※この情報は2014年に更新停止しています。新たにスタートした「青森県の禁煙レストランを応援しよう」キャンペーンのための資料として掲載するものですので、利用の際にはご確認ください。
■ 青森県の全面禁煙の飲食店マップ掲載店

掲載条件は→ １）建物内（テナントの場合は店内）が終日全面禁煙（時間禁煙や喫煙室による分煙は不可）

http://goo.gl/maps/mtgnf

２）テナントの場合は入り口、ロビー、エレベーターホール等の公共部分も禁煙
３）入り口および店内に禁煙の表示がある（ない場合はケースバイケースで判断・店主に確認）
４）建物外のテラス席については規定は設けていないが、禁煙であることが望ましい

A. 掲載（会員が確認、店主の自薦、公的施設内で確実、信頼できる情報提供など）
店名

住所

電話番号

HP 1

HP 2

備考・情報源

1

マーレルナ Pizzeria Trattoria MareLuna

青森市桂木4-3-9

017-776-5366

http://mareluna.jp/

2

日本料理 京彩

青森市本町5-1-5 アップルパレス青森2F

017-723-5632

http://apple-palace.com/restaurant/kyousai/
http://r.gnavi.co.jp/gtdfv7h10000/
建物内喫煙室要確認

3

魚っ喰いの田 ワ・ラッセ店

青森市安方1-1-1 ワ・ラッセ1F

017-721-4499

http://aomori-den.jp/warasse.htm

4

魚っ喰いの田 新青森駅店

青森市石江字高間140-2 新青森駅1F

017-752-6088

http://aomori-den.jp/shinaomori.htm

5

ガレッテリア ダ・サスィーノ Galetteria Da Sasino
青森市柳川1-4-2 A-FACTORY 2F

017-735-1155

http://www.ekipara.com/html/Indication/ShopHtml/KA050R01̲008.html

6

本まぐろ丼専門店 黒まぐろ

青森市柳川1-4-2 A-FACTORY 1F

017-763-0771

http://www.ekipara.com/html/Indication/ShopHtml/KA050R01̲010.html

7

グリル 番紅花 サフラン

青森市柳川1-4-2 A-FACTORY 1F

017-735-4600

http://www.ekipara.com/html/Indication/ShopHtml/KA050R01̲006.html

8

大戸屋ごはん処青森新町通り店

青森市新町1-8-6 青森ハイパーホテルパサージュ1F
017-777-1015

http://www.ootoya.com/000235/tenpodetail.asp

空メ

9

cafe 4匹の猫

青森市安田字近野185 青森県立美術館内

017-761-140

http://www.yonhikinoneko.jp/

会員確認

青森市堤町1-4-1 青森文化会館1F

017-723-4630

http://www.jogakurakanko.jp/ginga/

→削除

10 休憩処 銀河 → 削除済み
11 新鮮市場：㐂伝 カフェ・ド・アロマ

会員外情報＋禁ス

市場食堂
青森市新町1-3-7
すし処三國 アウガB1F
丸青食堂 あおもり食街道［しゃもろー太
017-721-8000 せんべぇ
http://www.auga.co.jp/shinsen.html
imabetsu そばいち］

12 浅めし食堂

青森市浅虫字蛍谷65-34

017-752-3322

13 ノエル Noel

青森市桜川7-10-2

017-741-5012

14 扇屋手打ちそば

青森市浪館泉川33-7

017-739-3553

15 海峡味処 紫陽花

東津軽郡外ヶ浜町三厩龍浜99 青函トンネル記念館内
0174-38-2301

16 くどうらーめん

青森市新町1-6-12

17 レストランスカイスエット

青森市宮田高瀬22-2 新青森県総合運動公園マエダアリーナ
017-726-1900

http://www.sport-aoimori.jp/arena/restaurant.html
http://r.gnavi.co.jp/5sjrbpwt0000/
ぐるなび

18 れすとらん五千年の星

青森市三内字丸山305 縄文時遊館内

017-782-5001

http://www.gosennennohoshi.jp/
http://r.gnavi.co.jp/6rha7xns0000/
ぐるなび

19 ウィーン菓子 シュトラウス

青森市新町1-13-21

017-722-1661

http://www.rakuten.co.jp/strauss/
http://tabelog.com/aomori/A0201/A020101/2000092/
禁ス＋青森市

20 河童亭 MASAYUKI

青森市虹ケ丘1-2-7

017-744-1234

http://tabelog.com/aomori/A0201/A020101/2000147/
禁ス＋青森市

21 そば処 吉田屋

青森市長島2-13-19

017-777-1046

22 菜園ブッフェ ピソリーノ

青森市東大野1-7-12

017-718-5183

23 ice&coffee 羅針盤

青森市浪岡細田1-14

0172-62-9279

24 STUDIO RICHE カフェ ミュウ

青森市浪岡杉沢字山本454-184

0172-62-2227

http://www.riche.jp/myuu.html

25 かっぱ寿司 青森東バイパス店

青森市造道3-1-28

017-765-1038

http://kappazushi.jp/shop̲info/shopdetail.php?areaid=2&tid=531&map=im
青森市

26 かっぱ寿司 青森西バイパス店

青森市石江字三好150-5

017-761-2515

http://kappazushi.jp/shop̲info/shopdetail.php?areaid=2&tid=586&map=im
全店禁煙

27 かっぱ寿司 青森浜田店

青森市浜田字玉川196-11

017-762-3165

http://kappazushi.jp/shop̲info/shopdetail.php?areaid=2&tid=464&map=im
全店禁煙

28 ステーキ宮 青森店

青森市浦町字奥野612

017-723-9515

http://www.atom-corp.co.jp/brand/shop.php?shop̲no=925
公式HP

29 拉麺 双葉

青森市富田3-14-7

017-781-3838

30 スターバックスコーヒー 青森ラビナ店

青森市柳川1-2-3 青森駅ビル・ラビナ2F

017-721-5066

http://www.starbucks.co.jp/store/search/detail.php?id=1131&search̲condition=%E9%9D%92

31 長尾中華そば 西バイパス本店

青森市三好2-3-5

017-783-2443

http://www.naga-chu.com/tenpo/
http://r.gnavi.co.jp/96b89smu0000/
禁ス＋ぐるなび＋食べログ

32 RESTAURANT MEDDEAU メドー

青森市荒川南荒川山1-1 八甲田ホテル

017-728-2000

http://www.hakkodahotel.co.jp/institution/sisetu/sisetu-medeau.html
http://r.gnavi.co.jp/7p23tc3g0000/
空メ+ぐるなび

33 会心

青森市三本木字川崎17-5

017-726-9550

http://tabelog.com/aomori/A0201/A020101/2008129/
禁ス＋食べログ

34 COFFEE COLORS 青森新町八甲通り店

青森市新町2-2-21

017-777-0788

http://www.coffee-colors.com/shop.html
http://tabelog.com/aomori/A0201/A020101/2000873/
空メ＋ぐるなび＋食べログ

017-722-6905

http://www.ikiiki-asamushi.net/
https://www.facebook.com/asameshi
懇談会＋空メ
http://tabelog.com/aomori/A0201/A020101/2000017/
懇談会＋空メ＋禁ス
http://tabelog.com/aomori/A0201/A020101/2001697/
禁ス＋空メ

http://seikan-tunnel-museum.com/%E6%B5%B7%E5%B3%A1%E5%91%B3%E5%87%A6%E3%
禁ス＋空メ
http://tabelog.com/aomori/A0201/A020101/2000343/
禁ス＋空メ

http://tabelog.com/aomori/A0201/A020101/2001672/
青森市
http://www.seijiro.jp/pisolino/

青森市

http://tabelog.com/aomori/A0201/A020101/2005025/
青森市
青森市

http://r.gnavi.co.jp/rh9vy0cg0000/
空メ＋ぐるなび

35 COFFEE COLORS 青森ベイブリッジ店

青森市安方2-12-2

017-752-6251

http://www.coffee-colors.com/shop.html
http://tabelog.com/aomori/A0201/A020101/2008248/
ぐるなび＋食べログ

36 黒石や

青森市石江字高間140-2 新青森駅あおもり旬味館内
017-752-6505

37 プランタンAOMORI

青森市荒川字藤戸119-7 青森県総合社会教育センター1F
017-729-8221

http://www10.ocn.ne.jp/~kabatake/
http://tabelog.com/aomori/A0201/A020101/2006440/
食べログ

38 レストラン カワツ

青森市沖館1-4-6

017-783-2227

http://www.hotpepper.jp/strJ000270287/
http://tabelog.com/aomori/A0201/A020101/2003085/
空メ＋食べログ＋ホットペッパー

39 回転寿司処 萬福

青森市緑3-9-2 サンロード青森3F

050-5834-0822

http://www.sunroad.or.jp/manpuku/
http://www.hotpepper.jp/strJ000269201/
空メ＋ホットペッパー

