
空気クリーン施設認証一覧

地域 登録番号 施設名 市町村 住所 電話
施設
種別

認証
年度

青森市 青森第258号 手打ちそば「扇屋」 青森市 青森市浪館泉川 017-739-3553 飲食店 H15

青森市 青森第262号 県立中央病院外来食堂 青森市 青森市造道 017-726-8461 飲食店 H15

青森市 青森第263号 県立中央病院職員食堂 青森市 青森市造道 017-726-8461 飲食店 H15

青森市 青森第264号 うどんそば処「安田屋晴右衛門」 青森市 青森市中佃 017-743-3777 飲食店 H15

青森市 青森第266号 フランス料理「ノエル」 青森市 青森市桜川7-10-2 017-741-5012 飲食店 H15

青森市 青森第267号 レストラン「メドー」 青森市 青森市八甲田山 八甲田ﾎﾃﾙ内 017-728-2828 飲食店 H15

青森市 青森第269号 青森中央短期大学学生寮食堂 青森市 青森市横内 017-728-0131 飲食店 H15

青森市 青森第270号 青森中央大学学生食堂 青森市 青森市横内 017-728-0131 飲食店 H15

青森市 青森第272号 青森大学国際交流会館寮食堂 青森市 青森市大矢沢 017-728-5005 飲食店 H15

青森市 青森第275号 県警本部食堂 青森市 青森市新町 017-723-4211 飲食店 H15

青森市 青森第278号 かわい食堂 青森市 青森市新城 017-788-2425 飲食店 H15

青森市 青森第279号 拉麺「双葉」 青森市 青森市富田 017-781-3838 飲食店 H15

青森市 青森第282号 とまとりあ 青森市 青森市羽白池上197-1 017-787-2959 飲食店 H15

青森市 青森第288号 県庁生協食堂「花林檎」 青森市 青森市長島 県庁北棟8階 017-731-1818 飲食店 H15

青森市 青森第292号 青森朝日放送食堂 青森市 青森市荒川 017-762-1312 飲食店 H15

青森市 青森第294号 札幌館 青森市 青森市石江岡部 017-782-1765 飲食店 H15

青森市 青森第295号 浅めし食堂 青森市 青森市浅虫字蛍谷 017-752-3322 飲食店 H15

東 青森第271号 レストハウス「竜飛」 外ヶ浜町 外ヶ浜町三厩宇鉄 0174-38-2270 飲食店 H15

青森市 青森第298号 青森市民病院食堂部 青森市 青森市勝田1-14-20 017-734-2171 飲食店 H16

青森市 青森第299号 青森県立保健大学レストラン 青森市 青森市浜館字間瀬58-1 017-744-2201 飲食店 H16

青森市 青森第300号 青森県自冶研修所食堂 青森市 青森市東造道Ⅰ-2-Ⅰ 017-736-2011 飲食店 H16

青森市 青森第301号 歯科技工士学校学食 青森市 青森市三内字稲元12-2-2 017-782-3040 飲食店 H16

青森市 青森第303号 レストラン　らいふ 青森市 青森市荒川字藤戸119-7 017-783-4884 飲食店 H16

弘前 弘前第14号 かふく亭 弘前市 弘前市馬屋町24-1 0172-36-3053 飲食店 H16

弘前 弘前第18号 道の駅いかりがせき「彩里」 平川市 平川市碇ヶ関字碇石13-1 0172-49-5020 飲食店 H16

弘前 弘前第20号 道の駅いかりがせき「杉作」 平川市 平川市碇ヶ関字碇石13-1 0172-49-5161 飲食店 H16

上十三 上十三第1号 有限会社湧水亭 横浜町 横浜町吹越97-1 0175-78-2233 飲食店 H16

むつ むつ第46号 東通村野牛川レストハウス 東通村 東通村野牛字野牛川29-3 0175-28-5203 飲食店 H16

むつ むつ第72号 東通村立学校給食センター 東通村 東通村砂子又字沢内9-4 0175-48-2041 飲食店 H16

むつ むつ第83号 長寿庵（東通村保健福祉センター内） 東通村 東通村砂子又字里17-2 0175-28-5800 飲食店 H16

青森市 青森第174号 レストラン・ カワツ 青森市 青森市沖館1-4-6 017-783-2227 飲食店 H17

青森市 青森第251号 くどうラーメン 青森市 青森市新町1-6-12 017-722-6905 飲食店 H17

弘前 弘前第23号 ビッグウエスト武道館店 弘前市 弘前市豊田2-3 0172-28-9798 飲食店 H17

弘前 弘前第28号 弘前国際ホテル「レストラン大阪」 弘前市 弘前市土手町73-2 0172-37-5550 飲食店 H17

弘前 弘前第33号 お休み処「花りんご」 大鰐町 大鰐町大鰐字川辺11-11 0172-49-1126 飲食店 H17

弘前 弘前第49号 弘前脳卒中センター内1F「レストラン扇」 弘前市 弘前市扇町1-2-1 0172-26-0977 飲食店 H17

弘前 弘前第60号 スタミナ一番 弘前市 弘前市小栗山字川合115-43 0172-87-4114 飲食店 H17

弘前 弘前第102号 たかはし中華そば店 弘前市 弘前市撫牛子1-3-6 0172-34-8348 飲食店 H17

三戸 八戸第95号 ママコハウスガーデン 五戸町 五戸町切谷内字切谷内村12-9 0178-68-2496 飲食店 H17

三戸 八戸第107号  （株）アサクラフードシステム部大戸屋八戸店 八戸市 八戸市下長2-17-1 0178-20-2224 飲食店 H17

三戸 八戸第116号 青森県庁消費生活共同組合八戸支店食堂 八戸市 八戸市尻内町字鴨田7 0178-27-5090 飲食店 H17

三戸 八戸第129号 洋望荘 八戸市 八戸市鮫町遙望石13 0178-38-2431 飲食店 H17

三戸 八戸第140号 はっと庵　ラピア店 八戸市 八戸市江陽2-14-1　SCラピア1階 0178-46-0387 飲食店 H17

三戸 八戸第141号  ウェルサンピア八戸レストラン「ポミエ」 八戸市 八戸市東白山台1-1-1 0178-23-5151 飲食店 H17

上十三 上十三第37号 風のひろば 十和田市 十和田市稲生町15-16中央ﾋﾞﾙ1-1 0176-25-0185 飲食店 H17
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上十三 上十三第48号 こーひい・ぱんの店ひなたぼっこ 三沢市 三沢市堀口2-10-14 0176-57-1200 飲食店 H17

