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おいしいもの 、おしゃれ な 衣 料 品 、

ket

か わいい 雑 貨 などの 販 売ブ ースをはじめ 、
子 供 達 によるステ ージ など

第16 回

信州

内 容もりだくさん！

2.8

2020.

9：30 〜16：00

なでしこ
マーケット
▶

土

会場

入場
無料

安曇野スイス村
サンモリッツ 大ホール
TEL. 0263 -72 - 0650

地域の飲食店や協力店 約50店舗が参加！

各店舗の景品や商品券が当たるスタンプラリーも開催！

なでしこ商店
「もったいない」コーナー

!
復活 !

創業支援
サポートオフィス
起業しようとする方

アクセサリー・お洋服・日用品・着物・帯 など
または起業されている方
たくさんのお品をご用意してお待ちしております。 なんでもご相談ください！

ステージ

11：00 〜
チアダンス 信州チアダンス教室COSMOS松本校
▶ 14：00 〜
キッズダンス Dance-style-unit GLORY
▶

協賛／信濃毎日新聞社

安曇野スイス村サンモリッツ

後援／長野県 安曇野市 大町市 塩尻市 松本市 安曇野市商工会 大町商工会議所
塩尻商工会議所 松本商工会議所 長野県中小企業団体中央会 市民タイムス MGプレス
大糸タイムス SBC信越放送 ＮＢＳ長野放送 テレビ信州ＴＳＢ abn長野朝日放送
あづみ野テレビ株式会社 松本大学 あづみ野エフエム イクジィ キッズドゥ 【順不同】

アルプス女性企業家メンバー
（株）
愛corporation アトリエ委tomo （有）森のおうち （株）
亀田屋酒造店 Shibumi
好生館マナー研究所 佐々木会計事務所 株式会社ジーシーアイ シャルレ 秦 希未子
ノエビア松本西部販社（フォレスト） ボゥ・ベル・サンテ化粧品 ルミサロン 【順不同】

光橋西

スワン
ガーデン
安曇野

19
光橋東

田沢

田沢駅

主催／アルプス女性企業家会議

N

長野自動車道

※都合により当日プログラムが変更になる場合がございます。
ご了承ください。

サンモリッツ

安曇野 I.C より直進５分

安曇野
I.C

アルプス女性企業家会議
会員募集中!
〒390-0876 松本市開智1-5-115
好生館マナー研究所
TEL. 090-9667-6423

https://woman-web.jp

2.8

2020.

第16 回

土

9：30 〜16：00

信州なでしこマーケット出展者一覧
丸山菓子舗で人気の桜餅、かりんとう万十などの朝
生と、一番人気商品の花恋、子供からお年寄りまで
喜ばれる米粉のバウムクーヘンなど販売いたします。

Chiffon
22
（シフォン）

こだわりの厳選素材と、ベーキングパウダーなどの
添加物を使用せず、卵白のメレンゲで丁寧に焼き上
げたしっとりふっわふっわでなめらかな手作りシフォ
ンケーキです。

27 （株）田内屋

信州大豆使用のこだわり豆腐、名物の大判油揚げ、
スィーツ、総菜など取り揃え出店します。スーパー
では販売しない商品もお出しします。

28 くらやのおやき

手作りおやきの皮にこだわり見とマッチする様日々
心掛けて作っています。町おこしで始めて早１７年。
是非くらやのおやきを食べてみてください。

17
食品

minamoto café

12 健菜楽食Zen

大町の閑静な住宅街にある完全予約制一軒家ダイ
ニングレストランです。健康食材全粒粉と、自家菜
園で作る無農薬野菜を取り入れた軽食、お弁当、
加工品など販売します。

みやざわ農園

減農薬、化学肥料や除草剤不使用。無添加りんご
ジュース、こだわりのジャム ( プルーン、白桃、黄
金桃）、桃がゴロっとピーチドリンク他ドリンク販売。
( 全て樹上完熟の果物を使用）

山麓ファームダイニング

2

ヤマザキデイリーストア

35 こども病院店
21 吉平酒店
34 葱心

NO-1信州おいしいもの会

11 ー兵ー

30

松本市子育て
コミュニティープロジェクト

はぐまつ

39 地球環境フォーラム

理科の化学グッズ紹介。簡単な実験、吹きゴマ、
不思議ゴマ、単極モーターセットの販売。子供たち
が理科系に楽しめるようにしています。大人も楽し
めます。

絵本美術館森のおうち
＆まるやまあやこ

20 Shibumi

絵本、イラスト、描画、手芸品、食品など
色とりどりのポーチ、バッグは「持っているだけで
元気が出る」と大人気！！「浅川さんちのお米」減
農薬の米ぬかを使ったカイロ『ぬかぽっか』も販売
します！

38

ファミリアホーム
パーティーズ

保 存 容 器 のパイオニアとして５７年目。 使 い 捨
てのプラスチック容器でなく、部品を買い足して
４０．
５０年と使っていける品です。また冷蔵庫の使
い方をご提案します！

14

信州草木染
木崎公房

地域の色を求めて９年。130 余種類の染料を発掘。
ストールスカーフ類、カバー類、手袋、T シャツ、
子供、大人の肌着類を展示。シルクの温かさを備え
てください。

外

24 虹結 ～にじゆい～

サンキャッチャーの販売とワークショップ。色とりど
りのビーズを選んでワイヤーに通すだけ。仕上げは
お任せ下さい。心を体を解放してあなただけのサン
キャッチャーを作り！

