Premium Market
5月2日
（土）
出店名
フォレスト

おすすめ商品
「蒲田切子

東京ウォ―ターグラス

商品特徴
水鏡」

東京の伝統工芸・江戸切子（東亜硝子工芸：鍋谷聰製作）のグラス
です。
関東近県の農家さんにお願いして、国内産ザーサイを栽培していた

遠忠商店

本店

だきました。収穫した生ザーサイを塩漬し、発酵させてから合成添

国産味付ザーサイ

加物・化学調味料、不使用の調味料で味付けしております。食感・
歯応えが良く安心して、お召し上がれる一品に仕上がりました。

問い合わせ先
Facebook 蒲田切子

https://www.facebook.com/kamatakiriko

https://www.facebook.com/pages/遠忠商店-本店/217414938327017?fref=ts
http://enchu-food.com/

季節の野菜をセットでお届けする「大地宅配の野菜セット・ベジ

大地宅配

タ」。めずらしい野菜や出始めの野菜などが入ることもある楽しい

新玉ねぎ

セットです。本日、宅配のお申込みいただくと「ベジタM」8品目

http://www.daichi.or.jp/

程度をプレゼント！

前橋市
（長谷川農園・良農園・近藤すわいんポーク）

前橋市推奨品「恵城の恵」認証品の、ニンジンジュース、ジャム。
前橋市推奨「恵城の恵」認証品

無添加のハム・ソーセージをご紹介したいと思います。また旬の前
橋市のお野菜もお持ちいたします。

http://www.city.maebashi.gunma.jp/jigyousya/331/347/349/
p011401.html

揚げたての美味しさを知る職人たちの「お客様にも作りたての味
を」という思いからこの商品が生まれました。ちょっと甘めの醤油

富士見堂

白ほおばり

味は、そのまま食べても、別添えの山椒塩をかけても美味しくお召
し上がりいただけます。油をしっかり振り切ることで、揚げたての

http://www.fujimidou.com
E-mail senbei@fujimidou.com

カラリとした食感を再現しました。
「足までうまか！」がキーワードの椎茸です。軸も傘も肉厚な椎茸

平戸市（Confarm)

で、焼くだけでも絶品。お客様からは「もう他の椎茸が食べられな

平戸ロマン（椎茸）

い！」と大人気。食卓の主役になり得る一品だと思います。肉厚プ

http://confarm.amebaownd.com

リプリ、当店リピート率NO,1です。
フィリピンの山に自生しているバランゴンバナナ。酸味と甘みのバ

APLA

ランスが特徴です。スムージーに使用する時は砂糖を入れなくても

バランゴンバナナ

十分美味しくいただけます。小規模生産者たちが農薬を使わずに栽

http://www.apla.jp

培しました。
これまでの外見を重視した海苔の等級検査に、日本で初めて「食味

成清海苔店

海苔

審査」を取り入れた皿垣漁協の海苔は、その秀逸な風味と口どけの

https://ja-jp.facebook.com/norinoriNarikiyoNori

良さで、全国の海苔業者の注目を集めています。
原木しいたけは昔ながらの手法で手間ひまはかかりますが、ゆっく
りと時間をかけて木の栄養をたっぷりと吸収するため、本物の木の

里山再生と森のめぐみ

原木しいたけ

子といえます。香りと歯ごたえの良さに自信があります。しかも低

info@satoyama-saisei.or.jp

カロリー。便秘・動脈硬化の予防によいと言われる成分を含んでい
ます。
青森県の契約農家が極力、農薬や化学肥料に頼らずに育てたりんご

フルーツバスケット

ミニカップゼリー

の果汁を絞り、ひと口サイズのゼリーにしました。市販品に使われ

りんご

る香料や着色料、添加物は使用していない天然素材だけの安心・安
全なゼリーです。

http://www.fruitbasket.co.jp/item/534
Mail：info@fruitbaset.co.jｐ
TEL：055-974-2236

