100 年伝承、

地域発

会津産米 100％の手作り煎餅

地域発

株式会社江川米菓店
〒966-0819 福島県喜多方市一丁目4633
☎0241-23-3862 FAX.0241-23-3862

富士のふもとで

地域発

近ごろじわじわと人気が出ている「武
蔵野うどん」実は昔から埼玉県では
地元の方々に愛されているご当地グ
ルメです。しっかりとした歯ごたえ、
それでいて優しい粉の風味が薫る昔
ながらのおうどん。
つけ汁をご用意いただき、ざるうどん
で召し上がっても良し！煮込みうどんにアレンジしても良し！２人前
380 円とリーズナブルなお値段でいかがですか？

地域発

富士市産業支援センター f-Biz
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可愛くて便利なポーチや
バッグがいっぱい！
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至駒込

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。

開催

4月開催です
14日（金）

A4出口

仰高小学校

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
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うなぎ
焼きおにぎり
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巣 鴨

〒175-0082 東京都板橋区高島平1-61-12
☎03-3937-0804 FAX.03-3937-0805
http://www.lanze.co.jp

洋菓子

チョコレート

シルクスクリーン印刷雑貨 〒173-0037
Mille Laforet 東京都板橋区小茂根1-16-15ミルラフォーレ201
（ミルラフォーレ） ☎03-3974-6678 https://millelaforet.com/

ストール・帽子

PURE*UP

タオル

国道
号線

●イラスト印刷は全て手刷り
！
●一つ一つ丁寧な手仕事！
●思わず笑顔になる愛らしさ♪
ネット通販で絶大なる人気のハ
ンドメイド作品を、今回は店頭
でお買い求めいただける絶好
のチャンスです！
是非お立寄りください ! !

〜冬のあったかアイテム〜

有名百貨店のメーカーで安心の品質です。ちょっ
としたお出掛けや旅行を小物で若々しく演出します。
大好評の￥3900→￥500に！
掘り出し物を見つけてください。
＊お買い上げ先 着 50 名 様に
レースハンカチプレゼント差し上
げます。

パン

他店では絶対手に入らないオリジナル♪

大特価￥500（税込）〜でオシャレを
楽しんでください♪

㈱ランゼ企画

衣料品

が 勢ぞろいします！

都営
三田線

ファッション

〒169-0075 東京都新宿区高田馬場4-4-34 CPCビル2階
☎03-3360-8051 FAX.03-3360-8052
http://www.coﬀret-edenw.com/

自慢の名品

〒171-0022 東京都豊島区南池袋2-34-5 藤和第二ビル2F
☎03-3590-7119 FAX.03-3984-0865
http://www.toshima-mirai.jp

至志村

カシミヤ、ヤクの高級獣毛糸での企
画・生産で 40 年の経験をもつアパ
レルメーカーです。軽く、柔らかく保
温高いカシミヤ、ヤクを中心に各専
門店アパレルに提供しております。
エレガンスを中心に幅広い商品を取
り揃え、特別価格でご提供しており
ます。下記住所にも沢山の商品をご
用意しておりますので、是非足を運
んでみて下さい。

皆様の地元の

ご来場を心より
お待ちしております

高級カシミヤ、ヤクセーターを卸価格でご提供

㈱コフレ・エーデルワイス

「国際アート・カルチャー都市」の実
現に向けて、としま未来文化財団は
さまざまな文化芸術情報の発信・提
供を行っています。
四の市では公演や地域の情報をご案
内するとともに、公演チケットの販売
も行います。
公益財団法人
としま未来文化財団

カシミヤ、ヤクセーター

としま未来文化財団

国際アート・カルチャー都市の
実現に向けて！

富 士 市の富 士ブランド
商 品に認 定されました
「辰蔵のお茶」をなんと
詰め放題でご提供！すご
くお得ですよ！
ティーパックは茶がらが
出なくて簡単・便利！お
すすめです。
〒419-0202 静岡県富士市久沢1372
☎0545-71-1328 FAX.0545-72-0456
http://muramatsuen.i-ra.jp/

午前 10 時〜午後 3 時

〒352-0012 埼玉県新座市畑中2-8-32
☎048-479-0127 FAX.048-477-0301
http://taisho-udon.jp/

公益財団法人

めちゃくちゃおいしいと評判のお茶を詰め放題！

㈱村松園

11/4㊎

当店独自にブレンド
した自家製武蔵野うどん！

自家製本格武蔵野うどん
大将うどん

お茶の製造・販売・卸

平成28年

大将うどん

ふっくら厚焼・サクサク・ソフトな歯ざわり
明治 25 年の創業より会津の皆様に愛されて
来た伝統銘菓。ステビアやカラメル色素等の
添加物を使用しない本醸造の醤油を刷毛で
一枚一枚塗って焼き上げた手作り煎餅です。
女性に大人気の「ゆずみそ煎餅」は柚子皮を
たっぷりと使って仕込んだ自家製の「ゆずみそ
のたれ」を塗った風味豊かな味わいです。
当日は、会津のふっくら大粒の「花豆」甘納
豆もご賞味ください。

