
＜物販ブース＞
出店者 主な商品 コメント URL 備考

芥川製菓 スペシャルミルクチョコレート、AKミックスチョコレート、芥川ビ
ター70、板チョコクラム、板チョコビター、クランチチョコレート

創業1886年、芥川製菓は東京駒込の⽼舗チョコレートメイカーで
す。「スペシャルミルクチョコレート」はヨーロッパ産のミルクパウ
ダーを贅沢に使⽤し、丁寧に練りあげ、ミルク本来の⾵味となめらか
な⼝どけのミルクチョコレートに仕上げました。

http://www.akutagawaseika.co.jp

⾚⼟貿易 | RED DIRT TRADING POST トポ オーガニックウイスキー＆ジン、ミッドナイトムーンシャイ
ン、ウイスキーエレメンツ、スパイスミックス

クリスマスなどのギフト、⼿⼟産にぴったりのラッピングで販売しま
す！ホームパーティにお⼿軽・おいしいスパイスミックスもご⽤意。
この冬のギャザリングは⾚⼟貿易におまかせ☆⼺

http://www.rdtp.jp ⼟曜のみ

Adria Trade株式会社 ワイン、オーガニック商品、アドリア海塩、 オーガニック、エコやヘルシーな商品。 www.adria-trade.co.jp

アルク・ハマポート作業所
さき織り（バック、チョッキ、きんちゃく、コースター）、EMプリ
ン⽯けん、ネクタイ⼱着、ネクタイネックレス、ティッシュ⼊れ、他
⼱着類

⼿織りのチョッキ・バック・⼩物のオリジナル品です。EMプリン⽯
けんは台所⽤、洗濯⽤、住まいの洗剤と万能⽯ザイです。 http://kotobuki-aruku.jp ⼟曜のみ

アルコバレーノファーム
カラーニンジン、ビーツ、ロメインレタス、⻘⽪紅芯⼤根、ムラサキ
⼤根、
機能性野菜のスイーツ

カラーニンジン、ビーツ、ロメインレタス、⻘⽪紅芯⼤根、ムラサキ
⼤根、機能性野菜スイーツ http://arcobalenofarm.com/profile.html

株式会社イーエム ジャパン キャベツ、⼤根、ブロッコリー、ほうれんそう、グリーンカール、サ
ニーレタス、⼈参、さつまいも、⻑ネギ、芋焼酎

20年以上前からEM（有⽥微⽣物群）と有機物を活⽤して、農薬や化
学肥料を使⽤しないか極⼒使⽤しない安全・安⼼で美味しい野菜作り
を⽬指して栽培された三浦半島の新鮮な野菜を提供させて頂きます。

http://www.emj.co.jp ⽇曜のみ

いもねぎ屋
⾼冷地栽培地の特性を⽣かし、じゃがいも、花⾖を提供します。じゃ
がいも（シャドークィーン、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）、花⾖

じゃがいも好きな⽅あつまれ！いもねぎ屋は、⼀か所で複数品種の
じゃがいもを⼿にい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 スウェーデン王室御⽤達の北欧紅茶。佐渡の⽶粉で作ったビスコッ
ティ。

極上のtea timeをコンセプトに素材にこだわったお菓⼦と共に出店し
ます。 www.facebook.com/w.h.hokuoukoucha ⽇曜のみ

うしく農園 ミニ⽩菜 ⼤根 キャベツ

千葉県佐倉市にて、農園を営んでいる『うしく農園』と申します。我
が農園で作ったお⽶から出た⽶ぬかを肥料として使い『環境に優しい
農業』をキャッチフレーズに、四季折々の美味しいお野菜も作ってい
ます。

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

ecru 栗のシュトーレン、クグロフ ボジョレーヌーボーに合う焼き菓⼦ https://www.facebook.com/ecru1010/ ⽇曜のみ

遠忠商店 本店 江⼾前でぃ！
国産材料を使⽤し、化学調味料・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がらの⼿作りの味を再現！！ http://enchu-food.com

おかし屋ぱれっと・⼯房ぱれっと

各種クッキー（5種類みっくす、ミルクティー、ゆずジンジャー、ヤ
ギミルク）ガーリックチーズ、グリッシーニ、しおミルクボーロ、パ
ウンドケーキ（ココナッツスパイシー、バナナフレッシュ、アールグ
レイ）、ガトーショコラ、みにらび、らぶらび他