むつ むつ第112号 ふるさと むつ市 むつ市昭和町24-7 0175-22-0763 飲食店 H17

青森市 青森第331号 ドトールコーヒーショップ東青森店 青森市 青森市田屋敷増田16-2 017-765-6040 飲食店 H18

弘前 弘前第124号 角屋 平川市 平川市新館藤巻43-16 0172-44-1084 飲食店 H18

三戸 八戸第174号  コミュニティ-レストランみほの茶屋 八戸市 八戸市美保野13-98 0178-25-2711 飲食店 H18

三戸 八戸第199号 河原木食堂 八戸市 八戸市下長4-19-9 0178-21-3425 飲食店 H18

三戸 八戸第200号 大戸屋八戸ニュータウン店 八戸市 八戸市北白山台5-1-9 0178-70-1331 飲食店 H18

五所川原 五所川原第108号 トクちゃんらーめん 五所川原市 五所川原市唐笠柳字藤巻517 0173-34-4036 飲食店 H18

上十三 上十三第122号 ひまわり亭中央店 十和田市 十和田市稲生町11 0176-21-1688 飲食店 H18

上十三 上十三第123号 ひまわり亭三沢通り店 六戸町 六戸町折茂字今熊248-278 0176-70-1616 飲食店 H18

上十三 上十三第124号
道の駅　よこはま 菜の花プラザ内
レストラン「鮮菜」

横浜町 横浜町林ﾉ脇79-12 0175-78-6687 飲食店 H18

青森市 保健衛生第1号 大戸屋青森新町店 青森市 青森市新町1-8-6 017-777-1015 飲食店 H19

弘前 弘前第167号 ギャラリー桔梗野の家 弘前市 弘前市桔梗野2-13-2 0172-32-4266 飲食店 H19

弘前 弘前第172号 天ぷら　いもや 弘前市 弘前市田町1-8-3 0172-34-5229 飲食店 H19

弘前 弘前第204号 チェンバロ 弘前市 弘前市土手町42 0172-33-6546 飲食店 H19

弘前 弘前第240号 らあめん満来 弘前市 弘前市末広4-8-1 0172-28-0639 飲食店 H19

上十三 上十三第131号 ｃａｆｅ’「リブ・フォーエバー」 三沢市 三沢市大町2-11-1 0176-53-3975 飲食店 H19

上十三 上十三第136号 道の駅しちのへ内レストラン「絵馬」 七戸町 七戸町字荒熊内67-94 0176-62-5777 飲食店 H19

上十三 上十三第155号 手打ちそば販売所　むねみ 東北町 東北町上北南2丁目30-124 090-7322-0842 飲食店 H19

弘前 弘前第259号 黒石市役所地下食堂アラスカ 黒石市 黒石市市ﾉ町11-1 0172-52-2111 飲食店 H20

弘前 弘前第260号 そば処もみじ亭 弘前市 弘前市文京町4-5 0172-33-7336 飲食店 H20

弘前 弘前第264号 蕎麦や金の銀杏 黒石市 黒石市浦町2-4-2 0172-53-7286 飲食店 H20

弘前 弘前第310号 FOOD　DANCE　おしゃべり 弘前市 弘前市土手町36-6 0172-35-7443 飲食店 H20

上十三 上十三第183号 道の駅とわだ「ﾚｽﾄﾗﾝｳﾞｨｰｱ」 十和田市 十和田市伝法寺字平窪37-2 0176-28-3790 飲食店 H20

上十三 上十三第225号 ギャラリーカフェ　千の花 十和田市 十和田市西二番町4-11 0176-25-3688 飲食店 H20

むつ むつ第140号 スパゲッティー・ピザハウスあかさたな むつ市 むつ市金谷1-14-15 0175-22-0797 飲食店 H20

青森市 保健衛生第35号 COFFEE　COLORS 青森市 青森市新町2-2-21 017-777-0788 飲食店 H21

五所川原 五所川原第148号 コミュニティ カフェでる・そーれ 五所川原市 五所川原市大町39 0173-29-4188 飲食店 H21

五所川原 五所川原第149号 カフェ・ド MoDern 五所川原市 五所川原市漆川字袖掛93-4 0173-33-7257 飲食店 H21

五所川原 五所川原第156号 レストラン　わらび 五所川原市 五所川原市相内実取287-1058 0173-62-3710 飲食店 H21

五所川原 五所川原第159号 金木観光物産館郷土料理はな 五所川原市 五所川原市金木町朝日山195-2 0173-54-1160 飲食店 H21

上十三 上十三第231号 道の駅「ろくのへ」メイプルふれあいセンター内食堂 六戸町 六戸町犬落瀬字後田87 0176-55-4131 飲食店 H21

上十三 上十三第232号 四季の喰い切り　利休 十和田市 十和田市東十二番町10-34 0176-22-5007 飲食店 H21

弘前 弘前第367号 希望レストラン　和徳店 弘前市 弘前市北横町34-2 017-773-6135 飲食店 H22

弘前 弘前第368号 希望レストラン　藤代店 弘前市 弘前市藤代二丁目12-1 017-773-6135 飲食店 H22

五所川原 五所川原第190号 鰺ヶ沢町立学校給食センター 鰺ヶ沢町 鰺ヶ沢町舞戸町字久富27 0173-72-6123 飲食店 H22

上十三 上十三第258号  十和田NPO子どもセンター・ハピたのハピたのカフェ 十和田市 十和田市稲生町15-24ﾊﾟﾙｺﾋﾞﾙ4F 0176-23-0853 飲食店 H22

弘前 弘前第447号 土手の珈琲屋　万茶ン 弘前市 弘前市土手町36-6 0172-35-4663 飲食店 H23

弘前 弘前第448号 笹の舎 弘前市 弘前市百石町6-1 0172-32-7256 飲食店 H23

弘前 弘前第454号 サロンド　カフェ　アンジュ 弘前市 弘前市下白銀町2-1 0172-35-7430 飲食店 H23

弘前 弘前第458号 珈琲「北奥舎」 弘前市 弘前市一番町角 0172-36-9208 飲食店 H23

三戸 八戸第321号 喫茶ホロンバイル 八戸市 八戸市鮫町字小舟渡平10-104 0178-33-2222 飲食店 H24

五所川原 五所川原第251号 儀平庵 つがる市 つがる市柏稲盛幾世41ｲｵﾝﾓｰﾙつがる柏1階 0173-25-3466 飲食店 H24

五所川原 五所川原第255号 そば処　亀乃家 五所川原市 五所川原市上平井町116 0173-35-2474 飲食店 H24

むつ むつ第302号 青森県庁消費生活協同組合むつ食堂 むつ市 むつ市中央1-1-8 0175-22-2956 飲食店 H24
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弘前 弘前第470号 中華そば屋おお田 弘前市 弘前市田園1-8-1 飲食店 H25

