
▼青森市 ▼東津軽郡外ヶ浜町 ▼八戸市

▼三沢市 ▼十和田市 ▼むつ市

▼平川市 ▼黒石市 ▼弘前市

▼五所川原市 ▼つがる市 ▼北津軽郡鶴田町

▼北津軽郡板柳町 ▼三戸郡南部町 ▼三戸郡階上町

▼三戸郡五戸町 ▼上北郡おいらせ町 ▼上北郡東北町

▼上北郡七戸町 ▼上北郡野辺地町 ▼下北郡大間町
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加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル

叙々苑 青森店 青森市 第二問屋町１－５－３ 飲食店

アンジェリック 青森店 青森市 第二問屋町２－８－３２ 飲食店

一八寿し 青森市 新町１－１０－１１ 飲食店

甘精堂本店 青森市 新町１－１３－２１ 飲食店

キッチュン 青森市 新町１－６－１８ 飲食店

居酒屋弁慶青森駅前店 青森市 新町１－８－１ 飲食店

いきなりステーキ青森駅前店 青森市 新町１－９－１８　Ｐｌａｃｅｒ新町 飲食店

炭火焼ホルモン たつや 青森市 新町１－９－１９ 飲食店

穂ろ香 青森市 新町１丁目８－８　アセントビル１０２ 飲食店

青森県庁消費生活協同組合本庁北棟店 青森市 新町２－４－３０ ショッピング

生ラムジンギスカン 林檎家 青森市 新町２－７－１２　菱和ビル　１Ｆ 飲食店

かわばた 青森市 新町２丁目１－１１　 飲食店

和食やじんすけ 青森市 新町２丁目８−５ 飲食店

花のなかむら 青森市 本町１－５－８ ショッピング

ヴォーグサイトー 青森市 本町３丁目４－１１　はままち団地１Ｆ 飲食店

イート・ファン 青森市 本町４－４－８ 飲食店

肴ダイニング 心 青森市 本町５－７－２１　本町ＶＩＬＬＡ　１Ｆ 飲食店

青森県漁連 アスパム直販店 青森市 安方１－１－４０　青森県観光物産館　１Ｆ ショッピング

アグリショップ 青森店 青森市 安方１－１－４０　青森県観光物産館　１Ｆ ショッピング

地酒庵さとう 青森市 安方１－４－４ ショッピング

龍鳳閣 青森市 安方２－６－１１ 飲食店

やまがみ 青森市 堤町１－８－６ 飲食店

寿司 河庄 青森市 堤町２－１２－５ 飲食店

炭火焼肉だいじゅん 青森市 堤町２－２２－３２ 飲食店

花と雑貨の店Y’s Style 青森市 松原３－１５－２８ ショッピング

GREED 青森市 松原３－９－１８　プロスパービル３ サービス

鮨処　すずめ 青森市 橋本１－２－１１ 飲食店

吉野鮨 青森市 橋本１－８－２　スカイプラザ　２０１ 飲食店

焼肉きんぐ青森観光通り店 青森市 浦町奥野６８－５ 飲食店

くまざわ書店 青森店 青森市 浜田１－１４－１　イトーヨーカドー青森店　
２Ｆ ショッピング

Aguhaircrown青森浜田 青森市 浜田２－１４－１４　大丸オフィス１４１４　
１０２号 サービス

サブウェイ青森浜田ドリームタウンALi店 青森市 浜田３－１－１　ドリームタウンアリー　１Ｆ 飲食店

イタリアントマト青森浜田ドリームタウン店 青森市 浜田３－１－１　青森浜田ドリームタウンＡＬ
ｉ 飲食店

ブックスモア青森中央店 青森市 浜田玉川２４６－１ ショッピング
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デジタルショップ パワーデポ青森店 青森市 浜田豊田１５６－２ ショッピング