40 札幌館

青森市石江岡部56-3

017-782-1765

http://www.hotpepper.jp/strJ000270241/
空メ＋ホットペッパー＋食べログ

41 うどんそば処 安田屋晴右衛門

青森市中佃2-8-2

017-743-3777

http://tabelog.com/aomori/A0201/A020101/2000412/
空メ＋ブログ情報提供

42 手作りらーめん あやの屋

青森市緑3-11-9

017-774-0611

43 華丸ラーメン

青森市大字八ツ役231-3

017-739-7730

http://hanamaru-ramen.com/
http://tabelog.com/aomori/A0201/A020101/2000325/
情報提供、食べログには「外に喫煙スペースあ

44 創作農家レストラン 青〜い郷里

青森市古川1-14-3 BLACKBOX1F

080-5566-7289

https://www.facebook.com/aoimori
https://www.facebook.com/bbsharekitchen
FBで回答あり

45 焼きぼしラーメン 旬麺

青森市桂木3-1-1

017-735-6768

46 イタリア料理 Adesso アデッソ

青森市油川字大浜1-1

017-788-0417

47 ベジフルキッチン PEPINO ペピーノ

青森市新町1-12-4

017-718-5569

http://tabelog.com/aomori/A0201/A020101/2000864/
会員情報提供・店主承諾

48 Cafe des Gitanes 今井珈琲本店

青森市古川1-1-4

017-723-0175

http://tabelog.com/aomori/A0201/A020101/2005988/
会員店頭確認

http://r.gnavi.co.jp/eaww6sfj0000/
ぐるなび

http://tabelog.com/aomori/A0201/A020101/2002456/
禁ス＋情報提供

http://tabelog.com/aomori/A0201/A020101/2000135/
店主情報提供
http://www.adesso-k.com/

会員情報提供・店主承諾

1

太宰らうめんと郷土料理 はな

五所川原市金木町朝日山195-2 金木町観光物産館1F
0173-54-1155

http://www.madeny.jp/hana/

禁ス＋空メ・会員確認

2

コミュニティカフェ でる・そーれ

五所川原市大町39 津軽鉄道1F

0173-34-3971

http://www.delsole-aomori.jp/

空メ＋ぐる・会員確認

3

かっぱ寿司 五所川原店

五所川原市唐笠柳字藤巻629-1

0173-38-1540

http://kappazushi.jp/shop̲info/shopdetail.php?areaid=2&tid=465&map=im
全店禁煙

4

道の駅十三湖高原 レストラン わらび

五所川原市相内実取287-1058

0173-62-3556

http://www.thr.mlit.go.jp/road/koutsu/roadstation/aomori/ao11.html
http://www.tosam.co.jp/ 空メ＋ぐるなび

5

そば処 亀乃家

五所川原市上平井町116

0173-35-2474

http://www.gosho-navi.com/eat/kamenoya.html
http://tabelog.com/aomori/A0205/A020502/2000424/
空メ＋禁ス＋食べログ

6

スターバックスコーヒー 青森ELM店

五所川原市唐笠柳字藤巻517-1 ELMの街1F

0173-33-5005

http://www.starbucks.co.jp/store/search/detail.php?id=1004&search̲condition=%E9%9D%92

7

カフェ・ド MoDern

五所川原市漆川字袖掛93-4

0173-33-7257

http://tabelog.com/aomori/A0205/A020502/2005737/
空メ＋食べログ

1

FOOD DANCE おしゃべり

弘前市土手町36-6 プラザシャルマン2F

0172-35-7443

http://tabelog.com/aomori/A0202/A020201/2002711/
会員確認＋空メ

2

チェンバロ cafe&gallery Cembalo

弘前市土手町42

0172-33-6546

http://tabelog.com/aomori/A0202/A020201/2000968/
会員確認＋空メ＋禁ス

3

天ぷら いもや

弘前市田町1-8-3

0172-34-5229

http://tabelog.com/aomori/A0202/A020201/2000697/
会員確認＋空メ＋禁ス

4

御料理 なる海

弘前市本町34

0172-35-0081

http://tabelog.com/aomori/A0202/A020201/2006348/
会員確認

5

和食舎 さの

弘前市北川端町36-3

0172-36-2006

http://r.gnavi.co.jp/7vx0dpgh0000/
会員確認

6

ビッグウエスト武道館店

弘前市豊田2-3

0172-28-9798

http://www.big-wing.net/big̲west.html

空メ

7

そば処 かふく亭

弘前市馬屋町24-1

0172-36-3053

http://www4.plala.or.jp/kafukutei/

禁ス＋空メ

8

かっぱ寿司 弘前安原店

弘前市安原1-1-1

0172-31-1831

http://kappazushi.jp/shop̲info/shopdetail.php?areaid=2&tid=500&map=im
全店禁煙

9

かっぱ寿司 弘前八幡店

弘前市八幡町3-2-4

0172-31-3105

http://kappazushi.jp/shop̲info/shopdetail.php?areaid=2&tid=468&map=im
全店禁煙

10 かっぱ寿司 黒石店

黒石市花園町1-2

0172-59-2004

http://kappazushi.jp/shop̲info/shopdetail.php?areaid=2&tid=497&map=im
全店禁煙

11 カレー&コーヒー かわしま

弘前市土手町136

0172-34-8800

http://www.kamidote.jp/staticpages/index.php/kawashima
http://tabelog.com/aomori/A0202/A020201/2004260/
会員確認情報

12 蕎麦清

弘前市小比内2-9-9

0172-27-6590

13 三忠 塩分町分店

弘前市塩分町1-2

0172-32-4744

14 喫茶れもん

弘前市新寺町1-34

0172-33-9359

http://r.gnavi.co.jp/s777f9f00000/
禁ス＋ぐるなび＋食べログ
http://r.gnavi.co.jp/byw7hpcf0000/
禁ス＋ぐるなび＋食べログ
http://lemon.velvet.jp/wp/

情報提供

要再確認

15 salon de cafe Ange サロン ド カフェ アンジュ
弘前市下白銀町2-1 旧東奥義塾外人教師館1F 0172-35-7430

http://www.hirosaki-kanko.or.jp/web/details.html?id=CNT00403251110019745
http://r.gnavi.co.jp/t248401/
空メ＋ぐるなび＋食べログ

16 自然房 万作庵

弘前市水木在家字桜井113-9

0172-84-3622

http://mansakuan.com/

17 SCHWARZWALD シュバルツバルト

南津軽郡大鰐町字川辺5-28

0172-48-2895

18 旨蔵

弘前市土手町49-1 中三弘前店B1F

0172-34-3131

http://tabelog.com/aomori/A0202/A020201/2007771/
禁ス＋食べログ

19 大正浪漫喫茶室

弘前市上白銀町8-1 藤田記念庭園内

0172-37-5690

http://r.gnavi.co.jp/a9aphkrb0000/
http://tabelog.com/aomori/A0202/A020201/2000802/
ぐるなび＋食べログ

20 菓子処 寿々炉

弘前市田代町14-2

0172-36-2926

http://suzuro.jp/

http://tabelog.com/aomori/A0202/A020201/2005174/
禁ス＋食べログ
http://tabelog.com/aomori/A0202/A020205/2000682/
禁ス＋食べログ

http://r.gnavi.co.jp/eme9szmv0000/
ぐるなび＋ホットペッパー

21 Angelique 弘前店

弘前市野田1丁目3-16

0172-35-9894

22 中華そば マル真

弘前市石渡4-16-1

0172-34-4973

23 アクアグリーンビレッジＡＮＭＯＮ

中津軽郡西目屋村川原平字大川添417

0172-85-3021

http://www.kumagera.net/facillties/anmon.html
http://r.gnavi.co.jp/h7jshkmv0000/
禁ス＋ぐるなび

24 珈琲 北奥舎

弘前市一番町角

0172-36-9208

http://www.tugarunuri.jp/menu.htm
http://tabelog.com/aomori/A0202/A020201/2005930/
空メ

25 土手の珈琲屋 万茶ン

弘前市土手町36-6 かくみ小路

0172-35-4663

http://www7.ocn.ne.jp/~manchan/
http://tabelog.com/aomori/A0202/A020201/2000341/
空メ＋食べログ

26 スタミナ一番・屋台スピリッツ

弘前市泉野5-5-15

0172-87-6996

http://r.gnavi.co.jp/55px2nap0000/
http://www.hotpepper.jp/strJ000647382/
空メ（移転前）＋ぐるなび＋ホットペッパー

27 レストラン扇

弘前市大字扇町1丁目2-1 弘前脳卒中リハビリテーションセンター2F
0172-28-8220
http://www.reimeikyou.jp/hsc/restaurant

28 ワイン酒場 ビオバル弘前

弘前市駅前町12-1

29 degusuta デギュスタ

弘前市土手町31-1 土手町コミュニティパークB館
0172-88-7791
ごちそうプラザ内 http://dotemachi.com/web/gp/shop̲view̲03.html
https://www.facebook.com/pages/degusta-デギュスタ/29768009033
会員情報提供

30 江戸前てうち蕎 一閑人（いっかんじん）

弘前市吉野町7-11

0172-36-6477

http://ikkanjin.com/

http://kappazushi.jp/shop̲info/shopdetail.php?areaid=2&tid=496&map=im
全店禁煙

070-6952-0172

https://www.facebook.com/angelique.hirosaki
http://tabelog.com/aomori/A0202/A020201/2000708/
ぐるなび＋食べログ
http://tabelog.com/aomori/A0202/A020201/2000827/
禁ス＋食べログ