食料自給率１％の東京で、幻の食材を集めました。市場ではなかな

東京フード

金の生姜胡椒、銀の柚子胡椒

横浜シフォン

シフォンケーキ

か手に入らない八丈生姜をはじめ、東京産の素材にこだわりまし

http://www.tokyo-food.co.jp/index.html

た。一つ一つ丁寧に作り上げた究極の逸品を是非ご賞味ください。
神奈川県産の平飼い有精卵や国産コムギ、厳選したオーガニック素
材を作った手作りシフォンケーキ。

http://yokohamachiffon.com/

当農園の農薬不使用で作ったアイコ(ミニトマト)を厳選したお塩の

なかいや農園

ドライトマト

ぶどう房さとう

ドライぶどう

みで、仕上げました。塩のみとは思えないあとひく甘さで、大人気
の商品！
山梨県甲州市勝沼で栽培した当農園のぶどうで作ったドライぶどう

http://www.facebook.com/budobo.sato

日本では「からすみ」、イタリアでは「ボッタルガ」として知られ
るボラの卵。スペインでも良質な「からすみ」が作られています。

MARCOMAR JAPON

切ってそのままビール、ワインのおつまみに。アーモンドなどナッ

ボラのからすみ

ツと一緒に食べるのがスペイン流。もちろんカナッペにしたり、す

http://www.marcomarjapon.com/index.html

りおろしてオリーブオイルとニンニクのスパゲティにあえても美味
しいです。
“Dressing-sisters”誕生のきっかけとなった伝統フレーバー。生

DressingSisters

デイリーゼスト(レモン＆ハーブドレッシング)

レモン果汁をベースに、香り豊かなスパイスとフランス産ハーブを
ふんだんに使用。シンプルでありながらもクセになる、フレッシュ

http://www.dressing-sisters.com/

感たっぷりｄａｉｌｙユースの生ドレッシング。
モロッコ南西部特産のオーガニックアルガンオイル。E-

エコテカ

食用アルガンオイル

森藤農園

福島県須賀川産のお米(Mリン栽培)

