第４４回鎌ケ谷市民まつり フリーバザール出店者・出店区画
新鎌ヶ谷駅南口交通広場
A-1 吉野精米

鎌ケ谷市役所駐車場

C-2 株式会社ＭＤＹ

サッカーゲーム

X-1 和風ダイニング膳ZEN

A-2 千葉土建一般労働組合鎌ケ谷支部 住宅相談

C-3 りゅうほう

やきそば･やきうどん･餃子･おやき･お好み焼き･エ
ビセン･とりからあげ･ごまだんご･たこ焼き

X-2 しの（マッド・デ・ラ・クィジィーヌ） フランクフルト各種・フライドポテト・唐揚げ

A-3 大久保幸子

手作り品･ぬいぐるみ･雑貨など

C-4 生活協同組合 コープみらい

無料試食会･ヨーグルト・プリン

X-3 (株)風見酉 Yatai bar ZIP

A-4 Ｃ＆Ｓ

携帯ストラップ（手芸品）･玩具･手
編みの帽子など

C-5 オリーブ会

射的・おもちゃ

X-4 串揚げ工房 穂 sui

A-5 (株)美光化学研究所

シャンプー・化粧品

C-6 プッツン会

射的･おもちゃ

X-5 べりー

串焼き･かき氷･アルコール類･ドリンク
類

Y-12 ミニチュア木工 totori

C-7 竹内礼子

たこ焼き･あんずあめ

X-6 たこ秀

たこ焼き

Y-13 うさぎとかめの手芸部

パーツから手作りしたミニチュア作
品（犬などの動物など）
布小物･キッズヘアアクセサリーな
どのハンドメイド作品

雑煮

A-6 九条の会鎌ヶ谷 この指とまれ バザー（衣類など）

焼き鳥・煮込み・サワー

ナポリタン･生ビール･角ハイボー
ル
からあげ･ポテト･揚げたこ焼き･
ジュース･ビール

Y-8 湯浅しみん

玩具

Y-9 manamickey-ribbon

リボンを使ったハンドメイドアクセサ
リー

Y-10 岡田直子

布等で作った手作り品

Y-11 株式会社プリュデコル

パンダくじ･ネックレス

A-7 くろや

ぬいぐるみ･おもちゃ･ゲーム･雑
貨･古着･服飾など

C-8 ルメール

フランクフルト･バジルフランク･ベーコンステーキ･
もつ煮込み･焼そば･焼菓子

X-7 株式会社流通サービス

生協パルシステム商品の試食会

Y-14 アナベル

衣類･バック･雑貨

A-8 有限会社岩井製作所

手作りアクセサリー

C-9 花の井製菓

さつまフライドポテト･からあげ･揚たこやき・
チキンポテト

X-8 長崎五島うどん

長崎五島うどん

Y-15 鎌ヶ谷陶芸愛好会

手作り陶芸展示即売

A-9 万財屋

家電品･日用品雑貨･衣類･アクセ
サリー

C-10 ガールスカウト千葉県第56団

玉こんにゃく

X-9 中島賢

からあげ･ポテトフライ･かき氷･え
びせん

Y-16 新美浩子

エプロン･袋物･小物等手作り品･不用品

A-10 ハーモニー

手作りの手芸雑貨･木工品など

C-11 Patisserie Grand Soleil

ヨーヨー･風船･焼菓子

X-10 麺屋まるかつ

まぜそば

Y-17 Jenny

A-11 粟野の森の会

自然素材（どんぐり、竹等、木の
実）を使った小物･パネル展示

C-12 ヤマト根本外商部

X-11 美好屋

たい焼き･りんご飴

Y-18 みやま

A-12 公益社団法人 松戸法人会

「税金クイズに挑戦」

C-13 GO-OUT

X-12 チャド

ケバブ･ポテト･からあげ･ビール・
ハイボール･レモンハイ

Y-19 GPP

ポップコーン・ゲーム

A-13

税金クイズ･折紙教室

C-14 味処 船旬

炭焼き塩麹チキン･鎌倉フランクフ
ルト
煮込み塩麹チキン・コロナビール・
テキーラ
山賊焼豚串・鶏串・焼きそば・揚物
（さつまいも・鶏もも肉）

手作り（アクセサリー・キーホル
ダーなど）とミニグリーン（多肉植
不用品･毛糸･ハギレ･着物･古着な
ど

X-13 向日葵

焼菓子･パン（食パン系のみ）

Y-20 na-page(エヌエイページ）

税金クイズ

C-15 特定非営利活動法人きらら

公益社団法人 松戸法人会 鎌ケ谷ブロック

A-14 松戸間税会

クッキー･シフォンケーキ･野菜･フランクフルト･
