
＜物販ブース＞
出店者 主な商品 コメント URL 備考

いいものや ~Natural House~

黒豆茶、野菜フレーク、スーパーフードスムージー、有機マキベリーパウ

ダー、有機ウィートグラスパウダー、ココナッツシュガー、チアシードド

レッシング、マキベリージャム、マキベリードリンク、ナッツのハチミツ

黒豆茶と野菜フレーク、スーパーフードは、ご家族揃って手にして頂ける

商品です。自らの育児経験や健康維持のための活動、働く女性、ママとし

て、健康と美に対して商品を通してお手伝い致します。

ー

伊藤園＠和歌山有田

きよみしぼり100%ピュアジュース180ml、不知火しぼり100%ピュアシ

ュ゙ース180ml、いよかんしぼり100%ピュアジュース180ml、はっさくし

ぼり100%ピュアジュース180ml他

濃縮還元でない一切加水していないジュースは、180ml1本になんと8個

の和歌山産柑橘を使用 しています。甘さと酸っぱさの異なる13種類から

好みに合わせて。今回は人気の厳選6種類 を扱います。またお得な750ml

ボトルも3種類ご用意します。

http://retailallies.jimdo.com/

いもねぎ屋
じゃがいも(シャドークィーン、ノーザンルビー、デストロイヤー、アン

デスレッド、インカのめざめ、ピルカ、男爵)、花豆

3月から7月にかけて八ヶ岳北麓の畑で生産を行い、ようやく出荷体制が

整いました。 複数品種の【じゃがいも食べ比べセット】を主に提供致し

ます。アントシアニンを多く含むカラフルポテト、表皮が斑の仮面模様な

ど、珍しい品種です。

http://www.pfm-rental.com 日曜のみ

Warehouse北欧紅茶

北欧紅茶 30gリフィル北欧紅茶 100gリフィル、北欧紅茶 クラシック缶

(100g)、北欧紅茶 スモールハウス缶(150g)、北欧紅茶 リーフバッグ30

個入、北欧紅茶 リーフバッグ5個入他

スウェーデン王室御用達のスペシャリティ紅茶を販売しています。

世界中から厳選された天然素材のみを使用し、500gずつ丁寧にハンドブ

レンドされた極上の逸品です。今までに体験したことのない香織をお楽し

みいただけますのでどうぞお立ち寄りください。

www.facebook.com/w.h.hokuoukoucha

うしく農園 トマト、きゅうり、枝豆などの夏野菜、梨

千葉県の印旙地区にて農業を営んでいる「うしく農園」です。同じ地域で

農業を営んでいる若手農家仲間とともに生産者が直接販売しています。安

心安全な野菜を育てておりますので、ぜひお立ち寄りください。

https://www.facebook.com/ushikunouen/

遠忠商店 本店

江戸前でぃ！（生のり、梅のり、地あさり、本美乃洲貝、梅のり）、青唐

辛子のり、ちりめんオリーブ、生姜おかかふりかけ、ピリ辛糀、きゃらぶ

き、東京産柚子こしょう、国産柚子こしょう、その他

国産材料を使用し、科学調味料・添加物を使用せずに直火釜でふっくらと

炊き上げた昔ながらの手作りの味を再現！！成熟醤油を使用し、さらに通

常の佃煮よりも薄味に仕上げております。老舗の味を是非！！お楽しみく

ださい。

http://enchu-food.com

O.n.e ～Pufu～ https://www.facebook.com/o.n.e.pafu/ 日曜のみ

大槌にんにく生産組合 にんにくスプラウト、にんにくスプラウト乾燥スライス

にんにくスプラウト（発芽にんにく）は、①味が濃厚で　②翌日のにんに

くの残り香がたいへん少ない　という特徴があります。この新しい作物

で、岩手三陸の自立復興を実現します。

ー 日曜のみ

おにぎり弁慶 おにぎり弁慶、きゃらぶき

米は特別栽培米「つや姫」、海苔は千葉富津産、塩は伯方の塩。

限定で、初夏の横浜の野菜を使ったおにぎりの組み合わせをご用意しま

す！

http://onigiri-benkei.com

KAISTYLE甲斐マルシェ

黒富士農場のリアルオーガニック卵、黒富士農場放牧卵、バームクーヘ

ン、卵かけごはん醤油、桑の葉茶、桑の葉茶ドリンク、桑の葉パウダー、

桑の実ジャム、竜王源水、もも、ぶどう、なす、きゅうり、かぼちゃ、赤

坂とまと

山梨県甲斐市の特産品を販売いたします。 https://www.facebook.com/ＫＡＩＳＴＡＹＬＥ甲斐
市移住定住マルシェ-1605114566426139/

