リョウツ・デ・フリマ

P

魚市場駐車場

《海側》

※通行止め 午前9時～午後5時
有料 P

P

来場者用駐車場
魚市場開場日のため

工事中のため
関係者以外
駐車禁止です

P

午前１０時から

北埠頭駐車場

ご利用いただけます

出店場所番号

午前10時開店、午後4時閉店
両津夷商店街
11月3日（祝）

迂回路の印です
一方通行の印です

キング
●
太陽堂
1000 ●

第四
銀行
1028●

2000

2028

※雨天でも荒天でも、それなりに実施します。

北越
銀行
●

シャトルバス発着場

両
津
大
橋

大光
銀行 太郎平
●
1065 ●

1099

2065 ●
両津
商工会

2099 ●2128
新潟県
信用組合

1128

仕掛人：両津商工会（TEL 27－5128） 請負人：両津夷本町商店街協同組合

至
鷲
崎

2013 サリーちゃん

■衣類、ｽﾀｰﾊﾞｯｸｽのｺｰﾋｰ（ﾌﾞﾗｯｸのみ）
●佐渡が大好きなのでイベントには
里帰りして盛り上げたい。

1007 Ｄａｍ＆Ｊill

■洋服、雑貨、
ｅ
ｔ
ｃ
●ご来店お待ちしております。

1011 招きネコ屋

■衣類、雑貨
●他店にない品物を探しに来てネ！

■もち米、衣類
●今年も出店します。よろしくお願いします。

1013 チョット!!

2015 キッズハウス
■生活雑貨、衣類、おもちゃ、本、ギフト品、
手作りカバン、小物、その他
●とにかく、ここに来てくれたら色々
何〜んでもあります。必ず寄って下さいね。
お待ちしています。

■古着（幅広いｼﾞｬﾝﾙが豊富）
ﾊﾝﾄﾞﾒｲﾄﾞ作品、布小物
●今年で4年目です。いつもありがとう
ございます。幅広いジャンルの古着や
ﾊﾝﾄﾞﾒｲﾄﾞのかわいい布小物を用意して
お邪魔します。ぜひ遊びに来てくださいね。

②

■小物、ふく等
■衣類、おもちゃ、雑貨

■手作り小物（デコレーション）
●かわいいデコレーションを作って
お待ちしています♡楽しめるように
がんばるので来て下さい♡ !

■自衛隊グッズ〜Tシャツ、バッグ、タオル、
帽子など 自衛隊ｺｰﾅｰ〜広報ブース
●ここでしか手に入らないものばかり！
レンジャー五訓迷彩シャツ、大人気です。

2022 Apricot Jam Factory

1019 OAZO☆オアゾ

■ﾊﾝﾄﾞﾒｲﾄﾞｱｸｾｻﾘｰ､布小物、雑貨
●名称改めリニューアル！…してません。
今年もよろしくお願いします。

2023 あんずの家

■おもちゃ、衣類
●ラジコン、中古衣類をメインに出店します。
よかったらよってみてね！

2058 和味(なごみ)

1021 ぬいぐるみ屋

■布製小物、ｵﾘｼﾞﾅﾙ木工品
●テーブルの上やコーナーで活躍する
小物をひとつひとつ手縫いで
作っています。

■ぬいぐるみ、手作り雑貨（布製品）
●かわいいぬいぐるみがいっぱい！手作り
小物もあります。是非お立ち寄り下さい。

1022 HIRON89's shop

2024 かつた商店

■子供服など古着を販売します。
●掘り出し物があるかもしれないよ？
よかったら遊びに来て下さい。

■えびｶﾂ、ｺﾛｯｹ､ﾊﾑｶﾂ､若鶏醤油揚、
佃煮、おにぎり

1023 冬樹の店
■子供服から婦人服、雑貨まで色々な物が
沢山あるよ。
●今年も完売めざして頑張ります!!

