
宿泊事業者

No. 施設名 住所 メルアドorＦＡＸ番号

1 ホテルサンルート青森 青森市

2 ホテル秋田屋 青森市

3 スマイルホテル青森 青森市

4 東横イン青森駅正面口 青森市

5 割烹旅館さつき 青森市

6 ホテルルートイン青森駅前 青森市

7 ホテルルートイン青森中央インター 青森市

8 東横イン新青森駅東口 青森市

9 辰巳館 青森市

10 ホテル２１３５ 青森市

11 アルファホテル青森 青森市

12 マルミ・サンライズ旅館・食堂 青森市

13 スーパーホテル青森 青森市

14 ラ・プラス青い森 青森市

15 ホテル青森 青森市

16 ダイワロイネットホテル青森 青森市

17 津軽藩本陣の宿　柳の湯 青森市

18 絶景の宿　浅虫さくら観光ホテル 青森市

19 八甲田山荘 青森市

20 いろは旅館 青森市

21 リッチモンドホテル青森 青森市

22 ホテルクラウンパレス青森 青森市

23 HOTEL Jogakura 青森市

24 いわき旅館 青森市

25 旅館小川 青森市

26 酸ヶ湯温泉 青森市

27 ホテルパサージュⅡ 青森市

28 ホテルマイステイズ青森駅前 青森市

29 アートホテル青森 青森市

30 アップルパレス青森 青森市

31 八甲田ホテル 青森市

32 Hotel&Spa青森センターホテル 青森市

33 椿館 青森市

34 宿屋つばき 青森市

35 民宿台由 青森市

36 南部屋・海扇閣 青森市

37 八甲田リゾートホテル 青森市

38 ホテルセレクトイン青森 青森市

39 ホテルJALシティ青森 青森市

40 ホテルアベスト青森 青森市

41 ウィークリー翔　ホテルチトセ 青森市

42 アパホテル青森駅東 青森市

43 アパホテル青森駅県庁通 青森市

44 夏泊ゴルフリンクス海浜ロッジ 平内町

45 平舘不老不死温泉 外ヶ浜町
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46 龍飛崎温泉ホテル竜飛 外ヶ浜町

47 株式会社龍飛観光 外ヶ浜町

48 中村旅館 外ヶ浜町

49 佐々木旅館 外ヶ浜町

50 ペンション　だいば 外ヶ浜町

51 山のホテル 弘前市

52 東横イン弘前駅前 弘前市

53 ホテルルートイン弘前駅前 弘前市

54 ホテルルートイン弘前城東 弘前市

55 齋栄旅館 弘前市

56 ブロッサムホテル弘前 弘前市

57 小島旅館 弘前市

58 ビジネスホテル鶴林 弘前市

59 ペンションワンダーランド 弘前市

60 弘前プラザホテル 弘前市

61 弘前パークホテル 弘前市

62 嶽ホテル 弘前市

63 弘前駅前ホテル 弘前市

64 旅館山陽 弘前市

65 星と森のロマントピア星の宿白鳥座 弘前市

66 津軽の宿弘前屋 弘前市

67 ホテルニューキャッスル 弘前市

68 ドーミーイン弘前 弘前市

69 アソベの森いわき荘 弘前市

70 弘前東栄ホテル 弘前市

71 縄文人の宿 弘前市

72 アートホテル弘前シティ 弘前市

73 境関温泉 弘前市

74 石場旅館 弘前市

75 スマイルホテル弘前 弘前市

76 小堀旅館 弘前市

77 弘前ホテル 弘前市

78 HOSTEL　HIROSAKI 弘前市

79 ホテルあずまし屋 黒石市

80 小さなお宿南風館 黒石市

81 ランプの宿青荷温泉 黒石市

82 かねさだ旅館 黒石市

83 民宿ささき 黒石市

84 長寿温泉松寿荘 黒石市

85 中村旅館 黒石市

86 旅の宿斉川 黒石市

87 阿保民宿 黒石市

88 花禅の庄 黒石市

89 こみせの宿ホテル逢宿 黒石市

90 飯塚旅館 黒石市

91 山賊館 黒石市

92 ゲストハウス袋井 黒石市

93 ゲストハウスサイトウ 黒石市
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94 大坊保養センター 平川市