雑貨

ビーズ教室アトリエ・エルのアクセサリーとアトリエ
グラーヌス（塩尻）の年度のお花や小物を販売しま
す。お待ちしております。

DEARMOS
ディアモス

シャツ、ブラウスを中心に、ゆったり着心地の良い洋
服を制作しています。デザインから縫製まで一つ一
つ丁寧に仕上げました。華やかな柄物を提供します。

La・DOUCE

3 （株）日本トリム長野（営）
4

総合治療院
「真氣」

beauty salon
gloss
フラワーイン
おおつき

ゆったりと着心地が良く、体型を美しく見せることを
コンセプトに、大人服、子供服、帽子等販売。ス
テンシル（型染）
、色染等加工を施した服など全て
手作りです。
指先から『キレイに‼』 ネイル＆ハンドマッサージ
￥500
電解水素整水器のデモンストレーションと販売。
「治療体験」一部位 1,000 円。
肩こり腰痛など何でもご相談下さい。その方に合わ
せて治療していきます。南松本の当治療院では美容
針、往診もしています。
ヴェーネレ主宰 吉丸美枝子の１８冊目の書籍販売
とその美容法の紹介。ヘッドスパ、リフトアップの
電子美容と表情筋ストレッチ、個人プロデュース。
あなたにあったメイクをご提案します。
今話題の多肉植物などをご用意してお待ちしています！

15

アトリエ委
tomo

クラフト雑貨を中心に農業をやったり好きなことをカ
タチにしています。切り絵、キャンドル、多肉植物、
お米など販売します。

41

minimini賃貸バンク
あづみ野店

お部屋をお探しの方、不動産の活用にお悩みの方、
仲介実績長野県７年連続 No. １の当店にお任せく
ださい！

36

Happy 手相
リーディング

貴方の魅力と才能を楽しくお伝えいたします。
（貴
方だけの鑑定シートプレゼント）元気になって運気
が上がります。

5

子育て支援として開催しているミシンカフェのお母
さん達と、子供の居場所「はぐルッポ」の子供たち
の手作り作品を販売します。

aile
25 Atelier
(アトリエ・エル）

26

その他

季節に合わせたタペストリーやおひなさま干支の出
来上がりやキットなどの販売予定。オリジナル洋服、
小物バッグ、帽子など販売予定。

自然豊かな中山で着やすいお洋服、季節のストール、
絹製品を販売。HANA&HARU はタティングレース、
イヤリングとピアス。モノワーは布のバッグ・ポーチ。

32

「大阪焼」や「ゴマ団子」など粉ものから、揚げ物
まで！焼きたて、揚げたてをご提供いたします。

40 手作りの店茶々

13 絹工房と仲間たち

8

松本の伝統野菜「松本一本ねぎ」の販売をします。
是非一度心を込めて作った「葱」お試しあれ！

心をこめて作らせて

オリジナルデザインで古布を使って縫製しました。

37 ヴェーネレ信州

国産、輸入を含むワインの試飲販売。

今回も小さな可愛いドール達
いただきます。お楽しみに♡

アトリエ

23 クチュール中村

7

子供たちに大人気の焼きたてパンを当日販売いたします。

19 しあわせ天使

ニット素材で作ったとても着やすい洋服です。スレ
ン、
柿渋等で染めた作品もあります。その他入園グッ
ズ、手作り小物も用意しました。

31 Coco&Mii

焼き菓子、クッキー他。夢の実は障がいを持たれた
方の通所施設です。利用者の皆さんが心を込めて作
りました。
もちもちのタピオカ・焼きたて生地に生クリームたっ
ぷりのクレープ。注文されてから１杯１杯淹れるド
リップ珈琲。

18 アトリエ ピンネ

29

美＆健康

1

多機能型事業所
『夢の実』

衣類

16 （有）丸山菓子舗

スピリチュアルカウンセラー

KEI☆

タロット＆オラクルカードを基にあなたにとってより
良く幸せになれる方法をお伝えします。

6

anna style

10 色のキュービックから自分が選んだ色を使い、
手で円を描きながら紙に絵を描きます。心も気持ち
も穏やかになっていくアートです。心の状態のプチ
鑑定付き。

9

松本山雅FC

松本山雅 FC のグッズ販売

33 ながの創業サポート

起業しようとする方または起業されている方
なんでもご相談ください！

44 コナモン義塾

五平餅、お団子、子供達に人気のキャラクター飴な
どなど沢山ご用意してお待ちしております！

45 BABAじぃ

スパイスから調合した本格インドカレーです。チキ
ンカレー・ベジタブルカレー・エビカレー・キーマ
カレー４種類でサブシ―（副菜）アチャール（漬物）
ターメリックライスがつきます。

NO-1信州おいしいもの会

42 ー兵ー

43 株式会社 夢まち
10 なでしこ商店

「大阪焼」や「ゴマ団子」など粉ものから、揚げ物
まで！焼きたて、揚げたてをご提供いたします。
県内初のスイーツ【ワッフルパフェ】を販売していま
す。中はモチモチ・外はカリカリの新触感・新感覚
のスイーツです。是非一度食べてみてくださいね♡
「もったいない」コーナー
アクセサリー・アクセサリー・お洋服・日用品・着物・
帯などたくさんのお品をご用意してお待ちしております。

お 買 物 をして スタンプ

を 集 めよう！

スタンプ３つで１回抽選
★スタンプラリーのカードは受付にあります。

