地域発

愛媛セレクトショップ いよかん

四国・愛媛からの産直品 知られざる逸品で お・も・て・な・し
東京から遥か1000キロ、瀬戸内海に
面する愛媛県は、柑橘王国です。
愛媛といえば「みかん」
「坊ちゃん」
「道後
温泉」を思い浮かべる方はいらっしゃ
いますが、みかん以外でも山の幸・海
の幸が豊富です。またタオルといえば
「今治市」が日本一の生産地として有名
です。そんな愛媛から選りすぐりの逸品
を揃えました。お遍路四国は「ご接待」
の伝統が今も息づいています。愛媛
のおもてなしをお楽しみください。
有限会社 愛媛サポーターズ

〒171-0014 東京都豊島区池袋2-23-9 岸野ビル 1-B
☎＆FAX.03-6303-3577 http://e-supporters.co.jp

目白通り2丁目商店

便利

あると便利グッズ
スーパーコイルはアメリカ生まれ
の元祖コイルです。
伸びきらずに戻ってくる優れもの。
一度使ったら他のコイルは使え
ないぐらいとっても便利な日用
雑貨です。カギに・定期入れ
に使い方いろいろ。

株式会社ウェステンド

〒171-0031 東京都豊島区目白2-3-3 目白Yビル2F
☎03-5953-4860 FAX.03-5953-4861
http://www.westend.jp

マツダ自転車工場 優U

便利

午前10 時〜午後3 時

一、富士（富士山）
二、鷹（鷹岡。当園の地域は鷹岡地区と言われています）
三、ちゃーみぃ
（笑顔農園ちゃーみぃは、お客様が笑顔になれるお茶作りを心がけております。
）
望月製茶

便利

技あり自転車用ベル・技あり
山登り用ベル
ベル専門会社としての、こだわりのモノ
づくりをご紹介致します。
自転車用ベルは、国内トップシェアを
誇る、斬新なデザインの商品から、昔
懐かしいベルまで、幅広く製造・販売。
山登り用ベルは、世界初となる、片手
操作でワンタッチ消音機能付きベルを
ご案内します。

カルチャー

〒170-0005 東京都豊島区南大塚2-38-7
☎03-3943-4312 FAX.03-3943-4313
http://www.event-goods.jp/

つのつのサイコロ

株式会社ボウンディア

婦人服

0才から100才までのオリジナル玩具〈つのつのサイコロ〉です
つんで まわして ころがして つなげてみると おもしろい
2013年度〈TASKものづくり大賞〉
を受賞したつのつのサイコロは、食
品衛生法に基づいて日本で作られた
安全な玩具です。
サイコロ こま ブロック 赤ちゃん
のラトルとして様々な遊び方を選んで
考えて、赤ちゃんからお年寄りまで、
コミュニケーションの場で活躍します。

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」

自転車用ベル
防犯ベル

健康食品 ドレッシング

自転車

香辛料・
漬物材料

お茶

チョコレート

生めん・
スープ

芋羊羹

煮豆

カルチャー
ホビー
健康シューズ・
婦人靴

洋菓子

【会場】巣鴨信用金庫

カット野菜
の水煮

教育玩具

輸入雑貨

〒170-0002 東京都豊島区巣鴨3-23-3-1003
☎03-3918-7187 http://tsunotsuno.com/

カルチャー

パン

とげぬき
地蔵
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愛媛県
物産
至大塚

宝飾品

本店

研修会館

本店

仰高小学校

A4出口

鴨

有限会社 ピー・スマイル

お楽しみ
いっぱい！
！

〒116-0011 東京都荒川区西尾久4-8-4
☎03-3893-5741 FAX.03-3800-5081
http://www.tokyobell.co.jp

巣

イベント＆お祭り用品のインターネット
通販を大塚で15年、今年ついに念願
のアンテナショップをオープン！
「和紙で作る小物入れ」のほか、懐か
しい「竹とんぼ」や「万華鏡」などの
工作キットをご紹介。
専用マジックペンで簡単に絵付けでき
る「湯のみ」や「お茶碗」は当店の
人気商品です。

