カルチャー

写真付き名刺でお友だち倍増！

私に、あの人へ・
・
・
世界に一つだけのオリジナルバッグ！
！

持っているだけで心が華やぐ様なバッグや小物です！
長年、婦人靴業界に関わった経験を基に、最初は革のバッグを作っていたのです
が、もっと綺麗な物、可愛い物、お洒落な物をという思いでファブリックやフェ
ルト等の素材を使うようになり、
今に至っています。
製品はデザインから制作まで、すべて手作りの
オリジナルです。
お客様はご自分の物としてお求めになる方は
もちろんですが奥様やお嬢様、お孫さんへの
プレゼントとしても喜ばれております。

有限会社
〒112-0011 東京都文京区千石4-38-17
スタジオ・ポストエイジ 103-5977-8753 FAX.03-5977-8751
http://www.postage.jp/

としま未来文化財団

暮らしのうつわ 文京・後楽

西川陶器

有名産地の日常使いの和食器を
中心に取り揃えております。

ご案内役 財団マスコット「としまくん」
「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・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・割引がある「友の会」のご案内を
いたします。

昭和32年創業。三越伊勢丹百貨店他に卸しております。
美濃焼・有田焼・九谷焼などの和食器を取り揃えました。
また若手女性陶芸家「やながせ しのぐ」さんが描く
美濃焼の手作り「世界に一つだけのプレート・マグカップ」
をお作りします。
（お客様の写真やデータをお借りして製作します。商品
完成後御自宅にお届けします。
）
●年に２回（7月12月）自社にて超特価陶器市を開催！

〒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

株式会社 西川陶器
〒112-0004 東京都文京区後楽2-20-2
103-5803-7070 FAX. 03-5803-7077

シュバイツアー高橋有限会社

老舗の四国今治タオル しあわせ雑貨
老舗、四国今治タオル、幸運雑貨で
幸せをあじわってください。

国道
号線

とげぬき
地蔵

紫外線からお肌を守る 帽子・ストール

至志村

ヘルスケア・ファッション

紫外線対策！
！帽子・ストール
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和食器

静岡茶

チョコレート

お餅・おこわ

今治タオル・
雑貨

オリーブ
オイル石鹸
乾しいたけ

都営
三田線

鴨

2F

至大塚

スイーツ
写真撮影

洋菓子

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。

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

メガネ

研修会館

本店

有名百貨店小売価格より
全品半額〜３割引き！
！
税込￥２０００均一でご提供します。

FAX.03-3937-0805

バッグ・小物

おせんべい

中華点心

〒112-0011 東京都文京区千石1-27-12
103-3828-2502 FAX.03-3828-2502
http://www.schweitzer-takahashi.co.jp

尾久キャスト工業有限会社
〒116-0011 東京都荒川区西尾久7-15-5
103-3800-3999 FAX.03-3800-5017

103-3937-0804

乾麺・乾物

和菓子

食用のオリーブオイルだけで作り、保存料も、
香料も何も入れず、8 ヶ月以上かけてご提供
している100％バージンオリーブオイル石鹸
B.C.4000。乾 燥 肌、アトピー肌、老 人性
乾燥肌の方々から、絶大な信頼をいただいて
います。保湿化粧品、肌を若くする幹細胞
化粧品もあわせてご紹介します。皆様のお役
に立てることを願っております。

生活雑貨

乳製品

乾燥肌、アトピー肌、老人性乾燥肌の方々のために作った
100％バージンオリーブオイル石鹸B.C.4000と、保湿化粧品

最近ご当地ゆるキャラ、バリーさんが有名な
四国今治。明治時代から続く老舗の今治ブラ
ンドのタオル、使うと肌ざわりが良いので、幸
せな気持ちになる、安心安全で良質のタオル
ハンカチをはじめフェイスタオル、バスタオル、
ギフト用タオルセットなどをご用意しました。また、
幸運をもたらすパワーストーンなどの雑貨もご紹介。
当日、四の市限定グッツプレゼント。

株式会社 ランゼ企画 〒175-0061 東京都板橋区高島平1-61-12

海苔・
防災用品・
長野県物産
遊び具

帽子・ストール

ご招待状

公益財団法人

●四の市スタジオ撮影
初出店記念の大特価。元気なお姿をその場
で撮 影、お顔をきれいに画 像 処 理します。
（50枚のきれいな写真付名刺。送 料込）
ご郵送。当日払い or 代引き後払い可。
●著名な歌人の俳句、和歌を陶板にしました。
超特価 4,800円→1,000円に
●家にたくさんある古いお写真を修整してリメイクします。
当日はサンプルをご覧下さい。白黒写真をカラーにする事もOK。

