
認定番号 事業者名 住所 備考

生活協同組合コープあおもり 青森市柳川２丁目４－２２
　和徳店 弘前市野田１－１－２７
　西弘店 弘前市中野１－１３－１
　松原店 弘前市東松原３－２－９
　るいけ店 八戸市南類家３－１－１

18-Ｔ002 川越せんべい店 上北郡おいらせ町下明堂３０－１１
イオンリテール（株）東北カンパニー 宮城県仙台市青葉区中央３－３－３
　イオン八戸田向店 八戸市大字田向字毘沙門平２７－１
　イオン青森店 青森市緑３－９－２
　イオン藤崎店 南津軽郡藤崎町大字西豊田１－７－１
　イオンつがる柏店 つがる市柏稲盛幾世４１
　イオン七戸十和田駅前店 上北郡七戸町字荒熊内６７番地９９０
　イオン下田店 上北郡おいらせ町中野平４０－１
（株）伊徳 秋田県大館市清水四丁目４番１５号
　いとく平賀店 平川市本町平野８－７
　いとく板柳店 板柳町大字福野田字実田１９－１
　いとく浪岡店 青森市浪岡大字女鹿沢字東種本１５－１
　いとくアルカディア店 弘前市大字扇町３－１－１

18-Ｔ006 八戸グランドホテル 八戸市番町１４
18-Ｔ007 （株）八戸パークホテル 八戸市吹上一丁目１５番９０号
18-Ｔ008 （株）八戸プラザホテル 八戸市柏崎一丁目６－６
18-Ｔ009 グランドサンピア八戸 八戸市東白山台１－１－１
18-Ｔ010 （株）オリワン　きざん八戸 八戸市長苗代前田３２－１

（有）北のグルメ都市 八戸市卸センター二丁目５－１８
　魚工房　しおさい
　口福招き処　ねこ
　貝の店　もっこり
　旨味処　わらじ
　味のめん匠
　新鮮酒場　寿々
　八戸・旬・炉端宝船
　おばんざい処　華
　八戸の魚介処　懐かし屋
　お台どころ　ねね
　焼きとり・おでん　鳥将
　炉ばた　八戸太郎
　みろくの串　へちま
　よろず屋　伊知郎
　うまっこ　い～ちゃん
　洋食堂　ヴィエント
　八戸のうまいもんや　寿庵
　海の幸　美味
　みろくバル　ＨＡＣＨＩ
　蒸し料理　蒸籠（むしかご）
　旨味処　あんど
　呑処　そろそろ
　むつみなとの　マンキ食堂
　八戸の田舎料理　田舎子（じゃいご）
　ととや烏賊煎

八戸屋台村みろく横丁

八戸市三日町２５・八戸市六日町１０

18-Ｔ001

18-Ｔ003

18-Ｔ004

18-Ｔ012

もったいない・あおもり食べきり推進オフィス・ショップ
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青森県民生活協同組合 青森市浜館３－７－７
　青森県民生協　つくだ店 青森市中佃２－１９－２３
　青森県民生協　金沢店 青森市浪館泉川２０－５
　青森県民生協　八重田店 青森市造道３－２５－９
　青森県民生協　新城店 青森市石江字江渡５２－３
　青森県民生協　はまなす館 青森市羽白字沢田３０６－１
　青森県民生協　コスモス館 青森市富田３－１６－８
　青森県民生協　ひまわり館 青森市浜館６－４－１
　青森県民生協　あじさい館 青森市松原３－９－２
　青森県民生協　さくら館 青森市桜川６－１２－５
　青森県民生協　アカシア館 青森市柳川２－４－２２
　青森県民生協　あやめ館 青森市三内丸山１１－７
　青森県民生協　おいらせ店 上北郡おいらせ町牛込平７３－１
（株）イトーヨーカ堂 東京都千代田区二番町８番地８
　イトーヨーカドー弘前店 弘前市大字駅前３－２－１
　イトーヨーカドー五所川原店 五所川原市大字唐笠柳字藤巻５１７－１
　イトーヨーカドー八戸沼館店 八戸市沼館４－７－１１１
　イトーヨーカドー青森店 青森市浜田１－１４－１

