
＜物販ブース＞
出店者 主な商品 コメント URL 備考

⾚⼟貿易
トポ オーガニック カロライナ・ウィスキー750ml/50ml、トポ オー
ガニック ピードモント・ジン750ml/50ml、トポ オーガニックハイ
ボール、トポ オーガニックジン&ソーダ、ウィスキーエレメンツ

USDAオーガニック認証のお酒をソーダ割りで！「あの」ウィスキー
も24時間で3年熟成する⽊⽚！など、お酒にまつわるちょっと素敵な
商品をアメリカから直輸⼊してお届けします。

http://www.rdtp.jp/

Adria Trade ワイン・ビール http://www.adria-trade.co.jp

いもねぎ屋
じゃがいも（シャドークイーン、ノーザンルビー、アンデスレッド、
インカのめざめ、デストロイヤ、ピルカ、男爵）、さつまいも（パー
プルスイートロード）、花⾖

じゃがいも好きな⽅あつまれ！いもねぎ屋は、1か所で複数種類の
じゃがいもを⼿に⼊れることができます。昔ながらの秤売りを採⽤。
いも1つでもOK！お気に⼊りのおいもを探してくださいね。

http://www.pfm-rental.com ⼟曜のみ

Warehouse北欧紅茶

北欧紅茶 、リフィル、北欧紅茶 クラシック⽸、北欧紅茶 スモールハ
ウス⽸、北欧紅茶 リーフバッグ、北欧紅茶 5ブレンドアソートセッ
ト、ダマスクローズ・アロマキャンディ、ダマスクローズ・エリク
シールハニー

スウェーデ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どうぞお⽴ち寄りください。

www.facebook.com/w.h.hokuoukoucha ⽇曜のみ

うしく農園 千葉県産コシヒカリ３kg、千葉県産ゆめかなえ２kg、秋野菜各種

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。同じ地
域で農業を営んでいる若⼿農家仲間とともに⽣産者が直接販売してい
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/

NPO法⼈いわむろや（新潟・⻄蒲区）

⽶（コシヒカリ・こしいぶき）、⽢酒、はちみつ、ミニトマト、トマ
ト、⽩ナス、⼗全ナス、丸ナス、⽔ナス、イチジク、ナシ 、イケメ
ンレタス、ロメインレタス、パクチー、枝⾖、ジャム類、コンポート
類

新潟・岩室地区の野菜や果物、新⽶『こしひかり』や『こしいぶき』
など、新潟の美味しい秋をお届けします。 http://www.iwamuroya.com/

遠忠商店 本店

江⼾前でぃ!（⽣のり、梅のり、地あさり、本美乃洲⾙）、ちりめん
オリーブ、国産味付ザーサイ、国産葉ザーサイ油炒め、国産ごはんの
素（5種）、⻘唐⾟⼦のり、レトルトしじみ、東京産柚⼦こしょう 、
江⼾前⽣のり(⼤)他

国産原料を使⽤し、化学調味料・添加物を使⽤せずに、直接釜でふっ
くらと炊き上げた昔ながらの⼿作りの味を再現！！熟成醤油を使⽤
し、さらに通常の佃煮よりも薄味に仕上げています。100年を超える
⽼舗の味を是⾮、お楽しみ下さい。

http://enchu-food.com

ひょうたん島プロジェクト にんにくスプラウト、にんにくスプラウト乾燥スライス、⿊にんに
く、おかわり３バイ！

三陸・岩⼿県から熱い思いを乗せた美味しい農産物をお届けします。
これを通じて新しい産業を興し、東北復興を⼤いに盛り上げていきま
す。

ー ⽇曜のみ

おにぎり弁慶 おにぎり弁当、きゃらぶき
新⽶の季節です。新⽶を味わっていただくお弁当。栗おこわ、きのこ
ごはん等、秋の味覚もご⽤意します。 http://onigiri-benkei.com