開催日時

自家製本格武蔵野うどん

としま未来文化財団

第15回すがもビジネスフェア
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

デザートアトリエタカギヤ
ＤESSERT AＴELIER TAKAGIYA

ヘルス＆
生活雑貨

グルメ

巣鴨地蔵通り
『八ッ目ゃにしむら』
うまいうなぎは
巣鴨地蔵通りにあり！
にしむらのこだわりは、大正
末期創業からの秘伝のタレ、
炭火焼き、国産うなぎのみを
使用すること。香ばしいタレ
のにおい、ふわふわっとしたう
なぎ、この機会にぜひご賞味
ください。
有限会社西村商店

グルメ

（四の市特別価格の商品をご用意してお待ちしております。）

グルメ

ヘルス＆
生活雑貨

ニース洋菓子店

EXVオリーブオイルをお届けします

有限会社ビジュアルコミュニケーション
〒114-0003 東京都北区豊島１-１７-５-１F
☎03-5843-9537 FAX.03-6869-1191
http://store.shopping.yahoo.co.jp/eaupure

ヘルス＆
生活雑貨

漢方専門薬局監修
化粧品＆健康食品

ひとくちサイズの各種チーズ
が一袋にパッケージされてお
り、バラエティ豊かなチーズ
がお楽しみいただけます。ワ
インのおつまみや、おやつに
も最適です。

グルメ

米のいそかわ

つ

搗きたてのお米を食卓へ！

有限会社いそかわ

株式会社ロックフォール

〒335-0034 埼玉県戸田市笹目5-16-2コーポオオハタ1F
☎048-424-7147 FAX.048-424-7148
http://roquefort.jp

Kaji Pan!

●甘味、粘り、触感、 グルメ
食パン・クロワッサン・創作パン
お客様の好みを伺
い、おすすめのお
国産小麦を使用し、もっちも
材料にこだわりおいしさと
米を紹介しています。 楽しさをパンにした
ち・もちふわの２種類の食パ
●当店は日本全国よ
ンをメインに、石臼挽小麦の
小さな温かいお店
り、選りすぐりのお
香ばしいざっくりクロワッサン
米を集めた専門店
など材料にこだわるパンやク
です。
リームチーズ入りあんぱんなど
●最もおいしい時期
の楽しみあるパンを多数品揃
のお米を集め、店
えするニューフェイスなパンや
頭精米による抜群
さん。四の市でその味、楽し
の鮮度で提供して
さを感じてください。
います。

〒174-0063 東京都板橋区前野町2-36-33
☎03-3960-3318 FAX.03-3558-1088
komeno-isokawa.com

Kaji Pan! 〒175-0083 東京都板橋区徳丸1-18-1
（カジパン） ☎＆FAX.03-6906-6762
http://kajipan.jp/

漢方専門
さとう潤天道薬局

「タオル専門店」

今治認定の
タオルソムリエが厳選

「四の市 超特価」で販売！！
●柔らかタオルの老舗 明治
４１年創業「おぼろタオル」
●吸水性抜群「今治タオル」
●日本製ガーゼタオル・マフ
ラータオル・バスタオル・
タオルハンカチ・オーガニッ
クタオルなど
あがつまタオル有限会社

グルメ

厳選・伝承された
漢方素材配合
（四の市限定価格）

工場直売・中野製菓のかりん糖

業務用をご家庭用に。
プロ仕様の洗浄剤をご提供！
業務用洗浄剤、家庭用の洗浄剤・化粧
品・医薬部外品を製造販売しています。
独自性のこだわりのある商品を提案してい
ます。必ず皆様のお役に立つと思います。
今回「四の市」特別価格でご用意してい
ますので是非お立ち寄り下さい。
国際科学工業
株式会社

グルメ

「四の市」

松右衛門

無添加！原材料にこだわり
安心安全な和洋菓子を作っています
【どら焼き大納言】
しっとりふんわり焼き上げた生地
と北海道産大納言小豆餡の絶
妙バランス

ん糖」のおいしさをお試しください。
●1日で10,000袋売れた「黒糖かり
ん糖」
●老若男女に人気の「ピーナッツか
りん糖」など
☆工場直売は、毎週水・土曜日
8：00 〜 17：00
詳しくは 中野製菓 かりん糖 検索

〒173-0026 東京都板橋区中丸町28-14
☎03-3955-5585 FAX.03-3955-5907
http://nakanoseika.co.jp/

〒352-0011 埼玉県新座市野火止５-４-２４
☎048-478-5170 FAX.048-478-3654
http://kokusaikagaku.com

