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あいづ 福島 上菓子司 会津葵 かすてあん 会津葵 G・H-4 たいあん 青森 大安食堂 しおてば

あいわ 福島 愛和産業 すっぽん姿焼 粉末 L-5 たきの 福島 会津料理割烹 田季野 五種輪箱飯 F-3

あわの 宮城 とうふ処 粟野 湯葉重ね豆腐 H-3 たまかわ 福島 道の駅 たまかわ 福島県産 野菜
直通
EV横

いし 宮城 フカヒレ イシワタ ふかひれ姿煮 L-4 たむら 岩手 田村りんご店 サンつがる F-4・5

おおかわ 福島 大川魚店 自家製うにみそ D-3 たんの 山形 楢下宿 丹野こんにゃく 玉こんにゃく煮 Ｇ-3

おがた 岩手 前沢牛 オガタ 前沢牛・小形牧場牛 A-2・3 ちゃ 岩手 ちゃちゃちゃ本舗 本返し わらび餅 Ｌ-6

おだがわ 岩手 尾田川農園 岩手えごま油 K-5 ちょう 山形 老舗 長榮堂 生富貴豆 J-3

おばこ 秋田 秋田おばこみそ 秋田おばこ こまちみそ K-4 でみあん 福島 デミアン 昔懐かし 甘食パン Ｉ-3

おんせん 福島 おんせんたまごの森山 たまご美人 E-2 なかむら 青森 中村農園 にんにく K-4

印金りく 羹羊堂谷岩手岩んしいか
直通
EV横

にくの 宮城 肉のいとう 仙台牛の弁当 Ｆ-2

かにせん 福島 かに船
福島せいこかに

H・Ｉ-3 にだい 秋田 納豆専門店 二代目福治郎 鶴の子納豆 K-5

かね 青森 カネショウ ハチミツ入りんご酢 L-3 はちのへ 青森
八戸ニューシティホテル

魚菜工房 七重 虎鯖棒すし F-3

かま 宮城 かまぼこの鐘崎 笹かまぼこ 大漁旗 Ｆ-4 ひがし 青森 東通村 <青森県産>天然本マグロ
<青森県産>ホタテ生貝柱 K-4

かりや 秋田 刈谷食品
しそ巻あんず

Ｂ-3 ふくだ 岩手 福田パン コッペパン各種
9/12[水]のみG-2、13[木]から直通EV横

きくちや 宮城 KIKUCHIYA BAKERY
スイカパン

ふくまめ 福島 福豆屋 海苔のりべん K-4

きすけ 宮城 味の牛たん 㐂助 ゆでたん E-3 べあれん 岩手 ベアレンビール ベアレンクラシック

きのこ 岩手 きのこのＳＡＴＯ 生しいたけＬサイズ K-5 ほんだ 宮城 本田水産 かきフライ・穴子弁当 F・G-2

きむら 福島 木村ミルク ソフトクリーム K-6 みかみ 岩手 三上商店 さけ寒風干し E-3

ぐろうす 青森 Ｇrowth 青森ごぼう茶 H-4 みつなし 秋田 焼肉 みつなし サーロインステーキ弁当 D-3

こいけ 福島 小池菓子舗 あわまんじゅう J-4 もりひろ 岩手 森弘商店 甘口塩うに Ｃ-3

こばやし 秋田 小林水産 磯の味 ぎばさ G-3 やまがた 山形 山形養蜂場 栃の木蜜 Ｉ-4

さがえや 山形 煎餅工房 さがえ屋 やみつきしみかりせん Ｇ-4 よねざわ 山形 米澤紀伊國屋 米沢牛入コロッケ E-2

さとう 秋田 佐藤養助商店 稲庭干温純 切落し J・K-3 ら りあす 岩手 リアス海藻店 三陸わかめ Ｃ-3

さんりく 岩手 さんりく工房 寒干ほたて J-4 わ わか 岩手 寿司・割烹 若大将 ふかひれあわび海鮮ちらし E-2

しらけん 宮城 白謙かまぼこ店 極上笹かまぼこ E-3

しんきね 山形 新杵屋 牛肉どまん中 K-5

すずき 山形 鈴木製麩所 牛すき麩 L-4 さ さかえや 山形 栄屋本店 冷しらーめん C・D-1・2

すや 山形 八代目 酢屋清内 紅大豆味噌「吉正」 I-4・5 は ひないや 秋田 秋田比内や 比内地鶏親子丼 C・D-1・2
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（50音順）

【８階催会場】

うに貝焼きめし

あんずしそ風味

9/13[木]からＧ-2

E-2

F-2