95 羽州路の宿あいのり 平川市

96 南田温泉ホテルアップルランド 平川市

97 つがる温泉 平川市

98 からんころん温泉 平川市

99 河鹿荘 大鰐町

100 温泉民宿赤湯 大鰐町

101 きしもと旅館 大鰐町

102 昇泉閣紅葉館 大鰐町

103 畑山温泉民宿 大鰐町

104 青森ワイナリーホテル 大鰐町

105 不二やホテル 大鰐町

106 民宿雪国 大鰐町

107 ヤマニ仙遊館 大鰐町

108 星野リゾート界津軽 大鰐町

109 正観湯温泉旅館 大鰐町

110 料理旅館福士館 大鰐町

111 ブナの里白神館 西目屋村

112 アクアグリーンビレッジANMON 西目屋村

113 グリーンパークもりのいずみ 西目屋村

114 新むつ旅館 八戸市

115 民宿石橋 八戸市

116 東横イン八戸駅前 八戸市

117 シティパークホテル八戸 八戸市

118 グランドサンピア八戸 八戸市

119 ホテルルートイン本八戸駅前 八戸市

120 白山閣 八戸市

121 スーパーホテル八戸天然温泉 八戸市

122 スーパーホテル八戸長横町 八戸市

123 八戸ニューシティホテル 八戸市

124 スマイルホテル八戸 八戸市

125 八戸グランドホテル 八戸市

126 グランパークホテルパネックス八戸 八戸市

127 八戸プラザホテル 八戸市

128 ホテルパールシティ八戸 八戸市

129 アパホテル〈本八戸〉 八戸市

130 ホテルイマルカ八戸 八戸市

131 ドーミーイン本八戸 八戸市

132 八戸パークホテル 八戸市

133 ホテルイルヴィアーレ八戸 八戸市

134 ホテルイルヴィアーレ八戸アネックス 八戸市

135 一般財団法人VISITはちのへユートリー 八戸市

136 JR東日本ホテルメッツ八戸 八戸市

137 ホテルリバティヒル 八戸市

138 ダイワロイネットホテル八戸 八戸市

139 ホテルグローバルビュー八戸 八戸市

140 ホテルテトラ八戸 八戸市

141 民宿志保 八戸市
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142 清水屋旅館 南部町

143 旅館さ・くら屋 五戸町

144 五戸まきば温泉 五戸町

145 ピットインやぐら 五所川原市

146 パークイン五所川原エルムシティ 五所川原市

147 パークイン五所川原エルムシティ（レストラン赤～いりんご） 五所川原市

148 民宿と食事処エンゼル 五所川原市

149 ホテルサンルートパティオ五所川原 五所川原市

150 ホテルサンルート五所川原 五所川原市

151 つがる富士見荘 五所川原市

152 五所川原温泉ホテル 五所川原市

153 夢野温泉 五所川原市

154 中の島ブリッジパーク　ケビンハウス 五所川原市

155 脇元海辺ふれあいゾーン　バンガロー 五所川原市

156 稲垣温泉ホテル花月亭 つがる市

157 柏ロマン荘 つがる市

158 稲穂いこいの里 つがる市

159 山田温泉旅館 鶴田町

160 坂田旅館 中泊町

161 中泊町折腰内オートキャンプ場 中泊町

162 福助旅館 中泊町

163 民宿　美湊や 中泊町

164 磯野旅館 中泊町

165 和風ペンション白神大権現美洋館 深浦町

166 ペンション深浦 深浦町