オリーブの鳩 満天きらり新品種【国産】（おしな湯200g、おしな湯100g、健全⾷
茶200g、健全⾷茶100g、健全茶200g、健全茶100g、あめさく）

⾎管、⾎液に効果的なルチン成分を⽇本そばの１００倍含有し、⾎圧
異常の⽅や、美容健康に気遣う⼈たちに愛飲されている。特に⾎糖値
が⾼い⽅たちによく⽤いられている、栄養価が優れたキヌアも含んで
います。

http://www.olive-dove.com

KAISTYLE甲斐マルシェ
⿊富⼠農場のリアルオーガニック卵、⿊富⼠農場放牧卵、バームクー
ヘン、桑の葉茶、桑の葉茶パウダー、桑茶茶ペット、桑の実ジャム、
ぶどう、やはたいも、かぼちゃ、マヨネーズ

⼭梨県甲斐市の特産品を販売いたします。⾸都圏で販売されていない
甲斐市の逸品が登場します。 http://goo.gl/ASWgdc

カトレヤフィールド

殻付きアーモンド、くるみ、ピスタチオ、ピーカンナッツ、マカダミ
アナッツ、カシューナッツ、ドライマンゴー、ドライパイン、⿊イチ
ジク、デーツ、グリーンレーズン、マスカットレーズン、アプリコッ
ト、ナッツのはちみつ漬け

保存料・着⾊料などを⼀切使⽤していないドライフルーツ・ナッツ ー

カンティーナ ヒロ ワイン、ぶどう、ぶどうジャム、ドライフルーツ
フレッシュでジューシなシャインマスカット・巨峰。無添加で砂糖未
使⽤のぶどう加⼯商品があります

ー

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）

和歌⼭県みなべ産の南⾼梅を「紀州備⻑炭」とミネラルを多く含む天
然⽯「⻨飯⽯」と⼀緒に漬け込み独⾃の製法で酸っぱいだけでないま
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 ヒマラヤ岩塩パウダー、岩塩プレート、岩塩塊、とうがらし ー

九雲 ⽵のまな板、本⼿打ち⼿鍋、鉄フライパン、九雲乃包丁 三徳、ペ
ティ、蜜蝋ワックス 蜜⽸

「⽇本の⾷を家庭の味で伝えていく」をコンセプトに、⽇本のエコ素
材である⽵と⽇本各地の職⼈さんの技術を活かした調理器具を販売し
ております。ひとつひとつ⼿作りの雪平鍋など⻑く⼤切にしたくなる
調理器具を⽤意してお待ちしております。

www.33qumo.com

菜果
ハウスみかん、えだまめ、ぶどう、レモン、メロン、⼤根 、春キャ
ベツ、レタス、ねぎ、⼈参、とうもろこし、みょうが、かぼちゃ、な
す、りんご、ミニとまと、ミニとまと、パプリカ、柿、ブルーベリー

秋物いっぱい http://mindface.net ⼟曜のみ

佐京園 煎茶、紅茶、⽞⽶茶、ほうじ茶、ティーバッグ、お茶ようかん、よも
ぎ餅、みかん、急須類 http://www.sakyoen.com ⽇曜のみ

笹⽥蒲鉾店 ⽵ちくわ、だるまちくわ、ちびだるま、平天、ごぼう天、いか天、野
菜天、紅しょうが天、たこ天、フィッシュカツ、詰め合わせセット http://www.sasadakamaboko.com

jungle berry 観葉植物、多⾁植物、さぼてん、寄せ植え、ハーブ
植物は、育てやすく⼈気の多⾁植物やサボテン、ギフトにおすすめの
『寄せ植え』(根のついたお花をアレンジしたもの)をお持ち致しま
す。どうぞよろしくお願い致します。

http://jungleb.exblog.jp 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、茶まんじゅう、おはぎ

