
取扱加盟店一覧(１０/１８現在) 

紳士服のコナカ十和田店 衣料品 

しまむら十和田店 衣料品 

ユニクロ十和田店 衣料品 

アベイル十和田店 

㈱七尾家具百貨店十和田店 家具 

ケーズデンキ十和田店 家電 

㈱ヤマダ電機テックランド十和田店 家電 

イオンスーパーセンター十和田店 総合スーパー 

㈱スーパーカケモ西金崎店 スーパーマーケット 

スーパーセンタートライアル十和田店 スーパーマーケット 

㈱ヤマヨ十和田店 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 

大 型 店 

ユニバース十和田西店 スーパーマーケット 

パワーズＵ十和田店 スーパーマーケット 

マックスバリュ十和田南店 スーパーマーケット 

サンドラッグ十和田東店 ドラッグストア 

サンドラッグ十和田西店 ドラッグストア 

スーパーシティアサヒ十和田店 ドラッグストア 

㈱薬王堂 十和田元町店 ドラッグストア 

コメリパワー十和田店 ホームセンター 

㈱サンデー十和田店 ホームセンター 

ＤＣＭサンワ十和田店 ホームセンター 

ＤＣＭホーマック十和田店 ホームセンター 

中 小 店 

㈲共栄社 クリーニング 

クリーニング シャトル十和田店 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 

クリーニングのブルースター アサヒ店 クリーニング 

クリーニングのブルースター 一番町店 クリーニング 

クリーニング 

誠洋舎クリーニング店 クリーニング 

㈲丸善クリーニング クリーニング 

クリーニング 

ラベージュ スーパーセンター十和田店 クリーニング 

ラベージュ十和田西ユニバース店 クリーニング 

ラベージュ切田通り店 クリーニング 

ラベージュ十和田ユニバース店 クリーニング 

おおはしカメラ 写真全般 

写真のオクヤマ十和田店 フォトスタジオ 

写真スタジオ おだしま 写真撮影 

高橋写真館 写真撮影 

玉川写真館 写真撮影・プリント 

沼岡カメラ 写真プリント 

㈲ふたば写真館 写真撮影・プリント 

協栄自動車整備協業組合 

㈲平自動車整備工場 自動車整備 

㈱十和田板金塗装整備工場 自動車整備・用品販売 

㈲中野自動車整備工場 自動車整備・車検・鈑金 

山崎モータース 自動車整備 

青森タクシー㈱十和田営業所 タクシー 

㈱三本木タクシー タクシー 

十和田タクシー㈱ タクシー 

㈲八甲タクシー タクシー 

ボディバランスケアａｍｏｎ 整体業・サプリメント 

健友館あきた整体院 整体 

美容室 アプリシエイト 美容院 

ヘアスタジオ S&A 理美容 

大山理容所 理容店 

髪師ジパング 理美容 

ＭＲ＆ＭＲＳ Ｈａｉｒ Ｊｉｐａｎｇ 理美容 

ＫＩＹＯ’Ｓ ＨＡＩＲ ＭＵＲＡＤＡＴＥ 理容店 

クリーン美容室 美容院 

㈲さち美容院 美容院 

ビューティサロン津吉 美容院 

美容室 パシオン 美容院 

ヘアーケアサロン プラッセ 美容院 

美容室ＬａｕＬｅ’ａ（ラウレア） 美容院 

ラン美容室 美容院 

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 

ヘアケアデザインるぽＮＥＥＤ 美容院・理容店 

ヘアーメイクるぽＺＥＳＴ 美容院 

㈱イーストツアー 旅行代理店 

十和田シティホテル レストラン、仕出し、宿泊 

ホテル 十和田荘 ホテル 

十和田湖レークサイドホテル ホテル 

野の花 焼山荘 旅館 

民宿 ひめます山荘 民宿 

