
1 寅丸水産 魚介汁、魚介蒸し焼き、海産物

2 盛岡YMCAワイズメンズクラブ 富士宮焼きそば
3 ユックユック農園 農作物、加工品等
4 勇三亭 白いたいやき、やきとり
5 雫石窯 手作り陶器ほか
6 佐々木整骨院・付属鍼灸院 もみほぐしの提供
7 長右ェ門 野菜

8 坂本工房 肉巻ドック、からあげ、ポテト、焼きそば
9 しずくの里茶茶 もち類、野菜

10 ラトゥ　アユ 焼きそば、肉団子ス-プ、コーヒー、カレースープ
12 エイワケネル 仔犬
13 産直たかたか 野菜
14 ドリームアップ 短角牛メンチカツ、短角牛コロッケ、うにご飯
15 ねるどりっぷ珈琲　機屋（はたや） コーヒー、コーヒー豆、お菓子
17 ㈲グリーンガレージ 古着、雑貨、アクセサリー
18 キャトル・ウール クレープ

22 初栄丸 蒸しカキ、ホタテ焼、ムール貝蒸し、ホヤ串焼
23 吉川　猪太郎 盆栽、大工品、中古品
24 山びこ工房 赤飯、大福、山菜、野菜、甘露煮
25 をかしら屋 鉄板焼きホルモン、ホルモン屋の名物もつ煮
26 遠野味噌醤油（有） きゅうりもろみ漬、大根もろみ漬、生昆布もろみ漬
27 とつか屋 やきそば、うす焼き、フランク、チョコバナナ、かき氷
28 花菜好き 生ビール、ハイボール、サワー
29 なんぶ軽トラ市 果物、野菜、花
30 総合衣料　ほそかわ 衣料品
31 （有）諏訪商店 お米、玄氣だんご、雑穀
32 のり巻きの佐藤 のり巻き、いなり寿司
33 天瀬　美香 古い服とズボン、靴、工芸品、児童飾り
34 内山商店 三陸産干物、三陸産珍味、三陸産乾物
35 酒と小料理　志ＮＡ 温・冷ラーメン、揚げたこ焼き、豚玉焼き、味噌ホルモン煮込み

37 吉田出荷連 野菜・山菜・果物・雑穀
手作り陶器ほか 38 風’ｓ(ふうず) キッチン エビ天むす、ウニおにぎり、手作りピザ、汁物、焼物

39 レンタル菓子工房utakane 洋菓子（クッキー、マフィン等）、和菓子（がんづき等）

45 インドレストラン　カバブ カレーセット、チーズナン、チキンテッカ、ガーリックナン
46 ことりでアイスクリーム アイスクリーム
47 プチカラ 唐揚、パン、卵、コロッケ
48 M－foods（エムフーズ） タコス、トルティーヤドッグ、手巻きピザ
49 （有）九戸屋肉店 雫石牛（精肉）南部かしわ、惣菜類
50 花工房　らら倶楽部 花苗
52 菊地商店 大判焼き、各海鮮焼き、焼鳥、いかぽっぽ串焼き他
53 館ケ森アーク牧場 ホットドック、焼きソーセージ
54 （株）ATO 米飯類、揚げパン、焼物、渇物
56 田口　正之 クレープ
58 戸沢産直 野菜
59 ㈱ベアレン醸造所 樽生ビール、瓶ビール、果実酒
60 助作農園 雫石町産野菜

62 手焼き珈琲の店新湖月 ビーフカレー、レモンスカッシュ、レモネード、チョコレートドリンク

63 珈琲焙煎ポラン ホットコーヒー、アイスコーヒー（暑い時期）、珈琲豆

「東口広場」
「広場出店者」　　ちゃんこ大五郎
　　　　　　　　Twinkle Jack
　　　　　　　　　ヒノヤ商事(株)

【表示イラスト】

Ｒ１　第５回(１０３回)　元祖 しずくいし軽トラ市　会場図　(９/１)

