
第16回すがもビジネスフェア
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　練馬区　大東文化大学　
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主  催 巣鴨信用金庫

「四の市」事務局 すがも事業創造センター
TEL.03-3918-0196　FAX.03-3918-0197  
e-mail:s-biz@sugamo-sk.jp
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【会場】巣鴨信用金庫 本店 3Fホール

ご来場を心よりお待ちしております
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開催日時
平成29年
4/14㊎
午前10時～午後3時
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アジアン
雑貨

メンチカツ
サンド 青汁

としま未来文化財団

!!!!地元の逸品地元の逸品
みなさまの

生活雑貨 高級織物 シェニール織ハンカチ有限会社　白澤畳店
ハンカチ・ポーチ・バッグ等
お買い得にご用意しました！
贈答品としても大変喜ばれます!!

〒171-0022 東京都豊島区南池袋2丁目14-12　山口ビル3階
☎03-5960-4455　FAX.03-5960-4456
www.csworld.co.jp

生活雑貨 東武練馬にある可愛い雑貨屋さん
『プッカープッカー』

便利グッズ　安くて
可愛いプレゼント用品

店内の豊富な品揃えでプレゼントを
格安で選べるだけでなく、あふれる
雑貨は宝箱をひっくり返した様な掘
り出し物がいっぱいです。プレゼント
に困れば、この店と決めている方が
多く、納得の品とお値段です。ワク
ワクする素敵で可愛い小物や、生
活を豊かに出来る便利な雑貨をご
用意しております。

生活雑貨

生活雑貨 文具のラビックス
ボールペン無料名入れ・便利な文具・楽しい文具

〒351-0034 埼玉県朝霞市西原2-14-5
☎048-473-4596　FAX.048-475-0377
http://www.rabix.co.jp

1,000円の多機能ボールペン
無料名入れします
900円・700円万能バサミ
（チタンコーティングで野菜・肉・ビ
ニールなんでも切れる）
ライト付きルーペ・万歩計・便箋封
筒セット・大人のぬりえ・和紙・折
り紙・アンパンマンなどキャラクター
ぬりえなどなど　特別価格で販売　

株式会社　ラビックス

シーエスワールド
株式会社

〒176-0005 東京都練馬区旭丘1-63-6
☎03-3954-2064　フリーダイヤル0120-75-1153
FAX.03-3953-1333　http://shirasawa-tatami .co.jp

有限会社　白澤畳店

創業78年 老舗合羽メーカー
『NHKおはよう日本』で紹介されたアイデア雨具の
特別販売と、春夏帽子・財布等小物の大特価セール ！

ヒラノ産業株式会社 〒351-0005 埼玉県朝霞市根岸台2-12-10
☎048-460-5311　FAX.048-460-5312
http://plain-net.com

プッカープッカー 〒175-0083
東京都板橋区徳丸2-9-6
☎03-3559-5557　FAX.03-3559-5822

老舗合羽メーカーと姉妹主婦のアイ
デアから生まれた「ズボンの裾濡れ
防止カバー アンダーブレラ®」の特
別販売会。
●アンダーブレラ®（※通常ネット販売のみ）
●レインハット 税込500円
●春夏用婦人帽・紳士キャップ 税込500円
●財布・パスケース　税込500円

地域発 公益財団法人 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！

公益財団法人
としま未来文化財団

〒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

「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。

国産畳表の展示と
手づくり畳小物販売
練馬区で創業80年、3代続く畳屋です。
丈夫なへりを使った畳小物を多数特価
にて販売致します。
良質な国産表、カラー表や琉球畳を展
示し製品説明致します。
実際に見て触って比べて下さい。当日
のご注文承ります。
ご来場お待ちしております。

シェニール織は、ヨーロッパに由来し、日
本で考案され1877年（明治10年）に
完成された伝統織物です。
職人が一点一点仕上げており、素材は

綿１００％で全て日本製です。色柄の美しさ、使うほどに馴染む優しい
質感丈夫で長持ちする上質な品質はシェニール織ならではです。
★「四の市」限定の品揃え！ 柄や数量に限りあり！ 定価の３０％～５０％割引。
このチャンスお見逃しなく！！

生活雑貨

平成29年

11月14日（火）
開催です

次回
第17回は

年2回
開催

「四の市」
限定価格

「四の市」だけ
の特別価格！

地域発 富士山麓の美味しい緑茶・紅茶
（富士市産業支援センター f-Biz）

富士山麓で栽培したお茶や紅茶を工場直送で販売します
富士山の麓、富士市で栽培～製
造された「緑茶」、「紅茶」やお茶を
使ったお菓子を販売します。大好
評の「お茶詰め放題」も行います！
その他、「緑茶ようかん」や「お茶あ
め」、「お茶ジャム」など、静岡なら
ではのお菓子も多数販売いたしま
す。

株式会社
ピュアグリーンリテール

〒417-0801 静岡県富士市大渕2761-18
☎0545-37-0222　FAX.0545-37-0223
http://www.pure-green.jp

