
「あおもり食命人の食フェア」参加店舗一覧
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1 （株）恵比須屋 仕出し屋 盆・正月 9:00-17:00 ○ 要事前注文 030-0813 青森市松原3-16-11 017-734-6925 http://www.ebisugao.co.jp/

2
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 青森市大字浅虫字蛍谷341-19 017-737-5151

3
リンクステーションレストラ
ン「銀河」

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　青森文化会館1階 017-723-4630

4 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/

5 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

6 アートホテルカラー青森 ホテル 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/

7 アグリショップぶんべい 産直 月 9:00-19:00 ○ 030-0841 青森市奥野4-15-32 017-775-2372 http://www.bunbei.com/

8
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

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

9 アラスカ会館 ホテル・宴会場 無休 予約制 ○ ○ 要事前注文 030-0801 青森市新町1-11-22 017-723-2233 http://alaskajapan.com/

10 居酒屋なるせ 居酒屋 水（夜のみ営業）
11:30-14:00（平日）

17:00-24:00
○ ○ 038-0024 青森市浪館前田3-6-45 017-766-7741

11 障がい者就労支援事業所株式会社実 施設 日
（受付時間）
8:30～17:30

○ 要事前予約 038‐0013 青森市久須志3-15-20 017-752-0791

12 元祖足湯居酒屋　ひなげし 居酒屋
不定休

第2日曜日
11:30-14:00（平日）

16:00-23:00
○ ○ 030-0862 青森市古川1-16-6 017-776-3740

13 オットーピザ ピザ店 不定休 11:00-19:30 ○ ○ 030-0862 青森市古川2-17-7-1階 017-752-8189 http://otto-pizza.com/

14 中華そば　泉一遠藤 ラーメン 火
平日　9:00-16:00
土日　9:00-18:00

○ 030-0847
青森市東大野2-13-9　ガイヤ青森中
央店内

017-729-8841

15 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

16 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/

17 びいる亭AOMORI ダイニングバー 日 17:00-翌1:00 ○ 030-0802 青森市本町5-3-23　オーロラ会館2階 017-721-5227

所在地 連絡先
食命人メニュー

時間帯
弁
当

備考定休日 営業時間No. 会社・所属団体名 ジャンル

http://www.ebisugao.co.jp/
http://teranabe.com/
http://arthotelcolor.com/
http://www.bunbei.com/
http://apple-palace.com/restaurant/kyousai/
http://alaskajapan.com/
http://otto-pizza.com/
http://www.actv.ne.jp/~momoyo/


朝
食

昼
食

夕
食

郵便番号 所在地 電話 HP

所在地 連絡先
食命人メニュー

時間帯
弁
当

備考定休日 営業時間No. 会社・所属団体名 ジャンル

18 ふぁんふぁん 食事処 月土日祝 11:30-15:00 ○ ○ 030-0901 青森市港町1-5-12 017-741-6354

19 Vege cafe ちゃまま カフェ 日祝 11:00-16:00 ○ ○ 030-0845 青森市緑1-12-29 017-732-5206 http://buket.ciao.jp/chamama/home/

20 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/

21 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 ○ ○ 030-0812 青森市堤町1-1-23 017-775-4141 http://www.hotelaomori.co.jp/

22 ラ・ギャレット・アラスカ レストラン イトーヨーカドー青森店と同様 10:30-20:00 ○ ○ 030-0843
青森市浜田1-14−1 イトーヨーカドー
青森店2F

017-762-3283 http://alaskajapan.com/galette/

23 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/

24 ラツール バー 日祝 17:00-翌1:00 ○ 030-0802 青森市本町2-10-19 バッカスビル2F 017－773-5596

25 魚鰻　権八 寿司店 水
12:15-13:00
17:00-22:00

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

26 マクロビオティック茶や　橘 カフェ 日祝 11:00-17:00 ○ 030-0903 青森市栄町1-5-11 017-741-7202 http://tachibanaya.jimdo.com/

27 レストラン La Vie （ラヴィ） レストラン 日月
11:00-14:00
17:00-22:00

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

28 焼き鳥ダイニング樽満 城東店 居酒屋 無休 17:00-24:00 ○ 036-8094 弘前市外崎1-3-12 0172-26-2590 http://www.taruman.co.jp/

29 （有）ゆめりんご 観光農園 水
10:00-16:00

冬期間は要問合せ
○ 036-8264 弘前市悪戸字芦野156-1 0172-87-6477 http://yumering.net

30 café de kuu カフェ 日
月: 11:00-16:30

火-土: 11:00-16:30、
18:00-21:00

○ ○ ○ 036-8054 弘前市田町5-6-2-2階 0172-36-2291

31 一休寿司 寿司店 無休 11:00-22:00 ○ ○ 036-8095 弘前市大字城東2-1-3 0172-28-1900

32 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/

33 月島もんじゃ 食事処 月
平日　17:00-21:00

土日祝　11:00-21:00
○ ○ 036-8316 弘前市石渡4-16-1 0172-33-0607 http://hirosaki-monja.jimdo.com/

