ファッション

ミセスファッションのご用達

ズボンの裾濡れ防止カバー「アンダーブレラ」

有名百貨店で展開中の人気ブランド

雨の日の通勤など、足元をサポートするカバー。
〜頑張っている人を応援したいという想いから生まれました〜

Bonheur ボヌール

洗練された着心地の良い、
ミセスのトレンド商
品を特別価格にてご提供。普段のお召し物か
ら、
よそ行き着まで、安心ご満足いただける内
容でお待ちしております。

日経MJ新聞で紹介されたズボンの裾用雨具
です。展開式カバーを巻くだけなので靴をはい
たまま着脱が容易、芯材内蔵でずれ落ちせず
ズボンにしわがつきにくく、携帯カバー付きで
持ち運びも便利です。雨の日の通勤時ほか、
ゴルフ・
トレッキングにも是非お試し下さい。

有限会社ボヌール

〒１７３-００３７ 東京都板橋区小茂根１-９-１３
103-3958-2010 FAX.03-3958-8025

〒168-0061 東京都杉並区大宮2-12-7
103-5930-5654 FAX.03-5930-5654

カルチャー

消火剤

公益財団法人としま未来文化財団

江戸漆器 角漆工

ご案内役 財団マスコット「としまくん」

世界に2個ない うるしビアカップ・汁椀

「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・まちづくり情報を発信・
・・
ご提供しています。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、公演情報などをご案内す
るとともに、先行予約やお得に鑑賞できる
「友の会」のご案内を致します。
〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-20-10
103-３５９０-７１１９ FAX.03-５９９２-６０９９

和紙小物

広正有限会社

古き良きこだわりの和紙
和紙に天然素材を漉き込み、糸状に
加工し、
さまざまな商品を作りました。
遠赤外線放射、抗菌、消臭効果が
期待できます。
是非一度お使いになって下さい。

広正有限会社

〒174-0046 東京都板橋区蓮根2-29-9-505
103-5970-5686 FAX.03-5970-5683

荒川区登録無形文化財保持者 角光
男がつくる陶器にうるしのビアカッ
プは、ビールをはじめ水・牛乳など
が美味しいと評判の一品。
汁椀はどこにもまけない丈夫さが自
慢の国産うるし仕上げです。

ダイエット
クッション
万能多目的
ノコギリ

防災用品

個性パン

わらび餅
江戸漆器
デコパージュ
工房

どら焼き

静岡茶

マスク

健康
サポーター

飴・
ドロップ

ゴム製
アイデア製品

和紙小物

世界で愛用されている万能のこぎり!!
女性でも使い易い！
？今までの
のこぎりのイメージが変わります！
！
少ない力でも切れ味抜群！お悩み
だった粗大ゴミの解決はもちろん
アウトドアや日用大工、
ガーデニング、
自由研究などにお勧め。
ハナツールズジャパン
株式会社

通帳・
スタンプ

国道
号線

至志村

とげぬき
地蔵

17

チョコレート

研修会館

本店

都営
三田線

鴨

至大塚

創立大正 11 年 巣鴨信用金庫

仰高小学校

A4出口

巣

会場
巣鴨信用金庫
本店

清酒・漬物

〒179-0081 東京都練馬区北町3-20-5
103-5921-2563 FAX.03-3931-2568

1 6 世 紀にイタリアから始まった伝 統 工 芸
「デコパージュ」教室へのご案内と作品の

株式会社 秀和工務店 〒３３５-００２１ 埼玉県戸田市新曽３０９-１
1０４８-４４５-5288 FAX.０４８-４４５-７６５２
www.ponteponte.com

