


（1月19日・20 日）

・(有)東京胡麻産業

ごま油、卵、醤油、納豆など
日常のご飯が美味しくなる
ご提案。

エニタイムフィットネス日本橋浜町店

前

インフォメーション

 

・Power

ホテルの焼きたてパン。

・green樹　　

【北海道】大自然の野草から
  つくったお茶を販売。

大分のとり天・唐揚げ。

・灯屋揚処 Anji

・HaChiBeE   ★初出店

東京でとれた蜂蜜。

餃子

・fuwari(フワリ)

全て手作りのクレープ

・てんびん屋

信州の美味しいものをご紹介。
キノコ類やリンゴのジャム、
ドライフルーツなど

・ 戸辺農園

【千葉県】九十九里の温暖な
地域の新鮮野菜と農家手作
りの加工品。

ナッツ、小麦茶、日本橋ビール、
和装小物・雑貨等。

・オリーブオイル専門店
   ピオニエーレ

イタリア産オリーブオイル、
バルサミコ酢など高品質の品ぞろえ。

・Nico Sweets

国産小麦・オーガニック素材と
果物で作った手作りお菓子。

・ドレミファーム

旬の野菜や果物のピクルスやジャム。

・ATHENA

デザイナーが販売するブランド
サンプル品の帽子。
全て一点もの。

・東日本橋やげん堀商店会

子ども服、ペペロンチーノの素、
婦人靴等。

・浜町商店街連合会

【屋台ﾌﾞｰｽ】焼きそば、和牛すじ煮込み、
シュウマイ、焼き鳥、日本橋ビール、弁当他。

・ル・ジャルダン・ゴロワ

【屋台ﾌﾞｰｽ】ソーセージ

・トルナーレ日本橋浜町商店会

【屋台ﾌﾞ ｽー】ミラノ風鶏のカツレツ、
焼きりんご、マロングラッセ（物販）   

・Un-Petit-Coin   ★初出店 

有名作家が手だけで制作した
純銀製のアクセサリー。
すべて一点もの。

・富沢町商店街

【屋台ﾌ゙ ｽー】富沢町特製焼きラーメン、お好み焼き、
フランクフルト、イカ焼、生ビール、ハイボール、
焼酎、日本酒

・ 富沢町商店街

靴下、五本指ソックス、タオル、
ハンカチ、晴雨兼用傘、雨傘

・ サンビーム

アフリカのカラフルな食器。
インテリアにも。

・ Charmant

天然石とバロックパールの
ハンドメイドアクセサリー。

キッチン
カー

・遠忠商店

東京湾でとれた生海苔の佃煮、
国産ザーサイなど全て手作り。
ご飯のお供にぴったり。

保存料など一切使用していない、
卵たっぷりのシフォンケーキ。

・世田谷ファームランド

・ル・ジャルダン・ゴロワ

フランス人シェフ手作りの
フランス菓子。タルトやシューケット。

・アトリエさくら

旬の果物が味わえる手作りの
ジャムや、ドライフルーツ。

・vinomio

スペイン人の店主が目利きで集めた
マイナースペインワイン。

・ナスキースペース

イスラエルの非加熱生はちみつ。

・カゴメ

手のひらをセンサーに当てるだけ、
野菜摂取の充足度を測定「カゴメ 
ベジチェック」が体験できます！
野菜ジュースや調味料など、
いろいろな野菜の摂り方をご提案！

・かふぇ　ふりゅい

国産小麦と自家製天然酵母で
つくったパンやベーグル、ラスク。

・篤家

カンボジアの胡椒。
特に生胡椒の美味しさに驚き。

・梅古庵

【奈良県】奈良の700年変わらぬ
 伝統製法で作った梅干し。

・丹波山倶楽部   ★初出店

椎茸のうまみたっぷり出汁大森の老舗海苔店

・守半海苔店   ★初出店

季節の切り花がたくさん並びます。室
内における鉢植えも。

(日曜のみ)
・経堂自然食品センター

フルーツのプロ中のプロが日本全国から
集めたいちばん美味しい旬をお届け。

(日曜・月曜日)

・はるセレクション・
もったいないフルーツショップ

南魚沼のコシヒカリ。
(日曜・月曜日)
・Yamamoto Rice Dealer   ★初出店

【千葉県】九十九里の温暖な地域の新
鮮野菜と農家手作りの加工品。

(日曜のみ)
・戸辺農園

関東近郊方畑直送の新鮮野菜をお持ち
します

(月曜のみ)
・伝

信州の美味しいものをご紹介。キノコ類
やリンゴのジャム、ドライフルーツなど

(月曜のみ)
・てんびん屋

【千葉県】千葉の柑橘生産者さん。レ
モンやミカンなど。

(月曜のみ)
・鵜殿シトラスファーム

花卉  ///////////////////////////// ナッツ・小麦茶・日本橋ビール・和
装小物・雑貨等。

(日曜・月曜日)
・浜町商店街連合会

ホテルの焼きたてパン。
(日曜・月曜日)
・ロイヤルパークホテル

国産小麦と自家製天然酵母でつくっ
たパンやベーグル、ラスク。

(日曜・月曜日)
・かふぇ　ふりゅい

イタリア産オリーブオイル、バルサ
ミコ酢など高品質の品ぞろえ。

(日曜・月曜日)

