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３３３３    物産振興物産振興物産振興物産振興    

 本市物産の宣伝紹介及び販路拡大と観光客の誘致を促進するため、県内外において観光物産展を開催し、

弘前市のＰＲに努める。また、ＢＵＹひろさき運動の推進により、地元生産品の普及啓発及び購買・販売促

進に努める。 

 

（１）（１）（１）（１）県内外物産展開催事業県内外物産展開催事業県内外物産展開催事業県内外物産展開催事業（主要事業のみ抜粋） 

    ○県外展（（公社）弘前市物産協会） 

場 所 

平成 27 年度実績 平成 28 年度計画 

会 期 出店業者数 売上額(千円) 会 期 

丸広川越店 7/1～7/7 9 8,318 7 月 

遠鉄百貨店 2/17～2/23 7 8,631 2 月 

 

    ○県展（青森県物産振興協会） 

場 所 

平成 27 年度実績 平成 28 年度計画 

会 期 出店業者数 売上額(千円) 会 期 

西武高槻店 1/21～1/27 35 17,463 － 

岡山高島屋 3/23～3/29 39 31,620 3 月中旬(7 日間) 

※平成 28 年度は新規で東急百貨店渋谷駅・東急東横店にて開催予定。 

    

    ○友好都市物産展 

場 所 

平成 27 年度実績 平成 28 年度計画 備 考 

会 期 売上額(千円) 会 期  

しれとこ斜里ねぷたまつり 7/23～7/25 5,883 7/21～7/23  

尾島ねぷたまつり 8/14～8/15 2,768 8/14～8/15  

太田スポレク祭 10/24～10/25 299 10/22～10/23  

太田市津軽ひろさき物産市 12/12～12/13 474 12 月  

 

    ○弘前公園物産館 

場 所 

平成 27 年度実績 平成 28 年度計画 備 考 

会 期 売上額(千円) 会 期  

さくらまつり 4/18～5/6 38,012 4/16～5/5  

ねぷたまつり 8/1～8/7 113 8/1～8/7  

菊と紅葉まつり 10/16～11/8 1,078 10/21～11/13  

雪燈籠まつり 2/11～2/14 1,530 2/9～2/12  
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（２）（２）（２）（２）「津軽の食と産業まつり」「津軽の食と産業まつり」「津軽の食と産業まつり」「津軽の食と産業まつり」    

 平成 3 年より「つがる産業博覧会運営協議会」を組織し、地域産業の振興と生活向上を図るため、「つが

る産業博覧会」を開催してきた。 

 平成 13 年度から平成 15 年度には、国の補助による小規模事業経営支援事業費補助金を受けながら、新た

に弘前商工会議所を中心とした「津軽の食と産業まつり運営協議会」を設立させ、地域経済を支える小規模

事業者に販路拡大と顧客獲得の場を提供する試みとして、消費の中心をなす「食」と地元に根づいた「産業」

にこだわったイベントを開催している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度 内容 

平成 23 年度 

期日     平成 23 年 10 月 14 日～10 月 16 日 

場所     克雪トレーニングセンター・エントランス広場 

出展数    143 件 

入場者数   73,100 人 

売上額    56,438 千円 

平成 24 年度 

期日     平成 24 年 10 月 12 日～10 月 14 日 

場所     克雪トレーニングセンター・エントランス広場 

出展数    144 件 

入場者数   77,132 人 

売上額    51,012 千円 

平成 25 年度 

期日     平成 25 年 10 月 18 日～10 月 20 日 

場所     克雪トレーニングセンター・エントランス広場 

出展数    144 件 

入場者数   71,496 人 

売上額    53,112 千円 

平成 26 年度 

期日     平成 26 年 10 月 17 日～10 月 19 日 

場所     克雪トレーニングセンター・エントランス広場 

出展数    130 件 

入場者数   72,152 人 

売上額    56,700 千円 

平成 27 年度 

期日     平成 27 年 10 月 16 日～10 月 18 日 

場所     克雪トレーニングセンター・エントランス広場 

出展数    129 件 

入場者数   72,556 人 

売上額    56,875 千円 
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（３（３（３（３）ひろさきブランド販路開拓支援補助金）ひろさきブランド販路開拓支援補助金）ひろさきブランド販路開拓支援補助金）ひろさきブランド販路開拓支援補助金    

