
リフォーム 

取扱加盟店一覧 (９/２３現在) 

イオンスーパーセンター十和田店 スーパーマーケット 

ケーズデンキ十和田店 電器店 

㈱サンデー十和田店 ホームセンター 

紳士服のコナカ十和田店 紳士服店 

㈱スーパーカケモ 西金崎店 スーパーマーケット 

スーパーシティアサヒ十和田店 薬店 

スーパーセンタートライアル十和田店 ディスカウントストア 

ＤＣＭホーマック㈱十和田店 ホームセンター 

大 型 店 

中 小 店 

喫茶 あんぱん 喫茶店 

Ｕｎｂｒｅａｋａｂｌｅ カフェ 

いえのや 飲食店 

焼肉レストラン一心亭 十和田店 焼肉店 

食事処 おいらせ 飲食店 

奥入瀬麦酒館 飲食店 

奥入瀬湧水館 喫茶店 

中華麺飯食堂 おによん 中華料理店 

かえで食堂 食堂 

ガーデンキッチン垂穂 飲食店 

カフェミルマウンテン カフェ 

食堂 上高地 食堂 

馬肉料理 吉兆 飲食店 

焼肉 牛楽館 焼肉店 

銀とら 居酒屋 

Ｇｒａｖｙ(グレイヴィー) 飲食店 

ゲストルーム アン スナック 

餃子食堂 飲食店 

食事処 民宿 桂月 食堂、民宿 

やきとりおでん しずく 居酒屋 

すぱげ亭 パスタ店 

居酒屋だぶりゅー 居酒屋 

たんちゃ亭 食堂 

司 十和田バラ焼き大衆食堂 飲食店 

Ｔｅａ Ｒｏｏｍ イフ 喫茶店 

Ｔｏｓｈｉ’ｓ ＤＩＮＥＲ 移動販売 

十和田倶楽部 レストラン 

十和田シティホテル 飲食店、弁当 

十和田食堂 食堂 

十和田 はつ花 そば、居酒屋 

とんかつ処 とん喜 飲食店 

ナイトイン スキャンダル スナック 

和海 居酒屋 

奈辺久 飲食店 

子の口湖畔食堂 食堂 

ＮｏëＬ -ノエル- スナック 

居酒屋 呑兵衛 居酒屋 

Ｂａｒ Ｋ’ｓ バー 

ＢＡＲ 新和三 バー 

Ｂａｒ Ｂ club バー 

居酒屋 華丸 居酒屋 

季節料理はんなり 居酒屋 

食事処 ぶん 飲食店 

ビリヤーズカフェ ボストン倶楽部 ビリヤーズカフェ 

ホットチョット キッチンカー 

すし侍 まさ木 すし店 

Ｐｕｂ Ｈｏｕｓｅ ＭＡＲＲＳ パブ 

みちのく園 食堂 

味蕾館 ステーキハウス 

居酒屋 よろず屋 居酒屋 

Ｌｏｕｎｇｅ 居酒屋 

レストラン ウッディ レストラン 

和風レストランとわだ 飲食店 

パワーズＵ十和田店 スーパーマーケット 

㈱薬王堂十和田元町店 薬店 

㈱ヤマダ電機テックランド十和田店 電器店 

㈱ヤマヨ十和田店 スーパーマーケット 

ユニクロ十和田店 衣料品店 

ユニバース十和田西店 スーパーマーケット 

ユニバース十和田東店 スーパーマーケット 

飲 食 業 

卸 売 業 

㈲ニタドリ 建築、土木建築材料 田中商工㈱ 

建 設 業 



取扱加盟店一覧 (９/２３現在) 

