
魅力いっぱいギュッ♥と千葉屋台村出店一覧
▶県観光物産協会 ▶木更津市

出展者名 出展品目
１ ㈱イシワタ 公式グッズ & チーバくんグッズ
２ ㈲和菓子処八矢庵 コロッケ、ポテト、和菓子
３ 穴がま遠藤 焼物（備前焼）
４ ㈱魁 アイスクリーム
５ ㈲佐川総合企画 炭焼きだんご
６ 銚子電気鉄道㈱ ぬれ煎餅
７ 和菓子しんかね いのはなだんご
８ ㈱丹羽 玩具くじ
９ 富里市ふるさと産品育成協議会 富里ふるさと産品
10 ルビーインターナショナル㈱ ケバブ
11 ㈱イシガミ ぬれ煎餅
12 必勝 じゃがバター
13 食育ネット㈱ フランクフルト、串焼き
14 屋台 dining BAN'S ☆ KITCHEN 焼きそば
15 ㈲大川園 手焼きせんべい
16 衆楽餃子部 焼きそば、フランクフルト
17 大忠家 銚子つみれ汁、海鮮焼きそば
18 豊ちゃん 焼きそば、かき氷
19 ㈱オランダ家 落花生パイ
20 ㈱長登屋 アクアラインマラソン限定土産
21 ㈱ Mr. ソテツ おさしみから揚げ
22 ㈱小山田商店 落花生
23 道の駅和田浦 WA・O ！（㈱南美舎） 鯨串カツ
24 八木清商店 焼きそば
25 和風ダイニング膳 焼き鳥
26 戸村川魚店 鰻かば焼き
27 Paprika 焼きそば
28 ㈱房洋堂 花菜っ娘
29 美食倶楽部 小龍包
30 道の駅保田小学校 お米コロッケ
31 逢瀬 焼きそば
32 fu～fu～café クレープ
33 千葉県観光土産品連盟 落花生、鯛煎餅

出展者名 出展品目
34 竹りん ポテトフライ
35 飯岡ヤマイチ水産 しらす干し、丸干しイワシ
36 ㈱ Fairy（松戸市観光協会） あげもんじゃ
37 都市生活支援機構 本マグロ旨煮弁当
38 Kene's Diner タコス
39 旭食肉協同組合 芋豚ソーセージ
40 袖ケ浦市商工観光課 袖ケ浦市産品
41 袖ケ浦市観光協会 ホワイトガウラーメン
42 香取 B 級グルメ研究会 モツ焼き
43 船橋市漁業協同組合 ホンビノス貝浜焼き
44 ㈱かわごえ ソフトクリーム
45 焼き鳥とっと庵 焼き鳥
46 鴨川シーワールド ぬいぐるみくじ
47 ㈲くらうど 鯛焼き
48 千葉県漬物工業協同組合 千葉県内製造漬物
49 ㈱キムラ食品 焼き鳥
50 ㈱生形商店 落花生、八街ジンジャーエール