34 萩原乳業　MILKHOUSE ROSAS カフェ 無休 10:30-18:00 ○ 036-8182 弘前市土手町42 0172-35-2203

35 スナック福久（ふく） スナック 不定休 18:00-翌1:00 ○ 036-8193
弘前市新鍛治町46　GPアネックスビ
ル2Ｆ

0172-33-9538
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36 レストラン扇 レストラン 第1・3・5日
平日11:00-15:00
土日11:00-13:30

○
病院内食堂（入院患者
以外も可）

036-8104 弘前市扇町1-2-1 0172-26-0977

37 あじふく 居酒屋 火 11:00-20:00 ○ ○ 036-8094 弘前市外崎3-1-3 0172-88-8332

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

39 津軽金山焼　レストラン山の風 レストラン 無休
10:00-21:00

（ディナーは要予約）
○ ○ 前日までに要予約 037-0011 五所川原市金山字千代鶴5-79 0173-29-2447 http://www.kanayamayaki.com/restaurant/restaurant.html

40 コミュニティカフェでる・そーれ レストラン 不定休 10:00-16:00 ○ 037-0063 五所川原市大町39　津軽鉄道㈱１階 0173-34-3971 http://www.delsole-aomori.jp/

41 （株）美味心房 弁当製造・販売 年末年始 10:30-17:00 ○ 要事前注文 037-0014 五所川原市稲実米崎68-5 0173-26-7255

42 むつグランドホテル ホテル 無休 朝食7:00-9:00 ○
宿泊者以外は1,260円
（要事前予約）

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

43
グラン・ブルー（むつグラン
ドホテル内）

レストラン 無休
11：45-14：00
17：00-21：00

○ ○
フェア期間中のみ和食
/昼食・夕食（要予約）

035-0021
むつ市田名部下道4　むつグランドホ
テル11階

0175-22-2331 http://www.mghotel.jp/

44 七戸町かだれ田舎体験協議会 体験施設
（事務局受付）

土日
（事務局受付）

8:15-17:00
○ ○ ○

要事前予約
宿泊のみ朝夕提供

039-2563
上北郡七戸町字森ノ上131番地4
七戸町役場農林課（事務局）

0176-68-2116 http://www.kadaretenma.com/

45 スナックすみれ スナック 不定休
11:30-15:00（不定期）

19:00-翌1:00
○ ○ 039-2525 上北郡七戸町字七戸66 0176-62-5825

46 カフェ・グリーンブリーズ カフェ 月 11:30-19:00 ○ ○ 039-2501 上北郡七戸町荒熊内215-5 0176-58-6966 http://cafe-green-breeze.hp.gogo.jp

47
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
17:00-21:00

○ ○ 034-0031 十和田市東三番町1-6 0176-22-7111 http://www.towadafujiya.com/

48 スーパーとびしま スーパー 元日 9:00-20:00 ○ 038-2761
西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字上富
田149-2　ショッピングセンターパル内

0173-72-2141

49 津軽路蕎麦処　そばの矢車 蕎麦店 第2火 11:00-21:00 ○ ○ 038-1204 南津軽郡藤崎町水木字水元77-1 0172-65-4130

50 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

○ ○ 039-3212 上北郡六ヶ所村尾駮字家ノ前4-34 0175-72-2477

51 ユニバース下長店 スーパー
10:00-23:00

(日祝9:00開店）
○ 039-1164 八戸市下長4-1-1 0178-28-9345

52 ユニバース根城店 スーパー
10:00-23:00

(日祝9:00開店）
○ 039-1166 八戸市根城4-10-1 0178-44-7141

53 ユニバース八戸ニュータウン店 スーパー 9:00～23:00 ○ 039-1114 八戸市北白山台5-1-7 0178-70-1281

54 ユニバース南類家店 スーパー 9:00～24:00 ○ 031-0004 八戸市南類家2-9-5 0178-41-2480

55 ユニバース小中野店 スーパー 9:00～24:00 ○ 031-0802 八戸市小中野3-24-13 0178-22-5550
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56 ビッグハウス湊店 スーパー 9:00～21:00 ○ 031-0812 八戸市大字湊町字穴畑6 0178-34-3071

