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ブティックカワキ つがる市 木造有楽町２６　 ショッピング SL-2000-8665

カラオケ合衆国 五所川原店 つがる市 柏下古川絹森２６６－１ エンターテインメント JS-0001-5966

酒処きくゑ むつ市 横迎町１－１－２３ 飲食店 JS-0004-2679

東寿し むつ市 横迎町１－２－４０　 飲食店 SL-2000-0037

下北バル むつ市 下北町２－４６　プラザホテルむつ１Ｆ 飲食店 JS-0000-9533

カフェテリア 憩 むつ市 桜木町３－１　北の防人大湊安渡館内 飲食店 JS-0003-4562

炭火焼肉 8 むつ市 小川町２－４－２５　久保田ビル１－Ｂ 飲食店 JS-0002-3293

美酒嘉肴 京華 むつ市 大湊新町１－１２ 飲食店 JS-0000-3408

居酒屋 酒呑童子 むつ市 田名部町２－８ 飲食店 JS-0003-6317

酒遊海峡善 むつ市 田名部町３－２９ 飲食店 JS-0001-2213

炙屋友輪 むつ市 本町４－１８　むつ屋台村本町横丁 飲食店 JS-0002-2701

バッグコレクションモリタ むつ店 むつ市 小川町２－４－８　マエダ百貨店１Ｆ ショッピング JS-0005-0961

アスティむつ中央店 むつ市 中央２－２０ ショッピング JS-0000-8040

タナカメガネ むつ市 柳町１－１－１２　 ショッピング SL-2000-4497

株式会社吉田ボデー むつ市 海老川町１６－１１ サービス JS-0003-3678

アングル むつ市 金谷２－１８－６０　 サービス SL-2000-7709

カラオケ合衆国 むつ店 むつ市 下北町７－１７ エンターテインメント JS-0001-5967

岩谷焼肉店 五所川原市 一ツ谷５４８－７ 飲食店 JS-0002-1055

ちゃんこ 五所川原市 錦町１－６９ 飲食店 JS-0002-5208

鶏創作 yakitori とりっぷ 五所川原市 川端町３６８－７ 飲食店 JS-0004-5875

寿し割烹 さわ 五所川原市 川端町４７－１ 飲食店 JS-0000-2266

美酒佳肴 璃庵 五所川原市 大町５０５－３　稲荷長屋壱番館１ 飲食店 JS-0003-1119

kakurega 文平屋 五所川原市 中央３－６０ 飲食店 JS-0001-9971

叶家 五所川原市 田町１８７－５ 飲食店 JS-0003-0100

串酒場 だんぶり 五所川原市 布屋町５６－１ 飲食店 JS-0003-1185

串揚げ和香 五所川原市 本町２６－７ 飲食店 JS-0002-3009

旬彩酒房 さくら 五所川原市 本町３６－７ 飲食店 JS-0000-3949

魚酒房おが 五所川原市 本町４４－１ 飲食店 JS-0001-9454

寿司石松 五所川原市 本町４４－１　はいから館１Ｆ 飲食店 JS-0000-7177

洋菓子店カルネドール 五所川原市 大町２ ショッピング JS-0005-8485

㈱カワキ 五所川原市 唐笠柳字藤巻５１７－１０　ラルレビル１Ｆ　 ショッピング SL-2000-8664

Hair Make Pinks 五所川原市 七ツ館字鶴ケ沼１５３－５８　 サービス SL-2000-9950

ジャンボドライ五所川原工場店 五所川原市 漆川字浅井３５－１０ サービス JS-0005-0690

HAIRMAKEGIZE 五所川原市 中央４－１３９ サービス JS-0002-2002

EdytheStyle 五所川原市 唐笠柳字藤巻５１７－１０　ラルレビル２Ｆ サービス JS-0005-2012

HAIR Position 五所川原店 五所川原市 唐笠柳藤巻６２０－１ サービス JS-0001-5522

炭火焼き鳥 琥珀 駅前店 弘前市 駅前１－１－９　２Ｆ 飲食店 JS-0002-2149

山・海畑 志乃家 弘前市 駅前１－４－２０ 飲食店 JS-0004-0566

USHIMARU 弘前市 駅前町１０－１　遊食館１Ｆ 飲食店 JS-0001-7534

ろばた焼けん太 弘前市 桶屋町３　２Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-3879
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和心亭 山鷹 弘前市 桶屋町４－９　１Ｆ 飲食店 JS-0003-3083