北海道産の良質な⼩⾖を使⽤し、熟練の職⼈が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 ⼟曜のみ

⽩川さんちのおいしいお⽶ ⽩川さんちのおいしいお⽶コシヒカリ、⽩川さんちのおいしいお⽶で
作った⽞⽶珈琲

東京から⿃取に移住して新規就農した新⽶⽶農家の新⽶コシヒカリ。
中⼭間地域、⿃取市⿅野町の豊かな⾃然に育まれた新⽶を是⾮お試し
ください。お⽶⽣産の最終⼯程で⽣まれる「農協的には規格外のお
⽶」を使った⽞⽶珈琲（ノンカフェイン）も登場します。

http://tsugikome.wixsite.com/shirakawa-okome ⼟曜のみ

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
⾹りが特徴。6時間以上の冷燻をほど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/

せたがやブレッドマーケット
ごまとさつま芋、くるみとレーズンロデヴ、国産⼩⻨粉と酒⽶⽶粉の
⾷事パン、オレンジピールとカレンズの⾷事パン、ほうれん草とチー
ズ、⻑時間熟成バケット、⼩⻨味の塩パン、気まぐれラスク（各種）

http://setagayabreadmarket.jp ⼟曜のみ

⼤地のマルシェ 野菜各種、くだもの各種、ジュース類、ミニカップゼリーなどのお菓
⼦、カレールーなどの加⼯品

季節のやさいやくだものを各種取り揃えて販売します。オーガニック
を⾷べよう！おいしくて、からだによくて、環境にもいい。それが
オーガニックです。とにかく⼀度⾷べてみてください。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

蓼科マリーローズ

ローズ化粧⽯けん、オイル、乳液、シャンプー、トリートメント、ボ
ディーソープ、パウダー、リップクリーム、ねり⾹⽔、ハンド&ネイ
ルクリーム、サマーデイズクリーム、ボディミルク、クレンジングミ
ルク、オールドローズ美容化粧⽔ 他

ローズクレンジングミルク新発売、植物油で作った天然系のクリー
ミーなクレンジング。余分無い⽪脂や汚れを取りながら油分を洗い過
ぎることなく、とてもやさしいクレンジングです。

ー ⽇曜のみ

⽥中農園

深蒸し茶 （初摘み）、深蒸し茶 （丸朱撰）、深蒸し茶 （丸朱茶）、
ほうじ茶、くき茶、緑茶パウダー 、ほうじ茶パウダー、メイプルパ
ウダー（緑茶）、メイプルパウダー（ほうじ茶）急須、フィルター・
イン・ボトル、、⾖徳（抹茶ミルク⾖ 、ほうじ茶⾖）

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・加⼯されたこだわりの
深蒸し茶です。濃厚で新緑の爽やかな味をぜひご堪能くださいませ。

http://tanakanouen.jp/

ちきり結
結 燻製かつお50g、結 鰹そぼろ、結 ちきりつゆ、結 本枯節、
結 ちきりだし（焼きあご、いりこ、本枯節、焼きあご）ちきり顆粒
だし（⾷塩・化学調味料無添加）

ご好評をいただいております、燻製かつお。醤油で味つけをし、燻製
にした鰹をスライスしたそのまま⾷べる鰹節です。試⾷した⽅々か
ら、「おいしい！！」との声を多数いただいております。まずは、ぜ
ひ店頭で召し上がってみてください！！

www.chikiri.co.jp ⼟曜のみ

Yokohama Kitanaka Marche produced by 太陽のマルシェ 出店者⼀覧 10⽉開催分
※ 2016年10⽉11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がございます。



茶園森福 ほうじ茶-福-、ほうじ茶、煎茶-福

宇治茶⽣産農家の茶園森福と申します。農薬・化学肥料・除草剤を使
わずに茶園管理をしております。⼀番茶の煎茶⽤茶葉を焙じた、⼤変
⽢味のあるほうじ茶（ほうじ茶-福-）を販売します。必ず満⾜して頂
けると⾃⾝を持って販売します。

http://www.chaenmorifuku.com ⽇曜のみ

デザイン･アート MIYA ポストカード
⽇本の四季をテーマにしたポストカードを販売しています。
今⽉は特に秋をテーマにした新作をご⽤意しました。ぜひご覧くださ
い。

https://twitter.com/miya0020 ⼟曜のみ

tomatobatake
ほのぼのご飯椀、ほのぼの汁椀、元気セット、かえで箸、ディナース
プーン、くり抜きおかず⽫、くり抜き2段弁当箱、こども椀、ヘラ、
しゃもじ、おたま

