
＜物販ブース＞
出店者 主な商品 コメント URL 備考

アンブロシア株式会社 ビタスナック12種類、ドライフルーツ、ナッツ、アガベシロップ、
ココナッツ・シロップ、ビーガンケチャップ、マヨソース

スペインのオーガニックのフルートと野菜のスナックです。スー
パー・グリーン・ケール・パウダーはスムージ以外にもパスタやパン
に使⽤出来ます。完全ビーガンマヨソースとケッチャップ。

http://www.ambrosia-kk.com ⼟曜のみ

いいものや〜Natural House

⿊⾖茶、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

⿊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。

https://www.facebook.com/iimonoya.naturalhouse/

伊藤ぶどうファーム

種なし/なし巨峰（⿊ブドウ）、ナガノパープル、シャインマスカッ
ト、⻩華（マスカット）、⻩⽟（⽩ブドウ）、ベニバラ―ド（⾚ブド
ウ）、ゴールドフィンガー、シマネスイート（⽩ブドウ）、ブドウの
宝⽯箱

⻑野県は、須坂市より今年も旬のぶどうをお届け！他ではなかなか⾷
べられない希少品種から⼤⼈気のマスカット、さらに⻑野県限定の⻑
野パープルなど10種類のぶどうたちをご⽤意させて頂きます。⼤好
評のぶどうの⾷べ⽐べパックも今年もご⽤意しています。

http://itou-budou.r-cms.jp/location_detail/id=1

いもねぎ屋
じゃがいも(シャドークィーン、ノーザンルビー、デストロイヤー、
アンデスレッド、インカのめざめ、ピルカ、男爵)、プッチーニ(⻄洋
かぼちゃ)

プロレスラーのデストロイヤーみたいな仮⾯模様をしたじゃがいも、
栗の味がするじゃがいも、視覚機能を改善する効果や、花粉症を予防
する効果があるじゃがいもなど、マルシェだからこそ提供できるカラ
フルじゃがいもを量り売りで提供します。

http://www.pfm-rental.com ⼟曜のみ

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 リーフバ

ッグ30個⼊、北欧紅茶 リーフバッグ5個⼊、北欧紅茶 5ブレンド
アソートセット他

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

Water Supplement NEW DRESS CODE、NEW DRESS CODE PREMIUM、A2BOX
⽔素⽔のその先へー。抗酸化⼒の⾼い⽔。⽔素⽔の弱点をカバーして
おり、その⾼い抗酸化⼒は特許で認められている http://newdresscode.jp

うしく農園 トマト、きゅうり、枝⾖などの夏野菜、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/

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、梅のり）、
⻘唐⾟⼦のり、ちりめんオリーブ、⽣姜おかかふりかけ、ピリ⾟糀、
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が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〜 ー ー ー ⼟曜のみ

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、ほうじ茶、おがっティー、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

おととわ ぶどう 巨峰、シャインマスカット（栽培期間内農薬1回使⽤⾃然栽
培）プラムジャム、ぶどうジャム(予定)

⾃然栽培へ移⾏中、期間内農薬たった1回、種を抜くホルモン剤・ジ
ベレリン処理を⼀切しない全て種ありのぶどうをお持ちします♪幻の
種ありシャインマスカットも！完全無農薬プラムときび・甜菜糖で作
上げた無添加プラムジャムもどうぞお楽しみに♪

http://ototowa.jimdo.com ⼟曜のみ

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

オフィス五タラント マウイハニー、マウイハニーバオハブはちみつ、マサイ族が収穫した
⾚の戦⼠蜂蜜

⽇本ではここでしか⾷べられないマンゴーのマンゴーのはちみつ、バ
オハブはちみつ、マサイ族が収穫したはちみつです。ぜひ、御試⾷く
ださい。

http://www.malawi.jp

オリーブの鳩 満天きらり新品種【国産】（おしな湯１００g・２００g、健全⾷茶
１００g・２００g、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 ⼟曜のみ

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、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、⻯王源⽔、もも、ぶどう、なす、きゅうり、か
ぼちゃ、⾚坂とまと

⼭梨県甲斐市の特産品を販売いたします。 http://goo.gl/ASWgdc

カトレヤフィールド

殻付きアーモンド、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、ヘーゼルナッツ、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

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

ヒマラヤ岩塩ピンク、ヒマラヤ岩塩ホワイト、ヒマラヤ岩塩ブラッ
ク、岩塩雑貨、⼭の塩（調味塩）、海の塩（調味塩）、炎の塩（調味
塩）、抹茶塩、ハバネロ粉末、ブット・ジョロキア粉末、キャロライ
ナ・リーパー粉末