浜焼太郎 弘前店 弘前市 桶屋町９　老松ビル１０１ 飲食店 JS-0002-3377

鮨一貫 弘前市 桶屋町９　老松ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-1021

喫茶室 baton 弘前市 下白銀町１－６　弘前市民会館内 飲食店 SL-2000-5198

サラマンジェ ドゥ シェ・モア 弘前市 外崎１－３－１２ 飲食店 JS-0001-6304

中道さくら野店 弘前市 高崎２－１５－１　別館ラフォルテ　 飲食店 ZN-0001-3512

ラ ポルトブランシュ 弘前市 上瓦ヶ町５－２ 飲食店 JS-0005-1586

酔い処 食事処 味喜や 弘前市 城東中央４－７－８ 飲食店 JS-0002-8599

GAJUMARU 弘前市 城東北１－２－３ 飲食店 JS-0003-3478

北海道レストラン LUNGOCARNIVA 弘前市 城東北３－１０－７１ 飲食店 JS-0001-5774

魚屋地酒処真ちゃん 弘前市 新鍛冶町４６　　 飲食店 ZN-2000-3627

リオグランデ 弘前市 新鍛冶町５４　カネヨーセンター１Ｆ 飲食店 JS-0001-7390

エンタメ酒場 十八番 弘前市 新鍛冶町５７ 飲食店 JS-0004-0537

福や 銀次郎 弘前市 新鍛冶町６３ 飲食店 JS-0000-5591

津軽酒場 あん梅 弘前市 新鍛冶町７０ 飲食店 JS-0004-3661

酒房食膳けん太旬彩館 弘前市 新鍛冶町８１－２　　 飲食店 ZN-0001-3782

紗ら。 弘前市 新鍛冶町８８－２　流星ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-7124

牛たんダイニング ふく助 弘前市 新鍛冶町９６－１ 飲食店 JS-0001-6876

Bar ＆ Food 黒い月 弘前市 親方町４４－１　二幸ビル２Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-0533

鉄板ダイニング IROHA 弘前市 大町１－１４－２　斉藤ビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-7460

馬肉居酒屋櫻 弘前市 鍛冶町３９－１　明治屋会館１Ｆ 飲食店 JS-0001-2371

DININGBAR 吉や 弘前市 鍛冶町４　プラザ宇野ビル２Ｆ 飲食店 JS-0003-0292

津軽 お日さまの味 弘前市 土手町１８９ 飲食店 JS-0000-5605

旬の味喜桜 弘前市 土手町２４－１０　２Ｆ 飲食店 JS-0005-3335

ROCHE 弘前市 土手町２６－１　　 飲食店 ZN-0002-9743

和食処 ふじや 弘前市 土手町３６－６　プラザシャルマン２Ｆ 飲食店 JS-0000-1114

ホルモン鉄板焼・焼肉 三楽 弘前市 土手町４　１Ｆ 飲食店 JS-0000-4987

KAMIYA 弘前市 徳田町４－４ 飲食店 JS-0001-6295

居酒屋 小判 弘前市 文京町６－２１ 飲食店 JS-0003-6395

アジアン・エスニック 弦や 弘前市 本町７６－１　 飲食店 SL-2000-1516

焼肉中道 弘前市 本町８５－１　明治屋グランドビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3465

さわや 弘前市 本町９１－２ 飲食店 JS-0002-3234

ダイニング海の灯 弘前市 本町９５　丸二ビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-4401

株式会社丹藤高杉西配送 弘前市 鬼沢字後田１３３－６ ショッピング JS-0005-3059

フォーラムボウル 弘前市 高田５－１１－１ ショッピング JS-0000-4991

iPhoneDoctor 弘前店 弘前市 松ヶ枝４－４－４　松ヶ枝プラザ１０３号 ショッピング JS-0002-1373

Kbloom 弘前市 青山１－３－１１ ショッピング JS-0001-4476

オートスクエア マックス 弘前市 石川春仕内１０７　 ショッピング SL-2000-4198

LA SAISON 弘前市 代官町３－１ ショッピング JS-0002-0630

油屋福六 弘前市 大清水４－１１－１０　アルバトロス一Ｆ ショッピング SL-2000-1487

ジョナ弘前シティ店 弘前市 大町１－１－２　ショッピングプラザシティ１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-4219

