
今泉コンピュータ 
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 
クリーニングのブルースター 十和田店 
酒のステップ 
白鳥時計店 
㈲大七書店 
田中商工㈱ 十和田南ＳＳ 
テーラー中渡 
中島菓子舗 
㈲沼田茂商店 
ふくだ菓子舗 
藤屋呉服店 
ブティック ポージィ 

Ｍ．ｈａｎｚａｋｉ ｈａｉｒ ｄｅｓｉｇｎ 
㈱大竹菓子舗 十和田通り店 
カメラのナカサン 
さくらアカデミー 
さち美容院 本店 
セブン-イレブン 十和田西一番町店 
田清商店 
田中商工㈱ マイハート１０２ＳＳ 
中央調剤薬局 十和田市立中央病院前支店 
ツルハドラッグ 十和田店 
㈲八甲タクシー 
パナデン杉山電気 
ひまわり調剤薬局 
美容室パシオン 
ブティック リンデン 
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 
ペア―ハウスるぽ中央病院店 
ローソン 十和田市立中央病院店 いえのや 

㈱岩間印刷 
魚民 十和田稲生町店 
エクセルワールド 
江渡呉服店 
エンプレス１９５ 
相坂屋 
オバラ化粧品店 
靴のイワキ 
コスメハウス イフ 
自転車専科ナカムラ 
㈲田島生花店 
東京靴流通センター 十和田稲生町店 
㈲はな仙 
カラオケＢＯＸ フェスタ 
細川薬局 
ほてい堂薬局 
松本茶舗 
ＭＳ＆ＭＲＳ Ｈａｉｒ Ｊｉｐａｎｇ 
快眠・ギフトショップみぞぐち 
＜Art Station TOWADA内＞ 
 司 バラ焼き大衆食堂 
 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 

居酒屋えびす 
㈱三本木タクシー 
ジョイスポーツ 
菅原靴店 
セブン-イレブン十和田稲生町店 
田清第一店舗 
谷村食堂 
ドコモショップ 十和田店 
㈱七尾家具百貨店 十和田店 
㈲西舘ガラス店 
パッケージプラザ十和田 
生地・手芸やねに 
ラン美容室 
ローソン 十和田官庁街通店 

㈱大竹電化センター 
くすりと健康の天空堂 
くぼでんき 
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 
サンドラッグ 十和田西店 
㈱スーパーカケモ 切田通り店 
立崎食品 
寺沢化粧品店 
十和田中央薬局 西店 
十和田デイサービスセンター 
十和田馬肉屋 
十和田ホームヘルパーセンター 
奈辺久 
肉のあかさか 
ハッピー・ドラッグ 西金崎店 
馬肉料理 吉兆 
ビューティーサロン津吉 
美容室 山野 
エレガンスショップゆーきゃん 
ユニバース 十和田西店 
レストランとわだ 
ローソン 十和田切田通店 

青森タクシー㈱ 十和田営業所 
㈱大竹菓子舗 本店 
㈱大竹菓子舗 ヤマヨ店 
㈱小笠原新聞店 
京甘堂 大学通り店 
㈱桜田造花店 
さち美容院 グランドホール店 
さらん・さらん 十和田店 
三共魚店 
サンドラッグ 十和田東店 
ストリームウッズ 
ダイソー ユニバース十和田東ＳＣ店 
田中商工㈱ 十和田東ＳＳ 
つり具 ＮＥＷ ＢＥＬＬ ＷＯＯＤ 
ツルバドラッグ 十和田東店 
㈱電化堂 
トコス整骨院 
十和田倶楽部 
十和田中央薬局 
㈱十和田板金塗装整備工場 
弐萬圓堂 十和田本店 
ふく屋 
丸善クリーニング 
眼鏡市場 十和田店 
モスバーガー 十和田東一番町店 
ヤマダ 東店 
㈱ヤマヨ 十和田店 
ユニバース 十和田東店 
ほなみメディカル 
ラグノオ ユニバース十和田東店 

