
大久保精肉店 
㈲大巻時計本店 
カフェ ミルマウンテン 
㈲かまもと 
KIYO´S HAIR MURADATE 
白鳥時計店 
すし八助 
㈲大七書店 
沼宮内ふとん店 
花のしっぽ 
㈲ファッションカンパニー 
福田菓子舗 
藤屋呉服店 
ブティック ポージィ 
レディスショップ ミキヤ 

㈲青森食品 
㈱石川設計 
銀座まるかん くみちゃん本舗 
㈲けいこ美容室 
さくらアカデミー 
㈲さち美容院 
㈲澤田商店 
㈲澤目麺工場 
㈱田清商店 
田中商工㈱ 
たんちゃ亭 
ツルハドラッグ 十和田店 
東奥日報十和田西部販売店 岡新聞店 
㈲中野渡カメラ店 
パソコンじゅく 十和田教室 
㈲八甲タクシー 
パナデン杉山電気 
ブティック リンデン 
㈲まつお 
マックスバリュ 北園店 
㈲山田衣料ストアー 
リカーバザール柳屋 十和田店 
ローソン 十和田市立中央病院店 
ローソン 十和田西二番町店 

いえのや 
㈱岩間印刷 
江渡呉服店 
エレガンスショップ ゆーきゃん 
エンプレス-１９５ 
㈱相坂屋 
㈲小原化粧品店 
川口印章堂 
靴のイワキ 
居酒屋 現代 
コスメハウス イフ 
㈲田島生花店 
十鉄中央売店(食堂除く) 
十和田タクシー㈱ 
自転車専科ナカムラ 
㈲沼田茂商店 
居酒屋 呑兵衛 
はつ花 
バラ焼きショップ ふじの 
㈲細川薬局 
㈲ほてい堂薬局 
松本茶舗 
㈲みぞぐち布団店 
㈲モードショップとーわ 
㈲山田洋品店 
やまびこ 
㈱ナカト 吉田メリヤス十和田店 
＜Art Station TOWADA内＞ 
 北のギフト館 
 十和田市観光物産センター 
 レディースショップ クラージュ 
 司 バラ焼き大衆食堂 

青森ホンダ販売㈱ 
auショップ 十和田 
桜田酒店 
㈲佐々木スポーツ 
佐十信精肉店 
㈱三本木タクシー 
菅原靴店 
髙橋歯科医院 
田清第一店舗 
谷村食堂 
ドコモショップ 十和田店 
中川原酒店 
㈱七尾家具百貨店 十和田店 
㈲西舘ガラス店 
PCランド 十和田校 
宮崎商店 
メガネの菊屋 
㈲やねに商事 
吉田屋 
ラン美容室 
レディスショップ桜並木 
レディースショップ フジヤ 

㈱大竹電化センター 
大山理容所 
おしゃれサロン タキサワ 
㈲上村新聞店 
くすりと健康の天空堂 
ケーキハウス白い森 十和田店 
サカモト電器 
ささもり電気 
㈱写真のオクヤマ 十和田店 
㈱スーパーカケモ 切田通り店 
立崎食品 
寺沢化粧品 
㈱十和田ビルサービス 
十和田富士電気㈲ 
㈲奈辺久 
肉のあかさか 
ひまわり亭 南店 
ビューティーサロン津吉 
丸井商事㈱ 十和田温泉 
もも太郎 
美容室 山野 
㈲レストランとわだ 
レディスショップくりやま 
ローソン 十和田西四番町店 ㈲宮沢酒店 

美容室アプリシエイト 
㈱一心亭 十和田店 
㈱エフピー 
奥入瀬植物園 
オートバックス十和田 
ケーズデンキ 十和田店 
県南オートグラス 
光友鈑金塗装場 
理容室 心和(ここな) 
紳士服コナカ 十和田店 
㈲CVSサンコー 
㈱サンワドー 十和田店 
㈱サンワドー オートハウスＣＡＬ十和田店 
㈱眞照堂 十和田支店 
鳥越経営会計 
㈲中野自動車整備工場 
ハッピードラッグ 十和田店 
平野商事㈱ 
ファミリープラザとわだ 
フィットネスクラブ ウイング十和田 
特定非営利活動法人 福祉施設ふじ苑 
DCMホーマック㈱ 十和田店 
麺食処あんじん亭 十和田店 
㈱薬王堂 十和田元町店 
㈱吉田産業 Ysプロショップ 
美容室LauLe’a(ラウレア) 
ローソン 十和田池ノ平店 
ローソン 十和田元町西二丁目店 