中 小 店 

サ ー ビ ス 業 

青森タクシー㈱十和田営業所 タクシー 

㈱イーストツアー 旅行業 

㈱岩間印刷 印刷 

大山理容所 理容店 

㈲共栄社 クリーニング 

ＫＩＹＯ’Ｓ ＨＡＩＲ ＭＵＲＡＤＡＴＥ 理容店 

クリーニングのブルースターカケモ店 クリーニング 

クリーニング 

クリーニングのブルースター十和田店 クリーニング 

湖畔の宿 民宿 和み 民宿 

(一財）済誠会サン・ロイヤルとわだ イベントホール 

さくらアカデミー 塾・進学教室 

㈲さくら商事 香典返し・引出物など 

㈲さち美容院 美容院、貸衣裳 

㈱三本木タクシー タクシー 

市民の家 温泉浴場 

写真スタジオ おだしま 写真館 

写真のオクヤマ十和田店 写真館、カメラ店 

誠洋舎クリーニング店 クリーニング 

㈲平自動車整備工場 自動車整備 

高橋写真館 写真館 

とわだこ賑山亭 旅館 

十和田乗馬倶楽部 乗馬クラブ 

十和田タクシー㈱ タクシー 

野の花 焼山荘 旅館 

㈲八甲タクシー タクシー 

八甲田パノラマパークゴルフ場 パークゴルフ場 

美容室パシオン 美容院 

美容室 山野 美容院、貸衣裳 

㈲ふたば写真館 

ヘアーケアーサロン プラッセ 美容院 

ヘアケアデザインるぽＺＥＳＴ 美容院 

ヘアケアデザインるぽＮＥＥＤ 美容院、理容店 

ヘアーハウスるぽ中央病院店 理容店 

ヘアーメイクるぽｇｒａｓａ 美容院 

ボディバランスケアａｍｏｎ 整体 

ホテル十和田荘 ホテル 

ポニー温泉 温泉浴場 

㈲丸善クリーニング クリーニング 

三八五観光㈱十和田支店 旅行業 

ラン美容室 美容院 

小 売 業 

ａｂｏｕｔ スポーツショップ 

石ヶ戸休憩所 みやげ品 

今泉コンピュータ コンピューター 

エクセルワールド 宝石・貴金属店 

ａｕショップ十和田 携帯電話サービス 

地酒とワインの店 遠田 酒店 

奥入瀬渓流館 みやげ品 

㈱相坂屋 衣料品店 

大久保精肉店 食肉店 

㈱大竹菓子舗十和田通り店 菓子店 

㈱大竹菓子舗魔女のスイーツ工房 菓子店 

㈱大竹電化センター 電器店 

おおはしカメラ カメラ店 

大巻時計本店 時計・眼鏡・補聴器 

㈲大柳新聞店 新聞店 

菓子店 

㈱お菓子のみやきん十和田総本店 菓子店 

お茶の駿河園 茶販売 

オバラ化粧品店 化粧品販売 

お菓子工房 菓音 洋菓子店 

かまもと 眼鏡・時計・補聴器 

かみやま酒店 酒店 

からあげ屋さん 総菜店 

観光物産館「四季彩館」 みやげ品 

北のギフト館 贈答品店 

ギフトギャラリー メッセージ 輸入雑貨店 

京甘堂 菓子店 

くすりと健康の天空堂 薬店 

クスリの細川 薬局 

靴のイワキ 靴店 

くぼでんき 電器店 

レディースショップ クラージュ ブティック 

黒子松屋 菓子店 

渓流の駅奥入瀬 奥入瀬ガーデン みやげ品 

渓流の駅奥入瀬 とれたて市 みやげ品 

ケーキハウス白い森 洋菓子店 

コスメハウス イフ 化粧品販売 

サカモト電器 電器店 

㈱桜田造花店 仏壇・仏具、葬祭業 

サークルマート クズマキ 酒店 

酒のステップ 酒店 

ササキ石油販売㈱ＡＭ１給油所 ガソリンスタンド 

ササキ石油販売㈱十和田湖町給油所 ガソリンスタンド 

ささもり電気 電器店 



取扱加盟店一覧 (９/２３現在) 

小 売 業 

さとしん精肉店 食肉店 

㈲澤田商店 酒店 

ＪＲバス子ノ口 みやげ品 

ジョイスポーツ スポーツショップ 

ガソリンスタンド 

白鳥時計店 時計店 

菅原靴店 靴店 

㈱スーパーカケモ切田通り店 スーパーマーケット 

㈱スーパーカケモ三小通り店 スーパーマーケット 

外山洋品店 洋品店 

㈲大七書店 書店 

㈲タイヤガーデン十和田 自動車タイヤ販売 

㈲田島生花店 生花店 

田清商店 呉服店 

田清第一店舗 衣料品店 

田中商工㈱東給油所 ガソリンスタンド 

田中商工㈱マイハート１０２給油所 ガソリンスタンド 

田中商工㈱南給油所 ガソリンスタンド 

㈱田中石油店 ガソリンスタンド 

ツルハドラッグ十和田店 薬店 

ツルハドラッグ十和田東店 薬店 

ツルハドラッグ十和田南店 薬店 

㈱電化堂 電器店 

十和田市観光物産センター みやげ品 

十和田石油㈱セルフ切田通りＳＳ ガソリンスタンド 

十和田石油㈱十和田元町ＳＳ ガソリンスタンド 

十和田馬肉屋 食肉店 

ナカサンカメラ 写真プリント、カメラ店 

中島菓子舗 菓子店 

中村酒店 酒店 

㈱七尾家具百貨店十和田店 家具店 

肉のあかさか 食肉店 

㈲西舘ガラス店 ガラス店 

オリジナルグッズ、書籍 

㈲野月手袋店 作業服店 

パッケージプラザ十和田 手芸店 

パッケージまるふじ 包装・梱包資材 

ハッピー・ドラッグ十和田店 薬店 

ハッピー・ドラッグ西金崎店 薬店 

ハッピー・ドラッグ穂並町店 薬店 

パティスリーミサワ 洋菓子店 

花咲庵 和菓子店 

パナデン杉山電気 電器店 

花のしっぽ 生花店 

ひまわり調剤薬局 薬局 

ふくだ菓子舗 洋菓子店 

仏壇のなかむら 仏壇・仏具・神具 

ブティック ポージィ ブティック 

ブティック リンデン ブティック 

㈲船場青果 青果物店 

㈲細川薬局 薬局 

ほてい堂薬局 薬局・化粧品販売 

松本茶舗 茶販売、陶磁器店 

まつや保健堂 薬店・化粧品販売 

快眠ギフトショップ みぞぐち 寝具店 

道の駅とわだ 道の駅 

ミニストップ十和田北里大学店 コンビニエンスストア 

味楽工房 乳製品 

メガネのタカハシ めがね店 

モードショップとーわ 婦人服店 

お土産とお食事の店 もりた みやげ品、食堂 

やきとりもも太郎 焼鳥店 

㈱薬王堂十和田稲吉店 薬店 

㈱薬王堂十和田東店 薬店 

焼山給油所 ガソリンスタンド 

やねに 手芸店 

ヤマザキＹショップ吉金商店 酒店 

山田衣料ストアー 衣料品店 

ヤマダ東店 衣料品店 

エレガンスショップ ゆーきゃん 婦人服店 

吉田薬局 薬局・化粧品販売 

ローソン十和田三小通店 コンビニエンスストア 

Ｙショップ小栄（さかやかまど） 酒店 

ワークショップのづき 作業服店 

和田商店 雑貨店 