株式会社東京ベル製作所

国道
号線

親子三代で楽しめる、手作り工作キットが大集合！

〒419-0202 静岡県富士市久沢1348-3
☎0545-72-3569 FAX.0545-71-9834 http://charmy.i-ra.jp

都営
三田線

イベントグッズ★スマイル館

5/14 ㊌

心も、からだも、癒される富士山育ちの深蒸し茶

〒116-0012 東京都荒川区東尾久1-2-4
☎03-5692-6531 FAX.03-5692-6532 www.level-cycle.com

カルチャー

平成26年

富士市産業支援センター f-Biz

至志村

片足を18センチ上げてまたげる
超低床設計。
止まるときに足がしっかり地面に着
き、こぐときは膝を曲げずにこげる。
ゆっくり走ってもふらつきにくい安心
設計
特に変形性膝関節症の方や人
工関節にされた方におすすめ。

開催日時

茶工房ちゃーみぃ

都バス車庫

北口
巣

鴨

JR山手線

至駒込

ご来場を心より
お待ちしております

変形性膝関節症の方のための自転車

地域発

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

ラムネ・
炭酸飲料

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。

「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。

としま未来文化財団

第10回すがもビジネスフェア

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

後

援

創立大正 11 年 巣鴨信用金庫
主

催

巣鴨信用金庫

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
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）

練馬区

大東文化大学

グルメ

レストランカフェ カメリア

日本国内で丹念に育てた原料で作りました

巣 鴨にちなんだ「カモ」や「お地 蔵さん」を
モチーフにした菓子が大人気！
〜カメリアの特徴〜
ケーキや焼菓子は工場から直送！
店内は女性がお一人でも寛げるあたたかみ
の有る空間！
シェフ特製のお食事メニューも充実！
★「四の市」ではスペシャル価格で販売して
おりますので、是非、この機会に皆様ご賞
味ください！
！
！
株式会社ケイ・ブックス

グルメ

創業50年、香辛料一筋に食事を楽しく・美味しくいただくこ
とに追究してまいりました。
この度、日本各地の農家さんのご協力により国産原料のみを

明治中期より続くフランスパンの老舗

グルメ

いもようかんの土佐屋

職人こだわりの手作りいもようかん

グルメ

〒170-0001 豊島区西巣鴨4-31-8

これまでにない、感動するおいしさを

グルメ

☎＆FAX.03-3917-7228

田中製麺

〒174-0063 板橋区前野町1-32-16
☎03-3968-1414 FAX.03-3968-0878
http://www.suzulan.co.jp/

株式会社エコライフコーポレーション

ファッション

伝統の味 きくたの煮豆

豆の風味が生きた、懐かしい手づくりの味
昭和4年創業の煮豆屋・菊田商店
が、国内産原料を昔ながらの直火
炊き。調味料も「純米酒」
「醤油」
「砂糖」
「自然塩」のみ、それぞれ
指定したものを使用、保存料や着色
料は一切使用していません。大量
生産とはまったく違う、素朴な手作り
の味をお届けします。
株式会社 菊田商店

中野区限定ピリ辛カクテル

〒113-0034 東京都文京区湯島2-20-6 岩瀬ビル3F
☎03-5805-8137 FAX.03-5805-8150
http://www.ecolife-corp.co.jp/

株式会社日冨美

中野の町でラムネを作り続けて80年。味は昭和のまま
で容器はリサイクルしやすいペットボトルになりました。
ラムネ以外では、昨年キリンビール本
社が中野区への移転を記念してオリ
ジナルカクテル「ナカボール」を発表。
ジョニーウォーカーをハイ辛で割った
ハイボールです。
ハイ辛500mlでご自宅でもナカボール
をお楽しみ下さい。
東京飲料株式会社 〒165-0026 東京都中野区新井4-8-7
☎03-3386-4819 FAX.03-3386-6633 http://www.tokyo-inryou.com

ファッション

成増 イケダ靴店

〒179-0081 東京都練馬区北町3-8-5
☎03-3931-1561 FAX.03-3931-1569
http://www.amakara.co.jp/

ひざを守って健康ウォーキング！
アサヒメディカルウォークなら
ウォーキングが楽しくなる。
①ひざ関節を守る理想的な歩行
を実現。
②ひざへの衝撃を分散吸収。
③ひざを安定させる腿の筋肉を
有効活用。

創業45年の歴史。
大手通販会社各社でご好評頂いている商品
を揃えました。職人技が光るオリジナルジュエ
リーを本日限りの四の市大特価でご紹介いたし
ます。また、手を美しく保ちジュエリーライフを楽
しんで頂く為に、パピリオの高品質【手の美
容液】を無料配布しております。また、ご希望
のお客様にはプロによる無料ハンドマッサージ
も行いますので、ぜひお立ち寄りください。
〒112-0011 東京都文京区千石4-29-2
☎03-3947-6123 FAX.03-3947-6610

