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購読料は会費の中に含まれています。

　4　コロナに負けるな 十和田市の元気！春・夏・秋まるっとフェスを開催しました
　3　〈この人に聞く特別編〉　十和田商工会議所　名誉会頭　石川正憲さん
　6　GoToトラベル事業　地域共通クーポン取扱店舗の登録申請受付中
　7　〈ウィズコロナ 新しい事業様式〉　大人数収容イベント開催の可能性「サン・ロイヤルとわだ」
　8　青森のおいしい健康応援店　募集のお知らせ
　9　事業所リニューアル・移転情報
12　〈今月のショーウインドー〉　３６５
12　〈キラめけっ未来の主役！〉　大久保輝彦税理士事務所　中野渡亜湖さん

食肉センター辺りから流れる畑刈川からの眺め。もう、稲刈もはじまっている。八甲田が青い。

先人の疏水讃へよ豊の秋　　晃

令和２年10月５日発行 第315号（毎月1回5日発行）
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OCT NOV 会議所カレンダー10
日 月 火 水 木 金 土

新年祝賀会実行
委員会

第２回運営対策
委員会

定例金融相談
創業相談
新型コロナウイ

ルス対策個別経
営相談会

三役会

十和田市から商
工会議所要望書
への回答説明

常議員会 建設部会セミナ
ー

県連幹事会

事業引継ぎ定例
個別相談会

経営指導員等研
修会（～21日）

定例金融相談
創業相談

女性会第１回役
員会

全国商工会議所
女性会連合会総
会オンライン倉
敷大会

第220回珠算検
定試験・第130
回段位認定試験

新型コロナウイ
ルス対策個別経
営相談会

第82回十和田心
交会

第１回臨時議員
総会

とわだ応援プレミア
ム付商品券販売開始

（～１月29日）
青森県商工会議所青年

部連合会第13回青森県
連会員大会十和田大会

●当所事業　●外部事業　●各種イベント
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こんな時だからこそこんな時だからこそ
あえて情熱を燃やしていこうあえて情熱を燃やしていこう

  
熱くいこう。熱くいこう。

書道家　武田 双雲書道家　武田 双雲

武田 双雲（たけだ そううん）
1975年熊本生まれ。書道家。東京理科大学理工学部
卒業後、ＮＴＴ入社。書道家として独立後はＮＨＫ
大河ドラマ「天地人」や世界遺産「平泉」などの題
字を手掛け、講演活動やメディア出演も多数。数
年前より身体に優しいオーガニック食材や発酵食
品を使った店舗のプロデュースを手掛け、湘南に

「CHIKYU FARM TO TABLE」、浅草に姉妹店「MISOJYU」をオープン。2019
年元号改元に際し、「令和」の記念切手に書を提供。ベストセラーの『ポジティブ
の教科書』や、『波に乗る力』（日本文芸社）など著書も多数出版。書作品のみな
らず、現代アートを主とした個展を国内外にて開催。
　公式ブログ「書の力」　http://ameblo.jp/souun/
　公式サイト　http://www.souun.net/

