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10:00 〜 15:00
؝ڭঐঝ३ख़ভৃदਭહभँधઌ॑ॉऽघ؛
フリマも５店出店！
؝ڮઌम૯౿؞ौदु 2. آ
珍しい物、掘り出しものが
ࡒੂؚ͇͊
見つかるかも……
؝گग़থॺজشखञ্ؚା  ੌपउწউঞ८থॺ ؛石鹸とみつろうラップの販売
ΙͿτΑΞ
؝ڰॖথ५ॱؚ7ZLWWHUؚIDFHERRN पઌ॑ൕൗ؛
天然のスーパーフード、デー
ツの販売ほか。デーツはナツ
Ⲅ ؝ڱਫଏऽदभःःब॑آૐੑ؛
メヤシの実。栄養の宝庫です。
؝ڲਈुَःःबُآऋऊढञ্पॹॕ६ॽشছথॻ
قRU ३كش
भؚओൌभঃ५এ॑ॺشঌ॔दউঞ८থॺ؛
寄木レジンアクセサリー、その
他アクセサリー。大工の主人が
作った寄木をレジンでコーティ
ングした。寄木レジンアクセサ
リーを中心に制作しています。

Ης
ドライフラワー・プリザーブ
ドフラワー商品

ͺ·ΓςȜޗ
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ŮŢŢġŨŢųťŦů

多肉植物の寄植えのお店です。紅葉
しさらに可愛くなりました。様々な
器で作りましたのでお楽しみ下さい。

ŧŶŸŢŧŶŸŢţŢŭŭŰŰů
ハロウィンバルーンをたくさんご用
意して、お待ちしております☆
仮装のお写真と共にハロウィンバ
ルーンを持ってみてはいかがでしょ
うか！

秋冬バージョンのバッグなど、スター
トしました。おでかけのお供にいかが
でしょうか。シマエナガシリーズも秋
のワンシーンものも充実。ハロウィー
ングッズのワークショップもあります
ので、どうぞお立ち寄りくださいませ。

皆さんの毎日がキラキラ輝けます
ように。秋らしい素材を使ったピ
アス、イヤリングを沢山持って行
きます。
N-Carino からは毎日をちょっと
楽しく♪♪鍵編みヘアアクセ な
ど。秋冬の新作ぽんぽんゴムが出
来ました♪♪

!ధ
インドネシア料理店の光苔
インドネシア風焼き鳥‼

αȜςȜ

ΐνρΏΛ·ΩȜ·

マ マ た ち の あ っ た ら い い な。
を形にしました。子供すぎな
いデザインのスタイ、赤ちゃ
んの時期が 1 番似合うカボチャ
パンツ、パパとママとお揃い
でつけれるくるみボタン、抱っ
こひものヨダレカバー等など。

野沢にあるスリランカ料理のス
ジャータさん。当日はまたお惣
菜が増えるかも

̦̾̈́ͤুட
佐久市内山で育った無農薬
無化学肥料のおいしい野菜
とミニトマトの加工品。ま
た、小 諸「食 マ マ 倶 楽 部」
の安全安心な雑穀茶や調味
料などをお持ちします。

αȜςȜΞρΑ!εͺϋ

大和屋珈琲のコーヒーを販売
します。大和屋ブレンド、カ
フェ ラ･テなど。
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ρϋΙɕήτΛΡέͿ!ΞͻΦ

野菜・果物の販売。

（写真はイメージです）

ハンドメイド大好きな 4 人が集まって
活動しています。麻紐や毛糸のバック
や、仕事や生活に欠かせない布小物。
ドライフラワーを使ったアクセサリー
など。秋冬新作たくさん！人気の kids
イヤリングも制作中！お楽しみにっ！
ネームホルダー作りのワークショップ
またやります！プレゼントにもおスス
メですよ。

長野牧場隣に 7 月にオープンしベーカ
リーも併設のカフェです。
こだわりの自家製パン。食パン一個を
トーストしたブランチセットはロングセ
ラー、お腹いっぱいになりますよ。

Ωϋ!ؚพࣝႷ

ΑΐλȜΗ

łŵŦōŪŦœɖłųŬ
多肉植物やお花を粘土で制作してい
ます。お手入れ不要ですのでギフト
にも喜ばれております。また、水引
やマクラメ、レジンアクセサリーも
ご用意しております。

