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イベントゾーン
ベジ・Aッピー           ロ ■■
徳島産世界の多品種じゃがいも/ズッキーニ

野菜ソムリエのお店
ベジだし茶/ドレッシング/スコーン

ポンアーム・ベジフ,レ
ケークサレ/焼き菓子/ジュース

キッズフアーマー

鎌田農因 ほうれん草/ラディッシュ/カラフルファイブ/他

″

阿波観光ホテル
モーニングマ)レシェ

ガスパチョつけ麺風冷製パスタ
～デストロイヤーポテサラつき～

肉・魚フードゾーン
浜吉水産
近海魚の原製

乗庸商店
渭東ねさ焼き

マ,レシェ・カフェ

阿波尾鶏パジルフリッター

マ,レシェ・カフェ

無添力Bウインナー八ムの鉄板焼

マ,レシェ・カフェ

柏子珈琲/すだちピール他

マ,レシェ・カフェ

徳島産オリジナルシロップかき氷

日本料理よのぜん
阿波牛ビーフカツサンド

とくしまパーガー協同組含
とくしまパーガー

豊田商店
鳴門海峡天然わかめ/鳴門底海藻/他

10フ ジヤ食品
さば棒寿司 長りさば棒寿司他

11泉 遍
ロックロール/員うま煮など水産加工品

12ホ ンダ食品
八モすり身/一回天lSiら/皮揚げ/焼イカ

13日 新酒類
焼き芋のお酒/すだち酎カップ/ワイン

16正 幸食品
阿波尾鶏串焼き

17昧 匠 温喜久
阿波牛あlShり丼

18イ ンイフーズ
神山鶏焼き鳥

19あ まくま屋
無添加タイラーメン

田

6 5 0円 特製プリン

間
“

―ドゾーン

力|工品ゾ

● ● ● ●

生鮮ゾーン

4g徳 島県農業百年クラブ
なると金時/サラダ野菜/ジェラート

48ア グリベスト
フブし一ツトマト/トマトジュース

4フ 海陽阿元気配業研究会
きゅうり/カボチャ/旬野菜

46た むらのタマゴ
タマ」3種/お惣菜/親鶏そぼろ

45減 雷,由醸造場
醤油

44室 農田

43武 澤農田
レタス/米/ミニトマト

42近 藤商店
ジャンボにんにく

41小 野農日&みわのスイーツ

40」 A麻植郡/全Rと くしま
小松菜/枝豆など

38山 下桃源郷
桃/すもも

3フキレイのさと美郷
[東野リキュール]梅酒

36キ レイのさと美郷
[天野霞園]梅干し/うめのし

35キ レイのさと業郷

[くゆな農園]功レーベリーイ ス/キウイ

04那 関ベジタプル&farm you

野菜工場リーフレ死Vミニトマト/焼菓子

33じ いじいのきのこ

佃煮フェア/菌床しいたけ

32丸 浅苑

31工 'レクス
雪の花(はなぴらだけ)/しいたけ

00木 内農田
なるとの金太郎

29い ち置農田西岡産業

28阿 波農産
つるを育むお米/キャベツ/玉ねざ

25川 添果樹□
シロップ

25Cア ンフアン

川添農園シロップかき氷/m快サンド

A仕 出原観光震田
|よつさくSブルーベリーシャーペット

24い ろどり晩茶生産組含
阿波晩茶/晩茶ティーパッグ/加工商品

23 BAR kukku
マルシェ野菜のビクルス/カレーバン

22つ よし流自然農
無肥料、無農菜玄米餅/黒米/赤米/他

21 卜 勝百賞店
オリジナルピクサレス/アイスクリーム

20あ れやこれやきとう
木頭ゆすクリームジャム/金炒り茶/他

19業 郷翼の葉茶生産組含
桑の葉茶/ノブドウ茶

18′ 千ヽ代
CARODAYAシ リーズ/半田素麺/他

17畑 名昧暗稲店
みそ/アイスクリーム

16柚 りつ子
柚りつ子/ゆすシロップ/ゆすりつ胡椒

15お いし工房S円生デコポン回
すだち胡膨 デコポン加工品

14原 田トマト
「星のしすく」フルーツトマト

13徳 島カーボン・オフセット
和三盆アイスクリーム/―和国島ちりめん

12西 地食品
ゆすジャム/ゆすドレッシング

11マ ルチ田
いうこ/いちこ乃SAUCE/アイス

lo JWH」葦麗
置|ぎう茶/びわの葉茶

キッ

ゾーン

キッズゾーン
コヤギ社
布雑貨/木工

フォーユーショップ ブルーデイジー

八ンドメイド布雑貨

ビスケット
八ンドメイドアクセサリー

4 フ ォーユーショップヴェ,レデ
ガラスの器/アクセサリー

6 フ ォーユーショップアメリ
コラージュアクセサリー

フ フォーユーショップMint&トラビス
ガラスの器/アクセサリー

Bフ ォーユーショップ士心庵
竹細工

9 い ちご家
いち置/ジャム/子供服/雑資/他

