
住まいの110番なんでも相談所    
高島平で創業40有余年の実績ある工務店がご相談に乗ります

有限会社 山本工務店 〒175-0082 東京都板橋区高島平 7-1-1
☎03-3979-3401　FAX.03-3979-3735
http://www.reformyamamoto.com/

地域発 南大塚ネットワーク
大塚オリジナルブランド
「大塚ものがたり」

株式会社 上州屋 〒170-0005 東京都豊島区南大塚 1-46-21
☎03-3941-2185　FAX.03-3941-2937
http://www.m-ohtsuka.net/ 

●株式会社 雪華堂
〒176-0005 東京都練馬区旭丘 2-19-8 ☎03-3972-2522 FAX.03-3972-2521

http://www.sekkado.co.jp 

●糀屋三郎右衛門
〒176-0024 東京都練馬区中村 2-29-8 ☎03-3999-2276 FAX.03-3970-5635

http://www.kouji-ya.com/

大塚をこよなく愛する商店街若手有
志が、昔の大塚の活気を取り戻す
きっかけに と「大塚ものがたり」と
いうオリジナルブランドを立ち上げ、
数々の商品化が実 現!「四の市」で
は「清酒」「味噌かりんとう」をメイ
ンに販売いたします。地 元でも特定
のお店でしか買えないレアものです。

地域発 公益財団法人 としま未来文化財団
ご案内役 財団マスコット「としまくん」

〒170-0013 東京都豊島区東池袋 1-20-10
☎03-3590-7119　FAX.03-5992-6099

http://www.toshima-mirai.jp/

「文化芸術創造都市」を目指して、
財団はさまざまな文化芸術情報を 
発信・提供しています。幸福(こう
ふく)を呼ぶ “ふくろう” のマス
コット「としまくん」が皆様をお
出迎えし、公演・地域情報などを
ご案内するとともに、特典やチ
ケットの先行予約・割引などがあ
る「友の会」のご案内をさせてい
ただきます。

安全な国産畳
の事なら…

有限会社 八巻畳工業 〒114-0023 東京都北区滝野川 2-34-4
☎03-3917-9827　FAX.03-3917-5027
http://yamaki-tatami.com/

リフォーム・改築・増築の専門家です。
住まいの悩み解決いたします。
●地震・防災対策をしたい●ドア・戸の動きが悪い
●水廻りをなんとかしたい●カビをなんとかしたい
●結露をなんとかしたい●雨漏りをなんとかしたい
●庭の手入れをなんとかしたい 
先着20名様限定 ! 今なら無料で家具地震対策の出
張対応いたします。(板橋区 および隣接する地域)

地域発

雪華堂の練馬銘菓と糀屋三郎右衛門の昔みそすずしろの里

地域発

富士山の恵みをいっぱいに受けて育ったお茶を
お召し上がりください。

〒417-0802 静岡県富士市今宮512番地
☎0545-21-5595　FAX.0545-21-8333
http://www.fujiakiyamaen.com/

静岡県の富士山麓 標高200～
350メートルの霧のよく出る山
間で作られた香りの良い「山の
お茶」をお届けします。 職人気
質の頑固な茶師がこだわりを
持って作っています。 おいしい
お茶を飲んで益々健康に磨きを
かけてください。

静岡県富士山麓 お茶の秋山園
富士市産業支援センター f-Biz

雪華堂・糀屋三郎右衛門
練馬ビジネスサポートセンター

練馬の総合園芸店です。 産地直送の
新鮮な花を四の市価格にて。 切り花も
水揚げ処理が違うので日持ち抜群。
本店では樹齢200年の欅をはじめ緑に

囲まれた広大
な敷地に「café 
restaurant 樹芸
夢」を擁し一日
中楽しめます。

練馬区公式
アニメキャラクター
ねり丸　©練馬区

雪華堂がねりまの名品21に選ばれ
た「昔みそすずしろの里」のお味噌
を使用し て作った昔みそまんじゅう
と練馬区のキャラクターねり丸のね
り丸どら焼きを販売致します。特別
出店として「昔みそす
ずしろの里」を作っ
ている糀屋三郎右
衛門の商品も販売
致します。

ライフ 「純国産財布&革小物」四の市限定特別価格!
創業1954年 板橋の革小物工場

株式会社 眞砂 〒173-0015 東京都板橋区栄町7－7
☎03-3962-1371　FAX.03-3962-8526
http://www.kawakomono.com

