Beautiful life
5月2日
（土）
出店名

おすすめ

加持養鰻場

四万十うな丼（ミニ）

北浦しゃも農場

手羽元照り焼き

・スカットれもん

フルーツバスケット

・りんごとにんじんのミックスジュース
・りんごジュース

ヱビスビール記念館カクテル

ヱビスビール

特徴
四万十川のシラス100％。伏流水を使い無投薬で育てました。タレ
も添加物不使用。
JAS認定地鶏。非遺伝子組み換え穀物使用。無投薬で育てました。
タレも添加物不使用。

問い合わせ先
http://www.shimantogawa-unagi.jp/

http://syamo.weblogs.jp/blog/2007/07/post_d96e.html

契約栽培され、完熟期に収穫された原料をそのまま搾ります。
一般的にはパルプ(繊維質)を必要以上に除去し、さらさらの果汁に
加工されますが、最低量のパルプだけを除去し、「搾りたて」に近

http://www.fruitbasket.jp/

い状態で製品に詰めています。

・ベリーベリーハッピー
・ルビーサンシャイン

ヱビスビール記念館特製のビールカクテル

http://www.sapporobeer.jp/yebisu/museum/index.html

麦芽100％プレミアムビール

http://www.sapporobeer.jp/yebisu/index.html

・スプリングパーティ
ヱビスビール
【華やかな白ワイン】(日本)
★グランポレール エスプリ・ド・ヴァン・ジャポネ 泉-SEN- 2010年 120ml
爽やかな甲州種と香り高いマスカット種の融合！この季節にピッタリです！
【コクのある白ワイン】(アメリカ)
★ベリンジャー ファウンダーズ・エステート シャルドネ 2012年 120ml
コクのあるシャルドネ種、樽熟成による力強さが魅力です！軍鶏とも相性バツグンです！

WINE MARKET PARTY

【軽めの赤ワイン】(日本)

http://www.partywine.com/

★グランポレール エスプリ・ド・ヴァン・ジャポネ 絢-AYA- 2009年 120ml
山梨県産のマスカット・ベーリーA主体。フワっと香る美味しい赤！山椒やウナギと赤ワイン、実は合うんです！
【重めの赤ワイン】(アメリカ)
★ベリンジャー ファウンダーズ・エステート カベルネ・ソーヴィニヨン 2012年 120ml
カリフォルニアを代表する生産者のカベルネ！濃厚な赤、肉料理とも相性◎！
他ソフトドリンク・おつまみなどを販売
HUGGIESは国内外のvintage生地などを使ったパッチワークが楽

MAMARACHO G.H.

HUGGIESアクセサリー”虹色芋虫”シリーズ

しいハンドメイドウェアです。その製作過程で出たハギレを使った
アクセサリーがこちらのシリーズです！エコでグリーンなアクセで

HP：www.heyhuggies.com

毎日をハッピーに！
国産の「お米」と「野菜」からできた、口に入れても安全なクレヨ

お野菜クレヨンマルシェ

おやさいクレヨンvegetabo

ンです。素材そのものの色で描くという、新しい世界をお楽しみく

http://vegetabo.com

ださい。
水と空気の循環システム「底面給水」を日本で初めて搭載、底部の

Royal Planter.com

日本で始めて‘プランター’と名付けられた

水をリフレッシュする「給水パイプ」など、植物の生育を第一に考

元祖プランター

えたプロ向けプランター。本来捨てられていたコーヒーやお茶殻を

www.royalplanter.com

リサイクルし、環境にやさしい素材で現代によみがえりました。
家がモチーフのTーシャツで、同じ配色がない一点ものです。大人

Store

家Tシャツ（キッズサイズ）

サイズもありますので、親子で着ても楽しいこれからの季節にオス

http://storestore.net

スメのアイテムです。（キッズサイズ 90,100,120cm)
東京駅に直結した新丸ビル4階に店舗を構え、生活雑貨・インテリ
ア商品の中でも、デザイン性と機能性に優れたアイテムをセレクト