おかし屋ぱれっとは知的に障がいのある⼈と共に、恵⽐寿で31年、
こだわりの焼き菓⼦を製造しています。国産⼩⻨と三温糖を使⽤し、
素材の⾵味を⽣かしたやさしい味わいです。

http://www.okashiya-palette.or.jp ⼟曜のみ

おにぎり弁慶 おにぎり弁当  きゃらぶき 季節のおにぎりを⼊れてお持ちします。 onigiri-benkei.com

KAISTYLE甲斐マルシェ やはたいも、オーガニック卵、放牧卵、バウムクーヘン、桑の葉茶、
桑の葉パウダー、桑の実ジャム

⾸都圏では流通のない、まぼろしの⾥芋「やはたいも」が登場しま
す。⾼級料亭で扱われていますとても美味しい⾥芋を販売いたしま
す。

http://goo.gl/ASWgdc ⼟曜のみ

果実のグラッセ「leguume」 果実のグラッセ「leguume」 http://www.kutto.jp

カトレヤフィールド 保存料・着⾊料不使⽤のドライフルーツ・ナッツ 保存料・着⾊料不使⽤のドライフルーツ・ナッツ http://www.katoreya-field.com/index.html

神七 キャベツ、⼤根、しいたけ、ブロッコリー、チコリー、カラフル⼤
根、ケール他

寒くなり⽢み、うま味の増した地元横浜野菜です。 ー ⽇曜のみ

CAMILO OLIVES エキストラバージンオリーブオイル、フレーバーオリーブオイル、オ
リーブジャム、オリーブソルト

他にはない、ブラックオリーブとオーストラリアのマレーリバーピン
クソルトを使った、どんなお料理にも合わせやすいオリーブソルトを
是⾮お試しください。レモンマートルのフレーバーオイルは、サラダ
を始めデザートにも良く合うオイルです。

http://www.kozato.co.jp/camilo/index.html ⽇曜のみ

Cantina Hiro シャインマスカット、巨峰、ワイン、ぶどうジャム、ドライフルーツ フレッシュでジューシーなシャインマスカット・巨峰 cantina-hiro.jp

紀州福の梅本舗みやぶん 味梅、⽩⼲梅、かつお梅、しそ梅、梅しずく、梅す ５種類の南⾼梅をご⽤意しております。ぜひ試⾷してみてください！ http://www.miyabun-ume.com

熊野家 岩塩パウダー塊まり とうがらし
 新製品紫岩塩レッド岩塩 岩塩プレート⼊荷しました

www.yokatakamaboko.jp

九雲 九雲 パン切り包丁 包丁研ぎを承ります。 www.33qumo.com

GRASS BROWN 秋物帽⼦、ストール
秋物の帽⼦、ストールを販売します。今年流⾏のベレー帽もご⽤意し
ております。

ー

ココナッツジャパン株式会社 ココナッツオイル、ココナッツシュガー ブースに来られた⽅全員にサンプル６ｇ⼊りポーションプレゼント！ http://www.coconutjapan.jp

菜果 野菜果物 秋野菜 秋の果物いっぱいです http://mindface.net ⼟曜のみ

盛升

盛升（しぼりたて、特別純⽶、本醸造、純⽶⾟⼝、純⽶吟醸、カッ
プ）、純⽶吟醸盛升⼭⽥錦、⻩⾦のブルーベリー梅酒、⻩⾦のかぼす
酒、⻩⾦の梅酒、さがみビール（ケルシュ、アルト、ペールエール、
ピーチ）

厚⽊市にて清酒「盛升」、地ビール「さがみビール」などを醸造して
います。ビールは⼈気の4種類をご⽤意しました。また、県下で１番
早く出荷が始まる当蔵の新酒しぼりたてを今回お持ちしますので、是
⾮ともお⽴ち寄りください。

http://www.koganeishuzou.com

笹⽥蒲鉾店 だるまちくわ、⽵ちくわ、しょうが天、タコ天、イカ天、野菜天、
フィッシュカツ、平天 ごぼう天

おでんにピッタリの具材をご⽤意しております。 http://sasadakamaboko.shop-pro.jp/

SunBeam

マグカップ、カップ＆ソーサー、サイドプレート、ディナープレー
ト、アンダープレート、プラター、デザートボウル、ミニスープボウ
ル、ライスボウル、各種⼩⽫、ミルクピッチャー、シュガーポット、
コースター、スナックボート、ブレッドプレート、花器