クリーニングコメット　弘前田町店 弘前市 田町５－６－２　　 ショッピング PK-0000-7713

オプティックカトウ 弘前市 田町５－６－７ ショッピング JS-0000-3751

株式会社 弘前天賞堂 本店 弘前市 土手町１３１　 ショッピング SL-2000-6423



3 2020/9/29

［青森県］

加盟店名 所在地 ジャンル

杉見糸店 弘前市 土手町２０６　 ショッピング SL-2000-9966

天香堂ピアザ 弘前市 土手町２９－１　 ショッピング SL-2000-8632

A － Zone 弘前市 土手町４　２Ｆ ショッピング JS-0000-4990

アサヒボウル 弘前市 土手町４　３Ｆ ショッピング JS-0000-4988

金正堂本店 弘前店 弘前市 土手町４５－１　 ショッピング SL-2000-8228

暮らしの衣料 ストー 弘前市 土手町７２－１　 ショッピング SL-2000-8353

A．select 弘前市 土手町７３－２　スマイルホテル弘前１Ｆ ショッピング SL-2000-1944

HOME WORKS 本店 弘前市 土手町７７－１０ ショッピング JS-0005-9397

garret 弘前市 富田１－５－２　 ショッピング SL-2000-9145

旭松堂 弘前市 本町１０２－１ ショッピング JS-0004-7199

クロスジェイ 弘前市 狼森西元５－３　 ショッピング SL-2000-0999

fab 弘前市 駅前３－１２－１　光ビル１Ｆ サービス SL-2000-1327

superbe 弘前市 外崎５－２－１ サービス JS-0002-9481

（株）丹藤 EneJet 弘前城・東 SS 弘前市 小比内５－１８－１０ サービス JS-0003-1700

BRANCH 弘前市 松森町１４７ サービス JS-0002-5873

タイキファーマシー城東北店 弘前市 城東北４－４－２０　１Ｆ サービス JS-0004-4002

カットスペース ユニオン 弘前市 青山２－１－１　 サービス SL-2000-0106

AMYOU 弘前市 泉野１－３－９ サービス JS-0002-9032

イン東京 弘前店 弘前市 早稲田４－６－１ サービス JS-0000-1413

ネイルサロン tout Sourire 弘前市 代官町４３ サービス JS-0004-6738

UP Lash 弘前市 代官町４９－１　１号室 サービス JS-0004-6804

Piacere 弘前市 大町１－３－３　藤田ビル２Ｆ サービス JS-0000-6874

bosca hair 弘前市 土手町１８１－６ サービス JS-0001-9119

Hair Salon Tre’sor 弘前市 東和徳町９－４ サービス JS-0000-6976

S  nail 弘前市 品川町１－４　シナガワーデンビル１０２ サービス SL-2000-6122

Holy design 弘前市 富田２－７－２ サービス JS-0004-6383

AL’s hair 弘前市 富田３－１－３ サービス JS-0001-1297

ADDICT Hair Make 弘前市 和徳町７１－１　 サービス SL-2000-0144

カラオケ合衆国 弘前 102 バイパス店 弘前市 早稲田３－２０－４ エンターテインメント JS-0001-6001

カラオケ合衆国 弘前城東店 弘前市 末広２－５－１ エンターテインメント JS-0001-5968

弘前ファミリーボウル 弘前市 高崎２－１５－１　ラフォルテ館２Ｆ その他 JS-0002-7790

ふくろうの城 弘前市 城東１－２－４ その他 JS-0001-8597

株式会社弘前ブラザー 弘前市 城東中央２－２－１　 その他 SL-2000-4646

CARNET 弘前市 早稲田３－１０－５ その他 JS-0002-7881

有限会社アイコン 弘前市 大字土手町１１７－１　 その他 SL-2000-2989

菊池薬局 本店 弘前市 土手町１８ その他 SL-2001-0679

ケードラッグ 101 弘前市 樋の口２－９－６　イオンタウン弘前店内　 その他 SL-2001-0681

イタリアンパスタレストラン サッソネロ 黒石市 市ノ町１０－１ 飲食店 JS-0000-5908

フードファクトリーテンフォー黒石店 黒石市 富士見１３８－１　　 飲食店 PK-0000-8335

BookShop かえで 黒石市 京町３３－２ ショッピング JS-0002-9894

フラワーデザイン Flowers 黒石市 元町３９　 ショッピング SL-2000-1377

黒石銘菓のお店シャロン甘洋堂 黒石市 前町１７－９ ショッピング JS-0005-4971

文屋 三戸郡 五戸町沢向２７－１ ショッピング JS-0003-3971

道の駅さんのへふれあいハウス 三戸郡 三戸町川守田字西張渡３９－１ ショッピング JS-0005-9923
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メトキベース 三戸郡 三戸町目時上平２４－３　 ショッピング SL-2000-5510