2025 河内屋洋品店

1025 夢工房式部

■衣料品・つぼなど
●良い商品がいっぱいあります。
気軽にお寄り下さい。お待ちしてま〜す。

■ぼたもち、赤飯、かけもち、あられ

1026 酔連

2029 クレアーレ あれんじ工房

■揚げ物(からあげ)
●
第四B
ATM

■コーヒー、ビスケット、小物
●フェルト小物、ままごとセット、
デコ用品、コーヒーあります。

1054 さかぐちや

■大判焼、やきとり、揚げﾀｺ焼き、
ｿｰｾｰｼﾞ（ﾛﾝｸﾞ）、きのこご飯

1056 シューズショップワダ

■かにめし
●おいしい秋の味覚の時期になりました。
コシヒカリの新米です。おいしいカニめしを
どうぞご賞味くださいませ。
●
北越B
ATM

■靴、バック
ﾆｭｰﾊﾞﾗﾝｽ、ｺﾝﾊﾞｰｽ等 スニーカー
●宝さがしにおいでください。

1060 どんだけ屋

●家庭の味、
熟年かあちゃんのカレーライス、
おいしいよ！
！

1062 うまいもん屋 越佐
ゴトウ
ボーシ店
●

■もち豚、佐渡牛串焼き、焼とり、ﾀｺ焼、
ﾔｷｿﾊﾞ、ﾗｰﾒﾝ、生ﾋﾞｰﾙ、ｿﾌﾄﾄﾞﾘﾝｸ
●新潟佐渡のＢ級グルメが大集合

シャトルバス発着場

■寿司、揚げ物、豚汁等

2030 ふじまる

■たこ焼き(大判焼き）
●三条から海を渡ってきました。 ふじまる
です。キャベツたっぷり大粒たこ焼き、
この機会にぜひお試しください。

1031 はたの商店

2065 塚本こうじや

1065 T&M bread delivery（マーカスのパン屋）

■おもちゃ、衣類、雑貨
●年中行事になりました。
今年もお待ちしております。

■みそ（3種類）、調理みそ、なめぜ、糀、塩糀
甘酒、古着、せと物、手作り品
●毎年フリマ特価での販売です。今年は
惣菜をふやして出店します。東京カッパ橋
の陶器もあります！晴れるといいが…!?

■天然酵母パン、ピザ、サンドイッチ
●今年もおいしいｱｯﾌﾟﾙﾊﾟｲ、BLT、
天然酵母パンを取り揃えて
皆様のお越しをお待ちしております。

2067 ツインテールガールズ♡

■太巻すし、ﾄﾗ巻すし、栗赤飯、山菜おこわ
各50P 和菓子、焼菓子、饅頭各50P

2031 まくら屋

1068 御菓子処ほんま

■服、雑貨、小物
●高校一年生４人が集まるかわいい
お店です!!ぜひ来てください♡

■手作り布・小物、そばがらまくら
●大人気のそばがらまくらを作っています。
最近では腰まくらが人気です。
ぜひ見に来てくださいね。

1035 Deco Sweets

2032 ＡＷＧＰ

■手作り雑貨
●キラキラ雑貨やスイーツ・デコなどかわいい
小物を作っています。デコパーツ等の材料も
有りますのでぜひ立ち寄って見てください。
ﾓﾋﾞﾘﾃｨｰﾜｰﾙﾄﾞ様にも出店しています。

■ももいろワッフル・パンケーキ
ビール・ジュース
●相川のプロレス同好会「ＡＷＧP」です。

2033 裂織り 羽山
■裂織り､ﾘｭｯｸｻｯｸ､手さげ、ｻｲﾌ、
携帯入れ、ｺｰｽﾀｰ等

1036 KAWA S

2034 ヤクルト

Shop

■子供服、婦人服、おもちゃ
●子供服を中心に、用意してます。
あそびに来てください。

■乳製品飲料、ジュース清涼飲料
●毎日飲んで、おなか いきいき

2035 ハギちゃん

1037 夢の森

■くつ類（スニーカー、長ぐつ等)
●くつやのハギちゃんです。長ぐつ・ブーツ
安くて良い品 数に限りあります。
早く来てください。

■ぬいぐるみ、キーホルダー

2070 H＆P

2039 ゆめさきｋ
ｉ
ｄｓ

1038 きのこの森

■子供服・おもちゃ
●私たちはよさこいチーム『SADOMON夢咲
心和』のキッズチームです。子ども服・おもちゃ・
アクセなどなど用意して、皆様が来てくださる
のをまっています。遊びに来てねー♡

■ﾊﾝﾄﾞﾒｲﾄﾞ品、衣類、小物
●かわいいハンドメイドバックなどなど、
掘出し物も沢山あります。
気軽に見てって声かけてくださいな!!