市民の家 日帰り温泉 

ポニー温泉 公衆浴場 

十和田乗馬倶楽部 乗馬クラブ 

奥入瀬渓流温泉スキー場 スポーツ施設 

八甲田パノラマパークゴルフ場 スポーツ施設 

ボストン倶楽部 ビリヤード場、飲食 

靴工房 合鍵複製、靴修理 

㈱桜田造花店 葬祭業、仏壇仏具販売 

㈱十和田ビルサービス 

パソコンじゅく十和田教室 パソコン教室 

サ ー ビ ス 業 



中 小 店 

中華麺飯食堂 おによん 食堂 

たんちゃ亭 食堂 

天ぷら 奥入瀬 食堂 

サン・ロイヤルとわだ 飲食 

ラム善 飲食、精肉販売 

とん善 飲食 

四季の喰い切り 利休 食堂 

地ビール＆レストラン オアシス 食堂 

食事処 おいらせ 食堂 

かえで商店 食堂 

食堂 上高地 食堂 

お食事処 神田川 食堂 

食事処・民宿 桂月 食堂 

食堂 

みちのく園 食堂 

馬肉料理 吉兆 馬肉料理 

とんかつ処 とん喜 専門料理店 

かっぱ寿司 十和田店 寿司店 

すし侍 まさ木 寿司店 

麺食処あんじん亭 そば・うどん店 

いえのや 食堂 

中華そば 板橋 ラーメン店 

ラーメン処 とん吉 食堂 

麺道蘭 十和田店 食堂 

コーヒー＆パブ あんぱん 飲食店 

奥入瀬湧水館 喫茶店 

ｃｕｂｅ ｃａｆｅ＆ｓｈｏｐ カフェ・ショップ 

Koto’s cafe カフェ 

アトリエ花真 飲食・地場産品小売 

喫茶・宿 ポプリ 食事・ドリンク 

カフェ ミルマウンテン カフェ、雑貨 

鉄板焼き かぐら 

ホットチョット キッチンカー 

モスバーガー十和田東一番町店 ファーストフード店 

道とん堀 十和田店 お好み焼店 

㈱一心亭十和田店 焼肉レストラン 

牛角 十和田店 焼肉店 

焼肉ガーデン牛舎 焼肉店 

焼肉 牛楽館 焼肉店 

焼肉ホルモン華丸 ホルモン焼肉店 

焼肉・冷麺 ひびき レストラン 

レストラン ウッディ レストラン 

奥入瀬麦酒館 レストラン 

味蕾館 レストラン 

石窯ピザ オルトラーナ レストラン 

Ｇｒａｖｙ（グレイヴィー） レストラン 

信州屋 レストラン、お土産品 

すぱげ亭 レストラン 

ガーデンキッチン垂穂 

レストランとわだ レストラン 

和風レストランまるまつ十和田店 ファミリーレストラン 

海鮮居酒屋 イビザ 居酒屋 

居酒屋 えびす 居酒屋 

銀とら 居酒屋 

和食処 くり 居酒屋 

シャモしげ 居酒屋 

居酒屋だぶりゅー 居酒屋 

司 十和田バラ焼大衆食堂 居酒屋 

居酒屋 鳥十 居酒屋 

和海 居酒屋 

Ｌｏｕｎｇｅ ダイニングバー 

奈辺久 居酒屋・食堂 

居酒屋 呑兵衛 居酒屋 

十和田はつ花 居酒屋 

季節料理 はんなり 居酒屋 

与作 居酒屋 

Ｂａｒ Ｋ’ｓ バー 

Ｂａｒ Ｂｃｌｕｂ バー 

スナック CROSS スナック 

ナイトイン スキャンダル スナック 

スナック ビアン スナック 

カラオケボックス フェスタ カラオケボックス 

飲 食 業 

卸 売 業 ・ 建 設 業 ・ 製 造 業 

㈲アート印刷 印刷物 

㈱岩間印刷 印刷物 

マルタ稲本商事㈱ 酒・食品卸 

鳩正宗㈱ 酒類 

㈲インテリアヌマタ インテリア雑貨・カーテン 

㈲ニタドリ 建設・建築資材 

平野商事㈱ 建設資材 
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中 小 店 

江渡呉服店 衣料品 

エンプレス１９５ 婦人衣料品・靴 

相坂屋 衣料品 

レディースショップ クラージュ 衣料品 