空メ

https://www.facebook.com/pages/ワイン酒場ビオバル弘前/413904985290967
http://tabelog.com/aomori/A0202/A020201/2006955/
会員情報提供
http://r.gnavi.co.jp/arps1cn80000/
会員情報提供

1

かっぱ寿司 むつ店

むつ市金谷2-1-32

0175-28-2207

2

スパゲッティー・ピザハウスあかさたな

むつ市金谷1-14-15

0175-22-0797

http://tabelog.com/aomori/A0204/A020401/2000435/
空メ＋食べログ

3

ハーブレストラン オッジ

下北郡東通村大利字早掛平14-3

0175-27-2784

http://r.gnavi.co.jp/7z42xfey0000/
ぐるなび

4

長寿庵

東通村砂子又字里17-2 東通村保健福祉センター
0175-48-2788
野花菖蒲の里

http://higashidori.jadecom.or.jp/about/overview

5

食事処 まさかり

むつ市柳町1丁目10-25まさかりプラザ内

0175-22-8833

http://www.umai-aomori.jp/eat/localdining/localdining-main.php5?id=390
会員確認

1

湧水亭

上北郡横浜町吹越97-1

0175-78-2233

2

ハピたのカフェ 十和田NPO子どもセンター・ハピたの
十和田市稲生町15-24 とわだパルコビル4F

3

ape rossa アペ ロッサ

4

道の駅しちのへ レストラン 絵馬

5
6

0176-23-0853

空メ

http://tabelog.com/aomori/A0204/A020402/2000492/
禁ス＋空メ 屋外喫煙所少し近いが
http://www.hapitano.jp/

空メ

屋外灰皿要確認

十和田市西二番町10-9 十和田市現代美術館内 0176-25-3621

http://www.artandstyle.org/aperossa/cafe/

会員確認

上北郡七戸町字荒熊内67-94

0176-62-5777

http://www.thr.mlit.go.jp/road/koutsu/roadstation/aomori/ao01.html
http://tabelog.com/aomori/A0203/A020301/2000340/
禁ス＋空メ

かっぱ寿司 三沢店

三沢市松園町3-3-1

0176-50-2553

http://kappazushi.jp/shop̲info/shopdetail.php?areaid=2&tid=477&map=im
全店禁煙

かっぱ寿司 野辺地店

上北郡野辺地町字二本木31-1

0175-65-2011

http://kappazushi.jp/shop̲info/shopdetail.php?areaid=2&tid=515&map=im
全店禁煙

7

かっぱ寿司 十和田店

十和田市稲生町5-43

0176-21-3555

http://kappazushi.jp/shop̲info/shopdetail.php?areaid=2&tid=539&map=im
全店禁煙

8

ステーキ宮 イオンモール下田店

上北郡おいらせ町字中野平40-1

0178-56-5830

http://www.atom-corp.co.jp/brand/shop.php?shop̲no=1610
http://shimoda-aeonmall.com/shop/detail/165
Hot Pepper＋公式HP

9

パパゲーノ下田

上北郡おいらせ町中野平40-1 イオンモール下田1F
0178-56-5084

http://www.buffet.jp/papa/shoplist/d̲aomori01.html
http://shimoda-aeonmall.com/shop/detail/81
Hot Pepper

10 道の駅よこはま レストラン 鮮菜

上北郡横浜町字林ノ脇79-12

0175-78-6687

http://www.thr.mlit.go.jp/road/koutsu/roadstation/aomori/ao18.html
http://www.nanohana-plaza.com/
空メ＋ぐるなび

11 カジュアルフレンチNorth40-40

三沢市桜町2-7-14

0176-58-7091

http://www.north40-40.com/
http://r.gnavi.co.jp/3w76yj9z0000/
ぐるなび＋店主情報提供

12 パスタＤＥイタリアン ぱぱでむ〜ちょ

十和田市東一番町5-18

0176-24-0025

http://r.gnavi.co.jp/t067000/
http://tabelog.com/aomori/A0203/A020304/2000232/
ぐるなび＋食べログ

13 アンカフェ＆クーベルテュール

三沢市中央町4-7-1

0176-51-6182

14 農家のそば店 婆古石

上北郡七戸町山屋119-2

0176-62-3305

http://www.umai-aomori.jp/eat/localdining/localdining-main.php5?id=384
http://tabelog.com/aomori/A0203/A020304/2004035/
禁ス＋食べログ

15 カフェ パングボーン

三沢市三沢字北山158 三沢航空科学館1F

0175-72-2482

http://www.kokukagaku.jp/

16 農園キッチン ノースビレッジ

十和田市奥瀬字栃久保11-253

0176-70-5955

http://www.novi.jp/restaurant/
https://www.facebook.com/nouenkitchen
禁ス

http://r.gnavi.co.jp/cfz357ap0000/
ぐるなび＋ホットペッパー
空メ

1

焚久味（完全予約制）

八戸市十六日町11 NOA106 2F

0178-20-0673

2

農風Kitchen YuI

八戸市番町25 グレイス番町1F

0178-44-3035

http://r.goope.jp/kitchen-yui
https://www.facebook.com/nofukitchenyui
会員確認

http://tabelog.com/aomori/A0203/A020301/2005164/
会員確認

3

カーサ・デル・チーボ

八戸市湊高台1-19-6

0178-20-9646

http://www.casa-del-cibo.com/

4

ナギサカフェ

八戸市類家3-4

0178-24-4080

http://food-communication.jp/nagisacafe/
http://tabelog.com/aomori/A0203/A020301/2006578
会員確認 ＋禁ス（入り口・店内に禁煙表示なし

5

たまに庵 Tamanyan のーぼ

八戸市三日町11-1 はっち1F

090-8453-7553

https://www.facebook.com/TamaniAnTamanyan

6

Sports Café RUOTE ルオーテ

八戸市三日町11-1 はっち2F

0178-22-8228 (代)

https://www.facebook.com/pages/Sports-Caf%C3%A9-RUOTE/233756763438239
会員確認 ＋禁ス

7

里山夢食堂

八戸市内丸一丁目1-1 八戸市公会堂内

0178-44-7171 (代)

http://www.satoyama-yumeshokudo.com/
http://www.hachi-kokaido.com/
会員確認

8

very berry juice

八戸市三日町11-1 はっち3F

0178-44-3055

http://8monostudio.jp/?mode=cate&cbid=1071626&csid=0
会員確認

9

麺屋 やだら

八戸市石堂4-14-8

0178-20-3897

http://r.gnavi.co.jp/p0chzjhg0000/
禁ス

会員確認
会員確認

10 魚群

八戸市湊町油久保6-3

0178-35-2128

11 洋望荘（完全予約制）

八戸市鮫町字遥望石13

0178-38-2431

http://chefsato.com/

店主＋空メ

12 千陽本店

八戸市堤町8

0178-46-5525

http://hachinohe-senyou.com/

ぐるなび

13 千陽マリエント店

八戸市鮫町下松苗場14-33 マリエント4F

0178-33-7828

http://list.tabiiro.jp/303261.html

会員確認

14 うみ音

八戸市鮫町字下盲久保25-117

0178-33-0134

15 大戸屋ごはん処八戸下長店

八戸市下長2-17-1

0178-20-2224

http://www.ootoya.com/000164/tenpodetail.asp

空メ＋会員確認

16 大戸屋ごはん処八戸ニュータウン店

八戸市北白山台5-1-9

0178-70-1331

http://www.ootoya.com/000218/tenpodetail.asp

空メ＋会員確認

17 レストラン ポミエ

八戸市東白山台1丁目1-1 グランドサンピア八戸1F
0178-23-5151

http://www.sunpiahachinohe.jp/#restaurant

空メ

18 小さな美術館ミモザ＆カフェミモザ

八戸市美保野13-928

0178-25-8606

19 これカフェ

八戸市是川字横山1 是川縄文館１F

0178-38-9511

http://www.korekawa-jomon.jp/cafe/

20 かっぱ寿司 八戸沼館店

八戸市沼館4-4-1

0178-71-2580

http://kappazushi.jp/shop̲info/shopdetail.php?areaid=2&tid=506&map=im
全店禁煙

21 かっぱ寿司 八戸類家店

八戸市類家4-5-11

0178-71-3038

http://kappazushi.jp/shop̲info/shopdetail.php?areaid=2&tid=472&map=im
全店禁煙

22 旬菜食健 ひな野 八戸店

八戸市沼館4-1-87

0178-72-4333

http://www.hinano-net.jp/index-4.html#cat029
http://www.hotpepper.jp/strJ000653046/
Hot Pepper

23 焼肉きんぐ 八戸城下店

八戸市城下4-11-23

0178-71-1772

http://www.yakiniku-king.jp/sys/Shop/index/272
http://r.gnavi.co.jp/cvj270ku0000/
ぐる＋Hot Pepper