むつ むつ第310号 食堂ぽわーる亭 むつ市 むつ市中央1-8-1 0175-23-4772 飲食店 H25

東 青森第384号 外ヶ浜町給食センター 外ヶ浜町 外ヶ浜町字蟹田桂淵1-3 0174-22-3455 飲食店 H26

東 青森第385号 蓬田村学校給食センター 蓬田村 蓬田村郷沢字浜田138 0174-27-2116 飲食店 H26

東 青森第386号 今別町立学校給食センター 今別町 今別町今別字中沢205 0174-35-2181 飲食店 H26

弘前 弘前第507号 学校給食センター 大鰐町 大鰐町大字虹貝字篠塚52番3 0172-48-2359 飲食店 H26

三戸 八戸第334号
社会医療法人松平病院　指定障害福祉サービス事業所
就労継続支援B型　カフェレストラン茶居花

八戸市 八戸市新井田出口平32－2 0178-25-9187 飲食店 H26

上十三 上十三第306号 横浜町学校給食センター 横浜町 横浜町林ﾉ脇79-12 0175-78-2380 飲食店 H26

上十三 上十三第345号 野辺地町学校給食共同調理場 野辺地町 野辺地町字下御手洗瀬27 0175-64-2886 飲食店 H26

青森市 保健衛生第101号
青森国際ホテル１階
カジュアルレストランKUKKA

青森市 青森市新町一丁目6－18 017-722-4321 飲食店 H27

青森市 保健衛生第102号 青森国際ホテル２階　レストラン　吉慶 青森市 青森市新町一丁目6－18 017-722-4321 飲食店 H27

青森市 保健衛生第103号 青森国際ホテル２・３階　レストラン　若水亭 青森市 青森市新町一丁目6－18 017-722-4321 飲食店 H27

青森市 保健衛生第104号 レストラン　オルケスタ 青森市
青森市東造道３丁目４－５
和田ビル１階

017‐736‐3088 飲食店 H27

青森市 保健衛生第129号 レストラン　ひば 青森市 青森市大谷字小谷１－５　青森空港内 017-739-9881 飲食店 H27

東 青森第401号 平内町学校給食センター 平内町 平内町大字小湊字後萢31-1 017-758-1050 飲食店 H27

弘前 弘前第547号 ふうふう石焼ちゃんぽん 黒石市 黒石市中川字篠村14－1 0172-88-6548 飲食店 H27

弘前 弘前第602号
白金珈琲（プラチナコーヒー）
ベジカフェラウンジ

平川市 平川市中佐渡前田13－2（1F） 0172-57-2420 飲食店 H27

弘前 弘前第606号 和料理　なかさん 弘前市 弘前市富田1-3-16 0172-34-9135 飲食店 H27

弘前 弘前第610号 きそば　一力 弘前市 弘前市富田３丁目２－１７ 0172-32-4565 飲食店 H27

三戸 八戸第469号 北三陸　鮨市 八戸市 八戸市尻内町字館田1-1 ホテルメッツ八戸3階 0178-70-7103 飲食店 H27

五所川原 五所川原第292号 そば屋ほうじろう 鰺ヶ沢町 鰺ヶ沢町大字舞戸町字西禿25-2 0173-82-2520 飲食店 H27

五所川原 五所川原第293号 食事処なおじろう 鰺ヶ沢町 鰺ヶ沢町大字南浮田町字米山56 0173-72-5613 飲食店 H27

五所川原 五所川原第362号 神武食堂 つがる市 つがる市木造宮崎1-10 0173-42-3421 飲食店 H27

上十三 上十三第393号 Café Myuu for 六ヶ所村 六ヶ所村大字尾駮字野附1302-5 0175-73-8360 飲食店 H27

上十三 上十三第424号 そべーぴ 十和田市 十和田市穂並町1-30 0176-25-1028 飲食店 H27

上十三 上十三第425号  ケーキハウス白い森　十和田店 十和田市 十和田市西三番町14-39 0176-58-6350 飲食店 H27

上十三 上十三第436号 スクール＆カフェ　友実家 十和田市 十和田市西三番町1－8 0176-23-6300 飲食店 H27

むつ むつ第352号 地酒屋　武田屋 むつ市 むつ市柳町1丁目1－7 0175-23-7811 飲食店 H27

青森市 保健衛生第145号 農家レストラン青～い郷里 青森市 青森市古川１－１４－３ 017-757-8085 飲食店 H28

青森市 保健衛生第146号 味の札幌　大西 青森市 青森市古川１－１５－６ 017-723-1036 飲食店 H28

青森市 保健衛生第147号 味の札幌　浅利 青森市 青森市新町１－１１－２３ 017-777-9088 飲食店 H28

青森市 保健衛生第148号 手打そば　因（かくだい） 青森市 青森市新町２－６－２１ 017-722-2507 飲食店 H28

青森市 保健衛生第149号 まぐろどんの店　どん 青森市 青森市安方１－１１－１ 017-722-2870 飲食店 H28

青森市 保健衛生第１５０号  煮干し中華専門店つじ製麺所 青森市 青森市古川１－１５－１７ 017-721-2690 飲食店 H28

東 青森第454号 ぱんや　いちこ 平内町 平内町大字小湊字小湊79-9 017－755－3536 飲食店 H28

弘前 弘前第703号 野の庵 弘前市 弘前市五十石町５７ 0172-36-0500 飲食店 H28

弘前 弘前第704号 魚河岸岩木屋 弘前市 弘前市大字石川字泉田62-1 0172-92-2877 飲食店 H28

弘前 弘前第705号 レストランpomme～林檎～ 弘前市  弘前市大字上白銀町1-1弘前市役所新庁舎4階 0172-35-1111 飲食店 H28

弘前 弘前第716号 藤崎町学校給食センター 藤崎町 藤崎町大字西中野目字池田111番地1 0172-89-7040 飲食店 H28

弘前 弘前第751号 Be Easy Brewing ギャレスのアジト 弘前市 弘前市松ヶ枝5丁目7-9 0172-78-1222 飲食店 H28

弘前 弘前第840号 青森県庁消費生活協同組合弘前食堂 弘前市 弘前市蔵主町4　弘前合同庁舎内 0172-34-3787 飲食店 H28

三戸 八戸第480号 かっぱ寿司八戸沼館店 八戸市 八戸市沼館４丁目4－1 0178-71-2580 飲食店 H28

三戸 八戸第497号 TuBo café おいらせ町 おいらせ町青葉２－５０－２１７３ 0176-52-3621 飲食店 H28

三戸 八戸第498号 ごっつりラーメン 南部町 南部町苫米地字白山堂１－２３ 0178‐84‐4510 飲食店 H28

三戸 八戸第499号 ケクーカフェ 南部町 南部町苫米地下宿７ 0178‐84‐3739 飲食店 H28
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三戸 八戸第500号 ル・ムロン・デ・オワゾ 八戸市 八戸市東白山台３－１－１ 0178-51-8727 飲食店 H28