COCERT、USDAの有機認証です。
和の鉄人が愛用のするお米。

http://www.ecoteca.jp/

http://nouenmoritou.blog.fc2.com/

ロンドン・パリ・ニューヨークなどでいろいろなスイーツショップ

Canvas gallery&cookies

をめぐり、かわいくて、おいしくて、しかも安心して食べられる焼

オーダーアイシングクッキー

き菓子のお店をつくりたいという思いから始めたアイシングクッキ

http://www.facebook.com/CanvasGalleryCookiesJiyugaoka

ー。

Porto do Porto LLC,

EXバージンオリーブオイル
プライベートコレクション

ソクチクオリテ

甘夏

カーサプランタ

ピロール農法の野菜果物

ノンシュガードライフルーツ
（バイオシード）

カーザアナディア

ポルトガル産オリーブオイル。リンゴやバナナの皮のような香りが
特徴の上品な味。

http://portodoporto.com/

鹿児島県出水産、海の見える丘で減農薬・草生栽培で育てた味の濃
い甘夏。
体内環境をより良くする善玉土壌（ピロール農法）で育てた高ミネ
ラル食材

http://www.casa-planta.info/

干し柿に似た強い甘味が特徴です。ミネラルや食物繊維、ポリフェ
デーツ（なつめやしの実）

ノールが豊富で、免疫力を強化する働きがあります。特にカリウ
ムはほうれん草を上回り、牛乳の約５倍、ピーマンの約4倍、亜鉛

www.bioseed21.com

は、ほうれん草に匹敵します。鉄分はプル－ンの約２倍です。
パンは全て天然酵母、お菓子にも可能な限りオーガニックな安心安

L’atelier COCCO

天然酵母パン

全のこだわり素材をふんだんに使用しています。体に優しいこと
はもちろん、心にも優しく、日常を少し豊かにできる、そんなお菓

http://cocco2011.com/

子・パンのご提案を。

国立フォルテ

熟成ドライフルーツケーキ

添加物不使用の熟成ドライフルーツケーキ

http://forzart.shop-pro.jp/

※都合により、出店者情報に変更が出る場合がございます。

Premium Market
5月3日
（日）
出店名
フォレスト

おすすめ商品
「蒲田切子

東京ウォ―ターグラス

商品特徴
水鏡」

東京の伝統工芸・江戸切子（東亜硝子工芸：鍋谷聰製作）のグラス
です。
関東近県の農家さんにお願いして、国内産ザーサイを栽培していた

遠忠商店

本店

だきました。収穫した生ザーサイを塩漬し、発酵させてから合成添

国産味付ザーサイ

加物・化学調味料、不使用の調味料で味付けしております。食感・
歯応えが良く安心して、お召し上がれる一品に仕上がりました。

問い合わせ先
Facebook 蒲田切子

https://www.facebook.com/kamatakiriko

https://www.facebook.com/pages/遠忠商店-本店/217414938327017?fref=ts
http://enchu-food.com/

季節の野菜をセットでお届けする「大地宅配の野菜セット・ベジ

大地宅配

タ」。めずらしい野菜や出始めの野菜などが入ることもある楽しい

新玉ねぎ

セットです。本日、宅配のお申込みいただくと「ベジタM」8品目

http://www.daichi.or.jp/

程度をプレゼント！

前橋市
（長谷川農園・良農園・近藤すわいんポーク）

前橋市推奨品「恵城の恵」認証品の、ニンジンジュース、ジャム。
前橋市推奨「恵城の恵」認証品

無添加のハム・ソーセージをご紹介したいと思います。また旬の前
橋市のお野菜もお持ちいたします。

http://www.city.maebashi.gunma.jp/jigyousya/331/347/349/
p011401.html

揚げたての美味しさを知る職人たちの「お客様にも作りたての味
を」という思いからこの商品が生まれました。ちょっと甘めの醤油

富士見堂

白ほおばり

味は、そのまま食べても、別添えの山椒塩をかけても美味しくお召
し上がりいただけます。油をしっかり振り切ることで、揚げたての

http://www.fujimidou.com
E-mail senbei@fujimidou.com

カラリとした食感を再現しました。
「足までうまか！」がキーワードの椎茸です。軸も傘も肉厚な椎茸

平戸市（Confarm)

で、焼くだけでも絶品。お客様からは「もう他の椎茸が食べられな

平戸ロマン（椎茸）

い！」と大人気。食卓の主役になり得る一品だと思います。肉厚プ

http://confarm.amebaownd.com

リプリ、当店リピート率NO,1です。
原木しいたけは昔ながらの手法で手間ひまはかかりますが、ゆっく
りと時間をかけて木の栄養をたっぷりと吸収するため、本物の木の

里山再生と森のめぐみ

原木しいたけ

子といえます。香りと歯ごたえの良さに自信があります。しかも低

info@satoyama-saisei.or.jp

カロリー。便秘・動脈硬化の予防によいと言われる成分を含んでい
ます。
食料自給率１％の東京で、幻の食材を集めました。市場ではなかな

東京フード

金の生姜胡椒、銀の柚子胡椒

蓼科マリーローズ

アロマローズシリーズ

か手に入らない八丈生姜をはじめ、東京産の素材にこだわりまし

http://www.tokyo-food.co.jp/index.html

た。一つ一つ丁寧に作り上げた究極の逸品を是非ご賞味ください。
長野県蓼科高原産の農薬を使わず栽培したバラで作ったダマスクロ
ーズウォーターを原料に作った化粧品

http://www.maryrose.co.jp/

農家と養蜂家が真面目につくった美味しいまじめな蜂蜜。専門機関

まじめな蜂蜜

まじめな蜂蜜アカシア

での検査実施、契約農家とのつながりなど、安心して召し上がって

http://www.majimena-hachimitsu.com/

いただける蜂蜜作りを徹底しています。
当農園の農薬不使用で作ったアイコ(ミニトマト)を厳選したお塩の

なかいや農園

ドライトマト

グランマンマ

絶品バジルペースト

みで、仕上げました。塩のみとは思えないあとひく甘さで、大人気
の商品！
農薬不使用栽培の茨城県産(又は京都産)バジル、及び有機栽培のオ
リーブオイルで作った食品添加物不使用のバジルペースト！

