
あおもり食命人の食フェア第３弾　参加店舗
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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 6:30-9:00 ○
宿泊者以外は1,050円

で提供
身体にやさしくて、やさしい味
付けにこだわっています。

030-0801 青森市新町2-5－6 017-775-4311 http://arthotelcolor.com/

2 オットーピザ ピザ店 不定休 11:00-20:00 ○ ○
30分前までに

予約がおすすめ

素材を尊重し、りんごの薪の炎
や熾火を選び分けて焼きま
す。

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

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

み昼営業）
17:30-24:00

○ ○ ランチは予約不要
地魚と化学肥料を使わずに育
てた野菜の料理が自慢

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

4 カフェレストラン スワン（ホテル青森内） レストラン 無休 9:30-21:30 ○ ○ 予約不要
丁寧に仕上げた浪岡産バサラ
コーンのスープはお持ち帰りで
きます。

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

5 キッチンコンブリオ 弁当／総菜 土日祝 10:00-15:00 ○ ○
まとめてのご注文は2
日前までに要予約

海藻、出汁と藻塩で、薄味でも
美味しい健康な日替わりお弁
当。

030-0851 青森市旭町1-2-36 017-752-8755 https://ja-jp.facebook.com/kitchenconbrio

6 自然食品の店あおぞら 弁当／総菜 月
（火-土）9:30-19:00
（日祝）9:30-18:30

○ ○ 前日までに要予約
栽培期間中、農薬や化学肥料
を使用していない米・野菜や調
味料にこだわったお弁当。

030-0961 青森市浪打1-16-10 017-743-0824 http://park8.wakwak.com/~aozora/newpage1.htm

7 すし・うなぎ　権八 寿司店 水
12:00-13:30
17:00-22:00

○ 前日までに要予約
旬の地魚と野菜のお料理がお
いしい。素材のうまみが生きて
います。

038-0004 青森市富田1-17-10 017-766-6633

8 創作農家レストラン青～い郷里 レストラン 木 10:00-19:00 ○ ○ ○ ○
弁当・オードブルは
前日までに要予約

一食で30種類の野菜をいただ
けるよう工夫した日替り定食で
健康に！

030-0862 青森市古川1-14-3 017-757-8085 https://ja-jp.facebook.com/aoimori

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

○ 予約不要
湯通しで油分控えめ、化学調
味料無添加で身体にやさしい
中国料理

030-0812 青森市堤町2-17-6 017-773-7059

10 ちゅら亭青森アスパム通り店 沖縄料理 日 17:00-24:00 ○ 予約不要
豊かな青森県産食材と、沖縄
県の食材・調理法で健康思考
料理を提供。

030-0801 青森市新町1-11-9　2階 017-723-0335

11 煮干し中華専門店　つじ製麺所 ラーメン 水

（平日）11:00-
15:00、17:30-19:30
（土日祝）11:00-

16:00

○ 予約不要
添加物や保存料など使用せず
完全自家製の煮干しラーメン
専門店です。

030-0862 青森市古川1-15-17 017-721-2690 https://ja-jp.facebook.com/NiboshiNoodle

12
日本料理　京彩（アップル
パレス青森内）

食事処 無休
11:00-14:30
17:30-21:30

○ 予約不要
野菜と魚を中心とした、体にや
さしい月替り弁当があります。

030-0802 青森市本町5-1-5 017-723-5632 http://apple-palace.com/restaurant/kyousai/

13
バンカフェ
（青森公立大学内）

カフェ 土日祝・休校日 10:00－17:00 ○ 前日までに要予約
雑穀と県産野菜にこだわったメ
ニューがあります。

030-0134 青森市合子沢字山崎153-4
017-764-1555
(内線322)

14 ふぁんふぁん 食事処 月土日祝 11:30-15:00 ○ ○ 予約不要
旬の県産野菜を中心とした「ま
ごわやさしい」定食を提供して
います。

030-0901 青森市港町1-5-12 017-741-6354
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15 Vege cafe ちゃまま カフェ 日祝

（月―木）11:00-
16:00
（金・土）11:00-
16:00、17:30-21:00

○ ○ ○ 予約不要
心と体を健やかに保つ、野菜
を中心としたやさしい料理がい
ただけます。

030-0845 青森市緑1-12-29 017-732-5206 http://buket.ciao.jp/chamama/home/

16 マクロビオティック茶や　橘 カフェ 日祝 11:00-19:00 ○ ○ 前日までに予約がおすすめ

自然栽培の野菜を皮ごと調
理。調味料は国産・無添加の
ものを使います。

030-0903 青森市栄町1-5-11 017-741-7202 http://tachibanaya.jimdo.com/

17 Restaurant　Tera レストラン 月 17:00-24:00 ○ 予約不要
青森県産の新鮮な農薬を使わ
ずに栽培された野菜を、化学
調味料無添加で味わえます。

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

18 ホテルJALシティ青森 ホテル 無休
6:30-10:00
11:30-14:00

○ ○ 予約不要
ランチは新鮮なサラダバーが
充実

030-0803 青森市安方2-4-12 017-732-2580 http://aomori.jalcity.co.jp/index.php

19
ゆ～さ浅虫内レストラン
「サンセット」

レストラン 無休

4月-11月
11:00-19:00
12月-3月

11:00-18:00

○ 予約不要
栄養バランスを考えた、県産食
材と天然だしのおいしい献立
が人気です。

039-3501 青森市浅虫字蛍谷341-19 017-752-3339 http://www.jogakurakanko.jp/sunset/index.html