167 深浦観光ホテル 深浦町

168 民宿田中 深浦町

169 民宿汐ケ島 深浦町

170 民宿望洋館 深浦町

171 黄金崎不老ふ死温泉 深浦町

172 アオーネ白神十二湖 深浦町

173 ウェスパ椿山 深浦町

174 ロックウッド・ホテル&スパ 鰺ヶ沢町

175 民宿東洋赤羽 鰺ヶ沢町

176 鰺ヶ沢温泉　水軍の宿 鰺ヶ沢町

177 鰺ヶ沢温泉ホテルグランメール 鰺ヶ沢町

178 長平青少年旅行村（鰺ヶ沢キャンピングパーク） 鰺ヶ沢町

179 くまげらの宿 鰺ヶ沢町

180 民宿十和田湖山荘 十和田市

181 民宿ひめます荘 十和田市

182 十和田シティホテル 十和田市

183 食事処　民宿　桂月 十和田市

184 ホテルルートイン十和田 十和田市

185 ホテルポニー温泉 十和田市

186 十和田湖ホステル 十和田市

187 奥入瀬グリーンホテル 十和田市

188 民宿峰湖荘 十和田市

189 温泉民宿　南部屋 十和田市
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190 民宿かえで荘 十和田市

191 スマイルホテル十和田 十和田市

192 民宿湖畔 十和田市

193 十和田湖バックパッカーズ 十和田市

194 野の花　焼山荘 十和田市

195 星野リゾート奥入瀬渓流ホテル 十和田市

196 奥入瀬森のホテル 十和田市

197 蔦温泉 十和田市

198 元湯猿倉温泉 十和田市

199 民宿春山荘 十和田市

200 十和田市宇樽部キャンプ場 十和田市

201 十和田湖レークサイドホテル 十和田市

202 スーパーホテル十和田 十和田市

203 奥入瀬渓流温泉　灯と風 十和田市

204 八戸市民保養所　洗心荘 十和田市

205 遊漁荘 十和田市

206 アドベンチャーホテル十和田 十和田市

207 谷地温泉 十和田市

208 ホテル十和田荘 十和田市

209 月見旅館 おいらせ町

210 ホテルルートイン三沢 三沢市

211 ビジネスホテル　ホテルトラストイン 三沢市

212 星野リゾート青森屋 三沢市

213 三沢市民の森やすらぎ荘 三沢市

214 旅館天水別館 三沢市

215 三沢シティホテル 三沢市

216 ホテルグランヒルつたや 三沢市

217 ビジネスホテル　ビッグウエスト 三沢市

218 木村屋 六ヶ所村

219 上北さくら温泉 東北町

220 ランプ温泉 東北町

221 東北温泉 東北町

222 松山旅館 野辺地町

223 フレンドリーパレス 野辺地町

224 CasaHotel 野辺地町

225 ビジネスランド豊楽 野辺地町

226 ビジネスイン倶楽部 野辺地町

227 まかど観光ホテル 野辺地町

228 むつグリーンホテル むつ市

229 ホテルニューグリーン むつ市

230 はねやホテル むつ市

231 むら井旅館 むつ市

232 旅館川野荘 むつ市

233 ホテルフォルクローロ大湊 むつ市

234 むつグランドホテル むつ市

235 栄屋 むつ市

236 旅館とびない本館 むつ市

237 民宿シバタ むつ市
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238 プラザホテルむつ むつ市

