カルチャー

絵本と紙しばい

童心社

いい絵本と紙芝居で「読み聞かせ」を！
絵本や紙芝居といえば、もちろんお孫さん
へのプレゼントとしても喜ばれますが、最近
は「読み聞かせ」でも注目されています！ 保
育園や幼稚園、学校や地域センターなどの
イベントで活躍されている元気なボランテ
ィアの方々からも支持の厚い、童心社の絵
本と紙芝居を紹介いたします。
〒112-0011 東京都文京区千石4-6-6
103-5976-4181 FAX.03-5978-1078
http://www.doshinsha.co.jp

童心社

アーンジョー『シェニール織』商品の販売とハタ織り教室の案内
シェニール織は明治の初めにスコットランド
から伝わり、日本の織技法のからみ織『紗』
を取り入れ独自に進化した織物です。
天然繊維の綿ならではの優しい風合いをご
堪能下さい。
また、池袋、横浜、立川のシェニール織ハタ
織り教室のご案内をさせて頂きます。

福祉の専門書の中で、健康・地域で役
立つ内容の書籍を中心に揃えます！
老化防止・ストレス解消方法、地域での
コミュニケーションの図り方をたくさん
の本が教えてくれます。
読んで為になる！ やって楽しい！ そんな
本の世界へ立ち寄ってみてください。
有限会社筒井書房

公益財団法人

〒176-0012 東京都練馬区豊玉北3-5-2
103-3993-5545 FAX.03-3993-7177
http://www.tutui.com

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」
平成24年は豊島区制施行80周年。財団もさま
・・
ざまな記念事業を行います。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、公演情報、まちづくり
情報、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・割引がある「友の
会」のご案内をいたします。

ファッション

〒171-0022 東京都豊島区南池袋２-１４-１２ 山口ビル３Ｆ
103-5960-4455 FAX.03-5960-4456
http://www.csworld.co.jp

〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-20-10
103-３５９０-７１１９ FAX.03-５９９２-６０９９
http://www.toshima-mirai.jp

婦人靴のレディースキッド

全国温泉地向けおしゃれ衣料の曽我(株)

快適に歩くには、足に合ったサイズ選びから。

いつものご愛顧に感謝して、すがも四の市特価にて大奉仕

池袋駅前で60年以上続く靴専門店です。
20cm〜27cmまで、婦人靴をサイズ豊富に
取り揃え、特に小さいサイズ/大きいサイズの
女性には喜んで頂き、全国からお越し頂いて
おります。
店員の多くはシューフィッター資格者ですの
で、足にあった靴選び、是非ご相談ください！
株式会社キッド 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2-5-5
103-3985-3456 FAX.03-3989-1269
http://www.kid-k.jp

四の市出店の為、いつもの半額以下
にて商品を大放出！
在庫が無くなるまで出し続けます。

曽我株式会社

〒174-0073 東京都板橋区東山町２６−６
1０３-３９７４-４６５２ FAX.０３-３９７４-４７７８

とげぬき
地蔵

ぜいを尽くした原料と…真心をもち造りつづける
肌にやさしい化粧品造り一筋 歩む

研修会館

鴨

会場
巣鴨信用金庫
本店

至大塚

創立大正 11 年 巣鴨信用金庫

仰高小学校

A4出口

巣

〒175-0082 東京都板橋区高島平9-37-5
103-3935-8898 FAX.03-3936-3565
http://www.hukka-cosmetics.com
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本店

都営
三田線

株式会社
フッカーコスメチックス

国道
号線

フッカー化粧品

至志村

女性の綺麗美を求めて100年

アフリカ大陸、神からの授かり物バオバブの
樹より賜り物。
稀有なバオバブオイルは肌年齢ケアに最
適な植物油です。
バオバブオイルで石鹸やクリームを造りました。
あなたの乾燥肌を改善し、ぷるぷるお肌に
なれる様、
お役にたちます。