アストロプロダクツ 青森店 青森市 浜田豊田３６２ ショッピング

オフィスバリュー 青森店 青森市 緑３－１０－２７ ショッピング

FifthAvenue五番街 青森市 東大野１－２１－９ 飲食店

かつ美亭 青森市 東大野２－１－２８ 飲食店

あじ菜 青森市 東大野２－１－２８ 飲食店

焼肉美食亭 いわや 青森市 東大野２－４－６ 飲食店

ハードオフ 青森中央店 青森市 東大野２－８－７ ショッピング

オフハウス 青森中央店 青森市 東大野２－８－７ ショッピング

からやま青森大野店 青森市 大野前田６４－５ 飲食店

Laber 青森市 大野若宮１４６－５ ショッピング

炭火焼居酒屋膳いち 青森市 大野若宮１７４－６ 飲食店

トニーローマ青森店 青森市 長島１－６－６　クロスタワーア・ベイ２Ｆ 飲食店

つくし 青森市 長島１－６－６　クロスタワーア・ベイ２Ｆ 飲食店

龍鳳閣クロスタワーア・ベイ 青森市 長島１－６－６　クロスタワーア・ベイ２Ｆ 飲食店

FRINGE．f 青森市 長島２－１３－４ ショッピング

AL　CENTRO 青森市 長島２－１５－２ 飲食店

鮨処　天ふじ 青森市 長島３－１６－１６ 飲食店

株式会社 小巾亭 東バイパス店 青森市 平新田森越１１－８ 飲食店

FBEYOND 青森市 自由ヶ丘２－１５－４ ショッピング

萬屋 浜館店 青森市 浜館６－４－２３ ショッピング

函太郎 青森佃店 青森市 南佃２－２７－１７ 飲食店

青森ノ地酒 ハタダ酒店 東津軽郡外ヶ浜町 蟹田小国山崎１０５－４ ショッピング

有限会社 ル・スゥブラン 八戸市 類家４－１８－１３ 飲食店

とんかつ専門福かつ 八戸市 南類家１－１１－８ 飲食店

伊吉書院 類家店 八戸市 南類家１－３－１ ショッピング

セプドールアン類家店 八戸市 南類家３－２－２２ ショッピング

HairinfinityNatural 八戸市 南類家５－２－３ サービス

パワーデポ 八戸店 八戸市 糠塚字下道１６ ショッピング

サバの駅 八戸市 六日町１２　大松ビル１Ｆ 飲食店

肉匠晃苑 八戸市 六日町２２－２　男山ビル１Ｆ 飲食店

大衆割烹さんりく 八戸市 六日町２３ 飲食店

すし処神田 八戸市 六日町２８ 飲食店

鉄板ダイニング 小山 八戸市 六日町３５　アイエスビル１Ｆ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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素材礼讃 丹念 八戸市 鷹匠小路１８　金剛ビル　１Ｆ 飲食店