三戸 八戸第501号 かっぱ寿司八戸類家店 八戸市 八戸市類家４－５－１１ 0178-71-3038 飲食店 H28

三戸 八戸第517号 社会福祉法人　豊寿会　Spread 八戸市 八戸市大字妙字坂中８－１－１ 0178-25-2111 飲食店 H28

三戸 八戸第532号 ケーキハウス白い森 おいらせ町 おいらせ町鶉久保３２－１ 0176-50-2660 飲食店 H28

三戸 八戸第538号 レストラン今日もどこかで 八戸市 八戸市青葉２－１－１８ 0178-45-1769 飲食店 H28

三戸 八戸第577号 株式会社あきんどスシロー八戸店 八戸市 八戸市南類家３－２－１３ 0178-73-8135 飲食店 H28

三戸 八戸第581号 レストランぶどう亭 南部町 南部町大字沖田面字千刈５２番地２ 0179-34-3131 飲食店 H28

五所川原 五所川原第56号 梵珠庵 五所川原市 五所川原市唐笠柳藤巻517-1 0173-33-6065 飲食店 H28

五所川原 五所川原第67号 喫茶 つくし 五所川原市 五所川原市鎌谷町502-4 0173-34-9589 飲食店 H28

五所川原 五所川原第68号 （有）フランドール 五所川原市 五所川原市中央二丁目25番地 0173-34-5141 飲食店 H28

五所川原 五所川原第395号 菓子処　炉月 五所川原市 五所川原市字一ツ谷507-35 0173-34-8333 飲食店 H28

五所川原 五所川原第402号 有限会社　木村精肉店 五所川原市 五所川原市字一ツ谷506-2 0173-34-8340 飲食店 H28

五所川原 五所川原第403号 きむら 五所川原市 五所川原市字一ツ谷506-2 0173-34-8341 飲食店 H28

五所川原 五所川原第467号 花林檎　五所川原店 五所川原市 五所川原市栄町6−1 - 飲食店 H28

上十三 上十三第438号 CAFＥ　orta(カフェオルタ) 十和田市 十和田市稲生町15-16　中央ビル1-1 0176-25-0185 飲食店 H28

上十三 上十三第441号 惣菜店　みっちゃん 野辺地町 上北郡野辺地町上小中野19-3 0175-64-0177 飲食店 H28

上十三 上十三第442号 ガーデンキッチン　垂穂 十和田市 十和田市大字三本木字稲吉15-221 0176-58-6441 飲食店 H28

上十三 上十三第 475号 cube cafe＆shop 十和田市 十和田市西二番町10-9 0176-22-7789 飲食店 H28

上十三 上十三第 479号 青森県庁消費生活協同組合　十和田食堂 十和田市 十和田市西十二番町20-12十和田合同庁舎内 0176-23-9575 飲食店 H28