●巣鴨信用金庫 　四の市
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焼きたてパン　駒込キムラヤ 売れてる「青汁」
自家製カスタードをたっぷり包んだクリームパン 特色ある3種類の「青汁」を激安でご提供します

メンチカツ・メンチカツサンド【肉のきたじま】 ワッフルハウス　カリヨン
すべて手作り！厳選された国産の牛肉・豚肉・玉ねぎを
使用したこだわりのメンチカツとメンチカツサンド。

ステビア乳酸菌エキスを使った『体質改善商品』を
四の市大盤振る舞い価格にてご提供！！

ヘルス＆
ビューティー

ヘルス＆
ビューティー

ヘルス＆
ビューティー

ヘルス＆
ビューティー

ヘルス＆
ビューティー

健康雑誌「壮快」でも紹介されたお医者様推奨クッション ！
寝たきりの原因は転倒によるケガからです

和菓子製造卸のくり太郎本舗
年間売上Ｎｏ.１の
看板商品「くり太郎」

有限会社くり太郎本舗清月 〒335-0034
埼玉県戸田市笹目2-15-13
☎048-421-2706　FAX.048-422-3666 

飛鳥山　関の甘納豆
できたての甘納豆

関の甘納豆 〒１１４-００２３ 東京都北区滝野川２-７-７
☎０３-３９１０-２６９３　FAX.０３-３９１０-２６３３
http://www.firice.com/seki/

手焼きのベルギーワッフルにクリームをサンド
工場直送のおいしさをお届けします！

高機能バランスインソール
元氣源（靴の中敷）

健康食品・スキンケア商品製造販売
『腸と肌のエイジングケア』ならお任せ!!

寝たきり・転倒予防クッション
「腹筋goo」四の市限定特価 ！

 大正２年創業 片山のあんみつ

靴の中に入れるだけ！しっかり歩けて疲れ知らず！

菓子製造卸
お子様のおやつから
お茶菓子として最適

グルメ グルメ

グルメ グルメ

グルメ グルメ 地域発 地域発

あんみつは食物繊維が豊富 ！
区民が選んだ板橋のいっぴんに認定されたこ
だわりのあんみつは、歯ごたえのある寒天に北
海道産のこしあん、えんどう豆、沖縄産の黒
蜜など、国内産天然素材をふんだんに使用し
全てをバランスよく食べられるように仕上げた逸
品です。
甘いものを好まれる方やヘルシー派の方に喜
ばれる贈り物「とりあえず全部入りセット」も好評！
店舗販売では、季節限定商品を多数取り揃
えています。

〒123-0872 東京都足立区江北3-21-6　
☎03-3896-6181　FAX.03-3896-3265
http://www.nandemokun.net/

株式会社安心堂

合資会社木村屋 〒１１３-００２１ 
東京都文京区本駒込２-１９-４
☎＆FAX.０３-３９４１-６９１２

有限会社片山商店 〒174-0056 東京都板橋区志村1-13-10
☎03-5392-2405　FAX.03-5392-2524
http://www.anmitsu.jp/

こまつ製菓有限会社 〒179-0073
東京都練馬区田柄４-３９-１６
☎03-3930-3206

有限会社カリヨン 〒３３５-００３５ 埼玉県戸田市笹目南町８-２
☎048-449-7817　FAX.048-449-7818
http://www.carillon-corp.com/

西武池袋線「東長崎」で創業69年
豆菓子・煎餅等の専門店

四の市では食べやすくやわらかい豆菓子や煎餅を
多数ご用意してお待ちしております。

有限会社足立屋煎豆店 〒１７１-００５１ 東京都豊島区長崎４-７-１７
☎０３-３９５７-６４２８　FAX.０３-３９５７-６８９５
http://www.adachi-ya.com

東長崎にあるお店では
●店頭で煎り上げた「千葉八街産落花生」
●店頭で炭火にて一枚一枚丁寧に焼き上げた
　「炭火本手焼煎餅」
　その他、豆菓子・おかき・あられ・甘納豆等
　厳選した選りすぐりの商品を豊富にご用意して
おります。

ご来店お待ちしております。

当店のメンチカツは…
●衣専用に焼き上げた
パン粉使用。
●保存料など添加物は
一切使用しておりま
せん。

●植物油で揚げているのでサッパリしています。
コレステロールゼロ！今話題の「グレープシードオイル」、しじみエキスたっぷり、当店
人気上昇中の「高級中華そば・しじみラーメン」も販売致します！

厳選された原料を使用して作っ
たお菓子です。
あんドーナツ：国産小豆、小麦
粉を使用したドーナツをキャノー
ラ油で揚げた昔懐かしい味です。
ニッキポテト：白餡をシナモン風
味の生地で包み、お芋の形にし
焼き上げたおまんじゅうです。

ティータイムの楽しいひと時にい
かがですか。
☆一つ一つ手焼きで焼き上げ
た本格的なベルギーワッフル
☆食べたときに食感が残るミラ
クルシュガー入り
☆甘さ控えめでクリームなどとの
相性もぴったり

昔ながらの素朴な味にこだ
わった栗まんじゅうや月餅な
ど、独自の工夫が施された
味をお楽しみ下さい。
戸田市ふるさと納税返礼
品として「栗まん玉手箱」
がさとふるに掲載中！