文化の日
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十和田商工会議所 名誉会頭 石
いしかわ

川 正
まさのり

憲さん

勇気をもって経済を動かし元気な十和田市に
新型コロナウイルス感染症について思うこと
　病気としての怖さもありますが、楽しみが奪われて

しまったという感覚がありますね。一生懸命に働いて

給料をもらう。そして楽しむ。それで一つの流れが完

結するのに、現状はそれができない。これでは働くモ

チベーションにも悪影響を及ぼしてしまうと考えてい

ます。私自身、70歳を超えたという事もあり、感染に

よる生命のリスクの高さを考えると、なかなか身動き

の取りづらさを感じています。

　私も新型コロナウイルスの話を聞いた当初は楽観的

でいましたし、いまいちピンときていませんでしたが、

ある大学教授の先生が「ワクチンや特効薬の開発が完

了するか、国民全員が感染するまで収束しない」と話

しているのを聞いて、はじめて事態の深刻さを実感し

ました。ただ、このままいくとコロナウイルスと戦う

ための経済基盤のほうが弱体化していってしまうとい

う危機感もあります。非常に付き合っていくのに難儀

する病であると思います。

今後の考えは
　地域差はあると思いますが、十和田市について言え

ば、やはり勇気を持って経済を動かしていくことが必

要であると思います。今年はほとんどの会合などが中

止になっていますが、そろそろ再開していくべきでは

ないかと私は思います。人が集まれば話がはずみ、夜

の街で少し続きをやろうかという雰囲気が出てきま

す。私たち経営者が動かさなければ、従業員もなかな

か動きにくいでしょう。商工会議所も積極的にこう

いった動きを助けて頂ければと考えます。勇気を持っ

て開催しているイベントには予想以上の来場者が来て

います。要するに、みんな娯楽に飢えているのです。

これから取り組むべきこと
　先ほども触れましたが、大事なのは勇気であると思

います。私は今年の全国高校野球選手権が中止になっ

た事がとてもショックでした。かつて三沢高校が甲子

園決勝を戦っているとき、街を歩いている人は誰もお

らず、みんながどこかで寄り集まって野球観戦をして

いました。野球をよく知らなかった私の母も大きな声

を上げて応援していたのを思い出します。今後は、是

非とも21世紀枠を増やすなどして開催し、それぞれの

街が熱狂する事ができるようにして頂きたいなと思い

ます。熱意が勇気を生み、それが経済の活性化に繋がっ

ていくと考えます。商工会議所もそのサポートをして

いただきたいと思います。

この危機を皆で乗り越えましょう
　今は、戦後どころか我が国はじまって以来の危機と

も呼べる状況ですが、私は規律正しく、勤勉で、もの

の哀れを知る日本人は、必ずこの危機を乗り越えられ

ると思っています。それこそが大和魂です。サッカー

場で世界に見せた美しい振る舞いを想いながら、私は

この国とこの街を信じています。

十和田商工会議所
平成３年～平成５年　青年部会長
平成５年～平成７年　青年部直前会長
平成３年～平成12年　常議員
平成12年～平成18年　副会頭
平成18年～令和元年　会頭
令和元年～現在　　　名誉会頭
青森県商工会議所連合会
平成３年～平成５年　青年部副会長
平成５年～平成８年　青年部会長
平成８年～平成９年　直前会長
平成18年～令和元年　理事

昭和63年　建築士事務所全国大会　大会会長賞

　　　　　　　（建築作品表彰「十和田外科」）

平成２年　青森県内優秀建築 公共施設部門 優秀賞

平成17年　国土交通大臣表彰（建設事業功労）

平成19年　黄綬褒章（建築設計監理業功労）

平成23年　東北六県商工会議所連合会会長表彰

平成24年　十和田商工会議所功績表彰（発展功績）

平成25年　東北地方整備局長賞（設計業務表彰）

平成29年　十和田市褒賞（商工業及び観光振興発展功績）

平成29年　旭日小綬章（建築設計監理業振興功労・産業振興功労）

特別編特別編

受賞歴経　歴
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　９月５日・６日、新型コロナウイルスの影響で今年開催が叶わなかった春まつり・夏まつり・秋まつ
りを凝縮したイベント、「コロナに負けるな 十和田市の元気！春・夏・秋まるっとフェス」（主催：十
和田市・十和田商工会議所・（一社）十和田奥入瀬観光機構）を官庁街通り・中央駐車場を主会場に開催
した。感染防止対策としてフェンスの設置や入口・出口ゲートでの来場者管理など、これまでにない新
しい様式を加えながらの大きな試みとなったが、２日間で延べ約１万5,000人が来場（会場内は3,500
人の人数制限）し各種イベントを楽しんだ。

ステージイベントステージイベント
（ダンス・ライブなど）（ダンス・ライブなど）

オープニングイベントオープニングイベント
（まきばのこども園）（まきばのこども園）

入口ゲートでの来場者管理入口ゲートでの来場者管理
（検温・消毒・連絡先記入など）（検温・消毒・連絡先記入など）

コロナに負けるな 十和田市の元気！
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を開催しました！

市　日市　日

３on３３on３
BASKETBALL大会BASKETBALL大会

会場を囲む会場を囲む
フェンスの設置フェンスの設置

バルーン教室バルーン教室

打上花火打上花火

秋まつりブース秋まつりブース
（法被展示・太鼓体験など）（法被展示・太鼓体験など）
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発 行 形 態 ①紙クーポン：券種1,000円　　②電子クーポン：券種1,000円、2,000円、5,000円
※取扱店舗は、紙クーポン・電子クーポンのいずれか一方のみの取扱いとしても構わない。

有 効 期 間 ・宿泊旅行の場合：宿泊日及びその翌日　　・日帰り旅行の場合：旅行の当日

利 用 エ リ ア 宿泊地（日帰り旅行の場合は主たる目的地）の属する都道府県及び当該都道府県に隣接
する都道府県　　例）目的地が青森県の場合、利用エリアは青森県、北海道、岩手県、秋田県