STITCH TOKYO

して“SIMPLE&MODERN”なライフスタイルを提案するコンセプ
トストア『STITCH TOKYO』。
シンプルで女性らしい優しさ、温もりを放つアクセサリー☆彡。
ハンドメイドで、ヴィンテージガラスやアンティークビーズ、

ジュエリーナオ

天然石、貝殻、レザーなどを用いた気軽にお洒落を楽しめる
デイリーユースなジュエリーブランド。
『WORLDLIBRARY®』は絵本を通じて世界を子ども達に紹介する
新しい取り組みです。
絵本を通じて世界と出会い世界を知るきっかけをつくる。

WORLDLIBRARY

世界に一歩足を踏み入れると今まで知らなかった、色、音、匂い、
味があることに気がつきます。

一番ピュアに感じることができる

時に、『WORLDLIBRARY®』の絵本を開いて世界の文化を覗いて
ほしいと思います。
ビタミンC,カルシウム、ポリフェノール、食物繊維が豊富で抗酸化

ブリリアントアース

バオバブスーパーフルーツパウダー

力はゴジベリーの約2.5倍！100％ナチュラルでローフード（非加
熱）、無着色、無香料、保存料フリーのADUNAバオバブパウダー

www.aduna.com

が日本初上陸。
有機認証を取得したメキシコの大地で育てたブルーアガベから作ら

イデアプロモーション

有機アガベシロップ

れた天然の甘味料。クセが少なくさっぱりとした甘さなので、普段
のお料理からスイーツまで問わずお使いいただけます。低GI商品な

http://agave-jp.com

のも嬉しい。

BIOSOIL GARDEN
(金澤バイオ研究所）

マーサ・アンド・カンパニー
（Grab ｇreen）

大学の研究室から生まれた「土の薬膳®」シリーズは、九州産の天
「土の薬膳®」シリーズ

然素材とバイオ技術で作られたオーガニック栽培ツール。森の土を

HPアドレス : http://www.kanazawa-bio.com

お手本にしたBIOSOILは、種や苗をポンと植えるだけで元気に育つ

FBページ ：www.facebook.com/kanazawabio

ように設計しています。
刺激のある化学合成香料不使用の環境にやさしく、家族、子供、ペ
ルーム＆ファブリックフレッシュナー

ットのいる空間で使用可能な消臭芳香剤。使用場所は、カーテン、

http://grabgreenhome.jp

室内、車中など。
食をテーマにした笑って泣ける感動作で心がリフレッシュ、癒しの

TSUTAYA

生活が「おいしく」なるDVD・CD・本の販売

音楽で体もリラックス、
美しく健康に。

知識が詰まった本でサポート、体と心を

生活が「おいしく」なる、そんなDVD・CD・本

http://store-tsutaya.tsite.jp/storelocator/detail/2103.html

を提供いたします
※都合により、出店者情報に変更が出る場合がございます。

Beautiful life
5月3日
（日）
出店名

おすすめ

加持養鰻場

四万十うな丼（ミニ）

北浦しゃも農場

手羽元照り焼き

・スカットれもん

フルーツバスケット

・りんごとにんじんのミックスジュース
・りんごジュース

ヱビスビール記念館カクテル

ヱビスビール

特徴
四万十川のシラス100％。伏流水を使い無投薬で育てました。タレ
も添加物不使用。
JAS認定地鶏。非遺伝子組み換え穀物使用。無投薬で育てました。
タレも添加物不使用。