1074 ほなみ商店

2073 商工会女性部（べっぴんさん）
●
両津
商工会

2042 八幡 Ａ＆Ａ

1040 佐渡ガス㈱

■手作り雑貨(ｱｸｾｻﾘｰ等）
・古着・ぬいぐるみ
ﾌｨｷﾞｨｱ・中古CD・古本
●今回がはじめての出店です。ｽﾄﾗｯﾌﾟやﾌﾞﾚｽﾚｯﾄ、
ﾃﾞｻﾞｲﾝﾏｸﾞﾈｯﾄの販売を行います。商品によっては
その場で加工できるものもございます。どんな
商品があるのか、まずは見に来てください!!

2081 きらきら塾
■古着、雑貨、日用品、本

2096 かき漁師

■ﾊﾝﾊﾞｰｶﾞｰ、ﾄﾏﾄの冷製ﾊﾟｽﾀ、佐渡産魚介の
ｽｰﾌﾟ、ﾁｮｺﾊﾞﾅﾅｹｰｷ
●窪田にて、イタリア料理のお店をやって
おりますが、まだまだ知らないお客様も
多いと思いＰＲを兼ねて出店します。

あきつ丸

■牡蠣ご飯、
牡蠣汁、
牡蠣の佃煮、
きびだんご
のお汁粉、ﾎｯﾄﾄﾞﾘﾝｸ、生ﾋﾞｰﾙ、ﾁｭｰﾊｲ
●今が旬の一年物の加茂湖産牡蠣を
ぜひ食べて下さい。

1097 パインフレンド

■古物、古雑貨、ﾀﾞｰﾂ用品他
●cafa&barパインテラスの仲間で
出しています。

■水ｷﾞｮｳｻﾞをゆでて販売。その場で食べる
ことも可能。子供服、雑貨、大人服も
販売します。
●水ギョウザは皮まで手作りの為もちもちの
具は肉汁たっぷりです。是非本場の
水ギョウザをご堪能ください。
子供服なども販売しまーす。

1075 佐渡市職員組合現業評議会

■あげﾊﾟﾝ
●なつかしの給食のあげパン!! 給食調理員
が作る心のこもった給食の味です。
■本場大阪の大だこ焼き
●マスターの地元、両津にも当店の
たこ焼きの味を伝えたく、出店いたします。

2099 あじゃあじゃ・ゾウの巣味家
■ラーメン
●今年も出店します!!そして今年は
初の塩ラーメンで勝負します！
ぜひ食べに来てください。

③
に
つ
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く

■ﾁﾌﾚ化粧品、小物類、雑貨など
●掘出し品がいっぱい。笑顔美人が
お待ちしています。

1079 幸楽
■子供服、大人服、靴、ﾊﾞｯｸ、雑貨、ｴｺたわし
野菜等
●色々な品物を取りそろえ、
今年も5人の美女が、お待ちしてま〜す!!

1082 tetoteto-market

■服・小物(ﾊﾞｯｸ・ｱｸｾｻﾘｰ・雑貨など）
●洋服やバック、雑貨まで数多く出品します。
ふらり と立ち寄ってみて下さい。

●
ゆっ子

1099 居酒屋ゆっ子
■生ﾋﾞｰﾙ、玉子焼、もつ煮込み他

1101 古もん屋

■布小物、古着など
●不用品が必需品になる楽しさを
求めて参加します。

2101 Smile Ribbon（スマイルリボン）

1102 しゃべくり007

■手作り雑貨、服、デコ体験、ﾐﾆ縁日
●好きなパーツをたくさんデコって、
自分だけのミラーやストラップを
作っちゃお！
！

■雑貨、洋服
●みなさんとのおしゃべりを楽しみに
しています。

2103 激安ショップSAKURA

■雑貨
●そうたくののお店からはや？年。今年は、
さつきとめいのお店久し振りの出店です。
何があるのか寄って見て下さい。
（トトロの物は無いでーす）

1103 さつきとめいのお店

■婦人服・子供服
●婦人服・子供服、着なくなった物、
衣類ｹｰｽの中にたくさん、部屋が
片付かないので、激安で出店します。
ぜひ寄って下さい。

1104 SSR

■似顔絵、イラスト
●楽しく、まったり…、とにかく楽しみたい!!
似ない似顔絵描きたいな!!