ぼてじゅう 八戸市 鷹匠小路４－３ 飲食店

炭火焼肉無敵 八戸市 鷹匠小路５－１ 飲食店

FRINGE EAST 八戸市 廿六日町６０－２ ショッピング

恵房 焚久味 八戸市 十六日町１１　NOA１０６　２Ｆ 飲食店

おおずし　一休庵 八戸市 廿六日町５０－２　 飲食店

星乃珈琲店 八戸城下店 八戸市 沼館１－４－１０ 飲食店

BOPシンフォニープラザ八戸沼館店 八戸市 沼館４－４－８　シンフォニープラザ沼館内 ショッピング

オフハウス 八戸店 八戸市 沼館４－７－１００ ショッピング

セプドールアン沼館店 八戸市 沼館４－７－１２２ ショッピング

手打そば　かしわ木 八戸市 城下１丁目３２－２　ＹＫビル１Ｆ 飲食店

かつや八戸城下店 八戸市 城下４－１９－１８ 飲食店

アストロプロダクツ 八戸店 八戸市 城下４－２０－２０ ショッピング

うまい鮨勘ゆとろぎ八戸城下店 八戸市 城下４－２０－３４ 飲食店

萬屋 八戸城下店 八戸市 城下４－２５－１５ ショッピング

有限会社やまはる 売市店 八戸市 売市２－１２－２８ ショッピング

アダチ 売市店 八戸市 売市３－１－３ ショッピング

小田原青果 八戸市 内丸３－４－３ ショッピング

フルーツ＆パーラーおだわら 八戸市 内丸３－４－３ 飲食店

ブロンズグリル 八戸市 柏崎２－１０－８ 飲食店

青森自慢料理ほこるや 八戸市 八日町６－１ 飲食店

鮨 ほそ畑 八戸市 朔日町２０－１ 飲食店

割烹 銀波 八戸市 岩泉町７ 飲食店

金剛園　長横町店 八戸市 長横町１８ 飲食店

おでん屋　柳堂 八戸市 長横町１８　れんさ街１０号 飲食店

レモンマートやまむら本店 八戸市 諏訪３－２－１ ショッピング

蔵の酒みろくや 八戸市 青葉１－１０－１３ ショッピング

リビングステージ ナナオ 八戸市 青葉1－３－１ ショッピング

Tーbird 八戸市 青葉２－１１－２ ショッピング

函太郎 八戸青葉店 八戸市 青葉３－１５－１２ 飲食店

懐石弁当花しょう 八戸市 湊町字中道８－５ 飲食店

やま文 八戸市 湊町字大沢２８ 飲食店

よこまちストア 旭ヶ丘店 八戸市 新井田小久保尻１６－４ ショッピング

よこまちストア 新井田店 八戸市 新井田西３－９－５ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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成田本店 みなと高台店 八戸市 湊高台２－１－３ ショッピング

有限会社やまはる 旭ヶ丘店 八戸市 旭ヶ丘１－１－２０ ショッピング

ベビーフェイスプラネッツ 八戸ラピア店 八戸市 江陽２－１４－１　八戸ショッピングセンター
ラピア　１Ｆ 飲食店

喜久寿司 三沢市 中央町２－１１－２ 飲食店

Msalon 三沢市 中央町２－３－２６ サービス

萬屋 三沢店 三沢市 中央町２－８－３４ ショッピング

アンクル インド レストラン 三沢市 中央町２－９－６ 飲食店

宝寿し 三沢市 中央町３－２－１ 飲食店

君乃家食堂 三沢市 中央町３－３－１９ 飲食店

龍宝飯店MISAWA 三沢市 幸町１－７－１ 飲食店

すし処　魚らく 三沢市 幸町１丁目６－６　 飲食店

よこまちストア 三沢店 三沢市 岡三沢２－１－５ ショッピング

カフェ あるえっと 三沢市 三沢南山６０－２ 飲食店

Agu hair gale 三沢 三沢市 下久保１－１－２ サービス

North 40－40 三沢市 桜町２－７－１４ 飲食店

トマト衣料館三沢店 三沢市 松園町３－１０－１　ビードルプラザ ショッピング

かだぁ〜れ 十和田市 三本木里ノ沢４１ ショッピング

オフハウス 十和田店 十和田市 元町東１－６－２３ ショッピング

海鮮ワイン酒場IBIZA 十和田市 稲生町１６－１１　 飲食店

レストラン　ウッディ 十和田市 東二十二番町３０－３６　 飲食店

有限会社　東寿し むつ市 横迎町１丁目２－４０　 飲食店

FMさとう本店 むつ市 海老川町５－３ ショッピング

FMさとう中央店 むつ市 中央１－２２－１ ショッピング

伊徳 平賀店 平川市 本町平野８－７ ショッピング

Laber 黒石店 黒石市 中川篠村１６－１ ショッピング

黒石銘菓のお店シャロン甘洋堂 黒石市 前町１７－９ 飲食店

フラワ-デザインFlowers 黒石市 元町３９ ショッピング

IRISH PUB THE DOLAN’S 弘前市 代官町２０－１ 飲食店

Savilunalumie （サビルナルミエ） 弘前市 駅前町５－２　照光堂ビル２Ｆ サービス

中国料理豪華楼 弘前市 駅前町７－５　おおまち共同パーク 飲食店

Cafe＆Bar　Churros 弘前市 上瓦ヶ町１１－２　スペースデネガ 飲食店

ADDICT Hair Make 弘前市 和徳町７１－１ サービス

アンジェリック弘前店 弘前市 野田１－３－１６ 飲食店

つるや 北大通り店 弘前市 野田２－５－５ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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回転鮨清次郎　弘前店 弘前市 早稲田２－２－２ 飲食店