ご来場を心より
お待ちしております

Kikipico（キキピコ） 〒179-0085 東京都練馬区早宮3-9-21
103-3992-6491
http://kikipico.jp/

超安6,000円→1,000円に !
｢すがも交流写真｣撮影会

都バス車庫

第8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

（火）午前10 時〜 午後 3 時
25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 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）

グルメ

芥川製菓株式会社
専業メーカーのこだわりチョコレート

介
紹
ご
店
出
グルメ

安藤の炭火焼せんべい
創業70余年「米・炭・たれ」にこだわりました
コシヒカリ100％の生地を、ガス
や電気の火は一切使わず「炭火
焼」で独特の風味を出し、たまり
醤油を使った秘伝のたれで味付け
しています。シンプルな昔ながら
のお煎餅ですが、お煎餅好きの全
国のお客様からご注文・お買い上
げ頂いております。
株式会社 〒173-0016 東京都板橋区中板橋14-10
☎03-3964-3211 FAX.03-3964-3358
http://www.andou-seika.co.jp/

サンブロン洋菓子店
手作りケーキのお店
創業46年、板橋区徳丸で皆様に愛され、
その歴史をゆっくり、そして長く刻んでいる、
そんなお店です。ひとつひとつの原材料に
こだわり、吟味した素材を使い、丁寧に
真心を込めて作り上げたお菓子です。今回は
当店でも人気の焼き菓子と半生菓子の一部
を出店させていただいております。是非、
のぞくだけでもお立ち寄り下さい。皆様に
お会いできる機会を楽しみにしております。
有限会社 サンブロン

〒175-0083 東京都板橋区徳丸2-11-15
☎03-3936-5177 FAX.03-3936-5177
http://members3.jcom.home.ne.jp/simblon.cake/

「宅配牛乳専門店」エプロン宅配サービス
あなた様の「大切なご家族の健康」にお役にたちたい！
「元気長生き」毎日の食事のひととき。
楽しくハッピーな時間であるとともに、健康
にも気遣って過ごしたいものですね。私ども
は、良質で美味しい乳製品を中心にご自宅
までお届けするサービスを展開しております。
本日はぜひ「四の市」店にお立ち寄りくだ
さい。

株式会社
〒333-0842 埼玉県川口市前川3-13-10
タテコウエムライン ☎048-268-8707 FAX.048-268-8973

九州産乾しいたけ

〒335-0034 埼玉県戸田市笹目5-17-1
☎048-422-5561 FAX.048-422-5530

高千穂物産株式会社

国産原料にこだわり、日本の農業・漁業を応援しています！

昭和12年創業以来、池袋ゆかりの文豪
江戸川乱歩先生をはじめ広くのお客様より
ご愛顧を賜っております。
厳選した材料のみを使用し、熟練の技術
にて仕上げました和菓子を是非ご賞味くだ
さい。
株式会社

富山新大正の餅・お赤飯・季節のおこわ
当店では体に優しい食品を目指してい
ます。それ故に加工食品は無添加、お米
は無農薬及び農薬を極力抑えた20種類
の商品を取りそろえております。お餅は
つきたての柔らかい商品を店頭に並べ
ております。お近くにお寄りの際は是非
ご来店下さい。

安全…九州で自生しているクヌギやコナラの原
木を使用し、農薬や添加物を一切使わず
に育てられているので、安心して召し上
がれます。
美味…自然の力を蓄えてすこやかに育った原木
栽培の乾しいたけは食感も良く、旨味も
香りも増す点に加え、保存がききます。
健康…エリタデニンというしいたけ特有の成分
が含まれており、血流を良くし、血圧を
下げることが期待されます。

株式会社

山口精米店 〒171-0032 東京都豊島区雑司が谷2-5-3

103-3982-4218

株式会社

〒173-0027 東京都板橋区南町57-11
☎03-3972-2208 FAX.03-3972-2405

猪八戒

美味しい中華点心をお気軽に！
厳選された豚肉を使い、生地は甘めに仕上げ、一口サイズで昔ながら
の素朴な味わいです。

株式会社チョハッカイ 〒175-0045 東京都板橋区西台4-4-3ソフィア西台1505
☎03-3933-5165 FAX.03-3933-5166
http://www.odaiba.chohakkai.com

お茶の村松園

富士市産業支援センター f-Biz

新茶で長寿のお手伝い！

株式会社

FAX.03-3984-1564

あおい通商

輸入生活雑貨・あったら便利！を特安値で提供！

〒179-0073 東京都練馬区田柄5-15-6
103-5971-3899 FAX.03-3825-5323
http://aoi-ts.jp/

駒込

三原堂 〒171-0021 東京都豊島区西池袋1-20-4
103-3971-2070 FAX.03-3983-2637
http://www.ik-miharado.shop-site.jp

