
あおもり食命人の食フェア第６弾参加店舗

所在地 電話 HP

煮干し中華専門店　つじ製麺所 ラーメン

卵不使用の自家製麺なの
で、卵アレルギーの方も美味
しくお召し上がりいただけま
す。

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

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

16:00

アートホテルカラー青森 レストラン

バイキング形式の朝食で青
森県産食材を使用した健康
的で身体にやさしいメニュー
です。

青森市新町2-5-6 017-775-4311 http://arthotelcolor.com/ 無休
（日-金）6:30-9:00
（土）6:30-13:00

アップルパレス青森
日本料理　京彩

食事処
ランチに提供中の月替り弁
当は、旬の食材や発酵食品
等を使った健康弁当です。

青森市本町5-1-5 017-723-5632 http://apple-palace.com/restaurant/kyousai/ 無休
11:00-14:30
17:30-21:30

日本料理　百代 日本料理
青森の四季を、日本料理の
伝統を守りながら「おもてな
し」の心で提供します。

青森市本町2-3-11 017-776-5820 http://www.actv.ne.jp/~momoyo/ 不定休
11:00-14:00
17:00-23:00

スマイル & スプーン キッチンスタジオ カフェ

青森の食材を中心に使用
し、おだしや発酵食品で減
塩、バランスのよいメニュー
を心がけています。

青森市青柳2-2-16 017-773-2535 http://www..facebook.com/smilespoon1 日・月 11:00-14:00（L.O）

レストラン La Vie レストラン

青森県産食材を生かした本
格フレンチ。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。

青森市橋本1-8-19 017-777-1757 日月
11:00-14:00
17:00-21:00

はしもと藪き 居酒屋

青森県産食材を、化学調味
料無添加で味わえる料理を
提供中。体にやさしい料理を
目指しています。

青森市橋本1-8-2　スカイプラザ2
階

017-722-1315 http://yabuki.main.jp/ 日

（月－木）17:30-
24:00

（金・土）17:30－翌
1:00

ホテル青森
和食処みちのく

食事処
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。

青森市堤町1-1-23 017-775-4141 http://www.hotelaomori.co.jp/ 月 11:30-14:00
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自然食品の店あおぞら
玄米食堂

食事処

玄米食をメインに、野菜のお
かずを中心とした、昔ながら
の和食にこだわったメニュー
をご用意しております。

青森市浪打1-16-10 017-743-0824 http://park8.wakwak.com/~aozora 月
（火-土）9:30-19:00
（日祝）9:30-18:30

アグリショップぶんべい 弁当／惣菜
青森県産の米や野菜たっぷ
りの手作りお弁当は、昔懐か
しい青森ならではの味。

青森市奥野4-15-32 017-775-2372 http://www.bunbei.com/ 月
（火－土）9:00-19:00

（日）9:00-17:00

Vege cafe ちゃまま カフェ
野菜中心のやさしい食事で
心と体を健やかに。事前注
文でお弁当もお作りします。

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

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

森のレストラン ライアン 青森空港店 レストラン
厳選した青森県産食材にこ
だわります。

青森市大谷字小谷1-5　青森空港
2階

017-762-1007 http://www.koncho.jp/html/laian/lian01M.html 無休 6:45-20:00

なみおか豆や
食事処
／惣菜

浪岡のお母さんたちの手作
りおかずを選び、自家製味噌
で作った味噌汁と黒豆ごは
んを合わせて「豆御膳」！豆
も米も地元浪岡産。お惣菜
のほか、手作り味噌と豆腐も
店内で販売しています。

青森市浪岡女鹿沢字野尻2-3「道の

駅」なみおか内
0172-62-1170 http://www.applehill.co.jp/ 元旦

3/16-11/14
7:30-17:30
11/15-3/15
7:30-16:30

集会所indriya カフェ

青森県産や国産野菜を中心
にした菜食カフェ。週替わり
の「べじごはん」は肉や魚不
使用です。

弘前市紙漉町4-6 0172-34-6858 https://www.facebook.com/indriya21 日祝 11:00-18:00

けや木 喫茶
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。

弘前市桜ケ丘2-3-2 0172-87-6890 月・第3日曜 10:00-18:00

農産物直売所野市里
レストランこざくら

レストラン
発酵食品を中心に、地元の
新鮮な野菜を使って定食や
ランチを提供しています。

弘前市大字宮地字川添77-4 0172-82-1055 http://www.anekko.jp/ なし

(4月-9月)
8:30-18:00
(10月-3月)
9:00-17:00
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鰐come
お食事処　花りんご

