タオルのフルーツ

ライフ

タオルは心の贈り物

ライフ

〒179-0075 東京都練馬区高松1-37-15
☎03-3970-5656 FAX.03-3970-7447
http://www.towel-fruits.com

T&Tトートバッグ・ポーチフェア
四の市限定 特別価格にてご提供 !!
キュートなイラストにラインストーンを散りば
めたおしゃれなトートバッグとポーチです。
たくさんの種類の中から一番のお気に入り
を見つけて下さい!
スクエアトートバッグ
各種 ¥2,800 → ¥1,000
(税込)
ポーチ各種 ¥1,800 →より
どり2個で ¥1,000 (税込)

株式会社T&T CORPORATION

ファッション

機能性シューズブランド（株）コーシン

社会福祉法人

藍

丁寧な縫製で丈夫さに定評のある
革小物はいかがですか。
●B級品を大特価にて販売！（商品
一例：牛革財布 500 円〜）
●売れてます！通院に便利なお薬
手帳ケース
●日本製コードバン製品・英国製
ブライドルレザー製品取扱い
☆ネットショップでも好評販売中！
！詳しくは サンユウ 楽天 検索
株式会社サンユウ

ファッション

リバーシブル
ニット
チョコレート

和菓子

スカーフのリメイク
オリジナルリバーシブルニット

おもてなし処
スタンプ

ぬか・塩

健康食品

とげぬき
地蔵

アルゼンチン
産輸入食品

革小物

大阪寿司
婦人靴

洋菓子
プロポリス
のど飴

藍染め製品

至大塚

A4出口

仰高小学校

都バス車庫

北口
巣

鴨

JR山手線

至駒込

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

海苔

想い出のスカーフや
着物がタンスの肥やしに
なっていませんか？

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。

●リバーシブルなので、
シーンに応じ
た着こなしが可能です。
トは、シルク・ウール・コッ
トンポリ
●ニッ
など、
様々な材質から選べます。
●ブラウスや着物生地などもリメイ
クできます。
有限会社 Y-FLAP

本店

研修会館

本店

お茶

佃煮

17

鴨

〒112-0011 東京都文京区千石1-24-24 野上ビル１F
☎03-3944-4349 FAX.03-3944-8449
http://www.ﬂockcompany.jp

【会場】巣鴨信用金庫

巣

ジュエリー

靴下

ご来場を心より
お待ちしております

健康グッズ

トート
バッグ

パン

国道
号線

〒173-0037 東京都板橋区小茂根1-28-6
☎03-3972-0567 FAX.03-3972-0576
http://www.yoshimoto-kobo.com/

タオル

都営
三田線

ファッション

べんり

〒123-0865 東京都足立区新田3-17-4
☎03-3919-8503 FAX.03-3927-5811
http://www.rakuten.co.jp/sanyu

紳 士 靴 下・婦 人 靴
下どれでも5足で
￥1000（税込）
お洒落な靴下が
なんと！5足で
￥1000（税込）
紳士、婦人まとめて5
足でもOK
有限会社フロックカンパニー

紹介します

おい
しい

靴下祭り2015秋

当社はラバーキャスト製法
によりオリジナルアクセサ
リーとＯＥＭを受けて製造す
るメーカーです。
「四の市」
限定のネックレスやピアスな
どのアクセサリーを「四 の
市」特別価格でご用意いた
します。
是非、お立寄りください。
株式会社ヨシモト工房

名品！ すてき

革の品質にこだわって作った財布・定期入等を
メーカー直売価格にて大ご奉仕！

〜機能性 ×デザイン性〜
●軽量で足への負担を軽減
●クッション性に優れ
履き心地◎
●ゆったり幅広設計着脱が
楽ちん
●色違いで持ちたい
オシャレなデザイン

「四の市」１日限定 メーカー直販！

様の地元の
皆

だけ
革財布・革小物製造卸 「四の市」
の特別価格！

ライフ

靴下祭り2015秋

ファッションアクセサリー

午前10 時〜午後3 時

〒154-0023 東京都世田谷区若林 5-2-9 三喜ビル３F
☎０３-３４１２-１３６６ FAX.０３-３４１２-１３６４
http://www.aikobo.or.jp/

歩くのが楽しくなる靴♪

〒116−0014 東京都荒川区東日暮里2-35-3
☎03-5604-3557 FAX.03-5604-3558
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世田谷区で３３年前から活動して
いる障害者施設です。藍染めを中
心に日本の伝統工芸品を製作し
ています。すべて一 点ものです。
古典柄、個性的な柄色々あります。
ぜひ、お手に取ってご覧ください。