ファッション

縫製工場直販の婦人服
着やすく・スリムに見える
婦人服
自社で素材から選び・素材に合っ
たデザインを企画・縫製までを一
貫で行っています。着てみて解る
着やすさ・シルエットの良さ。ぜひ、
1度ご来店を。

株式会社 平和台ドレス
〒179-0081 東京都練馬区北町5-17-7
☎03-3933-1506 FAX.03-3559-0032

ナカボール

小さなラムネ屋さんがキリンビールとコラボ？！

『職人技』プロが作るオリジナルジュエリー

〒113-0021 東京都文京区本駒込5-45-2
☎03-3823-2128 FAX.03-3823-2129
http://www.tanaka-seimen.com/

グルメ

グルメ

野菜それぞれの適温調理と水切り・
水洗い不要にすることにより本来の
野菜の味と栄養を損なうことなく手
間いらずに仕上げました。
安心・安全の国産野菜のみ使用
しています。
賞味期限が要冷蔵90日ですので
忙しい方の野菜の備蓄にもなります。

創業63年、老舗製麺店が二代
に渡り作り続けた本格生中華麺。
懐かしい「中華そば」をお試しく
ださい。
安心材料で美味しく安い本格生
中華麺スープに合わせた麺との
組み合わせで本格的な中華そば
をご家庭でお気軽にお召し上がり
いただけます。

安心の自社工場での一貫製造、
全品オリジナル。
合成着色料、合成保存料は
一切使用せず生野菜を皮むきから
仕込んだ特別なソースは大好評。
専門店の味をご家庭でお手軽に。

スズラン食品株式会社

そのままクッキン具

簡単・便利に野菜の美味しさをプラス

〜大丸東京店B1Fにも出店しております〜

〒170-0003 豊島区駒込1-44-2
FAX.03-3942-2006 フリーダイヤル 0120-74-5010
http://www.akutagawaseika.co.jp/

そーす/たれ/どれっしんぐ

グルメ

昭和13年の創業以来変わらな
い製法。
さつま芋そのものの美味しさを生
かすために、機械に頼らず手作
りしています。
芋の繊維を壊さないようにしてい
ますので、おなかにもうれしい健
康的な和菓子です。

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。

☎03-3942-2025

理由3．風味を大事に調合。
そのため、
お料理そのものの味を壊さず、
お料理を引き立てます。

三色香辛料 株式会社 〒178-0062 東京都練馬区大泉町1-1-24
☎03-3925-7177 FAX.03-3925-7178 http://www.sanshiki.co.jp

本格生中華麺をご家庭で！

専業メーカーのチョコレート

の状態で加工。素材の本来の旨味が残ります。
理由2．化学調味料・保存料等無添加。

是非、ご賞味してみて下さい。

〒112-0014 東京都文京区関口2-3-3
☎03-3943-1665 FAX.03-3943-1669
http://sekiguchipan.co.jp/

芥川製菓株式会社

理由1．収穫したての素材の鮮度を壊さないよう保存し生

出

明治中期。フランス人の宣教師
が日本に初めて伝えた美味しい
フランスパンの味を守り続けて
120有余年。今ではフランスパン
と共にあんぱん、クリームパンも
大人気です。

グルメ

使用した商品を開発。安全・安心はもちろんお料理をさらに
美味しくいただけます。

店ご紹介

〒170-0002 東京都豊島区巣鴨3-18-13 メゾン・ド・カメリア 1F
☎03-5907-3500 FAX.03-5907-3402
http://www.patisserie-swallowtail.jp/camellia/

文京 目白台 関口フランスパン

生七味唐辛子・大葉胡椒

グルメ

「ケーキ＆焼菓子」特別価格！
見た目と品質にこだわった工場直送の「ケーキ＆焼菓子」
♪

有限会社 池田靴店

ヘルスケア

〒175-0094 東京都板橋区成増2-18-7
☎03-3939-0317 FAX.03-3939-0317

株式会社 健康プラザパル

健康に良い商品を扱って30年、
ご来場の皆様の健康をサポートします
天然、国産原料にこだわった健康サプリ
メントから食品・お菓子まで幅広い健康
商品を皆様にご提供させて頂きます。ま
た、植物性の化粧品など美容関連商品
も取り揃えております。もちろん、皆様
からの健康相談も受け付けます。是非、
0120- 548-086
お立ち寄り下さい。
〒104-0033 東京都中央区新川1-17-21
茅場町ファーストビル3F
☎03-4540-3140 FAX.03-4540-3141