食事処

地元大鰐の温泉もやし・高原
野菜・温泉味噌などを使っ
た、体にやさしいメニューを
提供しています。

南津軽郡大鰐町大字大鰐字川辺
11-11

0172-49-1126 http://wanicome.com 第3木 11:00-15:00

Lunch Factory むら咲 食事処

県産食材を使用し、新鮮なも
のを出来るだけ栄養の損失
を少なく調理して提供してい
ます。

南津軽郡藤崎町大字葛野字前田
53－11

0172-75-6335 水 11:00～15:00

コミュニティカフェでる・そーれ レストラン
津軽鉄道沿線でとれた地元
食材を中心に、奥津軽ならで
はのメニューを提供。

五所川原市大町39　津軽鉄道㈱１
階

0173-34-3971 http://www.delsole-aomori.jp/ 第1・3日曜 10:00-16:00

しかない惣菜店 弁当／総菜

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20種類からお好きなも
のを詰めてお弁当に。店内
でもいただけます。

五所川原市稲実稲葉50-38 0173-35-3236 http://shikanaisouzai.cloud-line.com/ 土日祝 10:00-14:00

日本料理かぐら 十和田本
店

日本料理

旬の食材と地産地消にこだ
わり「今日の食べ物が明日
からの命につながる！」をコ
ンセプトに料理を提供してい
ます。

十和田市東三番町2-43 0176-24-1123 日・第2月曜 17:00-23:00

ガーデンキッチン垂穂 カフェ／仕出し

整体業も行うオーナーの“体
を作る食”への気づきから生
まれた「整体ごはん」。十和
田の豊かな食材を使用して
います。

十和田市大字三本木字稲吉15-
221

090-6627-1712
0176-58-6441

http://amon.towada.jp/index.html 日（不定休あり） 11:00-14:00(L.O)

カフェ・グリーンブリーズ カフェ

ビタミンたっぷりの県産パプ
リカ100％使用の自家製万能
調味料“マッサ”を使用した
料理を提供しています。

七戸町荒熊内215-5 0176-58-6966 http://cafe-green-breeze.hp.gogo.jp 月 11:30-18:00

スナックすみれ スナック

お客さまのニーズに応えな
がら、青森県産食材を使っ
た、身体にやさしい食事を提
供しています。

七戸町字七戸66 0176-62-5825 不定休
11:30-14:30（昼は予

約制）
19:00-翌1:00
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道の駅 おがわら湖 産直／惣菜

食命人・小笠原克子がつくる
ミネラル豊富な塩を使用し、
化学調味料無添加の漬物
は、低農薬または農薬を使
わずに栽培した野菜の命が
生きています。

東北町大字上野字南谷地122 0176-58-1122 年末年始

（5月-10月）
8:30-18:00
（11月-4月）
8:30-17:30

八戸プラザホテル
レストランジュノー

レストラン

お口に合う食事は大切な命
を支える食べ物です。事前に
お電話にてお客様の御要
望・リクエストをお聞きし、メ
ニューをお作りいたします。

八戸市柏崎1-6-6 0178-44-3121 無休
11:30-15:00
17:00-21:00

きたむら食堂 食事処・弁当・惣菜

地域の野菜と丁寧にとった
出汁の「食べるスープ」を日
替わりで提供。セットのごは
んは玄米か雑穀米を選べま
す。

八戸市三日町11-1　八戸ポータル
ミュージアムはっち2階

090-3644-6504 https://www.facebook.com/kitamurasyokudou水・はっち休館日 11:00-17:00

きたむら茶屋 食事処

田舎の親戚の家のような雰
囲気の中、地域の伝統食の
おいしさや魅力をお伝えしま
す。

南部町福田字間ノ原43 0178-20-9115 火 11:30-16:00

むつグランドホテル
グラン・ブルー

レストラン

旬の下北食材の個性を生か
した、月替わりのヘルシーラ
ンチを提供。体に優しい内容
の、美しいフレンチメニューで
す。

むつ市田名部下道4　11階 0175-22-2331 http://www.mghotel.jp/ 無休 11:30-14:00


