
下北地域　空気クリーン施設登録一覧 令和4年12月末現在

空気クリーン施設認証登録簿

地域 登録番号 施設名 市町村 郵便番号 住所 電話 認証月日

むつ むつ第1号 国民健康保険風間浦診療所 風間浦村 039-4502 風間浦村易国間字大川目11-2 0175-35-2001 H16年度

むつ むつ第3号 特別養護老人ホームみちのく荘 むつ市 035-0067 むつ市十二林11-13 0175-23-1600 H16年度

むつ むつ第4号 みちのくデイケアセンター むつ市 035-0067 むつ市十二林11-13 0175-23-0711 H16年度

むつ むつ第5号 グループホームまるめろ むつ市 035-0067 むつ市十二林11-13 0175-23-0611 H16年度

むつ むつ第7号 風間浦村総合福祉センター「げんきかん」 風間浦村 039-4502 風間浦村易国間字大川目11-2 0175-35-3111 H16年度

むつ むつ第8号 むつ市下北自然の家 むつ市 039-4401 むつ市大畑町佐助川399 0175-34-6151 H16年度

むつ むつ第9号 第一田名部小学校 むつ市 035-0031 むつ市柳町2-7-1 0175-22-1236 H16年度

むつ むつ第10号 第二田名部小学校 むつ市 035-0071 むつ市小川町1-18-10 0175-22-1450 H16年度

むつ むつ第11号 苫生小学校 むつ市 035-0041 むつ市金曲1-5-10 0175-22-5141 H16年度

むつ むつ第12号 第三田名部小学校 むつ市 035-0041 むつ市金曲2-11-12 0175-22-1266 H16年度

むつ むつ第13号 関根小学校 むつ市 035-0022 むつ市関根字北関根100-1 0175-25-2120 H16年度

むつ むつ第15号 奥内小学校 むつ市 035-0011 むつ市奥内字中野40 0175-26-2214 H16年度

むつ むつ第16号 大平小学校 むつ市 035-0083 むつ市大平町8-6 0175-24-1291 H16年度

むつ むつ第17号 大湊小学校 むつ市 035-0086 むつ市大湊上町43-32 0175-24-1810 H16年度

むつ むつ第19号 田名部中学校 むつ市 035-0053 むつ市緑町22-8 0175-22-1930 H16年度

むつ むつ第20号 むつ中学校 むつ市 035-0036 むつ市栗山町17-2 0175-22-1641 H16年度

むつ むつ第21号 関根中学校 むつ市 035-0022 むつ市関根字北関根135 0175-25-2116 H16年度

むつ むつ第22号 近川中学校 むつ市 035-0011 むつ市奥内字江豚沢1-2 0175-26-2114 H16年度

むつ むつ第23号 大平中学校 むつ市 035-0081 むつ市並川町2-4 0175-24-1714 H16年度

むつ むつ第24号 大湊中学校 むつ市 035-0094 むつ市桜木町19-1 0175-24-2138 H16年度

むつ むつ第26号 東通村保健福祉センター 東通村 039-4222 東通村砂子又字里17-2 0175-28-5800 H16年度

むつ むつ第27号 一部事務組合下北医療センター東通村診療所 東通村 039-4222 東通村砂子又字里17-2 0175-28-5111 H16年度

むつ むつ第28号 一部事務組合下北医療センター白糠診療所 東通村 039-4224 東通村白糠字赤平130-9 0175-45-5025 H16年度

＊この一覧は、ホームページ掲載について了承を得られた施設のみとなっています。



空気クリーン施設認証登録簿

地域 登録番号 施設名 市町村 郵便番号 住所 電話 認証月日

むつ むつ第29号 東通村老人保健施設 東通村 039-4222 東通村砂子又字里17-2 0175-28-5600 H16年度

むつ むつ第30号 東通村役場庁舎 東通村 039-4222 東通村砂子又字沢内5-34 0175-27-2111 H16年度

むつ むつ第31号 東通村交流センター 東通村 039-4222 東通村砂子又字沢内5-34 0175-27-2111 H16年度

むつ むつ第32号 能舞の館 たや 東通村 035-0005 東通村田屋字家ﾉ上8-2 0175-27-3207 H16年度

むつ むつ第33号 学習等共用施設 東通村 039-4223 東通村小田野沢字北向37-2 0175-48-2003 H16年度

むつ むつ第34号 白糠地区多目的集会施設（いさりび館） 東通村 039-4224 東通村白糠字向流109-2地内 0175-46-2944 H16年度

むつ むつ第36号 東通村あわび種苗センター 東通村 039-4223 東通村小田野沢字浜通78-24 0175-48-2760 H16年度

むつ むつ第37号 東通村防災センター 東通村 039-4222 東通村砂子又字沢内5-34 0175-27-2111原子力対策課 H16年度

むつ むつ第44号 東通村斎場 東通村 039-4222 東通村砂子又字蛙谷地10-9 0175-48-2626 H16年度

むつ むつ第46号 東通村野牛川レストハウス 東通村 035-0103 東通村野牛字野牛川29-3 0175-28-5203 H16年度

むつ むつ第47号 東通村尻屋崎公園ビジターハウス 東通村 035-0111 東通村尻屋字念仏間37-20地内 0175-27-2111商工観光課 H16年度

むつ むつ第72号 東通村立学校給食センター 東通村 039-4222 東通村砂子又字沢内9-4 0175-48-2041 H16年度