51 ふるさと交流センター「三陸 SUN」
（㈱地域活性化総合研究所）

ビール、カレー、日本酒、飲み物、
乾物

52 インベンターズ㈱ スペアリブ、ソーセージ、ポテト、
チキン、生ビール

53 なみえ焼きそば　スラッカン 焼きそば
54 ちばの観光まるごと紹介コーナー 千葉県観光 PR、農産物 PR

出展者名 出展品目
１ 房総いいねスタンプラリー実行委員会 スタンプラリー
２ ㈲中川海苔店 焼海苔、のりの佃煮、ふりかけ

３ 北欧カフェ KAFFE ELK スモークソーセージと天然酵母パン
のホットドッグ

４ 美華房 極上ラーメン

５ 中国料理東洋 焼き餃子、シュウマイ、生ビール、
ソフトドリンク類

６ ㈱ティーファームジャパン綱島園事業部 サーティワンアイスクリームポーショ
ンカップ

７ 木更津焼きそば 焼きそば、生ビール

８ ケンタッキーフライドチキン
木更津店

オリジナルチキン、骨なしケンタッ
キー、ナゲット、モナカアイス、メイ
プルボトル

９ かずさ燻製工房
燻製じゃがバター、燻製串焼き、燻
製オリーブオイル、燻製マヨ、お肉
が美味しくなるソース、生ビール

10 房総浪漫　炙り屋 伝統の唐揚げ、旨とろ牛すじ煮、削
りいちご、生ビール、ハイボール

11 かげやん ラーメン

12 せんねんの木 アイスバウム、バウムクーヘン、とろ
なまチョコ、バウムワッフル、かき氷

13 （同）ピーナッツフィールズ ピーナッツアイス、ピーナッツ焼きそ
ば、ピーナッツペースト、落花生

14 松貴商事㈱ 落花生、バターピーナッツ、各種砂
糖菓子（ピーナッツ入り）

15 ㈲日章 とん汁

16 ピザーラ木更津店 Wテリチキ、ミートバジル、飲料（コー
ラ、ウーロン茶、アルコール）

17 ファンシーチコ フラワーソープ、つまみ細工
18 金鈴ライオンズショップ フランクフルト、ペットボトル飲料
19 ㈲関東商事 パーソナルストレッチ
20 黒毛和牛 2 号店 けずり果実、タピオカドリンク、台湾氷
21 きみさらづはりきゅう会 ツボパッチ貼り付け、お灸体験
22 山麓 生ビール、房州式カレーまぜそば

23 東京ベイプラザホテル 焼きそば、フランクフルト、ごま団子、
からあげ

24 やきとりSASUKE 焼鳥

25 東京湾アクアラインを活用した
地域づくり推進連絡協議会 観光 PR
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手荷物宅配受付

公式スポンサーブース

中継ビジョン
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会場装飾（花き）：千葉県立上総高校 東北 3 県ブース

時間：9:00~17:00　　場所：旧木更津市役所西側駐車場

チーバくん
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イベント①　メインイベントエリア
Event ①　Main Event Area
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魅力いっぱい
ギュッ♥と千葉屋台村

魅力いっぱいギュッ♥と千葉屋台村出店一覧
▶県観光物産協会

出展者名 出展品目
１ ㈱イシワタ 公式グッズ & チーバくんグッズ
２ 市原 FM 放送イベント部（小六茶屋） かずさ和牛ステーキ丼
３ ルビーインターナショナル㈱ ケバブ
４ ㈱セガワ ピーナッツしるこ
５ ㈱長登屋 アクアラインマラソン限定土産
６ 戸村川魚店 鰻かば焼き
７ うらにわキッチン ピザ
８ 牛込漁業協同組合 クラムチャウダー
９ 美食倶楽部 小龍包
10 モバイルカフェ福笑屋 珈琲

出展者名 出展品目
11 プラネットノア企業組合 あさり佃煮
12 蛸一 焼きそば、生ビール
13 コンパーレ　コマーレ 石窯ピザ
14 キッチンさわ 焼きそば、生ビール
15 大多喜町観光協会 筍肉まん
16 銚子市観光協会 銚子オリジナル菓子
17 都市生活支援機構 本マグロ旨煮弁当
18 あさひ物産市 タカミメロン
19 信栄開発㈱（せんねんの木） バウムクーヘン、ワッフル
20 ㈲時田商店 串焼きハマグリ

出展者名 出展品目
21 君津市観光課 ペットボトル（配布）
22 中房総観光推進ネットワーク協議会 パンフレット・ノベルティ配布
23 浦安観光コンベンション協会 浦安名産品
24 夢工房 つまみかんざし
25 チバザビーフ協議会 ひとくちステーキ
26 ケンタッキーフライドチキン姉ヶ崎店 オリジナルチキン
27 Café yori-michi 焼きいも
28 ちばの観光まるごと紹介コーナー 千葉県観光 PR

時間：9:30~15:00　　場所：牛込海岸

千葉県 PR ブース　Chiba PR Booths
《木更津市民体育館前》 《ハーフフィニッシュイベントエリア》

県財政課（宝くじ臨時販売、船橋ケイバ PR）、県政策企画課（千葉県への移住促進 PR）、
県健康福祉指導課（障がい者用駐車区画の適正利用 PR）、県児童家庭課（オレンジリボンキャ
ンペーン PR）、県薬務課（骨髄バンク推進 PR）、県オリンピック・パラリンピック推進局 
県民生活・文化課 ( 東京オリンピック・パラリンピック PR、都市ボランティア募集 )、県
流通販売課（県産農林水産物 PR フォトモザイクアート）、千葉県共同募金会（赤い羽根共
同募金活動）

県道路計画課（圏央道及び東京湾アクアライ
ン PR）、県立安房・君津・槇の実・市原特別
支援学校（特別支援学校 PR、作品展示、ボッ
チャ体験等）
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イベント②　ハーフフィニッシュイベントエリア
Event ②　Half-Marathon Finish Event Area



【主なステージプログラム】
11:20 サンバダンスショー 
 （ウニアン・ドス・アマド―リス）
12:05 鳳神ヤツルギ & もぐもぐ ! 
 べじわーるどダンスショー
12:30 鈴木亜美スペシャルトークショー
13:00 プレゼントじゃんけん大会
13:15 サンバダンスショー 
 （ウニアン・ドス・アマド―リス）
13:40 鳳神ヤツルギ & もぐもぐ ! 
 べじわーるどダンスショー
14:00 拓殖大学紅陵高校吹奏楽部　演奏
14:20 ハーフグランドフィナーレ