爪削り・
ラスク

多目的のこぎりマジックソー

イタリア生まれの紙を使ったアート
石けん、花瓶、ハンガー等への装飾

習ってみませんか？
世界に一つの自分だけの作品を作りましょう。

揚最中

〒116-0011 東京都荒川区西尾久４-６-１０
103-3893-0839 FAX.03-3893-0489

デコパージュ工房 ポンテ ポンテ

販売です。イタリア、
ドイツからの紙を使い、
身近なものが美しく生まれ変わるアートを

裾濡れ
防止カバー

婦人服

都バス車庫

第 5回すがもビジネスフェア

北口
巣

鴨

JR山手線

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

至駒込

開催日時
後

平成23年11月4日
（金）午前10 時〜午後3時

主

催

巣鴨信用金庫

援 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支部 豊島区 板橋区 北区 荒川区 文京区
大東文化大学 東京商工会議所豊島支部 東京商工会議所板橋支部 信金中央金庫 東京都信用金庫協会（順不同）

ヘルスケア

ますくまもる君

もしも…の時に役立つ防災用品各種
大好評なアイデア防災グッズ＝コンパク
トに折り畳める防災ヘルメット
「タタメット」
ほか、是非ご家庭に備えておきたい防
災用備蓄用品を各種ご用意いたしまし
た。地域への防災意識の向上に役立
つよう、特におすすめの防災グッズをご
提供。
〒112-0001 東京都文京区白山５-１９-１０
1０３-３９４６-９６３１ FAX.０３-３９４６-６７７３

お年寄りやお子様でも使える 投げるだけの消火器具

風邪や花粉以外でも美容のた
めにマスクを着ける人が増えて
います。ご自分に合ったサイズ
を選び、正しく使うことで最大
限の効果を発揮します。
各サイズを用意し「四の市」だ
けの特別価格でご提供させて頂
きます。

株式会社亀井印刷

シーワ

〒170-0004 東京都豊島区北大塚2-19-6
103-3918-7612 FAX.03-3918-7614

熙樺株式会社 〒111-0051 東京都台東区蔵前4-31-10蔵前オラシオンビル9Ｆ

健康サポーター・インナーなど

健康と豊かな生活を提供する

●これからの季節にうれしい

寝たきりになる一番の原因は、家庭内での転倒です。脚の付け根の腸腰筋を
鍛えることで予防でき、腰痛や冷え性の改善も期待できます。腹筋ｇｏｏは、雑
誌 壮快で医学博士から、高齢者
の方でも楽に腸腰筋を鍛えることが
できるクッションと紹介されました。
特 別 価 格で販 売いたしますので
ぜひお立ち寄り下さい。

「薄型メッシュひざサポーター」
●つらい腰を快適サポート
「ラクダーネDX」
●骨盤のゆがみを正して下半身スッキリ
「骨盤サポートパンツ」
●四の市限定大特価品もたくさん取り揃えてます！

株式会社 オーテックシー 〒175-0082 東京都板橋区高島平7-3-4 KSビル

株式会社 戸田商店

FAX.03-3979-1144

らくらく健康生活 応援グッズ
ゴムで作ったアイデアグッズで健康アップ！
手指を使って握ること
により、脳の血流量を
高め神経ネットワークを
刺激して脳を活性化す
る
『ぐっとヘルス』

タカハシ金型サービス
金型の技術の粋をご覧あれ！
！
うすけずりん・スワンタッチ
爪 切りを使わな
い爪切り！
！
介 護 やおしゃれ
に最 適 、新 感 覚
ネイルケア＆ペー
ジを追いかけるア
イディアしおり。

株式会社
東都ラバーインダストリー

〒３３２-００３１ 埼玉県川口市青木４-２２-２１
1０４８-２５５-７５２５ FAX.０４８-２５５-７５２４

創業１２０余年、時代と共にこだわりの
チョコレートを製造して参りました。
そのこだわりの製品を本日、販売致します。

〒175-0092 東京都板橋区赤塚7-19-20
103-3979-6532 FAX.03-3979-6532

〒１７３-００２５ 東京都板橋区熊野町７-４
1０３-３９５７-７２６１ FAX.０3-５９７０-９９０3

あんパンは甘いものと思いがちですが、塩
味のあんパンです。小豆は岩塩でほんのり
塩味に、粘りと艶だしに水飴を少し加えて
造りました。パン生地の主原料は北海道
産の小麦粉、
ノントランス油脂、鳴門の塩、
卵で造り、岩塩で茹でた粒々のままの塩
あずきを包みました。

