
あおもり食命人　フェア第2弾　参加店舗情報　(H26.1.15現在）
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郵便番号 所在地 電話 HP

1 アートホテルカラー青森 レストラン 無休 朝食6:30-9:00 ○ 宿泊者以外は1,050円で提供 030-0801 青森市新町2-5－6 017-775-4311 http://arthotelcolor.com/

2 あおもり万華堂 弁当・惣菜・食事 土日祝 11:00-19:00 ○ ○ 2日前までに要予約 030-0965 青森市松森2-13-1 017-741-1696

3 オットーピザ ピザ店 不定休 11:00-20:00 ○ ○ ○
1時間前までに予約が
おすすめ

030-0862 青森市古川2-17-7 017-752-8189 http://otto-pizza.com/

4
カフェレストラン「銀河」
（リンクステーションホール青
森内）

レストラン 第3月・年末年始 11:00-15:00 ○ 030-0812 
青森市堤町1-4-1　リンクステー
ションホール青森1階

017-723-4630 http://www.jogakurakanko.jp/ginga/index.html

5 からあげ専門店　天下一 弁当・惣菜 不定休
(平日)15:00～21:00
(土日祝)11:00～

21:00
○ 030-0966 青森市花園2-22-11 017-742-8077

6 元祖足湯居酒屋　ひなげし 居酒屋 第2日曜日
11:30-14:00（平日）

17:30-24:00
○ 030-0862 青森市古川1-16-6 017-776-3740 http://hitosara.com/0006025014/

7 キッチンコンブリオ 弁当・惣菜 年末年始 10:00-15:00 ○ 030-0851 青森市旭町1-2-36 017-752-8755

8 魚鰻　権八 寿司店 水
12:30-14:00
17:00-22:00

○ ○ 038-0004 青森市富田1-17-10 017-766-6633

9 ＴＡＬＯ 喫茶/食事処 日
11:00-19:00

（19:00以降は応相
談）

○ 038-0031 青森市三内丸山117-58 017-782-4800

10 中国料理　火山 中華料理 月
11:30-14:00
17:00-21:00

○ ○ 030-0812 青森市堤町2-17-6 017-773-7059

11 マクロビオティック茶や　橘 カフェ 日祝 11:00-17:00 ○ ○ 前日までに予約がおすすめ 030-0903 青森市栄町1-5-11 017-741-7202 http://tachibanaya.jimdo.com/

12
道の駅浅虫温泉
レストランサンセット

レストラン 第2木

4月-11月
11:00-19:00
12月-3月

11:00-18:00

○ 039-3501 青森市浅虫字蛍谷341-19 017-737-5151 http://www.jogakurakanko.jp/sunset/index.html

13 煮干し中華専門店　つじ製麺所 ラーメン 日
11:00-15:00
17:30-20:00

○ ○ 030-0862 青森市古川1-15-17 017-721-2690

14 焼干しラーメン　旬麺 ラーメン 火 11:00-15:00 ○ 030-0844 青森市桂木3-1-1 017-735-6768

15 日本料理　百代 食事処 無休
11:00-14:00
17:00-23:00

○ ○ 030-0802 青森市本町2-3-11 017-776-5820 http://www.actv.ne.jp/~momoyo/
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16 ふぁんふぁん 食事処 月土日祝 11:30-15:00 ○ ○ 前日までに予約がおすすめ 030-0901 青森市港町1-5-12 017-741-6354

17 Vege cafe ちゃまま カフェ 日祝 11:00-16:00 ○ ○ 前日までに席を予約がおすすめ 030-0845 青森市緑1-12-29 017-732-5206 http://buket.ciao.jp/chamama/home/