利 用 対 象 外 行政機関等への支払い、日常生活における継続的な支払い、換金性の高いものの購入ほか

配 布 方 法

　GoToトラベル事業は、新型コロナウイルス感染症発生直後より観光産業が深刻な影響を受けていることか

ら、多種多様な旅行・宿泊商品の割引と、旅行先で幅広く利用できる地域共通クーポンの発行により観光需要

を喚起し、地域における経済の好循環を創出すると同時に、ウィズコロナ時代における「安全で安心な新しい

旅のスタイル」を確立し、普及・定着を図ろうというものです。

地域共通クーポンの概要
・旅行代金の15％相当額を地域共通クーポンとして旅行者に配布。
・１人１泊あたり6,000円が上限（日帰り旅行は3,000円が上限）

地域共通クーポン取扱店への登録申請
１．登録申請方法
　１）公式ホームページで申請　https://biz.goto.jata-net.or.jp/（GoToトラベル事業者向けサイト）
　２）郵送で申請　〒 105-0003 東京都港区西新橋１丁目24-14
　　　　　　　　　　　　　  「GoToトラベル事業 地域共通クーポン取扱店舗登録事務局」まで
　　※書類は公式ホームページからダウンロード、もしくはコールセンター（0570-017-345）へ連絡

　　※登録申請は、法人単位で行う。複数の店舗を持つ事業者は、対象店舗をとりまとめて申請。

２．主な参加条件等
　・日本国内で事業をしていて、地域共通クーポンを適切に取り扱うこと。

　・業種別に定められている新型コロナウイルス感染症対策ガイドラインを遵守すること。

　・行政からの要請（特措法に基づく営業自粛要請・時短営業要請等）に従うこと。

　・GoToEatキャンペーン事業の対象となる飲食店については、同事業の登録を受けていること。

　・風営法の許可・届出の対象となる営業（深夜酒類提供飲食店営業を除く）を営む店舗、利用対象外商品等の

みを取り扱う店舗、カラオケ・ライブハウスは対象外。

　※このほかにも条件等がありますので、詳細はホームページをご確認ください。

【お問合せ先】GoToトラベル事業コールセンター　0570-017-345　年中無休10：00～19：00

地域共通クーポン取扱店舗の登録から精算までの流れ概要

GoToトラベル事業
地域共通クーポン取扱店舗の登録申請受付中

地域共通
クーポン券支払額 旅行代金割引（給付額）

総
額
の65％ 総

額
の35％ 総

額
の15％

旅行代金総額（100％）

給付額

＋

旅行・宿泊商品の購入先 発行形態 旅行者に配布する主体

旅
行
業
者

　
　
　
等

店頭販売 紙 旅行業者等

WEB販売等
紙 宿泊施設（宿泊施設の了承が必要）

電子 事務局

宿泊施設 紙 宿泊施設

登録申請
ポスターの掲示、
掲示写真の提出

取扱に関する
従業員研修など 換金手続

お客様が
クーポンを利用

GoTo
トラベル
クーポン
取扱店舗
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　先駆けとなって、街全体の活性化に繋げたい―。サン・ロイヤルとわだが
９月初め、夏祭りと銘打った「ビール祭り2020」を開催した。
影響
　新型コロナウイルス感染拡大の影響により、３月末からキャンセルが続出。