アストロプロダクツ 弘前店 弘前市 高田３－１－４ ショッピング

廻転海鮮鮨 鮨覚 弘前市 早稲田２－１２－１６ 飲食店

中道さくら野店 弘前市 高崎２－１５－１　別館ラフォルテ 飲食店

有限会社　東家 弘前市 城東北３－１－１２ 飲食店

函太郎 弘前店 弘前市 城東北４－５－３ 飲食店

叙々苑 弘前店 弘前市 城東中央３－１－３ 飲食店

酔い処 食事処 味喜や 弘前市 城東中央４－７－８ 飲食店

かつや弘前城東店 弘前市 外崎５－１－１ 飲食店

一休寿司 弘前市 城東２－１－３ 飲食店

伊徳 アルカディア店 弘前市 扇町３－１－１ ショッピング

サンフェスタいしかわ 弘前市 石川泉田６２－１ ショッピング

鮨と地酒 地雷也 弘前市 土手町２１－１　井元ビル　１Ｆ 飲食店

鮨たむら 弘前市 土手町３１ 飲食店

金正堂本店 弘前店 弘前市 土手町４５－１ ショッピング

酒の柳田 弘前市 親方町３２－１ ショッピング

浜焼太郎 弘前店 弘前市 桶屋町９　老松ビル１０１ 飲食店

弦や 弘前市 本町７６－１　 飲食店

焼肉中道 弘前市 本町８５－１　明治屋グランドビル１Ｆ 飲食店

スーパーさとちょう樹木店 弘前市 樹木５－１１－１ ショッピング

伊徳浜の町店 弘前市 浜の町西１－５－２１ ショッピング

喫茶室baton 弘前市 下白銀町１－６　弘前市民会館内 飲食店

鎌田屋商店 弘前市 和徳町６ ショッピング

奴寿し 五所川原市 金木町朝日山４６８－１　 飲食店

スーパーストア金木タウンセンター店 五所川原市 金木町沢部４６０ ショッピング

ブックスモア ベイブリッジテン 青森市 沖館３－１－６５ ショッピング

むらかみ 青森市 石江２－５７６　 ショッピング

かつや青森西バイパス店 青森市 石江三好１２８－１ 飲食店

焼肉レストラン ひがしやま 青森店 青森市 石江三好６５－３ 飲食店

やきにく炭や 西バイパス店 青森市 三好１－１５－６ 飲食店

eyelash salon souriante 青森市 浪館前田２丁目２３－２５メゾネットＫ・Ｂ１
０４号 サービス

食彩バリバリ浪館店 青森市 浪館前田４丁目１０－３１　 飲食店

「道の駅」いかりがせき特産品直売所売店 平川市 碇ヶ関碇石１３－１ ショッピング

伊徳 浪岡店 青森市 浪岡女鹿沢東種本１５－１ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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つがる市農産物直売所 つがる市 柏下古川花崎１１２－２ ショッピング

スーパーストア鶴田店 北津軽郡鶴田町 鶴田中泉２４５－１ ショッピング

伊徳 板柳店 北津軽郡板柳町 福野田実田１９－１ ショッピング

ホームセンターかんぶん 三戸店 三戸郡南部町 大向後構２０－３ ショッピング

よこまちストア 一番町店 八戸市 尻内町八百刈２７ ショッピング

パセリー菜八戸支店 八戸市 長苗代中坪１１５－７　１Ｆ ショッピング

よこまちストア 田面木店 八戸市 田面木下田面木１ ショッピング

酒のサービスエイト 八戸市 河原木神才２２－２ ショッピング

食品のサービスエイト 八戸市 河原木神才２２－２ ショッピング

民芸菓子処しんぼり 八戸市 河原木神才２２－２ ショッピング

上平肉店 八戸市 河原木神才２２－２ ショッピング

八食市場寿司 八戸市 河原木神才２２－２ 飲食店

勢登鮨 八戸市 河原木神才２２－２ 飲食店

いちば亭 八戸市 河原木神才２２－２ 飲食店

佐藤海苔店 八戸市 河原木神才２２－２　八食センター ショッピング

シマワキ水産 八戸市 河原木神才２２－２　協同組合八食センター ショッピング

伊吉書院 西店 八戸市 河原木神才６－３ ショッピング

アルパジョン下長店 八戸市 下長２－１－２５ 飲食店

セプドールアン根城店 八戸市 根城７－１５－１ ショッピング

ホームセンターかんぶん 階上店 三戸郡階上町 道仏耳ヶ吠４３－３３５ ショッピング

ホームセンターかんぶん五戸店 三戸郡五戸町 下モ沢向２１－２７ ショッピング

よこまちストア 五戸店 三戸郡五戸町 下モ沢向２５－３ ショッピング

ホームセンターかんぶんおいらせ店 上北郡おいらせ町 牛込平９１－１ ショッピング

ホームセンターかんぶん上北店 上北郡東北町 旭北１－７０１－１ ショッピング

ホームセンターかんぶん 七戸店 上北郡七戸町 笊田１９－７ ショッピング

ホームセンターかんぶん 野辺地店 上北郡野辺地町 上川原３－１ ショッピング

FMさとう大間店 下北郡大間町 大間太田７－３６ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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