
たちかわ楽市2022出店一覧 ※出店者の都合により、断りなく販売品目や企画内容が変更する場合があります。予めご了承下さい。 2022/11/4現在

テントNo 区分 団体名 販売品目及び取扱食品 企画内容

A1 商人祭 （株）菊川園 煎茶・ほうじ茶・椎茸・海苔 日頃の感謝

A2 商人祭 立川伊勢屋製菓（株） 団子・大福・どら焼き 日頃の感謝

A3 商人祭 のーかる BAZAR 茶葉・全粒粉・レモネードベース・入浴剤・はちみつ・乾物麺・レトルト食品・ジャム・
ドライフラワー

日頃の感謝

A4 商人祭 仏壇ギャラリー香咲立川駅北口店 線香、数珠、ローソク、お香、かりんとう 日頃の感謝

A5 商人祭 フクダ電子東京西販売（株） AEDのPR

A6 商人祭 (一社)東京都自転車商防犯協力会立川支部 防犯等のPR

A7 商人祭 多摩信用金庫 特殊詐欺防止広報物

A8 商人祭 （株）壽屋 ウドラ雑貨 ウドラのPR

A9 商人祭 (一社)多摩スポーツクラブ チケット ダイスのPR

A10-15 商人祭 大東京商店街まつり実行委員会 展示、各種ゲーム、商店街グランプリPR、都庁会場との中継など

A16-17 商人祭 立川市商店街連合会 商店のPR

B1-2 地方観光
物産

（一社）立川観光コンベンション協会 ぬいぐるみ、アニメグッズ、どら焼き、ティーバッグ（緑茶）、うどいなり、味付け海
苔、マジパン、焼き菓子

立川観光コンベンション協会推奨認定品のPR

B3-4 地方観光
物産

長野県大町市 地酒、果実酒、リキュール、そば粉、信州そばつゆ、くるみそばつゆ、山うどの木
の葉漬、小谷漬、大町そば、野沢菜わさび　ほか

姉妹都市長野県大町市のPR

B5 地方観光
物産

（公財）東京都島しょ振興公社 盛若、八重椿、ラム酒(小)、パッションフルーツリキュール、御神火、スタンダート、
羽伏浦、小笠原パッションフルーツクラフトチューハイ　ほか

東京諸島の特産品販売を通したPR。観光パンフレット設置

B6 地方観光
物産

鹿児島市 かるかん饅頭、かつおうんまか煮、からいも飴、つぼ漬、げたんは、なまり節、た
かな漬、かんろ醬油、田舎麦みそ、みそ漬、みそピーナッツ、さつまあげ

鹿児島市の観光と物産のPR

B7-8 地方観光
物産

魚沼観光物産展 米、乾そば、笹だんご、そばつゆ、ようかん 新潟県魚沼観光物産展として魚沼地区内の名産品の展示販売

B9 地方観光
物産

（一社）柏崎観光協会 新潟の銘酒各種、笹団子、おけさ柿、海産物 パンフレットと共にクリアファイル及び花火マグネットの配布

C1-2 地域プラザ 立川市自治会連合会 自治会相談・加入促進コーナー　①自治会相談コーナー⇒自治会活動に関する相談等　②自治会加入促進コーナー⇒自治会・自治連加入促進のために、加入申込みのちらし配布及びＰＲ等

F1-4 世界
ふれあい祭

NPO法人たちかわ多文化共生センター　TMC バザー、おやすみ処、PRコーナー、スタンプラリー 世界ふれあい祭窓口、活動のPR

F5 世界
ふれあい祭

エチオピア連邦民主共和国大使館 エチオピアコーヒーの展示、エチオピア料理を提供するための器具、エチオピアの観光地を示す写真

F6 世界
ふれあい祭

アフガニスタン大使館　アフガンサフラン アフガニスタン特産品・ドライサフラン、ドライフルーツ アフガニスタン民族衣装、特産品・食品展示販売

F7 世界
ふれあい祭

アイルランドハウスヒーロー 衣類、雑貨、アクセサリー、ジャム、紅茶　ほか 衣類、雑貨、アクセサリージャム、紅茶の販売

F8-9 世界
ふれあい祭

NPO立川ニューカレドニア交流支援ネットワーク ニューカレドニア物産品、バザー ニューカレドニア物産品、コーヒーの販売、バザー

F10 世界
ふれあい祭

Ｌｉｔｔｌｅ　ＪＪ　（タイ） タイ雑貨、小物、衣類、ストールの販売 タイ雑貨、小物、衣類、ストールの販売

F11 世界
ふれあい祭

メヒコ・エン・ラ・ピエル（メキシコ） Tシャツ、メキシコ雑貨、帽子、民芸品、アクセサリー、バック・ワークショップ（ミニピ
ニャータ作り）（ファィスペインティング）