18 ラ・プラス青い森 レストラン 無休
10：30-14：30
17：00-21：00

○ ○ 030-0822 青森市中央1-11-18 017-734-4371 http://www.aomori-hka.com/

19 和食処みちのく（ホテル青森内） 食事処 月
11:30-14:00
18:00-21:30

○ ○ 030-0812 青森市堤町1-1-23 017-775-4141 http://www.hotelaomori.co.jp/

20 Restaurant　Tera レストラン 月
11:00-14:00
17:00-23:00
（日は21:00）

○ ○ 030-0802 青森市本町1-2-13 017-762-7752 http://teranabe.com/

21 レストラン La Vie レストラン 日月
11:00-14:00
17:00-21:00

○ 030-0823 青森市橋本1-8-19 017-777-1757 http://www.lavie-aomori.com/index2.htm

22 青森中央学院大学カフェテリア 学生食堂 土日祝 11:00-13:30 ○ 030-0132 青森市横内神田12 017-728-7166

23 アソベの森いわき荘　和土菜 食事処 火 17:00-21:00 ○ 2日前までに要予約 036-1343 弘前市大字百沢字寺沢28-29 0172-83-2215 http://www.iwakisou.or.jp/meal/meal4.php

24 café de kuu カフェ 日 11:30-16:30 ○ 036-8054 弘前市田町5-6-2 三枝ビル2階 0172-36-2291

25 けや木 喫茶 月・第3日 10:00-18:00 ○ 036-8241 弘前市桜ケ丘2-3-2 0172-87-6890

26 集会所indriya カフェ 日祝 11:00-18:00 ○ 036-8221 弘前市紙漉町4-6 0172-34-6858 http://amebro.jp/indriya-hirosaki/

27
レストラン扇
（弘前脳卒中センター内）

食事処 第1・3・5日・祝 11:00-15:00 ○ 036-8104 弘前市扇町1-2-1 0172-26-0977

28 カフェ・グリーンブリーズ カフェ 月

1月-3月
11:30-19:00
4月-12月

10:30-19:00

○ ○ 039-2501 上北郡七戸町荒熊内215-5 0176-58-6966 http://cafe-green-breeze.hp.gogo.jp

29 スナックすみれ スナック 不定休
11:30-14:00
19:00-翌1:00

○ 前日までに要予約 039-2525 上北郡七戸町字七戸66 0176-62-5825

30 しかない総菜店 弁当・惣菜 土日祝 10:00-14:00 ○ ○ 037-0014 五所川原市稲実稲葉50-38 0173-35-3236

31 農家レストラン ありがとう 食事処 月-土 10:00-15:00 ○ 一週間前までに要予約 038-3102
つがる市柏下古川絹川111-3
NPO法人 つがる夢庭志仙会

080-3146-8331 http://aomori-gt.com/gtm/040.html

32
レストラン「ルグラン」
（十和田富士屋ホテル内）

レストラン 無休
11:00-14:30
17:00-20:30

○ ○ 034-0031 十和田市東三番町1-6 0176-22-7111 http://www.towadafujiya.com/
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33 長崎屋八戸店 スーパー 無休 10:00-23:00 ○ 031-0801 八戸市江陽2-14-1 0178-47-0311

34 熱帯魚とお食事処　風の谷 食事処 盆・正月
11:00-15:00
17:00-21:00

○ ○ 前日までに要予約 036-0162 平川市館山上扇田16-10 0172-44-8839

35 むつグランドホテル レストラン 無休 朝食7:00-9:00 ○
要予約（宿泊者以外は

1,260円）
035-0021 むつ市田名部下道4 0175-22-2331 http://www.mghotel.jp/

36
グラン・ブルー
（むつグランドホテル内）

レストラン 無休 11:30-14:00 ○ 要予約 035-0021 むつ市田名部下道4　11階 0175-22-2331 http://www.mghotel.jp/

37 焼肉レストラン一心亭　むつ店 焼肉 無休 11:00-21:30 ○ ○ 035-0021 むつ市大字田名部字槌川目90-1 0175-23-2989

38-46 紅屋商事（株） スーパー 年末年始 店舗により異なります ○

カブセンター青森店を
除く県内店舗

ベニーマート県内全店
舗

036-8084 弘前市高田4-2-10 0172-29-5777

47-78 （株）ユニバース スーパー 年末年始 店舗により異なります ○
県内のユニバース・U
マート・パワーズU・ビッ
グハウス湊店　全店舗

039-1185 八戸市長苗代前田83‐1（本部）
0178-21-1888
（代表）
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