日曜のみ

かふぇ ふりゅい

パンドミ、プティバケット、ライ麦６５、プティ・バケットカンパー

ニュ、プティカンパーニュ、プティ・バケット・コンプレ、金粒粉ベーグ

ル、プティクロワッサン、豆乳ベーグル、ハーブトマト、ペリーさん、メ

ランジェ、くるみ、パンオフロマージュ他

すべてのパンで国産小麦を使用し有機レーズンを発酵させて作った自家製

酵母と米麹のあこ天然酵母の２種類の酵母、室戸沖の海洋深層水の塩、砂

糖は奄美諸島のさとうきびから作った素焚糖を使用しています。

https://www.facebook.com/cafefruit 土曜のみ

紀州福の梅本舗みやぶん
味梅・南高梅調味梅干し、白干・南高梅、かつお梅・南高梅調味梅干し、

しそ梅・南高梅、梅しずく、ドライ梅（味梅、しそ梅）

和歌山県みなべ産の南高梅を「紀州備長炭」とミネラルを多く含む天然石

「麦飯石」と一緒に漬け込み独自の製法で酸っぱいだけでないまろやかな

味わいの梅干しを作っています。４種類の梅干からお気に入りを見つけて

みてください。

http://www.miyabun-ume.com/

熊野家
ヒマラヤ岩塩（ピンク、ホワイト、ブラック）、山の塩、海の塩、抹茶塩　

他

ヒマラヤ岩塩の麓から天然採掘鉱床で採掘した天然岩塩をパキスタンから

直輸入。ピンク岩塩、ホワイト岩塩など、食用岩塩から岩塩ベースの調味

料などをお手頃価格でお届けいたします。

ー

GRASS BROWN 夏物帽子 夏物帽子をご用意しました。紫外線対策にどうぞ！ ー

米こころ komekokoro.jp

匠ののひとすじ（あきたこまち）、とうもろこし（ゴールドラッシュ）、

ミニトマト（ぷちぷよ）、トマト（りんか）、きゅうり、なす、ハーブビ

ネガー、山形県むきくるみ

ごはん生活を楽しくする「米こころ」の注目商品は「山形県置賜地方で栽

培され、朝どりした糖度17位の極甘トウモロコシ」と山形県白鷹町で栽

培され宮部さんが朝どりした皮の薄い新食感ミニトマト」です。今まで食

べたことのない味を是非ご賞味あれ。

http://komekokoro.jp

corneille 器、アクセサリー

毎日の食卓を楽しくさせる可愛い食器を販売しています。食器の扱い方か

ら使い方などもご提案させて頂いています。テーブルコーディネートなど

で困っていればお気軽にご相談下さいませ。

www.corneille.jp 土曜のみ

コンファーム

菌床生しいたけ、じゃがいも、ほうれん草、小松菜、ミディトマト、オク

ラ、ごぼう、きゅうり、なす、アスパラガス、にんじん、ズッキーニ、

ゴーヤ、ピーマン キャベツ、かぼちゃ、夏香、あご旨だし、あごだしパ

ウダー、あごだしパック

長崎県平戸市名産の夏香を入荷いたします！夏香はナイフで黄皮を剥い

て、白皮ごと美味しく食べられます。塩も一切加えず、素材の味だけ作り

上げました。お出汁をとるにも調味料としても使える万能だし「あごだ

し」です。

http://confarm.amebaownd.com/

菜果

ハウスみかん、えだまめ、デラウェア、スイカ、メロン、大根 、春キャ

ベツ、レタス、ねぎ、人参、とうもろこし、みょうが、かぼちゃ、なす、

りんご、スナップエンドウ・いんげん 、ミニとまと、パプリカ、桃、

シャインマスカット

桃祭り http://mindface.net 土曜のみ

サッソリーノ

CASALGENTILE (BIANCO、ROSSO)、MARCHE ROSSO、

PROSECCO、PINOT GRIGIO、VERMENTINO、VERDICCHIO、

SANGIOVESE、COSTACIELO 他

http://www.sassolino.jp 日曜のみ

SunBeam

ビアマグ、カップ&ソーサー、サイドプレート、ディナープレート、アン

ダープレート、プラター、ミニスープボウル、デザートボウル、ライスボ

ウル、小皿、ミルクピッチャー、シュガーポット、コースター他

リンポポセラミックスが作る最も洗練されたデザインの"Black Etch"。白

地に黒の線(エッチング)でデザインが施されていてます。アフリカ調であ

りつつも、和のテイストも感じられる人気のデザインです。

http://sunbeaminc.jimdo.com 日曜のみ

塩丸

にがり入塩素酵素入浴剤/ゼラニウム、にがり入塩素酵素入浴剤/オレン

ジ、にがり入塩素酵素入浴剤/ユーカリ、にがり入塩素酵素入浴剤/アソー

ト、にがり入塩せっけん/ゼラニウム、にがり入塩せっけん/オレンジ、に

がり入塩せっけん/ユーカリ

長崎・五島灘のにがり入り海塩のお風呂シリーズ。海塩の入浴料は、塩の