 中小企業者等が持つ独自の技術・製品及び工芸品の販路拡大、新規需要開拓を促進するために、市内の中

小企業者等が見本市等へ出展する事業を支援している。 

◇補助率：2 分の 1 

限度額（平成 27 年度）：35 万円（国内・出展料あり）、20 万円（国内・出展料なし）、70 万円（海外） 

 

年度 番号 申請者 見本市名等 展示製品概要 

２３ 

１ 津軽漆芸協同組合 

フューネラルビジネスフェア

2011 

パシフィコ横浜 6/28～29 

・津軽塗コンパクト仏壇 

・津軽塗位牌 

２ ㈲木村木品製作所 

クリエイティブエキスポ

2011 

ブリーゼブリーゼ 10/9～31 

・木製玩具及び遊具（積み木、森

のカスタネット、ピーナッツチェ

アなど） 

３ 彩和（SAIKAZU） 

IFFT/インテリア ライフスタイル リ

ビング2011 

東京ビックサイト 11/2～4 

・津軽塗製品 

（テーブルウェアなど） 

４ 株式会社クロスジェイ 

東京オートサロン 2012 

幕張メッセ国際展示場 1/13～15 

・自社製自動車部品 

・上記部品を組み込んだ車両（ス

ズキ：ジムニー） 

５ まさひろ林檎園 

アグリフード EXPO 大阪 2012 

ATC アジア太平洋トレードセ

ンター2/14～15 

・りんご糖蜜 

・りんごジュース など 

２４ 

１ 株式会社 弘果物流 

地方銀行フードセレクション 

東京ビックサイト 10/23～24 

・アップルジンジャー 

・りんごシャーベット 

２ 株式会社 青研 

ＦＯＯＤＥＸ ＪＡＰＡＮ２０１３ 

幕張メッセ 3/5～8 

・葉とらずりんご１００ 

・プチりんご２１ 

・りんご de 酢 

３ 角舘 徳子（こぎん刺し職人） 

第74回東京インターナショナルギフ

ト・ショー秋 2012 

東京ビックサイト 9/5～7 

・こぎん刺しをあしらった衣類 

４ ㈲木村木品製作所 

森と恵みの子供博２０１２ 

東京おもちゃ美術館 11/10～11 

・ピーナッツチェア・つむくむ 

・のびるんちぢむん・うづくり積み木 

・森のカスタネット 

５ 弘前工芸協会 

はこだてクリスマスファンタジー

「ひろさきナイト」 

函館市 12/15～16 

ジャパンブランド出品作品 

・津軽塗 ・こぎん刺し 

・打ち刃物 ほか 

２５ 

１ 津軽漆芸協同組合 

ヒューネラルビジネスフェア 2013 

パシフィコ横浜 6/17～18 

・津軽塗位牌 

・津軽塗コンパクト仏壇 

２ ㈲アップルペクチン研究所 

健康博覧会２０１４ 

東京ビックサイト 3/12～14 

・焼きりんごの滴 

３ 小林漆器 

日本橋三越限定ＳＨＯＰ 

日本橋三越 9/21～22 

・津軽塗コップ 

４ 弘前工芸協会 

はこだてクリスマスファンタジー

「ひろさきナイト」津軽のクラフト展 

金森赤レンガ倉庫 BAY ギャラ

リー12/14～15 

・工芸協会員作品 

・弘前商工会議所ＪＡＰＡＮブランド

育成事業成果品 

・弘前市工芸ＢＯＸ 

５ ㈲二唐刃物鍛造所 

デザイン雑貨・伝統産品分野 

輸出商談会 in 盛岡 

ホテルメトロポリタン盛岡本館2/18 

・ペーパーナイフ等 

６ ㈲木村木品製作所 

「feel NIPPON 春 2014」新しい

食・旅、そして技 

東京ビックサイト 2/5～7 

・りんごの木を中心とした木工商品 
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２６ 

１ ㈲木村木品製作所 

ＮＹ ＮＯＷ 2014 夏展 

（アメリカ・ニューヨーク） 

Jacob K.Javits Convention 

Center 8/17～20 

・りんごの木を中心とした木工商品 

・木地玩具 

２ ㈲二唐刃物鍛造所 