14ム ッシュオチュワーイ
読み間かせ

15キ ッズパルク
積み木/絵本/けん玉/など

2

じゃがいも/いんげん/ピーマン/果実ケーキ し ち`このアイスクリーム

スイーツゾーン
ピーチガーデン
手作リジャム各種/アイスクリーム

なかのフアーム
スイートポテト/抹茶味

宮崎農田
八チミツ

やJ3iはな
手作リアイスクリーム/シフォンケーキ

うるうるJR
宍喰特産の寒茶と寒茶スコーン

鶴島県物産協会
阿波うしヽろ

Aウスオブシェイリー

鳴門金時シュークリーム

‐▲
●
１

ピーマン類/こどもピーマン/ツルムラサキ  ち いたレ 茸塩わ り`んとう/レトルト食品

39徳 島有機ファーム&さくらファーム 26菜 野人

有機ほうれん草/小松菜/枝豆       脇 町トマト/佐那河内みかん

米とくしまマルシェヘは公共交通機関を

こ利用ください。 /出 店場所は一部変更になる場合があります。

chu98xp
ハイライト表示

chu98xp
ハイライト表示



M晋ド笹hこ
6月 29日 [日]
徳島産世界のじゃがいもフェア開催叫
開催日時:毎月最終日曜日 9100～15,00

場所:しんまちポードウォーク アヽラツルショップ(徳島市東船場町1丁目)

龍阜産世界のじゃがIRもワェア!!

徳島産世界の多品種じゃがいも
ベジAッピー

デストロイヤーボテサラ
阿波観光ホテル

とくしまマルウェ東京言談店 OpEN!!
年 6ヶ月随 月第3週 i副 こ東京へ司 レシェ食材を自走的 頓販売を行つてまい

材母音予 施 朝 流 品 1艇念願であつた東京での常般店がつし‖こ杉並区浜田山にオーブンしました。とくしまマ)

錘 割 ナ∝ 質な製 品や加工品 キッチン●lI設しキ ッチンスクJレ やデ姉 資、 産 直 販 売 。 1・
ドリンクなどの提供をしています。これまでのイベント出店も拡大し、部内を中心に徳島食   置 ぃ母塊科古… 1
材のおいしさしさと 思いと 安全性を伝えていければと考えています。お近くへお越しの

際は是非お立ち奇りいたださ 東京での家族 知人、友人などいましたらお声力Hナいただけ

れば書いです。

とくしまマルシェは今後さらに「資大国徳島」をP日し、年ご者とともに歩んでまいります。

とくしまマルウェ 東京を
〒1680065東 京毎杉空区浜日山3丁目2914増 数ハイツlF西

To,03 6379 9325 Fox03 6379 9326皆 泉時間H l100～ 19 oo(月 日定株)

h“p17/tokush ma mar● ho,p info③ okushima marchoJβ

帥知
一一日帥　メィン０１」十車一中「
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六人気 !「お届けマルシェ」
閣は当日にマリレシェから旬の野菜 フルーツを直送 OK

お得な 「お層けマルシェ賄め合わせセット」(3″lXXl円送料込 +

クール釈別逮)の限定ほ沈もあり。ネットからもご注文できま,

とくしまマルシェHOME
毎日億るのいコよ材に出食える■所

生鮮畠から加工島 お由や魚介頭の加工島

おみや|すものまで"‖ い ならにほヨ求材を

使用したお忠車や弁当冴凍しめます

と く し ま マ 'レ シ ェ サ イ ト

とくしまマルシェの生産書の新鮮な『票や

加工呂"■眼笙遠■から,入 でせたリ

いるたな左材淳少しずつR人 でなるおすすめ

セレクトサイトもご■ください

ユ
ー

ス ト リ
ー

ム 中 経

マルシェの雰囲気や世店者の商品情樹 イ

ンタヒェーや完所などをライブ中程

とくしまマルシェの赤―ムベーシから

リンクしていま■

ゆめタウン億島店

と く し ま マ ル シ ェ 出 店 中 H

毎日マルシェの食村淳環しめて この日だけの

お円な高品3す らり

キツズフアーマー
子とも通によるマルシェ生産をのよ4Bにて
'相え付けJほ出倒「収ItJ「加工南風化J
「ほ亮」までを―■して行う
よ帝ブ0シエクト●加をR時いよ中

おのぼリマルシェ際臨]
月1回'3土 田 日嘱に六本木アークヒルズ

代官山翻市☆ 々木ピレッシ 座 高円寺 小金井

年のひらストアなどでとくしまマルシェよ材を

お属けしています

tく Lをマルウ■ :D lohmoぃ he

m印なわどり,は 日

夏だ!カレ中フェア!!