浸透圧で大量発汗が期待でき、すっきり爽快なお風呂をお楽しみいただけ

ます。新発売の海塩入りせっけんは保湿効果の高いコールドプロセス製法

による無添加手作り。

ー 土曜のみ

湘南製餡㈱

本練羊羹、小倉羊羹、栗大納言羊羹、こしねり、粒ねり、小倉トースト用

ねり、北海小豆、もち米、白玉粉、茶まんじゅう、水羊羮、黒糖（沖縄

産）

北海道産の良質な小豆を使用し、熟練の職人が丹精込めて造っています。

趣味で和菓子やパンを作られる方にもオススメのねり餡もあります。前回

好評の水羊羮もお持ちします。こだわりの材料と製法による自慢の味を是

非ご賞味ください。

http://shonan-seian.e-yokosuka.jp/index.htm

スモークハウス広工房
スモークチーズ1/4各種、スモークチーズ1/8各種、スモークドオリー

ブ、スモークブルーチーズ

さくらではなく「りんごのチップ」でスモークされた、ほんのり甘い香り

が特徴。6時間以上の冷燻をほどこしたチーズは中も表面もクリーミーの

まま！育てるチーズと呼ばれているスモークドブルーチーズは虜になるお

客様続出です！

http://hirokoubou.com/smokehouse/

セレンディピティ・トレーディング

ニロティカシアバター、ニロティカブレンドシアバター、ニロティカモイ

スチャーソープラベンダー、フェイスタオル、ボディタオル、（オーガ

ニックコットン、コットン、化織混紡）、ウガンダ産ネックレス、ウガン

ダ産バングル、ウガンダ産バックチャーム他

お肌の保湿対策に、天然成分100%のシアバターがおすすめです。ウカン

ダ産シアバター100%のニロテイカシアバターはやわらかく肌に良くなじ

み、ニロテイカモイスチャーソープと合わせてご使用したたくと、さらに

効果的です。

http://www.serendipity-trading.co.jp

大地宅配
季節の野菜各種、季節のくだもの各種、みかんジュースりんごジュース、

ミニカップゼリー他お菓子各種、ジャム、カレールー他

季節の野菜やくだものを各種取り揃えて販売します。美味しくて、からだ

によくて環境にもいい。それがオーガニックです。とにかく一度食べてみ

てください。味の違いに驚くはずです。野菜もくだもの全部自信作のおす

すめです。

http://www.daichi-m.co.jp 土曜のみ

太陽の塩せっけん

太陽の塩せっけん、太陽の塩せっけんquarter、太陽の塩せっけんモア、

太陽の塩せっけんキュート、太陽の塩せっけんキュートquarter、太陽の

塩せっけんシエル、太陽の塩せっけんモアプレミアム

アトピーの方が開発した無添加塩石けん。成分は植物性石鹸素地に海塩

20%、米ぬか抽出成分、アスタキサンチン、ヒアルロン酸 Na、コラーゲ

ンだけ。

http://www.siosekken.com

台湾物産館ciel farm
冷泡茶、乾燥マンゴー、台湾茶（ティーパック、缶、セット、お試しパッ

ク）、台湾茶器、茶こし付きタンブラー

台湾で大流行している「冷泡茶（レイポウチャ）」。今回は台湾でも珍し

い薄荷烏龍味を販売します
https://www.facebook.com/cielfarm/

田中農園

深蒸し茶（初摘み）、深蒸し茶（丸朱茶）ほうじ茶、くき茶　１００ｇ

（高葉）、くき茶　２００ｇ　（高葉）、くき茶　２００ｇ　（上葉）、

緑茶パウダー　５０ｇ入 、ほうじ茶パウダー　５０ｇ、メイプルパウ

ダー（緑茶）５０ｇ 他

深蒸し茶の専業地帯、静岡県掛川市で世界農業遺産「茶草場農法」にて栽

培され、当園の管理した茶葉のみで製造・加工された深蒸し茶です。当園

では専用ボトルでじっくりうまみ成分を抽出したお茶を試飲・販売いたし

ます。

http://tanakanouen.jp/

お茶の樽脇園
お茶の詰め放題、特上煎茶、川根の香、新月の茶、満月の茶、高級川根

茶、川根粉茶、紅茶、ほうじ茶、おがっティー、ゆず茶、ドリップ茶

無農薬・有機栽培茶を、なんと詰め放題で横浜北仲マルシェに登場！ぎゅ

うぎゅうぎゅう　お子さんからお母さんまでわいわい楽しく詰めちゃって

下さいね。

http://taruwaki-en.jimdo.com 土曜のみ

Yokohama Kitanaka Marche produced by 太陽のマルシェ 出店者一覧　8月開催分

※ 2016年8月15日現在のものとなります。

※ 出店者に関しては、一部変更となる可能性がございます。
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トシノコーヒー

