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ハイデラバード風チキンカレーとヨーグルトプラオ… ¥600
マトンキーマビリヤニと山わさびのライタ… ¥700

エリックチキンカレー… ¥590
はちみつバターチキンカレー… ¥590
サンバル… ¥590
豆とほうれん草のカレー… ¥590
ココナッツキーマカレー… ¥590
黒胡椒ビーフカレー… ¥680
青唐辛子ラムカレー… ¥680
ゴア風ポークビンダルー… ¥680
鰆のハリヤリクルマ… ¥680
こごみと菜の花のクートゥー… ¥590
トマトクリームチキンカレー… ¥680
ラッサム… ¥500
大根のウールガイ… ¥300
チキンビリヤニキット… ¥1,800
チキンビリヤニ… ¥1,110
レモンライス… ¥650
キッズキーマカレー… ¥350

12 ビートイート
【sold out】猪とエゾ鹿のビンダルー… ¥660
ブリのマスタードカレー… ¥660

beeteatTシャツ… ¥7,200
スパイスキット… ¥900

13 ケララの風 モーニング
牛肉のアチャール… ¥600

ミールス本… ¥2,200
カレーリーフ・ソルト… ¥600

14 青い鳥∞黄い蜂
日本ミツバチ生ビーポーレン入り重ね煮チキンカレー… ¥800
ヒオウギ貝の重ね煮カレー… ¥800

ポークヴィンダルーレトルトカレー… ¥1,296
ヒオウギ貝のレトルトカレー… ¥1,404
蜜ろうキャンドル… ¥500
蜜ろうクリーム… ¥3,300
蜜ろうリップバーム… ¥1,000
日本ミツバチの蜂蜜… ¥1,500

15 ホッパーズ byスパイスカフェ
スリランカ定食(ライス＆カレー)… ¥800

スパイスセット （チキン）（ドライ）… 各¥1,200
スパイスカフェレシピ本… ¥1,980
スパイスキャンプレシピ本… ¥1,980
ビリヤニキット… ¥1,620

16 SHIIBO LAB
ライス型（dancyuロゴ入り）…
S= ¥2,200　M= ¥3,300　L= ¥3,850
歯cup… ¥3,300
おちょこ… ¥2,530
歯型のマグネット（dancyuロゴ入り）… ¥500
スパイスタグ… ¥880
インド料理のための器…
¥880　¥1,320　¥1,430　¥1,650　¥1,760
¥1,980　¥2,200　¥2,420　¥2,530　¥2,640
¥2,750　¥2,860　¥3,080　¥3,300　¥3,850
¥4,180　¥4,400　¥6,600　¥9,350

物販

17 パニフィーチョ ヴィヴィアーニ
【sold out】ボンボローニ クレマ（レモンカスタード）… ¥440
【sold out】ボンボローニ ショコラート（チョコレートクリーム）… ¥440

ドルチェ アル オリオ… ¥2,000
【sold out】イタリアンビスコッティアソートセット… ¥1,800
【sold out】パネットーネ…

（ホールサイズ）= ¥3,200（カットサイズ）= ¥800
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18 JOURNEY
郷土菓子セットA
（ショートブレット・ファッジ・バラブリス）… ¥1,500
郷土菓子セットB
（ポルヴォロン・バーズラーレッカリー・ビスコッティ）… ¥1,500
郷土菓子セットC
（ベサンラドゥ・シェチェルブラ・ボベス）… ¥1,500
カヌレセット（2個入）… ¥1,000
【sold out】ミニカヌレセット（4個入）… ¥1,000
ポストカード… ¥500
メッセージカード… ¥500

19 ビーバーブレッド
【sold out】九州の明太フランス… ¥340
【sold out】サブレ… ¥900

20  ナタ・デ・クリスチアノ
エッグタルト… ¥240

パーラー江古田
パンの詰め合わせ… ¥3,850

パティスリー FOBS
ゴーフレット… ¥1,650
ゴーフレット（ジャンドゥジャ）（ピスターシュ）… 各¥2,000
焼菓子詰合わせ… ¥3,000

21 クルックフィールズ
【sold out】出来たて水牛のモッツァレラ（国産）… ¥1,000
【sold out】出来たて水牛のリコッタ（国産）… ¥800
【sold out】水牛のブルー… ¥1,200
【sold out】水牛のヨーグルト… ¥1,200
【sold out】クルックフィールズのシフォンケーキ… ¥2,000
【sold out】クルックフィールズのプリン… ¥400
【sold out】マルカッサン（イノシシソーセージ）… ¥1,200
【sold out】シュヴルイユ（鹿肉のソーセージ）… ¥1,200
【sold out】ヘーゼルナッツとヤギのミルクジェラート2種盛り… ¥500