飛鳥山のふもとで７０年
間、素材の持つ自然の風
味とほどよい甘さを大切に
している甘納豆屋です。
防腐剤は一切入っており
ません。北区の名品に登
録されています。

「腸・肌」の働きを改善し、『美しく』そして『健
康』になるための自社商品をご提供しています。
◆乳酸菌顆粒サプリメント「ラクトフローラ・ビオ」
試飲会実施！！　当日どなたでも“無料”でお試
し頂けます。（当日限定価格で販売も致します。）
◆当日限定「健康美肌特別スキンケア」お試し２
週間セットを￥1000-にてご提供（通常購入価
格12,000円）

1日5分のトレーニングで寝たきり予防。
座りながら体幹を鍛えて転倒しにくい
体づくりを。当てはまる方は要注意！

おいしい葡萄酢とリンゴゼリー
【無料試飲できます】美味しく健康！ 腸が気になる あなたにオススメ

東京ビューティーヘルス
アソシエイツ株式会社

〒174-0041 東京都板橋区舟渡1-13-10 アイ・タワー2F 17号
☎03-5918-8480　FAX.03-5918-8483
楽天店　http://www.rakuten.co.jp/beauty-associe/

●マスカット＆酢プレミアム
葡萄酢、リンゴ酢、米酢の３種類のお
酢に、食物繊維、ビタミン等１４種類の
栄養成分を配合。毎日美味しく飲むだ
けで、効果実感！
●アップルペクチンゼリー
驚異的な林檎の力を凝縮！『毎日、朝
食前に１本』それだけで腸快調です。

ゼリー１本でリンゴ５個分の低分子アップルペクチン摂取可能

本駒込に開業して64年。銀座木村
屋の暖簾分けのパン屋です。ひとつ
ひとつ丁寧に焼き上げた昔ながらのお
いしいパン。『四の市』では、菓子パ
ンや惣菜パンを中心に販売いたします。
ぜひご賞味ください。

◆桜の塩漬け入りこしあんぱん
◆メロンパン ◆こだわりのクリームパン

①大麦若葉と黒糖の 琉球加工黒糖入り青汁
　3ｇ×30包　３箱 ￥1,000
②1包あたり乳酸菌が100億個の乳酸菌入り青汁
　3ｇ×30包　２箱　￥1,000
③食後の血糖値をコントロールする桑の葉青汁
　3ｇ×60包　１箱　￥2,000
その他、便利雑貨も用意しています。

巣鴨のお茶屋さん　山年園
お茶、お菓子の試食会を開催しております。

是非お立ち寄りください。

グルメ

とげぬき地蔵通りに店を構える当店は多く
の皆様に愛されて７０年余りがたちました。
オススメはティーパックタイプのとげぬき地
蔵茶。ここでしか買えない当店オリジナル
の抹茶入り緑茶です。その他、お菓子
や焼き海苔などをご用意しております。本
日限定のワンコイン商品もありますので、
是非お立ち寄りください。

〒170-0002 東京都豊島区巣鴨3-34-1
電話でもご注文いただけます。0120-22-4663
http://www.e-cha.co.jp/

有限会社山年園

株式会社戸田商店 〒173-0025 東京都板橋区熊野町7-4
☎03-3957-7261　FAX.03-5970-9908
http://www.todakagu.com/

株式会社医健化学研究所 〒174-0051 東京都板橋区小豆沢1-3-2　宝ビル4F
☎03-5939-8170　FAX.03-5939-8070
http://www.stevia-health-beauty.com/

芥川製菓株式会社グルメ

専業メーカーのチョコレート
創業1886 年の駒込の老舗チョコレート
メーカー芥川製菓では、「スペシャルハイ
カカオチョコレート」を新発売いたします。
今話題のカカオ分70％のビターチョコレー
トを大きな板チョコレートに仕立てました。
『芥川製菓オンラインショップ』、池袋
ショッピングパーク（ＩＳＰ）の直営店での
ご用命も承っておりますので、是非ご利
用下さい。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/

＜販売一例＞

板橋志村坂上 四の市だけの特別価格

株式会社北島商店
　【肉のきたじま】

〒116-0013 東京都荒川区西日暮里1-41-3
☎03-3806-1137　FAX.03-3891-8744
http://www.kitajima-shoten.com

株式会社ナガシマ 〒114-0004 東京都北区堀船2-3-12
☎03-3914-4501　FAX.03-3914-4313

□イスから片足で立ち上がれない
□片足立ちで靴下が履けない
□小さな段差でよくつまづく
□階段では手すりを必ず使う 
使い方もその場でレクチャー！ お試しできます

四の市だけの特別価格

こんな方にお勧めします！
□歩くのが億劫になった。
□つまずきやすくなった。
□足元が冷える。
□疲れやすくなった。
□足・腰・膝に疲れや難などが
ある。

出店ご
紹介

出店ご
紹介

http://www.naga-shima.com/　E-mail:iida@naga-shima.com

●巣鴨信用金庫 　四の市
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