オリジナルドリップバッグコーヒー（若葉ブレンド、むさしのブレンド、

よさこいブレンド、ロイヤルブレンド、ハワイコナブレンド、ブルーマウ

ンテンブレンド）、珈琲豆チョコ

小江戸川越発のコ ーヒーロースター。各生産地の高品質な珈琲豆を厳選

して仕入れ、独自の焙煎技術で美味しく提供しております。
http://toshinocoffee.jp

doremi farm
ごぼうのピクルス、ネギのピクルス、その他国産野菜で作ったピクルス各

種、ジャム各種、ソース各種、他

 色とりどりのピクルスや、ベジソース、ジャム など野菜と食卓をステ

キに繋げる食品をお届けします！ 最近の人気商品 生姜のタルタルソー

スもお持ちします！

http://www.geocities.jp/doremifarm831/doremif
arm.html

波瀬自然栽培農園（奥ののともん）

マクワウリ、モロヘイヤ、空心菜、甘長とうがらしミニトマト、インゲ

ン、ピーマン・パプリカ各種、ニンジン、ズッキーニ、タマネギ、ジャガ

イモ各種、ナス各種

石川県奥能登の土と海風だけで育てた無農薬・無肥料の自然栽培野菜！旬

の野菜を各種取り揃えていますのでぜひお立ち寄りください。
http://notomon.wix.com/yasai 日曜のみ

ひだまりと雨 洗顔フォーム、化粧水、美容液、トライアルセット

ヨーグルトと13種の植物成分を配合した、ナチュラルスキンケアシリー

ズ。全品に4種類のヨーグルト成分【ラクトフェィン】【ホエイ】【ビ

フィズス菌培養溶解質】【乳酸桿菌/セイヨウナシ果汁発酵液】を配合、

ヨーグルトのピーリング効果で柔らかな素肌へ。

http://hidamaritoame.com

日和佐燻製工房

しいらのスモーク、天然ブリのスモーク、えいひれのスモーク、3種詰め

合わせスモーク、うつぼのスモーク、スモークチーズ、いわしのスモー

ク、きびなごのスモーク、白鯛のスモーク

徳島県産の綺麗な海で捕れた魚介を、山桜の煙でじっくり燻した本格ス

モークです。今月はのオススメはえいひれのスモーク！特大のエイヒレを

薄くカットし、みりん醤油で漬け込んだ後スモークしています。ビールの

おつまみに最適です！

www.hamakiti.com

ファミリーファーム三森 白鳳、日川白鳳（桃）

早生種の【日川白鳳】をおもちします。果肉は白色で果汁が多く、甘み着

色ともによくとても上品な味です。私たち農家が丹精込めて育てた桃を朝

もぎし、みなさんにお届けします。

ー 土曜のみ

PLAIN COMPANY
ARDENCE、Venta del Baron、OLIVAR DE LA LUNA、EL CORZO、九

十九里産 無添加トマトジュース（180ml、 720ml）、イタリアモデナ産

イタリアモデナ産バルサミコ、ホワイトバルサミコ

”素材だけで素晴らしいモノ”をテーマに、オリーブオイルソムリエが世界

中の 生産者を訪問し生産所と直契約したプレミアムオリーブオイル。 そ

の他にもイタリアモデナ産バルサミコや九十九里産無添加トマトジュース

を限定販売。

http://www.plain-company.com

まじめな蜂蜜

まじめな蜂蜜各種、十和田高原の蜂蜜、有機生しょうがのはちみつ漬け、

有機青梅のはちみつ漬け、プロポリスキャンデー、プロポリスエキス、伊

予柑＆ハニーソース、柑橘＆ハニーソース

各地の有機農家と提携して採蜜している自社採蜜のこだわりの国産非加熱

蜂蜜です。北海道の有機農家の裏山では、上質なアカシアを採蜜していま

す。北海道の別な有機農家では,色々な花がまじりあった牧場の花々の蜂

蜜を採蜜しています。

http://www.majimena-hachimitsu.com

丸昌稲垣株式会社×co-Laboratory

picklestory 緑のおはなし、picklestory 星空のおはなし、picklestory 実

りのおはなし、mi・so・no クマのきなこスノーボール、mi・so・no ミ

ソノのおひさまクッキー、mi・so・no リスのよくばりクッキー ~2色味

噌仕立て~、トマト味噌、塩レモン

今回初出店!信州味噌と漬物の老舗蔵元「丸昌稲垣株式会社」と、女子大

生デザイナー&食のプロフェッショナル「co-Laboratory」のコラボ企 

画。

http://www.marusyow.co.jp/index.html

みそ蔵たかむら produced by 農大ハチロク会

寒仕込みそ「棚田」、12割麹みそ「田毎」、味噌蔵パン、杏ジャム、い

ちごジャム、味噌がけくるみ、味噌せんべい、お豆さん（砂糖）お豆さん

（塩）、あまざけ、ふきみそ、唐辛子みそ、杏ジャム他

http://everybodys-nougyou.com/

実り菓子 栗のみ

桃ゼリー、ピオーネとハーブティーゼリー、レモンとハーブティーゼリー 

、菩提樹の蜂蜜プリン、素焚糖サブレ、テリーヌ・ショコラ、とみつ金時

タルト、栗かぼちゃのクッキー

