
愛楽食堂●

No 店名 分類 お店のPR

1 富士山こどもの国 その他 富士山こどもの国を紹介するよ！

2 沼津・マルギ水産 水産物 沼津のひものを工場から直送・販売！

モカンボクラブ● 3 KCSセンター富士 その他 ねこ背チェックと調整で背中スッキリ！

4 mymade 雑貨 親子で手作りしています。編男子作品は必見です。

5 富士製パン 食品 職人がこしらえるおいしいパンをご賞味下さい

6 ジャム工房　Woody 食品 シンプルな無添加ジャム。朝食にピッタリ！

7 ろばた焼幸兵衛 食品 甘めに作ってありますのでお子様にもOK

8 rengaya 食品 駿河湾の桜エビ粉を使った手羽先の唐揚げ

9 miru-miru 雑貨 ハンドメイド雑貨・がま口等販売しています

●関カメラ 10 関野木型製作所 雑貨 富士ひのきで作った木製品手作りおもちゃ

11 おこたま本舗 食品 名物おこたまをぜひ

12 中華料理は火が命！！駿香楼 食品 中華料理店

13 岩島 食品 よろしくお願いします。

14 ざっかや　空多 雑貨 衣料品や雑貨などをお手頃価格で販売します。

15 近藤商店 農産物 まじめな商品をまじめな価格で販売します。

16 肩こり腰痛カイロセンター その他 骨盤矯正歪みチェック　オープンクリニック

17 フリースタイルショップ 雑貨 良い品・おいしいものお届けします。

18 遠藤商店 食品 最高の味と食感を。

19 佐野屋商店 食品 人気のサイダーかんと、きれいなバナチョコです。

63 焼き鳥　ともちゃん 食品 こだわりの材料を使った焼き鳥です。

64 韓国食品ソウル 食品 本場、韓国のチヂミが食べれます。

65 ㈱押見商店 雑貨 履物の問屋だからこそできる、この安さ。安心感

66 御月 食品 大好評！お好み棒・焼きそばお好み焼セット

67 オンリーワン★ 食品 オリジナルキャンディーと手作り雑貨

68 さのや 食品 かわいいチョコバナナです！ぜひきてね♡

69 笑楽べ 食品 外にはないカルビ肉のヤキソバです。

70 紙と文具　いでかみ 雑貨 楽しい文具やキッズアイテムがいっぱい！

健喰倶楽部● 71 和風ダイニング　茶華 食品 美容と健康を中心に、和食を楽しめるお店

72 ottori 雑貨 心のこもったハンドメイド雑貨です！！

73 静岡駿河本舗 食品 最高の富士宮やきそばを是非、召し上がれ！！

74 八百屋・飯田商店 農産物 新鮮野菜の特価販売

75 かしママの手作りピクルス 食品 県内野菜を使った色々な味のピクルスです。

76 オンリーワン 食品 地物サザエのつぼやき

77 富士山スズ竹工芸同好会 雑貨 スズ竹で作ったカゴや竹ザルの販売

78 ㈲マルセン屋部海苔店 食品 富士市で唯一、自家焼き製造のお海苔屋さん

79 富士酸素工業株式会社 その他 「富士酸素」夏の感謝祭、7月1・2日開催

80 ポン吉 食品 沼津産の米と富士山の伏流水を使用しています
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県道富士由比線

第11回 富士本町軽トラ市 配置
平成29年6月18日（日）9:30～14:00Ｎ

●トイレ借用店

注1：◎女性のみトイレ借用可

注2：本部にもトイレ有



No 店名 分類 お店のPR

20 かりん糖の和田屋 食品 あなたの知らないかりん糖に出会えます。

21 耳つぼジュエリーサロン　sunflower 雑貨 耳つぼジュエリーとハンドメイドアクセ販売

22 mocotto 雑貨 姉妹でバックやポーチなどを作っています。

23 小麦畑松林堂 食品 焼きたて、あげたて、おいしいパンはここ！

24 ダスキン蓼原支店 雑貨 人気No.1ダスキン台所スポンジ販売します

25 しおから本舗 水産物 ちりめん干しをはかり売りしています。

26 富貴包子楼 食品 中華街よりおいしい点心のお届けです。

27 デリカのライフ 食品 地産地消、旬の食材を使った手作り惣菜

●トンボタクシー 28 鮎の塩焼き　さいとう 水産物 炭火でじっくり焼いた旨味たっぷりのあゆ

29 ホームメイドハピネス 雑貨 心を込めた作品に逢いに来てください。

30 西村家 食品 レヴェルの違うやきそばをあなたへ♡♡♡

31 佐重 食品 富士ブランド濃厚ロブスターソースの焼きそば

◎ブティックカツマタ（女性のみ） 32 ウエノ商店 食品 野菜の販売

33 まるこちゃんの漬物 食品 すべて手作りです。とてもおいしいですよ。

34 スタジオ101 食品 焼きそば・野菜・手作りクッキーの販売

35 浮島まちづくり委員会 農産物 浮島地区で採れたこだわりの新鮮野菜です。

36 うみゃあもん工房 食品 魚肉たっぷり「富士山はんぺん」うめえよ～

37 富士山屋 食品 在来茶・粉末茶・味付のり・写真など

38 山田屋陶器店 雑貨 色々実用的で値打ちの物を揃えております。

39 とりとり亭 食品 全国唐揚げグランプリ金賞受賞の南蛮フライ！

40 クックパパ 食品 野菜たっぷりハンバーグのロコモコ丼大好評

41 こだわりの味専門店 食品 虹鱒の燻製・ちりめん山椒

42 あいしん堂 その他 肩こり・肩甲骨はがし。ワンコイン500円

43 喜楽なパン工房　ルヴァン 食品 全商品自家製天然酵母菌使用の創作パン

44 元気＆ファイト 食品 焼きそば・焼とうもろこし　など

まちの駅　なかの● 45 ドリームファクトリー（Dream Factory） 雑貨 子供チャレンジ手作り体験で宝物を作ろう！

46 ㈱ピュアグリーンリテール 農産物 地元のおいしいお茶を詰め放題で販売します

47 ピザーラ富士店 食品 ナチュラルチーズ使用　ぜひ食べに来てね！！

48 パウラアート 雑貨 工芸品100%ハンドメイド

49 cook Olive 食品 デニッシュ専門店。新発売デニッシュカップ

50 coto ballon その他 いろいろな風船があります。見に来てね。

51 ぶろーち屋 雑貨 ハンドメイドブローチがたくさん並びます。

52 工房あお 雑貨 ステンドグラス・雑貨等の販売を致します。

53 しみずはとば軒 食品 鮪をデザインした焼菓子を販売致します。

54 味玉 食品 テレビ出演8回鮨職人　厚焼玉子焼いて53年

55 こんちゃん豆腐 食品 豆腐と揚げ物、がんも・豆腐ドーナツ

56 焼き鳥「叶夢」 食品 自家製、炭火焼きの焼き鳥です。

57 NOVA富士校 その他 英語であそぼ☆Let's nova fun

58 自家焙煎珈琲工房　唐良里 食品 香り高い淹れたての珈琲と三島甘藷の大学芋

59 手塚ふとん店 雑貨 夏に向けて格安のタオル製品を集めました。

60 パン工房　ぼんぐう 食品 防腐剤・膨張剤を使わない身体にやさしいパン

61 NPO法人　大地塾グロバリー 農産物 とれたて野菜大放出！！ご期待下さい。

62 ポーラザビューティ富士駅南店 その他 エステの心地よさを手で実感体験ください。
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