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第11回すがもビジネスフェア
関東経済産業局　独立行政法人中小企業基盤整備機構関東本部　豊島区　板橋区　北区　荒川区　文京区　練馬区　大東文化大学　
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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
婦人服 ブランケット 雑貨
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カルチャー 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」
が皆さまをお出迎えし、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。

・・
・・

ファッション 板橋・仲宿 きんぱや
もっと元気になれる靴
「快歩主義」

株式会社 金波屋 〒173-0005 東京都板橋区仲宿41-7

お買上げのお客様にエコバッグプレゼント！

人は年を重ねると筋力が衰え、下
肢のバランスが崩れて歩き方が不
安定になります。「快歩主義」は
医学的に研究し開発された、身
体にやさしく歩く事が楽しくなる靴
です。
【快歩主義の特徴】
①体重移動をコントロールして歩行
をサポート ②水に浮くほど軽い ③
つまずきにくく安心 ④脱ぎ履きが
簡単 ⑤安心・安全の国内生産

ファッション マックスダニエル ブランケット
思わずスリスリしたくなる滑らか素材で
赤ちゃんを優しく包み込むLA発マックスダニエルの
セレブ御用達ブランケット

ABS合同会社 〒162-0845 東京都新宿区市谷本村町7-4-2901
☎03-3266-1998　FAX.03-6265-3032
http://www.maxdaniel-japan.com/

動物に触れている様な触り心地で、
赤ちゃんを優しく包むおくるみとして
大人気！ セレブやベビーグッズのプ
ロに認められ数々の賞も受賞。可
愛いバラのつぼみや上品でお洒
落な動物柄。ウォッシャブルなので
汗をかく季節でも清潔。大人の方
には大きなブランケットもございます。

ファッション 婦人服 “アルテソワ”
いつもと違う、楽しく輝きのある自分との出会い

株式会社 やよい 〒173-0021 東京都板橋区弥生町48-3
☎03-3956-3798　FAX.03-3955-5467
http://www.j-yayoi.co.jp

ライフスタイルを楽しむ女性たち
に向けてデザイナー池田レイカ
が提案するのは、ボディラインを
綺麗に見せ、お洒落で着心地
が良く、女性らしい気品と華や
かさが漂うスタイル。
（株）やよいは、50年間で培った
ファッションセンスと技術力を駆
使して、感謝の気持ちを込めて
地域の皆様にお届けいたします。

ファッション シンセーのトートバッグ
おしゃれで便利な
トートバッグつくりました

有限会社 シンセー 〒334-0063 埼玉県川口市東本郷1396
☎048-283-6212　FAX.048-283-3251
http://www.shinsee.net/

ご家庭のいすの張替・修理や、ホ
テル・店舗の特注いすの製造を
行っています。今回の四の市では、
イスの張り替えで培った生地のノウ
ハウを活かし、丈夫で美しい生地の
トートバッグやポシェットを販売致し
ます。

カルチャー まごころこめて作ってます川越
水上製本所 

株式会社ジーブック 〒354-0044 埼玉県入間郡三芳町北永井145-4
☎049-259-9701　FAX.049-259-9885
http://www.g-book.co.jp

●昔懐かしい和綴じ
帖、ミニ和本！

●メモ帖（パタパタ・
ポケットメモ）は特
徴があり大人気

●自分史など1冊から
注文賜ります

ヘルスケア アマゾンフード
大自然で育ったミツバチの作るプロポリスを大特価！

日本薬学会で発表するブラジル産プロポリスで冬を元気に！

〒101-0061 千代田区三崎町3-1-8-2F
☎03-5355-7360　FAX.03-5355-7361

http://www.amazonfood.co.jp

プロポリスはミツバチが巣箱を「雑
菌」「病原菌」「ウイルス」から守る
ために植物で作る天然物です。木
の新芽や樹液から作るため、木の種
類によってプロポリスが異なります。
私たちはブラジル500種類を研究。
その結果、有用性の高い5種を使
用しています。人混みや病院へのお
出かけのお供として、プロポリスキャ
ンディはいかがでしょうか。

ヘルスケア 眠りの専門店 遊眠館ITO
ピローアドバイザーの
まくら診断

株式会社 伊藤寝具店 〒335-0023 埼玉県戸田市本町3-14-16
☎＆FAX.048-441-4105
http://www.ito-nemuri.com