新⼊荷がありました！⾖⽫いろいろ！ www.sunbeaminc.com ⽇曜のみ

四季菜館 野菜のカップケーキ、クッキー、フルーツケーキ、オレンジケーキ、
各種⼿作りジャム

ー ⽇曜のみ

jamur ビワ葉エキス、ビワ葉のお⽔、布⼩物、⾃然派クッキー

岡⼭にある⼩さな⼦育て中のママのひろば「jamur」よりからだとこ
ころにやさしいモノをお届けいたします。
オススメはビワ葉エキスです。岡⼭の家の庭に元気に⾃⽣するビワの
葉っぱを焼酎に漬けて1年寝かせゆっくりエキスを抽出しました。

https://sites.google.com/site/jamurjam/ ⼟曜のみ

Yokohama Kitanaka Marche produced by 太陽のマルシェ 出店者⼀覧 11⽉開催分
※ 2016年11⽉14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。



湘南製餡（株） 本煉⽺羹・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

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おり
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。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 ⼟曜のみ

信州リテール なめ味噌、三年ブラック味噌、⽩味噌、⽥舎味噌、⽢⼝味噌 久しぶりの出店なので、お味噌を切らせてしまっている⽅は是⾮！ ー

スモークハウス広⼯房 スモークチーズ、スモークオリーブ
素材・製法すべてにこだわったスモークリンゴの新芽チップで冷燻⽅
法にて最低でも14時間以上燻製 http://smokehouse.shop-pro.jp/

せたがやブレッドマーケット 気まぐれラスク（約１５種類）、シュトレン、ごまとさつま芋、くる
みとレーズンのロデヴ、⾖乳パン、カニパン

いよいよクリスマスへ向けて、パン屋さんではシュトレンの準備がス
タート。横浜北仲マルシェで先⾏販売いたします！

setagayabreadmarket.jp ⼟曜のみ

太陽の塩せっけん 太陽の塩せっけん、太陽の塩せっけんモア、太陽の塩せっけんモアプ
レミアム、太陽の塩せっけんキュート

お肌の乾燥する季節にもおすすめの太陽の塩せっけん。お試しだけで
もすぐに違いのわかるせっけんです。マルシェでは体験もできます。 http://www.siosekken.com/

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）

ローズ化粧⽯けん：きめ細かい泡⽴ちにより、⽑⽳の奥の汚れや古い
⾓質を取り除きお肌を引き締め、⼗分な保湿成分でしっとりすっきり
した使⽤感です。

www.maryrose.co.jp ⽇曜のみ

⽥中農園

深蒸し茶（初摘み）、深蒸し茶（初摘み）、深蒸し茶（丸朱撰）、深
蒸し茶（丸朱茶）、深蒸し茶（丸朱茶）、ティーバッグ、ほうじ茶、
くき茶（上葉）、緑茶パウダー ほうじ茶パウダー、メイプルパウ
ダー、急須、フィルターインボトル、⾖徳

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。当園ではパウダー茶にメープルパウダーを加えた商品
を試飲・販売予定です。

http://tanakanouen.jp/

樽脇園＆SAKUWOOD
オーガニック・ドリップ茶、お茶の詰め放題、有機煎茶、有機紅茶、
有機ほうじ茶、有機くき茶、有機粉茶、おがっティー（粉末茶）、ゆ
ず茶（マーマレード）

無農薬・有機栽培茶を詰め放題にして、太陽のマルシェに登場！
「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！

http://taruwaki-en.jimdo.com

tomatobatake 国内屈指の無薬剤で安全な⽊製⾷器。 新シリーズと蔵出し商品を限定で数量で。 http://www.tomatobatake.jp/ 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！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/doremifarm.html

Natural sweets Toitoi
重ね煮マフィン（きんぴら味・かぼちゃ味）、おからブラウニー、有
機紅茶スコーン、シュトーレン⾵ケーキ、キャラメルくるみクッ
キー、りんごタルト、ゴロゴロかぼちゃマフィン、

今回はドライフルーツやスパイスたっぷりのシュトーレン⾵ケーキを
ご⽤意致します。トイトイ⾵のシュトーレンを是⾮お試しください。 http://www.natural-toitoi.com ⽇曜のみ