すべては⼤切な家族のために。毎⽇の⾷卓に、安全な⾷器を。安全な
⾷材を選ぶように、⾷器も安全なものを選んでもらいたい。そんな想
いから、私たちは完全無薬剤の⽊製⾷器を、ひとつひとつ⼿作りし、
普及活動をしています。

http://www.tomatobatake.jp ⽇曜のみ

Dressing Sisters

デイリーゼスト、チョイスブレンド、ビューティーソウル、シトラス
クラッシュ、ハーティーベリーズ、シトラス＆ソイ、ナッティート
リック、アジアンフュージョン、ロースティッドソイ（新商品）、季
節の果実類

マルシェの新鮮野菜と相性抜群！有機・⾃然農法で育てた果実の⽣搾
りをふんだんに使⽤した完全無添加ドレッシング。サラダドレッシン
グだけでなく万能調味料としても活⽤でき、最後の⼀滴まで美味しく
召上れる調理⽅法のご提案もしております。

www.dressing-sisters.com ⽇曜のみ

doremi farm ごぼうのピクルス、ネギのピクルス、その他国産野菜で作ったピクル
ス各種、ジャム各種、ソース各種、他

⾊とりどりのピクルスや、ベジソース、ジャム など野菜と⾷卓をス
テキに繋げる⾷品をお届けします！ http://www.geocities.jp/doremifarm831/doremifarm.html

Natural sweets Toitoi

スコーン各種、キャラメルくるみクッキー、有機バナナ&ナッツケー
キ、国産⼤⾖のおからブラウニー、ブルーベリーマフィン、いちじく
マフィン、重ね煮マフィン（きんぴら、かぼちゃ）、ハロウィンクッ
キー（かぼちゃ&ココア）

秋野菜を使⽤した重ね煮をしたマフィンがオススメです。野菜の旨み
が引き出されたお惣菜系マフィンです。そして限定販売のハロウィン
仕様のクッキーもオススメです。ご⾃宅⽤にもプチギフトにもオスス
メです。

http://www.natural-toitoi.com ⽇曜のみ

BUTTERCUP クッキーセット（⼤、中、⼩）、カップケーキ、布⼩物（プレゼント
⽤のふくろ等）

HAPPY HALLOWEEN！かぼちゃにオバケにコウモリ、⿊ねこ、、か
わいい、おいしい、⼩さなお菓⼦たち。誰かと⼀緒に⾷べたくなるよ
うな楽しいおやつをご⽤意します。

http://buttercup1327.blog.jp/ ⽇曜のみ

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、うつぼのスモーク、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、ごまさばのガー
リックオイル漬け

徳島県産の綺麗な海で捕れた⿂介を、⼭桜の煙でじっくり燻した本格
スモークです。今⽉はのごまさばガーリックオイル漬け。にんにくの
⾹りが⾷欲をそそります。

www.hamakiti.com

まじめな蜂蜜

まじめな蜂蜜各種、⽇本蜂蜜の蜂蜜、はちみつ漬け（有機しょうが、
有機⻘梅、カリン）、プロポリスキャンデー、プロポリスエキス、柑
橘（媛果+不知⽕+清美）&ハニーソース、フルーツ&ハニーゆず、ハ
ニーナッツ

ハニーナッツは、⼥性の⽅々に⼈気の商品です。まじめな蜂蜜では、
5種類のローストしたオーガニックナッツに最⾼の国産アカシアを
使った透明感と⾹ばしさを備えたハニーナッツです。ヨーグルトとの
相性がよく、健康にも良いので、どうぞお楽しみください。

http://www.majimena-hachimitsu.com

魔法のチョークアート チョークアート作品（フォトサイズ）
オーストラリア発祥のPOPなチョークアート！指の熱でオイルパステ
ルを混ぜて⽴体感を出します。インテリアプレゼントに⼈気です。