ヒマラヤ岩塩ピンク、ヒマラヤ岩塩ホワイト、ヒマラヤ岩塩ブラッ
ク、岩塩雑貨、⼭の塩（調味塩）、海の塩（調味塩）、炎の塩（調味
塩）、抹茶塩、ハバネロ粉末、ブット・ジョロキア粉末、キャロライ
ナ・リーパー粉末

http://ajinavi.jp/about-ajinavi/

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

ココナッツジャパン株式会社 エキストラVCO、プレミアムエキストラVCO、ココナッツシュガー
毎⽇ココナッツオイルを料理や飲み物に⼊れて摂り、脂肪をエネル
ギーに変えて太りにくいからだにしていくという「ココナッツオイル
ダイエット」を提案しています。お気軽にお⽴ち寄りください。

http://www.coconutjapan.jp/ ⽇曜のみ

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
⽅から使い⽅などもご提案させて頂いています。テーブルコーディ
ネートなど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
菌床しいたけ、トマト、⼩松菜、⼤葉、じゃがいも、サツマイモ、⻑
なす、ごぼう、空芯菜、ズッキーニ、ししとう、つるむらさき、オク
ラ、かぼす、にんにく、ハウスみかん、いりこ、あごだし

無添加で塩も⼀切⼊っていない、抜群のうまみが取れるあごだしは、
お出汁に、薬味に、調味料として使えて、便利で美味しいです。⾜ま
でプリプリの⾁厚のブランドしいたけ「ひらどロマン」は、そのまま
焼いて、蒸して、おいしい！

https://confarm.amebaownd.com/

菜果

ハウスみかん、えだまめ、デラウェア、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、みょうが、かぼ
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

ぶどうまつり 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

NHK「ためしてガッテン」で紹介された、体にいい氷⽔出し茶が
もっと⼿軽にできる佐京園の深蒸し茶。価格、効能、味、全て納得。
気軽に飲みに来てください。

http://www.sakyoen.com ⽇曜のみ

サッソリーノ
CASALGENTILE (BIANCO、ROSSO)、MARCHE ROSSO、
PROSECCO、PINOT GRIGIO、VERMENTINO、VERDICCHIO、
SANGIOVESE、COSTACIELO 他

ー http://www.sassolino.jp/html/company.html

佐藤農園 プレミアムジャム（⽩桃、⻩美娘、キウイ、巨砲、ピオーネ、ベリー
A）、ピオーネ、シャインマスカット

果物王国、⼭梨県産フルーツを使⽤、果物本来の⽢みを⽣かしたジャ
ム

ー

SunBeam

ビアマグ、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、ミニスープボウル、デザートボウル、
ライスボウル、⼩⽫、ミルクピッチャー、シュガーポット、コース
ター他

リンポポセラミックスが作る最も洗練されたデザインの"Black
Etch"。⽩地に⿊の線(エッチング)でデザインが施されていてます。
アフリカ調でありつつも、和のテイストも感じられる⼈気のデザインで

す。

http://sunbeaminc.jimdo.com ⼟曜のみ

塩丸

にがり⼊塩素酵素⼊浴剤/ゼラニウム、にがり⼊塩素酵素⼊浴剤/オレ
ンジ、にがり⼊塩素酵素⼊浴剤/ユーカリ、にがり⼊塩素酵素⼊浴剤/
アソート、にがり⼊塩せっけん/ゼラニウム、にがり⼊塩せっけん/オ
レンジ、にがり⼊塩せっけん/ユーカリ

⻑崎・五島灘のにが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が期待でき、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

Yokohama Kitanaka Marche produced by 太陽のマルシェ 出店者⼀覧 9⽉開催分
※ 2016年9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。



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 ⽇曜のみ

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、⽔⽺羮、⿊糖
（沖縄産）

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

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/ ⼟曜のみ

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）

野菜を⾷べよう！野菜を練り込んだパンを沢⼭ご⽤意していきます。 http://setagayabreadmarket.jp ⼟曜のみ

セレンディピティ・トレーディング

ニロティカシアバター、ニロティカブレンドシアバター、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、ボディタオル、
（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、ウガンダ産バングル、ウガンダ産バックチャーム他

お肌の保湿対策に、天然成分100%のシアバターがおすすめです。ウ
カンダ産シアバター100%のニロテイカシアバターはやわらかく肌に
良くなじみ、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

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

アトピーの⽅が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
ラーゲンだけ。

http://www.siosekken.com

ちきり結

燻製かつお、鰹そぼろ、ちきりつゆ、本枯節、本枯節、ちきりだし、
ちきりだし（焼きあご⼊り）、ちきりだし（いりこ⼊り）、ちきりだ
し（本枯節）、ちきり顆粒だし（⾷塩・化学調味料無添加）ちきりだ
し、ちきりだし（焼きあご⼊り）、他

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

デザイン･アート MIYA ポストカード
⽇本の四季をかんじるポストカードをご⽤意しました。ぜひご覧くだ
さい。 https://twitter.com/miya0020 ⼟曜のみ