株式会社ナチュレ ゼリー各種、たくあん、らっきょう、ラスク、ようかん、クッキー、
⽚浦レモン、キウイフルーツ、みかん

ー ⼟曜のみ

NATIVE GARDEN クリスマスリース、エアープランツ、サボテン、多⾁植物、ミニブー
ケ、観葉植物

もう少しで、クリスマス！⽣のお花で作成したクリスマス・フレッ
シュリースがオススメです。

ー ⽇曜のみ

波瀬⾃然栽培農園（奥ののともん）
カラフルニンジン、カブ、ダイコン、ヤーコン、サトイモ、ブロッコ
リー、ミズナ、ケール、チコリー、レタス、カラシ菜、ワサビ菜、
ルッコラ

⽯川県奥能登の⼟だけで育んだ無農薬・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！
特にカラフルなニンジンがお薦めです！

http://notomon.wixsite.com/yasai

浜善海苔店 のり ⾏楽シーズンにおすすめ！おにぎり海苔。 ー

（株）ビーエイチ オーガニックハーブティー ミント、ルイボス、カモミール、ダブル
ベリー、

⼿軽に飲めるハーブティペットボトルタイプで秋をたのしもう http://www.b-h.co.jp/

ひだまりと⾬ ヨーグルトスキンケア（ひだまりと⾬）トライアルセット、ジュレ美
容液、モイスト化粧⽔、無添加 塩丸⼊浴剤、塩丸⽯鹸

無添加の海塩⼊浴剤、塩丸は新しい精油の⾹りが新登場。ヨーグルト
スキンケア（ひだまりと⾬）は、マルシェ限定のプライスでご⽤意い
たします。

hidamaritoame.com ⼟曜のみ

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

岩⼿三陸産のにんにくスプラウトは、ミネラルたっぷりの発芽にんに
くです。翌⽇の残り⾹が極めて少ないことが特徴で、揚げたり焼いた
り炒めたりして美味しくお召し上がりください。

ー ⽇曜のみ

Hirayama Rice Farming 那須産コシヒカリ・⽞⽶・古代⽶ブレンド 秋は新⽶期です！⾷味、⾷感の異なるお⽶たちを楽しんでください。 http://moja62.wixsite.com/hirayamaricefarming ⽇曜のみ

⽇和佐燻製⼯房 徳島県産⿂介のスモーク
今⽉のオススメは⽩鯛のスモークハーブオイル漬けです。あっさりし
た⽩⾝とスモーキーな⾹り、ハーブオイルのさわやかな⾹りがたまり
ません。

www.hamakiti.com

Far Yeast Brewing クラフトビール/おにぎり？ 限定醸造商品あり http://faryeast.com/

フィーヌ軽井沢

あんこバター、栗あんバター、信州まるごと果実恵りんご（紅⽟）、
信州まるごと果実恵ブルーベリー、信州まるごと果実恵いちご（章
姫）、信州まるごと果実恵あんず、グリーンカレーディップ、アン
チョビガーリックディップ、バーニャカウダディップ他

信州まるごと果実恵ナガノパープルのジャム、国産⻘レモンのマーマ
レード、⻑野県産かぼちゃとくるみのディップ、フロマージュ4種の
ディップ

http://fine-karuizawa.com/ ⽇曜のみ

BOOK TRUCK 書籍

BOOK TRUCKは公園や駅前、野外イベントなどの⾏く先々に合わせ
て、その都度品揃えや形態が変わる移動式本屋です。ブルーグレーの
トラックに新刊書、古書、洋書、リトルプレスなど約５００冊を詰め
込んで、関東を中⼼に様々な場所に出店中です。

https://www.facebook.com/Booktruck/ ⽇曜のみ

PLAIN COMPANY オリーブオイル、バルサミコ、トマトジュース

”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が
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デナ産バ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 ⽇曜のみ

フレッシュチーズ⼯房TASUYA フレッシュチーズデザートTASUYA
当社の⼿作りフレッシュチーズから作られました。さまざまな必要栄
養素を豊富に含み、バランスの取れたヘルシーなカップデザートで
す。

http://www.tasuya.co.jp

株式会社ホームクオリティ HQ・22(納⾖菌消臭剤）、シェルパウダー１２、ミネラルクリー
ナーZ、天然の極、ピンチハンガー http://www.home-q.co.jp