戸田市で創業69年。
「良い眠りから健康・笑顔につなげ
たい。」それが私達の想いです。ピ
ローアドバイザーの私たちがお1人
お1人に合った枕をご提案。「肩こ
り」「首こり」「眠りが浅い」などお
悩みの方、ぜひこの機会に快眠ま
くらをお試し下さい。

☎＆FAX.03-3962-1812

製本のことなら水上製本所「手製本、修復」お任せあれ！

地域 選り
すぐりの品

々で

お迎えいた
します



出店ご紹介

グルメ 芥川製菓株式会社

〒170-0003 東京都豊島区駒込1-44-2
☎03-3942-2025　FAX.03-3942-2006　フリーダイヤル 0120-74-5010

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

専業メーカーのチョコレート
おいしさと品質や技術にこだわり続けて
120余年、芥川製菓㈱は東京・駒込
の老舗チョコレートメーカーです。是非ご
賞味下さい。通信販売での御用命も
承っておりますので、下記のフリーダイヤ
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。

グルメ 喫茶　萩
絶品！ 萩チョコレートケーキ

〒174-0062 東京都板橋区富士見町27-19
☎＆FAX.03-3962-6472

東京板橋の静かな住宅街で
「喫茶 萩」は心のこもった
ケーキをひとつひとつ丁寧に
焼き上げています。『萩チョ
コレートケーキ』はグランマニ
エを使い、素材にこだわりな
がらしっかりと深みのあるお
味に仕上げました。是非、お
試しください。

旬の安心・安全な無農薬野菜・果物販売
全国各地で無農薬・低農薬栽
培に取組む生産者が丹精込め
て作った旬の野菜・果物は
「昔ながらの味がするわね」「香
りや甘みが違うわね」という感想
をよくいただきます。
「四の市」限定の特別価格にて
販売しますので、是非、お立寄
りください。

グルメ 「酒は風土」 地酒のたなかや
板橋のいっぴん認定酒　「縁むすび」旨辛口純米

〒173-0004 東京都板橋区板橋1-46-6　ジャクソンハイツ101
☎＆FAX.03-3961-0345

http://homepage3.nifty.com/tanakayaitabashi/

●懇意の酒蔵（まんさくの花）
と新しい酒の名前を考えてい
た先代が、JR板橋駅前に
「縁結びの欅」が制定された
のを期に名付けたお酒。
●ラベルの「縁」の中には、ハー
トが隠されています。
●味は、冷でよし、お燗でもよ
しの旨辛口純米酒です。

地域発

富士山麓で栽培したお茶や紅茶を工場直送で販売します

株式会社ピュアグリーンリテール 〒417-0801 静岡県富士市大渕2761-18
☎0545-37-0222　FAX.0545-37-0223
http://www.pure-green.jp

富士山の麓、富士市で栽培～
製造された「緑茶」、「紅茶」や
お茶を使ったお菓子を販売しま
す。大好評の「お茶詰め放題」
も行います！
その他、「緑茶ようかん」や「お
茶あめ」、「お茶ジャム」など、静
岡ならではのお菓子も多数販売
いたします。

地域発 大分県特産・カボス及び加工品
大分県特産　
カボスで楽しい食事♪

大分ライフ食品有限会社 〒114-0023 東京都北区滝野川7丁目19番15号
☎03-3949-1363　FAX.03-3949-1606

カボスのジュースやドレッシン
グを販売します。
おいしい食べ方もお教えしま
すので、是非一度味わって
みて下さい。
おいしく楽しく健康に！

地域発 すがもん屋
巣鴨地蔵通り商店街の公式マスコット
「すがもん」グッズ専門店

株式会社ワンダーネスト
　すがもんプロジェクト

〒170-0002 東京都豊島区巣鴨3-19-4 SKビル 1F
☎080-7000-6208　FAX.03-5980-9782
http://sugamon.jp/

今や全国的に
愛されている巣
鴨の人気者す
がもん。巣鴨の老舗店オリジナル
のすがもんグッズや“すがもんの
おしりを触ると恋が実る”という都
市伝説にちなんだグッズなど、巣
鴨でしか買えない商品がいっぱい。

便利 数量限定！！ 在庫処分大均一セール
創業66周年謝恩セール

アカツキコーポレーション株式会社 〒112-8622 東京都文京区千石4-37-20
☎03-3941-3151　FAX.03-3941-3155
http://www.akatsuki.com/

