
平成２７年度
エコ農産物販売協力店

東青地域

実施店舗 住所 ＴＥＬ 取扱農産物 実施期間

青森観光りんご園 青森市田茂木野字大沢35 017-738-3047 りんご 8月～3月

青森農業協同組合
あすなろ直売センター

青森市羽白字富田188－4 017-787-1988 トマト他 6月～12月

青森農業協同組合
かぐぢ

平内町小湊字小湊755-4146 017-755-4146 ピーマン他 6月～12月

青森農業協同組合
げんき畑

青森市筒井1－4－19 017-741-7174 トマト他 6月～10月

青森農業協同組合
野菜パーク

青森市石江江渡59－3 － トマト他 6月～12月

青森農業協同組合
やさい畑

青森市荒川柴田172－2 017-739-4121 トマト他 7月～11月

アグリショップぶんべい 青森市奥野４丁目１５－３２ 017-775-2372 トマト、きゅうり 7月～11月

イトーヨーカドー青森店 青森市浜田１－１４－１ 017-739-0211 トマト、ブロッコリー等 通年

さくら野百貨店青森店 青森市新町一丁目１３番２号 017-723-4311 野菜全般 通年

カブセンター大野店 青森市大野字前田７３－６ 017-762-3515 トマト、りんご 通年

カブセンター西青森店 青森市石江字三好１３０－１ 017-761-2130 米、りんご 通年

県民生協 つくだ店 青森市中佃2丁目19-23 017-742-1424 トマト 6月～9月

県民生協 金沢店 青森市浪館泉川20-5 017-739-8212 トマト 6月～9月

県民生協 八重田店 青森市東造道1-4-1 017-736-3380 トマト 6月～9月

県民生協 新城店 青森市石江江渡52-3 017-788-3401 トマト 6月～9月

県民生協 はまなす館 青森市羽白沢田306-1 017-788-5800 トマト 6月～9月

県民生協 コスモス館 青森市富田3-16-8 017-766-7771 トマト 6月～9月

県民生協 ひまわり館 青森市浜館6-4-1 017-744-8000 トマト 6月～9月

県民生協 あじさい館 青森市松原3-9-2 017-732-1515 トマト 6月～9月

県民生協 さくら館 青森市桜川6-12-5 017-765-1717 トマト 6月～9月

県民生協 アカシア館 青森市桜川2-4-22 017-761-7722 トマト 6月～9月

県民生協 あやめ館 青森市三内丸山11-132 017-761-7733 トマト 6月～9月

ベニーマート観光通店 青森市青葉３丁目６－４ 017-762-1616 米、りんご 通年



平成２７年度
エコ農産物販売協力店

中南地域

実施店舗 住所 ＴＥＬ 取扱農産物 実施期間

カブセンター弘前店 弘前市高田4-2-10 0172-27-6500 トマト、りんご、長いも、さくらんぼ 7月～11月

カブセンター神田店 弘前市神田3-2-8 0172-31-0201 トマト、りんご、長いも、さくらんぼ 7月～11月

コープあおもり黒石店 黒石市緑町1丁目161 0172-52-7272 りんご等 7月～11月

コープあおもり西弘店 弘前市中野1丁目13-1 0172-34-6240 りんご等 7月～11月

コープあおもり松原店 弘前市松原東3丁目2-9 0172-87-4661 りんご等 7月～11月

さくら野百貨店弘前店 弘前市城東北３丁目１０番１号 0172-26-1120 野菜全般 9月～2月

津軽ゆめりんごファーム 弘前市悪戸字芦野156-1 0172-87-6089 りんご、おうとう、いちご、ブルーベリー 6月～12月

野市里 弘前市大字宮地字川添７７－４ 0172-82-1055 りんご 10月～12月

ベニーマート松原店 弘前市中野４丁目４－９ 0172-87-4451 トマト、りんご 通年

ベニーマート黒石店 黒石市ちとせ一丁目１５４ 0172-59-1095 トマト、りんご 通年

鰐come 大鰐町大鰐川辺11-11 0172-49-1126 米 6月～3月



平成２７年度
エコ農産物販売協力店

三八地域
実施店舗 住所 ＴＥＬ 取扱農産物 実施期間

オトキタ酒販 八戸市沼館1-13-5 0178-46-0711 米 10～3月

カブ・シンフォニープラザ店 八戸市沼館４丁目４－８ 0178-86-5500 野菜全般 7月～3月

カブセンター長苗代店 八戸市長苗代字前田６５－１ 0178-20-5700 野菜全般 7月～3月

グリーンプラザなんごう （道の駅なんごう） 八戸市南郷大字中野字舘野4-4 0178-82-2902
長いも、米、ねぎ、にんじん、きゅうり、

にんにく等
7月～3月

コープあおもりるいけ店 八戸市南類家3丁目1-1 0178-46-5451 りんご等 7月～11月

SAN・SUN産直ひろば 三戸町川守田字西張渡30-7 0179-22-3266 にんにく 7月～3月

四戸農園 南部町上名久井1-1 0178-76-2423
かぶ、じゃがいも、大根、きゅうり、もも、ほうれ

んそう、ブロッコリー等
7月～12月

セプ・ドール 沼館店 八戸市沼館4-7-122 0178-44-4841 米 10月～3月