Tシャツ、メキシコ雑貨、帽子、民芸品、アクセサリー、バック・ワークショップ（ミニピニャータ作り）（ファィスペインティング）

F12-13 世界
ふれあい祭

（株）アミール（パキスタン） パキスタンカーペット、絨毯、雑貨 パキスタンカーペット、絨毯、雑貨

F14 世界
ふれあい祭

タンザニア連合共和国大使館 配布パンフレット、タンザニアのバナーや製品を展示、モニターを使ったプロモーョンビデオの上映

F15 世界
ふれあい祭

ブルキナファソ大使館 ブルキナファソの文化紹介展示 ブルキナファソの文化紹介展示

F16 世界
ふれあい祭

コートジボワール大使館 アート、缶入り飲み物、その他、国のパンフレット アート、缶入り飲み物、その他、国のパンフレット

F17-18 世界
ふれあい祭

立川国際友好協会　TIFA 活動のPR、会員提供品のバザー TIFAの活動内容を示す写真、資料の展示及びスライドショー

G1 グループ （一社）栄福祉会 キッチンさかえ クッキー、生キャラメル、雑貨、缶バッジ制作、ワークショップ 雑貨、クッキーの販売、缶バッチやストラップ作りのワークショップ、事業所紹介など

G2(12) グループ NPO法人子どもを未来につなぐ会 美術用品 美術用品の販売、活動のPR

G3-4 グループ 立川市地域猫登録団体連絡会 地域猫活動の啓発（パネル展示、ビラ置きなど）、猫の譲渡会（写真及び生体展示含む）、猫関連グッズの展示・頒布

G5 グループ 柴崎町地区グッドネイバー推進協議会 衣類、生活雑貨 雑貨を販売し、立川市社会福祉協議会へ寄付

G6 グループ NPO法人立川子ども劇場 工作キット 工作教室、紙芝居読み聞かせ、活動紹介など

G7-8(12) グループ 社会貢献活動団体mokuromi 布ぞうり 布ぞうり販売、活動のPR、会員募集

G7(13) グループ With　ママ 衣類、アクセサリー、日用品、育児用品、玩具、DVD 被災地の子育て支援団体への寄付を目的にフリマを開催

G8(13) グループ ボランティア・市民活動センターたちかわ ヒューマンライブラリー、バルーンアート、活動PR

G9 グループ 多摩グリーン・ツーリズム・クラブ 破壊セラピー用お皿 破壊セラピーを体験するサービスの提供

G10 グループ 立川市アマチュア無線クラブ FMラジオキット、日用雑貨用品 アマチュア無線体験、雑貨販売など

G11 グループ フードバンク立川 活動PR,フードドライブ、ボランティア募集など

G12-13 グループ NPO法人人立川市障害者後援会 手作り作品(小物、リースなど) 作品の販売を通じて活動をPRする

G14 グループ NPO法人たんとの会 パウンドケーキ、クッキー、乾燥マシュマロ、乾燥ねぎ、乾燥えのき、おかずみそ、
乾燥ソーセージ、乾燥ちくわ　ほか

作業所で作成したお菓子や物の販売、活動のPR

G15-17 グループ NPO法人より良い住宅環境作りを支援する会 新潟県の特産加工品、ハンドメイド品、プラモデル、古着、陶芸品 当法人の活動及び広報のチラシの広報

G18 グループ Makali.Uganda 雑貨、置物 活動チラシ配布、ポスター掲示、小物等の販売

G19(12) グループ 自立生活センター・立川 手芸創作品 手芸創作品の販売、活動PR、くじ引きやミニゲームなど

G19(13) グループ 花音 手作り雑貨、アクセサリー 着物を再利用したバックやアクセサリーの販売、事業所紹介
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テントNo 区分 団体名 販売品目及び取扱食品 企画内容

K1-6 関係団体 東京都生活文化スポーツ局スポーツ総合推進部パラスポーツ課 【TEAM BEYONDパラスポーツ体験プログラム　概要】パラスポーツの競技体験のほか、ゲストアスリートによるトークショーやパネルや競技用具の展示などを通じて、パラスポーツの魅力を体感できるプログラム

K7 関係団体 東京立川こぶしロータリークラブ 現在立川市内で実証実験を行っている電動キックボードの試乗体験。東京立川こぶしロータリークラブの事業紹介、クラブ紹介など。各種の事業をパネルもしくは映像で紹介するとともに、パンフレットも置いて地域の事業、世界的な事業の紹介。

K8 関係団体 NPO法人立川市レクリエーション協会 【ニュースポーツ体験】1.ラダーゲッター体験　2.モルック体験　【昔遊び、クラフト体験（材料代有料）】1.竹とんぼ飛ばし方体験　2.バードコール製作体験

K9-10(12) 関係団体 （公社）立川市シルバー人材センター 手作り布製品、乾麺、小麦粉 当日、会場内にてＰＲグッズ(エコバッグ)及び事業紹介パンフレット等(エコバッグに投入済み)を配布