ご招待状

シーエスワールド株式会社

健康促進・地域活性化関連書籍の展示販売

ご来場を心より
お待ちしております

株式会社

筒井書房

福祉・健康の本専門店

都バス車庫

第6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

主

催

巣鴨信用金庫

（月）午前10 時〜 午後 3 時
24年5月14日

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）

細かいホコリも軽く払ってキ・レ・イ〜。
〜大手通販ロングセラーの羽根はたき〜

介
紹
ご
店
出

羽根に宿る静電気のはたらきで、表面を
軽く払って塵や埃を取り除く「羽根はたき」
掃除を愉しいものにしてくれる。
通販商品を「四の市」特別価格でご提供
いたします。

便利

〒１７０-００１１ 東京都豊島区池袋本町４-１-１０
1０３-３９８６-５５６１ FAX.０３-３９８８-６５９５

ヨネヤマ用品販売
株式会社

東京セイル株式会社

旅先、お買物に便利なキーホルダータイプのエコバッグ

読む事は楽しい。知る事は楽しい。
見楽ルーペ。

環境保護活動協賛会社の製品です

面倒なピント合わせのいらないルーペ。
読書・新聞など、ルーペを動かしながら、
広い紙面を読み続ける事ができます。
またコイル状のスプリングハンドルの特徴は。
●軽くて！ ●太くて！ ●スベリにくい！
少しの握力でも使いやすくなっております。
〒114-0022 東京都北区王子本町2-5-16
103-3905-0121 FAX.03-3908-9145

予定以上に買物をしてしまったときに便利な
キーホルダータイプのバッグです､海外でも
共通語になってきた「モッタイナイ」をオシャ
レにローマ字で入れました､「モッタイナイ」
ブランドは売上の一部が植林活動等の寄付
金となる商品です。
有限会社
アイエムコーポレーション

〒３３２-０００２ 埼玉県川口市弥平４-１２-５
1０４８-２２３-９０２１ FAX.０４８-２２５-６４０８
http://www.imcorporation.co.jp

グルメ

南大塚ネットワーク

味わい、キラリ。星 梅

たまにはお隣の「大塚」まで遊びに来ませんか？

国産紀州梅 やわらか仕上げ

池袋と巣鴨に挟まれ、注目度が薄い街大塚。
でも、山手線で唯一都電荒川線が乗り入れ、地蔵
通りからもとっても行きやすい、落ち着いた雰囲気の
大人の街なんです。
今回は、数年前から街おこしの一環で立ち上げた、
地域ブランド「大塚ものがたり」のご紹介をさせていた
だきます！ もっと巣鴨にいらっしゃる皆様にも親しみを
感じて頂けたらと思います。
〒170-0005 東京都豊島区南大塚3-25-3
（代表で大塚青木商店）
（代表で大塚青木商店） FAX.03-3987-7699
103-3971-6175
http://www.m-ohtsuka.net/

まろやかな甘酸っぱさの干し梅を、黒糖を
使って丁寧に仕上げました。お子様から
お年寄りまで、小腹がすいた時、疲れた時、
熱中症の予防に、散歩のお供に。いつ
でも美味しい絶品干し梅です。

ファルコンプランニング
株式会社

〒114-0024 東京都北区西ヶ原3-2-1-305
103-3949-2323 FAX.03-5394-8376

ひなの郷

板橋お伝え最中

雑司が谷の町に新しい味を…

板橋区内に伝わる5つの昔話を5つの最中にしました。
5つのお味をお楽しみください

子宝の神として多くの参拝客がある 子母神近く
で、変わりたい焼きをそろえてお待ちしています。
一番人気はあんこに白玉と豆乳クリームの入った
子宝たい焼きです。そのほかにもあんこ、プリン
クリーム、コラーゲンの入ったお肌プリンプリン
たい焼きやエビチリ、チーズが入った鬼っ子たい
焼きなど美味しい変り種をご賞味ください。
北海道産の小豆や吟味された粉など、素材にも
こだわっています
〒171-0032 東京都豊島区雑司が谷３-３-１４
103-5952-1565
http://www.geocities.jp/hinanosato1/

板橋区内の和菓子屋８店で開発・発売している最中です。

●「田中屋本店」板橋区成増1-31-5
●「さどや」板 橋 区 赤 塚 2 - 9 - 2
●「奥州堂」板橋区坂下3-34-24
●「小川家」板橋区蓮根2-17-8
●「泉 屋」板橋区常盤台1-2-2
●「榮太樓」板橋区南常盤台1-39-3
●「双月庵」板橋区大谷口北町71-11
●「甘集堂」板橋区大谷口1-3-8