2104 BROS ★

1105 Ayumi ＆ Budou

■洋服・雑貨・マッサージ機

■服,バッグ、布小物（手作り）、雑貨
●洋服、和服、バッグなど、とにかく品揃え
豊富なお店です。大好評の布つめ放題も
あります。お宝探しに是非来て下さい。

1108 ドリーム

■衣類、小物
●いろんな物が、
安くなってます。
見に来てね。

■露店

1110 Carmine note

2119 UKAI

■雑貨、古本等

■ＣＤ ＤＶＤ 子供服 おもちゃ 靴
●旧譜のＣＤ・ＤＶＤを格安で販売します。
子供服、子供用品も色々あります。

1111 吉良商店
■手作りの小物、人形、あみもの

1112 Juliet's eggs

2123 赤泊の田舎屋とパッチワーク・洋品店
■紳士・婦人服、ﾍﾞﾋﾞｰ・子供服、古着、
ﾊﾟｯﾁﾜｰｸ商品、ｶﾆ・ｻｻﾞｴご飯、いか飯、
いなり寿司、ﾀﾏｺﾞｻﾝﾄﾞ、惣菜等
●田舎屋は、地元の食材を中心に手作り
惣菜を販売します。皆様との定位の場所
での出合が楽しみです。

●
県信
ATM

■移動ポケット、ガーゼマスク、バッグ、
オニキスブレスレットなど手作りの品
●３年ぶりの出店です。
手作り小物￥100〜の
お買得がいっぱい！
！かわいいがいっぱい！
！

1113 藤井商店
■衣類、おもちゃ

1115 だるま庵

2126 渡辺洋服店

■お米

1116 リバティ・センチュリー

■洋服

■宝石すくい、癒しグッズ

1078 よらんか屋
大光B
ATM
●

1098 パインテラス
■ｶﾚｰﾗｲｽ､ﾎｯﾄｻﾝﾄﾞ､ｽｺｰﾝ､ﾜｯﾌﾙ､ｺｰﾋｰ､ｼﾞｭｰｽ
ｺｰﾝｽｰﾌﾟ
●出張デリバリーパインテラス！
！
絶品ｶﾚｰﾗｲｽ他、
温かい飲み物用意してます。

●
くつろぎ

凡 例
店 名
■ 取扱品目
●PR

1118 豊岡地域おこしの会

■エゴ草、ぞうり、
まな板、花器、杖、
ポーチ
竹とんぼ、鉄棒人形、輪ゴム鉄砲、雪椿・
ﾑｸﾛｼﾞ苗
●豊岡のじいちゃん、ばあちゃんが
丹精込めて作った竹工、木工、手芸等の
作品です。ぜひお立ち寄りください。

1119 ホンマ錦秋園

至
湊

⁔
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■ｶﾞｽ器具展示及び料理実演
●おかげさまで40周年！
一歩進んだガスライフを！最新ガス機器
を展示します。ぜひ、お越し下さい。

四葉猫

■手づくり物、袋、ﾊﾟｯﾁﾜｰｸ､なべつかみ
●手づくりの暖かさを、次の世代につたえたい。

1077 izakaya 纏

●毎年出店しています。木で作った手作り
鍋しきなど用意してあります。ぜひ遊びに
来てください。

2079 雑貨屋

1095 Bar Fericita

■洋服、食器など
●着てないお洋服を大処分します！
！

2107 露店

■花鉢他

■衣料、雑貨

■木で作った小物、エコクラフト

■衣類、日用雑貨品

2095 あきこの部屋

1069 寿司ランド大八

1072 フラワーショップ セゾン

2077 はるる＆ちろろ

2037 SADOMON 夢咲心和

1094 やまいちご

■洋服、くつ、ぬいぐるみ、アクセサリー
うちわ、ポスター、
ＣＤ、
ＤＶＤ
●毎年足を運んで参加したいと思っていました。
たくさんの方と関わりあえたら嬉しいです。
自分達の物で他の人が幸せになってくれたら
嬉しいです。よろしくお願いします！

