≪ 出 展 者 一 覧 ≫
No

出展者名

1 （株）ヤマダイ

2

赤い屋根の喫茶店
「駅舎」

3 （株）はとや製菓

4 （有）松栄堂

5 （有）上ボシ武内製飴所

6 （株）エイ・ワンド

7 （有）すぎやま

8 （株）お菓子のみやきん

9 津軽味噌醤油（株）

10 Dreams SQUARE（同）

11 このゆびとまれ

12 CARNET

13 （株）新日本青果

14

PaSaPa青森・
地域社会づくり研究会

15 ティポニコーラ（同）

16

（同）カシスジャムの店
おおた

出展者住所
担当者氏名
担当者所属
電子メールアドレス

電話番号

青森県平川市南田中北原6番地1
須藤 由莉
企画営業課
0172-57-5111
akane@ringokenkyukai.jp
五所川原市金木町芦野84-171
栄利 有夏
事業主
0173-52-3398
cafe@wandono-ekisya.com
青森県青森市大字幸畑字谷脇69番1号
溝江 秀一

営業部

017-738-3500

hatoya@a-hatoya.com
青森県青森市栄町1-5-4
畑中 和紀
代表取締役
017-743-1863
syoueido@wind.ocn.ne.jp
青森県青森市本町5丁目1－20
武内 恵子
017-734-1834
ameya-2@jyoboshi.com
青森県青森市安方1-11-1 尾崎ビル1階
高森 暖
017-777-6345
info@a-wando.com
青森県上北郡横浜町字大豆田127
杉山 徹
代表取締役
0175-78-2080
sugiyama@tpsun.jp
青森県上北郡七戸町字七戸329-1
廣田 真由美
0176-62-5100
miyakin@hi-net.ne.jp
青森県南津軽大鰐町大字大鰐字湯野川原56
阿部 仁
工場長
0172-49-1111
marushiti0141@guitar.ocn.ne.jp
青森県青森市金沢5丁目12-5
舛田 憲保
代表
017-729-1695
whwb33133313@yahoo.co.jp
青森県青森市大野鳴滝64-35
工藤 真理子 代表
090-8924-1608
yumeaomori@yahoo.co.jp
青森県青森市東造道3-6-2
山端 真弓
営業部
017-736-4540
carnet@khe.biglobe.ne.jp
青森県青森市卸町1-1 青森市中央卸売市場
寺田 大助
017-738-1167
info@shinnihonseika.co.jp
青森市浪岡大字浪岡字林本93-22
販売ユニット・マネージャー 0172-69-1770
塚本 艶子
tsuyako-t@hotmail.co.jp
青森県青森市桂木4丁目3-9
菊池 仁侯
代表
017-776-5366
info@mareluna.jp
青森県青森市浪岡大字徳才子福田6-6
太田 勲
0172-62-0346
cassisjamoota@gmail.com

FAX番号

0172-57-5112

0173-52-3398

017-738-7591

017-742-2420

017-773-8026

017-777-6345

0175-78-6151

0176-62-6880

0172-47-6772

017-729-1695

017-739-5178

017-718-4051

017-738-8768

0172-69-1770

017-776-5366

0172-62-0346

17 （株）天の川

18 青森カシスファーム

青森県青森市石江字平山2-570
八木橋 寛子
017-781-5593
amanogawa_bb2@yahoo.co.jp
青森県青森市浪岡浪岡淋城88-18
石岡 大亮
0172-88-5564
shopmaster@aomori-cassis.jp

017-753-2755

0172-88-5569

青森県青森市浪岡大字浪岡字稲村101番地1 （青森市農林水産部あおもり産品支援課内）

19 あおもりカシスの会

20

（株）尾野建設
ラズベリードリームつがる

21 なんぶ農援（株）

22 （株）ふかうら開発

工藤 真奈美 事務局
0172-26-6103
kudo_manami@city.aomori.aomori.jp
青森県つがる市稲垣町繁田源64番地1
尾野 勝
代表取締役
0173-46-3931
kk-ono@crest.ocn.ne.jp
青森県三戸郡南部町大字剣吉字下山26-1
工藤 今日子
0178-75-1013
info@nanbunouen.net
青森県三戸町深浦町舮作字鍋戸226-1
小沢 弘美
水産事業部
0173-74-3811
nishizaki@fukaura.co.jp
青森県青森市八幡林字品川4-1