18-Ｔ016 割烹さんりく 八戸市六日町２３
18-Ｔ017 そば処　正嵐 青森市古川１－２－１
18-Ｔ018 こうさかや精肉 青森市長島１－６－３
18-Ｔ019 （株）中三　弘前店 弘前市土手町４９－１
18-Ｔ021 特定非営利活動法人　青森県消費者協会 青森市中央三丁目２０番３０号 オフィス
18-Ｔ023 青森県町村会 青森市新町二丁目４－１　県共同ビル２階 オフィス

ＪＲ東日本東北総合サービス（株） 岩手県盛岡市盛岡駅前通１－４１
　ドトールコーヒーショップ新青森駅店 青森市大字石江字高間１４０－２　新青森駅２F

18-Ｔ025 山崎食堂 南津軽郡大鰐町大字大鰐字前田３４－２１
（株）ユニバース 八戸市大字長苗代字前田８３番地１
　沖館店 青森市沖館１－１３－１
　三内店 青森市大字三内字稲元１２０－１
　大野店 青森市西大野３－１－２
　青柳店 青森市青柳２－９－２５
　筒井店 青森市大字筒井字八ッ橋７３－１
　東青森店 青森市大字田屋敷字増田１６－２
　東バイパス店 青森市八重田４－２－１
　五所川原東店 五所川原市大字唐笠柳字藤巻６４５
　堅田店 弘前市青山２－２３－１
　南大町店 弘前市南大町１－１０－１
　城東店 弘前市大字早稲田４－２－２
　松原店 弘前市大字松原東１－３－１
　Uマート桔梗野店 弘前市大字桔梗野２－１１－１
　黒石富士見店 黒石市富士見１１１
　黒石駅前店 黒石市ぐみの木３－６５－２
　下長店 八戸市下長４－１－１
　根城店 八戸市根城４－１０－１
　八戸ニュータウン店 八戸市北白山台５－１－７
　南類家店 八戸市南類家２－９－５
　小中野店 八戸市小中野３－２４－１３
　新井田店 八戸市大字新井田字法光野２３－６
　湊高台店 八戸市湊高台７－１－２５
　白銀店 八戸市白銀４－１４－２
　桔梗野店 八戸市大字市川町字桔梗野上１９－２２

18-Ｔ026

18-Ｔ014

18-Ｔ013

18-Ｔ024
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（株）ユニバース 八戸市大字長苗代字前田８３番地１
　ビックハウス湊店 八戸市大字湊町字穴畑６
　百石店 上北郡おいらせ町上明堂４６－１
　福地店 三戸郡南部町大字苫米地字白山堂２－１０
　階上店 三戸郡階上町大字道仏字耳ヶ吠４３－３７０
　三戸八日町店 三戸郡三戸町大字八日町１２－２
　三沢堀口店 三沢市大字三沢字堀口１１７－２５
　松園町店 三沢市松園町３－５－１
　上北町店 上北郡東北町旭北１－６８０－１
　パワーズU十和田店 十和田市穂並町６－１
　十和田東店 十和田市東一番町４－１４
　十和田西店 十和田市西二十三番町２４－１７
　むつ旭町店 むつ市旭町４－２０
　むつ柳町店 むつ市柳町３－１７－１
　八戸デリカセンター 八戸市北インター工業団地２－１－２３

18-Ｔ027 （株）スーパーストア　鶴田フッドリバーモール店 北津軽郡鶴田町鶴田中泉２４５－１
（株）スイーツ・ワールド 弘前市境関一丁目５－４
　北の綿雪　さくら野弘前本部 弘前市城東北３－１０－１　さくら野弘前店１F
　不二家　さくら野弘前店 弘前市城東北３－１０－１　さくら野弘前店１F