■生活雑貨(日用品・小物・衣類他）
玩具(おもちゃ・ﾄｲｶﾞﾝ）、ﾌｨﾙﾑｶﾒﾗ、ﾋﾞﾃﾞｵ
ｶﾒﾗ等々の不用品
●昭和ノ良品アリマス。

■寿司弁当、ちらし寿司、厚焼玉子、
巻物(玉子)
■山菜おこわ・おこし型しんこ餅・正油団子(ｶｯﾌﾟ入）
小判焼(ｸﾘｰﾑ・小豆）
・豆大福ﾊﾞﾗ・栃大福ﾊﾞﾗ
●佐渡産の原材料を使用し安心して
お召し上がり頂ける定番のお菓子をどうぞ。

■衣類、雑貨類、家電、食器
●かわいい洋品や雑貨類がいっぱいです♡
掘出し物満載、女子も男子も
お気軽に立ち寄ってみてね〜☆

●買い物に疲れたら、コーヒー、抹茶で
ひと休み。皆様のお越しをお待ちして
おります。

■衣類・雑貨・玩具等
●伝統文化と環境福祉の専門学校の生徒達の
お店です。掘り出し物がみつかるかも！
？

2094 アイコク堂

●４年ぶりに出店します。今回お世話に
なります。楽しくワイワイとやっています
ので是非遊びにきて下さいね！

1070 御菓子処 しまや

2068 あっぷでーと

■ｺｰﾋｰ、抹茶、やきいも、ガラクタ

1093 びっくり箱

住吉

■カレーライス

2062 仲助商店

■消防団広報活動、消防団員募集
●少子高齢化に伴い団員数が年々減少しています。そこで
佐渡市消防団では、消防団員を随時募集しています。自分
たちの街を守るために、愛する人を守るために、安心して
暮らすために、あなたの力が必要です。街を守る、安心を
作るために、消防団活動に参加してみませんか?

1092 佐渡新航空路開設促進協議会
■風船ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ、新空港PR(ｻﾎﾟｰﾀｰｸﾗﾌﾞ
会員募集）、路線バス・航路PR
●〜島の未来へテイクオフ
みんなでつくろう新佐渡空港〜

2097 龍金(リュウキン)

1028 両津商工会青年部

■パン、菓子の販売（米粉バーガー）
●新作米粉バーガーを中心に美味しい
パンを販売します。次期店長が販売
いたします。宜しくお願いします。

■陶器・さきおり ちゃわんの絵付体験
●てづくりの器やさきおり、茶碗の絵付体験
などこじんまりとやります。よって

2060 出前レストラン かにっこ

植えた

1091 両津郵便局
■切手、はがき販売

■EM廃油石けん、不用品
●さまざまな消費者問題について一緒に
学ぼう･伝えよう行動しよう・発言しよう・
手をつなごう！

●色々あるのでお宝探してネ！
手作り品もあるヨ！

また、シャトルバスが「みなと公園」
で乗車・
下車できますのでこちらの
駐車場もご利用ください。

■雑貨、おもちゃ、衣類等
●今年もがんばります!!

1089 でんでん虫

■新鮮野菜と日用雑貨
●毎年売上はすべて福祉関係に寄付して
います。
今年も格安で勝負。
ご期待ください。

2092 佐渡市消費者協会 両津地区

2093 ふすべ村

会場周辺は駐車場に限りがありま
すので、できるだけ乗り合わせの
上お越しいただきますようお願い
いたします。

2059 はるさめ

■ﾊﾟｿｺﾝ教室及び、学習塾のPR（ﾁﾗｼの配り）
●「あなたの夢と希望をかなえます。」
始めようと思った時が始める時です。
年齢は関係ありません。

M☆K

■BABY服、KIDS服、子供雑貨
レディース服、他
●今回5度目の出店になります!!大好評につき、
今年も
KID服100円ｺｰﾅｰを設けます!! 何かと出費の多い
KID服、この機会にどうでしょう?? 値段交渉
ｼﾞｬﾝｼﾞｬﾝして下さぁい!!お待ちしてまーす!!