「西口広場」 　

「本部前広場」　各種イベント開催！
「しずく×CAN」　フリーマーケット他

（おちゃば前／ねまって広場）

「商店街一押し店」：かくれんぼ

←トイレ ←授乳所 ←手荷物預り所 ←抽選補助券発





1 寅丸水産 魚介汁、魚介蒸し焼き、海産物
2 盛岡YMCAワイズメンズクラブ 富士宮焼きそば
3 ユックユック農園 農作物、加工品等
4 勇三亭 白いたいやき、やきとり

5 雫石窯 手作り陶器ほか
6 佐々木整骨院・付属鍼灸院 もみほぐしの提供
7 長右ェ門 野菜
8 坂本工房 肉巻ドック、からあげ、ポテト、焼きそば
9 しずくの里茶茶 もち類、野菜

10 ラトゥ　アユ 焼きそば、肉団子ス-プ、コーヒー、カレースープ
12 エイワケネル 仔犬
13 産直たかたか 野菜
14 ドリームアップ 短角牛メンチカツ、短角牛コロッケ、うにご飯、スタミナコロッケ
15 ねるどりっぷ珈琲　機屋（はたや）コーヒー、コーヒー豆、お菓子
17 ㈲グリーンガレージ 古着、雑貨、アクセサリー
18 キャトル・ウール クレープ
22 初栄丸 蒸しカキ、ホタテ焼、ムール貝蒸し、ホヤ串焼
23 吉川　猪太郎 盆栽、大工品、中古品
24 山びこ工房 赤飯、大福、山菜、野菜、甘露煮
25 をかしら屋 鉄板焼きホルモン、ホルモン屋の名物もつ煮
26 遠野味噌醤油（有） きゅうりもろみ漬、大根もろみ漬、生昆布もろみ漬、大辛どべっこ漬
27 とつか屋 やきそば、うす焼き、フランク、チョコバナナ、かき氷、野菜他
28 花菜好き 生ビール、ハイボール、サワー
29 なんぶ軽トラ市 果物、野菜、花
30 総合衣料　ほそかわ 衣料品
31 （有）諏訪商店 お米、玄氣だんご、雑穀
32 のり巻きの佐藤 のり巻き、いなり寿司
33 天瀬　美香 古い服とズボン、靴、工芸品、児童飾り
34 内山商店 三陸産干物、三陸産珍味、三陸産乾物
35 酒と小料理　志ＮＡ 温・冷ラーメン、揚げたこ焼き、豚玉焼き、キャベ玉焼き、味噌ホルモン煮込み、風呂吹き大根、かき氷ホイップ
36 うおいち近藤商店 魚類（サケ、マス、鮮魚）
37 吉田出荷連 野菜・山菜・果物・雑穀
38 風’ｓ(ふうず) キッチン エビ天むす、ウニおにぎり、手作りピザ、汁物（各種）、焼物（串焼）など
39 レンタル菓子工房utakane 洋菓子（クッキー、マフィン等）、和菓子（がんづき等）、ジャム
45 インドレストラン　カバブ カレーセット、チーズナン、チキンテッカ、ガーリックナン
46 ことりでアイスクリーム アイスクリーム
47 プチカラ 唐揚、パン、卵、コロッケ
48 M－foods（エムフーズ） タコス、トルティーヤドッグ、手巻きピザ
49 （有）九戸屋肉店 雫石牛（精肉）南部かしわ、惣菜類
50 花工房　らら倶楽部 花苗
52 菊地商店 大判焼き、各海鮮焼き、焼鳥、いかぽっぽ串焼き他
53 館ケ森アーク牧場 ホットドック、焼きソーセージ
54 （株）ATO 米飯類、揚げパン、焼物、渇物
56 田口　正之 クレープ
58 戸沢産直 野菜
59 ㈱ベアレン醸造所 樽生ビール、瓶ビール、果実酒
60 助作農園 雫石町産野菜
62 ＮＯＰ法人ハートピュア盛岡　手焼き珈琲の店新湖月ビーフカレー、レモンスカッシュ、レモネード、チョコレートドリンク
63 ＮＰＯ法人風の又三郎　珈琲焙煎ポランホットコーヒー、アイスコーヒー（暑い時期）、珈琲豆（手焼きコーヒー豆）

※イベント等の詳細は表面をご覧ください！