外山洋品店 衣類 

田清商店 衣料品 

田清第一店舗 衣料品・日用雑貨 

モードショップ とーわ 婦人服 

テーラー中渡 衣料品 

お直し工房 ファッションカンパニー 衣料品 

㈲野月手袋店 

ワークショップのづき 

藤屋呉服店 衣料品 

おしゃれ衣料 古川 衣料品 

ブティック ポージィ 衣料品 

快眠・ギフトショップみぞぐち 衣料品 

山田衣料ストアー 衣料品 

ヤマダ東店 衣料品 

エレガンスショップ ゆーきゃん 衣料品 

ブティック リンデン 衣料品 

バースデイ十和田店 ベビー・子供用品 

シャンブル十和田店 雑貨・アウター 

エクセルワールド バッグ・財布・雑貨 

aｂｏｕｔ スポーツ・衣料 

ササキスポーツ スポーツ用品 

ジョイスポーツ スポーツ用品 

靴のイワキ 靴・はきもの 

菅原靴店 靴・はきもの 

㈲大巻時計本店 時計・眼鏡・補聴器 

かまもと 眼鏡・時計・補聴器 

白鳥時計店 時計・眼鏡・宝石 

眼鏡市場 十和田店 

メガネのタカハシ 眼鏡 

㈲田島生花店 生花店 

㈲はな仙 生花店 

花のしっぽ 生花店 

フローリスト十和田 生花店 

アロマショップ アネモネ 日用雑貨 

生地・手芸の店 やねに 生地・手芸・雑貨 

パッケージプラザ十和田 包装用品・食品容器 

松本茶舗 日用雑貨 

パッケージのまるふじ 包装用品 

和田商店 日用雑貨 

仏壇のなかむら 仏壇・仏具・神具等 

㈱青森ミシン商会十和田店 

ａｕショップ十和田 携帯電話機器 

ドコモショップ十和田店 携帯電話機器 

㈲大七書店 書店 

今泉コンピュータ パソコンショップ 

ＺＥＲＯ十和田営業所 イベント物販 

㈲西舘ガラス店 ガラス修理、アミ戸 

ストリームウッズ 家具・インテリア 

ホームセンター 

ホームセンター 

伊沢電器 家電 

㈱大竹電化センター 家電 

サカモト電器 家電 

ささもり電気 家電 

㈱電化堂 家電 

パナデン杉山電気 家電 

田中商工㈱ 冷暖房機器 

複合商業施設３６５ 

㈲船場青果 食料品 

道の駅とわだ 食料品 

十和田市観光物産センター 食料品 

石ヶ戸休憩所 食料品 

ＪＲバス子ノ口 食料品 

四季彩館（ろまんパーク） 食料品 

味楽工房 食料品 

㈲たかせ 土産品、ファストフード 

お土産とお食事の店 もりた 土産物店、食堂 

奥入瀬フィールドミュージアムショップ 

地酒とワインの店 遠田 酒類 

㈲上山酒店 酒類、食料品 

サークルマート クズマキ 酒・食品 

澤田酒店 酒類・食料品 

中村酒店 酒類・食料品・日用雑貨 

㈲沼田茂商店 酒のステップ 酒類 

ヤマザキＹショップ 吉金 酒類、食料品 

Ｙショップ 小栄 酒類、食料品 

お茶の駿河園 茶 

大久保精肉店 食肉店 

㈲共栄食品 食肉店 

さとしん精肉店 精肉店 

十和田馬肉屋 精肉店 

肉のあかさか 食肉店 

三共魚店 鮮魚 

立崎食品 焼とり・焼魚 

㈱大竹菓子舗 本店 菓子店 

㈱大竹菓子舗 十和田通り店 菓子店 

㈱お菓子のみやきん 十和田総本店 菓子店 

㈱お菓子のみやきん イオン十和田店 菓子店 

お菓子工房 菓音 菓子店 

京甘堂 菓子店 

黒子松屋 菓子店 

ケーキハウス白い森 十和田店 菓子店 

小 売 業 
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中 小 店 

中島菓子舗 和菓子店 

お菓子のいろどり 花咲庵 菓子店 

ふくだ菓子舗 洋菓子店 

パティスリーミサワ 菓子店 