http://www.grandmamma.jp/

日本では「からすみ」、イタリアでは「ボッタルガ」として知られ
るボラの卵。スペインでも良質な「からすみ」が作られています。

MARCOMAR JAPON

切ってそのままビール、ワインのおつまみに。アーモンドなどナッ

ボラのからすみ

ツと一緒に食べるのがスペイン流。もちろんカナッペにしたり、す

http://www.marcomarjapon.com/index.html

りおろしてオリーブオイルとニンニクのスパゲティにあえても美味
しいです。
季節のくだものの美味しさをギュッと凝縮した、今までにない食感

Sonomama FRUIT

ドライフルーツミックス

森藤農園

福島県須賀川産のお米(Mリン栽培)

の軽やかなドライフルーツ。
和の鉄人が愛用のするお米。

http://www.food-insight.com/

http://nouenmoritou.blog.fc2.com/

国産材料で作ったイギリス伝統のお菓子。にんじん、小麦粉、バタ

Swan&Lion

キャロットケーキ

すだちクリームトッピング

ー、マーガリン、卵、スパイス、クリームチーズ、砂糖、すだち、
オレンジ／四国産のすだちを使用したさわやかなクリームが癖に成

http://www.facebook.com/SwanLionTokyo

るベストセラー商品。すだちクリームはこの店のオリジナル。

Porto do Porto LLC,

EXバージンオリーブオイル
プライベートコレクション

マザー・アースクラブ

甘夏みかん

国立フォルテ

熟成ドライフルーツケーキ

ノンシュガードライフルーツ
（バイオシード）

カーザアナディア

ポルトガル産オリーブオイル。リンゴやバナナの皮のような香りが
特徴の上品な味。
静岡県伊豆産の化学肥料は皮をマーマレードや入浴剤に使用しても
安心。
添加物不使用の熟成ドライフルーツケーキ

http://portodoporto.com/

http://www.motherearthclub.com/

http://forzart.shop-pro.jp/

干し柿に似た強い甘味が特徴です。ミネラルや食物繊維、ポリフェ
デーツ（なつめやしの実）

ノールが豊富で、免疫力を強化する働きがあります。特にカリウ
ムはほうれん草を上回り、牛乳の約５倍、ピーマンの約4倍、亜鉛

www.bioseed21.com

は、ほうれん草に匹敵します。鉄分はプル－ンの約２倍です。
パンは全て天然酵母、お菓子にも可能な限りオーガニックな安心安

L’atelier COCCO

天然酵母パン

全のこだわり素材をふんだんに使用しています。体に優しいこと
はもちろん、心にも優しく、日常を少し豊かにできる、そんなお菓

http://cocco2011.com/

子・パンのご提案を。

カリソン・デクスとプロヴァンス特産品の店

南仏プロヴァンスの伝統銘菓カリソン・デクス

カリソン・デクスは、南仏プロヴァンスに中世から伝わる伝統アー
モンド伝統菓子。

http://www.calissonstokyo.jp/

※都合により、出店者情報に変更が出る場合がございます。

Premium Market
5月4日
（月・祝）
出店名
フォレスト

おすすめ商品
「蒲田切子

東京ウォ―ターグラス

商品特徴
水鏡」

東京の伝統工芸・江戸切子（東亜硝子工芸：鍋谷聰製作）のグラス
です。

問い合わせ先
Facebook 蒲田切子

https://www.facebook.com/kamatakiriko

季節の野菜をセットでお届けする「大地宅配の野菜セット・ベジ

大地宅配

タ」。めずらしい野菜や出始めの野菜などが入ることもある楽しい

新玉ねぎ

セットです。本日、宅配のお申込みいただくと「ベジタM」8品目

http://www.daichi.or.jp/

程度をプレゼント！
食品やオーガニック原料をふんだんに使った、こだわりのスキンケ

太陽油脂

パックスナチュロン素肌レシピ

ア。お肌にやさしいだけでなく、悩めるお肌がうるおいと透明感を

ホワイスチャーエッセンス

実感できる美容液。天然精油のやさしい香りで使っていて楽しく気

太陽油脂株式会社のＨＰ

http://www.taiyo-yushi.co.jp/

持ち良い美容液です。
「足までうまか！」がキーワードの椎茸です。軸も傘も肉厚な椎茸

平戸市（Confarm)