22 西麻布 呼きつね
【sold out】いなり5個詰め合わせ
（ごま2個、くるみ、焼きのり、新生姜）… ¥1,080

23 dancyuグッズ
dancyuエプロン（赤、紺）… 各¥2,000
dancyu手拭い… ¥1,000
雑誌＆書籍… ¥800
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焼餃子… ¥350
【sold out】ねぎ塩餃子… ¥500

1   食堂おがわ
【sold out】うどチュロス… ¥700

柚子胡椒… ¥1,300

2   懐石 小室
猪汁（島根極上猪と塚原筍の花山椒汁）… ¥800

青柚子胡椒… ¥1,000
赤柚子胡椒… ¥600
辛味噌… ¥800
JKKふりかけ（じゃこ、鰹節、くるみ）… ¥900
アミ入り卯の花炊き… ¥800
春菜の木の芽炊き… ¥1,500

3   マルホン胡麻油
太白胡麻油（150g）… ¥350
太香胡麻油（150g）… ¥350
圧搾純正胡麻油（150g）… ¥300
圧搾純正胡麻油 濃口（150g）… ¥300
ごま油屋のラー油（150g）… ¥450
かけ旨ごま油（150g） （マイルド、ワイルド、一番搾り）  … 各¥350
コクと香りのねり胡麻 白（100g）… ¥300

4   南禅寺 瓢亭
鯛ラーメン… ¥1,200
白味噌入り厚焼き玉子… ¥500

じゃこえのき… ¥900
鯛でんぶ… ¥900
柚子あぶら… ¥1,200

5   O2
黒胡椒の焼売… ¥500
ふきのとうの焼売… ¥600
ラムミントの焼売… ¥600
焼売3種味比べ… ¥850

テイクアウト用焼売（6個入り） ふきのとう… ¥1,600
テイクアウト用焼売（6個入り） ミックス… ¥1,500
O2 特製手ぬぐい… ¥1,500　100枚
O2特製Tシャツ… ¥6,000　20枚

6   羊香味坊
香味ラム肉のパオ… ¥500
ラム肉のクミン焼き… ¥1,000

7   4000 Chinese Restaurant
四川青山椒が香る鶏と葱の和え豆麺… ¥600おつまみ麻婆
豆ロニ… ¥600
【sold out】菰田欣也中華スープの素… ¥800

８   ZENB
ZENB （ヌードル、マメロニ）… 各¥792
ZENB スティック
（コーン、パンプキン、キャロット、ビーツ、ゴボウ、パプリカ）… 各¥298
ZENB スティック RICHTASTE
（コーン、パンプキン、キャロット、ビーツ）… 各¥298
ZENB PASTE（コーン、えんどう豆）… 各¥1,620

9   宇都宮餃子会

A
ゾ
ー
ン

物販

E
ゾ
ー
ン

34 クリスチアノ（さとう商店）
天草タコの炊き込みご飯弁当… ¥1,320
【sold out】アフリカンチキン弁当… ¥990
【sold out】イワシ炭火焼き弁当… ¥1,100
ゲーンノーマイ【レトルトパウチ】… ¥480
トムカーガイ【レトルトパウチ】… ¥480
パネーンヌア【レトルトパウチ】… ¥480
ガパオ【レトルトパウチ】… ¥480
ゲーンキョワーン【レトルトパウチ】… ¥480
ゲーンパー【レトルトパウチ】… ¥480
アフリカンチキン【レトルト缶詰】… ¥550
バカリャウとじゃがいものオイル煮【レトルト缶詰】… ¥660
ピピィシュ(鶏内蔵モツの辛口トマト煮 )【レトルト缶詰】… ¥550
選べるパッポン3種セット… ¥1,300
パッポン全種類セット… ¥2,500
ごはんパック… ¥200
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35 TACOS Shop
カルニータス(豚）&チチャロンのタコス… ¥770
燻製カジキマグロ&ワカモレのタコス… ¥770