239 ホテルユニサイトむつ むつ市

240 むつパークホテル むつ市

241 下北荘 むつ市

242 薬研荘 むつ市

243 畑中旅館 むつ市

244 大間町海峡保養センター 大間町

245 体験型民宿　葵 大間町

246 みちのくホテル大間亭 大間町

247 マリンハウスくどう 大間町

248 ビジネス民宿プラザ 大間町

249 御宿かもめ 大間町

250 あべ旅館 大間町

251 サンホテル大間 大間町

252 民宿みやの 佐井村

253 旅館福寿荘 佐井村

254 民宿芳栄丸 佐井村

255 やまいち田中旅館 佐井村

256 下風呂観光ホテル三浦屋 風間浦村

257 まるほん旅館 風間浦村

258 坪田旅館 風間浦村

259 さが旅館 風間浦村

260 ホテルニュー下風呂 風間浦村

261 民宿菅原 風間浦村

262 おおぎや旅館 風間浦村



「あおもり観光新型コロナ対策推進宣言施設」一覧表（6月7日時点）

旅行業者

No. 施設名 住所 メルアドorＦＡＸ番号

1 共和トラベル株式会社 青森市

2 株式会社阪急交通社青森営業所 青森市

3 株式会社日本旅行東北青森支店 青森市

4 読売旅行青森営業所 青森市

5 秋北航空サービス青森営業所 青森市

6 ＪＴＳみちのく株式会社 青森市

7 株式会社近畿日本ツーリスト東北青森支店 青森市

8 ＪＴＢ青森支店 青森市

9 株式会社ジャパン・アート・トラベル青森 青森市

10 東武トップツアーズ株式会社青森支店 青森市

11 日専連旅行センター本店 青森市

12 北彩観光株式会社 青森市

13 株式会社ツアー・ウェーブ青森営業所 青森市

14 名鉄観光サービス青森支店 青森市

15 株式会社また旅くらぶ 青森市

16 青い森観光社 青森市

17 青森第一旅行株式会社 青森市

18 HIS青森ドリームタウンALi営業所 青森市

19 フラワー観光株式会社弘前店 弘前市

20 白神観光バス有限会社 弘前市

21 株式会社アルク「グッド・プランニング」 弘前市

22 日専連旅行センター弘前支店 弘前市

23 弘南観光開発株式会社 弘前市

24 北日本トラベル株式会社 八戸市

25 三八五バス株式会社本社営業所 八戸市

26 株式会社サークルツーリスト 八戸市

27 有限会社トラベルプランニング 八戸市

28 三八五観光株式会社 八戸市

29 八戸通運株式会社八通観光 八戸市

30 みちのりトラベル東北　八戸支店 八戸市

31 株式会社北日本中央観光バス 階上町

32 北日本ツーリスト 五所川原市

33 北都観光バス 五所川原市

34 フラワー観光株式会社五所川原エルム店 五所川原市

35 株式会社　さくら観光 板柳町

36 有限会社アーストラベル青森 鶴田町

37 西海観光株式会社 鰺ヶ沢町

38 株式会社十和田電鉄観光社 十和田市

39 株式会社東日本ツーリスト 十和田市

40 株式会社　イーストツアー 十和田市

41 有限会社オリエントツアー 三沢市

42 上北観光バス株式会社旅行部上北トラベル 東北町

43 株式会社日本ツアーサービス むつ市
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観光事業者

No. 施設名 住所 メルアドorＦＡＸ番号

1 あおもり観光情報センター 青森市

2 青森市観光交流情報センター 青森市

3 モヤヒルズ 青森市

4 道の駅浅虫温泉　ゆ～さ浅虫 青森市

5 青森県営浅虫水族館 青森市

6 ねぶたの家ワ・ラッセ 青森市

7 エネルギー館　あしたをおもう森 青森市

8 ラウンドワン青森店 青森市

9 螢の香honoca 青森市

10 ４－Ｒｉｄｅ 青森市

11 Ａ－ＦＡＣＴＯＲＹ 青森市

12 ラビナ 青森市

13 あおもり旬味館 青森市

14 あおもり北のまほろば歴史館 青森市

15 ｓｔａｇｅ１ 青森市

16 ほぐし処　極楽湯青森店 青森市

17 レストハウス八甲田 青森市

18 炭火焼やまぜん 青森市

19 極楽湯　青森店 青森市

20 恵比須屋会館 青森市

21 青函連絡メモリアルシップ「八甲田丸」 青森市

22 レッスンスタジオ食品サンプルan 青森市

23 道の駅いまべつ半島プラザアスクル 今別町

24 おだいばオートビレッジ 外ヶ浜町

25 道の駅たいらだて 外ヶ浜町

26 津軽藩ねぷた村 弘前市

27 ７thアヴェニュー 弘前市

28 津軽郷土料理の店あば 弘前市

29 弘前市りんご公園 弘前市

30 弘前市立観光館 弘前市

31 弘前市観光案内所 弘前市

32 弘前市まちなか情報センター 弘前市

33 大正浪漫喫茶室 弘前市

34 クラフト&和カフェ　匠館 弘前市

35 ひつじ家 弘前市

36 Stay Juicy 弘前市

37 アプリーズ 弘前市

38 株式会社弘前中央魚類 弘前市

39 青森・黒石銘菓のお店　シャロン甘洋堂 黒石市

40 黒石観光案内所 黒石市

41 松の湯交流館 黒石市

42 津軽三味線カフェ　さし 黒石市

43 津軽烏城焼・津軽茶道美術館 黒石市

44 阿保こけしや 黒石市

45 旧佐藤酒造 黒石市

46 道の駅いかりがせき 平川市

47 居酒屋しんちゃん 藤崎町
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48 大鰐町地域交流センター　鰐come 大鰐町