で、焼くだけでも絶品。お客様からは「もう他の椎茸が食べられな

平戸ロマン（椎茸）

い！」と大人気。食卓の主役になり得る一品だと思います。肉厚プ

http://confarm.amebaownd.com

リプリ、当店リピート率NO,1です。

蓼科マリーローズ

長野県蓼科高原産の農薬を使わず栽培したバラで作ったダマスクロ

アロマローズシリーズ

ーズウォーターを原料に作った化粧品

http://www.maryrose.co.jp/

当農園の農薬不使用で作ったアイコ(ミニトマト)を厳選したお塩の

なかいや農園

ドライトマト

ぶどう房さとう

ドライぶどう

みで、仕上げました。塩のみとは思えないあとひく甘さで、大人気
の商品！
山梨県甲州市勝沼で栽培した当農園のぶどうで作ったドライぶどう

http://www.facebook.com/budobo.sato

オリーブオイルソムリエがセレクトする、スペイン産の添加物や香

ゴープレミア

フレーバーオイル

料を一切使わずに天然素材のみで香りづけしたオリーブオイルで

http://www.go-premiere.co.jp/

す。
日本では「からすみ」、イタリアでは「ボッタルガ」として知られ
るボラの卵。スペインでも良質な「からすみ」が作られています。

MARCOMAR JAPON

切ってそのままビール、ワインのおつまみに。アーモンドなどナッ

ボラのからすみ

ツと一緒に食べるのがスペイン流。もちろんカナッペにしたり、す

http://www.marcomarjapon.com/index.html

りおろしてオリーブオイルとニンニクのスパゲティにあえても美味
しいです。
“Dressing-sisters”誕生のきっかけとなった伝統フレーバー。生

DressingSisters

デイリーゼスト(レモン＆ハーブドレッシング)

レモン果汁をベースに、香り豊かなスパイスとフランス産ハーブを
ふんだんに使用。シンプルでありながらもクセになる、フレッシュ

http://www.dressing-sisters.com/

感たっぷりｄａｉｌｙユースの生ドレッシング。
お花茶お勧めの少し大人な味わいのお茶４種セット。和と洋の代表

お花茶

アソートセット宝

エコテカ

食用アルガンオイル

紀州福の梅本舗みやぶん

味梅300gパック

森藤農園

福島県須賀川産のお米(Mリン栽培)

有機ハーブティー マリー・ドゥ・マゼ
(プレザンス)
Porto do Porto LLC,

ハーブをブレンドした、とても飲みやすいお茶に仕上がっていま

http://ohanacha.jp/

す。
モロッコ南西部特産のオーガニックアルガンオイル。ECOCERT、USDAの有機認証です。
はちみつ入りの甘酸っぱい梅干しです。塩分８％。大粒とされる
３L以上が９〜１３粒（ひと粒のグラム差有り）が入っています。