問い合わせ先
http://www.shimantogawa-unagi.jp/

http://syamo.weblogs.jp/blog/2007/07/post_d96e.html

契約栽培され、完熟期に収穫された原料をそのまま搾ります。
一般的にはパルプ(繊維質)を必要以上に除去し、さらさらの果汁に
加工されますが、最低量のパルプだけを除去し、「搾りたて」に近

http://www.fruitbasket.jp/

い状態で製品に詰めています。

・ベリーベリーハッピー
・ルビーサンシャイン

ヱビスビール記念館特製のビールカクテル

http://www.sapporobeer.jp/yebisu/museum/index.html

麦芽100％プレミアムビール

http://www.sapporobeer.jp/yebisu/index.html

・スプリングパーティ
ヱビスビール
【華やかな白ワイン】(日本)
★グランポレール エスプリ・ド・ヴァン・ジャポネ 泉-SEN- 2010年 120ml
爽やかな甲州種と香り高いマスカット種の融合！この季節にピッタリです！
【コクのある白ワイン】(アメリカ)
★ベリンジャー ファウンダーズ・エステート シャルドネ 2012年 120ml
コクのあるシャルドネ種、樽熟成による力強さが魅力です！軍鶏とも相性バツグンです！

WINE MARKET PARTY

【軽めの赤ワイン】(日本)

http://www.partywine.com/

★グランポレール エスプリ・ド・ヴァン・ジャポネ 絢-AYA- 2009年 120ml
山梨県産のマスカット・ベーリーA主体。フワっと香る美味しい赤！山椒やウナギと赤ワイン、実は合うんです！
【重めの赤ワイン】(アメリカ)
★ベリンジャー ファウンダーズ・エステート カベルネ・ソーヴィニヨン 2012年 120ml
カリフォルニアを代表する生産者のカベルネ！濃厚な赤、肉料理とも相性◎！
他ソフトドリンク・おつまみなどを販売

DELICIOUS FLOWER GARDEN

エディブルフラワー

見た目にも鮮やかで栄養価が高く、お料理やハーブティに使うと華
やか。

facebookページ https://www.facebook.com/florist.norikonagashima

HUGGIESは国内外のvintage生地などを使ったパッチワークが楽

MAMARACHO G.H.

HUGGIESアクセサリー”虹色芋虫”シリーズ

しいハンドメイドウェアです。その製作過程で出たハギレを使った
アクセサリーがこちらのシリーズです！エコでグリーンなアクセで

HP：www.heyhuggies.com

毎日をハッピーに！
国産の「お米」と「野菜」からできた、口に入れても安全なクレヨ

お野菜クレヨンマルシェ

おやさいクレヨンvegetabo

恵比寿茶会

立礼形式の茶席

ンです。素材そのものの色で描くという、新しい世界をお楽しみく

http://vegetabo.com

ださい。
「同座卓」を使用した立礼形式の茶席。裏千家の作法でお茶のいた
だき方を手ほどきします。

https://www.facebook.com/sundayschoolworkshop?fref=nf

家がモチーフのTーシャツで、同じ配色がない一点ものです。大人

Store

家Tシャツ（キッズサイズ）

サイズもありますので、親子で着ても楽しいこれからの季節にオス

http://storestore.net

スメのアイテムです。（キッズサイズ 90,100,120cm)
東京駅に直結した新丸ビル4階に店舗を構え、生活雑貨・インテリ
ア商品の中でも、デザイン性と機能性に優れたアイテムをセレクト

STITCH TOKYO

して“SIMPLE&MODERN”なライフスタイルを提案するコンセプ
トストア『STITCH TOKYO』。
シンプルで女性らしい優しさ、温もりを放つアクセサリー☆彡。
ハンドメイドで、ヴィンテージガラスやアンティークビーズ、

ジュエリーナオ

天然石、貝殻、レザーなどを用いた気軽にお洒落を楽しめる
デイリーユースなジュエリーブランド。
『WORLDLIBRARY®』は絵本を通じて世界を子ども達に紹介する
新しい取り組みです。
絵本を通じて世界と出会い世界を知るきっかけをつくる。

WORLDLIBRARY

世界に一歩足を踏み入れると今まで知らなかった、色、音、匂い、
味があることに気がつきます。

一番ピュアに感じることができる

時に、『WORLDLIBRARY®』の絵本を開いて世界の文化を覗いて
ほしいと思います。
“誰でもおいしいごはんが作れる”という魔法の紙「はらぺこペー

はらぺこメガネ

おべんと おべんと うれしいな

パー」を使った、火や包丁を使わずにお弁当作りを楽しむワークシ
ョップです。ビリビリちぎって、ペタペタ貼って、みんなで楽しく
料理をしよう。

HP：http://harapekomegane.com
FB：www.facebook.com/harapekomegane
メール：info@harapekomegane.com