厳選した国産の季節素材と、フレッシュハーブや『お花茶』さんのハーブ

ティーを合わせてゼリーにしました。また『日本食品』さんの菩提樹の蜂

蜜を使用し爽やかな香と優しい甘さのプリンをご用意します。

www.facebook.com/kurinomi.kanazu 土曜のみ

村上養蜂 Beehive

咲耶(伊豆産山桜はちみつ)、碧臨（伊豆産百花蜜）、雪星（伊豆産みかん

はちみつ）、青嶺（長野産百花蜜）、聖樹(北海道産菩提樹はちみつ）、

はちみつ3本セット、ナッツのはちみつ漬け、ナッツとスパイスのはちみ

つ漬け、みつろうクリーム

お待ちかねの北海道産菩提樹はちみつが登場！ http://beehive3883.com

野美屋 ー

八ヶ岳元気村 季節の野菜各種 ー

八ヶ岳ゆめここファーム

ブルーベリージャム 、リンゴジャム、トマト、なす、ピーマン、甘長と

うがらし、パプリカ、オクラ、きゅうり、いんげん、坊ちゃんかぼちゃ、

かぼちゃ、馬鈴薯、玉ねぎ 、ニンニク、リンゴジュース

・八ケ岳南麓、南清里の高原から、太陽の恵みをいっぱい受けた新鮮で安

全な野菜とフルーツをお届けします。野菜はすべて、農薬、化学肥料は使

用せずに栽培しています。ブルーベリーも無農薬栽培です。

http://nontakulin-alternafarm.at.webry.info/ 土曜のみ

山口ごま本舗
純粋ごま油、純粋黒ごま油、無添加えごま油入り胡麻ドレッシング、無添

加ごまポン酢、ごまのおから　他

丹念に煎ったごまから、昔ながらの製法で薬品処理・熱処理を行わずに低

温圧搾製法で搾油し30～40日かけて自然に熟成させた無添加のごま油。

和紙だけで濾過をゆっくり繰り返し精製しごまの成分そのままを凝縮した

一番搾りです。

http://www.gomahonpo.jp

YAMAROKU

30％イチゴジャム　ビン、40%イチゴジャム　パック、40％イチゴジャ

ム　ビン、60%イチゴジャム　パック、60%イチゴジャム　ビン、コン

フィチュール　パック、コンフィチュール　ビン、アイスギャンディー

【石垣いちご】YAMAROKUは静岡清水にあるいちご農家です。畑は山の

斜面に、石垣を組み、自然な環境でいちごを作っています。自然と人が生

み出した、いちごの美味しさを私たちは無添加、無着色のジャムとアイス

ギャンディーにしました。

http://www.s-yamaroku.com/

横濱スコーンクラブ

工場直送焼き立てスコーン、レモンケーキ、オレンジケーキ、ブルーベ

リーケーキ、ラムレーズンケーキ、チーズケーキ（プレーン、レーズン、

レモン、アーモンド）

京急線神奈川新町駅にある工場から、焼きたてのスコーンやその他焼き菓

子を出品します。特にスコーンは伝統的な製法ながらも味にこだわった一

品です！当日は通常価格より大変お買い得になっておりますのでぜひお越

しください！！

http://scone-club.com

YOTSUYA GROUP ポテトチップス、野菜各種、ワイン等 http://royal-yotsuya.net

和食三吉
ばっけ味噌、レモン味噌、にんにくラー油味噌、大葉味噌、いぶりがっ

こ、山菜、山菜加工品、ハタハタのオイルサーディン

秋田が生んだ伝統逸品『いぶりがっこ』や、和食屋手作りのお味噌や旬の

山菜をお持ちいたします。
http://washoku3kichi.jimdo.com

ワタミファーム
にんじんジュース、ベビーリーフ、二十日大根、ナス、ミニトマト、ゴー

ヤ、ピーマン、万願寺唐辛子、空芯菜
http://www.watamifarm.co.jp

http://toshinocoffee.jp
http://www.geocities.jp/doremifarm831/doremifarm.html
http://www.geocities.jp/doremifarm831/doremifarm.html
http://notomon.wix.com/yasai
http://hidamaritoame.com
http://www.hamakiti.com
http://www.plain-company.com
http://www.majimena-hachimitsu.com
http://www.marusyow.co.jp/index.html
http://everybodys-nougyou.com/
http://www.facebook.com/kurinomi.kanazu
http://beehive3883.com/
http://nontakulin-alternafarm.at.webry.info/
http://www.gomahonpo.jp
http://www.s-yamaroku.com/
http://scone-club.com/
http://royal-yotsuya.net
http://washoku3kichi.jimdo.com
http://www.watamifarm.co.jp/