時間：9:00~17:00　　場所：旧木更津市役所西側駐車場
メインイベントエリア　Main Event Area

ハーフフィニッシュイベントエリア　Half-Marathon Finish Event Area

14:40 スペシャルトークステージ①
PR 大使 藤森慎吾さんとボビー・オロゴンさんによるトークショー！！

※内容は予告なく変更となる場合がございます。

ステージ
プログラム
ステージ
プログラム
ステージ
プログラム
ステージ
プログラム

2018.10.21（SUN）
9:00～17:00

 9:30 オープニング

11:30 大会公式スポンサー 紹介ステージ

15:05 大会公式スポンサー 紹介ステージ

10:30 まもなくハーフ FINISH！応援ステージ ハーフゴールシーンを中継で応援！

13:30 表彰式 車いすハーフマラソン入賞者・ハーフマラソン入賞者
フルマラソン入賞者のインタビューも交え表彰します。

12:05 まもなくフル FINISH！応援ステージ フルゴールシーンを中継でお届け！

9:00 ウェルカムステージ かずさウィンドオーケストラの生演奏！

12:30 パフォーマンスステージ かずさウィンドオーケストラの生演奏！

15:50 パフォーマンスステージ　イシワタケイタ LIVE
ちばアクアラインマラソン木更津市実行委員会公式応援ソング

「走れ！ランニングマン」を歌うシンガーソングライター・イシワタケイタが登場！

16:25 【特賞（１本）】うまい牛肉 チバ ザ ビーフ
【チーバくん賞（３本）】チーバくんぬいぐるみ（中）
【ちばアクアラインマラソン賞（３本）】大会公式ロゴＴシャツ
【先着100名様限定】上総高校が育てたおもてなしフラワーポット

ちばの魅力プレゼント
抽選会（２回目）
【参加整理券】 配布時間　 15:40～※なくなり次第終了
 　　　　  配布人数　 先着 200 名

14:15 【特賞（１本）】うまい牛肉 チバ ザ ビーフ
【チーバくん賞①（１本）】チーバくんぬいぐるみ（特大）
【チーバくん賞②（３本）】チーバくんぬいぐるみ（中）
【ちばアクアラインマラソン賞（３本）】大会公式ロゴＴシャツ

【参加整理券】 配布時間　 13:15～※なくなり次第終了
 　　　　  配布人数　 先着 200 名

ちばの魅力プレゼント
抽選会（１回目）

15:15 スペシャルトークステージ②

みんなで
応援しよう！

ランナーの
健闘を称えよう！

千葉の人気
特産品などが

当たる！

出演：ゲストランナー　※出演者は直前に決定予定！

16:40 チーバくんも登場！
ご当地キャラクター応援団との撮影会

チーバくん きさポン ガウラ オッサくん

勝 浦

勝浦カッピー

時間：9:30~14:30　場所：牛込海岸
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イベント③　ステージイベント
Event ③　Stage Event



①・②・③　木更津ナチュラルバル 
　　　　　　（安心・安全にこだわった飲食物を販売）
④　おつかれさま、また来てね at 木更津駅（お土産の販売）
⑤　朝バル（スタート前の朝ごはんの販売）
⑥・⑦　木更津バル 
　　　　（お得なチケットで参加店舗を食べ歩き・飲み歩き）

場所：JR木更津駅みなと口（西口）／ JR木更津駅周辺（⑥⑦）

木更津おもてなしゾーン　Kisarazu zone

袖ケ浦おうえんパーク／袖ケ浦おもてなしゾーン　Sodegaura zone

場所：①袖ケ浦おうえんパーク（袖ケ浦公園第二駐車場）
　　 ②袖ケ浦おもてなしゾーン（JR袖ケ浦駅北口駅前）

《袖ケ浦おうえんパーク＆袖ケ浦おもてなしゾーン周辺MAP》
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郷土博物館
県道南総昭和線

袖ケ浦公園第二駐車場

至 大曽根

至 蔵波
ガウランド

根形公民館

上池

袖ケ浦公園
ゆり
の里

袖ケ浦
おうえんパーク

袖ケ浦
おもてなし
ゾーン

●①

●①

●②

●②

●③

●④ ●⑤

●⑥ ●⑦

ダンスによる応援（①） 足湯によるおもてなし（②）

袖ケ浦おうえんパーク（①）

飲食物の販売によるおもてなし（②）
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イベント④　地元市によるおもてなし
Event ④　Kisarazu&Sodegaura "Omotenashi"