ビタミンC,カルシウム、ポリフェノール、食物繊維が豊富で抗酸化

ブリリアントアース

バオバブスーパーフルーツパウダー

力はゴジベリーの約2.5倍！100％ナチュラルでローフード（非加
熱）、無着色、無香料、保存料フリーのADUNAバオバブパウダー

www.aduna.com

が日本初上陸。
有機認証を取得したメキシコの大地で育てたブルーアガベから作ら

イデアプロモーション

有機アガベシロップ

れた天然の甘味料。クセが少なくさっぱりとした甘さなので、普段
のお料理からスイーツまで問わずお使いいただけます。低GI商品な

http://agave-jp.com

のも嬉しい。

BIOSOIL GARDEN
(金澤バイオ研究所）

マーサ・アンド・カンパニー
（Grab ｇreen）

大学の研究室から生まれた「土の薬膳®」シリーズは、九州産の天
「土の薬膳®」シリーズ

然素材とバイオ技術で作られたオーガニック栽培ツール。森の土を

HPアドレス : http://www.kanazawa-bio.com

お手本にしたBIOSOILは、種や苗をポンと植えるだけで元気に育つ

FBページ ：www.facebook.com/kanazawabio

ように設計しています。
刺激のある化学合成香料不使用の環境にやさしく、家族、子供、ペ
ルーム＆ファブリックフレッシュナー

ットのいる空間で使用可能な消臭芳香剤。使用場所は、カーテン、

http://grabgreenhome.jp

室内、車中など。
食をテーマにした笑って泣ける感動作で心がリフレッシュ、癒しの

TSUTAYA

生活が「おいしく」なるDVD・CD・本の販売

音楽で体もリラックス、
美しく健康に。

知識が詰まった本でサポート、体と心を

生活が「おいしく」なる、そんなDVD・CD・本

http://store-tsutaya.tsite.jp/storelocator/detail/2103.html

を提供いたします
※都合により、出店者情報に変更が出る場合がございます。

Beautiful life
5月4日
（月・祝）
出店名

ワークショップ名

加持養鰻場

四万十うな丼（ミニ）

北浦しゃも農場

手羽元照り焼き

・スカットれもん

フルーツバスケット

・りんごとにんじんのミックスジュース
・りんごジュース

ヱビスビール記念館カクテル

ヱビスビール

商品特徴
四万十川のシラス100％。伏流水を使い無投薬で育てました。タレ
も添加物不使用。
JAS認定地鶏。非遺伝子組み換え穀物使用。無投薬で育てました。
タレも添加物不使用。

問い合わせ先
http://www.shimantogawa-unagi.jp/

http://syamo.weblogs.jp/blog/2007/07/post_d96e.html

契約栽培され、完熟期に収穫された原料をそのまま搾ります。
一般的にはパルプ(繊維質)を必要以上に除去し、さらさらの果汁に
加工されますが、最低量のパルプだけを除去し、「搾りたて」に近

http://www.fruitbasket.jp/

い状態で製品に詰めています。

・ベリーベリーハッピー
・ルビーサンシャイン

ヱビスビール記念館特製のビールカクテル

http://www.sapporobeer.jp/yebisu/museum/index.html

麦芽100％プレミアムビール

http://www.sapporobeer.jp/yebisu/index.html

・スプリングパーティ
ヱビスビール
【華やかな白ワイン】(日本)
★グランポレール エスプリ・ド・ヴァン・ジャポネ 泉-SEN- 2010年 120ml
爽やかな甲州種と香り高いマスカット種の融合！この季節にピッタリです！
【コクのある白ワイン】(アメリカ)
★ベリンジャー ファウンダーズ・エステート シャルドネ 2012年 120ml
コクのあるシャルドネ種、樽熟成による力強さが魅力です！軍鶏とも相性バツグンです！

