
イベントジーン
ナチュラルAンビーマーケット ロ日日
冬の野棄六静拾 いダイコン/ニンジン/ブロツコリー

ナチュラルAッピーマーケット ロ日口
カリフラワーホウレンソウなど

野菜ソムリエのお店      口 日日
お正月ベジスイーツ/サラダセット/とくしまドレッシング

県農桑青年クラブ趣籠協醸会 日日口
もちつき/自もち/たまこ/なると金時疫 物野菜

醸井食品          コ
年越しそば/堂うど

エコ隷 とくしま        □ 田臣
マイパッグお買い物隊員暮彩 マイツじグフレゼント

生鮮ゾーン

阿波尾鶏フライけ 一ヽフチキン

Bと くしまパーガー樋陶組合
とくしまブ←ガー

0 デ ィズキッチン
徳島弁当/お総棄

10日 瀬

地酒/リキュール

14ウ インナークラブ
無添ル インナー)との競帳続

15酪 中帥

復島卵麺

■肉・フードゾーン
6 マ ルシェ・カフェ

約子珈排/すrt●ビ_ル他

フ マ ,レシェ・カフェ

ゾー】

小松島和国島の鮮魚/足赤海彰 漁飾汁

2実 用商店

津日潟魯の獲れたてた南,誤 /海老シュウマイ

0 フジヤ農品
さぱ棒零司受 りさぼ揺毒司他

魚ゾーン
1 日 栄丸

２

　

３

　