トシノコーヒー
オリジナルドリップバッグコーヒー（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

⼩江⼾川越発のコ 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 ⽇曜のみ

TRAYCLE Market&Coffee

コーヒー⾖（⾖） （中深煎）  （粉）（東ティモール、エクアドル、
コロンビア、 ペルー、メキシコ）、有機（オーガニック）ハイビス
カスティー、レモングラスティー、ジャム（ハイビスカス＆パパイ
ヤ、パパイヤ＆レモン、マンゴー）他

⾹り⾼く美味しい厳選されたフェアトレードオーガニックコーヒーや
雑貨など、⽣産者と地球と体に優しい商品を販売します！
残暑の厳しい9⽉もオススメの、当店⼀番⼈気の⽔出しコーヒーや、
⾹り豊かなドリップコーヒーの試飲もご⽤意しています。

http://trayclemarket.com/ ⼟曜のみ

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

ナチュレ

国産モモゼリー、国産メロンゼリー、みかんゼリー、キウイフルーツ
ゼリー、レモンゼリー、梅酒ゼリー、みかんゼリー、ブルーベリーゼ
リー、湘南ゴールドゼリー、落花⽣煮⾖、曽我の梅⼲、曽我のはちみ
つ梅⼲、曽我のしそ梅⼲、その他漬物

今⽉は秋野菜を使⽤した重ね煮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9⽉10⽉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。

ー

Natural sweets Toitoi
マフィン（北海道産全粒粉、有機チョコチップ、有機紅茶、有機⽩ゴ
マオレンジ、キャラウェイとくるみ、キャラメルくるみ）、有機バナ
ナ＆ナッツケーキ、国産⼤⾖のおからブラウニー

卵・乳製品・⽩砂糖を使わない焼き菓⼦専⾨店です。今⽉のオススメ
はお酒のお供やおやつにぴったりな野菜のクラッカーです。野菜の旨
みを感じられる⽢くない商品です.ジワジワとファンが増えている重
ね煮マフィンは夏野菜を使⽤した新商品を販売致します。

http://www.natural-toitoi.com ⽇曜のみ

新津ファーム

じゃがいも、かぼちゃ、イタリアンナス、パプリカ、トウガラシ類、
にんにく、⿊いちじく、パセリ類、あんずジャム、ドライフルーツ各
種、タカノツメ（ドライ）、ドライハーブ類各種、パプリカパウ
ダー、⻘とおがらし粉、しょうがパウダー、ドライポプリ他

今⽉のおすすめは、じゃがいものインカのめざめとシャドークイン。
特にフライやポテトサラダがイチオシです。また、ハロウィン⽤にも
⾯⽩い⼿のひらサイズのプッチーニかぼちゃなども取り揃えていま
す。

ー

農娘会
中⽟トマト、きゅうり、じゃがいも、モロヘイヤ、空芯菜、ツルムラ
サキ、バターナッツ、ナス、⽔ナス、島オクラ、ひもとうがらし、み
にパプリカ、栗、⼩松菜、⼲しシイタケ、⼲しキクラゲ

地元、横浜より 農家の娘たちが集結！愛情たっぷりの野菜･キノ
コ・栗を販売します。変わった野菜も⾊々･･･是⾮、⾷べ⽅は聞いて
下さいね。

ー ⽇曜のみ

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、⽢⻑とうがらしミニトマト、イン
ゲン、ピーマン・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

Be-tree つれづれキラキラ茶、きながに⼀杯、清千美泉茶、堀川ごぼう茶、は
ま茶、よもぎ茶、すぎな茶

国産のありのままの原料を⽤いた純和⾵ハーブティーを扱っていま
す。安⼼安全にこだわった製品を作り続けています。効能だけでな
く、飲みやすさ、美味しさも追求しています。和製ハーブのナチュラ
ルな旨みを是⾮味わってください！

http://be-tree.net/ ⼟曜のみ

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】【ビ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、ヨーグルトのピーリング効果で柔らかな素肌へ。

http://hidamaritoame.com ⼟曜のみ

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   カジキのジャー
キー

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。今⽉はのオススメはカジキのジャーキー。噛み応えの
あるしっかりしたスモーク。ビールのおつまみに最適です！

www.hamakiti.com

まじめな蜂蜜

まじめな蜂蜜（アカシア、みかん、りんご、さくら、クローバー、菩
提樹、牧場の花々、蕎⻨、レンゲ、ハゼ、⼭藤、りんご、さくら、ク
ローバー、菩提樹、牧場の花々、アカシア、みかん、クローバー 、
牧場の花々、りんご、さくら、菩提樹、蕎⻨）他