＜キッチンカーブース＞
出店者 主な商品 コメント URL 備考

薪窯焼きpizza UNCLE KEN 湘南藤沢小麦のPizza
後継者不足で農業を辞められた土地・高齢のため耕作ができなくなってし

まった地元を愛する農家と私たちが手を組み小麦を生産しました。
http://uncle-ken.com

いわきの12人
いわきチャーメン、牛タンフランク チャーメン、ペッパースモークチキ

ン チャーメン、缶ビール350MI

初出店になるいわきの12人です。福島県いわき市平町の飲食組合で、い

わきチャーメンのメニューを使った街おこしの気運が高まっています。マ

ルシェではスタンダードな昭和のソース味をベースとしたチャーメンをご

提供します。

www.iwaki12.com

オーガスタミルクファーム
オリジナルソフトジェラード（イチゴソルベ、マンゴーソルベ、Wチョコ

チップ、塩キャラメル）、甘酒

併設の牧場で搾りたての新鮮な牛乳を使ったオリジナルソフトジェラード

です。
http://www.augustamilkfarm.jp 土曜日のみ

ジュリーズスパイス
ナシゴレン、スパイシー鶏丼、ローストビーフ丼、タンドリーチキン丼、

かき氷

ナシゴレン、ジュリーズオリジナルえびラー油を使って甘辛に仕上げ４種

類のお肉とハーフ出来ます。
ー 日曜日のみ

tea-friends

ストレートティー（I/H) 、ミルクティー（I/H) 、甘酒ミルクティー

（I/H) 、冷やし甘酒ミルク（焼き芋、いちご、バナナ、ﾖｰｸﾞﾙﾄ、Gフルー

ツ）、アイスチャイ、アールグレイヨーグルトtea

紅茶とフルーツジュースとの掛け合わせたのどごしさわやかな「フルーツ

ミックスティー」お子様にも飲めて人気です。「飲むヨーグルト」とアー

ルグレイteaを掛け合わせした〈アールグレイヨーグルトtea〉もこの時期

にさっぱりして飲みやすい

http://chayou.co.jp/ 土曜日のみ

BAZIO
ハヤシライス、タイ風ミートライス、アジアンスープリゾット、アジアン

タコライス、アジアンスープフォー

勝どき太陽のマルシェや青山ファーマーズマーケットなどでも出店してお

ります、横浜北仲マルシェでもよろこんでいただけるキッチンカーとして

美味しい一品をお届けします！！

http://bazio.net/

PIZZA VAN

マルゲリータ、ディアボラ、ツナオニオン、ロマーナ、サルシッチャ、プ

ロシュート、ゴルゴンゾーラ、アルコール（サングリア、ワイン、ビー

ル）

外はカリッ、中はもっちり。その秘密はワゴン車に積んだ本格薪釜。薪火

の遠赤外線効果で内側から熱することができ、焼き上がりは１分！イタリ

ア直輸入のフレッシュモッツァレラチーズを使用した本場の味をご堪能下

さい。

ー 土曜日のみ

ファーマーズブレンド スムージー