WINE MARKET PARTY

【軽めの赤ワイン】(日本)

http://www.partywine.com/

★グランポレール エスプリ・ド・ヴァン・ジャポネ 絢-AYA- 2009年 120ml
山梨県産のマスカット・ベーリーA主体。フワっと香る美味しい赤！山椒やウナギと赤ワイン、実は合うんです！
【重めの赤ワイン】(アメリカ)
★ベリンジャー ファウンダーズ・エステート カベルネ・ソーヴィニヨン 2012年 120ml
カリフォルニアを代表する生産者のカベルネ！濃厚な赤、肉料理とも相性◎！
他ソフトドリンク・おつまみなどを販売
HUGGIESは国内外のvintage生地などを使ったパッチワークが楽

MAMARACHO G.H.

HUGGIESアクセサリー”虹色芋虫”シリーズ

しいハンドメイドウェアです。その製作過程で出たハギレを使った
アクセサリーがこちらのシリーズです！エコでグリーンなアクセで

HP：www.heyhuggies.com

毎日をハッピーに！
国産の「お米」と「野菜」からできた、口に入れても安全なクレヨ

お野菜クレヨンマルシェ

おやさいクレヨンvegetabo

ンです。素材そのものの色で描くという、新しい世界をお楽しみく

http://vegetabo.com

ださい。
私たちに身近なチョコレートが「どのようにできるのか」そして

本当のガーナチョコレートを作るプロジェクト

Bean to Bar Chocolate

「チョコレートの原料であるカカオがどんなふうに生産されている

～カカオ豆からチョコレートを作ろう！

のか」を、実際に「カカオ豆からチョコレートを作り、食べる」経

https://www.facebook.com/realghanachoco?fref=ts

験を通して食育します。
家がモチーフのTーシャツで、同じ配色がない一点ものです。大人

Store

家Tシャツ（キッズサイズ）

サイズもありますので、親子で着ても楽しいこれからの季節にオス

http://storestore.net

スメのアイテムです。（キッズサイズ 90,100,120cm)
『WORLDLIBRARY®』は絵本を通じて世界を子ども達に紹介する
新しい取り組みです。
絵本を通じて世界と出会い世界を知るきっかけをつくる。

WORLDLIBRARY

世界に一歩足を踏み入れると今まで知らなかった、色、音、匂い、
味があることに気がつきます。

一番ピュアに感じることができる

時に、『WORLDLIBRARY®』の絵本を開いて世界の文化を覗いて
ほしいと思います。
“誰でもおいしいごはんが作れる”という魔法の紙「はらぺこペー

はらぺこメガネ

おべんと おべんと うれしいな

パー」を使った、火や包丁を使わずにお弁当作りを楽しむワークシ
ョップです。ビリビリちぎって、ペタペタ貼って、みんなで楽しく
料理をしよう。

HP：http://harapekomegane.com
FB：www.facebook.com/harapekomegane
メール：info@harapekomegane.com

