場所

店名

出展業種

取扱商品

PRポイント

屋内 弘前市社会福祉協議会
屋内 いなみや菓子店

和菓子販売

バナナ最中 他

津軽銘菓 バナナ最中

屋内 cloud 9

クラフト

木工、アクセサリー、消防ホース製品

古材を使用し、一つひとつ丁寧に作り上げました。

みそつけたんぽ、地酒、土産品

きりたんぽの“本場”大館の「みそつけたんぽ」

屋内 大館市観光協会
屋内 ㈱オザキ・フローリスト

生花販売

生花

生花の販売とフラワーアレンジメントの体験コーナー

屋内 軽自動車専門店 ダンク

自動車販売

軽自動車の新車リース

車の維持費に困らない新しい乗り方

屋内 komamo chiffon?

菓子製造販売業

シフォンケーキ、りんごシュークリーム、りんごもちパイ他

シフォンケーキと青森特産物をつかった菓子を販売（当店オリジナル）

屋内 雪庇落とし本舗

小売

雪庇除去具

屋根に登らず地上から雪庇を落とす

屋内 ㈱大仁サービス

融雪機器設置、工事

融雪機、温水（電気）ロードヒーティング、屋根融雪

除雪からの解放、快適な冬生活。

屋内 ダスキンヘルスレント弘前ステーション

福祉用具貸与

車いす・電動車いす・昇降座いす

高齢者の自立した生活を支援致します。

屋内 つしま畳店

建設

畳、畳縁、畳小物

畳表、縁の展示又小物をとおして自宅の畳の関心につながればと思っております。

屋内 ㈱テクノル

1.小型除雪機、2.電動カート、
3.水素水サーバー、4.業務用洗剤

1.オ・スーノDX、2.電動カート ポルカ―、
3.ポケット、4.洗剤各種

1.静かで簡単・パワフルな電動ラッセル除雪機 2.運転免許不要の電動カート 3.話題の水素水 4.劇薬を使用しない特殊洗剤

屋内 函館商工会議所

経済団体

北海道新幹線・函館観光の広報物

空き家・空き地対策

空き家・空き地対策の各種パンフレット

屋内 弘前アップルパイ総選挙
屋内 弘前市空き家・空き地バンク協議会

空き家・空き地の所有者や利用希望者に対し利活用するための方法を提案します

屋内 弘前マイスターPRブース
屋内 日本列島うまいもの大会

食品

屋内 りんご草木染工房

染織業

染色した布製品各種

りんごの枝や葉で自然な色に染め上げました。

屋内 ㈱レクシム

住宅リフォーム業

トイレ、浴室他

水まわり工事をお得にいかがですか？

屋内 ミライフ東日本㈱弘前店

小売業

石油ストーブ、ガスコンロ

屋内 津軽三味線21

津軽三味線

津軽三味線部品

特産品の販売

水なす、タオル

屋内 アートホテル弘前シティ Eau Clair

洋菓子・パン販売

洋菓子・パン各種

〝地産地消〟にこだわったホテルメイドのパン・ケーキをお楽しみ頂けます。

屋内 アイセイサービス

自然・健康食品

玄煎粉、飲む玄米、夢まくら、エバメール化粧品

健康は正しい食生活から

津軽塗

青森県を代表する漆器である津軽塗は唯一経済産業大臣の指定を受けている伝統的工芸品です。

HIROSAKI DESIGN WEEK × 弘前YEG
屋内 未来のクリエイター育成ブース

屋内 泉佐野市（特産品相互取扱協定都市）
屋内 銘茶の玉雲堂

屋内

岩木川水きらきらセンター
（（公財）青森県建設技術センター）

下水道事業普及啓発

屋内 青森県漆器協同組合連合会

津軽塗漆器の製造販売

屋内 ㈲イシオカ工芸

卸売業

木工品、漆器

市内でも取扱いが少ない木工品を低価格でご提供！

屋内 ㈲岩木屋

食品製造業

きのこなんばん漬、りんごカレールー、
嶽きみのコーンスープ

嶽きみの混ぜご飯、なんば飯等炊き込み御飯シリーズの紹介をする。

屋内 がごめ昆布ねばねば本舗

物販

がごめ昆布・海藻加工品

健康に！美容に！今注目のフコイダンたっぷりのがごめ昆布です！

屋内 カネショウ㈱

製造

ハチミツ入りりんご酢

木樽熟成りんご酢にハチミツを加え飲みやすくしました。

屋内 カマタスポーツ

スポーツ用品

屋内 ケイ・エイム・ナチュラル㈱

食品加工業

主に果物のフリーズドライ商品

生の果物から水分のみを抜いたノンオイルのフリーズドライ食品です。

屋内 佐藤製菓

製菓業

大王当て、イモ当て等

だがし屋、くじびき等

屋内 ㈱あきたや

仕出・飲食業

弁当 他

食品

アップルパウンドケーキ・クッキー・バニラアイス
クリーム・カップケーキ・シフォンケーキ・じゃがいも

屋内 ㈱かさい

屋内 大石の里
屋内 ジャノメミシン工業㈱弘前支店

手作りのパウンドケーキとバニラアイスをおすすめいたします。