ラグノオ十和田東店 菓子店 

ラグノオMV十和田南店 菓子店 

セブンイレブン十和田元町東店 コンビニエンスストア 

ファミリーマート十和田千歳森店 コンビニエンスストア 

ファミリーマート十和田元町東店 コンビニエンスストア 

ファミリーマート十和田西二番町店 コンビニエンスストア 

ファミリーマート十和田西三番町店 コンビニエンスストア 

ファミリーマート十和田並木西店 コンビニエンスストア 

ファミリーマート十和田穂並町店 コンビニエンスストア 

ファミリーマート十和田バイパス店 コンビニエンスストア 

ファミリーマート十和田相坂店 コンビニエンスストア 

ミニストップ十和田中央店 コンビニエンスストア 

ミニストップ十和田北里大学店 コンビニエンスストア 

ミニストップ十和田三本木店 コンビニエンスストア 

ローソン十和田池ノ平店 コンビニエンスストア 

ローソン十和田元町西二丁目店 コンビニエンスストア 

ローソン十和田東十一番町店 コンビニエンスストア 

ローソン十和田東二番町店 コンビニエンスストア 

ローソン十和田官庁街通店 コンビニエンスストア 

ローソン十和田市立中央病院店 コンビニエンスストア 

ローソン十和田三小通店 コンビニエンスストア 

ローソン十和田東四番町店 コンビニエンスストア 

Ｙショップ北里大学十和田キャンパス店 コンビニエンスストア 

㈱スーパーカケモ三小通り店 スーパーマーケット 

㈱スーパーカケモ切田通り店 スーパーマーケット 

マックスバリュ北園店 スーパーマーケット 

コスメハウス イフ 化粧品 

オバラ化粧品 化粧品 

寺沢化粧品店 化粧品・洋品 

くみちゃん本舗 岩城ガス店 健康食品・自然化粧品など 

くすりと健康の天空堂 薬店 

ハッピー調剤薬局 十和田西金崎店 調剤薬局 

ひまわり調剤薬局 調剤・OTC・食品 

細川薬局 薬・健康食品・化粧品ほか 

クスリの細川 薬・健康食品・化粧品ほか 

ほてい堂薬局 

ほなみ薬局 本店 薬局 

ほなみメディカル 薬店 

まつや保健堂 医薬品・健康食品 

宮薬局 医薬品 

㈲吉田薬局 薬・化粧品 

ツルハドラッグ十和田店 ドラッグストア 

ツルハドラッグ十和田南店 ドラッグストア 

ツルハドラッグ十和田東店 ドラッグストア 

ハッピードラッグ元町東店 ドラッグストア 

ハッピードラッグ穂並町店 ドラッグストア 

ハッピードラッグ西金崎店 ドラッグストア 

㈱薬王堂 十和田東店 ドラッグストア 

㈱薬王堂 十和田稲吉店 ドラッグストア 

㈱薬王堂 十和田三本木店 ドラッグストア 

自転車専科ナカムラ 自転車販売・修理 

青森ダイハツモータース十和田店 自動車販売・整備 

Ｈｏｎｄａ Ｃａｒｓ十和田中央 自動車販売・整備 

タイヤ販売・修理 

㈲タイヤガーデン十和田 タイヤ販売・交換作業 

田中燃料店 燃料（ガス・灯油） 

紺野商事㈱ （ｃａｒｅｎｅｘ) ガソリンスタンド 

ガソリンスタンド 

ガソリンスタンド 

ガソリンスタンド 

㈲三本木燃料 ガス・ショールーム ＬＰガス機器・石油機器等 

㈲高渕石油店 （昭和シェル石油） ガソリンスタンド 

㈱田島石油 （ＥＮＥＯＳ） ガソリンスタンド 

㈱田中石油店 （コスモ石油） ガソリンスタンド 

田中商工㈱東給油所 （昭和シェル石油） ガソリンスタンド 

ガソリンスタンド 

ガソリンスタンド 

ガソリンスタンド 

焼山給油所 （コスモ石油） ガソリンスタンド 

小 売 業 
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