K9-11(13) 関係団体 （公社）立川青年会議所 熊手づくりを７５名限定。今年の立川青年会議所のテーマである防災にちなみマイタイムラインの作成

K12 関係団体 立川市一般廃棄物収集運搬業協議会 廃棄物のリサイクルに関する啓蒙活動

K13-14 関係団体 立川市環境下水道部ごみ対策課 「せん定枝資源化事業」の推進のための完熟たい肥無料配布　①11：00～11：30　整理券配布10：00～　②13：00～13：30　整理券配布12：00～　ほか　○ごみの減量及びリサイクルについての啓発　ほか

K15-18 関係団体 （公社）立川法人会 税の意識調査アンケートの実施、アンケート回答に対する記念品等の配付。税（国・都）に関するＰＲチラシの配布・子ども向け税金クイズ、税金ウォークラリーの実施及び税金紙芝居の実施。バルーンアートの実演、エコキャップ回収活動

K19 関係団体 （一社）立川青色申告会立川支部 国税及び青色申告制度についてより身近に理解していただく。（物品の無料配布）当会の各種案内パンフレット類、大人にはパンフレット入りエコバック

K20 関係団体 立川市（下水道） 【下水道事業の啓発活動】・下水道事業の啓発パネル写真の展示・雨水浸透助成事業の啓発　・下水道啓発グッズの無料配布等

K21 関係団体 東京都下水道局流域下水道本部 ・VR体験コーナーの設置　・パネル展示及び動画による下水道事業の紹介・水処理模型による下水の処理過程のPR　・リーフレットの配布による「下水道に油を流さない」ことの啓発　・下水道局グッズの配布（油ふきとりペーパー、エコスクレーパー等）

N1-3 農業祭 立川市植木生産組合 鉢植、植木 植木組合本部、植木販売

N4 農業祭 立川花き園芸研究会 鉢花、花苗、グランドカバー 花苗販売

N5-6 農業祭 立川市果樹組合 キウイフルーツ キウイフルーツ販売

N7-10 農業祭 東京みどり農業協同組合幸町支店 米、椎茸 ＪＡ物産販売

N11-16 農業祭 立川市農業技術振興会 野菜 野菜販売

N17-18 農業祭 立川市うど生産組合 うど うど販売

N19 農業祭 立川市畜産組合 卵 卵販売

N20 農業祭 立川市農研会 農研会紹介展示

T1 協力団体 立川市婦人団体連絡協議会 手作り小物 ＊お手玉遊び体験　　ゆり技、寄せ玉（おさらい）、ヨーヨーお手玉遊びを通して、青少年の健全育成と、高齢者の脳活や運動のきっかけ作りに寄与。＊お手玉、ベビーボール（赤ちゃん用）、ハンドクラフト小物の販売により生きがい創出に寄与

Z1(12) 安全安心 立川地区人権擁護委員会 立川市行政相談委員による　■行政相談の啓発と行政相談委員活動の周知　■特設相談窓口を開設

Z1(13) 安全安心 総務省行政相談委員 立川地区人権擁護委員による　■人権尊重の啓発と人権擁護委員活動の周知　■特設相談窓口を開設

Z2-4 安全安心 東京都産業労働局金融部貸金業対策課 ①弁護士、司法書士等による無料相談　②啓発資料の展示　③ヤミ金融被害防止啓発動画の上映　④金融トラブル被害防止セミナー　⑤キャンペーンチラシ・グッズの配布等を実施予定。マスコットキャラクター等による３０分程度のステージイベント

Z5-6(12) 安全安心 立川市、立川市教育委員会、薬物乱用防止推進立川市協議会、他 薬物見本等の展示、ポスター展示、パンフレット等を配布。○テント付近で着ぐるみで呼びかけ。○テントで薬物防止クイズを行い、無料で景品（駄菓子）を配布。○舞台で薬物乱用防止ポスター・標語の表彰式。○舞台で麻薬探知犬のデモンストレーション

Z7 安全安心 東京都行政書士会立川支部 【内容】テーマ①行政書士の業務の展示紹介／テーマ②無料相談会【展示】行政書士の業務を紹介するポスター・行政書士ののぼり（12日のみ）・行政書士のマスコット（ゆきまさ君）のポスター【配布物】東京都行政書士会作成のパンフレット等

Z9 安全安心 東京都社会保険労務士会多摩統括支部 ・簡単なクイズとアンケート　・一人1回30分程度の無料相談　・団体広報チラシ、制度パンフレットの配布　・幟旗、ポスター掲示、キャラクター表示で社会保険労務士業のPR　・PR用ティッシュ、風船等を配布

Z10 安全安心 立川消防署 東京消防庁公式アプリ「#7119」救急相談センター及び東京版救急受診ガイドの利用促進など、当庁の施策に沿ったPR。リーフレット類の配布
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