49 ブナの里白神館 西目屋村

50 道の駅津軽白神　Beechにしめや 西目屋村

51 八戸屋形船　新井田丸 八戸市

52 みなとオアシス八戸「みなとの駅」 八戸市

53 はちのへ総合観光プラザ 八戸市

54 史跡根城の広場 八戸市

55 宝成食品株式会社 八戸市

56 道の駅なんごう 八戸市

57 ジャズの館 八戸市

58 グリーンプラザなんごう 八戸市

59 Lounge　エマ 八戸市

60 フリースクエア　ノズキ 八戸市

61 スーパー銭湯　極楽湯 八戸市

62 道の駅さんのへ 三戸町

63 尾形　五戸本店 五戸町

64 フォレストピア階上 階上町

65 道の駅はしかみ 階上町

66 階上町わっせ交流センター 階上町

67 太宰治記念館「斜陽館」 五所川原市

68 津軽三味線会館 五所川原市

69 Ｙ．Ｃ．Ｍ吉幾三コレクションミュージアム 五所川原市

70 太宰治疎開の家（旧津島家新座敷） 五所川原市

71 立佞武多の館 五所川原市

72 金山焼陶芸教室ちゅうばち 五所川原市

73 五所川原市観光案内所 五所川原市

74 有限会社アレンヂフラワー 五所川原市

75 かなぎ元気村「かだるべぇ」 五所川原市

76 つがる地球村 つがる市

77 道の駅つるた　鶴の里あるじゃ 鶴田町

78 鶴の舞橋観光施設 鶴田町

79 アンジェリック鶴田店 鶴田町

80 中泊町農産物加工販売施設『ピュア』 中泊町

81 中泊町折腰内海水浴場 中泊町

82 中泊町小泊マリンパーク 中泊町

83 深浦まるごと市場 深浦町

84 道の駅「ふかうら」かそせいか焼き村 深浦町

85 福寿草 深浦町

86 板柳町ふるさとセンター 板柳町

87 農家レストランしらかみ 鯵ヶ沢町

88 自然観察館　ハロー白神 鯵ヶ沢町

89 十和田市馬事公苑 十和田市

90 奥入瀬渓流館 十和田市

91 奥入瀬湧水館 十和田市

92 石ケ戸休憩所 十和田市

93 八甲田パノラマパークゴルフ場 十和田市

94 奥入瀬渓流温泉スキー場 十和田市

95 十和田市　市民の家 十和田市

96 ＪＲバス子ノ口駅 十和田市
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97 十和田市現代美術館 十和田市

98 十和田乗馬倶楽部 十和田市

99 観光物産館「四季彩館」 十和田市

100 地ビール＆レストラン「奥入瀬麦酒館」 十和田市

101 手づくりハウス「味楽工房」 十和田市

102 有限会社　東奥商事 十和田市

103 ボディバランスケアamon・ガーデンキッチン垂穂 十和田市

104 農園カフェ日々木 十和田市

105 かえで食堂 十和田市

106 ステーキ＆レストラン「味蕾館」 十和田市

107 ここから食堂 十和田市

108 食堂上高地 十和田市

109 サン・ロイヤルとわだ 十和田市

110 十和田サウナ 十和田市

111 ファミリーレストラン　町重 東北町

112 六ケ所原燃PRセンター 六ヶ所村

113 スパハウスろっかぽっか 六ヶ所村

114 ファーマーズマルシェhitotsubu おいらせ町

115 粉物＆カフェ　Ｃｏｏ～ おいらせ町

116 Sake＆Wine Bar 酒匠 おいらせ町

117 御食事処　野ぎく おいらせ町

118 相撲茶屋　月見亭 おいらせ町

119 ネーチャーセンター白鳥の家 おいらせ町

120 尾形　下田店 おいらせ町

121 農キッチンいちご おいらせ町

122 ラーメン麺太朗 おいらせ町

123 かにとお鮨　松 おいらせ町

124 Gathers（ギャザース） 三沢市

125 道の駅ろくのへ　 六戸町

126 大間観光土産センター 大間町

127 東通原子力発電所PR施設　トントゥビレッジ 東通村
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交通事業者