新茶は長寿のもとと言われております。皆
様の、健康にお役に立てれば幸いです。富
士山のふもとの大地で魂を込めて作られた、
村松園の新茶をぜひお楽しみください。
新商品のコラーゲン入りしょうが茶も好評
です。
ぜひ１度お試しください。

電池要らずのランタン・懐中電灯は
防災必需品
文字も地図も明るく大きく見える
LED付き拡大鏡
丈夫で軽い16本骨傘
手軽に肩腕足腰リフレッシュ器具
…などの生活に便利な輸入雑貨を
格安の価格で販売します。

高千穂物産㈱は創業50周年を迎えた
加工食品問屋です。弊社は問屋でありな
がらも、メーカー様のご協力で多くのＰＢ
商品・新製品の開発に携わって参りました。
原料からこだわった商品を選ぶ目には
自信を持っております。今回お持ちし
ましたのは、弊社こだわりの国産原料を
用いたラインナップ！ 確かな美味しさの
商品をお持ちいたしましたので、どうぞ
ご覧になっていってください。

お台場

文人も愛した池袋育ちの和菓子

店頭精米の店

九州椎茸販売株式会社

〜食べることを幸せに〜

当店人気のスイーツをどうぞ

〒179-0081 東京都練馬区北町1-27-13
103-5920-3073 FAX.03-5920-3073
http://patisserie-sioya.com/

〒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/

安心・安全の健康食材

池袋 三原堂

練馬の北一商店街の中で厳選素材を使った
スイーツとパンを販売しております。今回の
四の市が練馬区外で初の販売となります。
ほんの一部ですが、心のこもったスイーツ
たちをお楽しみ下さい。

便利

安藤製菓

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。そのこだわり
の製品を本日、限定販売いたします。是非
ご賞味ください。なお、池袋ショッピング
パーク（ISP）南館に直営店を出店しており
ます。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。また、通信販売で
のご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ください。

パティスリー シオヤ

日生メガネ

メガネでお困りの事があれば駆けつけます！
駒込 日生メガネ
駒込で28年！ 技術と信頼 地元密着の
お店です。
眼科と提携で安心！
メガネを作るのも安心！
買った後も安心！
￥12,600（フレーム＋国産レンズ1.6
非球面）
＋ケースのセット始めました。

〒170-0003 東京都豊島区駒込6-26-16 ファッションガーデンササガミ204
103-3576-0704

村松園 〒419-0202 静岡県富士市久沢1372
10545-71-1328 FAX.0545-72-0456
http://muramatsuen.i-ra.jp

株式会社東京海苔

あおき銘品館

手軽なおいしさ
食卓へ

よってかっしゃい♪みてかっしゃい♪
えべさ やまのうち！
！

日本の 食 卓に欠かせない、栄 養 豊富で
おいしい海苔をお求めやすいお値段で販売
致します。
ぜひ、お立ち寄りください。

全国有数のりんご処｢やまのうち｣。志賀山麓の雪
解け水、澄んだ空気、寒暖の激しい空気で実った、
おらん家の特産品をご多能下さい。
長野県は山ノ内町の特産 物及び農 産 物（りんご
ジュース、ジャム、
ドレッシング、きの
こ類）のPR・販 売
の他、観 光の町と
しての施設等の紹
介・PRします。

〒176-0012 東京都練馬区豊玉北4-10-4

株式会社 〒331-0035 埼玉県戸田市美女木4-11-15
アジェクト ☎048-449-6515 FAX.048-449-6516
http://www.aject.co.jp

☎03-3993-7671

FAX.03-3993-7673

女性発案の携帯防災用品

松田金型工業株式会社

いざという時のために…水に強い
防災絆手帳、携帯緊急便利袋

夢をかたちに！

MACCプロジェクト

もしもの時思い出せま
すか？ 常備薬、大切な
連絡先など記入済みの
手 帳をバッグに入れて
安心を身近に！ 水漏れ
しない袋（特許取得）は
緊急時必須。防煙マスク・
嘔吐物処理・飲料水の
確保に！

株式会社テクノキャッチ
〒116-0012 東京都荒川区東尾久4-39-7
☎050-3535-9417 FAX.0120-766-544
http://techno-catch.jp

MACCプロジェクト

楽しいもの、便利なもの、
身近に感じる欲しい製品
を豊富な金型技術によって
願いを実現致します。自動
車部品や家電、工業部品
など70余 年 の 金 型 設 計
製作の実績が有りますの
で、この機会に新商品等
の企画販売に努めて居り
ます。

〒116-0011 東京都荒川区西尾久5-19-1
☎03-3800-3531 FAX.03-3800-3539
http://www.matsuda-kanagata.co.jp/