津軽の伝統×DESIGN 展 

ギャラリー同潤会（表参道ヒ

ルズ）2/20～22 

･ ペーパーナイフ 

３ タムラファーム㈱ 

食の大商談会 

池袋サンシャインシティ 

9/4～5 

・りんごジュース、ジャム、シード

ル、ワイン 

４ 株式会社 青研 

Oishii JAPAN 2014 

サンテック・シンガポール国

際会議展示場 10/16～18 

・葉とらずりんごジュース、りんご

de 酢、りんごとにんじんミックス

等のストレートジュース 

５ ブナコ株式会社 

メゾン・エ・オブジェ 2015 

ノールヴィルパント見本市会

場（パリ）1/23～27 

・ブナコのインテリアグッズ（照明、

スツール、スピーカーなど） 

６ 弘前工芸協会 

はこだてクリスマスファンタジー

「ひろさきナイト」津軽のクラフト展 

金森赤レンガ倉庫 12/20～21 

・工芸協会員作品 

・JAPAN ブランド育成支援事業成果

品 

７ ㈲アップルペクチン研究所 

健康博覧会 2015 

東京ビックサイト 3/11～13 

・低分子アップルペクチン応用商品

（ゼリー・紅茶等） 

・調味料補助「焼き林檎の滴」 

８ 増川泰治（津軽塗職人） 

津軽の伝統×DESIGN 展 

ギャラリー同潤会（表参道ヒ

ルズ）2/20～22 

・津軽塗の照明 

２７ 

１ 株式会社 青研 

タイフェニックス 2015 

（バンコク） 

IMPACT 展示場 5/20～22 

・葉とらずりんごジュース、りんご

de 酢、りんごとにんじんミックス

等のストレートジュース 

２ ㈲木村木品製作所 

TOKYO DESIGN WEEK2015 

明治神宮外苑絵画館前 

10/31～11/3 

･ 自社インテリア雑貨ブランド

「CHITOSE」及び自社玩具遊具「わ

らはんど」 

３ ブナコ株式会社 

メゾン・エ・オブジェ 2016 

ノールヴィルパント見本市会

場（パリ）1/22～26 

・ブナコのインテリアグッズ（照明、

スツール、スピーカーなど） 

４ タムラファーム㈱ 

食の大商談会 

池袋サンシャインシティ 

9/2～3 

・シードル、りんごワイン、りんご

ジュース、ジャム 

５ ㈲二唐刃物鍛造所 

アンビエンテ 2016 

ドイツ国際見本市会場 

2/12～16 

・ドイツデザイナーとコラボした海

外(EU)向け包丁 

６ ハーベストジャパン 

Japanese Foods Premium 

Trade Fair in Singapore 

マリーナ・ベイ・サンズ・エ

キスポ＆コンベンションセン

ター（シンガポール） 

12/9～10 

・りんごの冷製スープ 

・りんご４倍濃縮果汁（冷凍） 

７ 弘前工芸協会 

はこだてクリスマスファンタジー

「ひろさきナイト」津軽のクラフト展 

金森赤レンガ倉庫 12/18～20 

・弘前工芸協会員作品 

・弘前商工会議所ＪＡＰＡＮブランド

育成事業成果品 

８ 株式会社 弘果物流 

フーデム 2016 

神戸国際展示場 1/20～21 

・青森りんごシャーベット 

・青森スチューベンシャーベット 

・アップルフロマージュ 

・アップルジンジャー 

９ 鬼丸農園 

フーデム 2016 

神戸国際展示場 1/20～21 

・にんにく麹たれ 

・黒にんにく 



 30

１０ 津軽千代造窯 

４７都道府県ものづくり展 

三越伊勢丹 1/3～11 

・津軽焼（ぐい呑、徳利、皿、香炉

など） 

１１ 増川泰治（津軽塗職人） 

津軽の伝統×DESIGN 展 

松屋銀座 2/3～9 

・津軽塗のカトラリー 

１２ 小林正知（津軽塗職人） 

津軽の伝統×DESIGN 展 

松屋銀座 2/3～9 

・津軽塗（ぐい呑、箸、お盆、汁椀、

ランチョンマット、一輪挿し） 

 