0172-26-8125

0173-46-2525

0178-75-1466

0173-74-4587

23 ワダカン（株）

鈴木 甚吉
青森支店
j.suzuki@wadakan.net
青森県青森市問屋町1丁目9-6

017-726-7222

017-726-7230

24 ミリオン（株）

木浪 弘己

017-763-0880

017-763-0881

0176-78-9107

0176-78-9107

営業一課

kinami@t-mirion.co.jp
青森県三沢市本町2丁目71-1 2Ｆ
25 空飛ぶごぼうＰＲＯＪＥＣＴ 金渕 良子

26 あおもり食品（株）

27 （株）竹太商店

28 （株）木戸食品

29 千畳敷センター

30 海藻開発コンブリオ

31 南部桑研（株）

32 （株）だい天

info@sora-gobo.com
青森県青森市新城字山田192-1
阿部 竜二
営業部営業課 017-788-0762 017-788-1768
abe@aomori-f.co.jp
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町本町201
滝渕 慎一
営業部
0173-72-3101 0173-72-3302
taketa11@aioros.ocn.ne.jp
青森県東津軽郡外ヶ浜町字下蟹田29-1
会津 匡喜
営業
0174-22-2051 0174-22-2612
masaki@kidofood.co.jp
青森県西津軽郡深浦町大字北金ヶ沢字榊原138-2
猿川 浩也
法人営業担当 0173-76-2454 0173-76-2454
sjj_center@yahoo.co.jp
青森県青森市旭町1丁目2-36
菊地 幾代
代表
017-752-8755 017-722-2475
info@k-conbrio.com
青森県三戸郡階上町角柄折字志民22-21
早狩 進
代表取締役
0178-32-0258 0178-32-0258
info@nanbusouken.com
青森県三沢市大町2丁目2-27
松橋 秀典
代表取締役
0176-58-0361 0176-58-0362
info@misawa-daiten.com

33 かねさ（株）

34 （株）松山ハーブ農園

35

農業生産法人
（株）あうらスマートアグリ

36 ヤマモト食品（株）

青森県青森市浪岡大字高屋敷字野尻97-22
前田 徳海
営業本部付
0172-69-1411
t.maeda@kanesa.co.jp
青森県青森市合子沢松森395
松山 法明

代表取締役

0172-69-1562

017-763-5626

017-763-5627

n-matsuyama@blackgarlic.jp
青森県青森市六枚橋字山越222-1
宮内 透
営業部
017-754-2222
miyauchi96229@gmail.com
青森県青森市大字野内字浦島56-1

017-754-3006

鷲尾 俊樹

017-726-5575

営業部

017-726-5581

info@yamamoto-foods.co.jp
青森県青森市南佃2丁目3-17
37 （株）旨道
岩根隆、秋田憲一 営業
017-752-6921 017-752-6486
umadou-aomori@shore.ocn.ne.jp
青森県つがる市木造丸山竹鼻118-5
38 （株）木村牧場
増田 文乃
総務課
0173-26-4177 0173-26-3688
kmfarm@infoaomori.ne.jp
青森県三戸郡五戸町字西ノ沢6-1
39 （株）グローバルフィールド 三浦 孝之
代表取締役
0178-61-1511 0178-61-1512
aomori-syamorock@globalfield.co.jp
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字赤石町字大和田39-42
40 （有）白神山美水館

41 南郷特産物振興会

42 （同）ナチュール青森

43 （株）舘山

44 （有）柏崎青果

45 （株）エビサワ農園

46

（一財）
深浦町食産業振興公社

47 （有）岩木屋

太田 正史

営業部長

0173-72-7761

m-ota@bisuikan.co.jp
青森県八戸市南郷大字市野沢字中市野沢44-33
久保沢 金松
0178-82-2348
k-kubosawa@aomorishokoren.or.jp
青森県青森市佃2丁目22-23
工藤 真義
017-765-1857
info@nature-aomori.com
青森県青森市問屋町1-3-15
久慈 哲
営業部
017-728-4806
s-kuji@a-tateyama.co.jp
青森県上北郡おいらせ町秋堂54-1
柏崎 進一
0178-56-5030
k96229@vc.hi-net.ne.jp
青森県上北郡東北町字赤川道16
今 佐年
製造部
0175-63-2526
masanori@touhoku-net.co.jp
青森県西津軽郡深浦町大字月屋字裸森76番地
島元 義彦
工場長
0173-82-0344
fukashoku3@arion.ocn.ne.jp
青森県弘前市藤野2丁目３番地5
川村 勝義
0172-38-2600
muramoto@iwakiya.co.jp

0173-72-7762

0178-82-3545

017-765-1858

017-728-4706

0178-56-5432

0175-65-5315

0173-75-2075

0172-38-2605