セプ・ドール 類家店 八戸市南類家3-2-22 0178-45-4432 米 10月～3月

セプ・ドール 根城店 八戸市根城7-15-1 0178-47-8422 米 10月～3月

セプ・ドール 白銀店 八戸市白銀3-2-5 0178-35-4481 米 10月～3月

中合三春屋店 八戸市十三日町13 0178-24-7007
ほうれんそう、小松菜、トマト、きゅうり、ハーブ

類、ピーマン、パプリカ等
7月～12月

南郷朝もやの館/森の直売所 八戸市南郷大字島守字古坊61-1 0178-80-8088 りんご 9月～3月

ふれあい市ごのへ 五戸町豊間内字地蔵平1-1059 0178-62-6962
かぶ、じゃがいも、大根、きゅうり、ほうれんそ

う、ブロッコリー等
6月～3月

スーパーみなとや 尻内店 八戸市尻内町字平中後27-4 0178-27-2623 りんご、なし、すもも、もも 7月～12月

スーパーみなとや 下長石堂店 八戸市下長1-18-26 0178-20-6591 りんご、なし、すもも、もも 7月～12月

スーパーみなとや 河原木日計店 八戸市日計1-3-1 0178-20-3315 りんご、なし、すもも、もも 7月～12月

スーパーみなとや 売市店 八戸市売市4-6-10 0178-47-1926 りんご、なし、すもも、もも 7月～12月

スーパーみなとや 大杉平店 八戸市根城2-2-13 0178-45-8261 りんご、なし、すもも、もも 7月～12月

スーパーみなとや 類家青葉店 八戸市青葉2-16-6 0178-22-2516 りんご、なし、すもも、もも 7月～12月

スーパーみなとや 湊中道店 八戸市湊町字中道55 0178-35-0850 りんご、なし、すもも、もも 7月～12月

スーパーみなとや 白銀大久保店 八戸市大久保字沢目12-8 0178-34-1255 りんご、なし、すもも、もも 7月～12月

スーパーみなとや 鮫店 八戸市鮫町住吉町7-8 0178-33-1624 りんご、なし、すもも、もも 7月～12月

よこまちストア 一番町店 八戸市尻内町字八百刈27 0178-23-3000 にんじん １１月

よこまちストア 新井田店 八戸市新井田西3-9-5 0178-25-887 にんじん １１月

レモンマートやまむら 八戸市諏訪3-2-1 0178-73-7518 トマト 7月～8月

和の郷 田子町字天神堂向41-3 0179-32-4343 にんにく 7月～3月

青森県では「環境に
やさしい農業」を応
援しています。



平成２７年度
エコ農産物販売協力店

西北地域

美味しさと一緒に安
全・安心もどうぞ

上北地域

実施店舗 住所 ＴＥＬ 取扱農産物 実施期間

板柳町農産物直売所とれたて市 板柳町大字福野田字本泉34-6 0172-73-3293 りんご、えだまめ 9月～12月

カブセンター柏店 つがる市柏上古川八重崎７６ 0173-27-5050 米 通年

其田農園 五所川原市金木町川倉七夕野 0173-52-3277 ながいも、トマト 7月中旬～12月

中谷農園 五所川原市大字姥萢字船橋 －
きゅうり、なす、いんげん、トマト、さやえんど
う、にんじん、ばれいしょ、スイートコーン、え

だまめ ほか野菜各種
6月～10月

農産物直売所「あじ・彩・感」 鰺ヶ沢町本町246-4 0173-72-7887 りんご、ばれいしょ、にんじん、紫黒米 8月～3月

道の駅つるた 鶴の里あるじゃ 鶴田町大字境字里見176-1 0173-22-5656 米 6月～10月

実施店舗 住所 ＴＥＬ 取扱農産物 実施期間

イオンスーパーセンター
十和田店

十和田市大字相坂字六日町山166-1 0176-21-3000 米 通年

観光農園「アグリの里 おいらせ」 おいらせ町向山東2-2-1684 0178-56-2884 米、りんご 通年

スーパーカケモ西金崎店 十和田市大字三本木字西金崎４２８－１ 0176-20-1411 － 6月～9月

スーパーカケモ三小通り店 十和田市東十三番町３２－１ 0176-23-9119 － 6月～9月

スーパーカケモ切田通り店 十和田市西三番町２４－１８ 0176-22-9513 － 6月～9月

スーパーカケモ七戸店 七戸町字笊田川久保１６－２ 0176-60-1215 － 6月～9月

しちのへ産直「七彩館」 七戸町字荒熊内67-94 0176-62-5777 だいこん等 通年

道の駅奥入瀬
観光物産館「四季彩館」

十和田市大字奥入瀬字堰道39-1 0176-72-3201 ながいも 通年

道の駅とわだ「とわだぴあ」 十和田市大字伝法寺字平窪37-2 0176-20-8255 米 通年



平成２７年度
エコ農産物販売協力店

下北地域

エコ農産物買うなら、ぜひ、
ここで！！

安心・安全でおいしい、
あおもりエコ農産物

よろしくお願いします。

実施店舗 住所 ＴＥＬ 取扱農産物 実施期間

サンマモルワイナリー むつ市川内町川代１－６ 0175-42-3870 特別栽培ブドウを原料としたワイン 通年

河野商店 むつ市桜木町５－６１ 0175-34-9330 無臭にんにく、ほうれん草、アピオス ７月～12月


