マルシェ・ドゥ・ノエル

2019

11.9

（土）開催

11：00 〜 15：00（L.O.14：30）

会場
Coconeri ホール
入場無料

一足早い
クリスマスマーケット

込み

牛バラ肉の赤ワイン煮
ふわふわ卵
スフレオムレツ
アンティークダイニング月

練馬産野菜のバーニャ
カウダ
遠藤 拓也 シェフ

¥500

ALL

（チケット制）

練馬産野菜たっぷり
具沢山豚汁

特製ローストビーフ
ダ仕立て
トンナートソースサラ

ーボ
代表 ヴィーノ・エ・ラ
Nerima 若手 ChefsClub

髙橋 智行 シェフ

ぶりのカルパッチョ
ース
秋野菜のガスパチョソ
フ
シェ
そば二十三 中嶋 悠太

魚たか 降矢

天然ぶりの薬味丼
洋二 シェフ

ぶり大根

郎 シェフ
酒膳 蔵四季 根本 雄一

農家直送

人参とチキンのポター

トヨタマヴィラ UPMARK
ET PIZZA&CAFÉ

「蟹江杏」画

限定
イベント

１

ゴスペルコンサート
第1回 12：00〜12：30

第2回 13：30〜14：00

主催：

限定
イベント

2

新鮮な練馬産野菜の販売や、
野菜をその場で食べられる
「試食コーナー」も
用意しています！！

ジュ
金子 健也 シェフ

料理写真はイメージです

サンタクロースと写真を撮ろう！
第1回 12：30〜13：00

第2回 14：00〜14：30

・練馬区

イベントの詳細はこちら

・福生武蔵野商店街振興組合
協賛：
問い合わせ：03-5984-1614（練馬区地域文化部協働推進課 平日 9：00 〜 17：00）
区民のアイデアで未来に向けた練馬の発展に取り組む、練馬区「地域おこしプロジェクト」実施事業

Nerima 若手 ChefsClub

Food Court Menu

11：00 〜 15：00
（L.O.14：30）

Food
鶏の塩から揚げ
瀬戸田レモンと肉巻き野菜串
ネリマル

キューバサンド
セルド・デ・オロ

本場マイアミ直伝！３種のとろ
けるチーズと自家製ロースト
ポークの究極キューバサンド。

材料にこだわった手作りパン
BA−BA BREAD

シュトーレンも販売！たくさ
ん の フ ル ー ツ や ナ ッ ツ 類 等、
たっぷり入って贅沢な味わ
い！贈答品におススメです。

ジュワっと肉汁ジューシー！
瀬戸田レモンが決め手のから
揚げ！瀬戸田レモンサワーも
販売しております。

トルコ伝統のデザート「アシュレ」と
トルコワイン＆ジュース
ドルジャマフセン

洋菓子（江古田）
アンデルセン

ノアの方舟に由来するアシュレ
は、豆類・大麦・ナッツ・ドラ
イフルーツ等がたっぷり入った
具沢山デザート。

江戸東京野菜のお漬物
東京ぴくるす

昭和 43 年創業の老舗洋菓子店。
江古田ミツバチプロジェクト産
はちみつを使用した人気商品を
ご用意します！

「美味しくてカワイイ江戸東京
野菜お漬物」がコンセプトの、
江戸から繋ぐ東京の伝統野菜の
お漬物屋です。

Product

Drink

クリスマス雑貨＆セレクト雑貨
エムコロンショップ

日本酒（天恵の美酒 大信州）
大信州酒造

ビール（Heineken）
キリンビール株式会社

環境の有難さに感謝を捧げながら
造 る。大 信 州 の 酒 造 り「愛 感 謝」
仕込みです。

世界 192 か国で愛されているヨー
ロッパ No.1 プレミアムビール。

練馬のセレクト雑貨店「エム
コロン」の素敵なクリスマス
グッズ！スペシャルなクリス
マスをお迎えください。

Event

ハワイアン X'mas オーナメント
桜台のハワイ雑貨 ハウオリ・ポルー

サンタクロースと写真を撮ろう！

ちょっと珍しいハワイのオー
ナメントを中心に、ハワイの
風を感じる雑貨を販売いたし
ます。

プレゼントも貰えるよ！

物産販売
福生コーナー
〔フレッシュベーグル Hoop、
TABASA（タバサ）〕

第１回 12：30 〜 13：00
第２回 14：00 〜 14：30

福生のベースサイドストリー
トが練馬にやってくる！アメ
リカン雑貨やレインボーベー
グルなど、お土産にどうぞ！

※プレゼントは数に限りがございます

ゴスペルコンサート

ぐんまちゃん

第１回 12：00 〜 12：30
第２回 13：30 〜 14：00

物産販売 来場！
ぐんまちゃん家（群馬県）

３人の女性ゴスペルシンガーが Coconeri に集結！中でもニューヨーク・ハーレム出
身のキャロルダイアンの歌声は圧巻。ナタリー、マコと共にエキサイティングかつ
ハートフルなクリスマスゴスペルソングをお届けします。

群馬のアンテナショップ「ぐ
んまちゃん家」の人気商品を
販 売！県 の マ ス コ ッ ト・ぐ ん
まちゃんも登場します！

麦わらマルシェ

練馬地区の若手農家が大切に育てた新鮮な練馬産野菜を販売します。
Nerima 若手 ChefsClub の料理にも使われている地元のお野菜を、ぜひご家庭でも
お召し上がりください。

＜マルシェのメンバー紹介＞
相原健児（田柄 5-12-3） 吉田智博（田柄 1-3-11） 相原謙介 西貝伸生
※
（ ）
内は各農家の直売所所在地

同日開催
味ストロ練馬の会場でも
ランタン制作の
ワークショップを実施

ねりまランタンフェスティバル
〜星降る夜の光のハーベスト〜

世界都市農業サミットを盛り上げるために、区民の皆様
が練馬の農業への想いを込めて作ったランタンで、平成
つ つ じ 公 園 を ラ イ ト ア ッ プ し ま す。Nerima 若 手
ChefsClub もキッチンカーで「光るドリンク（100 円）」
と「練馬産野菜のホットドッグ（200 円）」を販売♪
● 15：00

〜 20：30（点灯は 17：00 ごろから）

※キッチンカーの販売は 16：30 〜（売切次第終了）
※雨天の場合は 11 月 10 日（日）に延期

ACCESS
交通：練馬駅下車北口徒歩１分
N

練馬駅北口
地下駐車場

Coconeri
（ココネリ）
西武池袋線

練馬文化センター
P

平成つつじ公園

練馬駅

至池袋
地下鉄
大江戸線

※ココネリの駐車場、駐輪場は有料です。
※混雑が予想されますので，お越しの際は公共
交通機関をご利用ください。