マガザン ビオ・シードル Vergers de la Caffiniere Demi-sec Or (ヴェルジェ・ドゥ・ラ・カ
フィニエール ドゥミセック オー)

年末のパーティーシーズンに向けてぴったりのシードル！りんごの発
泡酒です。オーガニックシードルなのでリンゴの⽢みと⾹りも全てナ
チュラル！通常税込2,400円のところ、マルシェ特価2,000円でご提
供！

http://biocidre.jp/ ⼟曜のみ

まじめな蜂蜜 国産⾮加熱蜂蜜
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。 http://www.majimena-hachimitsu.com

Marche de fruit 次郎柿、太秋柿、⾼糖度ミニトマト、リンゴ
完全⽢柿太秋柿は梨みたいな触感でシャキシャキ噛めば噛むほど⽢さ
が引き⽴ちます！！ http://playerzltd.com/

まるなかベーグル ベーグル約20種類 季節のベーグル 4種のレーズン 季節のベーグル 4種のレーズン http://marunakabagel.com/ ⼟曜のみ

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」 味噌がけくるみ 味噌せん
べい 味噌蔵ぱん あまざけ ふきみそ 唐⾟⼦みそ はちみつ味噌 杏ジャ
ム

おばすて味噌蔵ぱんは、絶妙な⽢じょっぱさのみそあんがたっぷり！
やわらか〜いしっとり⾷感が特徴の味噌蔵パンです。農⼤ハチロク世
代の⼆⼈がコラボした商品で、地元コンビニエンスストアでも今話題
のパンです。

http://everybodys-nougyou.com/

実り菓⼦ 栗のみ

栗のみパイ、栗のみマフィン、栗のみタルト、とみつ⾦時パイ、とみ
つ⾦時マフィン、坊ちゃんかぼちゃマフィン、洋梨タルト、リンゴの
タルト、素焚糖サブレ、ふくこむぎブランビスコッティ、フロランタ
ン、菩提樹の蜂蜜プリン

福井・あわら市の朝倉梨栗園の栗を、渋⽪煮に⾃家加⼯してお菓⼦に
仕⽴てます。新鮮な栗を3回煮こぼして丁寧にあく抜きし、素焚糖で
炊き上げラム酒で⾹りづけ、⾃然な⽢さとコク、しっかり栗の⾵味を
いかして仕上げています。

https://www.facebook.com/kurinomi.kanazu ⽇曜のみ



MINT コットンパールやスワロフスキーを使ったアクセサリー
今年流⾏のビーズイヤリングや寒いシーズンに活躍するファーイヤリ
ングをご⽤意しております。 http://goo.gl/jaANzg ⽇曜のみ

村上養蜂Beehive ⾃家採取純粋⾮加熱はちみつ ミツロウクリーム ⾵邪予防にも効果的な⾮加熱はちみつです！ぜひお試しください。 http://beehive3883.com

野美屋 富⼭県⾼岡産エコファーマーアルギット⾥芋、愛媛県⼋幡浜産農薬８
割減みかん等

味に⾃信あり、どの商品も普段お召し上がりのものと是⾮⾷べ⽐べて
みてください。

ー

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

遊-ASHIGARA サトイモ、ニンジン、ショウガ とりたてをお届けします。 ー

yurari 季節の花。リース。 季節の花。リースお届けします。 http://yurari5.exblog.jp/ ⼟曜のみ

横濱スコーンクラブ ⼿作り焼きたてスコーン、チーズケーキ他
⼿作り焼きたてスコーン、プレーン、くるみ等 （保存料、⾹料、着
⾊料無添加） http://scone-club.com

【横浜農場】⼩宮農園

ブロッコリー、キャベツ、⼤根、にんじん、⾥芋、じゃがいも、京
芋、ネギ、カリフラワー、中⽟トマト、かぶ（⾚かぶ、あやめ、
⽩）、紫さつま芋、さつま芋、ケール、⿊キャベツ、ごぼう、リーフ
レタス他

横浜で⽣産している野菜です。有機質肥料を使⽤しいているため味に
は⾃信があります。是⾮、⼀度ご賞味ください。

ー ⼟曜のみ

【横浜農場】まごころ野菜 ダイコン、ミニダイコン、ミニハクサイ、ミズナ、ホウレンソウ、
ルッコラ、サツマイモ、ネギ、カラフルニンジン、ハツカダイコン

地元横浜で作った新鮮とれたて野菜です。マルシェならではのカラフ
ルな野菜もあります。

ー ⼟曜のみ

【横浜農場】横浜健康ファームともだち
⾥芋、⼋つ頭、サツマイモ（シルクスイート、紅はるか）安納芋、紅
⼼⼤根、⾚カブ、ブロッコリー（スティックセニョール）、⽣落花
⽣、キャベツ、レモングラス、その他季節の野菜