巣鴨の地に開業し66周年を迎え
た家庭用品卸の老舗です。
台所、洗濯、浴用、清掃、収納用
品等の生活必需品を「すがも四の
市」に初出店させて頂き、地域の
皆様のお役に立ちたいと願ってお
ります。
当日はたくさんの目玉商品もとりそ
ろえお待ちしています。
尚、限定商品は数に限りがござい
ます。ご了承ください。

便利 くらしに安全を！ あなたを守る反射材
光って知らせて、交通事故防止アクセサリー

株式会社タマ商会 〒179-0083 東京都練馬区平和台1-34-10
☎03-3934-5541　FAX.03-3931-8936
http://www.tamashokai.co.jp/

弊社は、反射材を活用した交通安
全のアイテムなど、40年以上にわ
たって企画・開発してまいりました。
交通事故から身を守るためには、
歩行者や自転車利用者の自衛対

策も大切です。反射
材をつけていれば、
ドライバーの目にとま
りやすく、安全確保
にとても効果的です。

グルメ かつをぶし 池田屋
今！ 鯛のおだしが大人気！　簡単便利な「だしパック」

塩分が気になる　みなさんへ！　
無添加　だしパック（塩・化学調味料無添加）

グルメ 大江戸きんつば
北海道産小豆使用。甘さ控えめ、六面手焼きのきんつば

株式会社 大江戸 〒123-0873 東京都足立区扇2-8-5
☎03-3856-1651　FAX.03-3856-1664
http://www.ooedo-wagashi.co.jp/

グルメ 紀州梅干専門店　紀乃家 Foods Garden品質にこだわった工場直送の　「あんドーナツ・和菓子」
上質、こだわりの
紀州梅の店

川辺食品株式会社 〒171-0043 東京都豊島区要町3-58-11
☎03-3973-0145（代）　FAX.03-3973-0872
https://www.kawabe-foods.co.jp/

当店は、池袋ISP、池袋西武に
紀州梅始め日本全国の梅干を取
り揃えたショップを展開しております。
今回は、紀州特選梅のつぶれ梅
を通常価格よりお求め易くご提供
させて頂きます。このほかにもより
どりセール等、お得な企画を用意
してご来店をお待ちしております。

グルメ くり太郎、栗くり
彩の国優良ブランド認定品
今も昔もこれからも…
くり太郎本舗の栗まんじゅう

有限会社 くり太郎本舗清月 〒335-0034 埼玉県戸田市笹目2-15-13
☎048-421-2706　FAX.048-422-3666

無漂白、天然着色（クチナシ）の栗
をたっぷりと煉りこんだ、大きな栗形
栗まんじゅう。発売以来30余年、
今なお人気№1の看板商品です。

グルメ

ご好評につき、あんドーナツ・和菓子特別価格販売！！

こまつ製菓有限会社 〒179-0073 東京都練馬区田柄4-39-16
☎03-3930-3206　FAX.03-3977-7046
http://www.komatsu-seika.com/

品質にこだわった、
あんドーナツ、焼き
まんじゅうを「四の
市」ではスペシャル
価格で販売してお
ります。
是非、この機会に
皆様ご賞味くださ
い!!

グルメ 駒込野菜市場

株式会社 谷沢新生物産 〒113-0021 東京都文京区本駒込5-72-14
☎03-3943-5389　FAX.03-3944-9330
http://www.tanizawa-takuhai.co.jp

富士山麓の美味しい緑茶・紅茶
富士市産業支援センター f-Biz

〒351-0101 埼玉県和光市白子3-18-17
☎048-468-3271　FAX.048-468-3272

http://www.katsuobushi.co.jp/

天然だし素材のみの減塩だしパック。「塩
分が気になる」「自然な味のだしパックが欲
しい」等々の声に答えました。使い方は水
300～400mlに1パック。水から投入し具
材など煮込んで味付け終わるまで入れたま
までOK。塩・化学調味料は一切使用して
いませんので上品なお味に仕上がります。
原材料：鯛の煮干・うるめのふし・かつおのかれふ
し・さばのかれふし・かつおのふし・乾燥まいたけ

厳選した北海道産小豆を使用。
甘さをおさえ、素材の味をいかし
た六面手焼きのきんつば。東京
土産や劇場土産としても愛され
ている逸品です。お茶菓子はも
ちろん、御供えや、手土産にも
最適。
小豆の他に、栗、抹茶、胡麻
など様 な々味が楽しめます。