純国産にこだわる工場だからこそ出来る品質、価格で「財布&革小物」

練馬区公式アニメキャラクター
ねり丸

ざいだん
としまくん

四の市の
おにいさん

四の市の
おねえさん

©練馬区

地

域の
おすすめが
いっぱいです！

創業 1954 年の革小物工場です。
熟練された職人の確かな目で、
創業当時から受 継がれた技が
染着いた手で、製品を丹念に
一つ一つ手作りしています。百
貨店や デザイナーズブランドの
商品製作で培った技術、品質で
製作した商品を工場直売 だか
らこそ出来る価格にてご提供致
します。



出店ご
紹介

ファッション 帽子工房ユニック おしゃれ帽子
素敵な春夏帽子を
特別価格で

〒176-0012 東京都練馬区豊玉北 1-18-18
☎03-3994-5761　FAX.03-3994-2561

心も体も癒される
アクセサリーと置物

グルメ ハリウッドポップコーン 芥川製菓株式会社
映画館の
ポップコーンを再現

グルメ

フルーツと向き合って82年。素材の美味しさをお届けします。

アルプス食品工業株式会社 〒116-0013 東京都荒川区西日暮里 4-15-11
☎03-3821-3783　FAX.03-3821-0631
http://www.alpsfoods.co.jp/

ヘルスケア 高機能バランスインソール 元氣源巣鴨不老水素アメ・水素サプリ限定販売!!
驚きの体バランス補正力!
履くとすぐに効果が分かります。
バランステストをぜひお試し下さい。

ヘルスケア あったか靴下 サポーター
冷えが気になる方へ!

株式会社 松崎マトリクステクノ 〒173-0023 東京都板橋区大山町38番5号
☎03-3973-0678　FAX.03-3973-0680
http://www.matsuzaki-mt.co.jp

グルメ 東京たくあん お漬物 佃煮
昔なつかしい本物の味 
東京たくあん

株式会社 石田食品販売 〒176-0013 東京都練馬区豊玉中 3-9-19
☎03-3994-4911　FAX.03-3994-8200
http://www.ishida-syokuhin.com/

グルメ 根津 茶茶の五色こはぎ
彩り鮮やか！ 本格的なこはぎが一度に5個のお味が楽しめます。

株式会社 こはぎや本舗茶茶
〒113-0031 東京都文京区根津1-27-1 高野第2ビル1F
☎＆FAX.03-3823-3633

グルメ

専業メーカーの
チョコレート

ヘルスケア

不老長寿の
エネルギー源水素専門店

株式会社ABC 〒175-0083 東京都板橋区徳丸 1-24-6 アルクレア1F
☎03-6906-4130　FAX.03-6906-4131
http://www.abc-rich.co.jp

株式会社 安心堂 〒123-0872 東京都足立区江北 3-21-6
☎03-3896-6181　FAX.03-3896-3265
http://www.genkigen.com/

グルメ 創業99年 ベーカリーマザーグース 食卓を彩る楽しく美味しいデザート類明治43年創業 千石の魚留
パンは食文化

株式会社 マザーグース 〒176-0006 東京都練馬区栄町 29-2
☎03-3994-2121　FAX.03-3994-2122

巣鴨で創業し、現在は江古田駅徒歩4分
の場所に店舗がございます。 明治生まれ
の祖父が考案した「白あんメロン」は当
店の人気商品!メロンパンの 中に白あん
が入っており当時からの味を守り続けて
おります。 しっとりとした生地の中に黒糖
あずき、抹茶あずきを練りこんだ山型食
パンも好評。ミニパンシリーズも各種ご
用意いたします。是非お立寄り下さい!

グルメ パティスリーHiyama
絶品!素材にこだわり、愛情をこめて作ったお菓子たちを
ご紹介します!

グルメ

「魚屋さんのお弁当」
「魚屋さんのごはんのお供」
　　　　（自家製ふりかけ）

有限会社 小島商店 〒112-0011 東京都文京区千石 3-32-7
☎03-3941-5148

創業明治43年、100年を超える
千石の老舗魚屋です。毎朝築地
で仕入れた鮮度抜群の鮮魚・魚
介類を販売しております。社長
がさばく刺身や海鮮丼、おかみ 
手作りの天ぷら・フライなどお
惣菜の予約販売も人気です!