冬の味覚はサトイモと⼋つ頭、⽢いサツマイモを取り揃えました。最
近⼈気の紅芯⼤根はサラダでどうぞ。掘りたて落花⽣は塩ゆでしてご
試⾷いただけます。

https://www.facebook.com/tomodachi.farm/ ⼟曜のみ

【横浜農場】野彩家 佐藤農園
⼈参、ビーツ、スウェーデンカブ、⼤根、カブ、ヤムイモ、⾥芋、京
芋、サラダセット、パクチー、かぼちゃ、チコリ、フェンネル、カー
ボロネロ、キャベツ、ネギ、菊芋、⽶

11⽉のマルシェは野菜の種類が多いです。⽇本野菜からイタリアン
野菜など。皆様のお越しを⼼よりお待ちしております。

ー ⽇曜のみ

横浜和菓⼦ 磯⼦⾵⽉堂
お⾚飯、お餅(国産⽶使⽤）北海道産福⽩⾦時⾖を使ったあん(⽩あ
ん、ゆずあん）、福⽩⾦時⾖を使ったお菓⼦、和菓⼦素材で作ったマ
ドレーヌ、北海道産⼩⾖のあん

北海道産⼩⾖、珍しい福⽩⾦時⾖の⾃家製あんこはパンに塗って⾷べ
ても美味しいです。ササゲ⾖の渋で染めた⾹りの良いお⾚飯、和菓⼦
素材で作ったマドレーヌなど。

http://www.isogo-fuugetudou.com/ ⽇曜のみ

YOTSUYA GROUP ワイン・⽇本酒・果物・野菜 りんごチャンピオンの菅野農園の江刺リンゴ販売します。 http://royal-yotsuya.net/

LAGRANOLA グラノーラ「⿊糖⽞⽶」
有機⿊千⽯⼤⾖（北海道産）を使⽤したグラノーラ、⿊糖の深い味わ
い、⽞⽶あられと焙煎した⿊千⽯の⾹ばしさが特徴です。 http://www.ciao-5cafe.com/ ⼟曜のみ

ワイン・カルフォルニア
クックス・ブルュト・スパークリング、クエイルクリーフカベルネ
リーヴィンヨ、カイザーピークカベルネソーヴィンヨン、グレイ
フォックスシャルドネ他

カルフォルニアワイン専⾨店が東京品川から初出店いたします。お⼿
頃なスパークリングワインから⽩ワイン・⾚ワインなど各種取り揃え
て皆様のお越しをお待ちしております。

http://www.wine-california.jp

和歌⼭県の梅農家 桐本農園 昔ながらの⽩⼲梅（Lサイズ）、昔ながらの⽩⼲梅（2Lサイズ）、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/?fref=ts ⼟曜のみ

和⾷三吉
ばっけ味噌、ニンニクラー油味噌、れもん味噌、⼤葉味噌、オイル
サーディン⾵ハタハタ、いぶりがっこ、ハタハタ寿司、ハタハタ南蛮
漬け、⼭菜加⼯品、⼭菜、クレソン

寒くなってくる季節なので、今⽉のオススメはにんにくラー味噌で
す。⽥楽、ふろふき⼤根、ラーメン、お鍋、もちろんご飯のお供とし
ても、最⾼の定番だけど間違いない味です！是⾮ご賞味ください‼︎

https://m.facebook.com/sankichikakunodate/

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

いちばん 富⼠宮やきそば、ペットボトル飲料
晴海ふ頭屋台村選⼿権2016 優勝店舗。富⼠宮やきそば学会正規認
定店です。『富⼠宮やきそば』のイメージが覆る本物の旨い『富⼠宮
やきそば』をお試し下さい

http://ur0.work/zqnd ⼟曜のみ

エジプトめし コシャリ屋さん コシャリ、パンケーキ

⽇本初上陸のエジプト料理「コシャリ」専⾨のキッチンカーです。マ
ルシェにお越しの皆様にコシャリを召し上がっていただくためにエジ
プトの⽼舗コシャリレストランにて修⾏を積んでまいりました。

http://www.facebook.com/egypt.koshary ⼟曜のみ

ギュウエン ケバブ ケバブサンド、ケバブラップ、おつまみ、もっちりポテト(ソースは５種
類)