至志村

株式会社 コーシン

ファッション

〒351-0022 埼玉県朝霞市東弁財3-4-20
SHOWAビル2F
☎048-456-5037 FAX.048-456-5038

平成27年

障害のある方とスタッフが
協力して作り上げた作品です。

表面がガーゼでやわらかく
肌 触りがよいタオルや、
少し長めのタオルなど使
いやすさにこだわったタオ
ルや、話題の今治ブラン
ドタオル等幅広く商品をご
用意いたします。

株式会社フルーツ

開催日時

藍工房

ライフ

としま未来文化財団

第13回すがもビジネスフェア

〒170-0002 豊島区巣鴨1-19-15 米山ビル301号
☎03-5319-1201 FAX.03-5319-1505
http://y-ﬂap.rose.ne.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

アルゼンチンからの恵み
オーガニック食品
安心・安全なオーガニック食品

１つ１つの素材の旨みを
引きだしたケーキをお届けしています。

紹介
ご
出店

●環境保護地区に指定されているパタゴニアの湖の塩
をお届け環境汚染物質である重金属類がゼロの天日
干しだけで仕上げた貴重な塩
（パタゴニアソルト）
●世界でも希少な有機オリーブオイル
生産量に限りがありアジアでは年間
10万本しか輸入できない貴重なオ
リーブオイル

2014 年 9月に新 大 塚 駅 前に
オープンしたパティスリーです。今
回は焼菓子を中心に販売いたし
ます。店舗で人気のメニューを並
べておりますので是非ご賞味下
さい。
（四の市特別価格にて販
売しております。
）

株式会社GIGA 〒164-0001 東京都中野区中野5-67-7 プラザ中野401
☎03-3319-7272 FAX.03-3319-2226
http://www.patagoniansalt.jp

グルメ

手作り和菓子 いづみや

老舗和菓子屋

パティスリークルール

芥川製菓株式会社

グルメ

田端に店を構えて 67 年。
地元に根付いた和菓子屋です。
毎月変わる上
生菓子は、茶道の先生からも好評で
す。
上質な材料、手作りにこだわって
毎日作っています！
●季節の生菓子セッ
ト
●きな粉が香る柔らかな小豆餅4個
入り
など美味しい和菓子をご用意してお
写真イメージ
待ちしております。

グルメ

芥川製菓株式会社

〒170-0003 東京都豊島区駒込 1-44-2
☎03-3942-2021 FAX.03-3942-2006
http://www.akutagawaseika.co.jp/

いなりのり巻・大阪寿司の店

グルメ

お持ち帰り専門店

無添加佃煮
【ふき豆】は、当社の歌舞伎座店の一番人気
の商品です。熟練の職人たちの丹精込めた一
品を味わってみてください。
【細こぶ】に使う昆布
は、北海道産の一級品を惜しみなく使いました。
やわらかくどなたにも合う味付けです。
【赤えび】
に使う海老は、冷凍品ではなく、霞ヶ浦産のも
のを生で仕入れ、生から炊き上げて味付けして
おります。そのほかにもいろいろなこだわりの佃煮
をご用意しておりますので是非ご賞味ください。
株式会社

地域発

佃宝

〒170-0002 東京都豊島区巣鴨3-18-18
☎03-3910-9637 FAX.03-3910-9766

静岡茶「お茶の詰め放題」マツムラ製茶
富士市産業支援センター f-Biz

自園自製 静岡県富士市産
お買い得！お茶たっぷり詰め放題！

地域発

八千穂寿司

公益財団法人

〒417-0801 静岡県富士市大淵26
☎０５４５-３５-０５２２ FAX.０５４５-３６-００９６
http:www.matsumuraseicha.i-ra.jp

としま未来文化財団

国城産業株式会社

〒173-0025 東京都板橋区熊野町35-11
☎03-5966-1533 （ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ）
0120-588-050
FAX.03-5966-1535 http://www.kokujo.jp/

昭和2年創業 のぐちやbakery

グルメ

【板橋のいっぴん】に選ばれた体に優しいパンをご紹介します
板橋の赤塚で創業以来、地域
の皆様にささえられ3 代目店主
は、手 作りパン店を開 業し35
年。温かみのある商品を提供し
ています。中でも食パンは【板
橋のいっぴん】に選ばれ人気商
品です。他にクリームパンや五
色豆パンなど多数ご用意してい
ます。
有限会社

ヘルスケア

野口屋

〒175-0092 東京都板橋区赤塚5-1-1
☎＆FAX.03-3930-0050

生環研のプロポリスのど飴
ブラジルの大地が育てた
ミツバチが作るプロポリスです

「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 様をお出 迎えし、公
演・地域情報などをご案内させてい
ただきます。