ビタミンC,カルシウム、ポリフェノール、食物繊維が豊富で抗酸化

ブリリアントアース

バオバブスーパーフルーツパウダー

力はゴジベリーの約2.5倍！100％ナチュラルでローフード（非加
熱）、無着色、無香料、保存料フリーのADUNAバオバブパウダー

www.aduna.com

が日本初上陸。

BIOSOIL GARDEN
(金澤バイオ研究所）

大学の研究室から生まれた「土の薬膳®」シリーズは、九州産の天
「土の薬膳®」シリーズ

然素材とバイオ技術で作られたオーガニック栽培ツール。森の土を

HPアドレス : http://www.kanazawa-bio.com

お手本にしたBIOSOILは、種や苗をポンと植えるだけで元気に育つ

FBページ ：www.facebook.com/kanazawabio

ように設計しています。
食をテーマにした笑って泣ける感動作で心がリフレッシュ、癒しの

TSUTAYA

生活が「おいしく」なるDVD・CD・本の販売

音楽で体もリラックス、
美しく健康に。

知識が詰まった本でサポート、体と心を

生活が「おいしく」なる、そんなDVD・CD・本

http://store-tsutaya.tsite.jp/storelocator/detail/2103.html

を提供いたします
※都合により、出店者情報に変更が出る場合がございます。

Beautiful life
5月5日
（火・祝）
出店名

ワークショップ名

加持養鰻場

四万十うな丼（ミニ）

北浦しゃも農場

手羽元照り焼き

・スカットれもん

フルーツバスケット

・りんごとにんじんのミックスジュース
・りんごジュース

ヱビスビール記念館カクテル

ヱビスビール

特徴
四万十川のシラス100％。伏流水を使い無投薬で育てました。タレ
も添加物不使用。
JAS認定地鶏。非遺伝子組み換え穀物使用。無投薬で育てました。
タレも添加物不使用。

問い合わせ先
http://www.shimantogawa-unagi.jp/

http://syamo.weblogs.jp/blog/2007/07/post_d96e.html

契約栽培され、完熟期に収穫された原料をそのまま搾ります。
一般的にはパルプ(繊維質)を必要以上に除去し、さらさらの果汁に
加工されますが、最低量のパルプだけを除去し、「搾りたて」に近

http://www.fruitbasket.jp/

い状態で製品に詰めています。

・ベリーベリーハッピー
・ルビーサンシャイン

ヱビスビール記念館特製のビールカクテル

http://www.sapporobeer.jp/yebisu/museum/index.html

麦芽100％プレミアムビール

http://www.sapporobeer.jp/yebisu/index.html

・スプリングパーティ
ヱビスビール
【華やかな白ワイン】(日本)
★グランポレール エスプリ・ド・ヴァン・ジャポネ 泉-SEN- 2010年 120ml
爽やかな甲州種と香り高いマスカット種の融合！この季節にピッタリです！
【コクのある白ワイン】(アメリカ)
★ベリンジャー ファウンダーズ・エステート シャルドネ 2012年 120ml
コクのあるシャルドネ種、樽熟成による力強さが魅力です！軍鶏とも相性バツグンです！

WINE MARKET PARTY

【軽めの赤ワイン】(日本)

http://www.partywine.com/

★グランポレール エスプリ・ド・ヴァン・ジャポネ 絢-AYA- 2009年 120ml
山梨県産のマスカット・ベーリーA主体。フワっと香る美味しい赤！山椒やウナギと赤ワイン、実は合うんです！
【重めの赤ワイン】(アメリカ)
★ベリンジャー ファウンダーズ・エステート カベルネ・ソーヴィニヨン 2012年 120ml
カリフォルニアを代表する生産者のカベルネ！濃厚な赤、肉料理とも相性◎！
他ソフトドリンク・おつまみなどを販売
HUGGIESは国内外のvintage生地などを使ったパッチワークが楽

MAMARACHO G.H.

HUGGIESアクセサリー”虹色芋虫”シリーズ

しいハンドメイドウェアです。その製作過程で出たハギレを使った
アクセサリーがこちらのシリーズです！エコでグリーンなアクセで

HP：www.heyhuggies.com

毎日をハッピーに！
NUMCAは天然岩塩バスソルトを中心にしたバスブランドです。お

NUMCA

天然岩塩バスソルト

風呂に関するワークショップを3種類開催いたします。何度来ても

http://numca.com

楽しんでいただけるブースになっております。
家がモチーフのTーシャツで、同じ配色がない一点ものです。大人

Store

家Tシャツ（キッズサイズ）

サイズもありますので、親子で着ても楽しいこれからの季節にオス

http://storestore.net

スメのアイテムです。（キッズサイズ 90,100,120cm)
『WORLDLIBRARY®』は絵本を通じて世界を子ども達に紹介する
新しい取り組みです。
絵本を通じて世界と出会い世界を知るきっかけをつくる。