自家栽培桃と山梨のおいしい果物を使ってスムージーを作っています。 

今月のおすすめスムージーはすも も スムージーです。 すももと桃といち

ごのミ ックス、 ほどよい酸味が暑い日にぴったりです!

http://www.moritafarm.com

ぶりうま食堂
ぶりでか弁当、鯛満足弁当、ブリカツ弁当、ブリカツ南蛮弁当、ぶりデカ

単品、ぶりカツ単品、ゴロゴロポテトフライ、あおさ汁

鹿児島県長島町では6月20日より早生鰤の出荷が始まり、通年で脂肪分豊

富なブリを美味しくいただけます。この機会に是非どうぞ。
http://nagashimatairiku.com/buriuma/

HOPEHOPE

極上アボカドとうふバーガー、クリスピーオニオンとうふバーガー、絶品

やみつきとうふバーガー、ハーブフランクバーガー、チーズべジバー

ガー、ハーブフランク、よなよなエール

アボカド大好きな方のためにはじめたメニュー☆１番人気の絶品やみつき

とうふバーガーにアボカドをまるまる半分乗せた「極上アボカドとうふ

バーガー」がオススメです☆

http://ameblo.jp/tofutofu-cafe/ 日曜日のみ

Little wing's Coffee

ハンドドリップコーヒー、エスプレッソ、カフェラテ、カフェオレ、カ

フェモカ、ココア、お番茶 、お番茶ラテ、抹茶ラテ、チャイティラテ、

ゆず茶、ダージリン、アップル、グレープ100％ジュースBROOKLYN 

HOT DOG、CHILI DOG、TACOS、MANHATTAN GARLIC TOAST 

フォルクスワーゲンバスで営業しております。 バスにはレコードプレイ

ヤーを載せて心地良い音楽と共に、 ハンドドリップコーヒーをご用意し

ております。

http://www.littlewingllc.com/

＜ワークショップブース＞
出店者 主な商品 コメント URL 備考

fleur kira
苔玉作りのワークショップのご案内です。天然苔とケト土＆赤玉土を使い本格的な

苔玉作りです。今回は『Atelier Gen』さんの素敵なお皿をお選び頂けます。

受付時間　10:00～15:30

参加費　　2000円（材料費込み）

所要時間　20分程度

事前予約　http://fleur-kira.com

http://fleur-kira.com/ 日曜のみ

http://uncle-ken.com
http://www.iwaki12.com/
http://www.augustamilkfarm.jp
http://chayou.co.jp/
http://bazio.net/
http://www.moritafarm.com
http://nagashimatairiku.com/buriuma/
http://ameblo.jp/tofutofu-cafe/
http://www.littlewingllc.com/

