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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 木
健食（広島市）
鮮魚
島彩（江田島） ドライフルーツ
だいわ特産加工組合（三原） 寿司・餅・米・おはぎ 植田商店（海田） 広島牛・芸北高原豚・メンチカツ 世羅きのこ園（世羅） 松きのこ・松なめこ
2 金
宮原水産（呉） ちりめん・海産物
3 土
ますやみそ（呉） 各種みそ・甘酒
大原製菓（呉） いが餅・フライケーキ へんぽこ茶屋（北広島） 寿司・餅・ポン菓子
4 日
三宅本店（呉） 清酒
大原製菓（呉） いが餅・フライケーキ 佐藤食品（福山） 鯛竹輪・天ぷら・海産珍味他
こまつのパン屋（呉）
パン各種
呉 里信農園（呉） みかん果汁・ジャム まるこ寿司（島根）
5 月
文屋商店(福山） ちりめん・いりこ・海鮮珍味他 歳實コーヒー（東広島） コーヒー豆各種
かにいなり・寿司
物
竹の里ふれあい市場（竹原）
竹の里ふれあい市場（竹原）
野菜・餅・寿司・惣菜・花
野菜・餅・寿司・惣菜・花 れもんカンパニー（広島市） たもぎ茸
6 火
三宅本店（呉） 清酒
産
7 水
フ
山陽美研（東広島） 野菜・漬物・竹の子 蒲刈漁協青年部 鮮魚
8 木
中元本店（呉） 漬物・佃煮
睦（安芸高田） 焼さば寿司・山菜寿司他
ェ
太一（廿日市）
カツサンド・肉巻きむすび
広島牛・芸北高原豚・メンチカツ
大福・プリン・ロールケーキ他
植田商店（海田）
9 金
ア ひまわり（呉）
川原食品（尾道）
乾物・佃煮他
BLACK TEA(広島市）
紅茶各種
寺岡有機農場（世羅） 野菜・餅・椎茸・漬物 よしの味噌（呉）
10 土
健食（広島市） 海産珍味・アジの開き・いか天他 もえぎ庵（北広島） 天然酵母パン
冷やしれもん甘酒
佐藤食品（福山） 鯛竹輪・天ぷら・海産珍味他 だいわ特産加工組合（三原） 寿司・餅・米・おはぎ なか川（大竹） 半生麺・かりんとう ムツワ味工（三原） 漬物
11 日
浜田食品（庄原） わさび漬け・きゃらぶき他 まざあめいど（向原） 野菜・花・餅・寿司 エッフェル（廿日市） パンいろいろ
吉岡企画（大竹） はちみつ・ジャム他
12 月
口和町生産者組合 野菜・漬物・餅・花他 宮原水産（呉） 新物ちりめん・いりこ・かえり おふくろの店（広島市） 巻寿司・弁当・おはぎ
13 火
三宅本店（呉） 清酒
14 水
神石高原自治振興会 とうがらし加工品
広島ヤマダ（廿日市） あなご寿司・弁当・にぎり天 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
15 木
ゆき商店（広島市）
野菜・寿司・餅・漬物
西
新物ちりめん・いりこ・かえり
おかちゃん（広島市） 肉まん・焼売・豚角煮 宮原水産（呉）
16 金
五日市醤油製造（広島市）
醤油・豆菓子
広 アサヒナフルーツ（廿日市） 広島県産果実他
植田商店（海田） 広島牛・芸北高原豚・メンチカツ 作田水産（呉） 新物ちりめん・たこ・ひじき・わかめ
17 土
えいと（五日市）
珍味・豆菓子
島 浜毛保漁協協同組合（廿日市） 大野あさり
18 日
大原製菓（呉） いが餅・フライケーキ へんぽこ茶屋（北広島） 寿司・餅・ポン菓子 ボン・ブランジェ（広島市） 焼菓子・パウンドケーキ
はつはな果蜂園・浜辺の工房 はちみつ・宮島ひじき・乾物他
あなご寿司・弁当・にぎり天
広島ヤマダ（廿日市）
豊田物産（山口） 漬物
佐藤食品（福山） 鯛竹輪・天ぷら・海産珍味他 ドイグランホ（三原） ジャンボニンニク・黒にんにく
19 月
初 峠の母里（広島市）
寿司・餅・こんにゃく
Laugh＆Rough（広島市） うれしみプリン・やさしみプリン他
みわ３７５（三次） 野菜・餅・ジビエ
みわ３７５（三次） 野菜・餅・ジビエ
20 火
夏 スサキ（広島市）
ホルモンタレ漬け・炭火焼肉(冷凍)
の
21 水
わさび加工品
特 植本わさび本舗（廿日市）
山陽美研（東広島） 野菜・漬物・竹の子 蒲刈漁協青年部 鮮魚
22 木
睦（安芸高田） 焼さば寿司・山菜寿司他
せせらぎぶんこう（廿日市）
ワッフル・パウンドケーキ
ひまわり（呉）
大福・プリン・ロールケーキ他
産
浜辺の工房（廿日市） 宮島ひじき・乾物・平餅 笠原養蜂場（山口） 新蜜・はちみつ
23 金
庄原ゆめさくら 餅・野菜・パン・漬物他 ねっかけんサワノ（呉）
ぽんカル
品
海産珍味・アジの開き・いか天他
もえぎ庵（北広島）
バイオテック（呉） 椎茸・野菜
24 土
健食（広島市）
天然酵母パン
笹兵衛（呉）
うな重・あなご飯他
フ エッフェル（廿日市）
パン各種
だいわ特産加工組合（三原） 寿司・餅・米・おはぎ なか川（大竹）
ムツワ味工（三原）
25 日
半生麺・かりんとう
漬物
はちみつ
ェ はつはな果蜂園（廿日市）
前川農園（廿日市）
野菜・加工品・餅・乾燥野菜・お米麺
穴子寿司・巻寿司・ゆず味噌他
河岡食品（広島市） わらび餅・レモン冷し餅他 エッフェル（廿日市） パンいろいろ
26 月
山葵（広島市）
ア きのこ屋本舗（廿日市）
舞茸・あわび茸試食販売
田舎Caféおそらゆき（広島市） レトルト野菜カレー他
カフェワタナベ（北広島）
シフォンケーキ・ジャム他
口和町生産者組合
口和町生産者組合
野菜・漬物・餅・花他
野菜・漬物・餅・花他
27 火
湯来ふるさとプロジェクト
寿司・こんにゃく・加工品
28 水
宮原水産（呉市） 新物ちりめん・いりこ・かえり まざあめいど（向原） 野菜・花・餅・寿司 蒲刈漁協青年部 鮮魚
29 木
大原製菓（呉） いが餅・フライケーキ
ハングマーサン（廿日市） 巻寿司・シュークリーム他 みわ３７５（三次） 野菜・餅・ジビエ
小伊津海旬房（島根） うるめいわし・のどぐろ一夜干し他 ドイグランホ（三原） ジャンボニンニク・黒にんにく
30 金
・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
海産珍味・アジの開き・いか天他 ハングマーサン（廿日市）
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巻寿司・シュークリーム他 第十五七福船団（福山）