ミシン、24時間風呂

屋内 暮らしの衣料 ストー

衣料販売

Tシャツ・下着・くつ

屋内 生活協同組合コープあおもり

食品

食品・飲料

日本の農業を応援する商品、飲料

屋内 ㈱セイユウ

塗装業

フッ素樹脂、シリコン樹脂塗料

ルミステージ、スーパーフッソ、遮熱塗料、クリーンマイルドシリコン、スーパーシリコン

屋内 エコRシステム

管工事業

エコＲシステム

環境にやさしいエコなロードヒーティング

場所

店名

出展業種

取扱商品

PRポイント

屋内 ㈱ちとせフーズ

珍味、菓子販売

乾珍味・甘納豆・菓子・煮干等

人気の5袋1,000円珍味

屋内 トップテーラー㈱

小売

洋服・制服・津軽塗り小物

小学校卒業式用衣装無料レンタルPR他

屋内 中里町ブルーベリー生産組合

食品加工

ブルーベリージャム、ジュース、アイスクリーム

奥津軽のブルーベリー

屋内 成田専蔵珈琲店

ｺｰﾋｰ豆小売

ｺｰﾋｰ、ﾄﾞｰﾅﾂ、コーヒー豆、器具

珈琲の街ひろさき ドリップ珈琲・藩士の珈琲

屋内 成田農園

農産物の販売

米・野菜・加工品

成田農園が考案したトリプル散布農法で栽培した米

屋内 ㈲二唐刃物鍛造所

刃物製造・販売

包丁、山刀、ペーパーナイフ他

350年の伝統を受け継いだ刀鍛冶の技

屋内 山ブドウ果汁 さるなし

果樹j加工品

山ブドウとサルナシ加工品

自然食品の無添加を目標

屋内 ひろさき健幸増進コーナー

健康ＰＲ

（測定）体組成、棒反応、ロコモティブシンドローム、血圧

屋内 公益社団法人弘前市シルバー人材センター
屋内 hug work 就労継続支援事業所ないすらいふ 福祉サービス業
屋内

屋内 hug work 杉の子会
屋内

焼菓子（焼ドーナツ、クッキー他）

１つ１つ手作りの心を込めた商品です。

豆乳プリン、豆富、納豆、各種パン（リンゴブレッド）

青森県産大豆100％使用のお豆富豆乳プリン、平川で大人気、猿賀納豆、契約農家のリンゴを使用したリンゴブレッド

農産品

ネギ・栗・枝豆

天の恵みと太陽の日差しをいっぱい浴びたおいしいネギです。

陶芸・木工・さをり織り・農業

陶芸・木工作品・さをり織り作品・農産物

陶芸・木工班が、丹精込めて作った作品を多くの方に見てもらい、買っていただきたいと思ってます。

パン販売

パン、加工品（ミソ、リンゴジュース）

国産小麦100％使用の菓子パン、ハード系パンです。

hug work 社会福祉法人七峰会
就労サポートひろさき・エイブル・旭光園

hug work 多機能型障害福祉サービス事業所 りんごの
里

屋内 hug work ゆいまある
屋内 公益社団法人 弘前市物産協会

弘前・津軽地域の物産品の紹介

屋内 てんてんてんの天賞堂

時計、貴金属販売、修理

時計、貴金属、雑貨、バンド・時計修理

屋内 ㈱弘前ブラザー

小売業

刺繍ミシン、カッティングマシン

縫いやすさと使いやすさを追求した刺繍ミシン・実用ミシン・キルトミシン

屋内 ひろさき屋

食品製造、販売

カレールー・ジャム・たれ

食品添加物を使用しない商品づくりをめざしています。

屋内 地味ですが こつこつと・・・ 福田餅屋

餅・餅菓子

大福餅、串だんご、秋のお餅 他

昔のなつかしい味と、旬の栗を使った新しい商品の紹介

屋内 マルシチ 津軽味噌醤油㈱

食品製造業

味噌・醤油他

日本で唯一温泉熱を利用して味噌を製造しております。

屋内 三笠屋餅店

製餅業

あさか餅・豆大福餅・よもぎ餅など

添加物を一切使用していない大福餅

屋内 三國刃物製作所

鍛冶屋

刃物

屋内 ㈱メルシー

医療用具開発、販売

フットケア機器

屋内 ㈲森勤商店

工芸品雑貨

工芸品雑貨他

屋内 ㈲ヤマトミ食品

食品製造業

飯寿し他

製法にこだわった飯寿しです。

屋内 友好都市コーナー 太田市

特産品の販売

やまといも、ニット製品、お菓子等

やまといもの味と、軽く暖かいニット製品を手にとって実感して下さい。

屋内 友好都市コーナー 斜里町

特産品の販売

海産物、じゃがいも、玉ねぎ他

豊かな自然に囲まれた友好都市斜里町の美味しい特産物を味わいませんか？

屋内 ベーカリー＆カフェ SAKI

製造と販売

パン

ひとつひとつ手作りの焼きたてパン

屋内 ㈱大伸管工業所

管工事業

冷暖房、空調、給排水、衛生設備

水まわりのリフォームや、最新のシステム（太陽熱、温水器、赤サビ防止、LED照明等）を取り扱っております。

日本製コンパクトマッサージャー（癒しのスペース）

