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イベントゾーン
ベジAッ ピー

めすらしい冬野票/ミ三ニンジンアジャガいもl」ど

野菜ツムリエのお店
野菜X果物ドレッシング/スコーン/冬野菜

とくしまマルシェ         ロ ロロ
マルシェもみんなと3周年ニコバックブレゼント

モーエングマルシェ …650円

マルシェやさいのポトフ(規鶏ガラスーブ)
コロコロ新じゃがフライ
マルシエサラダ

肉・烏フードゾーン
涙百水産
近海魚の編製

美馬商店
アシtF丼

マ,レンI・カフェ

阿波尾鶏フリッター

マルシェ・カフェ

無希ル インナー八ムの鉄板焼

マルシェ・カフェ

柚子珈Il1/すだちビール他

藤本中章製麺所
宿島卵麺

とくしまパーガー価同組台
とくしまバーガー

豊回商店
鳴的海阪産天然わかめ 畳布 海産物など

フジヤ自品
さば榛寿司長りさ口寄寿司他

10泉 源
ロックロール/貝うま煮など水産加工品

11ホ ンダ食品
由岐の八モのすり身/伊勢力老焼き

12阿 波ら一めん踊り

鶏塩ラーメン
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生鮮ゾーン

加iFHゾ

スイーツゾーン

'「,ア
/今ユラ

/  キ ッ
ゾーン

キッズゾーン
51ア ブリベスト          3フ

フ)け一ツトマト/トマトのジユース

50県 農業青年クラブ連絡協議会  36
既き手/なると金時/章物野菜/たまご

40海 陽町元気農業研究会     35
小松菜/なす/句野菜/アジカマスの子物

48た むらのタマヨ         34
タマゴ41B/タマJ惣菜刀ヌ達告

1 コ ヤギ社
布雑貨/木工

2 ビ スケット
Aンドメイドアクセサリー

0 ブ ルーデイジー

Aン ドメイド市雑貨

5 フ ォーユーショップヴェ,レデ
ガラスの器アクセサリー

フ フォーユーショップMintSトラビス

ガラスの器/アクセサリー

B フ ォーユーショッブ士心鷹
竹細エ

0 い ちご家
なす/子供服 4E貞/八ンドメイド雑貨

14ム ッシュオチュワーイ

読み聞かせ

15キ ッズパルク
積み木/給本川すん玉/など

キレイのさと美郷
〔東野リキュー)切梅酒

キレイのさと美郷
【天野農園]悔子しわ 酒の実ジャム

キレイのさと美郷
[くゆな晨園]ブルーベリー/キウイ

〕隠 ベジタ功 レ&コ,政ンファーム
野菜工場リーフレタス&生 マッシヨレーム

じいじいのきのこ
佃煮フェア/菌床しいたけ

丸浅苑
ちいたけ/惟茸力巳工品

新野木材
しいたけざむらい

ファームユー

野菜/果物/焼き草子

阿波震産
ウリレを育むお米新勅 クラ/り=フレタス

菜野人
脇町トマト/オレンジ/佐那河内みかん

アンフアン
ベジタカ レサンド/イチヨサンド他

長合川農園
れんこん

Ａ

勢

卸

空

２‐

アグリスト神山
神山すだちサイター/神山ドレ/すだち

あれやこれや木頭
木頭ゆすクリームジャム 釜炒り末 野車茶

いろどう碗茶生産組合
碗茶商品

BAR kukku

マサレシェ野菜のビクルス/カレーパン

つよし流自然農
玄米餅

11マ ルチ園
苺/カケルソース/VERYア イス

lo大 住いうこ固
いうこ/ジヤム類/その他

9徳 島カーボン・オフセット

和国島効 めん/半国手延べ麺

47寝 選,由醸造場            03
醤泊

46佐 々木農園          02
いうこ,れんこん

45武 澤農国           01
レタス/米/ア)レフアルファ

44上 勝有機農業研究会      00
上瞬晩茶/原木推首/棚国米

43つ きの自目           29
こんにゃく/干し芋/山芋

42室 長国               28
わさび菜

41」 尊農園Sみわのスロースイーツ 2フ
農窯不使用の章物野茉/果実スイーツ

40全 農とくしま」A里 滴      26
なると金時/焼き事/大学宇

19美 郷桑の葉茶生産組含
桑の蕉茶/野liどう案/しそ茶

18畑 名昧噌格店
味噌妹 噌加工品/味噌甘酒塩雅ジェラート

17八 千代
半田手延べ麺/みそ～めん′他

16お いし工房ミ円生デコポン園
しょうが湯の慕/すだち胡叔/ゆす胡叔

14柚 りっ子
柚りつ子/柚末/抽皮ティー/柚ジャム

13原 国トマト
「星のしすく」フリサーツトマト

12西 地食品        口 いⅢコ

39徳 島有機フアーム最さくらフアーム 25"1添 果欄国&フルーツガーデン山形   す だち/ゆす果汁/しょうがシロッシ 1貯 胡llP

ほうれん草/小松実            な し/シロップんじ こ(lIほつべ)

38有 機農園小七郎        PSCオ ーバッシュクラスト

有機野菜/米               天 然工房パン/スイーツ
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ピーチガーデン
桃ジャム/焼きドーナツ

なかのフアーム
スイートポテト

宮崎農園
はう砂つブリユレとチーズケーキ

4 ′ ウヽスオブシェイリー

なると金時シュークリーム

5 ′ レヽルヤスイーツキッテン

なると金時芋を使つため菓子

X出 店場所は一部変更になる場合がありま立



開催日時:毎月最終日曜日 900～ 1500

場所:しんまちボードウォーク ノヽラツルショッブ(徳島市東船場町1丁目)
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「とくしまマルシェHOME」

オープンのご案内

住所   徳 ,市 京船場町2丁目31番地吉成ビルlF

閉店日 平 成25年コ月6日[月]

営業時間 1100～1900 (定休日llI日)

業務内容 配送 卸し 宅E3小 売 商品開発
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マルシェもみんなと3周年!!
エコパッグプレゼント。縄晶

とくしまマルシェと同じ、お祝い事3周年を

迎えた万々に、オリジナルエコ′ドッグと、

とくしまマルシェでお買い物できるチケット

50円～1,000円分先着300名 にプレゼント。

例)i古lⅢヒタて3年、3とのお子さん 戒]■して3生

おIJさ合いして3年 チをFEてて3年 t■亨3生生、

中ら'3イ:生、百校3年生、大学3年生など なにる`

江Llごさるものを!モ参の上、こ来場頂いた方にブレゼント.

ⅢⅢ■↓十■■■j4てとを,|を し E■ :上と工=■ 'ア に=,ま j:

ちっか一ずLiVE
[新日jlん実公ぼコステーシ]

配送拠点として、ここから全国ヘ

農産品をお届けしま抗

また、加工品等の新商品開発にも

積極的に取り組みまチ

もつと! いつも!こ こから!
徳島てがんばる生産者と消費者を 常 設の小売り店舗として、

つなぐ、という「とくしまマルシェ」 新 鮮な野菜や加工品を

のコンセフトをもつと拡げていく  毎 日販売します。

ための拠点てすぃ