抹茶とあずきの和洋菓子

「区民が選んだ 板橋のいっぴん」黒糖かりん糖 初出店！
工場直売だから出来る
阿藤快さんや岸朝子さんなど多くの
「おいしさは鮮度！」
方々に紹介していただいている「かり

中野製菓株式会社

〒170-0011 東京都豊島区池袋本町1-6-2
☎03-3986-1811 FAX.03-3986-1814
http://www.agtm.co.jp

こだわりの天然液体せっけん
なにがなんでもせっけん

ヘルス＆
生活雑貨

〒332-0032 埼玉県川口市中青木5-1-30
☎048-251-9893 FAX.048-251-9898
http://store.shopping.yahoo.co.jp/kampoo310/

〒179-0083 練馬区平和台１-３４-１０
☎03-3934-5541 FAX.03-3931-8936
www.tamashokai.co.jp/

池袋で65年・マスコミ多数出演の

①オールインワンゲル
（漢方素材
＋温泉効果の天然イオン）
②グルコサミン＋コンドロイチン
（ストレス耐性 五加参配合）
③数量限定 体の為の健康茶
（デトックス効果 ハトムギハブ茶）

オンラインショップ
http://www2.enekoshop.jp/shop/akutagawaseika

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 ご注文用電話番号0120-74-5010
http://www.akutagawaseika.co.jp/

ヘルス＆
生活雑貨

スペイン、アラゴン州にある東京ドーム約１３個
分の農場で取れた最高級オリーブだけを使って
搾油した、無濾過のエキストラバージンオリーブ
オイルはめったに無い商品です。この機会に是
非一度お試し下さい。

厳選した世界の
チーズをご家庭で！

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。定番商品
の「スペシャルミルクチョコレート」は長年
にわたりファンの多い逸品です。『芥川製
菓オンラインショップ』での御用命も承っ
ておりますので、是非ご利用下さい。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、各種商品を取り揃え
て皆様のお越しをお待ちしております。

株式会社タマ商会

身体に優しい、身体にプラスな商品を、
「四の市」特別価格でお届けします

〒114-0023 東京都北区滝野川3-33-5
☎＆FAX.03-3918-3170
http://www.kitakubu.jp/members/nice.html

輸入チーズの『ロックフォール』

交 通 事 故 等による悲 劇をなくす
為、タマ商会では、反射材を使っ
た交通事故抑制アイテム、防犯
商品を提供し皆様の安全と安心を
守ります。
「四の市」では、反射用品、防犯
グッズを格安にてご提供致します。

〒116-0014 荒川区東日暮里6-41-11
☎03-3802-3618 FAX.03-3807-0899
uing-s@kmh.biglobe.ne.jp

スペインの最高級

厳選された卵と生クリーム、牛乳と糖分のみ
で作られたプリン。低温で蒸し上げることに
より、滑らかでコクのあるプリンです。
●揚げたてサクサクドーナツ
小麦粉と卵のシンプルで豊かな味、高級ドー
ナツオイルでしか出せない香りと食感をぜひ
揚げたてでお召し上がりください。
2015年、北区秋のフェスティバルにおいて、
スイーツ部門優勝いたしました！

グルメ

専業メーカーのチョコレート

株式会社
細野商店

地蔵通り商店街からほど近い、西巣鴨、滝野川地区で創業四〇
余年の洋菓子店です。 ●生クリームプリン

〒170-0002 豊島区巣鴨3-34-2
☎03-3910-1071 FAX.03-3910-3370
http://www.yatumeya.com/

芥川製菓株式会社

〒170-0002 東京都豊島区巣鴨2-9-26-102
☎＆FAX.03-5980-8733
http://www.takagi-ya.co.jp

生クリームプリンと
揚げたてサクサクドーナツ

反射材用品で身を守ろう！！

当日はさまざまな商品を取り揃えてお待ちして
おります。
【販売商品の一例】
（写真上）2,700円（税込）
→特価1,500円（税込）
（写真中）1,728円（税込）
→特価1,000円（税込）
（写真下）972円（税込）
→特価 500円（税込）

創業2002年、高木家は2016年2月新た
にオーガニック・国産素材にこだわった身体
に優しく美味しいケーキや焼菓子を作るお店
に生まれ変わりました。
身体のことを真剣に考えたからこそ添加物・
卵・乳製品・白砂糖を使わずに作ったクッ
キーとケーキは絶品です。グルテンフリーの
商品もございます。
巣鴨 タカギヤ で検索

有限会社高木家

反射材用品・株式会社タマ商会

ヘルス＆
生活雑貨

専門店が自信をもっておすすめするスリッパ。
四の市だけの特別価格でご奉仕！

「美味しそう」で「美味しい」TAKAGIYA のお菓子

ご紹介
店
出

創業６７年のスリッパ専門店

楽天市場店
好評発売中！
検索＞＞
【楽天 松右衛門】
松右衛門

〒112-0001 東京都文京区白山5-1-9
☎03-6801-5110
http://www.rakuten.co.jp/matsuemon/