36 信濃屋
アガパンヌ ブリュット（泡）… ¥1,200
モリデフォク カヴァ ブリュット（泡）… ¥600
モリデフォク カヴァ ブリュット（泡）ボトル… ¥3,000
ブルゴーニュ シャルドネ 2020（白）… ¥700
ブルゴーニュ シャルドネ 2020（白）ボトル… ¥3,300
シャブリ 2020（白）… ¥900
シャブリ 2020（白）ボトル… ¥4,500
ベレリシム ロゼ 2020（ロゼ）… ¥700
ベレリシム ロゼ 2020（ロゼ）ボトル… ¥3,300
コトー ブルギニョン ピノ ノワール ルージュ 2020（赤）… ¥700
サンテステフ ド カロン セギュール 2017（赤）… ¥1,200
イチローズモルトホワイトラベル… ¥650
宮城狭… ¥700
THE・NIKKA… ¥800
スーパードライ… ¥650
ミネラルウォーター【ソランデ・カプラス（スペイン）】… ¥200
四万十緑茶（四万十ドラマ）… ¥200
レモネード（川崎飲料）… ¥300
飲むミカン（早和果樹園）… ¥350
蛍の郷の天然水スパークリング… ¥200
ピエール・ゼロロゼ・スパークリングNV… ¥550
信濃屋オリジナル木桶醤油ミックスナッツ… ¥400
信濃屋オリジナルトリュフカシュー＆
木桶仕込み醤油カシュー… ¥400
松孝×信濃屋コラボ　究極のぴすたちお… ¥400
信濃屋オリジナルパルミジャーノレジャーノ 24ヶ月熟成… ¥400
信濃屋オリジナルトリュフピスタチオ＆
カシューナッツ（ゲランド塩使用）… ¥400
カットフルーツ… ¥600
スーパードライOFFICIAL BOOK… ¥1,000

37日本酒
【sold out】江戸開城×dancyu祭オリジナル酒（290ml）… ¥1,300

グラス売り日本酒…ブースにてお買い求めください。

38 ピーコック魔法瓶
ビアタンブラー… ¥2,500
焼酎タンブラー… ¥3,000
酒器セット… ¥6,000
ミニアイスペール… ¥3,800
ワインクーラー… ¥4,000
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39 イネディット

【sold out】イネディット樽出し（グラス）… ¥500
【sold out】イネディット（330ml 瓶）… ¥400
【sold out】イネディット（750ml 瓶）… ¥1,200
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40 ビア・デザミー
【sold out】ビア・デザミー 0.0（330ml 瓶）… ¥400
【sold out】ビア・デザミー（330ml 瓶）… ¥400

41 北三陸ファクトリー
四年うに /生うに塩水パック40g… ¥1,872
四年うに /生うに塩水パック 100g… ¥4,980
四年うに「蒸し」エゾバフンウニ70g… ¥2,160 
四年うに「蒸し」キタムラサキウニ70g… ¥1,944
四年うに /UNI＆岩手産バター SPREAD… ¥3,480 
天然自生わかめ 50g… ¥324
剣山手引き茎わかめ 60g… ¥324

42 長崎県雲仙市
ニボサンバル… ¥600
橘湾のOYATSU（4種類
煮干し×アーモンド・ガーリック・ココナッツ・バナナ）… ¥400
【sold out】エタリの塩辛… ¥600
網エコたわし… ¥300
じてんしゃ飯の素… ¥400
煮干し（プレーン）… ¥100

43 ヒガシマル醤油
うどんスープ（6食入）… ¥140
カレーうどんスープ（3食入）… ¥140
そばスープ（４食入）… ¥140
ちゃんぽんうどん（３食入）… ¥140
牡蠣だし醤油 400ml… ¥390
超特選丸大豆淡口醤油… ¥340
減塩うどん… ¥150

44 豚汁
辻仁成さんのフランス風豚汁… ¥600
TERUさんの具沢山豚汁… ¥600
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24 上原ミート
【sold out】和牛のコロッケ… ¥194
【sold out】和牛のメンチカツ… ¥302