No. 施設名 住所 メルアドorＦＡＸ番号

1 青森港フェリーターミナル 青森市

2 津軽海峡フェリー青森ターミナル 青森市

3 八甲田ロープウェー株式会社 青森市

4 光洋タクシー 青森市

5 パンダレンタカー 青森市

6 青森観光バス株式会社 青森市

7 青森空港旅客ターミナルビル 青森市

8 駅レンタカー新青森営業所 青森市

9 オリックスレンタカー（青森駅前店、新青森駅前りんご店） 青森市

10 トヨタレンタリース青森　青森安方店 青森市

11 トヨタレンタリース青森　青森中央店 青森市

12 トヨタレンタリース青森　青森造道店 青森市

13 トヨタレンタリース青森　青森新田店 青森市

14 トヨタレンタリース青森　青森空港店 青森市

15 トヨタレンタリース青森　新青森駅西口店 青森市

16 株式会社　ブルーロード 青森市

17 三八五観光タクシー株式会社 青森市

18 シィライン株式会社 青森市

19 有限会社八州交通 青森市

20 フェリー「かもしか」 外ヶ浜町

21 津軽岩木スカイライン 弘前市

22 有限会社　さくら交通 弘前市

23 トヨタレンタリース青森　弘前神田店 弘前市

24 トヨタレンタリース青森　弘前駅城東口店 弘前市

25 弘南バス株式会社 弘前市

26 株式会社前田観光タクシー 弘前市

27 株式会社ビッグ・ウィング 弘前市

28 駅レンタカー弘前営業所 弘前市

29 株式会社アップル観光バス本社営業所 黒石市

30 トヨタレンタリース青森　黒石店 黒石市

31 秋北バス株式会社 大鰐町

32 有限会社　川部交通 田舎館村

33 三八五交通株式会社 八戸市

34 駅レンタカー八戸営業所 八戸市

35 トヨタレンタリース青森　八戸尻内店 八戸市

36 トヨタレンタリース青森　八戸柏崎店 八戸市

37 トヨタレンタリース青森　八戸駅東口店 八戸市

38 トヨタレンタリース青森　八戸白銀店 八戸市

39 岩手県北自動車株式会社　南部支社 八戸市

40 三八五観光ハイヤー株式会社 五戸町

41 津軽鉄道（津軽五所川原駅、金木駅、津軽中里駅） 五所川原市

42 トヨタレンタリース青森　五所川原店 五所川原市

43 中里交通株式会社　 中泊町

44 株式会社　中里観光 中泊町

45 株式会社三本木タクシー本社 十和田市

46 トヨタレンタリース青森　十和田店 十和田市

47 十和田観光電鉄株式会社運輸事業部 十和田市
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48 株式会社新山運送 十和田市

49 三沢空港ビル 三沢市

50 トヨタレンタリース青森　三沢空港店 三沢市

51 トヨタレンタリース青森　野辺地駅前店 野辺地町

52 トヨタレンタリース青森　七戸十和田駅北口店 七戸町

53 相和物産株式会社 六ケ所村

54 寺下運輸倉庫株式会社　下田営業所 おいらせ町

55 川内交通バス むつ市

56 トヨタレンタリース青森　むつ店 むつ市

57 シィライン株式会社　脇野沢営業所 むつ市

58 有限会社脇野沢交通 むつ市

59 オリックスレンタカー大間フェリー埠頭店 大間町

60 株式会社尻屋観光 東通村

61 シィライン株式会社（牛滝営業所、福浦営業所、佐井営業所） 佐井村


