
№ 団体・企業名 出店責任者 小間

1 イベントブース 2

渡部水産
花川南6条4丁目264
080-5582-4278
snack Aqua
花川南2条5丁目21-1第2ワコービル
72-3412

㈱ムラタ

船場町2-117

76-6211

炭焼やきとり　石鉄　田むら
花川南1条3丁目213
72-5929
㈱ショクラク
花川南1条1丁目5
77-7355
（有）サテライトいしかり
新港南2丁目729番3

64-0811

厚田こだわり隊
厚田区別狩209-2
080-5585-6327
ラーメンの音むら
花畔2条1丁目175
77-5713
㈲雅
花畔2条1丁目67
011-215-9395
飲み喰い処　京
花川南1条4丁目262柳ビル2Ｆ
77-5004

石狩まるごとフェスタ2017　【最終】販売品目一覧表
出店内容

内容未定。

2 安田　優香 2
スペアリブ、ベーコンステーキ、チョリソー、ソーセー
ジ、チキンステーキ、パエリア、焼うどん、焼鳥、石
狩鍋、つぶ焼き、手羽先、ナチョス（チップス）おつま

ビール、ワイン、モヒー
ト、ソフトドリンク

3 髙橋　了衣 1 焼きそば、焼鳥、かき氷、フランクフルト
ビール、電球ソーダ、ト
ロピカルジュース

4 村田　公子 3

ホタテ焼き、ホタテ焼きそば、肉巻き棒、牛タンフランク、丘
珠ホルモン、牛タン串、牛タン焼、焼きとうきび、フライドポ
テト、ジンギスカンから揚げ、揚げいも、揚げもち、春巻き、
ガーリックシュリンプ、石狩ザンギ、串類、クレープ等

生ビール、ワイン、日本
酒、ソフトドリンク各種、
電球ソーダ、タピオカドリ
ンク等

5 田村　学 2
鳥もも炭火焼、冷凍パイン、トンデンファームのピリ
カソーセージ、広島お好み焼き、焼きそば、かき氷

ビール、チューハイ、カク
テル、ソフトドリンク、トロ
ピカルジュース

6 小野寺　万里絵 1
おにぎり、望来豚の丼飯、とうきび、稲荷寿司、あげ
もの、野菜のスープ（トマト味・味噌味・カレー味）

ビール、ソフトドリンク

7 玉澤　えり奈 1

望来豚チャーシュー丼、望来豚デミカツ丼、厚田産タコの海
鮮かき揚げ丼、ポークソーセージ、豚ホルモン焼、若鶏から
揚棒、鶏なん骨から揚げ、鶏皮ギョウザ、枝豆（冷凍）、ポ
テトフライ、チーズとサラミ、かき氷

生ビール、ソフトドリンク

8 森田　瞳 1
厚田のぶたまん、厚田の豚丼、厚田のフランク,厚田
のホットドッグ

ビール、しそサイダー、
コーヒー、コーヒーフロー
ト、メロンソフト

9 伊佐田　隆 1
牛スジ黒カレー、牛挽肉メンチボール、若鳥半身揚
げ、辛味噌ラーメン

生ビール、ソフトドリンク

10 芝山　拓治 1
ジャンボ串焼き、焼豚飯、石狩野菜の焼きそば、ア
メリカンドッグ、から揚げ串、いも餅、ポテトフライ、た
こ焼き、お好み焼き

生ビール、ソフトドリンク

11 木村　宏之 1
超大盛望来豚焼きそば、ローストビーフ丼、お好み
焼き、揚げタコ焼き、ザンタレ、クロワッサンたい焼
き、フライドポテト、さつまスティック、かき氷、いちご

生ビール、日本酒、ノン
アルコールビール



いしかりばんやのせいせんいちば
親船町20-4
011-521-1830
㈲とみき
八幡4丁目4
72-0530
（有）キャラット
花川南1条4丁目262柳ビル2Ｆ
011-688-0024
㈱サンジュ
緑苑台東1条2丁目79
77-8811
（有）アット　コミュニティカフェあいマルシェ