手積み～自然乾燥～包装の全工程を、現地フランスの農園にて丁寧

フランス産有機ハーブティー

EXバージンオリーブオイル

和の鉄人が愛用のするお米。

に仕上げている有機ハーブティー。
カーザアナディア

プライベートコレクション

マザー・アースクラブ

甘夏みかん

ソクチクオリテ

甘夏

カッフェ製作委員会

海外直接買付こだわりのコーヒー豆

国立フォルテ

熟成ドライフルーツケーキ

カリソン・デクスとプロヴァンス特産品の店

南仏プロヴァンスの伝統銘菓カリソン・デクス

ポルトガル産オリーブオイル。リンゴやバナナの皮のような香りが
特徴の上品な味。
静岡県伊豆産の化学肥料は皮をマーマレードや入浴剤に使用しても
安心。

http://www.ecoteca.jp/

http://www.facebook.com/miyabun.ume

http://nouenmoritou.blog.fc2.com/

http://www.facebook.com/presencebiz?ref=hl

http://portodoporto.com/

http://www.motherearthclub.com/

鹿児島県出水産、海の見える丘で減農薬・草生栽培で育てた味の濃
い甘夏。
http://kgcaffe.jimdo.com/

添加物不使用の熟成ドライフルーツケーキ
カリソン・デクスは、南仏プロヴァンスに中世から伝わる伝統アー
モンド伝統菓子。

http://forzart.shop-pro.jp/

http://www.calissonstokyo.jp/

※都合により、出店者情報に変更が出る場合がございます。

Premium Market
5月5日
（火・祝）
出店名
フォレスト

おすすめ商品
「蒲田切子

東京ウォ―ターグラス

商品特徴
水鏡」

東京の伝統工芸・江戸切子（東亜硝子工芸：鍋谷聰製作）のグラス
です。

問い合わせ先
Facebook 蒲田切子

https://www.facebook.com/kamatakiriko

季節の野菜をセットでお届けする「大地宅配の野菜セット・ベジ

大地宅配

タ」。めずらしい野菜や出始めの野菜などが入ることもある楽しい

新玉ねぎ

セットです。本日、宅配のお申込みいただくと「ベジタM」8品目

http://www.daichi.or.jp/

程度をプレゼント！

前橋市
（長谷川農園・良農園・近藤すわいんポーク）

前橋市推奨品「恵城の恵」認証品の、ニンジンジュース、ジャム。
前橋市推奨「恵城の恵」認証品

無添加のハム・ソーセージをご紹介したいと思います。また旬の前
橋市のお野菜もお持ちいたします。

http://www.city.maebashi.gunma.jp/jigyousya/331/347/349/
p011401.html

食品やオーガニック原料をふんだんに使った、こだわりのスキンケ

太陽油脂

パックスナチュロン素肌レシピ

ア。お肌にやさしいだけでなく、悩めるお肌がうるおいと透明感を

ホワイスチャーエッセンス

実感できる美容液。天然精油のやさしい香りで使っていて楽しく気

太陽油脂株式会社のＨＰ

http://www.taiyo-yushi.co.jp/

持ち良い美容液です。
「足までうまか！」がキーワードの椎茸です。軸も傘も肉厚な椎茸

平戸市（Confarm)

で、焼くだけでも絶品。お客様からは「もう他の椎茸が食べられな

平戸ロマン（椎茸）

い！」と大人気。食卓の主役になり得る一品だと思います。肉厚プ

http://confarm.amebaownd.com

リプリ、当店リピート率NO,1です。

横浜シフォン

神奈川県産の平飼い有精卵や国産コムギ、厳選したオーガニック素

シフォンケーキ

材を作った手作りシフォンケーキ。

http://yokohamachiffon.com/

当農園の農薬不使用で作ったアイコ(ミニトマト)を厳選したお塩の

なかいや農園

ドライトマト

みで、仕上げました。塩のみとは思えないあとひく甘さで、大人気
の商品！
オリーブオイルソムリエがセレクトする、スペイン産の添加物や香

ゴープレミア

フレーバーオイル

料を一切使わずに天然素材のみで香りづけしたオリーブオイルで

http://www.go-premiere.co.jp/

す。
日本では「からすみ」、イタリアでは「ボッタルガ」として知られ
るボラの卵。スペインでも良質な「からすみ」が作られています。

MARCOMAR JAPON

切ってそのままビール、ワインのおつまみに。アーモンドなどナッ

ボラのからすみ

ツと一緒に食べるのがスペイン流。もちろんカナッペにしたり、す

http://www.marcomarjapon.com/index.html

りおろしてオリーブオイルとニンニクのスパゲティにあえても美味
しいです。

光珈琲

コーヒー発祥の地と言われ、いまだ自然の森林地帯にアラビカ種原

エチオピア産コーヒー豆

種の野生のエチオピアコーヒー豆。

http://www.hikaricoffee.com/

“Dressing-sisters”誕生のきっかけとなった伝統フレーバー。生

DressingSisters

デイリーゼスト(レモン＆ハーブドレッシング)