 

 

（４）伝統工芸品等活用促進事業補助金（４）伝統工芸品等活用促進事業補助金（４）伝統工芸品等活用促進事業補助金（４）伝統工芸品等活用促進事業補助金    

 伝統工芸品等の活用促進を図るため、市内飲食店や宿泊施設が購入する食器や装飾品に弘前市の伝統工芸

品等を活用した場合、購入する経費の一部を予算の範囲内で助成している。 

 購入経費 10 万円以上のものを補助対象とし、補助率 2分の 1、限度額 10 万円としている。 

 

平成２３年度 

番号 店舗名 購入補助対象工芸品 

１ シェ・舘山（宮川） 

ブナコ（おしぼり入れ）、 

あけび蔓（パン、焼菓子入れ） 

２ なる海（本町） 津軽塗（皿、箸） 

３ ふじや（土手町） 津軽塗（椀） 

４ 侍庵（新鍛冶町） 津軽塗（グラス） 

５ うしやま（城東中央） 津軽塗（グラス） 

６ すずめのお宿（桶屋町） 

あけび蔓（オブジェ）、津軽塗（椀）、 

ブナコ（皿、ティッシュケース） 

７ 津軽のおかず 甚平（駅前町） 津軽塗（椀、プレート） 

８ 石場旅館（元寺町） ブナコ（来客用椅子、照明器具） 

平成２４年度 

１ パブスナック る・ぐらん 

津軽塗（ロックグラス、ワイングラス、シャンパ

ングラス、カクテルグラス、銘々皿、箸、箸置き、

スプーン）、こぎん刺し（ボトルポシェット） 

２ 津軽のおかず 甚平 津軽塗（御膳） 

３ 海凪 

津軽塗（ランチョンマット、二段三引箪笥、くつ

べら、箸、箸置き、名刺盆） 

４ 野の庵 あけび蔓工芸品（コースター） 

５ けん太グループ 津軽塗（座卓） 

平成２５年度 

１ 有限会社 ＡＮＥＫＫＯ 津軽塗（蓋付き大椀、レンゲスプーン） 

２ 海凪 津軽塗（酒小枡） 

３ ふじや 津軽塗（楕円盛器） 

４ ぼんしゃん亭 

津軽塗（丸浅盆、ドレッシングボウル、花皿、レ

ンゲスプーン） 

５ 魚々屋 津軽塗（座卓） 

６ 津軽のおかず 甚平 

津軽塗（大椀、中椀、アイスペール、水差し、マ

ドラー） 

平成２６年度 

１ 音羽亭 津軽塗（衝立） 

２ けん太グループ 津軽塗（座卓） 

３ 有限会社 山のホテル 津軽塗（大皿）※山のホテルロゴ入り 

４ ぼんしゃん亭 津軽塗（花皿・ドレッシングボウル等） 

５ 

有限会社 VANTOP COMPANY 

（ホテルニューレスト） 

津軽塗（パネル） 

６ 有限会社 ステラ 津軽塗（店舗ディスプレイ用ハンガー・灰皿等） 

７ 株式会社 菊富士 津軽塗（卓上板） 
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平成２７年度 

１ 株式会社 中道 

津軽塗（ディナープレート、ドレッシングボウル、

名刺盆） 

２ 馬肉居酒屋 櫻 津軽塗（板膳、さくら鉢） 

３ 

有限会社 VANTOP COMPANY 

（ホテルニューレスト） 

津軽塗（店名ロゴ入りパネル） 

４ 菊富士 津軽塗（卓上板） 

５ おばとみ 津軽塗（ひさご椀、ぐい呑み、冷酒グラス） 

 

 