花川南2条3丁目91-2
62-8100
㈱トータル・サポート
花畔2条1丁目68
77-5831
ヒルズ・カンパニー㈲
生振39番地2
64-1955
道の駅「あいろーど厚田」情報コーナー
花川北6条1丁目30番地2
78-2020
石狩商工会議所工業部会ものづくり
ネットワーク
花川北6条1丁目5
72-2111
ドコモショップ石狩店
樽川9条1丁目5-1
73-7677
パブ　リッチハウス
花川南3条3丁目8静香ビル2Ｆ
72-7325
奥田運送
花川東1条3丁目113
74-8502
谷口商事
花川南2条5丁目104
67-1889

12 大村　剛士 1
焼きそば、ジャンボやきとり、タコ飯、むし牡蠣、パイ
ンスティック、豚串

生ビール、ソフトドリンク

13 富木　幹雄 1
鳥からあげ、フライドポテト、いちごけずり、メロンけ
ずり、ソフトクリーム、かき氷

生ビール、ソフトドリンク

14 釣部　晋 1
焼き氷、焼きそば、オム焼そば、スペアリブ、チョコ
バナナ、かき氷

ビール、サワー、ソフトド
リンク

15 新津　賢二 1
たこザンギ丼、甘エビの唐揚げ、いしかりバーガー、
たこ焼き、フライドポテト

生ビール、ビネガー
ジュース

16 運上　昌洋 1 石窯ピザ
ビール、発泡酒、ノンア
ルコールビール、ソフトド
リンク

19 1 道の駅「あいろーど厚田」情報コーナー設置

20 秋枝　征典 1
廃材・端材を利用したアップサイクル品販売・商品展示、事業紹介パネル展
示、体験コーナー

17 住吉　赳夫 1 みそラーメン、チャーシュー丼、かき氷 ドリンク販売なし

18 岡　茂 1 ステーキ、ステーキ丼 生ビール

21 小田　尚史 1
ブースでのチラシ配布、カタログの展示・配布、携帯に関する相談を受け付け
る、タブレット体験会

22 吉田　裕子 1
クジ、オリジナルＴシャ
ツ、射的

食べ物の販売なし ソフトドリンク

24 谷口　清一 3 クジ
フランクフルト、バナナチョ
コ、削りイチゴ、焼きそば、
ザンギ、ローストチキン、フラ

生ビール、ソフトドリン
ク、トロピカルジュース

23 奥田　淳司 2
おもちゃスピードクジ、キャラク
ターお面、キャラクターバルー
ン、ハンドスピナー

たこやき、クレープ ドリンク販売なし



hair space NODA
花川南8条5丁目7
73-0545
㈱島田商店
花川南2条3丁目40
73-4121
ばかうまや
花川南2条4丁目280-2
090-1387-1268

28 1
地場飲食 2 ビール、ソフトドリンク

JA女性部 1
ゆでとうきびの販売、
甘みそ、ジャム

しそジュース、トマト
ジュース、しそサイダー

農産物販売 1
JA北石狩
厚田コーナー

0.5

石狩支所前郵便 0.5

30 3

31 1
32 1
33 1

48

26 大内　昭一 1
プヨプヨスーパーボー
ルキャラクターすくい、
光るオモチャ

望来豚焼きそば、たこ焼き、
から揚げ、ポテト、枝豆

電球ソーダ

25 生島　千秋 1 クジ、ヨーヨー
わたあめ、クレープ、フルー
ツアメ、かき氷

酒類、電球ジュース

門前ブース 輪島市の特産品販売（輪島塗など）

29 ＪＡブース

春恋ラーメン（みそ・醤油）・野菜あんかけ丼、いしか
り漬

石狩産野菜の販売

厚田区農産物加工品

ゆうパック等の受付とPR

27 渡辺　康介 2 おもちゃくじ
美唄やきとり、鳥串、豚串、
焼きそば、お好み焼き、魚肉
フランク、肉巻き棒、揚げい

電球ソーダ

石狩思いやりの心届け隊 東北応援ブース、被災地支援活動写真展示
小間数合計

消防ブース
消火器的あて、煙体験、子供用防火服試着、ミニ消防車との写真撮影。（26
日（土）13：00～16：00、27日（日）13：00～15：00）

自衛隊札幌地方協力本部 自衛隊ミニ制服試着（26日（土）夕方まで）
北方領土ブース 署名活動等（26日（土）のみの出店、テント、テーブル、イス持参）