ー ⼟曜のみ

March de friut 柿、洋ナシ、ぶどう http://playerzltd.com

まるなかベーグル

国産⼩⻨もちもち（プレーン、全粒粉、オレンジチョコ、クルミクラ
ンべリー、ブルーベリー、メープルアーモンド、プレーン）、⽩ご
ま、ケシの実、クルミ、イチジク、シナモンレーズン、ベーコンチー
ズ、他、季節のベーグル：アンパンプキン

茅ケ崎⽣まれのベーグル専⾨店。もちもち⾷感ベーグルここにありま
す。バター、卵、⽜乳不使⽤。シンプルな⾷材で安全かつ安⼼なベー
グルを作っております。

http://marunakabagel.com/ ⼟曜のみ

実り菓⼦ 栗のみ

栗のみパイ、栗のみマフィン、とみつ⾦時パイ、とみつ⾦時ブランマ
フィン、かぼちゃマフィン、素焚糖サブレ、ふくこむぎブランビス
コッティ、かぼちゃクッキー、洋梨タルト、菩提樹の蜂蜜プリン、栗
の渋⽪煮

福井県あわら市『朝倉梨栗園』の新鮮な栗で渋⽪煮やマロングラッセ
を直加⼯します。同じくあわら市特産の『とみつ⾦時』や、⾃家製無
農薬の『坊ちゃんかぼちゃ』も、素材を⽣かしたお菓⼦に仕⽴てま
す。⼩⻨粉はすべて、福井産『ふくこむぎ』を使⽤してます。

www.facebook.com/kurinomi.kanazu ⽇曜のみ

ミライシュハン ⽇本酒、リキュール、果実酒、ワインジャム他

弊社は⽇本の酒産業をリノベートすることを⽬的に⽇本酒の事業活動
を⾏っています。今回提供するお酒は、産地や造り⽅にこだわったお
酒をはじめ、オーガニックのお酒など、⼤規模流通に出ない酒蔵の商
品を揃えました。ぜひこの機会にお求めください。

http://mirai-shuhan.com/

MINT 各種アクセサリー
カジュアルなスタイリングから落ち着いた装いまで、様々なシーンに
合わせやすいコットンパールを使ったアクセサリーをご⽤意していま
す！

http://goo.gl/jaANzg ⼟曜のみ

⼋ヶ岳元気村
フルーツトマト、各種りんご、セロリ、キャベツ、各種フレッシュ
ハーブ、ビーツ(⾚カブ）、セロリ、各種じゃがいも、かぼちゃ、お
もちゃカボチャ

秋⾬前線のイタズラで野菜の出荷状況がはっきりしません。野菜の出
品リストが変わる事もあります、よろしくお願いいたします。 https://www.facebook.com/yatsugatake.genkimura.y/

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、りんご、リンゴジュース、ほ
うれん草、サラダほうれん草、⼩松菜、⻘梗菜、春菊、にんじん、坊
ちゃんかぼちゃ、かぼちゃ、⾺鈴薯、⽟ねぎ、ニンニク、カブ、⼤
根、⻑ネギ、ミニトマト、ピーマン

⼋ヶ岳をのぞむ標⾼800m以上の⾼原にある⼭間傾斜地であり、寒暖
の差があり、朝⼣に霧が多く発⽣し、りんご栽培の最適地です。今回
は、津⾦産「葉取らず、無袋ジョナゴールド」の販売です。

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

⼭⼝ごま本舗 純粋ごま油、純粋⿊ごま油、無添加えごま油⼊り胡⿇ドレッシング、
無添加ごまポン酢、ごまのおから 他

丹念に煎ったごまから、昔なが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

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がらも味にこだ
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/