■雑貨、衣類

お願い

■古着、雑貨類

■濁酒(どぶろく)・どぶろくまんじゅう
●佐渡市トキめき濁酒特区第1号。
トキいろの｢ピンどぶ」好評です。

1088 岩井パソコン教室

■赤い羽根共同募金の一環で街頭募金を
中学生・高校生のボランティアと行います。
●赤い羽根共同募金は地域の福祉に
充てられます。
ご協力よろしくお願いします。

■味噌、醤油、おでん

2056 Rinoa(リノア)

2061 農家民宿

1087 何があるかお楽しみ店 喜昇堂

2091 新潟県共同募金会 両津分会

1048 ㈲保屋本店
1050 みどりや

2064 佐渡市消防団両津方面隊

1027 あんあん村
太陽堂
●

1047 チームＭ

■塩干魚（一夜干いか、丸干いか）、佃煮

■カレーライス

2026 MoonBucks.Café(ﾑｰﾝﾊﾞｯｸｽ・ﾄﾞｯﾄ・ｶﾌｪ）

■履物

1085 池田屋

■衣類、雑貨

■不用品、服、ぬいぐるみ、服 、靴、バック
食器、アクセサリー
●今年もやるよー、何があるかお楽しみ。
みんなまってるよ〜

■手作りの洋服他、小物類

2090 CHO-BE

■雑貨、洋服
●ゆっくり見に来て下さい。

1086 両津商工会サービス部会

2089 小菊
1045 ケラシューズショップ＆ワークショップ

1083 ふらり

■蜂の巣ボール

■雑貨(日用品）
●目玉商品があるかも!!
足を止めて、みて下さい。

2055 ＦＵＮＫＹ

1020 ひよこクラブ

池田●
呉服店

2087 フリー3008

■衣類、雑貨、カバン、新鮮野菜、セトモノ類
お菓子類
●おなじみのコーラス屋で〜す。
掘り出し物。美味しいもの。
たくさんあります。早目に来て下さ〜い。
■衣類
●いろいろあります。

③

2083 ステップハウス

2053 コーラス屋

■ｷｰﾎﾙﾀﾞｰ、ｱｸｾｻﾘｰ、ﾄｰﾙﾍﾟｲﾝﾄetc
ﾊﾝﾄﾞﾒｲﾄﾞ雑貨
●世界にひとつだけの貴方のための
ﾊﾝﾄﾞﾒｲﾄﾞ。ひとつひとつ愛情込めて作った
我が子とも言える作品をぜひ可愛がって
ください。

■子供服、おもちゃ、本、雑貨
●２回目の出店です。
子供服
（130〜160サイズ）
の販売や絵本、おもちゃなどいろいろ
掘り出し物満載ですよ！
■DVD、テープ、カバン、雑貨等
●今年も皆で楽しみましょう！

2050 やまに笑店

■手作りの布製品など
●「こんにちはオアゾです」 １年振りに
新商品、人気の商品を数多く取りそろえ
皆様にお会いすることを楽しみに
お待ちしております。

■自主製品（手芸品、EM固型・粉石けん他）
国分寺市けやきの杜 ｸｯｷｰ
●あんずの家が開所して、おかげさまで10年に
なりました。利用者の皆さんが丹精込めて
作った手芸品や泥・油汚れに効くEMせっけん等
取り揃えてお待ちしております。

2082 キッズショップ

1043 まごえむ

2048 はいから横丁

2052 みそ屋+MOCHA s house

《湖側》

店名の前の数字は場所番号です。 ● 位置の目安は、右上地図の場所番号をご覧ください。
10月25日現在の予定です。当日諸事情により、お店の場所が変わることがありますので、ご了承願います。

■ﾊｰﾌﾞﾃｨｰ､ｼﾞｬﾑ､ﾊﾁﾐﾂ､ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ､ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ
塩、たまご
●ハーブティー、ブルーベリージャム、
フルーツたまごｅ
ｔ
ｃ 販売します!

