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資料  

１．地産地消協力店一覧（令和３年１月末時点のものです。） 

○飲食業 

 住  所 電話番号 

やま久（やまきゅう） 能代市上町 6-12 0185-54-8611 

酒食彩宴「粋」（いき） 能代市東町 8-9 0185-53-5243 

宝むらん（ほうむらん） 能代市柳町 6-8 0185-52-3953 

花てい 能代市二ツ井町字三千苅 68-4 0185-73-5015 

寿晴（ひさはる）ラーメン 能代市二ツ井町飛根字新大林 320 0185-75-2333 

暖（だん） 能代市二ツ井町字三千苅 14-18 0185-73-4100 

十割そば専門店 そばこまち 能代市明治町 15-2 0185-52-2069 

寿司・居酒屋 旬 能代市柳町 157 0185-55-1780 

みーるきくち 能代市西通町 10-13 0185-53-4340 

シャトー赤坂  

レストランジロー 
能代市西通町 3-6 0185-54-7255 

ミキ寿司 能代市大手町 5-26 0185-54-2415 

旬味惣菜 だいこん亭 能代市二ツ井町字三千苅 80-6 0185-73-5327 

萬福（まんぷく）食堂 能代市二ツ井町字三千苅 5-64 0185-73-4939 

民宿 まごころ荘 弁当部 能代市河戸川字上大須賀 46-1 0185-54-1000 

いし川 能代市柳町 7-4 090-5408-2847 

旬彩の里 野兎(のうさぎ) 能代市竹生字竹生 176 0185-54-8966 

割烹 松風庵 能代市清助町 3-29 0185-52-0121 

レストラン メルカート 能代市字下瀬 33-5 0185-54-7500 

冒険家の食卓 おがわ亭 能代市西通町 1-7 0185-52-1916 

阿佐ヶ谷（あさがや） 能代市柳町 8-30 0185-54-4054 

肴の市場 満月 能代市柳町 6-13 0185-55-3699 

ささがわ食堂 能代市柳町 11-1 イオン 3Ｆ 0185-54-2424 

酒どこ べらぼう 能代市柳町 2-39 0185-54-4066 

美味処 梵天丸（ぼんてんま

る） 
能代市通町 9-5 0185-88-8315 

キッチン＆居酒屋 あんｍ

ａｔu 
能代市柳町 10-24 0185-88-8121 
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 住  所 電話番号 

喰いもんや a．晩亭 能代市柳町 8-27 0185-55-0439 

鉄板空間 縁～Enishi～ 能代市柳町 6-16 0185-74-5474 

ダイニング美とん 能代市柳町 13-13 0185-74-6123 

Café’&Bar とまり木 ひな

た 
能代市柳町 2-24 0185-54-8399 

らぁめん大将 能代市二ツ井町字塚ノ台 54-1 0185-73-2833 

夢工房 咲く・咲く 能代市上町 8-21 090-2279-4492 

 

○量販店 

 住  所 電話番号 

テラタ向能代店 能代市落合字上谷地 26-1 0185-55-3318 

テラタバイパス店 能代市字東大瀬 52-2 0185-52-2155 

イオン能代店 能代市柳町 11-1 0185-55-2355 

いとく能代通町店 能代市通町 2-1 0185-54-5800 

いとく能代ショッピングセ

ンター 
能代市字寺向 70 0185-89-2480 

いとく能代南店 能代市字寿域長根 52-3 0185-54-7611 

いとく二ツ井ショッピング

センター 
能代市二ツ井町字中坪 18-1 0185-73-3113 

いとく能代北店 能代市落合字上前田 171 0185-74-6565 

 

○直売所 

 住  所 電話番号 

みょうが館 能代市字中関 33-1 0185-58-3005 

ねぎっこ村 能代市河戸川字北西山 189 0185-52-6200 

みずほ 能代市住吉町 15-4 0185-88-8925 

直売所よりみち 能代市二ツ井町字下野 38-2 0185-88-8277 

道の駅 ふたつい 能代市二ツ井町小繋字泉 51 0185-74-5118 

 

○青果業 

 住  所 電話番号 

藤原青果店 能代市元町 10-1 0185-54-5844 

佐々木青果店 能代市万町 2-15 0185-52-6916 
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○宿泊業 

 住  所 電話番号 

駅前旅館 能代市元町 13-10 0185-52-5828 

ホテルニューグリーン能代 能代市青葉町 3-5 0185-54-3511 

民宿 まごころ荘 能代市河戸川字上大須賀 46-1 0185-54-1000 

湯らくの宿 のしろ 能代市落合字亀谷地 1-11 0185-54-2121 

きみまち阪 壱ノ座（いちの

くら） 
能代市二ツ井町小繫字泉 20 0185—73-3925 

川どこ べらぼう 能代市能代町字赤沼 48-21 0185-53-3040 

 

○製造業 

 住  所 電話番号 

鶴形そば製造加工株式会社 能代市字戸草沢 5-12 0185-58-3920 

能代中央食品  能代市浅内字浜浅内 10 0185-55-0841 

アグリコッペ 能代市浅内字成合下 60 0185-52-4687 

木能実（wara no bag） 能代市字彩霞長根 35 0185-88-8670 

田の源そば 能代市二ツ井町梅内字川端 73 0185-73-6212 

田の源工房 能代市二ツ井町梅内字川端 73 0185-73-6212 

ときめき工房・ねまーる 能代市上町 8-21 090-2279-4492 

 

○その他（イベント） 

 住  所 電話番号 

ＮＰＯ法人元気秋田応援隊

のしろ来来来（みらい） 
能代市字豊祥岱 1-312 0185-88-8418 

詳しい情報は能代市ホームページにあります。 
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２．能代市食育推進会議委員名簿 

任期 令和元年９月２４日～令和３年９月２３日 

（敬称略） 

所 属 ・ 役 職 氏  名 

会 長 能代市立第四小学校 校長 髙橋 直樹 

副会長 鶴形そば製造加工株式会社 小林 加奈子 

委 員 田の源そば、田の源工房 安井 昌子 

委 員 
ＪＡあきた白神農産物直売所 

はまなす産直会（みょうが館） 
笠井 ます子 

委 員 
能代市山本郡ＰＴＡ連合会 

母親委員会委員長 
菊地 淑江 

委 員 能代市北部共同調理場 栄養教諭 大山 鮎子 

委 員 きみまち子ども園 保護者 菊池 美華 

委 員 さかき保育園 栄養士 菅原 優子 

委 員 食生活改善グループ 会長 金谷 正子 

委 員 能代市連合婦人会 富川 美栄子 

委 員 能代市老人クラブ連合会 池田 ヤシヱ 

委 員 二ツ井町松寿会連合会 藤田 マサ子 

 