むつ むつ第359号 うり坊 むつ市 むつ市脇野沢七引146番地 なし 飲食店 H28

むつ むつ第362号 ミスタードーナツ　むつ中央ショップ店 むつ市 むつ市中央2丁目2-6 0175-22-0377 飲食店 H28

むつ むつ第363号 かっぱ寿司　むつ店 むつ市 むつ市金谷2-1-32 0175-28-2207 飲食店 H28

青森市 保健衛生第192号 珈琲店マロン 青森市 青森市安方2丁目6-7 017-722-4575 飲食店 H29

東 青森第518号 蟹田駅前市場ウェル蟹 外ヶ浜町 青森県東津軽郡外ヶ浜町字上蟹田34-1 0174-31-1112 飲食店 H29

弘前 弘前第918号 惣菜さとう 弘前市 弘前市中野１－１１－１２ 0172-32-0807 飲食店 H29

弘前 弘前第958号 アイリッシュパブ・ザ・ドーランズ 弘前市 代官町２０－１ 0172-80-9139 飲食店 H29

弘前 弘前第961号 くるまやラーメン城東店 弘前市 早稲田４－３－１７ 0172-33-8558 飲食店 H29

弘前 弘前第964号 お食事処　あお菜 弘前市 富士見町５－５ 0172-33-8123 飲食店 H29

三戸 八戸第583号 WELCOME HOME おいらせ町 おいらせ町上明堂107-1 0178-38-3715 飲食店 H29

三戸 八戸第615号 レストラン　にんにく亭 八戸市 八戸市石堂2丁目26-10 0178-28-2946 飲食店 H29

三戸 八戸第636号 ファーマーズマルシェhitotsubu おいらせ町 上北郡おいらせ町鶉久保53-3 0176-51-7056 飲食店 H29

三戸 八戸第637号 café シェモア おいらせ町 上北郡おいらせ町鶉久保3-16 0176-52-5282 飲食店 H29

三戸 八戸第705号 味のめん匠 八戸市 八戸市六日町10-1　八戸屋台村　みろく横丁 080-6011-8866 飲食店 H29

五所川原五所川原第570号 手づくりパンとランチの店チェリー 五所川原市 五所川原市字田町110-16 0173-34-5560 飲食店 H29

上十三 上十三第 491号 渓流の駅おいらせ　おいらせガーデン 十和田市 十和田市大字奥瀬字栃久保11-12 0176-74-1121 飲食店 H29

上十三 上十三第 493号 オルトラーナ 十和田市 十和田市大字奥瀬字栃久保11-253 0176-70-5955 飲食店 H29

上十三 上十三第 494号 駒っこランド食堂 十和田市 十和田市大字深持字梅山1-1 0176-55-3991 飲食店 H29

上十三 上十三第 496号 和食処　とちの茶屋 十和田市 十和田市大字奥瀬字十和田湖畔休屋486 0176-75-2410 飲食店 H29

上十三 上十三第 512号 三沢市民の森　食堂　おおせっか 三沢市 三沢市大字三沢字淋代平１１６－２９４５ 0176-59-3388 飲食店 H29

上十三 上十三第 514号 ベジキッチン　まいまい 三沢市 三沢市大字三沢字大津58－216 0176-54－3091 飲食店 H29

上十三 上十三第 519号 企業組合 ラビアンローズ 司 バラ焼き大衆食堂 十和田市 十和田市稲生町１５－４１ 0176-25-7758 飲食店 H29

上十三 上十三第 523号 農園カフェ日々木 十和田市 十和田市大字相坂字高見147-89 0176-27-6626 飲食店 H29

上十三 上十三第531号 ステーキハウス 味蕾館 十和田市 十和田市大字奥瀬字堰道39-1 0176-72-3341 飲食店 H29

上十三 上十三第532号 奥入瀬　麦酒館 十和田市 十和田市大字奥瀬字堰道39-1 0176-72-3231 飲食店 H29

上十三 上十三第533号 一般財団法人十和田湖ふるさと活性化公社  四季彩館 十和田市 十和田市大字奥瀬字堰道39-1 0176-72-3201 飲食店 H29
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上十三 上十三第 553号 刻乃家 十和田市 十和田市大字三本木字野崎40-114 0176-25-3177 飲食店 H29