青森タクシー㈱ 十和田営業所 
伊沢電器 
ヘアスタジオＳ＆Ａ 
㈲遠田酒店 
㈱大竹菓子舗 
㈱小笠原新聞店 
京甘堂 
健友館あきた整体院 
㈱桜田造花店 
さらん・さらん 十和田店(ユニバース内) 
三共魚店 (㈲三共商事) 
㈲成巴 
ストリームウッズ 
釣り具 NEW BELL WOOD 
ツルバドラッグ 十和田東店 
㈱電化堂 
㈱十和田板金塗装整備工場 
仏壇のデパートなかむら 
アコール㈱ 弐萬圓堂 十和田本店 
ふく屋 
富士屋グランドホール 
ほなみメディカル 東一番町店(ユニバース内) 
㈲丸善クリーニング 
宮薬店 (ヤマヨ内) 
山田衣料ストアー 東店 
㈱ヤマヨ 十和田店 
㈱ユニバース 東一番町店 
ラグノオ東一番町店(ユニバース内) 
ルパ・トレフル 
ヘアケアデザインるぽ NEED 
ローソン 十和田東十一番町店 
ローソン 十和田東二番町店 

㈲アート印刷 
青森トヨペット㈱ 十和田店 
        Ｔ-ＵＰ十和田店 
１５１Ａ 
㈲大柳新聞店 
㈱御菓子のみやきん 十和田総本店 
カット・ゾーン シェイクス 
㈲上山酒店 
㈲河野スポーツ 
コメリパワー 十和田店 
紺野商事㈱ 
㈲三本木燃料 
居酒屋 旬 
㈱スーパーカケモ 三小通り店 
セッテ・コローレ 
㈲平自動車整備工場 
㈱タカハシ 
竹ヶ原興業㈱ 
㈲立花スポーツ 
居酒屋 だぶりゅー 
玉川写真館 
チャイニーズレストラン 香港ダイニング 
ファッション市場 長吉屋 十和田店 
ツルバドラッグ 十和田南店 
ドッグサロン・トップアート 
㈱トヨタレンタリース 青森十和田店 
十和田シティホテル 
㈲十和田浄化槽センター 
㈱十和田商工 サン・ロイヤル十和田 
十和田富士屋ホテル 
中野渡精米所 
㈲野月手袋店 ワークショップのづき 
ビアプラザ ピルゼン 
スナック Ｐｉｅ 
Ｂ Club 
㈲船場青果 
ペットアミ 十和田店(犬猫) 
㈲細川薬局 大学通り店 
㈱薬王堂 十和田東店 
Ｙショップ 北里大学十和田キャンパス店 
㈲吉田薬局 
ヘアーメイクるぽ grasa 

㈱青森ミシン商会 
上北建設㈱ 
上北重車輛㈱ 
㈲共栄社クリーニング 
㈱田島石油 
ハッピードラッグ 穂並町店 
パワーズＵ 十和田店 
食事処 ぶん 
ほなみ薬局本店 
まつや保健堂 
㈱マルコシ金物 
㈱ヤマダ電機 テックランド十和田店 
洋服の青山 十和田店 

イオンスーパーセンター 十和田店 
㈱御菓子のみやきん イオン十和田Suc店 
ハッピネス 十和田店 
㈱未来屋書店 十和田店 
バッグコレクション モリタ 

㈱小松建設 
㈱サンデー 十和田店 
スーパーシティアサヒ 十和田店 
㈲タイヤガーデン十和田 
ひまわり亭 三沢通り店 
戸来亮税理士・行政書士事務所 
マックスバリュ 十和田南店 
ヘアーメイクるぽ ＺＥＳＴ 
㈱わかもと 

黒子松屋 
コメリ ハードアンドグリーン 十和田西店 
㈱スーパーカケモ 西金崎店 
㈱田中石油店 
ハッピードラッグ 西金崎店 
鯉艸郷 
ローソン 十和田三本木並木西店 ㈲小栄商事 

㈲ＥＭの里 
食事処おいらせ 
㈲奥入瀬フーズ 
ササキ石油販売㈱ 
関川理容所 
外山洋品店 
総合衣料の田清 
一般財団法人 十和田湖ふるさと活性化公社 
ハタヤマ理容院 
みちのく園 
Ｙショップ小栄 
ローソン 十和田湖町店 
和田商店 

白山電器 
中村酒店 

奥入瀬グリーンホテル 
食堂 上高地 
食事処・民宿 桂月 
渓流の駅 おいらせ 
㈲高渕石油店 
野の花 焼山荘 
焼山給油所 

㈲鹿渡商店 十和田食堂 
木村芳一商店 
湖畔ドライブイン 
湖畔の宿 民宿和み 
㈲信州屋 
㈲たかせ 
田子屋酒店 
十和田湖観光土産品企業組合 
十和田湖増殖漁業協同組合 
十和田湖マリンブルー 
十鉄十和田湖遊覧船 
㈲十和田湖レークサイドホテル 
ホテル十和田荘 
㈲もりた観光物産 

イマコムＰＣサポート 
㈲十和田中央ホンダ 
㈲米田製材所 
誠屋 十和田店 
ローソン 十和田バイパス店 