ファッション ちょっとおしゃれな磁気ネックレス
かわいい仕草のネコちゃん置物

株式会社 入倉貴金属　アトリエ IRIKURA
〒173-0034 東京都板橋区幸町 22-5 NOMA入倉102 
☎03-3972-2020　FAX.03-3972-2021
http://www.irikura.co.jp

株式会社 ケイテック 〒170-0002 東京都豊島区巣鴨 5-6-3
☎03-6804-3177　FAX.03-5961-6208
www.k-tec-japan.co.jp/

株式会社 HIYAMA 〒112-0012 東京都文京区大塚4-1-11
☎03-3945-3585　FAX.03-3945-3586
http://www.p-hiyama.jp/

〒170-0003 東京都豊島区駒込 1-44-2
☎03-3942-2025　FAX.03-3942-2006　ご注文用電話番号0120-74-5010

http://www.akutagawaseika.co.jp/

創業１８８６年、芥川製菓は東京駒
込の老舗チョコレートメーカーです。
定番商品の「スペシャルミルクチョ
コ」は長年にわたりファンの多い逸品
です。通信販売での御用命も承って
おりますので、下記のフリーダイアル
をご利用下さい。なお、池袋ショッピン
グパーク（ISP）南館の直営店におき
ましては、各種製品を取り揃えて皆
様のお越しをお待ちしております。

【タイムサービス】
★★高純度水素水無料配布★★
●不老長寿巣鴨水素アメ
　（大特価 100 円～）
　めずらしい一品です!!
●巣鴨不老水素サプリメント
　（大特価 500円～）
　長寿に貴重な一品です!!

●百貨店,専門店にて
　婦人帽子を製造販売
●主に練馬区内の小学
　校の学童帽子を製造
●帽子教室も月 2 回ほ
　ど開き、生徒さんと
　一緒に帽子を楽しく
　つくっています。

●宝石と磁気パーツを組み合わせた　
　ちょっとおしゃれな磁気ネックレス。
　身に着け て、心も体も癒されてみては
　いかがですか?
●かわいい仕草のネコちゃん置物、
　ぜひ見に来てください。

□■「四の市」限定価格!■□
①ひざ、足首など保温サポーター
②ゴム口をゆるく締め付けない靴下
③冷房・日焼対策アームウォーマー
...などのニット製品を板橋区大山町
の工場にて製造しております。当日
も多数の 商品を取り揃えております
ので、是非、お立ち寄りください。

最高級プレミアムのコーン(プレ
ファード社製)とココナッツオイル
を使用 し、キャラメルやチーズ
でコーテングして出来た映画館
(シネコン)のポップ コーンです。
食べたら止まらない出来立ての
ポップコーン!絶品です。

文京区大塚の静かな住宅街に2007年オー
プンした洋菓子店、パティスリー Hiyama。 
オープンからお客様に愛され続けている人気の
商品、『極みスフレチーズ』を今回「四の市」
で特別価格にて販売いたします。 那須御養卵
という黄身のオレンジ色の元気な卵を使用し、
ドイツの石窯でゆっ くりゆっくり火を通して蒸し焼
きにします。 ひとつ食べるともうひとつ欲しくなる、
口に入れるとふわ～となくなるそんな 『極みスフ
レチーズ』を是非この機会にご賞味ください。

合成保存料、合成着色料、
合成甘味料 不使用
1年以上漬け込んだ「ひね原料」
を使用しております。
昔懐かしい田舎沢庵の風合いや
歯応え、歯切れ感が自慢の本物
の糖漬け東京たくあんです。

創業82年。自然の素材を生
かした安心・安全でまごころ
こもった食品づくりを 目指して
おります。高知県産の生姜を
使った生姜ジャムやフルーツ
のおいしさを そのまま閉じ込
めた定番人気のジャム、3種
類の水羊かんなどを販売いた
します。

京都の舞子さんが小さなお口でも
食べられる様にと考え作り出された
5種類の小さなおはぎです。最高の
道明寺を使用して、粒あん、きな粉,
うぐいす粉、白ごま、 黒ごまの5種
類を使い上品に、食べやすく一度
のお茶うけに程よく味わえる事か ら
当店一番人気の本格的な和菓子
です。5色こはぎは、5個入り、15
個をご用意してお待ちしております。

こんな方にオススメです。
●躓き（つまずき）やすい方
●歩くのが億劫に感じる方
●足、腰、膝に不安のある方
●荷物が重いと感じる方