レモン果汁をベースに、香り豊かなスパイスとフランス産ハーブを
ふんだんに使用。シンプルでありながらもクセになる、フレッシュ

http://www.dressing-sisters.com/

感たっぷりｄａｉｌｙユースの生ドレッシング。
モロッコ南西部特産のオーガニックアルガンオイル。E-

エコテカ

食用アルガンオイル

Sonomama FRUIT

ドライフルーツミックス

紀州福の梅本舗みやぶん

味梅300gパック

森藤農園

福島県須賀川産のお米(Mリン栽培)

有機ハーブティー マリー・ドゥ・マゼ
(プレザンス)
Porto do Porto LLC,

COCERT、USDAの有機認証です。
季節のくだものの美味しさをギュッと凝縮した、今までにない食感
の軽やかなドライフルーツ。
はちみつ入りの甘酸っぱい梅干しです。塩分８％。大粒とされる
３L以上が９〜１３粒（ひと粒のグラム差有り）が入っています。

手積み～自然乾燥～包装の全工程を、現地フランスの農園にて丁寧

フランス産有機ハーブティー

EXバージンオリーブオイル

和の鉄人が愛用のするお米。

に仕上げている有機ハーブティー。
カーザアナディア

プライベートコレクション

片野煎餅店

鬼やきせんべい

ソクチクオリテ

甘夏

MARINOË

フランス産海藻ペースト

グリーンフラッシュ

桐植林地の沢水で栽培された玄米

国立フォルテ

熟成ドライフルーツケーキ

ポルトガル産オリーブオイル。リンゴやバナナの皮のような香りが
特徴の上品な味。

http://www.ecoteca.jp/

http://www.food-insight.com/

http://www.facebook.com/miyabun.ume

http://nouenmoritou.blog.fc2.com/

http://www.facebook.com/presencebiz?ref=hl

http://portodoporto.com/

当店一番人気！お米とお醤油を厳選し、丹精こめて焼き上げたお煎
餅です。
鹿児島県出水産、海の見える丘で減農薬・草生栽培で育てた味の濃
い甘夏。
フランス産の海藻で作ったオリジナルペースト。