むつ むつ第74号 国民健康保険大間病院 大間町 039-4601 大間町大間字大間平20-78 0175-37-2105 H16年度

むつ むつ第75号 中央内科クリニック むつ市 035-0073 むつ市中央2-5-5 0175-28-4550 H16年度

むつ むつ第76号 どんぐりこどもクリニック むつ市 035-0073 むつ市中央2-5-5 0175-24-5656 H16年度

むつ むつ第77号 中央レディスクリニック むつ市 035-0073 むつ市中央2-5-5 0175-24-3151 H16年度

むつ むつ第78号 柳谷ひ尿器科皮ふ科クリニック むつ市 035-0073 むつ市中央2-5-5 0175-24-2055 H16年度

むつ むつ第79号 ふじた脳神経クリニック むつ市 035-0073 むつ市中央2-5-5 0175-24-5557 H16年度

むつ むつ第80号 中央クリニックモール むつ市 035-0073 むつ市中央2-5-5 0175-28-4550 H16年度

むつ むつ第82号 天馬調剤薬局 むつ市 035-0073 むつ市中央2-5-5 0175-29-0220 H16年度

むつ むつ第83号 長寿庵（東通村保健福祉センター内） 東通村 039-4222 東通村砂子又字里17-2 0175-28-5800 H16年度

むつ むつ第84号 東通村体育館 東通村 039-4222 東通村砂子又字沢内5-34 0175-27-2200 H16年度

むつ むつ第85号 特別養護老人ホームくろまつ 大間町 039-4601 大間町大間字大間平20-78 0175-37-5111 H17年度

むつ むつ第86号 松木歯科医院 むつ市 035-0085 むつ市大湊浜町5-23 0175-24-2515 H17年度



空気クリーン施設認証登録簿

地域 登録番号 施設名 市町村 郵便番号 住所 電話 認証月日

むつ むつ第92号 大畑小学校 むつ市 039-4401 むつ市大畑町大畑伊勢堂1 0175-34-2237 H17年度

むつ むつ第93号 二枚橋小学校 むつ市 039-4401 むつ市大畑町大畑釣屋映浜22-72 0175-34-2338 H17年度

むつ むつ第94号 正津川小学校 むつ市 039-4401 むつ市大畑町大畑正津川平114の20 0175-34-2270 H17年度

むつ むつ第97号 脇野沢小学校 むつ市 039-5326 むつ市脇野沢桂沢71-1 0175-44-2345 H17年度

むつ むつ第98号 川内中学校 むつ市 039-5201 むつ市川内町休所5の1 0175-42-2213 H17年度

むつ むつ第99号 大畑中学校 むつ市 039-4401 むつ市大畑町兎沢17の7 0175-34-4372 H17年度

むつ むつ第100号 脇野沢中学校 むつ市 039-5332 むつ市脇野沢瀬野川目85の2 0175-44-2023　 H17年度

むつ むつ第101号 星美幼稚園 むつ市 035-0071 むつ市小川町1-14-31 0175-22-2223 H17年度

むつ むつ第103号 ニュートップクリーナー むつ市 035-0034 むつ市田名部字上川32-318 0175-22-4066 H17年度

むつ むつ第104号 本間クリーニング むつ市 035-0051 むつ市新町20-21 0175-22-1863 H17年度

むつ むつ第105号 田名部クリーニング店 むつ市 035-0053 むつ市緑町15-8 0175-22-1535 H17年度

むつ むつ第106号 大沢ドライクリーニング店 むつ市 039-5201 むつ市川内町川内321 0175-42-3045 H17年度

むつ むつ第107号 サンドライクリーニング むつ市 035-0086 むつ市大湊上町8-9 0175-24-1314 H17年度

むつ むつ第109号 並木保育園 むつ市 035-0942 むつ市南町9-36 0175-22-6500 H17年度

むつ むつ第110号 こばと幼稚園 むつ市 035-0052 むつ市昭和町23-25 0175-22-5070 H17年度

むつ むつ第111号 ゆきのこ保育園 むつ市 035-0076 むつ市旭町1-30 0175-24-4845 H17年度

むつ むつ第112号 ふるさと むつ市 035-0052 むつ市昭和町24-7 0175-22-0763 H17年度

むつ むつ第114号 三菱マテリアル株式会社青森工場 東通村 035-0111 東通村尻屋字八峠1 0175-47-2211 H17年度

むつ むつ第118号 むつ市海と森ふれあい館 むつ市 039-5201 むつ市川内町川内477 0175-42-2411 H17年度

むつ むつ第124号 国民健康保険大畑診療所 むつ市 039-4401 むつ市大畑町観音堂25-1 0175-34-2211 H17年度

むつ むつ第125号 ちば小児科・アレルギー科クリニック むつ市 035-0066 むつ市緑ヶ丘6-16 0175-33-8001 H18年度

むつ むつ第126号 小川町第二白百合保育園 むつ市 035-0071 むつ市小川町1-15-13 0175-22-1689 H18年度

むつ むつ第127号 Ｂ＆B　Ｍuu むつ市 035-0942 むつ市大曲1-13-68 0175-23-3838 H18年度

むつ むつ第128号 むつ市ウエルネスパーク むつ市 035-0075 むつ市真砂町8-8 0175-28-4341 H18年度



空気クリーン施設認証登録簿
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むつ むつ第129号 たかはし歯科医院 むつ市 035-0051 むつ市新町10-20 0175-22-6480 H18年度