前年比９割減にまで落ち込んだ予約数は、徐々に回復してきたとは言え、現

在も前年比２～３割程度にとどまる。「雇用の維持は図りましたが、苦境を

脱する明確な光は見えない」と佐藤総支配人。結婚式に至っては目途が立っ

ていない。

採算度外視で
　そんな中で開催に踏み切った今回のイベント。収容人数を前年の半分程度

に抑え、基本的対策だけではなく独自の取組の設定、料理の提供は個人盛、

飛沫防止対策グッズ（うちわ）の配布など、徹底した感染対策を講じた。万

全の態勢で臨んだイベントは、料理やお酒に加え、ライブイベントに抽選会

にとお客様に存分に堪能していただき、盛会裏に終了。「やろうと思えばや

ることができるんだ」、新しい生活様式へと移行する中で、それを証明した。

活性化に向けて
　それでもまだコロナが終息したわけではない。中止が避けられなかった人気のイベントもある。意気込

みだけではどうしようもできない現実もあるが、これからの季節に向け、「幹事さんにも安心していただ

けるよう、敏感に万全の対策をとって皆様をお迎えします！」。光に向かって前を向く。

ウィズコロナウィズコロナ 新しい 新しい事業様式様式 「サン・ロイヤルとわだ」
大人数収容イベント開催の可能性-2-

↑盛り上がる会場。座席はソーシャ
ルディスタンスを確保した配置。

↑会話する時に口元に当てて感染防
止対策。オリジナルの特製うちわ。

サン・ロイヤルとわだ
十和田市東三番町37-7　　TEL 0176-23-2627　　HP http://sunroyal-towada.com/

新型コロナウイルスを想定した新しい業務のスタイルを取り入れた事業所を紹介します。自薦他薦問わず情報をお寄せください。

新型コロナウイルス感染防止対策経費を補助します
令和２年度十和田市新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援事業補助金

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止および衛生意識の向上を図るため、十和田市内の事業者等に対し、

感染拡大防止のための物品購入等に要した経費について補助金を交付します。

対象品目　下記（１）・（２）のいずれかを選択して申請することができます。

　　　　　（１）サーマルカメラ導入事業（２台まで）

　　　　　　補 助 額：補助対象経費の２/３の額（上限50万円）

　　　　　　補助対象：サーマルカメラ（カメラ設置型、ハンディー型、タブレット型）

　　　　　（２）感染拡大防止に向けた物品等購入及び設備導入事業
　　　　　　補 助 額：補助対象経費の全額（上限５万円）

　　　　　　補助対象：①衛生用品
マスク、フェイスシールド、ペーパータオル、消毒液、ハンドソー

プ等、衛生用品の購入に係る経費

②物品購入、機器導入費
体温計、飛沫感染防止用アクリル板、透明ビニールカーテン・シート、ソープディ

スペンサー、カード決済・電子マネー導入に係る経費

③改修・修繕工事
自動消毒液噴霧器（手指用）、自動水栓への交換、換気扇の設置等

対象期間　令和２年４月１日（水）～11月30日（月）に購入および設備導入した経費が対象となります。

申請期間　令和２年12月21日（月）まで

※補助対象の詳しい内容や提出書類等は

　ホームページ（http://www.city.towada.lg.jp/docs/2020063000012/）をご覧ください。

【お問合せ先】十和田市新型コロナウイルス感染症特別対策室（健康増進課）　TEL 0176-51-6790
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カ
ロ
リ
ー

ハ
ー
フ

アクサ生命保険株式会社
青森支社　十和田営業所
〒034-0082 青森県十和田市西二番町4-11 十和田商工会館2F
TEL 0176-24-2624 

青森のおいしい健康応援店を募集します。
　青森県では、県民の生活習慣病予防を図るため、肥満予防や食塩摂取量の減少、野菜

摂取量の増加に取り組む飲食店・総菜店等を「青森のおいしい健康応援店」として認定

しています。登録店には認定マーク（ステッカー）を交付するとともに、県庁ホーム

ページやパンフレット等へ掲載し周知します。食から取り組む健康づくりに是非ご参加

ください。

認定メニューと要件　※要件①～⑧のうち、どれか１つでも該当している場合に認定します。

【お申込み・お問合せ先】上十三保健所 健康増進課  TEL 0176-23-4261

①注文により、主食量を減らすこと
ができる

④汁物の塩分濃度が0.8％以下 ⑦一食120ｇ以上の野菜を使用して
いる

②エネルギー控えめの調味料を選択
できる

⑤注文により、薄味調理ができる

③揚げない工夫がされている ⑥減塩タイプの調味料の選択ができ
る

⑧単品で80ｇ以上の野菜を使用して
いる

エネルギー控えめメニュー 塩分控えめメニュー 野菜たっぷりメニュー
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　発電プラント電気工事や高圧ケーブル布設工事などの特殊案