数あるケバブの中でも「ギュヴェン・ケバブ」の使うお⾁はジゥー
シーで柔らかく、どこでも⼤⼈気！ソースも⽢⼝から激⾟まで選べる
ので、⼩さなお⼦さまも美味しくお召し上がり頂けます。 http://www3.hp-ez.com/hp/guven-kebabu

サンウェーズ ソフトアイス ソフトアイス  移動販売 http://www.sun-ways.com ⽇曜のみ

ジュリーズスパイス ナシゴレン他 ⾃家製海⽼ラー油を使って⽢⾟に仕上げてます。 ー

Terra Burgers
ベーシックバーガー・クラッシックバーガー・スパイシーバーガー・
トッピング（チーズ）・トッピング（ベーコン）プレーンホットドッ
ク・チーマドック・メキシドック・ゲルマンドック

ビーガンホットドックが新製品として登場しました！！是⾮お試しく
ださい https://www.facebook.com/terraburgers/ ⽇曜のみ

BAZIO
ハヤシライス タイミートライス アジアンタコライス アジアン
スープリゾット ローストビーフ アジアン豚シャブ アジアンスー
プフォー チキンジンジャースープ アジアンスープ

今回のテーマにピッタリ！の⼀押しメニューは、寒くなると⼈気のチ
キンジンジャースープで極み豚をシャブシャブしたBAZIOならでは
の鍋メニューです！！お楽しみに〜☆

bazio.net

Husna Himalaya 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ィック/チキンサンド/チャイ（HOT&ICE)/
ラッシー/マンゴーラッシー

本場ネパール⼈シェフの作るカレー。当店⾃慢のカレーは、厳選した
数⼗種類のスパイスをブレンドしています。今回は、⾶騨⾼⼭市の無
農薬野菜を使ったカレーが⼀押し。

www.himalayacurry.com

薪窯焼きPizza UNCLEKEN 湘南藤沢⼩⻨の薪窯焼きPizza 四種のキノコと窯スモークサーモンpizza WWW.UNCLE-KEN.COM ⼟曜のみ

Mellow Juice Bar ロージュース
季節の野菜や果物をたっぷり使ったしぼりたてジュースを提供しま
す。 https://www.facebook.com/mellowjuicebar/

よっしーのお芋屋さん つぼ焼き芋
今年も⼈気の本場種⼦島産･安納芋をじっくりつぼ焼きした、密たっ
ぷりのやきいもです。その他、珍しい種類のさつまいものつぼ焼き
芋、「⽩い焼き芋」もご⽤意いたします。

http://www.yosshi-store.com/

ライオン亭 ジャークチキン、ジャークチキンバーガー、ジャークチキントル
ティーヤ、ジャークチキン丼

オリジナルスパイスと⼿作り塩麹で⼀晩漬け込んだ国産鶏を炭⽕で
じっくり焼きあげたジャークチキンは絶品です。

https://www.facebook.com/pg/kooliontei/about/?ref=pa
ge_internal

⽇曜のみ

6889cafe street shop ⽞⽶ベジタコライス. ⽞⽶ ⼤⾖⾁のスゥイートチリDON . ⼤⾖⾁の
から揚げ . ベジ タコピタサンド. ベジ チリピタサンド

コロナビールと⼤⾖⾁のから揚げセット、コロナビールとピタサンド
セット を¥1100→¥1000 サービス 在庫に限りあり(横浜のみ) www.6889cafe.com ⼟曜のみ

出店者 主な商品 コメント URL 備考

fleur kira

ジャンボ松ぼっくりのクリスマス飾りのワークショップを開催致しま
す。⼤きな松ぼっくりにお花&ヒムロ杉などで飾りつけして頂きま
す！松ぼっくりの⼤きさは10cm以上のジャンボサイズです♪お花の
お⾊、ピック、リボンはお選び頂けます。

受付時間 10:00〜15:30
参加費 1500円
所要時間 10分程度
事前予約 http://fleur-kira.com

http://fleur-kira.com/ ⽇曜のみ

＜ワークショップブース＞