むつ むつ第130号 自衛隊大湊病院 むつ市 035-0093 むつ市大湊町14-47 0175-24-2196 H18年度

むつ むつ第131号 エチゼンヤ むつ市 035-0093 むつ市大湊町2-9 0175-24-1415 H18年度

むつ むつ第132号 ひまわり調剤薬局 むつ市 035-0066 むつ市緑ｹ丘6-15 0175-23-1231 H19年度

むつ むつ第133号 松木調剤薬局 むつ市 035-0071 むつ市小川町2-3-34 0175-22-4920 H19年度

むつ むつ第134号 たなぶ調剤薬局 むつ市 035-0031 むつ市柳町1-9-50 0175-33-8032 H19年度

むつ むつ第135号 おき調剤薬局 むつ市 035-0031 むつ市柳町1-2-24 0175-22-8150 H19年度

むつ むつ第136号 いざわ調剤薬局 むつ市 035-0094 むつ市桜木町14ｰ2 0175-29-3130 H19年度

むつ むつ第137号 沖館薬局新町店 むつ市 035-0051 むつ市新町13-51 0175-33-9570 H19年度

むつ むつ第138号 調剤薬局ツルハドラックむつ店 むつ市 035-0071 むつ市小川町1-9-31 0175-28-2681 H19年度

むつ むつ第139号 柳町ひまわり保育園 むつ市 035-0031 むつ市柳町1-9-13 0175-22-1655 H20年度

むつ むつ第140号 スパゲッティー・ピザハウスあかさたな むつ市 035-0072 むつ市金谷1-14-15 0175-22-0797 H20年度

むつ むつ第144号 社会福祉法人はまなす福祉会　 大畑中央保育園 むつ市 039-4401 むつ市大畑町中島4-4 0175-34-5100 H20年度

むつ むつ第145号 さくらむつ店 むつ市 035-0054 むつ市海老川町3-11 0175-23-8700 H20年度

むつ むつ第146号 波岡歯科医院 むつ市 035-0035 むつ市本町4-8 0175-22-1693 H20年度

むつ むつ第147号 ますだ歯科医院 むつ市 035-0083 むつ市大平町43-7 0175-24-2629 H20年度

むつ むつ第148号 グループホーム内山苑 大間町 039-4602 大間町大間字川目37-1 0175-37-5122 H20年度

むつ むつ第149号 田中歯科クリニック むつ市 035-0071 むつ市小川町1-4-17 0175-22-0077 H21年度

むつ むつ第150号 NPO法人アックス工房 むつ市 035-0021 むつ市田名部字宮ﾉ後69-3 0175-22-9023 H21年度

むつ むつ第151号 医療法人白心会北村医院むつレディスクリニック むつ市 035-0031 むつ市柳町1-9-55 0175-22-2135 H21年度

むつ むつ第165号 社会福祉法人むつ中央福祉会　大平保育園 むつ市 035-0083 むつ市大平町39-6 0175-24-2294 H21年度

むつ むつ第266号 葭の湯 むつ市 035-0054 むつ市海老川町21-1 0175-22-1256 H22年度

むつ むつ第267号 むつ市立図書館 むつ市 035-0073 むつ市中央2-3-10 0175-28-3500 H22年度

むつ むつ第268号 近川保育園 むつ市 035-0011 むつ市奥内字近川8 0175-26-2117 H23年度



空気クリーン施設認証登録簿

地域 登録番号 施設名 市町村 郵便番号 住所 電話 認証月日

むつ むつ第269号 白百合保育園 むつ市 035-0061 むつ市下北町6-22 0175-22-3703 H23年度

むつ むつ第270号 さくら薬局 むつ市 035-0085 むつ市大湊浜町18-20 0175-33-2023 H23年度

むつ むつ第272号 むつひまわり幼稚園 むつ市 035-0033 むつ市横迎町2-14-50 0175-22-1530 H23年度

むつ むつ第273号 大湊カトリック幼稚園 むつ市 035-0085 むつ市大湊浜町20-17 0175-24-1720 H23年度

むつ むつ第274号 大湊幼稚園 むつ市 035-0092 むつ市宇田町12-5 0175-24-2832 H23年度

むつ むつ第275号 海の子保育園 むつ市 035-0022 むつ市関根字前浜8-2 0175-25-2955 H23年度

むつ むつ第276号 エビナ保育園 むつ市 039-5201 むつ市川内町休所42-185､186 0175-42-2216 H23年度

むつ むつ第277号 あすなろ保育園 むつ市 039-4401 むつ市大畑町観音堂11-3 0175-34-2333 H23年度

むつ むつ第278号 田名部カトリック幼稚園 むつ市 035-0051 むつ市新町11-28 0175-22-2491 H23年度

むつ むつ第279号 認定こども園こすもす幼稚園 むつ市 039-4401 むつ市大畑町兎沢17-228 0175-34-5255 H24年度

むつ むつ第280号 幼保連携型認定こども園　 こども園ひがしどおり 東通村 039-4222 東通村砂子又字沢内9-35 0175-31-0201 H24年度

むつ むつ第281号 大間町立大間中学校 大間町 039-4601 大間町大間字大間平31-1 0175-37-3109 H24年度

むつ むつ第285号 風間浦村立風間浦中学校 風間浦村 039-4502 風間浦村易国間字古野18-1 0175-35-2013 H24年度

むつ むつ第286号 風間浦保育所 風間浦村 039-4502 風間浦村易国間字古野18-4 0175-35-2040 H24年度

むつ むつ第287号 社会福祉法人恵愛福祉会大間保育園 大間町 039-4602 大間町大間字奥戸17-6 0175-37-2209 H24年度

むつ むつ第288号 大間町立うみの子保育園 大間町 039-4601 大間町大間字大間平20-38 0175-37-3936 H24年度

むつ むつ第289号 大間町立大間幼稚園 大間町 039-4601 大間町大間字大間平20-36 0175-37-4073 H24年度

むつ むつ第290号 特別養護老人ホームせせらぎ荘 むつ市 039-5201 むつ市川内町獅子畑128-4 0175-42-3103 H24年度

むつ むつ第291号 グループホームせせらぎ むつ市 039-5201 むつ市川内町獅子畑128-4 0175-42-3103 H24年度

むつ むつ第292号 せせらぎディサービスセンター むつ市 039-5201 むつ市川内町獅子畑128-4 0175-42-3103 H24年度

むつ むつ第293号 精舎学園あたご幼稚園 むつ市 039-5201 むつ市川内町川内88 0175-42-3673 H24年度

むつ むつ第295号 みどりがおか歯科クリニック むつ市 035-0066 むつ市緑ヶ丘6-12 0175-34-1430 H24年度

むつ むつ第296号 小田川歯科医院 むつ市 035-0041 むつ市金曲1-1-6 0175-22-2189 H24年度

むつ むつ第297号 高瀬歯科医院 むつ市 035-0031 むつ市柳町1-4-14 0175-22-1366 H24年度



空気クリーン施設認証登録簿
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むつ むつ第298号 あわさ歯科医院 むつ市 035-0083 むつ市大平町42-5 0175-28-4760 H24年度