WORLDLIBRARY

世界に一歩足を踏み入れると今まで知らなかった、色、音、匂い、
味があることに気がつきます。

一番ピュアに感じることができる

時に、『WORLDLIBRARY®』の絵本を開いて世界の文化を覗いて
ほしいと思います。

アロマヒーリング Lakshmi
母の日のプレゼントにしていただけるようなフラワーアレンジメン

Harb＆Rose

トの販売、気軽に楽しめるフラワーアレンジのワークショップ、フ
ラワーエッセンスのご紹介。
ビタミンC,カルシウム、ポリフェノール、食物繊維が豊富で抗酸化

ブリリアントアース

バオバブスーパーフルーツパウダー

力はゴジベリーの約2.5倍！100％ナチュラルでローフード（非加
熱）、無着色、無香料、保存料フリーのADUNAバオバブパウダー

www.aduna.com

が日本初上陸。

BIOSOIL GARDEN
(金澤バイオ研究所）

大学の研究室から生まれた「土の薬膳®」シリーズは、九州産の天
「土の薬膳®」シリーズ

然素材とバイオ技術で作られたオーガニック栽培ツール。森の土を

HPアドレス : http://www.kanazawa-bio.com

お手本にしたBIOSOILは、種や苗をポンと植えるだけで元気に育つ

FBページ ：www.facebook.com/kanazawabio

ように設計しています。
食をテーマにした笑って泣ける感動作で心がリフレッシュ、癒しの

TSUTAYA

生活が「おいしく」なるDVD・CD・本の販売

音楽で体もリラックス、
美しく健康に。

知識が詰まった本でサポート、体と心を

生活が「おいしく」なる、そんなDVD・CD・本

http://store-tsutaya.tsite.jp/storelocator/detail/2103.html

を提供いたします
※都合により、出店者情報に変更が出る場合がございます。

Beautiful life
5月6日
（水・祝）
出店名

ワークショップ名

加持養鰻場

四万十うな丼（ミニ）

北浦しゃも農場

手羽元照り焼き

・スカットれもん

フルーツバスケット

・りんごとにんじんのミックスジュース
・りんごジュース

ヱビスビール記念館カクテル

ヱビスビール

特徴
四万十川のシラス100％。伏流水を使い無投薬で育てました。タレ
も添加物不使用。
JAS認定地鶏。非遺伝子組み換え穀物使用。無投薬で育てました。
タレも添加物不使用。

問い合わせ先
http://www.shimantogawa-unagi.jp/

http://syamo.weblogs.jp/blog/2007/07/post_d96e.html

契約栽培され、完熟期に収穫された原料をそのまま搾ります。
一般的にはパルプ(繊維質)を必要以上に除去し、さらさらの果汁に
加工されますが、最低量のパルプだけを除去し、「搾りたて」に近

http://www.fruitbasket.jp/

い状態で製品に詰めています。

・ベリーベリーハッピー
・ルビーサンシャイン

ヱビスビール記念館特製のビールカクテル

http://www.sapporobeer.jp/yebisu/museum/index.html

麦芽100％プレミアムビール

http://www.sapporobeer.jp/yebisu/index.html

・スプリングパーティ
ヱビスビール
【華やかな白ワイン】(日本)
★グランポレール エスプリ・ド・ヴァン・ジャポネ 泉-SEN- 2010年 120ml
爽やかな甲州種と香り高いマスカット種の融合！この季節にピッタリです！
【コクのある白ワイン】(アメリカ)
★ベリンジャー ファウンダーズ・エステート シャルドネ 2012年 120ml
コクのあるシャルドネ種、樽熟成による力強さが魅力です！軍鶏とも相性バツグンです！

WINE MARKET PARTY

【軽めの赤ワイン】(日本)

http://www.partywine.com/

★グランポレール エスプリ・ド・ヴァン・ジャポネ 絢-AYA- 2009年 120ml
山梨県産のマスカット・ベーリーA主体。フワっと香る美味しい赤！山椒やウナギと赤ワイン、実は合うんです！
【重めの赤ワイン】(アメリカ)
★ベリンジャー ファウンダーズ・エステート カベルネ・ソーヴィニヨン 2012年 120ml
カリフォルニアを代表する生産者のカベルネ！濃厚な赤、肉料理とも相性◎！
他ソフトドリンク・おつまみなどを販売
HUGGIESは国内外のvintage生地などを使ったパッチワークが楽

MAMARACHO G.H.

