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「こうふはっこうマルシェ」の開催について 
 

１ 開催日 

   令和２年３月７日（土）午前１０時～午後４時 

 

２ 会 場  

 (1) 甲府駅北口よっちゃばれ広場（発酵食品マルシェ会場） 

(2) 甲府駅南口駅前広場（ジュエリー・クラフト市会場） 

(3) 関連イベント会場（甲府市歴史公園等） 

 

３ イベント概要 

(1) 発酵食品マルシェ（甲府駅北口よっちゃばれ広場） 

ア 県内外の発酵食品を中心に飲食や物販ブースを４０店舗程度設置 

＊市内のワイン、味噌製品や全国の有名店舗の発酵食品を購入、飲食できる。 

 

イ 主な出店予定者 

1 発酵の里こうざき 千葉 全国の有名発酵食品を取り扱う道の駅 

2 ㈱寺田本家 千葉 酒 

3 りんねしゃ 愛知 みりん、みりんチャイ、お酒とお酒の関連商

品 

4 ミツル醤油   福岡 醤油 

5 みつか坊主  大阪 味噌ラーメン 

6 東京カリー番長  東京 発酵カレー 

7 アサヒ飲料 東京 カルピス飲料 

8 職人醤油 群馬 全国の醤油 

9 谷川醸造   石川 醤油 

10 USHIO CHOCOLATL  広島 チョコレート 

11 青果ミコト屋 神奈川 魚醤 

12 のんびり 秋田 いぶりがっこ 

13 チャウス 栃木 牛乳の発酵食品 

14 VALUE BOOKS   長野 発酵など食に関する本 

15 やってこ！シンカイ 長野 発酵食品関連 

16 ポンポンケークス 神奈川 酵母ケーキ 

17 鹿児島ブース 鹿児島 焼酎、味噌 

18 沖縄ブース  沖縄 泡盛、豆腐よう 

19 白州屋まめ吉 県内 飲料 

20 山梨Ｍａｄｅ 県内 飲料 

21 戸塚醸造店 県内 米酢、ピクルス 

22 ワインツーリズム山梨 県内 ワイン 

23 山梨県パン協同組合 県内 パン 

24 大黒屋サンガム 県内 タンドリーチキン 

25 武の井酒造 県内 日本酒 

26 熱燗 DJつけたろう 県内 日本酒、熱燗 

27 河口湖チーズ工房 県内 チーズ 
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28 パルシステム山梨  甲府 味噌汁、ポーク 

29 Fluunt KOFU  甲府 発酵バーガー 

30 マツムラ酒販    甲府 酒 

31 風土記の丘農産物直売所 甲府 もろこし味噌まんじゅう 

32 Akito Coffee 甲府 コーヒー、焼き菓子 

33 マウントピア黒平 甲府 ほうとう 

34 Outsider Brewing  甲府 ビール 

35 五味醤油 甲府 味噌 

36 みそしるぼうや×かえる舎 甲府 馬肉入り味噌汁 

37 ボンマルシェ 甲府 チーズ 

  【甲府ブランド認定事業者】     

38 いつみ庵 甲府 きみひめ大福 

39 首都圏甲府会  甲府 甲州金まんじゅう 

40 旬果市場 甲府 ポタージュ 

41 甲州地どり市場 甲府 甲州地どりの鉄板焼き 

42 ㈱スリーピークス  甲府 サフラン関連商品 

43 ㈱サドヤ 甲府 ワイン 

県外出店者１８店舗、県内出店者２５店舗（内甲府１６店舗） 

 

(2) ジュエリー・クラフト市（甲府駅南口駅前広場） 

ア 県内外のジュエリー・クラフト製品の物販ブースを３０店舗程度設置 

＊市内事業者のジュエリーや県内外のクラフト製品を購入できる。 

＊パン、コーヒーなど発酵に関する軽飲食ブースを設置。 

 

   イ 主な出店予定者 

1 Aki Flower（アキ フラワー） 甲府 フラワー雑貨 

2 
 MeL BakeShop 

（メル ベイクショップ） 
甲府 アイシングクッキー・スイーツ 

3 プルプサンパ 甲府 生花・ドライフラワー 

4 Rigel（リゲル）  甲府 ジュエリー 

5 kashuka（カシュカ） 甲府 衣類 

6 ジェムストーンクラブ  甲府 
ジュエリー、ミネラル、 

レアストーン 

7 
craft jewelry Karen  

（クラフト ジュエリー カレン） 
甲府 ハンドメイドアクセサリー 

8 リビングセンターマエダ 甲府 卵殻アート、アクセサリー雑貨 

9 murmii（マーミー） 甲府 ハンドメイドマーケット 

10 Arai Metal Works  県内 ジュエリー、金工 

11 昼のふくろう  県内 焙煎コーヒー、アップルパイ 

12 &compath 県内 雑貨・手芸用品・麻ひも 

13 KOMAKI GLASS   県内 グラスなどガラス製品 

14 MERRY CHALKART*   県内 チョークアートの販売 

15 tukuru*ツクル 革モノ製作所 県内 手縫いの革小物 

16 SIWA/紙和    県内 和紙製品 
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17 
パンの集まるマーケット パン

イチ！ 
県内 パン、焼き菓子 

18 一五八（いちごや） 県内 水引きアクセサリー 

19 洋風つまみ細工 kaoruna 県内 つまみ細工 

20 BUMPY（バンピー）   県内 レザー 

21 
Hinanico Smile 

（ヒナニコ スマイル）  
県内 手編みのバッグ、帽子、タペストリー 

22 pippi(ピッピ)  県内 絵、木粉粘土ブローチ、オブジェ 

23 麩の岡田屋  県内 麩菓子、焼麩、生麩 

24 KURUMIハーバルワークス 県内 ハーブティー 

25 トロワ家具製作 県内 木工 

26 カリンコ 県内 ビーズ刺繍アクセサリー 

27 焼き菓子 TRICKLE（トリクル） 県内 レモンケーキ、マフィン 

28 Teeth（ティース）  県内 焼き菓子とジャム 

29 The Monte（ザ モンテ） 県内 
大人小物、キャンドル・ 

グラフサンド、アートワークショップ 

30 フェリチタドレッシング 県内 ドレッシング 

31 HaiRy TRee 県内 サンキャッチャー&きらぷるピアス 

県内出店者３１店舗（内甲府９店舗） 

 

 

(3) その他 

   歴史公園において、藍染のワークショップ、甲府駅北口を出発し、市内の「はっ

こう」にゆかりのあるおかめ麹や冨士井屋糀店等を巡る「はっこうフットパス」

や発酵食品会場においてライブ演奏などのステージイベント等を実施。 