24 麺喰処 はっと庵

八戸市八日町1-1 ダイワロイネットホテル１F 0178-22-3583

http://www.hat-an.com/

25 めん処 はっと庵 ラピア店

八戸市江陽2-14-1 ラピア1F

0178-46-0387

http://www.hat-an.com/lapia/

26 グルメ回転寿司 函太郎 八戸青葉店

八戸市青葉3-15-12

0178-22-8460

http://kantaro-hakodate.com/shop/g̲kantaro/shop.html#hachinoheaoba
http://r.gnavi.co.jp/1dns7g4b0000/
ぐるなび＋会員確認

27 スターバックスコーヒー 八戸田向店

八戸市田向毘沙門平18

0178-71-2066

http://www.starbucks.co.jp/store/search/detail.php?id=1099&search̲condition=%E9%9D%92

28 蕎楽

八戸市根城3-23-13

0178-24-5588

http://tabelog.com/aomori/A0203/A020301/2001686/
禁ス＋食べログ

29 手打ち蕎麦処 もりき

八戸市櫛引寺沢3-1

0178-27-3001

http://tabelog.com/aomori/A0203/A020301/2000698/
禁ス＋食べログ＋確認

30 八食市場寿司

八戸市河原木字神才22-2 八食センター厨スタジアム内
050-5852-4000

31 宇宙の贈り物

八戸市売市2-2-25

32 コミュニティレストラン みほの茶屋

八戸市美保野13-98 光星学院美保野キャンパス
0178-25-2711

http://www.hachinohe-u.ac.jp/univ/campusmap.html空メ

33 ママコハウスガーデン

三戸郡五戸町切谷内字切谷内村12-9

0178-68-2496

http://www.geocities.jp/mamakohousegarden/resu.htm
空メ

34 道の駅はしかみ レストラン アゼリー

三戸郡階上町道仏字耳ヶ吠3-3

0178-88-1276

http://www.thr.mlit.go.jp/road/koutsu/roadstation/aomori/ao02.html
http://www.michinoeki-hashikami.jp/restaurant.html
会員確認（入口表示なし、店内表示あり）

35 喫茶室 らいぶらりぃ

八戸市糠塚字下道2-1 八戸市立図書館2F

0178-22-0266

http://www.lib.hachinohe.aomori.jp/sisetu̲honkan.html
会員確認

36 食べるスープの店 きたむら食堂

八戸市三日町11-1 はっち2F

090-3644-6504

http://hacchi.jp/floorguide/2f/index.html?f̲number=2&no=4

37 かだぁる

三戸郡南部町苫米地字上根岸73-1バーデハウスふくち内
0178-84-2850

38 ごっつりラーメン

三戸郡南部町苫米地白山堂1-23

0178-84-4510

39 山の楽校 農家レストラン

八戸市南郷区島守字北ノ畑6-2

0178-82-2222

http://www.city.hachinohe.aomori.jp/index.cfm/10,5158,33,html

40 道の駅なんごう レストラン ぱすとらる

八戸市南郷区中野字舘野4-4

0178-82-2902

http://www.thr.mlit.go.jp/road/koutsu/roadstation/aomori/ao13.html
入口付近喫煙所近い

※掲載済み

41 道の駅なんごう 手打ちそば処 三稜荘

八戸市南郷区中野字舘野4-4

0178-82-2902

http://www.thr.mlit.go.jp/road/koutsu/roadstation/aomori/ao13.html
入口付近喫煙所近い

※掲載済み

42 道の駅はしかみ そばコーナー

三戸郡階上町道仏字耳ヶ吠3-3

0178-88-1800

http://www.thr.mlit.go.jp/road/koutsu/roadstation/aomori/ao02.html
http://www.michinoeki-hashikami.jp/restaurant.html
入口付近灰皿

090-5592-9378

http://r.gnavi.co.jp/nczjmuf30000/
会員確認（入り口禁煙表示なし、店内には表示

http://tabelog.com/aomori/A0203/A020301/2005169/
会員確認

喫煙室要確認

http://r.gnavi.co.jp/fa8jjcas0000/
会員確認
会員確認

http://www.kinen-style.com/gourmet/41979.html
禁ス＋会員確認
空メ

店名変更

http://www.hotpepper.jp/strJ000874881/
禁ス＋ホットペッパー
050-1492-5398 ?

http://ameblo.jp/tammy-masa/entry-11162738141.html
空メ

http://www.badepark.com/restaurant/restaurant/menu.html
会員確認（入口・店内に禁煙表示なし
http://tabelog.com/aomori/A0203/A020301/2001582/
会員確認（入口・店内に表示あり）

B. 候補（要確認）
店名

住所

電話番号

王余魚沢倶楽部

青森市浪岡王余魚沢1-18

050-5532-9521

青森大勝軒

青森市茶屋町32-15

017-763-0567

寿司一（要予約）

青森県青森市本町4-4-15

HP 1

HP 2

備考・情報源

http://www.kareizawa-club.com/
http://tabelog.com/aomori/A0201/A020101/2006501/
http://tabelog.com/aomori/A0201/A020101/2007387/
http://tabelog.com/aomori/A0201/A020101/2000121/
禁ス＋食べログ

成田専蔵珈琲店
コトリcafe

弘前市百石町3-2 百石町展示館内

0172-88-8504

りんごの家

弘前市清水富田寺沢125 弘前市りんご公園内 0172-36-7439

http://kotori-cafe.blogspot.jp
https://www.facebook.com/hirosaki.kotoricafe
http://r.gnavi.co.jp/6dsez2va0000/
ぐるなび

施設内

食事処 大かまど飯 津軽旨米屋

弘前市亀甲町61 津軽藩ねぷた村内

0172-39-1511

http://www.neputamura.com/shoparea.htm
http://r.gnavi.co.jp/gn2vcv950000/
ぐるなび

そば処 清水（旧・真そばや 會）

弘前市茂森新町1-1-14

0172-37-3763

http://www.uchu-nippon.com/shop̲sub/shimizu/
http://tabelog.com/aomori/A0202/A020201/2008294/
禁ス

ゼルコーバ （zelkova）

南津軽郡藤崎町藤越東亀田59-3

0172-55-5619

https://www.facebook.com/pages/Zelkova-%E3%82%BC%E3%83%AB%E3%82%B3%E3%83%
http://tabelog.com/aomori/A0202/A020202/2008724/

地酒屋 武田屋

むつ市柳町1-1-7

0175-23-7811

http://www.mutsucci.or.jp/nomikui/takedaya.htm
http://www.sapporobeer.jp/gourmet/0000011440/
2014/12/02情報提供（Map未掲載）

手づくりパン ひなたぼっこ

三沢市堀口2-10-14

0176-57-1200

http://www.misawa-japan.com/gourmet/hinata.html 空メ

体感ショーレストラン みちのく祭りや

三沢市古間木山56

0176-51-2121

http://r.gnavi.co.jp/11ghtxhz0000/
ぐるなび

湯けむり茶屋

三沢市古間木山56

0176-51-2121

http://r.gnavi.co.jp/85f4a5t10000/
ぐるなび

ひまわり亭 三沢通り店

六戸町折茂字今熊248-278

0176-70-1616

http://tabelog.com/aomori/A0203/A020304/2006059/
空メ

八戸大勝軒

八戸市八幡上樋田10-1

0178-32-0566

https://www.facebook.com/hachinohetaishoken
http://tabelog.com/aomori/A0203/A020301/2008636/