チーズドック･ビーズストラップなど手作り品

Y-21 渡邉浩子

入園入学グッズ･アクセサリー･布
小物
おもちゃ･ぬいぐるみ･マスコット･
フィギュア･バッグ類･雑貨類など

エコ紙とんぼ作りの体験・販売･手
作り玩具･輪投げ

Y-23 くぬぎ山第１自治会

おもちゃくじ

手芸品

Y-24 なかよしキッズ

フリマ･ぷよぷよすくい

Z-1 ケバブハウス ヤシャール

ゲバブ･アイス

X-14 かまがや福祉レクリエーション協会 わたあめ･ポップコーン･ミニフリマ

A-15 明るい社会づくり鎌ケ谷市推進委員会 アイス･くじびき

C-16 屋台dining BAN⁄’S☆KITCHEN 焼きそば･焼き鳥

X-15 エコ紙とんぼ協会・鎌ケ谷

A-16 長谷川明世

時計･サイフ･紳士ブルゾン･シャツ

C-17 鎌ケ谷市少年野球連盟

Y-1

A-17 はあとのつどい

手づくり体験

C-18 有限会社ノーブルクリエーション おもちゃ･ゲーム・雑貨

Y-2 フィリップモリスジャパン合同会社 加熱式たばこIQOS

A-18 グラッシー

おもちゃの三角くじ

C-19 鎌ヶ谷リゾート（わかなカフェ） おもちゃ･ゲーム・雑貨

Y-3 オオタ

木工電動工具類の中古品処分･木
工手作り品

Z-2 outdoorcrepes

クレープ･ジュース

A-19 Ｋ

C-20 (有)佐川総合企画 みなせん

炭火焼団子

Y-4 種田

中古雑貨･靴･中古洋品

Z-3 カイファーム キッチン

パスタ･ドリンク

A-20 tukutuku-teshigoto

布小物･アクセサリー･ぬいぐるみ
用お洋服
アクセサリー・布小物などのハンド
メイド作品

C-21 コンビニエンスとびやま

鮎の塩焼き･ラムネ･お茶･ビール･
メロンパン･豆大福

Y-5 種田光明

新品靴･中古洋品･中古雑貨

Z-4 株式会社みでなる

焼き小籠包･特選焼肉･カキ氷

A-21 渡辺繭

古着･子供服･おもちゃなど

K-1 Lunajuli Cafe（ルナジュリ カフェ) クレープ･ジュース

Y-6 髙橋誠

器など

Z-5 重水隆馬

弁当･餃子･サンド･アルコール･
ローストポーク･アイスなど

A-22 リビングオノダ

日用雑貨（台所用品）

K-2

Y-7 秋本晃司

竹細工

Z-6 チーサ

コッペサンド･ジュース･雑貨

バザー

K-3 アリティンケバブ

A-23

下総基地の米軍使用に反対する
鎌ケ谷市民連絡協議会

A-24 飯田良章

射的

A-25 飯田有紀

水ヨーヨー

ギータン ジェリエンタープライズ
（GEETA)

焼き鳥･フリーバザール

インドカレーライス

特定非営利活動法人 鎌ケ谷
Jumpupの会

ケバブ･ロングポテト・生ビール

A-26 鎌ヶ谷市平和行進実行委員会 原爆写真の展示など
A-27 鈴木弘幸

核兵器禁止のための被爆者署名
活動･展示

A-28 ふるさと応援プロジェクト

乾物（昆布など）

A-29 (公社）松戸青色申告会

税金クイズ

鎌ケ谷市役所

B-1 ファーストキッチン鎌ヶ谷イオンＳＣ店 かき氷・からあげ・ポテト・生ビール
おもちゃ･衣料･家庭雑貨･くじ引き
など
焼き鳥･綿菓子･海産物（こんぶ、
B-3 北初富第一自治会
わかめ、ひじき）
メダカすくい･スライム作り･料理レ
B-4 鎌ヶ谷こどもだんらん食堂
シピ冊子販売･活動展示
もつ煮込み･もつ焼き･福島の地
B-5 広域イベントサービス D Any
酒･鎌ヶ谷梨ビール
B-2 株式会社丹羽

B-6 c*ｍ*n

ハンドメイド雑貨･フェイスペイント

B-7 (株)ヤマシナ商事 「くらしのタカラモノ展」 手作り品
B-8 佐津間子供みこし会

かき氷･お茶・ラムネ・わたあめ・
ポップコーン

B-9 パラダイスバルーン

キャラクター風船･手作りゲーム

B-10 鎌ケ谷市梨業組合

鎌ケ谷産の梨試食販売

C-1 ボーイスカウト鎌ケ谷第２団

わたあめ･カキ氷･１００円くじ
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