すし処 魚らく 三沢市 幸町１－６－６ 飲食店 JS-0005-7847

CHAOZ 三沢市 幸町１－７－６ 飲食店 JS-0004-0759

鮨道楽 一八 三沢市 幸町１－８－５ 飲食店 JS-0004-6195

串処タカ 三沢市 三沢南山４７－１１　　 飲食店 ZN-0001-4075

インドレストラン デリー 三沢市 松園町３－３－１４ 飲食店 JS-0002-6514

DazzlingDiamond 三沢市 松園町３－９－１　　 飲食店 ZN-0002-9676

BlackBarbieCafe 三沢市 新町４－３１－３４６０　　 飲食店 ZN-0001-4148

居酒屋 いっぽう 三沢市 中央町１－２－１３ 飲食店 JS-0000-6090

居酒屋 くいしんぼ 三沢市 中央町１－７－９ 飲食店 JS-0000-8756

喜久寿司 三沢市 中央町２－１１－２　　 飲食店 ZN-2000-7035

中々 三沢市 中央町２－１－１７ 飲食店 JS-0000-3043

寿司・和食福水 三沢市 中央町２－３－７ 飲食店 JS-0000-4077

焼肉レストラン昌月園 三沢市 中央町２－５－１３　 飲食店 SL-2000-4868

鮨・ダイニング ほうらい 三沢市 中央町２－５－３６ 飲食店 JS-0000-5151

Deeps 三沢市 中央町２－５－６　　 飲食店 ZN-0002-9744

ピッツェリア マッシモ 三沢市 中央町２－８－３４　スカイプラザミサワ１０２ 飲食店 JS-0000-6081

アンクル インド レストラン 三沢市 中央町２－９－６ 飲食店 JS-0001-7910

中華レストラン 華林芭 三沢市 堀口１－４－１ 飲食店 JS-0000-6082

メガネの伊勢屋 三沢市 桜町２－３－１１ ショッピング JS-0003-3163

トマト衣料館三沢店 三沢市 松園町３－１０－１　ビードルプラザ　 ショッピング ZN-0002-6312

DEMZU 三沢市 中央町２－３－３２　MO ビル１Ｆ ショッピング JS-0000-9888

コイワブルーウッズ 三沢市 中央町２－８－３４　スカイプラザミサワ２Ｆ ショッピング JS-0001-0336

リサイクルショップ Bamboo － s 三沢市 日の出１－９４－３３８ ショッピング JS-0001-4330

美容室 プリズム 三沢市 岡三沢７－３７－７ サービス JS-0000-6089

トレッフラカトゥルフィュ 三沢市 三川目３－１４５－５８１ サービス JS-0001-5720

ラポール ヘア リゾート 三沢市 三沢南山７１－１２ サービス JS-0001-9571

クリーニングのブルースター松園店 三沢市 松園町３－１－２０ サービス JS-0003-8779

Msalon 三沢市 中央町２－３－２６ サービス SL-2000-4809

Salon de Noble 三沢市 中央町２－３－２８ サービス JS-0000-6740

ビタミン 三沢市 中央町４－７－１ サービス SL-2000-8010

三沢ボウル 三沢市 南町１－３１－３２５５ その他 JS-0004-6685

海鮮ワイン酒場 IBIZA 十和田市 稲生町１６－１１ 飲食店 JS-0002-0966

居酒屋現代 十和田市 稲生町１６－９ 飲食店 JS-0002-3933

華丸 十和田市 稲生町１８－１０ 飲食店 JS-0005-1515

神田川 十和田市 奥瀬十和田湖畔休屋４８６ 飲食店 JS-0000-5413

だぶりゅー 十和田市 東三番町１－１８ 飲食店 JS-0005-1688

焼肉 牛楽館 十和田市 東三番町１－２７ 飲食店 JS-0002-5266

Lounge 十和田市 東三番町２－４８ 飲食店 JS-0005-8989

奥入瀬森のホテルレストラン 十和田市 法量焼山３６－２０ 飲食店 JS-0000-7403

ジョイスポーツ 十和田市 稲生町　１０－３９ ショッピング SL-2000-6607