http://www.marinoe.fr/marinoe.html

http://www.green-flash.jp/

添加物不使用の熟成ドライフルーツケーキ

http://forzart.shop-pro.jp/

パンは全て天然酵母、お菓子にも可能な限りオーガニックな安心安

L’atelier COCCO

天然酵母パン

全のこだわり素材をふんだんに使用しています。体に優しいこと
はもちろん、心にも優しく、日常を少し豊かにできる、そんなお菓

http://cocco2011.com/

子・パンのご提案を。

カリソン・デクスとプロヴァンス特産品の店

南仏プロヴァンスの伝統銘菓カリソン・デクス

カリソン・デクスは、南仏プロヴァンスに中世から伝わる伝統アー
モンド伝統菓子。

http://www.calissonstokyo.jp/

※都合により、出店者情報に変更が出る場合がございます。

Premium Market
5月6日
（水・祝）
出店名
フォレスト

おすすめ商品
「蒲田切子

東京ウォ―ターグラス

商品特徴
水鏡」

東京の伝統工芸・江戸切子（東亜硝子工芸：鍋谷聰製作）のグラス
です。

問い合わせ先
Facebook 蒲田切子

https://www.facebook.com/kamatakiriko

季節の野菜をセットでお届けする「大地宅配の野菜セット・ベジ

大地宅配

タ」。めずらしい野菜や出始めの野菜などが入ることもある楽しい

新玉ねぎ

セットです。本日、宅配のお申込みいただくと「ベジタM」8品目

http://www.daichi.or.jp/

程度をプレゼント！

前橋市
（長谷川農園・良農園・近藤すわいんポーク）

前橋市推奨品「恵城の恵」認証品の、ニンジンジュース、ジャム。
前橋市推奨「恵城の恵」認証品

無添加のハム・ソーセージをご紹介したいと思います。また旬の前
橋市のお野菜もお持ちいたします。

http://www.city.maebashi.gunma.jp/jigyousya/331/347/349/
p011401.html

食品やオーガニック原料をふんだんに使った、こだわりのスキンケ

太陽油脂

パックスナチュロン素肌レシピ

ア。お肌にやさしいだけでなく、悩めるお肌がうるおいと透明感を

ホワイスチャーエッセンス

実感できる美容液。天然精油のやさしい香りで使っていて楽しく気

太陽油脂株式会社のＨＰ

http://www.taiyo-yushi.co.jp/

持ち良い美容液です。
「足までうまか！」がキーワードの椎茸です。軸も傘も肉厚な椎茸

平戸市（Confarm)

で、焼くだけでも絶品。お客様からは「もう他の椎茸が食べられな

平戸ロマン（椎茸）

い！」と大人気。食卓の主役になり得る一品だと思います。肉厚プ

http://confarm.amebaownd.com

リプリ、当店リピート率NO,1です。
当農園の農薬不使用で作ったアイコ(ミニトマト)を厳選したお塩の

なかいや農園

ドライトマト

みで、仕上げました。塩のみとは思えないあとひく甘さで、大人気
の商品！
日本では「からすみ」、イタリアでは「ボッタルガ」として知られ
るボラの卵。スペインでも良質な「からすみ」が作られています。

MARCOMAR JAPON

切ってそのままビール、ワインのおつまみに。アーモンドなどナッ

ボラのからすみ

ツと一緒に食べるのがスペイン流。もちろんカナッペにしたり、す

http://www.marcomarjapon.com/index.html

りおろしてオリーブオイルとニンニクのスパゲティにあえても美味
しいです。

光珈琲

コーヒー発祥の地と言われ、いまだ自然の森林地帯にアラビカ種原

エチオピア産コーヒー豆

種の野生のエチオピアコーヒー豆。

http://www.hikaricoffee.com/

“Dressing-sisters”誕生のきっかけとなった伝統フレーバー。生

DressingSisters

デイリーゼスト(レモン＆ハーブドレッシング)

レモン果汁をベースに、香り豊かなスパイスとフランス産ハーブを
ふんだんに使用。シンプルでありながらもクセになる、フレッシュ

http://www.dressing-sisters.com/

感たっぷりｄａｉｌｙユースの生ドレッシング。
はちみつ入りの甘酸っぱい梅干しです。塩分８％。大粒とされる

紀州福の梅本舗みやぶん

味梅300gパック

森藤農園

福島県須賀川産のお米(Mリン栽培)

和の鉄人が愛用のするお米。

EXバージンオリーブオイル

ポルトガル産オリーブオイル。リンゴやバナナの皮のような香りが

Porto do Porto LLC,

３L以上が９〜１３粒（ひと粒のグラム差有り）が入っています。

カーザアナディア

プライベートコレクション

特徴の上品な味。

http://www.facebook.com/miyabun.ume

http://nouenmoritou.blog.fc2.com/

http://portodoporto.com/

グリーンフラッシュ

桐植林地の沢水で栽培された玄米

http://www.green-flash.jp/

岡本養鶏場

千葉県君津市産の卵

http://tamagonet.com/

カッフェ製作委員会

海外直接買付こだわりのコーヒー豆

http://kgcaffe.jimdo.com/

パンは全て天然酵母、お菓子にも可能な限りオーガニックな安心安

L’atelier COCCO

天然酵母パン

全のこだわり素材をふんだんに使用しています。体に優しいこと
はもちろん、心にも優しく、日常を少し豊かにできる、そんなお菓

http://cocco2011.com/

子・パンのご提案を。

国立フォルテ

熟成ドライフルーツケーキ

添加物不使用の熟成ドライフルーツケーキ

http://forzart.shop-pro.jp/

※都合により、出店者情報に変更が出る場合がございます。

