喫茶しふぉん 2 周年 感謝祭!

H28.5.5(木)

こだわりイベント
こだわりイベント!!
イベント!!
楽しい! 美味しい! が 集結♪

10 時〜16 時
（ 雨 天 決 ⾏ ）

第 1 回 『 こだわり市

in しふぉん

』

★ スペシャルプレゼント企画 ★

先着 100 名様に、こだわり商品 プレゼント!!
■出店者ご紹介

【詳しいご紹介は裏面】

●鮎の山崎水産 【豊橋市野依町】 石焼アユ (干物・塩焼きなど)
干物・塩焼きなど)
●Natural country cake chacha
chacha 【新城市細川】 オーガニックのマフィン・ビスコッティなど
オーガニックのマフィン・ビスコッティなど
●米 のだや 【豊川市伊奈町本店、千歳通店、八幡店
【豊川市伊奈町本店、千歳通店、八幡店】
伊奈町本店、千歳通店、八幡店】
超お得な お米の詰め放題
お米の詰め放題、
玄米団子 (石焼玄米団子の試食)
石焼玄米団子の試食)
詰め放題、 玄米団子
●農業生産スフィーダ
農業生産スフィーダ 【新城市杉山】 無農薬野菜の販売
無農薬野菜の販売 (石焼野菜の試食)
石焼野菜の試食)
●㈱ イトコー 【豊川市諏訪西】 木工体験
木工体験
●シュエットとハンドメイドな
シュエットとハンドメイドな仲間
ハンドメイドな仲間達
仲間達

手作りワークショップ・小物・アクセサリー等
手作りワークショップ・小物・アクセサリー等

【シュエット・しずく屋・心愛(
【シュエット・しずく屋・心愛(はあぶ)
はあぶ)・どりーむぽけっと・くらげ屋・ムーンラビット
・どりーむぽけっと・くらげ屋・ムーンラビット】
・ムーンラビット】 裏面参照
●㈱環健スーパーテクノ 【新城市杉山】
天然鉱石加工品
天然鉱石加工品販売
加工品販売(
販売(土鍋・マグカップ・水用
土鍋・マグカップ・水用&料理用鉱石・
料理用鉱石・ミネラル
鉱石・ミネラル還元塩
ミネラル還元塩 等)、温石足浴体験
●STRIX COFFEE (移動販売)
移動販売) 【浜松市引佐町】 珈琲・その他飲料
●喫茶しふぉん
●喫茶しふぉん

超遠赤土鍋で炊き上げた 玄米おにぎり

■場所 : 豊橋市三ツ相町 106

*出店者&
出店者&内容変更の場合あり
内容変更の場合あり

〔裏⾯ 地図をご覧下さい。〕

〔豊川⽅⾯から⻄松屋交差点(三ツ相町交差点)を左折→2 個目の⼗字路を左折して約 200ｍ〕
■駐⾞場 : 約 30 台 〔裏⾯.地図をご覧下さい。〕
■主催 喫茶しふぉん ■共催・企画 ㈱環健スーパーテクノ & シュエット

