場
所

店名

出展業種

取扱商品

取扱商品のPR

屋内 （一社）大館市観光協会

地方公共団体

清酒、生たんぽ、味噌付たんぽ、スープ

大館の地酒と本場大館きりたんぽを味わっていただきたい

hug work 社会福祉法人 七峰会
屋内
就労サポートひろさき・旭光園

大豆加工品・米販売

豆乳プリン、豆富、納豆、米

青森県産大豆100％使用の豆腐・豆乳プリン、手作り納豆『福福』、冷めてもおいしいお
米『あさゆき』

屋内 hug work 社会福祉法人 抱民舎 ゆいまある

パン製造・販売

パン

国産小麦100％使用の手作りこだわりパンです。

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

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。

hug work 多機能型障害福祉サービス事業所 りんごの
陶芸・木工・さをり織り・野菜 陶芸・木工・さをり織り・野菜
里
福祉事業所（ハンドクラフト
屋内 hug work N-STAGE
雑貨類（木工・アクセサリー等）
類）
屋内

利用者さんが丹精込めて作り上げました。
古材・自然素材の良さを生かした良質なハンドクラフトです。

屋内 hug work パン工房 エイブル

パン

菓子パン、調理パン

県産りんごをたっぷり使ったりんごブレットもちもち食器が好評です。

屋内 komamo chiffon?～コマモ・シフォン～

洋菓子

シフォンケーキ、りんごあめ、アップルパイ他

大人気のシフォンケーキからアップルパイまでいろいろな商品を取揃え

屋内 TSUKURIE弘前

建築（住宅）

新築住宅・住宅リフォーム

工務店６店のPR、パンフレット配布、展示場場所説明

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 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 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

屋内 カネショウ㈱

食品製造業

りんご酢等

当店人気商店を特別価格にてご用意しております。

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 サンパレス秋田屋

仕出・飲食業

弁当 他

屋内

テクノル・ササキコーポレーション・福伸電気・ワンダーライ 1.小型除雪機、2.電動車い
フ
す、3.業務用洗剤、4．だし

1.オ・スーノDX、2.電動カート ポルカ―、3..洗剤各
種 4.和風だし、味わい膳 5.マグワンダー

1.静かで簡単電動ラッセル除雪機 2.運転免許不要の電動カート 3.劇薬を使用しない
プロ仕様の特殊洗剤 4.赤さび対策マグワンダー

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

修理部門の宣伝と普段店頭に並んでいる低価格商品（雑貨）を中心に展示予定

屋内 トップテーラー㈱

物販業

卒服・制服展示・ねぷたブランケット・ソックス

弘前市内制服／小学校卒業制服レンタル／ねぷたブランケット

屋内 ひろさきりんごハロウィン

PR

屋内 ひろさき屋

食品製造業

カレールー・ジャム・たれ・ドレッシング

青森県内の原料を使用し、安心安全なおいしい商品を提供します。

屋内 ひろさき健幸増進コーナー

健康ＰＲ

屋内 ベーカリー＆カフェ SAKI

菓子製造と販売

パン

ひとつひとつ手作りの焼きたてパン

屋内 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 ㈱オザキ・フローリスト

生花販売

フラワーアレンジメントの製作体験

製作体験です！子どもさんからできます！

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 ㈱ちとせフーズ

食品卸売業

海産珍味・菓子・食品

珍味5ヶ1,000円で販売

屋内 ㈱レクシム

住宅リフォーム業

住宅設備機器

水まわり工事をお得にいかがですか？

屋内 ㈱菊池商店

飲料

飲料

ジュース販売

屋内 ㈱弘前ブラザー

小売業

刺繍ミシン、家庭用ミシンカッティングマシン

家庭用・業務用刺しゅうミシンの展示・体験

屋内 ㈱佐藤乳販

骨強度測定、乳製品のイベ
ント

乳製品

骨強度測定（骨の健康チェック）無料試飲会

岩木川水きらきらセンター（（公財）青森県建設技術セン
屋内
ター）

下水道事業普及啓発

（測定）体組成、棒反応、ロコモティブシンドローム、血圧

屋内 ㈱かさい

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 公益社団法人弘前市シルバー人材センター
屋内 弘前プルーンの会

青果物生産業

プルーン、プルーン加工品

弘前産のプルーンと加工品を販売します。

屋内 弘前圏域空き家・空き地バンク協議会

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

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 弘前市企業誘致推進協議会

行政

ＰＲ

弘前市の誘致企業のＰＲブース

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 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 山ブドウとサルナシ

加重ジャムの加工品

山ブドウとサルナシ加工品

山ブドウ果汁ストレート、種類を比較できます。

ミシン、24時間風呂

刺しゅうミシン実演体験・２４時間いつでもキレイなお湯で快適な入浴を

屋内 弘前マイスターPRブース

屋内 弘前市社会福祉協議会
屋内 弘前商工会議所青年部 未来のクリエイター育成ブース

屋内 蛇の目ミシン工業㈱弘前支店
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

農産物及び加工品

米・野菜・加工品（ケチャップ）

H26年米・１グランプリ銅賞受賞米、H29年日本一おいしい米コンテストin庄内町 第二
位金賞受賞米

屋内 青森県漆器協同組合連合会

漆器販売

津軽塗製品

津軽塗特別ご奉仕会。新作もあります。

屋内 積水ハウス

住宅ＰＲ

住宅

屋内 雪庇落とし本舗

小売

雪庇除去具

屋内 泉佐野市（特産品相互取扱協定都市）

特産品の販売

水なす、タオル

屋内 地味ですが こつこつと・・・ 福田餅屋

餅菓子

餅類全般

屋内 中里町ブルーベリー生産組合

加工販売

ブルーベリー製品

屋内 特定非営利活動法人 もったいないつがるの会

リサイクル推進活動

生ゴミリサイクル機器

屋内 函館商工会議所

経済団体

函館観光の広報物

屋内 東北電力㈱弘前営業所

電気機器、その他製品

IH・ヒートポンプ暖房給湯、浴槽・洗面・衛生機器

屋内 暮らしの衣料 ストー

洋品・雑貨

Tシャツ・スラックス・くつ

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 友好都市コーナー 太田市

特産品の販売

大和いも、ニット製品、お菓子等

大和いもの味と、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 ㈲イシオカ工芸

卸売業

木工品、漆器

今年も大特価でご奉仕いたします。

屋根に登らず地上から雪庇を落とす

昔のなつかしい味と、旬の栗を使った新しい商品の紹介

生ゴミは資源、リサイクルで地球に活かそう

屋内 銘茶の玉雲堂
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場
所
屋内 ㈲ヤマトミ食品

店名

出展業種

取扱商品

取扱商品のPR

食品製造業

飯寿し他

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
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。
ンスープ

製法にこだわった飯寿しです。

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 ㈲林塗料

愛犬家住宅

ペット共生リフォーム他

ペット共生用消臭剤、すべり止塗料、消臭塗装
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