横浜農場PRブース『まごころ野菜』
ルッコラ、カボチャ、サツマイモ、インゲン、ナス、ピーマン、万願
寺とうがらし、タカノツメ、ミニパプリカ、ネギ、ジャガイモ、エゴ
マ（葉⼜は実）

地元横浜で作った新鮮とりたて野菜です。珍しい国産パプリカはカラ
フルでかわいい形でおすすめです。ピクルスで常備菜にどうぞ。

ー ⼟曜のみ

横浜農場PRブース『藤巻亮⼀』 カリフラワー、キャベツ、ネギ、⾥イモ ー ⼟曜のみ

横浜農場PRブース『横浜健康ファーム ともだち』
新⾥芋、千両ナス、⽣落花⽣、空芯菜、⼈参（葉付）、バジル、レモ
ングラス、アップルミント、ジャガイモ（メークイン、デストロイ
ヤ）、オクラ、緑ナス、イタリアンナス等

初めて出店します。横浜の保⼟ヶ⾕にて、農薬、化学肥料に頼らない
農法で、野菜を育てています。今回の⽬⽟は掘りたて⾥芋です。煮物
や鍋に、電⼦レンジでそのまま加熱して、塩と⼀緒に⾷べると最⾼に
美味しいです。

ー ⼟曜のみ

横浜農場PRブース『野彩家 佐藤農園』
キャベツ、サボイキャベツ、根みつば、イタリア野菜、トウモロコ
シ、ナス、ヤム芋、ネギ、ショウガ、⾥芋、京芋、ヤツガラシのズイ
キ、⼈参、梅⼲、みそ、柚⼦胡椒、しょうがの佃煮

⼗⽇市場産の新⽶を新⽶をついに販売します。つやつやで⽢みがある
新⽶を是⾮ご賞味ください。その他、野菜も⾊々と販売します。秋、
冬野菜どんどん収穫します。

ー ⽇曜のみ

横浜ビール 横浜ビール ボトル各種
「ヨコハマには横浜のビールがある」街のビール屋として地元の誇り
となるビールをわたしたちは造り続けます www.yokohamabeer.com

YOTSUYA GROUP 各種ワイン、⽇本酒 http://royal-yotsuya.net/company/

和歌⼭県の梅農家 桐本農園 昔ながらの⽩⼲梅、梅農家こだわりの梅⾁

今年の「申年の梅」は例年とは少し違います！！！古来より、申年の
梅は「縁起が良く・体に良」、収穫が少ないので気象と⾔われている
そうです。梅農家が丹精込めてく作った昔ながら塩だけで漬けた⽩梅
⼲をぜひ、皆様の⾷卓でお楽しみ下さい！

https://www.facebook.com/kirimotofarm.ume/ ⼟曜のみ

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
がっこ、⼭菜、⼭菜加⼯品、ハタハタのオイルサーディン

秋⽥が⽣んだ伝統逸品『いぶりがっこ』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

ワタナベファーム 平飼い有精卵『あかり』、国産鶏平飼い卵『こはる』
卵の美味しさは、⻩⾝だけではありません。⽩⾝も美味しい卵を⾷べ
て下さい。

ー



＜キッチンカー＞
出店者 主な商品 コメント URL 備考

薪窯焼きpizza UNCLE KEN 湘南藤沢⼩⻨のPizza

⻨からpizza作り後継者不⾜で農業を辞められた⼟地・⾼齢のため耕
作ができなくなってしまった地元を愛する農家と私たちが⼿を組み⽣
産した「湘南藤沢⼩⻨」。この⼩⻨は国産⼩⻨では珍しくタンパク含
有量が13.8%と北海道産⼩⻨と同じなのです。

http://uncle-ken.com

ギュヴァン・ケバブ
ケバブサンド、ケバブラップ、ホおつまみケバブ、もっちりポテト
(プレーン、サワーチリソース、明太⼦ソース、ダブルチーズ、チョ
コレートソース)