４
田

ステージ
ユ…ストリーム10,30～11:20

「お届けマリサシェJ情報/新規的甚者インタビューなど

4月 歯
ブリの解体ショー/蒸し千物 魚介の珍味他

5四 難 店       囲
癖製品各種/おでん/うゎ勺こ/無添加紅白根付

ゾーン

キッ

ゾーン

力E工品ゾ

スイーツゾーン
′じスオブシェイリー

シュークリーム/他

ピーテガーデン
手作ジヤ灯 ジェラート他

お英子研究所

和のお東子/ジャボン/ブリンの□―リレ

49輝 臨m7E気 慮獲研究会

豊しヽも/カブラン大限

48上 麟町有糧慮崇研究会

無震案無化学B□噺弾うゆこう/ゆす

3フ キレイのさと発想

カレーベリーカ8工最/キウイフルーツ

o● キレイのまと案郷

梅酒鏑 柄た4年 帥 臼お福梅

osキ レイのさと装郷

福千ツ梅ジヤム′梅加工品

04策 島者検"― Aさ くらフアーム

ほうれん草/チンアンサイ/レタス他

0● じいじいのきのこ

菌床しいたけ

32カ 院宮苑

ちいたナ

31覇 野本材

しいたけざもらい

oo翻 買ベジタ功 レSコ ルツファーム

穀 リーヨンタスSマツシヨレーム

20長 倒 ti農ロ

れ 勺こん

2B豪 邸人

脇町唐生トマト

2フ アンフアン

マルシェサンV<ゆ な霞ロキイウサン｀

2● 体自所

|力E工品プーン
A Vi‖こges are AL舟 10HT

ポン菓子/いうこ醸家の食材

0ア グリスト神山

神山すだちサイブー/神山ドし7すだち

23自然食アトリエミレット ロ電車
そば米そうすしヽ/雑穀おにぎリコロッケ

22つ よし流自黙虚

自然農玄ヤ 黒W赤 米わ職ル玄米もち

2Cと くしまSOYく ふう

箱とうふナ伸山鶏つくね鍋セットン'切とま

19葉 郷韓の藁索生産組含

勲の覇 ′野ブ膨 茶/シツ策

フヽ 畑名昧嗜格店

味増/味唱加工品棚 骸親鶏塩麹

10 ′ヽ甜
半国手延べ麺他

14お いしIFd円 生デコポンロ
すだち類閣味料&デコポン

13柚 うつ子

柏味増/柚果オ和 子シロッフ他

10原 日トマト

ルナロッサトマト/加工品

0 マ ルチほ
いち孤 いち[ジャ的か|)ゆ一ス

1 コ ヤギ杜

行雑資本エ

, フ ォーユーショッチ ヴェルデ
八ンドメイドアクセサリー

5 ビ スケット
八ンドメイド服/小物

0 フ ォーユーショッ労前b底

竹細エ

0 い うせ承
ミユトマト/こども月R/雑資他

10こ コニコヤ

こB3月財おもちゃ

キッズゾーン

4フ 滅弾

醤油

40た むらのタマゴ

タマJ3種 /だしをき/母油/鶏そぼろ

45凛 山ほ日

トマト/米他

44磁 澪凛日

米/もち米/レタス/トマト/ナス他

40み その自田

自然栽培野菜/有梅卵″ リン

42旺 日      田
無農業載培の小安/太フ着花生他

41フ アームユ…

焼き菓子/旬果物/新鮮野菜

40全 農とくしま

シンビジューム

o9有 機虫日Jt郎

約驚花生/おもち

●0何 輯脚析

６

　

　

５

25"l添果霞日
梨/フルーツ_jEッブ

250フ ルーツガーデン由形 日 霞ヨ
い文  (l疎‐ )

ヤ出店場所は一部変更になる場合がありま曳



M群ド世h言

無晨葉載埼の生でもおいしい霧花生 ほ つべが落ちる紅ほつベ

12月 30日 [日l

もうお正月フェア!!
開催日時:毎月最終日曜日9,00～ 15:00

場所:しんまちポードウォーク′ヽラツルショップ(徳島市束船場町1丁目)

力がわせ出る技政おにきり

もう汁正 月 ワェア !! ホニ月|=由けての若億は禁しく彩 巧任 て
Ⅲ
t tの,1ます。

泉源

ブリ解体シヨー野齢
ナチュラルハッピーマーケット

冬の野菜大張台H
野棄ソムリエのお店

お正月ベジスイーツ

県晨業十年クラブ

もちつき

四目痛鎌店

無お加紙白板付

安い 1合邑も督リモくさん…・

夫人気!『お属けマルシェ」
開催当日にマ'レシェから句の野索 フタ1-ツ tEtt OK.

お特な 「お層けマルシェBめ合わせセツト」(印X拘円濫科込+

ク…Jul逮 )の口定ほおもあけ。ネットからも=注文できまこ

とくしまマルシェサイト
とくし,マルシiCatの 軒鮮な野棄や

t●I最瓶 a甑 砂 第 頬 せたり
いろんな求桐冴少しずつ時入マgるおすすめ
tレクトウイト●[車くださしヽ

ユ ー
ス ト リ

ー
ム 中 縄

マルシェの中口Rや出唐者の商品宙督 イ

ンタと=―や兄所などをライブ中こ

とくし,マルシェの本―ムベ‐ジから

リンクしていま,

東京出張マルシェ
月1雷'3H日 瑠〔ヨ田協●のリキッ出‐ ム
/Wu4m代 々本どレッ玖高用む J亡舛の

象うひらス▼ などでとくしま0レシェ食村を

お■けしていまf.

ゆめ,ウン鶴島店
とくしまマルシェ出清中H
毎日マヽシェの食材汐凍しめこ との日だけの

お行な荷島もすらり。

やさい便クッタウ ド
クツクパットは日本田知 32万品を超える

レシビ由中できるウイトとくしまつ,シi

スタツフ官谷さんめtrJめ 野票″定畑便

としてlS対 円6目戦Dで 置3凛■

弾
恥1:i置=士

キッズファ中マー
子どもまによるマルシェ生産むのほ機にて
は 付けJ「観海Jは租 日肛鶴脚」
幅刺 までを一賃して行う
銅 カ ジェクト.●距 BBMや

――-3HH

とくしまマルシェはカーポン・

オフセット・イベントです。

twi、 ゃヽト

tて tヽヤ′,ウ■,!Dt… rd峰

的

とくしまマルウェ12只ふ寸すめ培集!!
自然食アトリエミレット

日とおとり姿■宮

需

′ヽレンタインフェア:!


