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場所 店名 出展業種 取扱商品 取扱商品のPR

屋内 アートホテル弘前シティ　Eau Clair
オークレール

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 ㈱I・M・S パソコンスクール プログラミング体験
プログラミング学習アプリ「Hour of
Cade」を用いて基本的なプログラミン
グを体験します

屋内 岩木川浄化センター（（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 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 青森県 地方公共団体

屋内 弘前市社会福祉協議会

屋内 サンパレス秋田屋 仕出・飲食業 弁当　他 手作りの総菜料理

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 ㈲岩木屋 食品製造業
きのこなんばん漬、
りんごカレールー、
嶽きみの商品各種

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 ㈱かさい

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 株式会社ワールドウィンズ 建設業
新築住宅、リフォー
ム

こだわりの建材、自由設計の注文住
宅です。

屋内 ㈱菊池商店 飲料 飲料

屋内 ケイ・エイム・ナチュラル㈱ 食品加工業
フリーズドライフ
ルーツ

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フルーツで
す。

屋内 佐々木コーポレーション

屋内 佐藤製菓 製菓業
大王当て、イモ当て
等

くじびき、新商品のPR

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

屋内 蛇の目ミシン工業㈱ 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 暮らしの衣料　ストー 衣料全般 洋品・雑貨・くつ
店はお客様の為にある良い品をドン
ドン安く売る店

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 積水ハウス㈱ 建設
住宅のCM告知、カ
タログ等

住宅、リフォームの相談

屋内 銀座に志かわ　水にこだわる高級食パン 菓子製造業 食パン

パンの仕込み水にアルカリイオン水
を使用しています。絹のようにしっとり
とした耳淡雪のようなくちどけのほん
のり甘い食パンです

屋内 ㈱ちとせフーズ 珍味・菓子販売
海産珍味・菓子・佃
煮・煮干

毎年好評の珍味5袋1,000円、煮干し
販売致します。

屋内
東北電力㈱、㈱Eライフ・パートナーズ、東北電力電化普及協力
店　エルパルショップ

電気機器、その他製
品

IH・ヒートポンプエア
コン・エコキュート

屋内 常磐加工販売組合 農産物、加工
ニンニク、黒ニンニ
ク加工品

常盤産のホワイト六片ニンニクだけを
ぜいたくに使った加工品

屋内 特定非営利活動法人　もったいないつがるの会
温暖化防止啓発活
動

生ゴミリサイクル
グッズ等

地産地消は地球を守る合言葉

屋内 トップテーラー㈱ 物販業
ねぷたハンカチ等ね
ぷたグッズ

ねぷたハンカチ等ねぷたグッズの販
売、中学校制服展示PR

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 山ブドウとサルナシ 果汁ジャムの加工品
山ブドウとサルナシ
加工品

山ブドウ果汁ストレート

屋内 日本教育書道会 書道
書道用具、表具（掛
軸、額）

屋内 エイブル 調理、菓子パン 菓子パン、調理パン
県産の紅玉りんごを使用したりんごプ
レットを出店します

屋内 N-STAGE 福祉サービス業

屋内 ないすらいふ 食品 洋菓子・パン各種
人気の焼きドーナツの他季節限
定のお菓子も販売いたします

屋内 就労サポートひろさき 加工食品
豆腐、豆乳プリン、
おからパウダー

青森県産大豆を使用し、大豆の
濃厚な風味を生かしたこどわり
の手作り豆腐。コク深い豆乳プリ
ン「豆屋七の助」の商品はどれも

屋内 りんごの里
陶芸・農業・大工・菓
子

陶芸・農業・大工・菓
子

利用者と共に心を込めて作った商品
です。どうぞお買い求め下さい。

屋内 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 バナナの樹 障害福祉
ｺｰﾋｰ、ﾄ津軽塗、手
工芸作品

今ひそかに人気の津軽お化け珈琲と
地元の職人さんとコラボで作った津軽
塗など

屋内 函館商工会議所 経済団体 函館観光の広報物
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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

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 ひろさき産学官連携フォーラム　白神酵母研究会 食品関係
展示：日本酒、リン
ゴ酢、シードル販
売：日本酒

白神山地で採取した「弘前大学白神
酵母」のPRと当該酵母活用商品の展
示・販売

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 公益社団法人弘前市シルバー人材センター

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 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 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 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 弘前商工会議所　中小企業相談所 PR

屋内 学生カンパニーMELE 農業 りんごジュース 山野りんごと弘前大学のコラボ商品

屋内 弘前大学（生活協同組合） 飲食　丼　弁当販売
弘前大学　りんご豚
丼

りんごを使用した豚丼

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 ㈱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 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 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 フィリップモリスジャパン合同会社 タバコ小売業 アイコス

屋内 地味ですが　こつこつと・・・　（＾に万）福田餅屋 餅菓子 餅類全般

屋内 ポーラ・ザ・ビューティー弘前店 化粧品販売 リンクルショット 化粧品（リンクルショット）

屋内 ㈱前田 物販業 生活用品

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 青森ドローンスクール ドローン

屋内 銘茶の玉雲堂

屋内 おそうじ本舗　弘前城東店 ハウスクリーニング ハウスクリーニング
汚れに悩んだら私たち「プロ」におま
かせください、

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 ㈱ラグノオささき 菓子販売
りんごのお菓子とか
りんとうなど

青森土産と秋田ゆかり堂のかりんとう

屋内 本間アイスクリーム店 飲食 アイスクリーム

屋内 BeeQuickフィットネス

屋内 アジアン雑貨の店スタイル アジアン雑貨
テーブルクロス等の
布品

屋内 ㈱かさい材木店 木材劣化対策 ボロンdeガンド工法 空気を汚さない木材劣化対策

屋内 弘前れんが倉庫美術館開館準備室

屋内 ロボットワークショップ