数あるケバブの中でも「ギュバン・ケバブ」の使うお⾁はジューシー
でや柔らかく何処でも⼤⼈気！ソースも⽢⼝〜激⾟まで⽤意している
ので⼩さなお⼦様も美味しくお召し上がりいただけます。

ー

栄屋 横⼿焼きそば、豚マヨ焼きそば、フランクフルト 秋⽥県横⼿市認定の本物の横⼿焼きそばです。 ー ⽇曜のみ

Terra Burgers

ビーガンバーガー、各種トッピング（クラシック、チーズ、スパイ
シーソース、ビーガンベーコン、ピクルス、ポテト、）、シャンデー
ガフ、パナシェ、レッドアイ、オーガニックコーラ、オーガニックジ
ンジャーエール、バニラシェイク、コーヒーシェイク他

乳製品を⼀切使わないベジプロジェクトJAPANよりビーガン認定を受
けました話題のビーガンハンバーガー。種類は三種類のオリジナル
ソースから選べます。

http://www.facebook.com/terraburgers/

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

勝どき太陽のマルシェや⻘⼭ファーマーズマーケットなどでも出店し
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/

HusnasHIMALAYA DELI カレー&ナンセット、カレー&ライスセット、カレー&チーズナン
セット、タンドリーチキンステック、チキンサンド、レモンチャイ

本場ネパール⼈シェフ 作るカレー。 当店⾃慢カレー 、厳選した数⼗
種類スパイスをブレンドしています。今回 、⾶騨⾼⼭市 無農薬野菜
を使ったカレーが⼀押しです。ご飯がモリモリすすむ当店⾃慢カレー
をぜひお試しください

http://www.himalayacurry.com

FISH&CHIPS MALINS
FISH&CHIPS、シュリンプ&CHIPS、サーモン&CHIPS、ソーセージ
＆CHIPS、詰め合せパッケージCHIPS、ハニーマスタードCHIPS、
スィートチリCHIPS

英国150年の歴史あるソールFOOD、FISH&CHIPSを販売する専⾨
店。英国FISH&CHIPS協会に認定された、アジア唯⼀のフッシュアン
ドチップス専⾨店です。
是⾮お試しください。

http://malins.jp ⼟曜のみ

ブリうま⾷堂 ぶりでか弁当、鯛満⾜弁当、ブリカツ丼、地⿂かつ丼、ブリそぼろ
丼、ブリ塩麹弁当、あおさ汁

⿅児島県⻑島町では6⽉20⽇より早⽣鰤の出荷が始まり、通年で脂肪
分豊富なブリを美味しくいただけます。この機会に是⾮どうぞ。 http://nagashimatairiku.com/buriuma/

Mi Choripan チョリパン、サルサチョリパン、チーズチョリパン
⽜⾁を使った⾃家製ソーセイジを挟んだパン「チョリパン」本場アル
ゼンチンで修⾏した、⽇本⼈のまだ知らない⽇本⼈好みの味です。⾟
くないのでどなたでも美味しく召し上がっていただけます。

http://michoripan.com ⼟曜のみ

よっしーのお芋屋さん 壷焼き芋、さつまいも芋各種、極早⽣みかん、調味料各種、ペットボ
トル有機お茶

いよいよ登場！全国でもこのホワイトスィーツをつぼやきしているの
はよっしーのお芋屋さんだけ！希少な⽪も中⾝も⽩く、しっとりした
⽢いお芋をお楽しみに！

http://www.yosshi-store.com ⽇曜のみ

＜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

多⾁植物の寄せ植えワークショップを開催致します。
今回は『器 Atelier Gen』さんの素敵な器をお選び頂けます。
陶芸作家・⾕⼝ひとみさんの器は軽くてマットな質感でとてもお洒落
です。素敵な器での多⾁植物の寄せ植えに是⾮ご参加下さい。

受付時間 10:00〜15:30
参加費  2000円（材料、花器代込み）
所要時間 20分程度
事前予約 http://fleur-kira.com

http://fleur-kira.com/ ⽇曜のみ