件を多く手懸けています。従業員の平均年齢30歳台と、若いな

がらも豊富な現場経験と鍛え上げたトップレベルの技術力を武

器に全国を飛び回ります。

　並木西より移転。新たな環境のもと、電気工事を主事業とし

て取り組んでいます。高所作業車もありますので、高所工事の

ご相談もお気軽にお問合せください。

　創業85周年の節目を迎え、今春新社屋へ。働きやすい環境づ

くりに努め、平屋建により連携・連絡が一層スムーズに。創業

100年に向け、インフラの町医者として大地に根ざしたふるさ

とづくりに取り組み、オンリーワン企業

を目指して邁進します。

㈱須田山電業

㈲光電工

㈱中綱組

事業所情報
住　所　十和田市東六番町3-36
ＴＥＬ　0176-23-7175
ホームページ　http://nakatuna.com

事業所情報
住　所　十和田市三本木字稲吉121-29
ＴＥＬ　0176-27-6424
ホームページ　http://sudayama.jp/

事業所情報
住　所　十和田市赤沼字下平438-9

ＴＥＬ　0176-23-3449

会員事業所 情報リニューアル・移転リニューアル・移転
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簿　記（第156回１～３級）
　検定日：11月15日（日）　申込期間：10月19日（月）まで
　※新型コロナウイルスの影響により人数を制限します。
　　　１級：10名　２級：45名　３級：45名

リテールマーケティング＜販売士＞（第87回１～３級）
　検 定 日：令和３年２月17日（水）
　申込期間：12月14日（月）～令和３年１月22日（金）

そろばん（第130・220回段位・１～３級）
　検 定 日：10月25日（日）　
　※申込の受付は終了しました。

【お申込み先】十和田商工会議所検定係 TEL 0176-24-1111

次回日商検定試験（当所実施分）

定 例 金 融 相 談
　当所で開設している日本政策金融公庫による定例金
融相談の10月の日程は下記の通りです。相談ご希望の
方は、事前にお申込みをお願いします（要予約）。
相談日時：10月８日（木）・22日（木） 10:30～12:00

【お申込み先】十和田商工会議所中小企業相談所 TEL 0176-24-1111

Information ～お知らせ～

CPDS認定講習  建設部会セミナー

コロナに負けるな！十和田のお店応援ラリー

令和３年
申請期限は

プレミアム付
割引クーポン券の

利用期間は

持続化給付金

家賃支援給付金

（土）まで

（金）
まで

日　時　10月20日（火）　13：30～15：30
会　場　十和田商工会館５階会議室
内　容　「医療施設の計画とデザイン、そして研究室の活動」
　　　　講師：小藤一樹氏（八戸工業大学工学部土木建築工学科准教授）

　　　　プログラム番号【597301】
定　員　20名（建設業に携わる方）
受講料　無料
ＣＰＤＳ　２ユニット取得可能
申込締切　10月16日（金）

【お問合せ先】
十和田商工会議所相談課　TEL 0176-24-1111

※11月１日（日）以降は利用できませんので、取扱いにご注
意ください。

　尚、「十和田“復袋”（十和田産品）」が当たる

応援ラリーの応募期限は、11月15日（日）（当日

消印有効）まで、加盟店換金手続の最終受付は12
月15日（火）となっておりますので、お手続き忘
れのないようお願いします。
※今月号にチラシを折り込んでいる11月２日（月）より利用
開始の「とわだ応援プレミアム付商品券」とは異なりま
すのでお間違えのないようご注意ください。