【sold out】牛タンメンチカツ… ¥280
【sold out】大山鶏レモンハーブチキン… ¥880
霧島豚ロース肉の三種漬け（味噌・西京・塩麹） … 各 ¥700
【sold out】黒毛和牛のタンシチュー… ¥1,026
霧島豚チャーシュー… ¥1,609
【sold out】黒毛和牛ウチモモ肉のローストビーフ… ¥3,700
自家製パテドカンパーニュ… ¥550
【sold out】鶏白レバーのムース… ¥777

自家製ポークリエット… ¥550
【sold out】自家製手ごねハンバーグ… ¥540

チキンコンフィ… ¥756
【sold out】手びねり仔羊ソーセージ… ¥1,640
【sold out】信州産豚肉の野沢菜ウィンナー… ¥1,430 
【sold out】4種のキノコと信州産豚肉の腸詰… ¥1,220

25 ELEZO
シャルキュトリ盛合せ… ¥1,700
ロースハムと白モツクリーム煮バターライス添え… ¥1,500

エゾ鹿テリーヌ… ¥1,200
【sold out】放牧豚サラミ フェンネル… ¥2,200
ブーダンエキゾチック… ¥3,500
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26 代官山 ハイライフポークテーブル
低温調理ヒレ肉のグリル… ¥600 

BBQプルドポーク… ¥600
【sold out】BBQプルドポークバーガー… ¥600

28 mondo
ノルウェー産サーモンのクリームスパゲッティ
ザワークラウト風味… ¥1,100
ノルウェー産〆サバとカポナータ… ¥900

29 レストラン ラフィナージュ
【sold out】キューバサンド… ¥950

30 ラ・カーサ・ディ・テツオ オオタ
【sold out】豚バラローストのブルスケッタ with 
SOMEWHERE BAKERY… ¥1,650
長野県小川村の凍み大根のスープ… ¥880

ジンジャエール… ¥880
【sold out】そば粉といちごのカンカン… ¥2,700
ショコラポップコーン… ¥1,296
【sold out】アマゾンカカオデュカ… ¥734

31 レフェルヴェソンス
鹿肉のサンド… ¥1,620
【sold out】鹿肉と菊芋のスープ… ¥540

ブリコラージュ ブレッド＆カンパニー
ブリコラージュ ブレッド…
1個 = ¥1,600　1/2個 = ¥800　1/4個 = ¥400
ディンケル…
1個 = ¥1,700　1/2個 = ¥850　1/4個 = ¥425
フリュイ… ¥460
クルミ… ¥460
いぶりがっこバトン… ¥280
アクサンヴェール… ¥480
パンドミ… 1個 = ¥680　1/2個 = ¥340
農民パン… 1個 = ¥680　1/2個 = ¥340
クールショコラ… ¥340
クロックムッシュ… ¥480
レーズンパン… ¥480
クロワッサン… ¥350
パンオショコラ… ¥420
パンオレザン… ¥320
シナモンロール… ¥420
クロワッサンザマンド… ¥480
メープルクロッカン… ¥420
テシオロール… ¥450
ムー（あおさ、ポテト、オリーブ）… 各¥360
オリーブオイルとじゃがいものフォカッチャ…
1個 = ¥800　1/2個 = ¥400
ベーコンエピ… ¥280
豆パン… ¥180
バゲット… ¥430
バタール… ¥480
ラスク… ¥480
Bocchi ピーナッツペースト… ¥1,200

32 ユーハイム
THEOの出来たてバウムクーヘン … ¥432
THEOの出来たてバウムクーヘン （生クリーム付き）… ¥550

バウムクーヘン１本焼き（オリジナル）… ¥8,100
バウムクーヘンリング（オリジナル）… ¥1,944

33 BSフジ 日本一ふつうで美味しい植野食堂
幸軒

【sold out】「幸軒」の焼売… ¥650
【sold out】「新川津々井」のカニクリームコロッケ… ¥850 
「新川津々井」の串ハンバーグ… ¥750

ジンジャーソース… ¥1,250
ステーキソース… ¥1,250
トマトドレッシング… ¥1,000
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