57 ユニバース白銀店 スーパー 9:00～23:00 ○ 031-0821 八戸市白銀4-14-2 0178-33-5032

58 ユニバース沖館店 スーパー 9:00～23:00 ○ 038-0002 青森市沖館1-13-1 017-782-0111

59 ユニバース三内店 スーパー 9:00～23:00 ○ 038-0031 青森市大字三内字稲元120-2 017-781-9238

60 ユニバース大野店 スーパー 9:00～23:00 ○ 030-0856 青森市西大野3-1-2 017-762-3388

61 ユニバース青柳店 スーパー 9：00～23：00 ○ 030-0811 青森市青柳2-9-25 017-732-3322

62 ユニバース筒井店 スーパー 9:00～23:00 ○ 030-0944 青森市大字筒井字八ツ橋73-1 017-738-8600

63 ユニバース東青森店 スーパー 9:00～23:00 ○ 030-0916 青森市大字田屋敷字増田16-2 017-765-7100

64 ユニバース東バイパス店 スーパー 9:00～22:00 ○ 030-0912 青森市八重田4-2-1 017-737-1890

65 ユニバース堅田店 スーパー 9:00～23:00 ○ 036-8062 弘前市青山2-23-1 0172-37-2515

66 ユニバース南大町店 スーパー 9:00～23:00 ○ 036-8006 弘前市南大町1-10-1 0172-38-8800

67 ユニバース城東店 スーパー 9:00～22:00 ○ 036-8087 弘前市大字早稲田4-2-2 0172-29-5880

68 ユニバース松原店 スーパー 9:00～22:00 ○ 036-8141 弘前市大字松原東1-3-1 0172-39-7177

69 Ｕマート桔梗野店 スーパー
9:30-22:00

（日祝9:00開店）
○ 036-8227 弘前市大字桔梗野2-11-1 0172-31-2727

70 Ｕマート弘大前店 スーパー
9:30-24:00

（日祝9:00開店）
○ 036-8186 弘前市大字富田3-7-8 0172-31-2266

71 ユニバース五所川原東店 スーパー 9:00～22:00 ○ 037-0004 五所川原市大字唐笠柳字藤巻645 0173-38-1300

72 ユニバース黒石富士見店 スーパー 9:00～23:00 ○ 036-0515 黒石市富士見111 0172-59-3300

73 ユニバース黒石駅前店 スーパー 9:00～23:00 ○ 036-0316 黒石市ぐみの木三丁目65-2 0172-59-0200

74 ユニバース松園町店 スーパー 9:00～23:00 ○ 033-0037 三沢市松園町3-5-1 0176-57-1118

75 ユニバース三沢堀口店 スーパー
10:00-23:00

(日祝9:00開店）
○ 033-0022 三沢市大字三沢字堀口117-25 0176-50-1155

76 ユニバース東一番町店 スーパー 9:00～23:00 ○ 034-0012 十和田市東一番町1-60 0176-22-5211

77 パワーズＵ十和田店 スーパー 9:00～22:00 ○ 034-0037 十和田市穂並町6-1 0176-24-1611

78 ユニバースむつ旭町店 スーパー 9:00～23:00 ○ 035-0076 むつ市旭町4-20 0175-28-3211

79 ユニバース階上店 スーパー
10:00-23:00

(日祝9:00開店）
○ 039-1201 三戸郡階上町大字道仏字耳ヶ吠43-3700178-80-1730

80 ユニバース三戸八日町店 スーパー 9:00～22:00 ○ 039-0135 三戸郡三戸町大字八日町12-2 0179-22-3838

81 ユニバース上北町店 スーパー 9:00～22:00 ○ 039-2406 上北郡東北町旭北1-680-1 0176-56-2225

82 ユニバース百石店 スーパー
10:00-22:00

(日祝9:00開店）
○ 039-2225 上北郡おいらせ町上明堂46-1 0178-52-3737
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83 ベニーマート観光通り店 スーパー 9:00-22:00 ○ 030-0846 青森市青葉3-6-4 017-762-1616 

84 カブセンター西青森店 スーパー 9:00-22:00 ○ 038-0003 青森市石江字三好130-１ 017-761-2130

85 カブセンター大野店 スーパー 9:00-22:00 ○ 030-0852 青森市大字大野字前田73-6 017-762-3515

86 ベニーマート松原店 スーパー 9:00-21:45 ○ 036-8155 弘前市中野4-4-9 0172-87-4451

87 カブセンター弘前店 スーパー 9:00-22:00 ○ 036-8084 弘前市高田4-2-10 0172-27-6500

88 カブセンター神田店 スーパー 9:00-22:00 ○ 036-8061 弘前市神田3-2-8 0172-31-0201

89 ベニーマート黒石店 スーパー 9:30-21:30 ○ 036-0356 黒石市ちとせ1-154 0172-59-1095

90 カブセンター柏店 スーパー 9:00-20:00 ○ 038-3103 つがる市柏上古川八重崎76 0173-27-5050

91 カブ・シンフォニープラザ店 スーパー 10:00-21:00 ○ 031-0071 八戸市沼館4-4-8 0178-86-5500