◇ 出 店 者 ご 紹 介
●鮎の山崎水産 豊橋市野依町字光明 38 TEL0532-25-1801 担当:坂柳淳之
豊橋で 40 年以上前から、鮎の養殖をしています。こだわりの生鮎・冷凍鮎、完全無添加の鮎の開きの天日干し、頭から骨までまるごと食べられる”鮎の
極み”も是非ご賞味下さい。〔直売もしています!〕 当日は、天然鉱石を使用したアユの塩焼きをします。(石焼鮎)
●Natural
Natural country cake chacha 新城市細川字竹ノ平 5
TEL090-8135-5426 代表:所 香汐
動物性食品をできるだけ控え、精製されていないお砂糖を使用したマフィン、クッキーなどの焼き菓子店です。
当日は 10 種ほどの焼き菓子を用意してお待ちしております♪
●米
米 のだや 《千歳通店：豊川市千歳通り 2 丁目 20-1、八幡店：豊川市八幡町西赤土 61-10》
【年中無休、10:00～19:00】
全国から安心安全なとびっきり美味しいお米.珍しいお米を 30 種類以上とり揃えた"こだわりの玄米専門店"! お好みの玄米をその場で精米
(白米&3～9 分づき&粗挽き)も出来ます。自慢の「玄米だんご」も是非ご賞味下さい!^^〔本店：豊川市伊奈町前山 1-15､代表 野田博司〕
●農業生産スフィーダ
農業生産スフィーダ 新城市杉山字前野 16-2 TEL090-6988-5196 FAX 0536-23-5830 代表 白井陽
新城市で”体に優しい”をテーマに年間１００品種以上のこだわり無農薬野菜を作っています。四季折々の美味しい旬の野菜を皆さんにお届け致します。
●㈱ イトコー 豊川市諏訪西町 2 丁目 248 TEL0533-86-8887 担当:田中康夫
㈱ｲﾄｺｰは､豊川･豊橋地区を中心に注文住宅の設計・施工・メンテナンスを行う地域密着型の工務店です。地域のヒト・コト・モノを繋げる積極的な活
動を中心に、その交流の場として設けた’エコショップ’では、健康や暮らしに関する様々な情報を発信しています♪
●シュエットとハンドメイドな仲間達 〔 シュエット ・ しずく屋 ・ 心愛 ・ どりーむぽけっと ・ くらげ屋 ・ ムーンラビット 〕
・シュエット:新城市の手作り大好きな
4 名の仲間｡そしてハンドメイド好きな作家さんの作品も委託で預かって販売しま～す♪体験は､靴下
・シュエット
人形作り”テルテルさん”が石鹸のデコパージュもやってくれます!よろしくお願いします♪
・しずく屋:新城の消しゴムはんことハンドメイド雑貨の小さな小さなお店。[
ブログ ⇒ http://s.ameblo.jp/shinshiro-sizukuya ]
・しずく屋
・心愛(
それぞれに合った健康法をお伝えします。[ ご予約 → 090-6769-7883 谷明美 ]
心愛(はあぶ):足型から分かる､体の不調
はあぶ
・どりーむぽけっと:トールペイントとスイーツデコ体験｡色々な形にカットした木に色を塗り､様々な技法を取り入れて描く事をﾄｰﾙﾍﾟｲﾝﾄと
どりーむぽけっと
言います｡貴方の時間に合わせた体験が出来ます｡ソフトクリームのスイーツデコキーホルダー・メモスタンドなども出来ます。
・くらげ家:ハンドメイドのパイレックスガラスのアクセサリーや雑貨､シートが選べるオリジナルペイント収納つき缶チェアー。[インスタＩＤ⇒kurageya3939]
くらげ家
・ムーンラビット:
ムーンラビット 当日は 1000 円で.あなた好みのパワストーンを手作り体験出来ます♪ ［ 田原市汐見１５ TEL 0531-37-5518 ］
●㈱環健スーパーテクノ 新城市杉山字道目記 78-14 TEL0536-24-3330 担当: 星野直樹 090-1824-5699 【 こだわり市 in しふぉん 総合企画 】
特殊天然鉱石を活用した遠赤(機能性)商品を独自開発する石の専門会社です！石焼調理器や遠赤土鍋を使った石焼健康料理教室＆当社プロデュー
ス!究極の温石浴施設“くらがり遠赤館”も大好評! 是非､ご参加・ご体験下さいませ(^^)/
● STRIX COFFEE (移動販売)
移動販売) 浜松市北区引佐町 TEL090-6422-8647 代表:塩崎綾司
ハンドドリップコーヒーとリーフティーのお店。カフェオレやティーラテもお好みで♪
●喫茶しふぉん 豊橋市三ツ相町 106 TEL090-2137-7472 ｵｰﾅｰ 村田由美子 〔モーニング 8:00～11:00、ランチ 11:30～14:00〕
店内は木を基調とした落ち着いた作り♪ 靴を脱いでゆったりとくつろげる空間となっています。美味しいシフォンケーキと珈琲をお楽しみ戴ける他、モー
ニングとランチもございます。 H25.12.15 にオープンし 2 年目を迎え、益々.皆様に愛されるお店作りを目指して参ります。
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