むつ むつ第300号 佐井村立牛滝小中学校 佐井村 039-4712 佐井村長後字牛滝川目100 0175-38-5005 H24年度

むつ むつ第301号 青森県むつ合同庁舎 むつ市 035-0073 むつ市中央1-1-8 0175-22-1175 H24年度

むつ むつ第302号 青森県庁消費生活協同組合むつ食堂 むつ市 035-0073 むつ市中央1-1-8 0175-22-2956 H24年度

むつ むつ第303号 佐井村消防センター 佐井村 039-4700 佐井村字糠森16-1 0175-38-2266 H24年度

むつ むつ第304号 社会福祉法人吉幸会佐井村保育所 佐井村 039-4711 佐井村佐井字古佐井川目4 0175-38-2919 H24年度

むつ むつ第305号 大間町立奥戸小学校 大間町 039-4602 大間町奥戸字館ﾉ上96 0175-37-2108 H25年度

むつ むつ第306号 大間町立奥戸中学校 大間町 039-4602 大間町奥戸字館ﾉ上96-7 0175-37-3106 H25年度

むつ むつ第307号 大間町立大間小学校 大間町 039-4601 大間町大間字狼丁37-2 0175-37-2107 H25年度

むつ むつ第308号 大間町役場 大間町 039-4602 大間町大間字奥戸下道20番地４ 0175-37-2111 H25年度

むつ むつ第309号 ㈱エム・オーエー東日本販売下北店 むつ市 035-0071 むつ市小川町2-2-4 0175-22-0227 H25年度

むつ むつ第310号 食堂ぽわーる亭 むつ市 035-0073 むつ市中央1-8-1 0175-23-4772 H25年度

むつ むつ第311号 むつ総合病院 むつ市 035-0071 むつ市小川町1-2-8 0175-22-2111 H25年度

むつ    むつ第312号 北通り総合文化センター「ウイング」 大間町 039-4061 大間町大間字内山48-164 0175-32-1111 H26年度

むつ むつ第314号 みちのく城ヶ沢フードセンター むつ市 035-0067 むつ市城ヶ沢字砂川目3－43 0175-34-9947 H26年度

むつ むつ第315号 みちのくクリニック むつ市 035-0067 むつ市十二林17－1 0175-23-1171 H26年度

むつ むつ第316号 みちのく十二林ショートステイ むつ市 035-0067 むつ市十二林17－1 0175-23-1160 H26年度

むつ むつ第317号 みちのく訪問看護ステーション むつ市 035-0067 むつ市十二林17－1 0175-23-6000 H26年度

むつ むつ第318号 みちのく金谷リハビリテーションセンター むつ市 035-0072 むつ市金谷2ー20ー1 0175-23-1170 H26年度

むつ むつ第319号 みちのく訪問リハビリテーションセンター むつ市 035-0072 むつ市金谷2ー20ー1 0175-23-1170 H26年度

むつ むつ第320号 むつ市地域包括支援センターみちのく むつ市 035-0067 むつ市金谷2ー20ー2 0175-23-7930 H26年度

むつ むつ第321号 みちのくケアプランセンター むつ市 035-0067 むつ市十二林11－13 0175-23-7070 H26年度

むつ むつ第322号 みちのく訪問介護ステーション むつ市 035-0067 むつ市十二林11－13 0175-23-9100 H26年度

むつ むつ第324号 特別養護老人ホーム　金谷みちのく荘 むつ市 035-0072 むつ市金谷2－20－2 0175-23-0781 H26年度
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むつ むつ第326号 みちのく金谷ショートステイ むつ市 035-0072 むつ市金谷2－20－2 0175-23-0781 H26年度

むつ むつ第327号 みちのく金谷デイサービス　まるめろ むつ市 035-0072 むつ市金谷2－20－1 0175-23-0772 H26年度

むつ むつ第328号 一般社団法人　東通村産業振興公社 東通村 035-0103 東通村大字野牛字野牛川61-6 0175-47-2115 H27.6.16

むつ むつ第329号 東通村営第2牧場　農用馬繁殖施設 東通村 035-0103 東通村大字野牛字野牛川62-12 0175-47-2115 H27.6.16

むつ むつ第330号 東通村加工研究センター 東通村 035-0103 東通村大字野牛字野牛川62-12 0175-47-2115 H27.6.16

むつ むつ第331号 東通村畜産資料展示館 東通村 035-0103 東通村大字野牛字野牛川61-6 0175-47-2115 H27.6.16

むつ むつ第332号 東通村立東通小学校 東通村 039-4222 東通村大字砂子又字沢内9－4 0175-48-2600 H27.6.19

むつ むつ第333号 東通村立東通中学校 東通村 039-4222 東通村大字砂子又字沢内9－4 0175-48-2601 H27.6.19

むつ むつ第334号 東通村国民健康保険健康管理センター（東通村上下水道管理センター） 東通村 039-4222 東通村大字砂子又字沢内5－32 0175-27-2111 H27.7.2