宝来食堂

八戸市廿六日町40

0178-43-2860

http://tabelog.com/aomori/A0203/A020301/2003785/
（要確認？）

幸楽苑 青森浜田店

青森市浜田字玉川196-11

017-762-5727

http://www.kourakuen.co.jp/standard/

要確認：全店終日禁煙（一部店舗除く）

幸楽苑 青森板柳店

北津軽郡板柳町灰沼字東263-1

0172-79-2123

http://www.kourakuen.co.jp/standard/

要確認：全店終日禁煙（一部店舗除く）

幸楽苑 弘前城東店

弘前市早稲田3丁目20-5

0172-29-1115

http://www.kourakuen.co.jp/standard/

要確認：全店終日禁煙（一部店舗除く）

幸楽苑 三沢店

三沢市緑町3丁目3-17

0176-50-2207

http://www.kourakuen.co.jp/standard/

要確認：全店終日禁煙（一部店舗除く）

幸楽苑 十和田店

十和田市元町東1丁目1-12

0176-21-2061

http://www.kourakuen.co.jp/standard/

要確認：全店終日禁煙（一部店舗除く）

幸楽苑 八戸沼館店

八戸市沼館4丁目7-102

0178-71-2323

http://www.kourakuen.co.jp/standard/

要確認：全店終日禁煙（一部店舗除く）

幸楽苑 八戸尻内店

八戸市大字尻内町字島田17-1

0178-70-7090

http://www.kourakuen.co.jp/standard/

要確認：全店終日禁煙（一部店舗除く）

食・呑み処 花々亭

青森市第二問屋町2-2-12 ホテルルートイン青森中央インター
017-762-5551

http://www.route-inn.co.jp/search/hotel/restaurant̲hotel̲id̲565
喫煙室要確認

お食事処 花りんご

南津軽郡大鰐町大鰐字川辺11-11 大鰐町地域交流センター鰐come
0172-49-1126

http://www.wanicome.com/food/food.html

食・呑み処 花々亭

弘前市駅前町5-1 ホテルルートイン弘前駅前1F0172-31-0010

http://www.route-inn.co.jp/search/hotel/restaurant̲hotel̲id̲258
ぐるなび 喫煙室要確認

食・呑み処 花々亭

弘前市城東中央5-5-6 ホテルルートイン弘前城東
0172-29-1011

http://www.route-inn.co.jp/search/hotel/restaurant̲hotel̲id̲550
喫煙室要確認

食・呑み処 花々亭

十和田市稲生町13-2 ホテルルートイン十和田 0176-21-2020

http://www.route-inn.co.jp/search/hotel/restaurant̲hotel̲id̲548
喫煙室要確認

食・呑み処 花々亭

八戸市内丸1-51-16 ホテルルートイン本八戸駅前
0178-71-2511

http://www.route-inn.co.jp/search/hotel/restaurant̲hotel̲id̲87
喫煙室要確認

お食事処 妙光2号店

青森市中佃3-4-7

017-743-3993

http://r.gnavi.co.jp/6gej17ar0000/
ぐるなび

レストランヴィラ

青森市雲谷山吹104-1

017-738-2121

http://r.gnavi.co.jp/nbmuvg1e0000/
ぐるなび

レストランむさし

青森市虹ケ丘1-14-13

017-741-6340

http://r.gnavi.co.jp/94c0hweg0000/
ぐるなび

日本料理 城

青森市浪館前田4-30-27

017-735-4649

http://r.gnavi.co.jp/539ur70r0000/
ぐるなび

一゛弥 いちずや

青森市港町3-7-32

017-744-1078

http://r.gnavi.co.jp/nka05n3h0000/
ぐるなび

麺匠とうぎょう

青森市古川1-18-10

017-722-8487

http://r.gnavi.co.jp/nmf28zet0000/
ぐるなび

康家

青森市小柳5-3-1 コーヨープラザ駐車場内

017-741-1508

http://r.gnavi.co.jp/8669b1jv0000/
ぐるなび

大伸

青森市問屋町1-2-10

017-715-0497

http://r.gnavi.co.jp/26drnr310000/
ぐるなび

otto pizza

青森市古川2丁目17-7

017-752-8189

http://r.gnavi.co.jp/4fb0wb290000/
ぐるなび

浦町珈琲店

青森市橋本3-15-11

017-773-0141

http://www.kinen-style.com/gourmet/41341.html
禁ス

しもばしら

青森市浜田2-14-4

017-729-1235

http://tabelog.com/aomori/A0201/A020101/2000248/
禁ス

出し屋五丈軒

青森市浜田1丁目10-15

017-762-2255

http://tabelog.com/aomori/A0201/A020101/2002453/
禁ス

DOG GARDEN aomori

青森市浜田3-1-1 ドリ-ムタウンALI D棟

017-718-2878

http://r.gnavi.co.jp/85jm8hs80000/
ぐるなび

そば処 八甲田

青森市柳川1-1-1 青森駅東口改札外

ドトールコーヒーショップ東青森店

青森市田屋敷字増田16-2

017-765-6040

空メ

竜飛レストハウス

東津軽郡外ヶ浜町字三厩龍浜54-623

0174-38-2270

http://tabelog.com/aomori/A0201/A020103/2004972/
空メ（店名順入れ替え）

スマイル＆スプーン キッチンスタジオ SMILE&SPOON
青森市青柳2-2-16

空メ

喫煙室要確認

http://tabelog.com/aomori/A0201/A020101/2006635/
食べログ

017-773-2535

https://www.facebook.com/smilespoon1

（メール返事待ち）

梵珠庵

五所川原市唐笠柳字藤巻517-1 ELMの街1F

0173-33-6065

http://www.elm-no-machi.jp/?p=shop&s=bonjuan

空メ

Y.C.M吉幾三コレクションミュージアム

五所川原市広田字榊森54-64 半田硝子建材2・3F
0173-26-6686

http://www.ikuzo-cm.jp/ http://r.gnavi.co.jp/58kbx4480000/
ぐるなび

トクちゃんらーめん 津軽ラーメン街道店

五所川原市唐笠柳字藤巻517-1 エルムの街2F 0173-34-4036

http://www.elm-no-machi.jp/ramen/

喫茶 つくし

五所川原市鎌谷町502-18

0173-34-9589

神武食堂

つがる市木造宮崎1-10

0173-42-3421

そば処 儀平庵

つがる市柏稲盛幾世41 イオンモールつがる柏1F
0173-25-3466

空メ
空メ

http://r.gnavi.co.jp/fk1uyezy0000/
ぐるなび
http://tsugarukashiwa-aeonmall.com/shop/detail/45空メ

ナクア白神スキーリゾート マウンテンカフェ 西津軽郡鰺ケ沢町鯵ヶ沢高原

0173-72-1011

http://r.gnavi.co.jp/hxdce7ay0000/
ぐるなび

深浦観光ホテル

西津軽郡深浦町深浦岡崎338-42

0173-74-3511

http://r.gnavi.co.jp/cv2s5w5p0000/
ぐるなび

鉄板

弘前市大町1-1-2 ベストウェスタンホテルニューシティ弘前2F
0172-37-9555

http://r.gnavi.co.jp/50sh45sr0000/
ぐるなび

イタリア料理ダ・サスィーノ

弘前市本町56-8 グレイス本町2F

0172-33-8299

http://r.gnavi.co.jp/kre2de1e0000/
ぐるなび

大衆酒場298

弘前市土手町26-1 DOTEMACHI北菜館

0172-37-7758

グルメ回転寿司 函太郎 弘前店

弘前市城東北4-5-3

0172-29-1603

野市里

弘前市宮地川添77-4

0172-82-1055

http://r.gnavi.co.jp/f1hy4t880000/
ぐるなび

GarCom de Bar ガルソンジバール

弘前市桶屋町5

0172-31-7797

http://r.gnavi.co.jp/6234uxyf0000/
ぐるなび

KANDY SPICE 弘前店

弘前市土手町78 ルネスアベニュ-1F

0172-33-8426

http://r.gnavi.co.jp/p3ww4ugj0000/
ぐるなび

エルミタージュ

弘前市城南1-11-1 パークハウスふじ1Ｆ

0172-34-4181

http://hermitage-1.com/ http://r.gnavi.co.jp/gbtnw6xh0000/
ぐるなび

菓子処 笹の舎

弘前市百石町6-1

0172-32-7256

http://www.ragueneau.co.jp/

カトリーヌ

弘前市茂森町69-1

0172-32-2619

中華そば マル金

弘前市上白銀町1-10

0172-35-1933

禁ス（移転前・移転後情報なし）

たかはし中華そば店

弘前市撫牛子1-3-6

0172-34-8348

http://tabelog.com/aomori/A0202/A020201/2000196/
空メ

ギャラリー桔梗野の家

弘前市桔梗野二丁目13-2

0172-32-4266

なか卯 7号弘前堅田店

弘前市堅田字神田382-8

らあめん満来

弘前市末広4-8-1

0172-28-0639

http://tabelog.com/aomori/A0202/A020201/2001485/
空メ

そば処 もみじ亭

弘前市文京町4-5

0172-33-7336

http://tabelog.com/aomori/A0202/A020201/2005469/
空メ

菜食厨房麺道楽

弘前市新寺町26-11

0172-33-1145

http://tabelog.com/aomori/A0202/A020201/2004718/
空メ 移転？閉店？

希望レストラン 和徳店

弘前市北横町34-2

017-773-6135

空メ

希望レストラン 藤代店

弘前市藤代2丁目12-1

017-773-6135

空メ

すずのや

黒石市前町1-3

0172-53-6784

http://r.gnavi.co.jp/6shpdh7y0000/
ぐるなび

花いちもんめ

黒石市袋字富田58-2

0172-54-8153

http://r.gnavi.co.jp/e6xdhvfe0000/
ぐるなび

蕎麦や金の銀杏

黒石市浦町2-4-2

0172-53-7286

角屋

平川市新館藤巻43-16

0172-44-1084

ぽわ〜る亭

むつ市中央1-8-1

0175-23-4772

吉田ベーカリー本店もんぶらん

むつ市新町9-25

0175-23-0148

モスバーガーむつ店

むつ市小川町1-8-28

0175-22-2638

ふるさと

むつ市昭和町24-7

0175-22-0763

レストラン下北

むつ市大曲2-219-1

0175-22-9400

そば処 田や

下北郡東通村田屋字林ﾉ上82

0175-27-3863

http://www.umai-aomori.jp/eat/localdining/localdining-main.php5?id=392
青森県・郷土料理（禁煙情報なし）

CAFE orta カフェ オルタ

十和田市稲生町15-16 中央ビル1-1

0176-25-0185

http://cafe-orta.jugem.jp/ http://tabelog.com/aomori/A0203/A020304/2006250/
空メ（旧・風のひろば）＋食べログ

レストラン仏蘭西屋

十和田市西三番町1-8

0176-22-5908

http://r.gnavi.co.jp/5ydm0vrh0000/
ぐるなび

夢蘭 ムーラン

十和田市東十二番町17-22

0176-25-3381

http://r.gnavi.co.jp/fu0u2ezd0000/
ぐるなび

http://r.gnavi.co.jp/rcdsm43x0000/
ぐるなび
http://kantaro-hakodate.com/shop/g̲kantaro/shop.html#hirosaki
http://r.gnavi.co.jp/4m92z42e0000/
ぐるなび