ΩϋɕΑͼȜΜέͿͺ
佐久市前山にありますココベーカ
リーです。大人気の食パンやカツ
サンド、旬の食材を使ったパンな
ど種類豊富に取り揃え、皆様が笑
顔になれるようなパン作りを心掛
けています。

΅ΛΙϋέȜθ
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dijsbm

無料ハンドマッサージ

フード Box( デリバリー専門店 )
ちょっとオシャレなお弁当 .
イベントの度に新しい商品も登
場します .
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体に直接、どこにでも、何度も、
繰り返しつけたり外したりできる ハーバリウム体験講座
ジュエリーシートワークショップ
を行ないます。料金は 500 円から、
ストーンのせ放題は 1,000 円から

ΧϋΡΓράȜ
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お待ちかねの！！幻のスポー
ツアクセサリー販売いたしま
す。希少糖ジャム、ハンドメ
イド雑貨も盛り沢山！！
スポーツアクセサリーは仮予
約をいただいておりますお客
様も含めまして 10 月 27 日イ
ベントでの販売となります。
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こんにちは！小諸市御影新田からお
邪魔します【パン屋 麦香炉】です！
( 小諸動物病院様 お隣 )
食パン・あんパン・コロッケパンと
定番のパンやはたまた、ライ麦パン
やカンパーニュ等世界各国のパンも
ご用意します。
もちろん、先日行われた【ながの東
急百貨店 ベーカリーズフェア】でご
好評だったパンもお持ちしますよ♪
好評だったパンもお持
お持ちしますよ♪
お持

佐久平駅から徒歩 2 分。白を基調に
したカフェスペースは、窓からやさ
しい陽射しがたっぷり入り明るい雰
囲気で、買い物のついでにでランチ・
ティータイムを楽しめます。
マルシェ当日は、おすすめの焼き立
てパンを販売します！

μζΎ΅

ŔłŌŖœłġńŢŧŦ
アルクマ焼き

!გ

望月町でこだわり野菜を栽培
しています。ハラペーニョ入
り辛みそや食用ほおずきジャ
ムの販売。

ŤųŦűŦġŮŰŧ

ಎلચၨ

餃子、焼売、焼きそばなど
ほか多数予定しております

手作りのキッチンカーで
国産小麦を使用したオリジナルク
レープをお届けします

アレルギーがある人もない人も同じもの
を食べられる幸せを味わって欲しいとい
う想いをもってお菓子を作っています。
今回は秋を感じて頂きたく抹茶と小豆の
カップケーキと紅玉のマフィンを予定し
ています。

ႂ൴ ħŔűŢŤŦ
天然酵母パン

ͺηνȜΒιϋΠΑβȜΑŌ
ハンバーガー・おでん・モツ煮・
じ煮込み
ール・や
牛すじ煮込み・ビール・やきとり

̯̩̥ͣ

ŰġŔŐōŰ
親子、兄弟姉妹おそろいでかぶ
れるどんぐり帽子、とんがり帽
子がおススメです。エプロン、
ポシェットやネックウォーマー
などの布小物もあります。ぜひ
お出かけください。

যٰै̹͊͏ز
（似顔絵の WORLD1）中込マルシェ
では初出店です。かわいいタッチで
記念に残る似顔絵はいかがですか？
ハロウィン衣装でぜひ！お写真から
でもお描きします。

Ȝ΄ΣΛ·ΰͺυϋ
ńŦŭŭŦų
オーガニックシャンプーやお手頃低
刺激しゃんぷー、スタイリング材料
などの販売します。髪のお悩み無料
相談も行います。

から揚げが美味しい季節にな
りました。
ももから揚げカップ…¥500もも串揚げ…￥150-/ 本
他、数種出品販売します。

͏ͩͤȃ

ఱि̹̭ઘ̧
臼田の「大阪たこ焼」です。
本場大阪のたこ焼。美味しい
でっせぇ。

《ふわり。》のシフォンケーキは厳
選した素材にこだわり、グルテン
フリーで身体に優しい素材で一つ
ؚ̠̲͈
ひとつ心を込めて焼き上げていま
上田市産の玄米、白米等を使った す。１カット 250 円。今回はカボ
チャのシフォンもあります。
ぽん菓子の実演販売です。

ؚ̹̜̻̫ͩ͛ͭͭ͝
長野県初上陸！
抹茶味の綿菓子を販売します。
大人気の【映える】カップ綿菓
子！！お土産にも最適です♪