むつ むつ第335号 苫生ひまわり保育園 むつ市 035-0051 むつ市新町40－4 0175-23-5252 H27.7.2

むつ むつ第336号 佐井村立佐井小学校 佐井村 039-4711 佐井村佐井字糠森103－3 0175-38-2262 H27.4.23

むつ むつ第337号 佐井村立佐井中学校 佐井村 039-4711 佐井村佐井字中道75 0175-38-2078 H27.4.23

むつ むつ第339号 青森県立大湊高等学校 むつ市 035-0096 むつ市大湊大近川44－84 0175-24-1244 H27.5.18

むつ むつ第340号 青森県立大湊高等学校川内校舎 むつ市 039-5201 むつ市川内町家ノ上48 0175-42-2214 H27.5.18

むつ むつ第341号 青森県立大間高等学校 大間町 039-4601 大間町大間大間平20－43 0175-37-2109 H27.5.18

むつ むつ第342号 青森県立むつ工業高等学校 むつ市 035-0082 むつ市文京町22－7 0175-24-2164 H27.5.18

むつ むつ第343号 青森県立むつ養護学校 むつ市 035-0011 むつ市奥内栖立場1-110 0175-26-2210 H27.5.18

むつ むつ第344号 イシバシ美容院 むつ市 035-0034 むつ市田名部町8－19 0175-22-1484 H27.7.14

むつ むつ第345号 大間町教育委員会 大間町 039-4601 大間町大字大間字大間91 0175-37-2103 H27.7.31

むつ むつ第346号 にしざわ美容室 むつ市 035-0083 むつ市大平町42－7 0175-24-3250 H27.9.7

むつ むつ第347号 hair factory T's むつ市 035-0076 むつ市旭町11－15 0175-24-4013 H27.9.7

むつ むつ第348号 やまだ美容室 むつ市 035-0071 むつ市小川町2－8－1 0175-22-3711 H27.9.7

むつ むつ第350号 株式会社ネクサス　タケダスポーツ　むつ店 むつ市 035-0061 むつ市下北町２－５２ 0175-23-8501 H27.12.4

むつ むつ第351号 タカ理容室 むつ市 035-0061 むつ市下北町５－５ 0175-22-0628 H27.12.15
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むつ むつ第352号 地酒屋　武田屋 むつ市 035-0031 むつ市柳町1丁目１－７ 0175-23-7811 H27.12.22

むつ むつ第353号 東京海上日動火災保険株式会社　むつ支社 むつ市 035-0073 むつ市中央1-4-5　むつマリンビル 0175-22-8311 H28.2.16

むつ むつ第354号 ミルク工房　ボン・サーブ むつ市 035-0034 むつ市大字田名部字内田４２－６０６ 0175-28-2888 H28.3.11

むつ むつ第355号 曹洞宗円祥山大安寺 むつ市 039-4401 むつ市大畑町本町80番地　大安寺内 0175-34-2926 H28.3.23

むつ むつ第356号 むつ市役所　本庁舎 むつ市 035-8686 むつ市中央1-8-1 0175-22-1111 H28.3.28

むつ むつ第357号 デリステーションふなばし むつ市 039-5201 むつ市川内町中道53-1 0175-42-2332 H28.6.27

むつ むつ第358号 リフレッシュセンター鱈の里 むつ市 039-5323 むつ市脇野沢七引146番地 0175-44-3252 H28.9.30

むつ むつ第359号 うり坊 むつ市 039-5323 むつ市脇野沢七引146番地 なし H28.9.30

むつ むつ第360号 いのししの館 むつ市 039-5323 むつ市脇野沢七引201番地5 0175-31-5011 H28.9.30

むつ むつ第361号 青森県むつ健康福祉庁舎 むつ市 035-0073 むつ市中央1丁目3-33 0175-31-1388 H28.9.30

むつ むつ第362号 ミスタードーナツむつ中央ショップ むつ市 035-0073 むつ市中央2丁目2-6 0175-22-0377 H28.9.30

むつ むつ第363号 かっぱ寿司むつ店 むつ市 035-0072 むつ市金谷2-1-32 0175-28-2207 H28.9.30

むつ むつ第364号 地域密着型介護老人福祉施設　おおみなと園 むつ市 035-0084 むつ市大湊新町30-10 0175-28-3535 H28.11.21

むつ むつ第365号 小規模多機能型居宅介護　おおみなと園 むつ市 035-0084 むつ市大湊新町30-10 0175-28-3310 H28.11.21

むつ むつ第366号 訪問入浴サービス桜木　三菱ミニキャブ　青森880  あ955 むつ市 035-0084 むつ市大湊新町30-10 0175-34-9305 H28.11.21

むつ むつ第367号 大和電設工業(株)むつ技術センタ むつ市 035-0071 むつ市小川町2-10-18 0175-34-9305 H28.11.21

むつ むつ第368号 株式会社サンデー　むつ中央店 むつ市 035-0073 むつ市中央二丁目6番13号 0175-29-1020 H28.12.13

むつ むつ第369号 株式会社サンデー　むつ苫生店 むつ市 035-0041 むつ市金曲一丁目2番7号 0175-22-3145 H28.12.13

むつ むつ第370号 養護老人ホーム　釜臥荘 むつ市 035-0021 むつ市大字田名部字赤川ノ内並木73-4 0175-23-4514 H28.12.13

むつ むつ第371号 地方独立行政法人青森県産業技術センター下北ブランド研究所 むつ市 039-4401 むつ市大畑町上野154 0175-34-2188 H29.3.16

むつ むつ第374号 青森県庁消費生活協同組合　むつ支店 むつ市 035-0073 むつ市中央1丁目1-8 0175-22-2956 H29.4.28

むつ むつ第375号 洋食屋さん　プリモピアット むつ市 035-0054 むつ市海老川町5-7 0175-22-8567 H29.4.28

むつ むつ第376号 有限会社　いさりびハウス むつ市 039-4402 むつ市大畑町正津川戦敷488-1 0175-34-6388 H29.6.8

むつ むつ第378号 みちのく銀行　むつ支店 むつ市 035-0073 むつ市中央2-10-1 0175-31-1130 H29.6.7

むつ むつ第379号 みちのく銀行　田名部支店 むつ市 035-0031 むつ市柳町1-1-8 0175-31-1851 H29.6.7

むつ むつ第380号 みちのく銀行　大畑支店 むつ市 039-4401 むつ市大畑町新町1-1 0175-34-3255 H29.6.7

むつ むつ第381号 みちのく銀行　大間支店 大間町 039-4601 大間町大字大間字奥戸上道19-2 0175-37-3130 H29.6.7
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むつ むつ第384号 髙坂理容所 風間浦村 039-4501 風間浦村下風呂畑尻ノ下12－7 0175-36-2337 H29.9.11

むつ むつ第385号 下北文化珈琲店 むつ市 035-0072 むつ市金谷1丁目10－1（下北文化会館内） 0175－22－8411 H29.9.15

むつ むつ第386号 麺屋頂－ITADAKI－ むつ市 035-0051 むつ市新町１２－３ 0175-23-0007 H29.9.20

むつ むつ第387号 シーグルメ　ドーム むつ市 039-5327 むつ市脇野沢本村227 0175-44-2029 H29.9.26

むつ むつ第388号 れすとらん　むら 東通村 039-4292 東通村砂子又沢内5-34　東通村役場内 0175-27-2111 H29.9.26

むつ むつ第389号 株式会社京谷電気　東通出張所 東通村 039-4224 東通村白糠前坂下３４－４　東通原子力発電所構内 0175-45-5011 H29.9.29

