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プチイベント店頭販売①
プチイベント店頭販売②
1月
事業所名
販売予定品目
事業所名
販売予定品目
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プチイベント店頭販売③
事業所名

販売予定品目

1 火
2 水
3 木
4 金
トムミルクファーム(東広島) スープ・牛乳・ジビエ他 大原製菓（呉）
いが餅・フライケーキ・柏餅 宮原水産（呉）
5 土
ちりめん・いりこ・生かき ねっかけんサワノ(呉) ぽんカル
広島・入野きのこセンター(東広島） 舞茸・舞茸炊き込みご飯
うるめいわし・ハタハタ・のどぐろ一夜干し
小伊津海旬房(島根）
6 日
なか川（大竹） 半生麺・かりんとう えいと（広島市） 豆菓子
菊田農園(東広島)
ワイン・ぶどう酢
野菜・白ネギ野菜
へんぽこ茶屋（北広島）
セ なかま農園(東広島)
7 月
寿司・餅・ポン菓子
健食（広島市） 海産珍味・アジの開き・いか天他 吉岡企画（大竹） はちみつ・ジャム他
リュラル(東広島)
パン
ン
竹の里ふれあい市場（竹原）
野菜・餅・寿司・惣菜・花 おかざき(島根) のどぐろ干し・あじ開き干し他
8 火
さきしま(東広島) 西条鰹ふりだし・ブイヨン
ト
9 水
ル
宮原水産（呉）
ちりめん・いりこ・生かき
西条鰹ふりだし・ブイヨン ハングマーサン（廿日市） 巻寿司・シュークリーム他 作田水産（呉）
10 木
鮮魚・ちりめん
れもんカンパニー（広島市）
たもぎ茸
マ さきしま(東広島)
ドイグランホ（三原）
ジャンボニンニク・黒にんにく
芸北高原豚・広島牛・メンチカツ マルコ水産(福山)
肉巻むすび・カツサンド他
となりの農家(東広島)
植田商店（海田）
11 金
野菜
太一（廿日市）
海苔・生海苔佃煮
ル
広島ヤマダ（廿日市）
にぎり天・あなご寿司・弁当
空口ﾏﾏのみるく工房（広島市）
となりの農家(東広島)
もえぎ庵（北広島）
12 土
野菜
天然酵母パン
ミルクジャム各種
シ
ボン・ブランジェ（広島市）
パウンドケーキ・洋菓子
広島市立商業高等学校
広島・入野きのこセンター(東広島) 舞茸・舞茸炊き込みご飯
だいわ特産加工組合（三原） 寿司・餅・米・おはぎ 安古市商工会
神戸サンド・パパイヤ餃子他 ムツワ味工（三原） 漬物
13 日
ェ 菊田農園(東広島)
ワイン・ぶどう酢
トムミルクファーム(東広島)
スープ・牛乳・ジビエ他
へんぽこ茶屋（北広島）
世羅きのこ園(世羅） 松きのこ・松なめこ
エッフェル（廿日市）
14 月
寿司・餅・ポン菓子
パンいろいろ
なかま農園(東広島)
野菜・白ネギ
口和町生産者組合 野菜・漬物・餅・花他 佐藤食品（福山） 鯛竹輪・天ぷら・海産珍味他 づいちゃんの店(広島市） 和菓子
15 火
リュラル(東広島) パン
16 水
豊北町むらおこし物産振興組合
水産加工品他
スパ羅漢（廿日市）
すっぽんスープ他
亀田商店（尾道） うるめ干し・焼きえび・いか天他 第十五七福船団（福山） 鮮魚
17 木
大島スイーツ工房ゆーたん(山口) 洋菓子他
よしわ有機農園（廿日市）
餅・パン・野菜
笠原養蜂園(山口)
はちみつ他
道の駅たかの（庄原） 野菜・漬物・餅・花他 植田商店（海田） 芸北高原豚・広島牛・メンチカツ
18 金
豊北町むらおこし物産振興組合
水産加工品他
くにきよ園芸(山口)
山口県産花各種
ロールケーキ・季節の大福・洋菓子他 総領こんにゃく（庄原） こんにゃく各種
寺岡有機農場（世羅） 野菜・餅・椎茸・漬物 ひまわり（呉）
19 土
がんね栗の里(山口）
がんね栗加工品
くにきよ園芸(山口)
山口県産花各種
20 日 「 コンディトライHAKU(山口）
大原製菓（呉） いが餅・フライケーキ・柏餅 香木堂（東広島） 酒粕ぷりん・広島かりんとう
がんね栗加工品他
おや
パールスター（東広島） つまづき防止靴下他
まざあめいど（向原） 野菜・漬物・花他
まるこ寿司（島根） かにいなり・寿司
21 月 い ま 豊田物産（山口・萩） 漬物
22 火 で ぐ みわ３７５（三次） 野菜・餅・ジビエ
健食（広島市） 海産珍味・アジの開き・いか天他 長田製菓舗（江田島） あんずカステラ・饅頭
23 水 ま ち
和木町地域特産品(ジャム他)
山陽美研（東広島） 野菜・漬物・猪肉
蒲刈漁協青年部 鮮魚
24 木 せ 物 和木町地域振興協会
睦（安芸高田） さば寿司
がんね栗の里（山口）
がんね栗加工品
笠原養蜂園(山口）
はちみつ
山
産
芸北高原豚・広島牛・メンチカツ
おふくろの店（広島市）
餅・野菜・パン・漬物他
巻寿司・弁当・おはぎ
植田商店（海田）
25 金
庄原ゆめさくら
シロップ
口 展 アグリ―ド(山口)
バイオテック（呉）
椎茸・野菜
あなごめしの素・かきめしの素
もえぎ庵（北広島） 天然酵母パン
阿藻珍味（福山）
26 土
アグリード（山口） シロップ
笹兵衛（呉）
季節の弁当他
がんね栗加工品他
だいわ特産加工組合（三原） 寿司・餅・米・おはぎ 文屋商店（福山） ちりめん・いりこ・海鮮珍味他 ムツワ味工（三原） 漬物
27 日 」 コンディトライHAKU(山口)
オリゴのめぐみフローラ(山口)
ジャム各種
にんたま工房（江田島） にんにくジャム
28 月
佐藤食品（福山） 鯛竹輪・天ぷら・海産珍味他 ゆき商店（広島市） 野菜・寿司・餅・漬物 エッフェル（廿日市） パンいろいろ
わさび漬・きゃらぶき・葉とうがらし佃煮
口和町生産者組合 野菜・漬物・餅・花他 浜田食品（庄原）
29 火
宮原水産（呉） ちりめん・いりこ・生かき Laugh&Rough(広島市） うれしみプリン・やさしみプリン他
30 水
歳實コーヒー（東広島） コーヒー豆各種
まざあめいど（向原） 野菜・漬物・花他
31 木
作田水産（呉） 鮮魚・ちりめん
音戸海産（呉） かき販売・発送
・このイベントスケジュールは『ひろしま夢ぷらざ』のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ（http://yumeplaza.com/)でもご覧いただけます。
店頭販売は、都合により、出展者
・『ひろしま夢ぷらざ』の商品が自宅でも購入できる『ひろしま夢ぷらざｲﾝﾀｰﾈｯﾄ店』（http://shop.yumeplaza.com/）もご利用ください！！ 及び販売品目が変更となる場合が
あります。ご了承下さい。
・定休日 毎週水曜日