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,⾊々な花がまじりあった牧
場の花々の蜂蜜を採蜜しています。

http://www.majimena-hachimitsu.com

まるなかベーグル

もちもちベーグル各種（プレーン、全粒粉、オレンジピール、オレン
ジチョコ、ブルーベリー、クルミ&クランベリ、メープルアーモン
ド、ミルクティー、アールグレイ&オレンジピール）ハードベーグル
各種（プレーン、クルミ、いちじく、シナモンレーズン） 他

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

みそ蔵たかむら produced by 農⼤ハチロク会
12割麹みそ「⽥毎」、味噌蔵パン、杏ジャム、いちごジャム、味噌
がけくるみ、味噌せんべい、お⾖さん（砂糖）お⾖さん（塩）、あま
ざけ、ふきみそ、唐⾟⼦みそ、杏ジャム他

ー http://everybodys-nougyou.com/

実り菓⼦ 栗のみ
桃ゼリー、ピ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、栗かぼちゃのクッキー

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 ⽇曜のみ

ミライシュハン株式会社 ⽇本酒、リキュール、果実酒、ワインジャム他 ー http://mirai-shuhan.com/

野美屋 シャインマスカット、巨峰、ロザリオビアンコ、甲斐、かおり ー ー

⼋ヶ岳元気村

フルーツトマト(フルティカ)、ズッキー⼆、キュウリ、なす、⼈参、
アイスプラント、クレソン、おかひじき、ビーツ(⾚カブ)、スティッ
キオ、カリフローレ、スティックセニョール、スナップエンドウ、も
も、トウモロコシ

ここ数年は気まぐれな天気に振りまあされってぱなしです。その分楽
しみにしていてください!必ずお客様に喜んでいただける様なお野菜
や果物をお届けいたします。

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、ピーマン、⽢
⻑とうがらし、パプリカ、オクラ、きゅうり、いんげん、坊ちゃんか
ぼちゃ、かぼちゃ、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、太陽の恵みをいっぱい受けた新鮮
で安全な野菜とフルーツをお届けします。野菜はすべて、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

YAMAROKU

30％イチゴジャム ビン、40%イチゴジャム パック、40％イチゴ
ジャム ビン、60%イチゴジャム パック、60%イチゴジャム ビ
ン、コンフィチュール パック、コンフィチュール ビン、アイス
ギャンディー

【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
と⼈が⽣み出した、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ディーにしました。

http://www.s-yamaroku.com/ ⼟曜のみ

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

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



LA MAISON DE L´AILE
＜フランス直輸⼊雑貨＞
ランチョンマット、鍋つかみ＆鍋敷きセット、ペーパーナプキン、
ショッピングトートバッグ"

LA MAISON DE L'AILEは「キッチン＆ダイニングを華やかに」を
テーマにフランス直輸⼊のテーブルウェア専⾨店です！マルシェでは
フランスで有名なリネンブランド「TORCHONS&BOUCHONS」をご
⽤意！

http://www.ukfrenchstore.com ⼟曜のみ

若林洋⾷器店 各種ワイングラス（ピッコロ、コロッセオ、ペッロ、マロン）、エコ
ソウライフ

秋のワインシーズンに向けて、家庭でも使いやすいワイングラスの紹
介いたします！⽊村硝⼦のオリジナル商品中⼼に取り揃えました。
オーストラリア発のオーガニック素材で作成した⾷器も⼀緒にご紹介
致します。

ー 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

ワタナベファームでは、鶏の健康を第⼀に考え「平飼い」という飼育
⽅法により、鶏が鶏舎内を⾃由に動き回る事と、地下70Ｍから汲み
あげている地下⽔と選りすぐりの配合飼料を美味しく⾷べ、毎⽇元気
に⾛り回っています。是⾮⼀度ご賞味ください！

ー

＜キッチンカー＞
出店者 主な商品 コメント URL 備考

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

カッパドキアドネルケバブ ケバブサンド、カップケバブ（おつまみ）ミニ、カップケバブ（おつ
まみ）レギュラー

豊富なスパイスとソースで、中はしっとり周りはカリッと仕上げまし
た。ケバブに使うお⾁は、実は作り⼿によって全く違う味になるので
す。初めての⽅はもちろん、普段ケバブを⾷べなれている⽅も、⾃慢
の味をぜひお試し下さい！

https://twitter.com/o4k7a4n7

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

ジュリーズスパイス ナシゴレン、スパイシー鶏丼、ローストビーフ丼、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

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/

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
デカ単品、ぶりカツ単品、ゴロゴロポテトフライ、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/

Bears CAMP café 焼⾁丼各種、ホットドッグ各種、カフェ各種
キャンプスタイルの移動カフェ”Bear's CAMP Café"イタリア製エス プ

レッソマシンLA-CIMBALIを使⽤したシアトル系コーヒーとカフェ
フードを提供しております。都会でキャンプ気分をお楽しみ下さい!

http://bears-camp-cafe.blogspot.jp