空メ

http://r.gnavi.co.jp/gcj679gn0000/
ぐるなび

空メ

ネット情報なし

http://www.nakau.co.jp/

http://tabelog.com/aomori/A0202/A020203/2001687/
空メ
http://todik2.goemonburo.com/food/hirakawakadoya.htm
空メ ネット情報なし
http://r.gnavi.co.jp/fcyvearm0000/
ぐるなび
http://r.gnavi.co.jp/bmn26u5c0000/
ぐるなび
http://www.mos.co.jp/shop/?act=2&md=1&scd=00487
禁ス
http://r.gnavi.co.jp/2y1etyxh0000/
空メ
空メ

入り口外

四季の喰い切り 利休

十和田市東十二番町10-34

0176-22-5007

http://aomori-ubi.jp/nico-navi/show̲d2.php?c=1&co=3289&n&p&lat
空メ

蕎麦CAFE 福

十和田市三本木字下平256-1

0176-25-4608

http://tabelog.com/aomori/A0203/A020304/2005755/
禁ス＋食べログ 店外喫煙所

T. time

十和田市元町東2-12-3

0176-25-2916

http://r.gnavi.co.jp/pefad5m20000/
ぐるなび

アイペット食堂

十和田市東二十二番町26-36-1

0176-58-5125

http://r.gnavi.co.jp/7c0t07nu0000/
ぐるなび

そべーぴ

十和田市穂並町1-30

0176-25-1028

http://tabelog.com/aomori/A0203/A020304/2000851/
食べログ

ギャラリーカフェ 千の花

十和田市西二番町4-11 十和田商工会館1F

0176-25-3688

農園カフェ 日々木

十和田市相坂字高見147-89

0176-27-6626

サッポロ香蘭

三沢市堀口2-10-1

0176-53-8057

http://r.gnavi.co.jp/dpvh8k680000/
ぐるなび

Café Live Forever リブ・フォーエバー

三沢市大町2丁目11-1

0176-53-3975

http://tabelog.com/aomori/A0203/A020303/2000383/
空メ

スパハウスろっかぽっか

上北郡六ケ所村鷹架内子内337

0175-69-1126

http://r.gnavi.co.jp/rje6fe350000/
ぐるなび

來美樓 ラメール

上北郡野辺地町湯沢9 まかど温泉ホテル内

0175-64-3131

手打ちそば むねみ

上北郡東北町上北南2-30

090-7322-0842

といち

上北郡七戸町上町野141-3

0176-62-6191

モスバーガーイオンモール下田店

上北郡おいらせ町中野平40-1

0178-50-3232

幸福ワイン食堂バルバレスコ

八戸市鷹匠小路18 金剛ビル2F

0178-22-7766

餐菜亭 閉店？

八戸市鮫町小長根

0178-33-8637

バイキング亭

八戸市城下1-30-9

0178-24-2412

なか卯 八戸八日町店

八戸市八日町1-1 ダイワロイネットホテル八戸1Ｆ

麺屋 けいじ

八戸市八幡字上樋田10-1

0178-23-5288

ラーメン 大将

八戸市八幡字下前田25

0178-27-9311

レストランしおさい 八戸シーガルビューホテル花と月の渚
八戸市鮫町小舟渡平9-19

0178-33-3636

磯料理 芝亭

八戸市鮫町字棚久保14-83

0178-39-3311

八戸新井田食堂 まいどおおきに食堂

八戸市新井田西1-2-19

0178-25-9100

昔々中華そば 彦まる

八戸市新井田西1-2-12

0178-25-5919

パスタの家

八戸市吹上5-4-84

0178-22-6710

喫茶ホロンバイル

八戸市鮫町字小舟渡平10-104

0178-33-2222

万作 はせがわ

空メ
http://www.nouenhibiki.com/

（禁煙の情報なし）

http://r.gnavi.co.jp/efx6pd850000/
ぐるなび
http://sky.geocities.jp/f15itai/

空メ

http://r.gnavi.co.jp/6246zwjj0000/
ぐるなび
http://www.mos.co.jp/shop/?act=2&md=1&scd=01462
禁ス
http://r.gnavi.co.jp/bz4k890z0000/
ぐるなび 店外灰皿要確認
要確認
http://daigakudou.com/baiking/baiking.htm

空メ

http://www.nakau.co.jp/

禁ス

諸情報も

http://r.gnavi.co.jp/ft291d4y0000/
ぐるなび
http://r.gnavi.co.jp/bnpv0vak0000/
ぐるなび
http://www.hsv-hotel.com/shisetsu/shiosai.html
http://r.gnavi.co.jp/fs18ddaf0000/
ぐるなび 喫煙室要確認
禁ス
http://sd.ffsm.jp/2210/

http://www.hotpepper.jp/strJ000647405/
ホットペッパー 入り口表示なし、灰皿確認で

http://r.gnavi.co.jp/5uypxmvk0000/
ぐるなび 入り口表示なし、食べログには喫煙
http://www.northwing.net/gourmet/aomori/2004/2004̲0225̲04/index.html
空メ
http://tabelog.com/aomori/A0203/A020301/2004975/
空メ
喫煙スペースあり？

3

暫定）道の駅虹の湖 レストラン レインボー

黒石市沖浦字山神1-5

0172-54-2348

http://www.thr.mlit.go.jp/road/koutsu/roadstation/aomori/ao03.html
要確認

4

暫定）道の駅わきのさわ 食堂あすなろ

むつ市脇野沢七引201-5

0175-44-3252

http://www.thr.mlit.go.jp/road/koutsu/roadstation/aomori/ao04.html
要確認

5

暫定）道の駅かわうち湖 そばコーナー

むつ市川内町福浦山314

0175-38-5108

http://www.thr.mlit.go.jp/road/koutsu/roadstation/aomori/ao05.html
要確認

6

暫定）道の駅しんごう 食堂 とちの木荘

三戸郡新郷村戸来字雨池11-2

0178-78-3333

http://www.thr.mlit.go.jp/road/koutsu/roadstation/aomori/ao06.html
要確認

7

暫定）道の駅ひろさき 駅の食堂屋さん

8
9

弘前市石川字泉田62-1

0172-92-3366

http://www.thr.mlit.go.jp/road/koutsu/roadstation/aomori/ao07.html
http://michinoeki-hirosaki.jp/
空メ（店名違う）

暫定）手づくりおかずとおやきの店 がんばっ亭
弘前市石川字泉田62-1

0172-92-3378

http://www.umai-aomori.jp/eat/localdining/localdining-main.php5?id=365

暫定）道の駅奥入瀬 ステーキ&バーベキュー 味蕾館
十和田市奥瀬字堰道39-1

0176-72-3201

http://www.thr.mlit.go.jp/road/koutsu/roadstation/aomori/ao08.html
http://www.oirase.or.jp/ 要確認

暫定）道の駅奥入瀬 地ビール 奥入瀬麦酒館

十和田市奥瀬字堰道39-1

0176-72-3201

http://www.thr.mlit.go.jp/road/koutsu/roadstation/aomori/ao08.html
http://www.oirase.or.jp/ 要確認

暫定）道の駅さんのへ 喫茶 夢ライフ

三戸郡三戸町川守田字西張渡39-1

0179-22-0600

http://www.thr.mlit.go.jp/road/koutsu/roadstation/aomori/ao09.html
要確認

暫定）道の駅さんのへ ふじ村

三戸郡三戸町川守田字西張渡39-1

0179-22-0600

10 暫定）道の駅なみおか レストラン あっぷるひる
青森市浪岡女鹿沢字野尻2-3
暫定）道の駅なみおか アップルヒル 豆や

http://r.gnavi.co.jp/gftaj8b70000/
ぐるなび 店の存在？

0172-62-1170

http://www.thr.mlit.go.jp/road/koutsu/roadstation/aomori/ao10.html
http://www.applehill.co.jp/要確認

青森市浪岡女鹿沢字野尻2-3

0172-62-1170

http://www.umai-aomori.jp/eat/localdining/localdining-main.php5?id=368

12 暫定）道の駅いまべつ レストラン

東津軽郡今別町大川平字清川87-16

0174-31-5200

http://www.thr.mlit.go.jp/road/koutsu/roadstation/aomori/ao12.html
ぐるなび 新幹線工事休業中

14 暫定）道の駅もりた レストラン

つがる市森田町床舞稚桜4-1

0173-26-4488

http://www.thr.mlit.go.jp/road/koutsu/roadstation/aomori/ao14.html
要確認

15 暫定）道の駅浅虫温泉 レストランサンセット 青森市浅虫字螢谷341-19

017-737-5151

http://www.thr.mlit.go.jp/road/koutsu/roadstation/aomori/ao15.html
http://www.yu-sa.jp/
空メ＋ぐるなび 店名？

017-737-5151

http://www.thr.mlit.go.jp/road/koutsu/roadstation/aomori/ao15.html
http://www.yu-sa.jp/
空メ