むつ むつ第375号 洋食屋さん　プリモピアット むつ市 むつ市海老川町5-7 0175-22-8567 飲食店 H29

むつ むつ第376号 有限会社　いさりびハウス むつ市 むつ市大畑町正津川戦敷488-1 0175-34-6388 飲食店 H29

むつ むつ第383号 そば処　田や 東通村 東通村田屋林ノ上82 0175-27-3863 飲食店 H29

むつ むつ第385号 下北文化珈琲店 むつ市 むつ市金谷1丁目10－1（下北文化会館内） 0175－22－8411 飲食店 H29

むつ むつ第386号 麺屋頂－ITADAKI－ むつ市 むつ市新町１２－３ 0175-23-0007 飲食店 H29

むつ むつ第387号 シーグルメ　ドーム むつ市 むつ市脇野沢本村227 0175-44-2029 飲食店 H29

むつ むつ第388号 れすとらん　むら 東通村 東通村砂子又沢内5-34　東通村役場内 0175-27-2111 飲食店 H29

むつ むつ第391号 万八　下北店 むつ市 むつ市下北町2－31 0175-22-4133 飲食店 H29

むつ むつ第392号 万八　苫生店 むつ市 むつ市金曲1-2-2 0175-23-3910 飲食店 H29

むつ むつ第393号 万八　中央店 むつ市 むつ市十二林6-2 0175-22-8778 飲食店 H29

むつ むつ第402号 レストラン　クッチーナ むつ市 むつ市小川町２-４-８　マエダ本店２階 0175-22-8333 飲食店 H29

むつ むつ第412号 Café de ketty むつ市 むつ市小川町2-19-46 0175-23-6633 飲食店 H29

むつ むつ第413号 美味小屋　蛮 むつ市 むつ市大湊新町16-2 0175-29-3347 飲食店 H29

むつ むつ第414号 La Tela（ラ・テーラ） むつ市 むつ市仲町20-1 0175-22-1776 飲食店 H29

むつ むつ第415号 レストラン＆ワインバー　パザパ むつ市 むつ市小川町2-10-18 0175-34-9707 飲食店 H29

むつ むつ第416号 憩-ikoi- むつ市
むつ市桜木町3-1　むつ市観光交流センター北の
防人安渡館内

0175-29-3103 飲食店 H29

東 青森第548号 お菓子工房　プティ・ボヌール 平内町 平内町藤沢字家ノ下7-3 017-755-3585 飲食店 H30

弘前 弘前第984号 道の駅　津軽白神（森のドア） 西目屋村 大字田代字神田219-1 0172-85-2855 飲食店 H30

むつ むつ第426号 有限会社　吉田ベーカリー　本店　もんぶらん むつ市 むつ市新町9番25号 0175-22-1171 飲食店 H30

むつ むつ第428号 まんじゅうや 佐井村
下北郡佐井村大字佐井字大佐井112
（津軽海峡文化館アルサス2階）

0175-38-4212 飲食店 H30

むつ むつ第429号 軽食喫茶　ポピーズ 佐井村
下北郡佐井村大字佐井字大佐井112
（津軽海峡文化館アルサス2階）

0175-38-4214 飲食店 H30

むつ むつ第430号 ハナマルラーメン 佐井村
下北郡佐井村大字佐井字大佐井112
（津軽海峡文化館アルサス2階）

0175-38-4214 飲食店 H30

三戸 八戸第742号 ナチュラルレストラン アンブロージャ 八戸市 八戸市南類家2丁目24－2 0178-47-5515 飲食店 H30

三戸 八戸第743号 ハンバーグレストラン 赤毛のアン 八戸市 八戸市青葉1丁目10－15 0178-43-9851 飲食店 H30

上十三 上十三第５７０号 食事処　桂月 十和田市
青森県十和田市大字法量字焼山
64-263

0176-74-2238 飲食店 H30

上十三 上十三第６１０号 カフェ　ラ・ポルテ 十和田市  青森県十和田市西二番町4-3十誠ビル1階 0176-23-5500 飲食店 H30

上十三 上十三第６１９号 TuBo cafe 六戸町  青森県上北郡六戸町小松ヶ丘５丁目77-2129 0176-52-3621 飲食店 H30

東 青森第553号 ひらないまるごとグルメ館 平内町 東津軽郡平内町大字土屋字鍵懸56 017-755-2111 飲食店 H30

東 青森第559号 森菓子店 蓬田村 東津軽郡蓬田村阿弥陀川汐干114-15 0174-27-2022 飲食店 H30

五所川原 五所川原第630号 有限会社　たけ屋 五所川原市 五所川原市小曲字豊里5－2 0173－34－8018 飲食店 H30

五所川原 五所川原第631号 レストランたけや 五所川原市 五所川原市字岩木町12-3 0173-34-7785 飲食店 H30

弘前 弘前第1090号 きっちん　くう 藤崎町 藤崎町大字藤崎字西村井43-1 0172-55-5567 飲食店 R1

弘前 弘前第1094号 Orange County 弘前市 弘前市富田3-6-4 0172-34-2277 飲食店 R1

上十三 上十三第６５９号 豪ーめん十和田店 十和田市 十和田市大字三本木字野崎40-134 0176-27-1455 飲食店 R1

むつ むつ第437号 モスバーガーむつ店 むつ市 むつ市小川町1丁目8－28 0175-22-2638 飲食店 R1

むつ むつ第438号 coffee HYGGE montblanc 1955 むつ市 むつ市中央2丁目29-5 0175-34-1175 飲食店 R1

弘前 弘前第1095号 有限会社　さんくまむ 弘前市 弘前市大字青山2丁目1-1 0172-35-4888 飲食店 R1

弘前 弘前第1100号 朝日屋　日景食堂 大鰐町 大鰐町大字大鰐字大鰐55-2 0172-48-3430 飲食店 R1

弘前 弘前第1119号 いっこん一斤 大鰐町 大鰐町大字大鰐字湯野川原111-5 0172-88-6771 飲食店 R1

三戸 八戸第823号 アグリキッチンCafé 階上町 階上町道仏字耳ヶ吠43-301 0178-88-5273 飲食店 R1

五所川原 五所川原第634号 エスケー商事　食堂 五所川原市 五所川原市中平井町142‐1 0173－34－7767 飲食店 R1

五所川原 五所川原第637号 ペンション深浦 深浦町 西津軽郡深浦町大字深浦字岡崎110-3 0173-74-4347 飲食店 R1

五所川原 五所川原第639号 ドライブイン和歌山 五所川原市 青森県五所川原市十三羽黒崎１３３-２２ 0173-62-2357 飲食店 R1

五所川原 五所川原第640号 ピュア　レストラン 中泊町 青森県北津軽郡中泊町大字八幡字日向334 0173-57-5011 飲食店 R1
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五所川原 五所川原第643号 スタンドバー　ガスコン 五所川原市 青森県五所川原市本町55-2 0173-35-2812 飲食店 R1