●やまに笑店①20代向けの洋服です、
お楽しみに。
②故人の好物ｼﾘｰｽﾞ ｷｬﾝﾄﾞﾙ・線香
ご覧ください。お買い得額縁もあります。

1017 自衛隊グッズ・自衛隊コーナー

●

2046 ハーブのお店 Berries

1014 あんこうレディース

■日用品、衣類など
●寄ってください。待ってま〜す。

●

至相川

■雑貨、服、おもちゃ
●10回目の出店となりました。
楽しくやってます。今年も見に来いっちゃ。

2045 エコチャン-ミッチャン

■焼き菓子(ｸｯｷｰ、ｽｺｰﾝ、ﾏﾌｨﾝ）、ﾜｯﾌﾙ、ｺｰﾋｰ
雑貨、自然食品
●手づくりおやつと、自然食品、
かわいい雑貨を販売します！

1016 中村家

2021 Pinky

■子供服、雑貨
●昔 八幡アダルトポッカーズ ママで
出店していました。今回久しぶりの出店
です。子供服、雑貨etcを販売します。
どうぞ、お気軽に寄っていって下さい。
お待ちしています。

号
線

10：００/１１：００/１２：００
１３：００/１４：００/１５：００

■手作り小物・大きいｻｲｽﾞの古着200円から
綿100％のうでぬき（ｱｰﾑｶﾊﾞｰ)・1点物の手さげﾊﾞｯｸ
ﾌｧｽﾅｰ付小物入れ(小銭・薬・ｱｸｾｻﾘｰ等)
●自分で縫った品物をお客様がよろこんでいただく
のと、お話するのが楽しみです。うでぬきも大好評
で、今年も又、いろんな柄物をもって出ます。
■ まるいし寿司 （巻寿司）
・ｶｯﾌﾟﾗｰﾒﾝ・お菓子
食器・衣類
（新品〜古着）
・雑貨 etc
● まるいし寿司 販売します。生活に必要
なものを取揃え、衣類・雑貨品等、多種
用意して皆様をお待ちしておりますので
お立寄りください!

2019 『つきあかり』

■ｶﾌｪﾗﾃ､ﾊﾟﾆｰﾆ（ｻﾝﾄﾞｲｯﾁ）
●本格カフェラテをどうぞ!!

３
５
０

会場内発着場

2043 Ｃｌ
ｏｖｅｒ

1005 譲です。
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①
2000

2010 小太郎

この路線バス停留所では
ありません!

リョウツ・
ふれあい
アッセ発 （約１０分後に「みなと公園」通過） デ・フリマ発 （約５分後に「みなと公園」通過）

․

■洋服、雑貨、本、おもちゃ、ぬいぐるみ
●かわいいものが、たくさんあります。
遊びに来て下さ〜い!!

旧巴屋

９：30/10：30/11：30
12：30/13：30/1４：30

⁕

2008 あい・りん・あん

時刻表

発着場

駐車場

リョウツ・デ・フリマ

１万人級のふたつのイベントが
無料シャトルバスで結ばれます。
駐車場を気にせず、気軽に行き来！
ふたつのイベントをお楽しみください。
なお、今年は「みなと公園」でも
乗車・下車できますので
こちらの駐車場もご利用ください。

【ふれあいアッセ会場】
至新穂

キング

テニスコ ート

ふれあいアッセ

【みなと公園 】
おんでこド ーム

無料シャトルバス

【リョウツ・デ・フリマ会場】

●
ヤ
マ
ト
ヤ

至鷲崎
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祝 佐渡市市制施行10周年記念・アーケード設置20周年記念

■自家農園栽培果実 リンゴ、ナシ、
ブドウ等
●美味しさビックリ ねだんに納得
朝採新鮮、
スタミナドンドン元気のみなもと

1120 本間
■野菜

比左子