中里菓子店

佐々木製菓株式会社

昔を今に伝える味を伝統の味をご賞味ください

飴を作り続けて９５年

駒込の地に創業し長く親しまれる
菓 子 店・中 里の看 板 商 品は胡
麻油の風味、皮の塩気、そして
あんこの甘味のバランスが絶妙な
「揚最中」。
皮に黒砂糖と地粉を使い、蒸し
焼きにしたどら焼き風な
「南蛮焼」
〒114-0015 東京都北区中里1-6-11
103-3823-2571 FAX.03-3823-2571

体の健康を考えて吟味した素材を
使用しています。
●外出時にちょっとバッグに入れて
●ハイキングに行く時に
●ご家族の団らんに、
お楽しみください。
特別価格で販売していますので
是非お立ち寄りください。
〒115-0055 東京都北区赤羽西6-30-10
103-3900-2031 FAX.03-3900-2078

季乃杜 竹野
美味しい笑顔が見たいから私たちは
日本一のどら焼き作りを目指します

わらびもち巣鴨

もとこ

巣鴨江戸六地蔵尊前 わらびもち もとこ
江戸時代以前から親しまれてきた
「わらび餅」。近年では希少価値
の高い高級和菓子として珍重され
ております。
素朴な中に込められた、淡く奥ゆ
かしい伝統の風味を是非ご堪能下
さい。

彩の国優良ブランド推奨品、
1998年全国菓子博覧会
全菓博会長賞受賞
埼玉県農産物サポート店

有限会社 竹野戸田の渡し 〒３３５-００２２ 埼玉県戸田市上戸田３-６-６

1０４８-４４３-１８８７ FAX.０４８-４４３-１８８７

パンから手作りのラスク

〒175-0092 東京都板橋区赤塚6-19-14
103-5383-5741 FAX.03-5383-5749

砂糖を無使用の塩あんパン！

〒170-0002 東京都豊島区巣鴨１-２１-１１
103-3944-6804 FAX.03-3944-6804

板橋区立赤塚福祉園
新 聞やラジオで
も紹 介された大
評 判のパンから
手作りのラスク。
食べると楽しくな
る６種 類をご用
意。美味しいよ！

アルル

〒170-0003 東京都豊島区駒込1-44-2
103-3942-2025 FAX.03-3942-2006
フリーダイヤル 0120-74-5010

戸田家具

腸腰筋 鍛えて 寝たきり さようなら
〜ひざ裏まくら 腹筋goo〜

つら〜いヒザや腰などのお悩み解消でいきいき生活！

個性パン創造

専業メーカーこだわりのチョコレート

有限会社 中里

FAX.03-5829-9937

103-3979-1141

芥川製菓株式会社

テレビで話題の投げ消すサット119

R

我が家のマスク計画！

103-5829-9938

グルメ

安全・安心・便利

介
紹
ご
店
出

株式会社鈴盛商会

株式会社諏訪

〒335-0034 埼玉県戸田市笹目4-13-1
1048-449-0171 FAX.048-449-0174

酒のおぎはら

富士市産業支援センター

地産地消

富士山のめぐみ茶

マツムラ製茶

地元の米を使用、
清酒 純米吟醸無濾過原酒「野火止」

富士山のおひざもと富士市で、おちゃ本来
の味や香りを大切と考え、新鮮さ・生ちゃ感

新座市の深井戸水 100％使用
清酒 純米吟醸無濾過生原酒「あさか野物語」
地元のニンジンとネギを使用し最高級スルメとで
作った新感覚のスパイシーな漬物「野火止」漬
きっと病みつきになりますよ。

覚を心がけ、栽培から製造、販売すべてを
行う茶農家です。
どうかこの機会に日本一高い山の農家の
意地をご堪能下さい！

おぎはら有限会社

〒352-0011 埼玉県新座市野火止6-24-22
1048-477-3438 FAX.048-478-6143

〒４１７-０８０１ 静岡県富士市大淵２６
1０５４５-３５-０５２２ FAX.０５４５-３６-００９６