ミツバチが集めた天然の抗生物質プロポ
リスを、食べやすいのど飴にしました。毎日
の健康維持にお役立てください。生環研
では、九州大学名誉教授 野本亀久雄
先生のご指導の下に開発した、健康をサ
ポートする製品を取りそろえております。
http://www.rakuten.co.jp/skkshop/
（楽天市場店）

公益財団法人
としま未来文化財団

〒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/

品質にこだわった製造販売の
『うまい焼海苔』
！
！

ぬか漬けは、疲れをとる栄養
素、ビタミンB１を含んでおり、
整腸作用もバツグン！
！水だけ
で簡単に風味豊かな本格的
ぬか床を作れます。気軽に一
度試してみたい！という方に
人気の簡単ぬか漬け体験セ
ッ
トもご用意しております。

ご案内役 財団マスコット「としまくん」

富士山のふもと富士市で、栽培から
製造まで一貫して管理しています。毎
日、飲み続けられる体にやさしい味づく
り。お茶本来の香りや味にこだわりを
もって製造いたしました。製造直販な
のでびっくりするほどお買い得です。
マツムラ製茶

〒170-0002 東京都豊島区巣鴨1-18-9(1F)
☎03-3945-4080 FAX.03-3946-4080
〜巣鴨駅南口から横断歩道を渡ってすぐ！〜

工場直売 問屋の焼海苔

グルメ

ぬか漬けの素の老舗

当 店 人 気 のいなり寿
司、かんぴょう巻、バッ
テラ、アナゴなど「四の
市」特別パックにて販
売いたします。この機会
に色々な味をお楽しみく
ださい。巣 鴨にお立ち
寄りの際は、是非お土
産にいかがでしょうか。
株式会社

〒170-0005 豊島区南大塚2-11-8 MKビル1F
☎03-3947-7677

●創業 90 年●

商品の「スペシャルミルクチョコレー
ト」
は、
ミルク本来の自然な風味となめ
らかな口どけで、長年にわたりファンの
多い逸品です。
池袋ショッピングパー
ク
（Ｉ
ＳＰ）
南館の直営店におきましても、
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。

〒114-0014 東京都北区田端３-８-８
☎＆FAX.０３-３８２１-４３７７

佃宝 巣鴨とげぬき地蔵尊前店

〜美味しい
【ぬか漬け】
のつくり方〜

グルメ

専業メーカーの 創業１８８６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。
定番
チョコレート

3 代目奮闘中

株式会社 いづみや

パティスリークルール

グルメ

株式会社 生存環境科学研究所

〒116-0013 東京都荒川区西日暮里2-26-9 STビル8F
☎03-5810-5676 FAX.03-3807-0701
フリーダイヤル 0120-078-962
http://www.ib-inc.co.jp/

●焼き立てだからパリパリ！
●一番摘みのやわらかい海苔！
●問屋ならではの品質と価格！
☆
『四の市』では特別価格にて販売
是非この機会にご賞味下さい！
！

有限会社

ヘルスケア

佐野海苔店

〒335-0023 埼玉県戸田市本町1-6-1
☎048-445-4577 FAX.048-443-9748

筋肉が働きやすくなる
「パワースポーター」

緩んだ筋肉を活性化！着ければわかるこの違い
【腰用】腰痛の緩和と予防、作業
効率UP、姿勢が正される
【膝用】ひざ痛の緩和、運動能力の
大幅向上、正しい姿勢、疲労軽減
【手用】握力UP、疲労軽減、手を
使うあらゆる仕事に
※本製品は、身体運動の基礎原理
を基に考案したものです。
UKKエージェンシー有限会社

ヘルスケア

〒175-0083 東京都板橋区徳丸7-26-10-101
☎03-5399-7510 FAX.03-5399-5012
http://www.ukk-agency.co.jp

視界の悩みに朗報!!
マキベリーと鯉胆で鮮やかな毎日を。

漢方素材ベースの健康食品販売!!
通信販売限定の健康食品を今回のみ
店頭でもお買い求めいただけます。
【こんな方にオススメ!!】
●新聞・テレビがかすむ。
●手元のピント調整が気になる。
●日差しがまぶしいと感じる。
□■ 四の市限定試食会も開催予定 ■□
是非お立ち寄りください！
株式会社爽風舎（金花堂）
〒116-0013 東京都荒川区西日暮里5-11-8三共セントラルプラザビル5F
☎0120-23-1523 FAX.03-5604-2642
http://soufusya.jp/