むつ むつ第390号 脇野沢ユースホステル むつ市 039-5332 むつ市脇野沢瀬野川目41 0175-44-2341 H29.10.11

むつ むつ第391号 万八　下北店 むつ市 035-0061 むつ市下北町2－31 0175-22-4133 H29.10.20

むつ むつ第392号 万八　苫生店 むつ市 035-0041 むつ市金曲1-2-2 0175-23-3910 H29.10.20

むつ むつ第393号 万八　中央店 むつ市 035-0067 むつ市十二林6-2 0175-22-8778 H29.10.20

むつ むつ第395号 株式会社柴田組 むつ市 035-0083
むつ市大平町37－9

（車両庫：むつ市旭町23－1）
0175-29-2211 H29.10.27

むつ むつ第396号 山内土木株式会社 むつ市 035-0084
むつ市大湊新町37-12

（営業所：むつ市脇野沢瀬野川目26-3）
0175-24-2231 H29.11.8

むつ むつ第397号 ホームヘルプサービス桜木 むつ市 035-0071 むつ市小川町1-13-60 0175-28-2851 H29.11.14

むつ むつ第398号 居宅介護支援事務所しもきた むつ市 035-0071 むつ市小川町1-13-60 0175-33-9151 H29.11.14

むつ むつ第399号 むつ市地域包括支援センター桜木 むつ市 035-0071 むつ市小川町1-13-60 0175-23-3560 H29.11.14

むつ むつ第400号 中央サポートセンターさくらぎ むつ市 035-0073 むつ市中央2-5-28 0175-24-2600 H29.11.14

むつ むつ第401号 大畑振興建設株式会社 むつ市 039-4401
むつ市大畑町本町252-1

（資材センター：むつ市大畑町兎沢212-1）
0175-34-3734 H29.11.21

むつ むつ第402号 レストラン　クッチーナ むつ市 035-0071 むつ市小川町２-４-８　マエダ本店２階 0175-22-8333 H29.11.22

むつ むつ第403号 むつアサノコンクリート株式会社 むつ市 035-0021 むつ市田名部品ノ木34-68 0175-22-2887 H29.12.1

むつ むつ第404号 株式会社　となみ むつ市 035-0021
むつ市田名部品ノ木34-68

アサノコンクリート株式会社内
0175-22-6155 H29.12.1

むつ むつ第405号 株式会社　菊末産業 むつ市 035-0021
むつ市田名部品ノ木34-68

アサノコンクリート株式会社内
0175-22-4208 H29.12.1

むつ むつ第407号 食事処　なか川 むつ市 035-0071 むつ市小川町2－21－11 0175-22-3798 H29.12.15

むつ むつ第409号 駐車場食堂 むつ市 035-0071 むつ市小川町2-3-10 0175-22-2674 H29.12.20

むつ むつ第410号 株式会社　浜中土木 むつ市 035-5201 むつ市川内町家ノ上8 0175-42-3269 H30.1.9
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むつ むつ第411号 山内土木株式会社　整備工場 むつ市 035-0083 むつ市大平町51 0175-24-3297 H30.1.11

むつ むつ第412号 Café de ketty むつ市 035-0071 むつ市小川町2-19-46 0175-23-6633 H30.1.23

むつ むつ第413号 美味小屋　蛮 むつ市 039-0084 むつ市大湊新町16-2 0175-29-3347 H30.1.23

むつ むつ第414号 La Tela（ラ・テーラ） むつ市 035-0062 むつ市仲町20-1 0175-22-1776 H30.1.25

むつ むつ第415号 レストラン＆ワインバー　パザパ むつ市 035-0071 むつ市小川町2-10-1 0175-34-9707 H30.1.31

むつ むつ第416号 憩-ikoi- むつ市 035-0094
むつ市桜木町3-1

むつ市観光交流センター北の防人安渡館内
0175-29-3103 H30.2.5

むつ むつ第419号 磯沼建設株式会社 むつ市 035-0063 むつ市若松町2-45 0175-22-3281 H30.2.20

むつ むつ第420号 青森三菱自動車販売株式会社　むつ店 むつ市 035-0083 むつ市大平町3-3 0175-24-1257 H30.3.2

むつ むつ第421号 大見海事工業株式会社 大間町 039-4601 大間町大字大間字大間76-2 0175-37-2224 H30.4.19

むつ むつ第422号 大見海事工業株式会社 オリックスレンタカー大間フェリー埠頭店 大間町 039-4602 大間町大字大間字根田内8-48 0175-37-2224 H30.4.19

むつ むつ第425号 有限会社　カワシタ電業 むつ市 035-0073 むつ市中央2丁目21-1 0175-29-5611 H30.9.5

むつ むつ第426号 有限会社　吉田ベーカリー　本店　もんぶらん むつ市 035-0051 むつ市新町9番25号 0175-22-1171 H30.9.19

むつ むつ第428号 まんじゅうや 佐井村 039-4711
下北郡佐井村大字佐井字大佐井112

（津軽海峡文化館アルサス2階）
0175-38-4212 H30.9.19

むつ むつ第429号 軽食喫茶　ポピーズ 佐井村 039-4711
下北郡佐井村大字佐井字大佐井112

（津軽海峡文化館アルサス2階）
0175-38-4214 H30.9.19

むつ むつ第430号 ハナマルラーメン 佐井村 039-4711
下北郡佐井村大字佐井字大佐井112

（津軽海峡文化館アルサス2階）
0175-38-4214 H30.9.19

むつ むつ第431号 日産プリンス青森販売株式会社　下北店 むつ市 035-0062 むつ市仲町14番1号 0175-22-1441 H30.9.19

むつ むつ第432号 東北電力（株） むつ営業所 むつ市 035-0071 むつ市小川町二丁目3番7号（2階） 0175-21-6007 H30.10.10

むつ むつ第433号 東北電力（株） むつ電力センター むつ市 035-0071 むつ市小川町二丁目3番7号（1階） 0175-21-6007 H30.10.10