・オリーブオイル専門店
　ピオニエーレ

ごま油、卵、醤油、納豆など日常の
ご飯が美味しくなるご提案。

(日曜・月曜日)
・(有)東京胡麻産業

東京湾でとれた生海苔の佃煮、国産
ザーサイなど全て手作り。ご飯のお
供にぴったり。

(日曜・月曜日)
・遠忠商店

スペイン人の店主が目利きで集めた
マイナースペインワイン。

(日曜・月曜日)
・vinomio

【静岡県】お茶の生産者さん。
日本茶の種類豊富

(日曜のみ)
・坂本園

フランス人シェフ手作りのフランス菓
子。タルトやシューケット。

(日曜・月曜日)
・ル・ジャルダン・ゴロワ

チェコの種類豊富なワイン
(日曜・月曜日)
・ピーアンドエムチェコ

大森の老舗海苔店
(日曜・月曜日)
・守半海苔店　　★初出店

東京でとれた蜂蜜
(日曜・月曜日)
・HaChiBeE 　　★初出店

椎茸のうまみたっぷり出汁
(日曜・月曜日)
・丹波山倶楽部 　　★初出店

【奈良県】奈良の700年変わらぬ伝統
製法で作った梅干し

(日曜・月曜日)
・梅古庵

【北海道】大自然の野草からつくった
お茶を販売。

(日曜・月曜日)
・green樹

カンボジアの胡椒。特に生胡椒の美味
しさに驚き。

(日曜・月曜日)
・篤家

旬の野菜や果物のピクルスやジャム
(月曜のみ)
・ドレミファーム

保存料など一切使用していない、卵た
っぷりのシフォンケーキ。

(月曜日のみ)
・世田谷ファームランド

デザイナーが販売するブランドサンプ
ル品の帽子。全て一点もの。

(日曜・月曜日)
・ATHENA

アフリカのカラフルな食器。インテリ
アにも。

(日曜のみ)
・サンビーム

子ども服、ペペロンチーノの素、婦人
靴等

(日曜のみ)
・東日本橋やげん堀商店会

手のひらをセンサーに当てるだけ、野菜摂取
の充足度を測定「カゴメ ベジチェック」が体
験できます！野菜ジュースや調味料など、い
ろいろな野菜の摂り方をご提案！

(日曜のみ)
・カゴメ

イスラエルの非加熱生はちみつ
(月曜のみ)
・ナスキースペース

旬の果物が味わえる手作りのジャムや
、ドライフルーツ。

(日曜・月曜日)
・アトリエさくら

加工品  //////////////////////////

野菜果物  ////////////////////////

国産小麦・オーガニック素材と果物で
作った手作りお菓子。

(日曜・月曜日)
・Nico Sweets

雑貨  /////////////////////////////

【屋台ブース】焼そば、和牛すじ煮込
み、シュウマイ、焼き鳥、日本橋ビー
ル、弁当他

(日曜のみ)
・浜町商店街連合会

【屋台ﾌﾞｰｽ】ミラノ風鶏のカツレツ、
焼きりんご、マロングラッセ（物販）

(日曜のみ)
・トルナーレ日本橋浜町商店会

【屋台ﾌﾞｰｽ】富沢町特製焼きラーメン、
お好み焼き、フランクフルト、イカ焼、
生ビール、ハイボール、焼酎、日本酒

(日曜のみ)
・富沢町商店街

【屋台ﾌﾞｰｽ】ソーセージ
(日曜のみ)
・ル・ジャルダン・ゴロワ

大分のとり天・唐揚げ
(日曜のみ)
・灯屋揚処 Anji

ニンニク不使用の餃子専門店
(月曜のみ)
・Power

全て手作りのクレープ 
(月曜のみ)
・fuwari(フワリ)

有名作家が手だけで制作した純銀製の
アクセサリー。すべて一点もの。

(日曜のみ)
・Un-Petit-Coin　　★初出店

天然石とバロックパールのハンドメイ
ドアクセサリー

(月曜のみ)
・Charmant

靴下、五本指ソックス、タオル、ハン
カチ、晴雨兼用傘、雨傘

(日曜のみ)
・富沢町商店街

屋台  /////////////////////////////

キッチンカー  /////////////////////