HUGGIESアクセサリー”虹色芋虫”シリーズ

しいハンドメイドウェアです。その製作過程で出たハギレを使った
アクセサリーがこちらのシリーズです！エコでグリーンなアクセで

HP：www.heyhuggies.com

毎日をハッピーに！
水と空気の循環システム「底面給水」を日本で初めて搭載、底部の

Royal Planter.com

日本で始めて‘プランター’と名付けられた

水をリフレッシュする「給水パイプ」など、植物の生育を第一に考

元祖プランター

えたプロ向けプランター。本来捨てられていたコーヒーやお茶殻を

www.royalplanter.com

リサイクルし、環境にやさしい素材で現代によみがえりました。
NUMCAは天然岩塩バスソルトを中心にしたバスブランドです。お

NUMCA

天然岩塩バスソルト

風呂に関するワークショップを3種類開催いたします。何度来ても

※都合により、出店者情報に変更が出る場合がございます。
http://numca.com

楽しんでいただけるブースになっております。
家がモチーフのTーシャツで、同じ配色がない一点ものです。大人

Store

家Tシャツ（キッズサイズ）

サイズもありますので、親子で着ても楽しいこれからの季節にオス

http://storestore.net

スメのアイテムです。（キッズサイズ 90,100,120cm)
=概要=
みんなでオリジナルなパチカをつくってみんなで演奏しよう！
パチカに色やビーズをいれて自作パチカをつくって最後はみんなで
プロのミュージシャンと一緒に演奏しよう！！！
先生: Kakuei Paticama & ジューシー(HIFANA)

GROUNDRIDDIM PRESENTS
“アソベンチャー”

参加費 一人 2000円 対象年齢５歳以上 （保護者同伴の場合何歳で
パチカワークショップ

も可能)
募集人数35名
※子供も大人も
=アソベンチャーとは＝
世界で活躍するアーティストHIFANAのJUICYとパチカの先生
kakueが提案する遊びながら学び、学びながら遊ぶ子供と大人でセ
ッション体験していく学校のような新感覚ワークショップ!
アソベンチャー！
『WORLDLIBRARY®』は絵本を通じて世界を子ども達に紹介する
新しい取り組みです。
絵本を通じて世界と出会い世界を知るきっかけをつくる。

WORLDLIBRARY

世界に一歩足を踏み入れると今まで知らなかった、色、音、匂い、
味があることに気がつきます。

一番ピュアに感じることができる

時に、『WORLDLIBRARY®』の絵本を開いて世界の文化を覗いて
ほしいと思います。

アロマヒーリング Lakshmi
BIOSOIL GARDEN
(金澤バイオ研究所）

大学の研究室から生まれた「土の薬膳®」シリーズは、九州産の天
「土の薬膳®」シリーズ

然素材とバイオ技術で作られたオーガニック栽培ツール。森の土を

HPアドレス : http://www.kanazawa-bio.com

お手本にしたBIOSOILは、種や苗をポンと植えるだけで元気に育つ

FBページ ：www.facebook.com/kanazawabio

ように設計しています。
食をテーマにした笑って泣ける感動作で心がリフレッシュ、癒しの

TSUTAYA

生活が「おいしく」なるDVD・CD・本の販売

音楽で体もリラックス、
美しく健康に。

知識が詰まった本でサポート、体と心を

生活が「おいしく」なる、そんなDVD・CD・本

http://store-tsutaya.tsite.jp/storelocator/detail/2103.html

を提供いたします
※都合により、出店者情報に変更が出る場合がございます。