0172-49-5020

http://www.thr.mlit.go.jp/road/koutsu/roadstation/aomori/ao16.html
空メ

平川市碇ヶ関碇石13-1

0172-49-5020

http://www.thr.mlit.go.jp/road/koutsu/roadstation/aomori/ao16.html
空メ

17 暫定）道の駅いなかだて レストラン

南津軽郡田舎館村高樋字八幡10

0172-58-4411

http://www.thr.mlit.go.jp/road/koutsu/roadstation/aomori/ao17.html
要確認

19 暫定）道の駅みんまや 紫陽花 あじさい

東津軽郡外ヶ浜町字三厩龍浜99

0174-38-2301

http://www.thr.mlit.go.jp/road/koutsu/roadstation/aomori/ao19.html
要確認

20 暫定）道の駅こどまり レストラン竜泊

北津軽郡中泊町小泊字折腰内45

0173-27-9300

http://www.thr.mlit.go.jp/road/koutsu/roadstation/aomori/ao20.html
空メ

21 暫定）道の駅みさわ くれ馬ぱ〜くレストラン(要予約)
三沢市谷地頭4丁目298-652

0176-59-2711

http://www.thr.mlit.go.jp/road/koutsu/roadstation/aomori/ao21.html
要確認

22 暫定）道の駅とわだ レストラン つつじ

十和田市伝法寺字平窪37-2

0176-28-3790

http://www.thr.mlit.go.jp/road/koutsu/roadstation/aomori/ao22.html
要確認

暫定）道の駅とわだ 軽食コーナー 駒亭

十和田市伝法寺字平窪37-2

0176-28-3790

http://www.thr.mlit.go.jp/road/koutsu/roadstation/aomori/ao22.html
空メ（店名違う）

23 暫定）道の駅つるた レストラン

北津軽郡鶴田町境字里見176-1

0173-22-5656

http://www.thr.mlit.go.jp/road/koutsu/roadstation/aomori/ao23.html
要確認

24 暫定）道の駅ふかうら レストラン

西津軽郡深浦町風合瀬字上砂子川144-1

0173-76-3660

http://www.thr.mlit.go.jp/road/koutsu/roadstation/aomori/ao24.html
要確認

25 暫定）道の駅おがわら湖 ファーマーレストラン
上北郡東北町上野字南谷地122
ポロトピア

0176-58-1122

http://www.thr.mlit.go.jp/road/koutsu/roadstation/aomori/ao25.html
要確認

26 暫定）道の駅たいらだて レストラン

東津軽郡外ヶ浜町字平舘太郎右エ門沢1-3

0174-31-2211

http://www.thr.mlit.go.jp/road/koutsu/roadstation/aomori/ao26.html
要確認

27 暫定）道の駅ろくのへ 飲食コーナー

上北郡六戸町犬落瀬字後田87

0176-55-4134

http://www.thr.mlit.go.jp/road/koutsu/roadstation/aomori/ao27.html
空メ（店名？）

暫定）道の駅浅虫温泉 ゆーさ市場 わさも

青森市浅虫字螢谷341-19

16 暫定）道の駅いかりがせき 御食事処 彩里 いろり
平川市碇ヶ関碇石13-1
暫定）道の駅いかりがせき 麺どころ 杉作

C. 削除（マップ掲載後または候補リスト掲載後に条件外と判明）
店名

住所

電話番号

HP 1

HP 2

備考・情報源

グルメ回転寿司 函太郎 青森佃店

青森市南佃2-27-17

017-765-0405

http://kantaro-hakodate.com/shop/g̲kantaro/shop.html#aomoritsukuda
http://r.gnavi.co.jp/hjr96h140000/

ねぶたの里レストラン

青森市横内字八重菊1番地

017-738-1230

http://www.nebutanosato.co.jp/information/
http://r.gnavi.co.jp/c3mvntj40000/
ぐるなび＋公式HP

Voila ボワラ

八戸市湊高台3-1-9

0178-80-7558

シルバー

八戸市河原木海岸25 フェリーターミナルビル2F
0178-20-3126

アンクル ANKUR INDIA RESTAURANT

八戸市新井田字松山下野場7-79

0178-80-7597

Deli cafe Perch

八戸市三日町16

0178-80-7740

野牛川レストハウス

下北郡東通村野牛字野牛川29-3

0175-28-5203

農家レストラン まなかのカフェ

上北郡東北町字乙供山123 みどりの大地とロマンの森公園内
080-6040-4769

https://www.facebook.com/pages/%E8%BE%B2%E5%AE%B6%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%
6-10月、金・土のみ（FBメールで条件不適合）

郷土料理 津軽三味線 りんご箱

青森市新町1-3-7 アウガB1F

017-763-5155

http://www.auga-ringobako.com/

展望ラウンジ 春楡

五所川原市大町21-1 立佞武多の館

0173-38-3232

http://www.tachineputa.jp/pavilion/information̲03.html
禁ス＋空メ→時間分園

和風食堂 さんぺい

弘前市土手町21-1

0172-37-3011

http://www.suigeturo.com/index.php/shop/

カリ・マハラジャ

弘前市土手町132

0172-35-7344

http://www.nine.co.jp/curry/
http://r.gnavi.co.jp/s5drfhu60000/
会員確認＋空メ→閉店

そば処 八甲田 3号店

青森市柳川町1-1 青森駅3・4番ホーム

017-722-0020

http://tabelog.com/aomori/A0201/A020101/2006680/
禁ス＋食べログ→閉店

青森魚菜センター

青森市古川1-11-16

017-763-0085

http://r.gnavi.co.jp/2w02hbb40000/
ぐるなび 終了後喫煙

http://tabelog.com/aomori/A0203/A020301/2007802/
FB店主回答＋食べログ 風除室に灰皿
http://r.gnavi.co.jp/fx3d6fdz0000/
ぐるなび 開放喫煙室
会員確認→店名変更・禁煙表示なし
FB返事なし→禁煙ではない
http://www.vill.higashidoori.lg.jp/nousui/page400001.html#section9
空メ→入口の喫煙所ひどい。飲食店ではない
時間禁煙だった
懇談会＋空メ→閉店

D. 空気メジャー店（2013.12現在）
店名

住所

電話番号

HP 1

HP 2

備考・情報源

小僧寿し栄町店

青森市栄町

017-742-0724

空メ

保留

小僧寿し 和徳店

弘前市和徳町20

0172-33-8041

空メ

保留

県総合学校教育センター

青森市大矢沢

017-764-1997

空メ

保留

県立中央病院外来食堂

青森市造道

017-726-8461

空メ

保留

県立中央病院職員食堂

青森市造道

017-726-8461

空メ

保留

青森中央短期大学学生会館

青森市横内

017-728-0121

空メ

保留

青森中央短期大学学生寮食堂

青森市横内

017-728-0131

空メ

保留

青森中央大学学生食堂

青森市横内

017-728-0131

空メ

保留

青森大学国際交流会館寮食堂

青森市大矢沢

017-728-5005

空メ

保留

県警本部食堂

青森市新町

017-723-4211

空メ

保留

県庁生協食堂

青森市長島 県庁地下

017-735-6359

空メ

保留

県庁生協食堂「花林檎」

青森市長島 県庁北棟8階

017-731-1818

空メ

保留

青年会館食堂

青森市浪館

017-782-6320

空メ

保留

青森朝日放送食堂

青森市荒川

017-762-1312

空メ

保留

青森市民病院食堂部

青森市勝田1-14-20

017-734-2171

空メ

保留

青森県立保健大学レストラン

青森市浜館字間瀬58-1

017-744-2201

空メ

保留

青森県自冶研修所食堂

青森市東造道Ⅰ-2-Ⅰ

017-736-2011

空メ

保留

歯科技工士学校学食

青森市三内字稲元12-2-2

017-782-3040

空メ

保留

ミニストップ橋本二丁目店

青森市橋本

017-723-1721

空メ

保留

黒石市役所地下食堂アラスカ

黒石市市ノ町11-1

0172-52-2111

空メ

保留

青森県庁消費生活共同組合八戸支店食堂

八戸市尻内町字鴨田7

0178-27-5090

空メ

保留

シルバーメディカルフーズ

八戸市河原木八太郎山10-229

0178-20-5318

空メ

保留

青森県庁消費生活協同組合むつ食堂

むつ市中央1-1-8

0175-22-2956

空メ

保留

弘前国際ホテル レストラン大阪

弘前市土手町73-2

0172-37-5550

空メ

朝食・宿泊客のみ

http://hirosaki-kokusai.co.jp/in̲building/

河原木食堂

八戸市下長4-19-9

0178-21-3425

空メ

パチンコ店内

？

かわい食堂

青森市新城

017-788-2425

空メ

存在不明

？

レストラン らいふ

青森市荒川字藤戸119-7（↓別施設）

017-783-4884

空メ

存在不明

？

屋台ラーメン

弘前市三岳町1-1

0172-33-4348

空メ

存在不明

レストラン味のあんちゃん→移転改名とまとりあ
青森市筒井4-16-1

017-738-4747

空メ

移転前は食べログで禁煙

和風レストラン 雲海

青森市緑町3-9-2 サンロード青森3F

017-776-1985

空メ

閉店

ひまわり亭中央店

十和田市稲生町11

0176-21-1688

空メ

閉店

E. 禁煙スタイル掲載店（2014.2.7現在）
店名

住所

電話番号

HP 1

HP 2

備考・情報源

住所

電話番号

HP 1

HP 2

備考・情報源

（全て候補に掲載済み）
F. ぐるなび
店名
（全て候補に掲載済み）
青森県・郷土料理（禁煙情報なし）

http://www.umai-aomori.jp/eat/localdining/localdining.phtml

三厩村総合交流促進センター かぶと

東津軽郡外ヶ浜町三厩中浜地先

0174-31-7021

http://www.umai-aomori.jp/eat/localdining/localdining-main.php5?id=363
青森県・郷土料理（禁煙情報なし）