むつ むつ第434号 東北電力（株） むつ電力センター むつ市 035-0021 むつ市大字田名部字後田34 0175-22-6412 H30.10.10

むつ むつ第435号 東北電力（株） むつ電力センター 白糠サービスセンター 東通村 039-4224 下北郡東通村大字白糠字前田44-172 0175-46-2610 H30.10.10

むつ むつ第436号 東北電力（株） むつ電力センター 大間サービスセンター 大間町 039-4601 下北郡大間町大字大間字大間平28-63 0175-37-2226 H30.10.10
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むつ むつ第437号 モスバーガーむつ店 むつ市 035-0071 むつ市小川町1丁目8-28 0175-22-2638 R1.6.5

むつ むつ第438号 coffee HYGGE　montblanc　1955 むつ市 035-0073 むつ市中央2丁目29-5 0175-34-1175 R1.6.7

むつ むつ第439号 損害保険ジャパン（株）むつ駐在所　スバル　インプレッサ　青森300み6871 むつ市 035-0035 むつ市本町1-10 0176-51-7031 R1.7.5

むつ むつ第440号 有限会社　むつ中央トラック むつ市 035-0011 むつ市奥内字中道23番地 0175-26-2365 R1.7.18

むつ むつ第441号 株式会社　渋田産業 大間町 039-4601 下北郡大間町大字大間字中山16-3 0175-37-4335 R1.7.26

むつ むつ第442号 あべ理容室 むつ市 035-0062 むつ市仲町8-25 0175-22-5075 R1.9.24

むつ むつ第443号 ソノダビューティースタジオ　ブライダル館 むつ市 035-0071 むつ市小川町2-7-20 0175-22-4145 R1.11.19

むつ むつ第444号 モナ美容室 むつ市 035-0052 むつ市昭和町4-16 0175-23-2208 R1.11.19

むつ むつ第445号 佐川美容室 むつ市 035-0076 むつ市旭町5-1 0175-24-2609 R1.11.19

むつ むつ第446号 テルコ美容室 むつ市 035-0072 むつ市昭和町9-1 0175-22-7657 R1.11.19

むつ むつ第447号 明治安田生命保険相互会社　青森支社　下北営業所 むつ市 035-0072 むつ市金谷１丁目4-36 017-776-8194 R1.11.19

むつ むつ第448号 明治安田生命保険相互会社　青森支社　むつ大間営業所 大間町 039-4601 下北郡大間町大字大間字大間平36-67 017-776-8194 R1.11.19

むつ むつ第450号 居酒屋伝ちゃん むつ市 035-0084 むつ市大湊新町20-31 0175-24-3729 R1.11.27

むつ むつ第451号 喫茶MONA むつ市 035-0052 むつ市昭和町4-16 0175-23-5082 R1.11.27

むつ むつ第452号 ほっかほっか亭　むつ中央店 むつ市 035-0073 むつ市中央2-12-20 0175-28-4848 R1.12.20

むつ むつ第453号 ほっかほっか亭　むつバイパス店 むつ市 035-0033 むつ市横迎町2-14-41 0175-23-6262 R1.12.20

むつ むつ第454号 活イカ備蓄センター 風間浦村 039-4501 風間浦村大字下風呂字下風呂127 0175-36-2112 R2.2.5

むつ むつ第455号 よしの保育園 むつ市 035-0053 むつ市緑町17番8号 0175-22-4015 R2.2.14

むつ むつ第456号 青森トヨタ自動車株式会社むつ店 むつ市 035-0041 むつ市金曲二丁目2-18 0175-22-3111 R2.2.14

むつ むつ第457号 ネッツトヨタ青森株式会社むつ店 むつ市 035-0041 むつ市金曲二丁目2-20 0175-22-2368 R2.2.14

むつ むつ第458号 なりたカメラ写真館 むつ市 035-0031 むつ市柳町1-６-４ 0175-22-1810 R2.3.2

むつ むつ第459号 株式会社　大建設備 むつ市 035-0078 むつ市松森町21-8 0175-24-3033 R2.5.1

むつ むつ第460号 株式会社　大建設備　青森　100　す　2167　フォワード　(いすゞ) むつ市 035-0078 むつ市松森町21-8 0175-24-3033 R2.5.15
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むつ むつ第461号 株式会社　大建設備　青森　100　す　3167　フォワード　(いすゞ) むつ市 035-0078 むつ市松森町21-8 0175-24-3033 R2.5.15

むつ むつ第462号 株式会社　大建設備　青森　400　た　2398　ハイエース　(トヨタ) むつ市 035-0078 むつ市松森町21-8 0175-24-3033 R2.5.15

むつ むつ第463号 株式会社　大建設備　青森　400　た　9013　ハイエース　(トヨタ) むつ市 035-0078 むつ市松森町21-8 0175-24-3033 R2.5.15

むつ むつ第464号 株式会社　大建設備　青森　500　む　8409　ポルテ　(トヨタ) むつ市 035-0078 むつ市松森町21-8 0175-24-3033 R2.5.15

むつ むつ第465号 株式会社　大建設備　青森　501　さ　6082　アクア　(トヨタ) むつ市 035-0078 むつ市松森町21-8 0175-24-3033 R2.5.15

むつ むつ第466号 株式会社　大建設備　青森　501　つ　5002　アクア　(トヨタ) むつ市 035-0078 むつ市松森町21-8 0175-24-3033 R2.5.15

むつ むつ第467号 株式会社　大建設備　青森　330　さ　5229　ハリアー　(トヨタ) むつ市 035-0078 むつ市松森町21-8 0175-24-3033 R2.5.15

むつ むつ第468号 株式会社　大建設備　青森　335　ぬ　1188　ハリアー　(トヨタ) むつ市 035-0078 むつ市松森町21-8 0175-24-3033 R2.5.15