リビングステージ ナナオ 十和田店 十和田市 稲生町４－４６　 ショッピング SL-2000-8333

有限会社 照井自動車工業 十和田市 西二十三番町４７－３０ ショッピング SL-2000-7314

十和田書店 十和田市 東四番町１－３ ショッピング JS-0002-9332



5 2020/9/29

［青森県］

加盟店名 所在地 ジャンル

［HC］株式会社電化堂 十和田市 東十二番町８－２７ ショッピング JS-0001-8899

遠田酒店 十和田市 東二番町２－３８　　 ショッピング PK-0000-8921

クリーニングのブルースター 十和田店 十和田市 稲生町１９－２５ サービス JS-0003-9335

竹内調剤薬局 十和田市 西十五番町１－８ サービス JS-0001-4746

セブンカラーズビタミン 十和田市 東三番町３６－３０　 サービス SL-2000-1183

丸善クリーニング 十和田市 東二番町２－３５ サービス JS-0005-4098

レストランカワヨグリーンロッヂ 上北郡 おいらせ町向山５－３３３１ 飲食店 JS-0005-7566

四季旬菜 kin 一 上北郡 東北町大浦立野２４ 飲食店 JS-0002-3975

寿司・和食処 華仙 上北郡 野辺地町赤坂５－８０ 飲食店 JS-0001-8571

トラットリア ヒロ 上北郡 野辺地町田名部道１８－２２ 飲食店 JS-0001-1966

ドンドンダウンオンウェンズデイおいらせ下 上北郡 おいらせ町高田８６－２　　 ショッピング ZN-0002-5224

ア グランクール 下田店 上北郡 おいらせ町中野平４０－１　イオンモール下田１Ｆ ショッピング JS-0005-6971

横浜給油所 上北郡 横浜町百目木９２－２ ショッピング JS-0001-6821

有畑給油所 上北郡 横浜町苗代川目５４ ショッピング JS-0001-5890

［HC］昭和電気株式会社 上北郡 七戸町荒熊内１４９－５ ショッピング JS-0001-9922

ワークショップ小笠原 七戸店 上北郡 七戸町森ノ上２０４ ショッピング JS-0000-3606

［HC］A コープ天間林電化センター 上北郡 七戸町森ノ上２０８－２ ショッピング JS-0002-1538

上野自動車 株式会社 上北郡 野辺地町馬門道３　 ショッピング SL-2000-0774

One World 上北郡 おいらせ町青葉５－５０－２２４７ サービス JS-0001-2826

美容室オーブおいらせ店 上北郡 おいらせ町緑ヶ丘１－５０－２ サービス JS-0001-9572

リラクゼーションヘアー 708 上北郡 おいらせ町鶉久保３３－１８ サービス JS-0000-6751

東洋社マックスバリュー野辺地店 上北郡 野辺地町二本木２４－１ サービス JS-0000-4726

東洋社六ヵ所リーブ店 上北郡 六ヶ所村尾駮野附１－６８　リーブ内 サービス JS-0000-4735

トゥジュール 上北郡 六戸町犬落瀬字後田８３－４　 サービス SL-2001-0008

割烹水天閣 西津軽郡 鰺ヶ沢町本町２００－２ 飲食店 JS-0005-6850

おみやげ品販売 シーポッポ 西津軽郡 鰺ヶ沢町本町２４６－４ ショッピング JS-0005-3549

みちのく料理 西むら アスパム店 青森市 安方１－１－４０　青森県観光物産館アスパム内 10 Ｆ 飲食店 JS-0003-5934

KOMPANO 青森市 安方１－４－１２　 飲食店 SL-2000-8413

苧麻安方店 青森市 安方２－２－１５　　 飲食店 ZN-0001-3853

龍鳳閣 青森市 安方２－６－１１ 飲食店 JS-0004-4731

大昌園 青森市 安方２－６－８ 飲食店 JS-0002-4600

さんきゅー 青森市 久須志４－３－１６　山内ビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-5512