板橋和趣会

TEL03-3930-0055
TEL03-3930-4275
TEL03-3966-0301
TEL03-3966-1335
TEL03-3960-3677
TEL03-3956-3057
TEL03-3955-2764
TEL03-3956-3785

〒174-0043 東京都板橋区坂下3-34-24
103-3966-0301 FAX.03-3966-0302
http://ousyu-do.itabashi-life.com/

グルメ

ＥＣＯ天然素材「羽根はたき」

谷中

嵯峨の家のあられ

大正3年創業

手焼きの味

嵯峨の家は、谷中の地で、大正3年
創業以来変わらぬ味・製法を守り続け
ています。
国産の米、国産の備長炭で時間をか
けじっくりと焼き上げたあられ・お煎餅
を提供しております。

えべさ やまのうちどっとコム

あおき銘品館

自然がいちばん！
！北信州 山ノ内町の特産品
全国有数のリンゴ処『やまのうち』
志賀山麓の雪解け水、澄んだ空気、寒暖
の激しい気候で実った、オラん家の特産品
を是非ご堪能下さい♪
また、山ノ内町のご案内をするとともに、
各種先行予約や特典を用意しております。

株式会社アジェクト

〒335-0031 埼玉県戸田市美女木6-17-6
1048-449-6515 FAX.048-449-6516
http://www.aject.co.jp

有限会社

区民が選んだ板橋のいっぴん 大仏サブレー
厳選した材料で作られたサクサクッとした
歯ざわりのレモンの香りが口に広がるサブ
レー。手のひらサイズの１枚が１００円でお
みやげにぴったり。
地方発送承ります。

〒110-0001 東京都台東区谷中6-1-27
103-3821-6317 FAX.03-3821-6317

嵯峨の家

フランス製菓

内田鰹節店

プロの味をご家庭でも
出汁は料理の基本です。
一 手 間 加えるだけで美 味しさが
ワンランクUP ! !
日本伝統の味をお楽しみ下さい。

〒１７５-００９２ 東京都板橋区赤塚２-２-５
1０３-３９３０-２２５５ FAX.０３-３９３０-２２５５

有限会社

粉

川

こだわり健康食品
（国産）
こだわりの製法でおいしく体に良い商品が
できました。
手間ひまかからずに簡単に使えるのでティー
タイムやちょっとしたお土産にもお使い下さい。

株式会社コガワフーズ
有限会社 粉 川

〒102-0072
東京都千代田区飯田橋3-11-24笹岡ビル２階
103-3515-2040 FAX.03-3515-2055

株式会社

食学

韓国 食品類〈韓国餅（トッポギ、トックなど）、ユズ茶など〉
●首都圏では極めて少ない、
トッポギ、トックの専門メーカー
です。
●トッポギ、トックは今では居酒屋
などにメニューとして採用され
売筋アイテムです。

〒１７９-００７１ 東京都練馬区旭町１-１５-１８
103-3938-9111 FAX.03-3938-9114

〒334-0013 埼玉県川口市南鳩ヶ谷1-26-4
1048-471-9247 FAX.048-285-3640

三陸宮古企画室

富士市産業支援センター

三陸宮古復興応援

山田のお茶で笑顔いっぱいに

山田製茶

三陸宮古を中心に、岩手のこだわり商品
を販売。

山田製茶は、不器用な親子が自信と
プライドを持って、安全・安心なお茶

被災したメーカーが再起をかけて精一杯
商品を提供しています。
試食も準備してお待ちしておりますので、
どうぞお立ち寄り下さい。

を心がけ、日々作っております。
そんな山田のお茶を美味しく召し上がっ
ていただけたら嬉しく思います。

株式会社 東京企画室

〒３３３-０８５６ 埼玉県川口市芝塚原２-１１-２８-５０２
1０４８-２６９-９０３９ FAX.０４８-４２３-８８５５

〒417-0826 静岡県富士市中里129
10545-34-1612 FAX.0545-34-2012
http://yamacha.winp.cmbc.jp/

