
  

1/2

場所 店名 出展業種 取扱商品 取扱商品のPR

屋外 炭焼きナン・チキン・カレー　プルナ インドネパール料理
炭焼きナン・チキン・
カレー・生ビール

焼きたての炭焼きナンをどうぞ

屋外 みなみ亭 焼肉
ローストチキン、ス
ペアリヴ

おいしい焼肉をぜひどうぞ

屋外 カフェ　デュボワ 飲食業
ハンバーガー・ジ
ンジャエール等

青森県産牛　100%無添加パティ
を炭火で焼いて提供します。

屋外 北の綿雪・石田キムチ・カーサルーンビッグ スイーツ食品

わた雪・芋かりんと
う・手作りキムチ・タ
ピオカドリンク・サツ
マアゲ

弘前発祥のわた雪、県産加工食品の
販売

屋外 樋口商店 飲食業

ソフトクリーム、
焼そば、ラーメ
ン、ぎょうざ、チー
ズフランク、ビー

屋外 ひつじ家 飲食 ケバブ・ピザ

屋外 ファーストフード　ペコちゃん 飲食
タコ焼き、バナナチョ
コ、大阪焼き、玩具

まるごと一匹のたこ焼き

屋外 福士とうふ食堂 飲食業
とうふイカメンチ、
おぼろ麻婆ラーメ
ン

とうふ屋さんのイカメンチ

屋外 みちのくコカ・コーラボトリング㈱弘前営業所 飲料、軽食
飲料、ポップコーン、
チュリトス

屋外 山田商店 輪投げ 玩具

屋外 青森県 地方公共団体 ペレットストーブ
環境に優しい木質ペレットを燃焼とす
るストーブ

屋外 鯵ヶ沢いか工房 焼いか 炭火焼いか 魚食普及

屋外 阿保商店 飲食 津軽そば等

屋外 こばしょぐ・Café Crepes⑦ 飲食
から揚げ、クレー
プ、ドリンク

秘伝のたれに漬け込んだオリジナル
から揚げ!!

屋外 ㈲大湯石材店 墓石、石材
墓石・石臼コーヒー
他

墓石相談・終活相談・石臼コーヒー販
売

屋外 千sen 飲食 ラーメン　など

屋外 焼肉ホルモンがっつ 食品
牛串・ホルモン串・も
つ煮

屋台で人気のがっつカルビ串と絶品
もつ煮

屋外 カフェ＆ダイニングバー　La☆Fuul 飲食 スペアリブ・油そば
青森県産のりんごを使用した自家製
ダレ、にぼし風味濃厚麺

屋外 北一 食品
トリゴボウ、ゴボ天、
ラフティー

屋外 数字合わせ・ポテト 玩具・食品販売 玩具、チーズドック

屋外 巨大アップルパイ アップルパイ アップルパイ

屋外 （一社）久慈市観光物産協会 飲食 ネギま、焼き鳥
久慈地域産の特産品を炭火でおいし
く調理しました！

屋外 ㈲くまばん 自動車関連サービス
クマックカーシャン
プー、コーティング、
シャンプー等

車を汚れや錆から守るためのサービ
スの紹介とオリジナルカーケア商品
の販売

屋外 SANA 飲食業
ナン、カレー、ドリン
ク

本場の焼きたてのナンとカレーを味
わっていただきたい

屋外 支那そばや　やまざき 飲食、おもちゃ ラーメン、玩具
魚介、豚骨、鶏がら、野菜のスープで
作った支那そばをどうぞ

屋外 炭火焼明月館 飲食店
ホルモン、ハンバー
ガー

国産シロコロホルモン、焼肉バーガー
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屋外 大衆食堂　三日月 飲食販売
ラーメン、おでん、、
焼そば、フランク、
ジュース類

屋外 大昭水産
牛、豚、とり串、焼き
たこ足

屋外 チャイナダイニング　ベア 飲食 担々麺 本格四川の味をお気軽に

屋外 調理村食品 食品販売
食肉加工品、からあ
げ

人気のマヨから

屋外 つがる弘前農業協同組合 農産物・物品販売
りんご、漬物、JAオ
リジナル商品

地元農産物及びそれを利用するＪＡ
オリジナル商品

屋外 合同会社 ツリーワーク 製造業
木炭、木酢液、堆
肥、熊の忌避剤

熊の忌避剤クマニゲルは置くだけで
熊はよりつきません

屋外 diner＆bar JET 飲食
JETジャガーステー
キ

JETオリジナルの牛ハラミを使用した
やわらかい牛ステーキ

屋外 魚魚dining樹～ituki～ 飲食店
カキ、焼き鳥、フラン
ク、ソフトドリンク、ア
ルコール

鮮度抜群のカキを蒸し焼きで！！

屋外 ドランク 飲食業
かき氷、ビール、タ
ピオカ、ニジマス、そ
ば

屋外 つくしの家 障害者就労支援
農産物、加工食品、
馬肉汁

野菜は農薬の化学肥料木使用栽培
です。馬肉汁は「五戸尾形」の馬肉を
使用しています。

屋外 hug work　 就労継続支援Ａ型事業所　さくらの杜 福祉サービス業 生しいたけ、野菜
新鮮なしいたけ野菜に自信がありま
す。

屋外 濃厚煮干しラーメン 飲食 ラーメン

屋外 Hosho 東花 飲食 クレープ・ドリンク
もちもちの皮が人気の東花のクレー
プが津軽の食と産業まつりに初出
店！

屋外 ㈱ホテルニューキャッスル 食品（キッチンカー） 軽食、スイーツ他

屋外 ホルモンしち弥 食品 牛串

屋外 丸新商事 軽飲食 豚まん、ソフト　他

屋外 濱厨房　活味屋 食品
海鮮かに汁ちゃん
ぽん、ほたて串焼
き、お好み焼き

元祖！かに汁ちゃんぽんの店。

屋外 満ぷく処　くぅ 飲食 ラーメン他
辛さがクセになる！ピリピリくぅ麺。くぅ
特製あまタレ手羽先

屋外 ダイナミックチキン

屋外 北海道名物ザンギ大名 飲食 から揚げ、ドリンク
一度食べたらやみつきになるからあ
げをぜひどうぞ

屋外 もりきん 軽飲食 うどん、そば他

屋外 焼肉・冷麺　としぞう。 飲食店
焼きそば、みそラー
メン、生ビール

青森県産小麦100％を使用した麺を
使っています。

屋外 山一物産 食品
焼きそば、とりごぼ
う、からあげほか

屋外 山勝商店 食品 せんべい、ドーナツ

屋外 おかげ茶や かき氷 かき氷