五所川原 五所川原第644号 みどり亭 五所川原市 青森県五所川原市羽野木沢字実吉16 0173-29-4566 飲食店 R1

五所川原 五所川原第645号 丸山らーめん 五所川原市 青森県五所川原市唐笠柳藤巻144-3 0173-33-1237 飲食店 R1

五所川原 五所川原第646号 鎌倉パスタ青森ＥＬＭ店 五所川原市 青森県五所川原市唐笠柳藤巻517-1　１F 0173-38-4309 飲食店 R1

五所川原 五所川原第657号 MuSuBuカフェえいぷりるえいぷりる 五所川原市 青森県五所川原市金木町朝日山85-4 0173-33-0279 飲食店 R1

五所川原 五所川原第664号 株式会社　美味心房 五所川原市 青森県五所川原市大字稲実米崎68番地5 0173-26-7255 飲食店 R1

五所川原 五所川原第665号 グリルストウ 五所川原市 青森県五所川原市広田榊森47-3 0173-35-8832 飲食店 R1

上十三 上十三第673号 麺家だいち 東北町 東北町大字大浦立野６６－２ ― 飲食店 R1

上十三 上十三第687号 目時産業有限会社　ほっかほっか亭穂並町店 十和田市 十和田市穂並町16－46 0176-21-5611 飲食店 R1

上十三 上十三第688号 目時産業有限会社　ほっかほっか亭金沢店 野辺地町 野辺地町字野辺地234 0175-64-6258 飲食店 R1

むつ むつ第449号 スナックぼたん むつ市 むつ市大湊新町20-1 0175-24-3729 飲食店 R1

むつ むつ第450号 居酒屋伝ちゃん むつ市 むつ市大湊新町20-31 0175-24-3729 飲食店 R1

むつ むつ第451号 喫茶MONA むつ市 むつ市昭和町4-16 0175-23-5082 飲食店 R1

むつ むつ第452号 ほっかほっか亭　むつ中央店 むつ市 むつ市中央2-12-20 0175-28-4848 飲食店 R1

むつ むつ第453号 ほっかほっか亭　むつバイパス店 むつ市 むつ市横迎町2-14-41 0175-23-6262 飲食店 R1

青森市 保健衛生第４５９号 Ｔ’ｓ　ＫＩＴＣＨＥＮ 青森市 青森市浜館3丁目3-29 017-718-3171 飲食店 R1

青森市 保健衛生第４６９号 モスバーガー青森大野店 青森市 青森市大字大野字若宮171 017-762-5040 飲食店 R1

弘前 弘前第1128号 café KITAMON 弘前市 弘前市亀甲町90-1 0172-34-3652 飲食店 R1

五所川原 五所川原第667号 グリル成萬 五所川原市 青森県五所川原市一ツ谷515-1 0173-34-6772 飲食店 R1

五所川原 五所川原第674号 モスバーガー五所川原店 五所川原市 青森県五所川原市中央6丁目61番地 0173-38-1234 飲食店 R1

五所川原 五所川原第675号 赤い屋根の喫茶店「駅舎」 五所川原市 青森県五所川原市金木町芦野84-171 0173-52-3398 飲食店 R1

上十三 上十三第690号 ラーメン処とん吉 十和田市 十和田市東十四番町8-32 0176-22-8658 飲食店 R1

むつ むつ第454号 活イカ備蓄センター 風間浦村 風間浦村大字下風呂字下風呂127 0175-36-2112 飲食店 R1

青森市 保健衛生第４７２号 笑顔亭青森店 青森市 青森市橋本1丁目1-19 017-775-6099 飲食店 R2

青森市 保健衛生第４７３号 笑顔亭本町店 青森市 青森市本町1丁目5-5ティファニー館2階 017-775-6099 飲食店 R2

青森市 保健衛生第４７４号 魚処一会 青森市 青森市本町2丁目5-13 017-775-6099 飲食店 R2