むつ むつ第469号 明成建販株式会社 むつ市 035-0063 むつ市若松町1-12 0175-22-2001 R2.6.19

むつ むつ第470号 有限会社　オーエム・ワン むつ市 035-0063 むつ市若松町1-12 0175-23-1446 R2.6.19

むつ むつ第471号 天手鼓舞 むつ市 035-0051 むつ市新町1-26 0175-33-0282 R2.6.25

むつ むつ第472号 第一生命保険(株)下北営業オフィス むつ市 035-0031 むつ市柳町1-6-5下北分室2F 050-3782-0404 R2.6.26

むつ むつ第473号 特別養護老人ホーム　桜木園 むつ市 035-0073 むつ市中央2丁目23-1 0175-29-1243 R2.6.30

むつ むつ第474号 デイセンター　桜木 むつ市 035-0073 むつ市中央2丁目23-1 0175-29-1225 R2.6.30

むつ むつ第475号 北の家族 むつ市 035-0084 むつ市大湊新町35-45 0175-29-3313 R2.7.6

むつ むつ第476号 和風ダイニング　みつのや。 むつ市 035-0032 むつ市上川町2-39-1F 0175-23-2115 R2.7.29

むつ むつ第477号 株式会社　熊谷建設工業 むつ市 035-0073 むつ市中央一丁目5番7号 0175-22-1141 R2.7.29

むつ むつ第478号 株式会社　クラフト むつ市 035-0044 むつ市赤川町15-10 0175-23-6288 R2.9.17

むつ むつ第479号 小麦幸房　町Pan むつ市 035-0077 むつ市山田町22-25　バッティングセンター内 0175-31-0567 R2.9.17

むつ むつ第480号 旅館　福寿荘 佐井村 039-4712 下北郡佐井村大字長後字福浦川目100 0175-38-5130 R2.9.30

むつ むつ第481号 杉山建設工業株式会社 むつ市 035-0044 むつ市赤川町14-10 0175-22-2151 R2.10.8

むつ むつ第482号 福士ラーメン むつ市 035-0051 むつ市新町27-6 0175-23-6455 R2.10.9

むつ むつ第483号 東洋建物管理株式会社　むつ営業所 むつ市 035-0032 むつ市上川町5-22 0175-23-4884 R2.10.19

むつ むつ第484号 興陽電設株式会社　むつ営業所 むつ市 035-0042 むつ市大曲2丁目6-12 0175-23-8051 R2.10.28

むつ むつ第485号 認定こども園　希望の友保育園 むつ市 035-0042 むつ市大曲一丁目8-12 0175-22-6637 R2.11.26

むつ むつ第486号 障害者支援施設　となみ療護園 むつ市 035-0021 むつ市田名部赤川ノ内並木14番245 0175-33-1100 R2.12.4

むつ むつ第487号 となみ療護園横迎町ホーム　(共同生活援助事業所) むつ市 035-0033 むつ市横迎町一丁目13番18号 0175-33-2282 R2.12.4

むつ むつ第488号 青森スバル自動車(株)　むつ店 むつ市 035-0044 むつ市赤川町22-7 0175-22-8370 R3.3.16
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むつ むつ第489号 住友生命保険相互会社　青森支社　十和田営業部　むつ支部 むつ市 035-0071 むつ市小川町2丁目4-19 0175-22-9229 R3.3.19

むつ むつ第501号 街道の茶屋　きんぱ むつ市 039-4401 むつ市大畑町松ノ木157-1 0175-34-4009 R3.6.15

むつ むつ第502号 奥薬研修景公園レストハウス むつ市 039-4401 むつ市大畑町赤滝山1-3 0175-34-2008 R3.6.18

むつ むつ第503号 いさりび食堂 むつ市 039-4401 むつ市大畑町兎沢17-20 0175-34-5303 R3.6.25

むつ むつ第505号 ミニストップむつ横迎町店 むつ市 035-0033 むつ市横迎町1-5-9 0175-22-8835 R3.6.29

むつ むつ第506号 ミニストップむつ金曲2丁目店 むつ市 035-0041 むつ市金曲2丁目12-1 0175-22-0711 R3.6.29

むつ むつ第507号 すたみな厨房　町Ben むつ市 035-0077 むつ市山田町22-25　バッティングセンター内 0175-23-6288 R3.7.12

むつ むつ第509号 キッチンはなかど むつ市 035-0053 むつ市緑町18-56 0175-22-0044 R3.9.10

むつ むつ第510号 食事処　そうま むつ市 035-0072 むつ市金谷2丁目11-22 0175-22-4599 R3.9.22

むつ むつ第511号 有限会社　大湊ベーカリー むつ市 035-0084 むつ市大湊新町4-2 0175-24-1128 R3.10.11

むつ むつ第512号 レスト＆喫茶No.1 むつ市 035-0053 むつ市緑町16-5 0175-22-0746 R3.10.15

むつ むつ第513号 しらかわ食堂 むつ市 035-0071 むつ市小川町2-6-6 0175-22-1813 R3.12.28

むつ むつ第514号 中華そば・定食　駅前食堂 むつ市 035-0061 むつ市下北町5-45 0175-22-0860 R3.12.28

むつ むつ第515号 高松建設工業株式会社 大間町 039-4602 下北郡大間町大字奥戸字奥戸村10番地 0175-37-3530 R4.3.10

むつ むつ第516号 特別養護老人ホームいこいの里 むつ市 039-5331 むつ市脇野沢渡向73－1 0175-31-5611 R4.7.6

むつ むつ第517号 いこいの里デイサービスセンター むつ市 039-5331 むつ市脇野沢渡向73－1 0175-44-2690 R4.7.6

むつ むつ第518号 下北地方森林組合 むつ市 035-0072 むつ市金谷1丁目2-32 0175-22-1041 R4.9.13

むつ むつ第519号 有限会社　名久井林業 むつ市 035-0033 むつ市横迎町1丁目8-43 0175-22-1186 R4.9.13

むつ むつ第520号 あしざき食堂 むつ市 035-0094 むつ市桜木町12番16号 0175-31-0340 R4.10.20

むつ むつ第521号 麺屋鈴 むつ市 035-0073 むつ市中央2丁目9-12 0175-39-3914 R4.11.1

むつ むつ第522号 青森放送株式会社むつ支局 むつ市 035-0073 むつ市中央2丁目1-18クローチェヴィーア 0175-24-0017 R4.11.1