ドレミ食堂

つがる市豊富町屏風山1-273 むらおこし拠点館
0173-69-5215

http://www.umai-aomori.jp/eat/localdining/localdining-main.php5?id=395
青森県・郷土料理（禁煙情報なし）

青柳館レストラン Ringo work

北津軽郡板柳町福野田字本泉34-6 板柳町ふるさとセンター内
0172-72-1500

http://www.umai-aomori.jp/eat/localdining/localdining-main.php5?id=376
青森県・郷土料理（禁煙情報なし）

ひばのくに迎賓館

南津軽郡大鰐町早瀬野字坂本72-1

0172-48-5876

http://www.umai-aomori.jp/eat/localdining/localdining-main.php5?id=369
青森県・郷土料理（禁煙情報なし）

Beech にしめや

中津軽郡西目屋村田代字神田219-1

0172-85-2855

http://www.umai-aomori.jp/eat/localdining/localdining-main.php5?id=367
青森県・郷土料理（禁煙情報なし）

農家レストラン マリンシャトー

上北郡東北町上野字南谷地271-1

0176-56-5336

http://www.umai-aomori.jp/eat/localdining/localdining-main.php5?id=388
青森県・郷土料理（禁煙情報なし）

手づくり村鯉艸郷内 鯉艸亭

十和田市深持字鳥ケ森2-10

0176-27-2516

http://www.umai-aomori.jp/eat/localdining/localdining-main.php5?id=382
青森県・郷土料理（禁煙情報なし）

SAN・SUN産直ひろば

三戸郡三戸町川守田字西張渡30-７

0179-22-3266

http://www.umai-aomori.jp/eat/localdining/localdining-main.php5?id=373
青森県・郷土料理（禁煙情報なし）

南部町農林漁業体験実習館 チェリウス

三戸郡南部町上名久井字大渋民山23-141

0178-76-1001

http://www.umai-aomori.jp/eat/localdining/localdining-main.php5?id=374
青森県・郷土料理（禁煙情報なし）

そばの里 けやぐ

三戸郡南部町平字姥懐8-3

0178-76-1060

http://www.umai-aomori.jp/eat/localdining/localdining-main.php5?id=375
青森県・郷土料理（禁煙情報なし）

民宿 なりとみ

東津軽郡外ヶ浜町三厩龍浜96-2

0174-38-2506

http://www.umai-aomori.jp/eat/localdining/localdining-main.php5?id=364
青森県・郷土料理（禁煙情報なし）

みさき

西津軽郡深浦町北金ケ沢字榊原133-416

0173-76-3620

http://www.umai-aomori.jp/eat/localdining/localdining-main.php5?id=394
青森県・郷土料理（禁煙情報なし）

民宿 ふるさと

西津軽郡鰺ヶ沢町長平町字乙音羽山26-1

0173-72-1293

http://www.umai-aomori.jp/eat/localdining/localdining-main.php5?id=393
青森県・郷土料理（禁煙情報なし）

ピュア食堂

北津軽郡中泊町八幡字日向334

0173-57-5011

http://www.umai-aomori.jp/eat/localdining/localdining-main.php5?id=378
青森県・郷土料理（禁煙情報なし）

MEAT PLAZA 尾形

三戸郡五戸町博労町18-1

0178-62-3016

http://www.umai-aomori.jp/eat/localdining/localdining-main.php5?id=371
青森県・郷土料理（禁煙情報なし）

民宿食堂 はまゆう

三戸郡階上町道仏字廿一5-20

0178-89-2374

http://www.umai-aomori.jp/eat/localdining/localdining-main.php5?id=372
青森県・郷土料理（禁煙情報なし）

お食事と鮮魚販売 おさかな海岸

北津軽郡中泊町小泊字折戸51-34

0173-64-2001

http://www.umai-aomori.jp/eat/localdining/localdining-main.php5?id=381
http://tabelog.com/aomori/A0205/A020502/2004885/
青森県・郷土料理（禁煙情報なし）→食べログ

天使のえくぼ

八戸市大久保字西ノ平25-313

0178-38-5330

http://www.tenshinoekubo.com/

碧螺春 ピロチュン

八戸市南白山台2-1-19

0178-70-7251

http://tabelog.com/aomori/A0203/A020301/2005503/
（禁煙の情報なし）

陽だまり

三戸郡階上町蒼前東3-6-568

0178-88-3009

http://tabelog.com/aomori/A0203/A020301/2004540/
（禁煙の情報なし）

（禁煙の情報なし）

掲載日

更新日

2014/2/5

2014/2/7

2014/2/5
2014/2/5
2014/2/5
2014/2/5
2014/2/5
2014/2/5
2014/2/5
2014/2/6
2014/2/6
2014/2/6
2014/2/6
2014/2/6
2014/2/8
2014/2/8
2014/2/9
2014/2/10
2014/2/10
2014/2/13
2014/2/13
2014/2/13
2014/2/13
2014/2/13
2014/2/13
2014/2/13
2014/2/13
2014/2/13
2014/3/3
2014/3/3
2014/3/7
2014/3/8
2014/3/8
2014/3/8
2014/3/8

2014/3/8
2014/3/8
2014/3/12
2014/3/12
2014/3/12
2014/3/12
2014/3/12
2014/3/18
2014/3/19
2014/3/28
2014/5/14
2014/6/10
2014/6/10
2014/7/16
2014/2/8

2014/6/8

2014/2/8

2014/6/8

2014/2/13
2014/3/3
2014/3/6
2014/3/7
2014/3/12
2014/2/5

2014/2/6

2014/2/5
2014/2/5
2014/2/5
2014/2/5
2014/2/8
2014/2/9
2014/2/13
2014/2/13
2014/2/13
2014/2/27
2014/3/3
2014/3/3
2014/3/6
2014/3/7
2014/3/7
2014/3/7
2014/3/8
2014/3/8
2014/3/8

2014/2/6

2014/3/8
2014/3/8
2014/3/10
2014/3/12
2014/3/12
2014/3/12
2014/4/23
2014/7/16
2014/7/16
2014/8/16
2014/2/13
2014/3/12
2014/3/12
2014/3/13
2014/5/9
2014/2/8
2014/2/8
2014/2/8
2014/2/9
2014/2/13
2014/2/13
2014/2/13
2014/3/3
2014/3/3
2014/3/3
2014/3/6
2014/3/10
2014/3/10
2014/3/10
2014/3/12
2014/3/12
2014/2/5
2014/2/5
2014/2/5
2014/2/5
2014/2/5
2014/2/5
2014/2/5

2014/4/14

2014/2/5
2014/2/5

2014/2/9

2014/2/5

2014/3/9

2014/2/5
2014/2/5
2014/2/5
2014/2/5
2014/2/5
2014/2/5
2014/2/5
2014/2/5
2014/2/6
2014/2/13
2014/2/13
2014/3/3
2014/3/3
2014/3/4
2014/3/5
2014/2/13

2014/3/5

2014/3/7
2014/3/10
2014/3/10
2014/3/10
2014/3/12
2014/3/12
2014/3/12
2014/3/31
2014/4/3
2014/4/17
2014/4/20
2014/4/20
2014/4/25
2014/5/23
2014/5/23
2014/5/27

01/2006501/

01/2007387/

更新日

02/2008724/

提供（Map未掲載）

01/2008636/

禁煙（一部店舗除く）

禁煙（一部店舗除く）

禁煙（一部店舗除く）

禁煙（一部店舗除く）

禁煙（一部店舗除く）

禁煙（一部店舗除く）

禁煙（一部店舗除く）

要確認

替え）

2014/2/13

2014/2/21

転後情報なし）

（禁煙情報なし）

ろば）＋食べログ

入り口外のベンチで喫煙可

店外喫煙所

皿要確認

要確認

入り口表示なし、灰皿確認できず
2014/3/5

表示なし、食べログには喫煙可
2014/3/5

工事休業中

店名？

べログ

掲載日

削除日

2014/2/13

2014/2/21

2014/3/4

2014/3/6

風除室に灰皿

2014/3/8

2014/2/5

2014/4/25

2014/4/6

煙ではない
2014/3/10

2014/4/27
2014/5/9

のみ（FBメールで条件不適合）
2014/2/6

2014/6/2

2014/2/8

2014/6/10

2014/2/5

2014/6/26

2014/2/5

2014/6/26

2014/3/8

2014/6/26
2014/6/26

客のみ

べログで禁煙

（禁煙情報なし）

（禁煙情報なし）

（禁煙情報なし）
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