輸入雑貨メッセージ 
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㈱ Ｔ-ＵＰ十和田店 
青森トヨペット㈱ 十和田店 
㈲大柳新聞店 
髪師ジパング 
㈲上山酒店 
餃子食堂 
クスリの細川 
Ｇｒａｖｙ 
河野スポーツ 
コメリパワー 十和田店 
紺野建設㈱ 
紺野商事㈱ 
㈲三本木燃料 コスモ石油 十和田東給油所 
サン・ロイヤルとわだ 
㈱スーパーカケモ 三小通り店 
スーパーセンタートライアル 十和田店 
すぱげ亭 
セブン-イレブン 十和田三小通り店 
セブン-イレブン 十和田東十四番町店 
ダイソー アクロスプラザ十和田店 
㈲平自動車整備工場 
㈲玉川写真館 
ファッション市場 長吉屋 十和田店 
ＴＳＵＴＡＹＡ 十和田店 
ツルバドラッグ 十和田南店 
トヨタレンタリース青森 十和田店 
十和田タクシー㈱ 
ナイトイン スキャンダル 
西松屋チェーン アクロスプラザ十和田南店 
㈲野月手袋店 
割烹 八丁 
花咲庵 
Ｂａｒ Ｂ Ｃｌｕｂ 
ビアプラザ ピルゼン 
お菓子のみやきん 十和田総本店 
メガネの大学堂 
メガネのタカハシ 
㈱薬王堂 十和田稲吉店 
㈱薬王堂 十和田東店 
㈲吉田薬局 
ヘアーメイクるぽ ｇｒａｓａ 
ローソン 十和田三小通店 
ローソン 十和田東二十三番町店 
Ｙショップ 北里大学十和田キャンパス店 

共栄社クリーニング 
沢口スタジオ 
㈲三本木燃料 ガス・ショールーム 
㈱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 
ピザテンフォー 青森十和田店 
ほっかほっか亭 穂並町店 
ほなみ薬局 本店 
まつや保健堂 
㈱ヤマダ電機 テックランド十和田店 
やまや 十和田店 
洋服の青山 十和田店 
ローソン 十和田穂並町店 

イオンスーパーセンター 十和田店 
ダイソー イオン十和田店 
バッグコレクション モリタ 
プラスハート 
マックハウス イオンスーパーセンター十和田店 
お菓子のみやきん イオンＳＣ十和田店 
メガネスーパー イオン十和田店 

ＡＢＣ-ＭＡＲＴ 十和田店 
ＥＮＥＯＳグローブエナジー㈱ 十和田営業所 
からだ元気治療院 十和田店 
協栄自動車整備協業組合 
クリーニングのブルースター アサヒ店 
㈱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 
藤坂歯科診療所 
マックスバリュ 十和田南店 
ラグノオ マックスバリュ十和田南店 

道の駅とわだ 
ユニクロ 十和田店 
ヘアーメイクるぽ ＺＥＳＴ 

クリーニングのブルースター カケモ店 
黒子松屋 
コメリ ハード＆グリーン 十和田西店 
ササキ石油販売㈱ ＡＭ１給油所 
㈱スーパーカケモ 西金崎店 
㈱田中石油店 
㈱十和田ビルサービス 
十和田訪問看護ステーション 
グループホームふるさと十和田 
ポニー温泉 
老人保健施設みのり苑 
ローソン 十和田赤沼店 
ローソン 十和田三本木並木西店 

食事処おいらせ 
奥入瀬麦酒館 
観光物産館「四季彩館」 
ササキ石油販売㈱ 十和田湖町給油所 
㈱サンデー ホームマート十和田湖店 
総合衣料の田清 
外山洋品店 
みちのく園 
味蕾館 
味楽工房 
ローソン 十和田湖町店 
Ｙショップ小栄 
和田商店 

中村酒店 
山崎モータース 

石ヶ戸休憩所 
奥入瀬渓流館 
奥入瀬湧水館 
ゲレンデハウス 
昭和シェル石油 十和田湖(給) 
十和田湖温泉スキー場 
野の花 焼山荘 
八甲田パノラマパークゴルフ場 
焼山給油所 
遊魚荘 

ＪＲバス子ノ口 
春山荘 
㈲たかせ 
十和田湖双胴船 
ホテル十和田荘 
お土産とお食事の店 もりた 

ボディバランスケアａｍｏｎ 
㈲坂本タイヤセンター 
ガーデンキッチン垂穂 
㈲十和田中央ホンダ 
ひがし調剤薬局 
ローソン 十和田バイパス店 

㈱青森ダイハツモータース 十和田店 
ａｂｏｕｔ 
いちい薬局 十和田店 
芋田電気㈱ 
天ぷら 奥入瀬 
オートバックス十和田 
軽プラザ サンライズ十和田店 
ケーズデンキ 十和田店 
幸楽苑 十和田店 
紳士服のコナカ 十和田店 
タイヤ館十和田 
ＤＣＭサンワ 十和田店 
ＤＣＭホーマック㈱ 十和田店 
十和田テクノエイドサービス 
ハードオフ・オフハウス 十和田店 
ハッピー・ドラッグ 十和田店 
美容室アプリシエイト 
平野商事㈱ 
ファミリープラザとわだ 
焼肉レストラン 一心亭 十和田店 
㈱薬王堂 十和田元町店 
ローソン 十和田元町西二丁目店 
ワークショップのづき 
Ｗｏｎｄｅｒ Ｇｏｏ 十和田店 


