
出店者一覧

テント
№

出店者名 区分 出店品目1 出店品目2 出店品目3 テント
№

出店者名 区分 出店品目1 出店品目2 出店品目3

1 農事組合法人おおが 展示 パネル展示 農機具展示 41 田口商店 飲食 焼きそば 牛串・ねぎま・タン・豚バラ・かわ・ももポテト・唐揚げ・串カツ 缶ビール・ジュースペットボトル・缶

2 岐阜県LPガス協会 岐阜支部 山県市ブロック 展示 消費者啓蒙活動（チラシ・クリアファイル） 42 ぶん家 飲食 オムそば 鶏ちゃん・唐揚げ かき氷・生ビール ペットボトル

3-1 山県市ことばを育てる親の会 物販 手作り小物 43 一國会 早矢仕ライス研究所 飲食 ハヤシライス ペットボトル

3-2 インディアンビレッジ 物販 革小物 ステッキ 44 (株)キリンタス 飲食 焼きそば フライドポテト かき氷

4 山県市商工会 体験 お菓子のすくい取り 45 岐阜アグリフーズ(株) 飲食 飛騨牛串 飛騨旨串 唐揚げ

5 山県市商工会 女性部 物販・体験 ペットボトル(お茶・ジュース) くじ 整体 46 KMY 飲食 焼きそば フランクフルト 缶ビール・ジュース

6-1 山県市商工会 青年部 物販・体験 飲料販売 輪投げ 47 potte 飲食 ジュース コーヒー お茶 シフォンケーキ

6-2 三重県熊野市／魚作商店 物販 みかん 干物 48 岩瀬輪業 飲食 チョコレート ミックスナッツ

7,8 ぎふ農業協同組合高富支店 物販・飲食 農産物販売 だんご 五平餅 49 矢口 清香 飲食 お好み焼き 焼きそば 焼きうどん かき氷 揚げ物

9 JAぎふ 山県ばすけっと 物販 おかし 加工品 栗 50 ひろば 飲食 どて煮 串カツ かき氷 生ビール

10 山県市薬剤師会 体験・展示 血管年齢・脳年齢測定 お薬健康相談 展示車両（モバイルファーマシー） 51 壱輝 飲食 焼きそば オムそば 唐揚げ スノーボール

11,12 岐阜県看護協会岐阜北支部 体験 認定看護師による医療・看護相談 52 (株)皓介 飲食 焼きそば フランクフルト かき氷 生ビール

13 実行委員会本部 － 53 アトレファームジャパン(株) 体験農園みとか 飲食 果物（カットしてない） 菓子（タルト マフィン シフォンケーキ パフェ）

14,15 救護・授乳室 － 54 土岐商店 飲食 焼きそば 焼きうどん お好み焼き 冷凍フライドポテト チーズドック 唐揚げ かき氷 わたがし

16 山県警察署（警察待機所） 展示 遺失・拾得物案内所 警察車両展示 55 しばらく 飲食 牛串 牛タン コロッケ 缶ビール ジュース

17-1 山県市人権擁護委員会 展示 人権啓発活動 56 梅田建設(株) 美濃山県元気ファーム 飲食 黒にんにく ドライフルーツ 干し芋お菓子

17-2 山県市民生委員児童委員協議会 民生部会 展示 赤い羽根共同募金 57,58 岐阜北法人会 高富支部 体験 税金クイズ

18 エナミ農園 物販・栗 焼き栗 59 岐阜電気工事協同組合 体験 工作キットによるライトの制作

19 マロンフライの会 物販・栗 マロンフライ 60,61 農林畜産課 体験 林業PR（機械体験）苗木配布

20-1 企画財政課 展示 ふるさと納税PR

20-2 市民環境課 展示 マイナンバーカードPR 63 YACC 物販・体験 わたがし（コンパネ提供）パターゴルフ

21 栗生産組合 物販・栗 生栗 64 山県市ジュニアリーダーズクラブ 体験 クラフトコーナー（バルーンアート）

22 大和屋製菓舗 物販・栗 栗おこわ 栗入り赤飯 65-1 山県市ホストファミリーの会 展示 国際交流パネル展（リトアニアとの交流・杉原千畝紹介）

23 RICODOLCE 物販・栗 モンブラン（こがね） 焼きモンブラン 65-2 山県市青少年育成市民会議 展示 青少年育成啓発活動

24 石井食品(株) 物販・栗 炊き込みごはんの素（栗ごはん） 66 岐阜女子大学 生活科学専攻 展示 ポーチ販売SDGｓ 生ゴミ処理について展示 ワークショップ

25 和菓子処 岐阜金蝶堂 物販・栗 和菓子（栗菓子・鮎菓子） 67 防衛省・自衛隊 岐阜募集案内所 展示 広報車両展示

26 （公社）山県市シルバー人材センター 物販・栗 ペットボトル 缶飲料 果物（利平栗・みかん・りんご）（カットしていない） 68 （福）同朋会 ワークス伊自良 物販 缶ジュース ペットボトル パン クッキー日用品 玩具

27 ななつぼし 飲食 タピオカジュース 人形焼き フライドポテト 缶ビール ジュースペットボトル 69 岐阜県立岐阜城北高校 物販 菓子 軽食

28 Cafe me 飲食 ペットボトル 缶ビール ジュースペットボトル うなぎのつかみ取り体験 70 (株)TFF ひなたぼっこ園 物販 生椎茸 乾燥椎茸 黒にんにく 季節の野菜

29 ひろ北方 飲食 ラーメン かき氷 お茶 71 山県地区更生保護女性会 飲食 焼きそば ジュース お茶 ビール 水風船

30-1 ヘボ同好クラブ 飲食 ヘボ飯 72 （福）あしたの会 あしたの会自然の家 物販 陶器 木工商品 布商品 クッキー ケーキ

30-2 ORI-HIRO 飲食 ポロシャツ Tシャツ エコバッグ 等 73 （一社）若者サポートnanairo 物販 ジュース バック 陶器 洋品 装飾品

31 ジョイフルの会 飲食 弁当 74 健康介護課 体験 移動献血車による全献血骨髄ドナー登録

32 川崎食販 飲食 お好み焼き モダン焼き たこ焼き たい焼き 焼きそば 唐揚げ 生ビール 焼きとうもろこし キ1 サングリエ久助 飲食 ハヤシライス フルーツフラッペ フライドポテト

33 (株)LOHAS－ONE（さくらや） 飲食 チュロス ハットグ フライドポテト 焼きそば 肉巻きおにぎり 串 かき氷 けずりイチゴ キ2 (株)TropicalKetchups 飲食 唐揚げ

34 いづみや 飲食 広島焼き オム焼きそば ポテト いもチップ キ3 MOCO 飲食 唐揚げ まぜそば

35 るんるん食品 飲食 たこやき 飛騨牛串 ハラミ串 唐揚げ キ4 極たこ焼 飛笑朗（ぴえろ） 飲食 たこやき フランクフルト ドリンク

36 なかよし会 飲食 かき氷 串焼き たい焼き 缶ビール ジュースペットボトル キ5 SWEET POTATO STAND 飲食 焼きいも

37 AVALON８０２ 飲食 焼きそば ねぎま・焼き鳥・牛串・タン串 缶ビール ジュースペットボトル キ6 マミータ（三河やきそば） 飲食 たこやき 焼きそば 焼き芋

38 (株)長良ういろ 飲食 ういろ キ7 太平洋薬品東海(株) 飲食 ホットドッグ 生ビール ハイボール コロナビール 明宝フランク コーヒー（Hot、Ice）
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