青森市 保健衛生第４８５号 本格炭火焼鳥　とりき 青森市 青森市本町1-7-2釜田ビル2階 017-735-2525 飲食店 R2

東 青森第599号 お食事処海岸通り 外ヶ浜町 外ヶ浜町三厩算用師右平野9-1 0174-37-2054 飲食店 R2

三戸 八戸第869号 炭火炙りや　中中 八戸市 八戸市六日町10　いわとくパルコ本館2階 0178-51-8413 飲食店 R2

上十三 上十三第704号 まんまや宝助 十和田市 十和田市東三番町8‐43 0176‐58‐7637 飲食店 R2

上十三 上十三第705号 （有）吉兆 十和田市 十和田市西三番町15‐4 0176‐24‐9711 飲食店 R2

上十三 上十三第706号 レストラン　エスカルゴ 十和田市 十和田市稲生町24‐6 0176‐22‐4343 飲食店 R2

上十三 上十三第712号 和風レストランとわだ 十和田市 十和田市西三番町1‐24 0176‐23‐4891 飲食店 R2

むつ むつ第471号 天手鼓舞 むつ市 むつ市新町1-26 0175-33-0282 飲食店 R2

上十三 上十三第714号 GARDEN　CAFÉ 野辺地町 野辺地町字野辺地162‐1 0175‐64‐2422 飲食店 R2

上十三 上十三第760号 凪や 七戸町 七戸町字森ノ上265-9 0176-68-3029 飲食店 R2

上十三 上十三第761号 旬味処　乙屋 十和田市 十和田市東三番町2-39 サンエフビル2F 0176-23-3479 飲食店 R2

上十三 上十三第765号 ラーメンハウスめんめん 野辺地町 野辺地町字白岩向3-1 080—9335—8506 飲食店 R2

むつ むつ第475号 北の家族 むつ市 むつ市大湊新町35-45 0175-29-3313 飲食店 R2

むつ むつ第476号 和風ダイニング　みつのや。 むつ市 むつ市上川町2-39-1F 0175-23-2115 飲食店 R2

むつ むつ第479号 小麦幸房　町Pan むつ市 むつ市山田町22-25　バッティングセンター内 0175-31-0567 飲食店 R2

東 青森第608号 龍松閣 平内町 平内町大字小湊字下夕田1-2 0174-37-2591 飲食店 R2

東 青森第611号 平内町観光物産店 平内町 平内町大字沼館字家岸90-2 017-759-2521 飲食店 R2

東 青森第612号 食処荒馬２号店 今別町 今別町大字大川平字熊沢52-2 017-757-9088 飲食店 R2

東 青森第613号 おがた仕出店 平内町 平内町大字小湊字小湊238-3 0174-22-2051 飲食店 R2
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東 青森第615号 有限会社ま兵 平内町 平内町大字小湊字下槻5-15 017-755-3122 飲食店 R2

東 青森第616号 海峡の家ほろづき 今別町 今別町大字袰月字村下70 0174-35-2071 飲食店 R2

東 青森第617号 鹿股商店 平内町 平内町大字清水川字大萢17 017-756-2213 飲食店 R2

東 青森第619号 炭び焼とりやす 外ヶ浜町 外ヶ浜町字蟹田16 0174-31-3115 飲食店 R2

東 青森第620号 産直物産館村の駅　よもっと 蓬田村 蓬田村大字阿弥陀川字汐干106－1 017-752-3220 飲食店 R2

上十三 上十三第774号 レストラン　華林芭 三沢市 三沢市堀口1‐4‐1 0176‐57‐5707 飲食店 R2

上十三 上十三第 782号 おがた寿司 東北町 東北町上北南2丁目31-355 0176-56-2678 飲食店 R2

むつ むつ第482号 福士ラーメン むつ市 むつ市新町27-6 0175-23-6455 飲食店 R2