【お問合せ先】
十和田商工会議所業務課　TEL 0176-24-1111

お問合せ TEL 0120-279-292

お問合せ TEL 0120-653-930

事業引継ぎ定例個別相談会
　後継者に関すること何でもご相談ください。

日　時　10月21日（水）、11月18日（水） （毎月１回開催）

　　　　13：30～、15：00～のいずれか

　　　　１事業所あたり１時間程度（先着順）

場　所　十和田商工会議所相談室または相談事業所

相談員　青森県事業引継ぎ支援センター相談員、

　　　　十和田商工会議所職員

【お申込み・お問合せ先】
十和田商工会議所相談課　TEL 0176-24-1111

※お申し込みは開催日の前週の金曜日正午まで

10/31

1/15



FRONTIER　2020.10　11

協力：のびのびマンガ教室（十和田）

八甲田大岳の頂、

いただきました！

　　　　　　　　　　　　　（tkr）  

〔 非日常の景色を 〕

さわやか俳句

１枚写真館

つぶやき
　最近は朝冷え込む事もあり、ぐっと秋らしくなってきましたね。あと少しすれば紅葉も見

どころといったところでしょうか。

　最近、私の中でのブームは土瓶蒸しを作ることです。と言っても土瓶も持っていないので、

昔張り切って買ったけど、ほとんど使っていないティーポットを使って作ります。大きな鍋

にお水を張って、ティーポットを入れてフタをして蒸して作ります。

　材料は松茸なんかは高くて手がでないので、季節のものをギューギューに詰め込んで、和

風出汁を入れてのんびり蒸して作ります。食材も無駄が出ませんし、食べれば身体もぽかぽ

かしてきて、オススメですよ。

　ちなみに先日、ちょっと高級感のあるものを作ってみたい！と考えて、手で割いたエリン

ギと松茸のお吸物のモトを入れて、松茸の土瓶蒸しもどきを作ってみたのですが、これは大

失敗でした。元のインスタントスープの味が強すぎて、飲んだ瞬間、口の中がナガタニエー

ンでした。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（石川隆大）

お知らせ

　本誌FRONTIERでは、読者

の皆様に役立つ情報提供に努め

ておりますが、掲載内容により、

発行日が前後する場合がありま

す。予めご了承ください。

当所広報係　TEL 24-1111

蓑虫や一人住まいが身について� 晃　

　　独り暮らしも気楽でいいもんだ

虫喰ひは森に返して栗拾ふ� しおん

　　キャッチ・アンド・リリース。森の肥料になるでしょう

豊作や我が家に過ぎた嫁が来て� 政　子

　　よその嫁は良く見えるというが、うらやましい

鰯雲「こまかいドーム」の円き屋根� 永見子

　　景観が変わりました （協力　すばる俳句会）
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今月のショーウインドー

キラめけっ 未来の主役！キラめけっ 未来の主役！キラめけっ 未来の主役！キラめけっ 未来の主役！ Vol.110Vol.110

大久保輝彦
税理士事務所

中
な か の わ た り

野渡 亜
あ こ

湖 さん
（21歳）

この仕事を選んだ理由
　税理士事務所の仕事に興味があった
ことや、福利厚生がしっかりしている
会社だったのでこの会社を選びました。
ですが、知識はほとんどない状態から
の仕事だったので正直、最初は不安で
したが職場の先輩方が何でも教えてく
れるので、楽しく仕事が出来ています。
 
担当の仕事は
　受付と確定申告や年末調整の補助業
務を担当しています。税理士事務所は
職場も静かで入りにくい雰囲気なので
受付での接客の際には明るく接するよ
うに心がけています。
 
心がけていること
　税理士事務所の仕事は正確さが大事
なので、今はスピードよりも正確な仕
事を心がけていますが、もう少し慣れ
てきたらスピーディーで正確な仕事が
出来るようになりたいです。
 

社会人になって
　学生時代は親や先生に言われたこと
をやっていましたが、社会人になりそ
れではいけないと思い、自分で考え行
動するようにしています。
　
休日は
　趣味は特にないのですが、猫が好き
なのでネコと遊んだりネコの動画を見
たりしています。　　　　　　
　社会人になり料理をできるようにな
りたいとも思っているのですが、料理
動画を見るばかりでなかなか始められ
ません（笑）。

今後の目標
　昨年は所得税・消費税・法人税の能
力検定３級を取得できたので、今年は
２級にチャレンジします。他には、簿
記の資格も取得したいと思い日々勉強
中です。

会員事業所さんで働く“未来の主役”を募集中です。自薦・他薦は問いません。ご連絡は当所広報担当まで　TEL 0176-24-1111

３６５　代表  芝崎　壽一郎　  ＨＰ：http://365.loco-siki.co.jp
所在地：十和田市東一番町10-9　TEL：0176-58-6941  FAX：0176-58-6942

【店舗情報】
Cross Fit
新しいフィットネスプログラム
が青森県に初出店。
TAiiKU
北東北初出店のフィットネス
クラブ。
Body Mente Powers
カイロプラクティックによる
ボディメンテナンス。
THE GRILL
オープンキッチンでジューシー
に焼き上げるグリル専門店。
７days Bakery
一つ一つ店内で焼き上げる
手づくりパンの専門店。
弘豚精肉商店
自慢の青森県産豚肉をはじめ、
品質もおいしさも厳選された
お肉専門店。
100％ LATTERIA
直営工場で作られた県産乳
100％のチーズ専門店
365 STANDARD CAFE
首都圏で話題のメニューやこ
だわりのコーヒーまで。ショッ
ピングが楽しめるコミュニティ
カフェ。
365 STANDARD Grocery
暮らしにゆとりができる
デイリー食品専門店。

七戸の食品加工会社㈱LOCO・SIKI
が、小売店・レストラン・フィットネ
スクラブなどの集まった複合商業施設
を７月にオープン！！

“心と体を元気にする”複合商業施設


