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◆有機野菜・加工食品の試食販売・雑貨の展示販売

◆有機野菜の生産者・加工食品

◆有機野菜の定期宅配のイベント限定特典付き新規入会申込み・受付

※都合により内容を変更する場合があります。

 

その他：

◆駐車場（有料）の台数には限りがございます。できるだけ公共交通機関をご利用ください。

◆天候等により中止させていただく場合があります。

中止の場合は

ホームページ

当日のお問い合わせ先

   

<<<<この件に関するお問い合わせ先この件に関するお問い合わせ先この件に関するお問い合わせ先この件に関するお問い合わせ先

株式会社ビオ・マーケット

ホームページ

 

株式会社ビオ・マーケットは、有機農産物の小売・卸売事業で
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続発展する生産・流通システムの構築を推進しています。また、百貨店、量販店、専門店等への卸売販売に加え、

直営の有機食品専門店として、さいたま市大宮区のビオ・マルシェ高島屋大宮店を展開しています
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