20 ラツール ダイニングバー 日祝 17:00-翌1:30 ○ 予約不要
動物性脂肪をつかわないメ
ニューもあります。

030-0802
青森市本町2-10-19 バッカスビル
2F

017－773-5596

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

○ 予約不要
苦手な食材、食物アレルギー
がありましたらスタッフまで。

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

22 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

○ 予約不要
食材の個性を生かし、やさしい
味に仕上げるようにこころがけ
ています。

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

23 けや木 喫茶 月・第3日 10:00-18:00 ○ 予約不要
心も体も元気になれる食を目
指しています。コーヒーも美味
しい喫茶店。

036-8241 弘前市桜ケ丘2-3-2 0172-87-6890

24 集会所indriya カフェ 日祝 11:00-18:00 ○ 予約不要

減農薬、化学肥料は不使用の
県産米や県産野菜を中心に、
肉魚を使わないごはん屋で
す。

036-8221 弘前市紙漉町4-6 0172-34-6858 http://amebro.jp/indriya-hirosaki/

25 萩原乳業　MILKHOUSE ROSAS カフェ 木 10:30-18:00 ○ 予約不要
旬野菜がたっぷりとれるスープ
をお出しします。

036-8182 弘前市土手町42 0172-35-2203

26
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 ○ 予約不要
適塩で野菜がたっぷりの日替
わり弁当と、だしのきいた汁物
が人気。

036-8104 弘前市扇町1-2-1 0172-26-0977

27 ちゅら亭八戸店 沖縄料理 日
（月-木）18:00-25:00
（金土）18:00-26:00

○ 予約不要
豊かな青森県産食材と、沖縄
県の食材・調理法で健康思考
料理を提供。

031-0033
八戸市六日町10
いわとくパルコ本館1階

0178-44-2678

28
八戸プラザホテル
「レストランジュノー」

レストラン なし 11:30-21:00 ○ ○ 3日前までに要予約
地域食材のいのちをおいしく食
べてほしい。シェフ自ら野菜を
育てます。

031-0081 八戸市柏崎1-6-6 0178-44-3121

29 コミュニティカフェでる・そーれ レストラン 第1・第3日曜 10:00-16:00 ○ 予約不要
津軽鉄道沿線でとれた食材を
中心に奥津軽ならではのメ
ニューを提供。

037-0063
五所川原市大町39　津軽鉄道㈱１
階

0173-34-3971 http://www.delsole-aomori.jp/

30 しかない惣菜店 弁当／総菜 土日祝 10:00-14:00 ○ ○ 予約不要
子を思う母の家庭料理が原
点。食材のいのちを感じるお総
菜が並ぶ。

037-0014 五所川原市稲実稲葉50-38 0173-35-3236 http://shikanaisouzai.cloud-line.com/
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31 日本料理かぐら 日本料理 日・第2月曜 17:00-23:00 ○ 予約不要
旬食材と地産地消にこだわり、
真心と鮮度、感謝を一皿に添
えて提供。

034-0031 十和田市東三番町2-43 0176-24-1123

32 カフェ・グリーンブリーズ カフェ 月

12月-3月
11:30-18:00
4月-11月

10:30-19:00

○ 予約した方が確実です
10数種の地元野菜を低カロ
リー・薄味・低脂肪のスープや
温野菜で提供。

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

33 スナックすみれ スナック 不定休
11:30-14:30（昼は予

約制）
19:00-翌1:00

○ 前日までに要予約
旬の地元野菜を使った料理
で、地域の方々の元気を支え
ます。

039-2525 上北郡七戸町字七戸66 0176-62-5825

34 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
地域の漬物を巻いた「すしこ
巻」、冬は鍋もどうぞ。

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

35 民宿 松ノ木 民宿 年末年始 6:30-21:30 ○ ○ 要予約
新鮮な魚介類と野菜を使い、
昆布等の天然だしにこだわり
ます。

むつ市大畑町松ノ木14-3 0175-34-2467

36 むつドライブイン 食事処 第2・第4日曜
（月-土）9:00-19:30
（日）10:00-19:30

○
予約不要

（創作料理は要予約）

下北産アピオスの創作料理に
定評あり。来店時に素揚げ1粒
サービス。

035-0042 むつ市大曲3-7-16 0175-22-4708

37 むつグランドホテル レストラン 無休 朝食7:00-9:00 ○ 2日前までに要予約
自社農園の野菜サラダが人気
の、「まごわやさしい」朝食を提
供。

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

38 ちゅら亭三沢店 沖縄料理 日 17:00-24:00 ○ 予約不要
豊かな青森県産食材と、沖縄
県の食材・調理法で健康思考
料理を提供。

033-0011 三沢市幸町1-1-4 0176-58-7622

39 カフェと雑貨　TuBo café カフェ 日祝 11:30-16:00 ○
大人数は2週間前まで

に要予約

食べる側の気持ちを考え、心と
身体に響く素直な食材の味を
大切に。

039-2189 おいらせ町青葉2-50-2173 0176-52-3621

40 だるまや食の駅 食事処 元旦
平日11:00-14:00

土日祝11:00-15:00
17:00-22:00

○ ○ 予約不要
お客様の健康を考え、旬の地
元食材を中心とした和食でお
迎えします。

039-3212
上北郡六ヶ所村尾駮字家ノ前4-
34

0175-72-2477

41-50 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

「まごわやさしい」を意識したお
弁当。食育情報も発信します。

036-8084 弘前市高田4-2-10（本部） 0172-29-5777

51-76 (株)マエダ スーパー 年末年始 店舗により異なります ○ ○ 県内全店舗
鰹と昆布の天然だしを使用し
た、手作りのお惣菜シリーズと
食命人お弁当。

035-0071 むつ市小川町2-4-8（本部） 0175-22-8333

※フェア参加店舗数＝36＋40＝76店舗 ※弁当・総菜は持ち帰り可
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http://www.mghotel.jp/