18-Ｔ029 津軽弘前屋台村(株) 弘前市大字百石町２番地１
18-Ｔ030 (株)大丸モアナ 弘前市土手町２４
18-Ｔ031 （株）さくら野百貨店　青森本店 青森市新町一丁目１３番２号
18-Ｔ032 （株）中三 青森市新町一丁目７番１号
18-Ｔ033 マグワートトマト 青森市古川一丁目１４－３　ブラックボックス１階A
18-Ｔ034 和田珈琲 青森市古川一丁目１４－３　ブラックボックス１階
18-Ｔ037 喫茶クレオパトラ 青森市新町２－８－４
18-Ｔ038 居酒屋ぎんれい つがる市木造有楽町５０
18-Ｔ039 三浦食堂 つがる市木造有楽町３３－１
18-Ｔ040 寿司居酒屋よし つがる市木造有楽町３４
18-Ｔ041 華かるこ つがる市木造若緑５９－１
18-Ｔ042 ごさや寿司 つがる市木造千代町２３
18-Ｔ043 神武食堂 つがる市木造宮崎１－１０
18-Ｔ044 赤とんぼ 青森市新町２－２－５
18-Ｔ045 鮨処あすか新町店 青森市新町１－１－２２　アラスカ会館１F
18-Ｔ046 （株）アラスカ 青森市新町１－１－２２
18-Ｔ047 （株）サンライズ 上北郡東北町旭南三丁目２９６－２

（株）よこまち 八戸市尻内町八百刈３９－３
　よこまちストア　田面木店 八戸市田面木字田面木１
　よこまちストア　一番町店 八戸市尻内町字八百刈２７
　よこまちストア　旭ヶ丘店 八戸市新井田字小久保尻１６－４
　よこまちストア　吹上店 八戸市吹上５－７－８８
　よこまちストア　新井田店 八戸市新井田西３－９－５
　よこまちストア　三沢店 三沢市岡三沢２－１－５
　よこまちストア　五戸店 三戸郡五戸町字下モ沢向２５－３

18-Ｔ049 新産レミコン（株） 十和田市大字相坂字高清水７８番地４５５ オフィス

18-Ｔ050 株式会社協同 青森市堤町二丁目１番１号 オフィス

18-Ｔ051 FARM CAFÉ orta 十和田市稲生町１５－１３
18-Ｔ052 ハピたの　かふぇ（NPO子どもセンターハピたの） 十和田市稲生町１６－４３
18-Ｔ053 有限会社えびす 十和田市稲生町１２－３９

有限会社ループ 三沢市大字三沢字上屋敷１６３番地６３
　有限会社ループ　戸崎営業所 三沢市大字三沢字戸崎１０１－３９４
　有限会社ループ　六戸営業所 上北郡六戸町大字犬落瀬字下久保２３５－２

18-Ｔ055 日本生命保険相互会社青森支社 青森市長島二丁目２５番３号 オフィス

19-T001 アジア酒場　Chakras 八戸市岩泉町１１　ハーモニカ横町
19-T002 中華そば　きた倉 青森市青柳１－７－２９　コーポランド1階
19-T003 S・プランニング 上北郡おいらせ町緑が丘８－５０－１５２８ オフィス
19-T004 フリースペース 上北郡七戸町字七戸２９７－３　インテリアユニオン石原店舗内 オフィス

18-Ｔ028

18-Ｔ048

18-Ｔ054

18-Ｔ026
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19-T005 株式会社外舘電気 八戸市桜ヶ丘４－３１－３ オフィス
ＪＲ東日本東北総合サービス（株）盛岡支店 岩手県盛岡市盛岡駅前通１－４１ 青森営業所分

　キリンシティ青森店 青森市柳川１－２－３　ラビナ1階
　ブナの森弁当販売 青森市大字石江字高間１４０－２
　そば処ブナの森 青森市大字石江字高間１４０－２
ＪＲ東日本東北総合サービス（株）盛岡支店 岩手県盛岡市盛岡駅前通１－４１ 八戸営業所分

　シーガルタウンぽっぷらっぷ 八戸市内丸１－６－４
　八戸弁当売店 八戸市大字尻内町字館田２－２
　そば処はやて八戸店 八戸市大字尻内町字館田２－２

21-T001 有限会社リミックス 上北郡おいらせ町浜道１７８－５ オフィス
21-T002 株式会社三浦組 南津軽郡藤崎町大字葛野字岡元１８－３ オフィス
21-T003 特定非営利活動法人ハッピーエンジェル 八戸市吹上１－１５－２５ オフィス
21-T004 株式会社阿部重組 青森市本町１－７－５ オフィス
21-T005 花王グループカスタマーマーケティング（株）青森支店 青森市第二問屋町１－３－３ オフィス

20-T001

20-T002