むつ湾の味処海峡の里 青森市 橋本１－１－２ 飲食店 JS-0003-1763

鮨処東寿司 青森市 橋本１－１－７　アルファホテル青森１Ｆ 飲食店 ZN-0001-3555

カクテルアンドショットバー Ar 青森市 橋本１－１－７　アルファホテル青森１Ｆ 飲食店 ZN-2000-1354

はなび 青森市 橋本１－１－９　まつや会館１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3953

居酒屋 五郎 青森市 橋本１－１－９　まつや会館２Ｆ－７ 飲食店 JS-0001-5389

鮨処 はせ川 青森市 橋本１－５－１６ 飲食店 JS-0000-3162

津軽海峡路地っこ 青森市 橋本１－５－４ 飲食店 JS-0005-4969

軽食喫茶 実のり 青森市 橋本１－５－６ 飲食店 JS-0002-5624

居酒屋 汐 青森市 橋本１－６－１５ 飲食店 JS-0002-7173

旬彩磯々亭 青森市 橋本１－６－６　ナイトプラザみやま１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5794

酒菜やいし乃 青森市 橋本１－７－１　YOU&I ビル１０２　 飲食店 ZN-2000-0468

居酒屋おいらせ 青森市 橋本１－８－２６　ロバートプラザ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0744



6 2020/9/29

［青森県］

加盟店名 所在地 ジャンル

居酒屋 大判小判 青森市 橋本１－８－４ 飲食店 JS-0001-2827

焼肉 きんぎょ 青森市 古川１－１１－１ 飲食店 JS-0003-7193

味処天裕 青森市 古川１－１２－１２ 飲食店 JS-0005-3901

FAMILIAR 青森市 古川１－１６－６ 飲食店 JS-0002-3541

berry berry 青森市 古川１－２０－５ 飲食店 JS-0001-6181

酒楽亭 青森市 古川２－１９－１９ 飲食店 JS-0002-8351

Vavinvo バビンボ 青森市 桜川３－６－１０　 飲食店 SL-2000-7228

やきにく炭や 西バイパス店 青森市 三好１－１５－６ 飲食店 JS-0004-7460

青森千串屋本舗小柳店 青森市 小柳３－４－２５　アーバンスペース小柳１０３ 飲食店 JS-0004-8226

炭火串焼き 十喜 青森市 新町１－１２－８ 飲食店 JS-0004-3770

旬肴 ひでか 青森市 新町１－５－８ 飲食店 JS-0004-3771

炭火焼ホルモン たつや 青森市 新町１－９－１９ 飲食店 JS-0000-4865

ダイニング TSUBAKI 青森市 新町２－４－１４ 飲食店 JS-0000-5512

大野の居酒屋 青森市 大野前田６４－２２ 飲食店 JS-0004-4539

トニーローマ青森店 青森市 長島１－６－６　クロスタワーア・ベイ２Ｆ 飲食店 JS-0000-5636

つくし 青森市 長島１－６－６　クロスタワーア・ベイ２Ｆ 飲食店 JS-0000-6569

cafe bar BLUCE 青森市 長島１－６－６　クロスタワーア・ベイ２Ｆ 飲食店 JS-0000-7132

龍鳳閣クロスタワーア・ベイ 青森市 長島１－６－６　クロスタワーア・ベイ２Ｆ 飲食店 JS-0004-2886

やまがみ 青森市 堤町１－８－６　 飲食店 SL-2000-7899

プチレストランブーケドフランス 青森市 虹ヶ丘１－１０－７　　 飲食店 ZN-2000-2070

レストラン K － YOSHIDA 青森市 浜館３－６－３０ 飲食店 JS-0004-3512

あだち 青森市 本町１－１－３４ 飲食店 JS-0001-2038

名前の無い Bar 青森市 本町１－１－４１ 飲食店 JS-0001-6085

鮨と地酒 地雷也 青森市 本町１－３－１２　エヌ・エスビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-4143

活魚とわら焼 地雷也 青森市 本町１－５－５　ティファニー館 飲食店 JS-0003-1606

『Rana』 青森市 本町２－１０－２２　本町広場２号館１０６　 飲食店 ZN-2000-3766

鶴賀 青森市 本町２－１０－９　パスコビル　　 飲食店 ZN-0001-4002

Aloha 青森市 本町２－４－１４ 飲食店 JS-0001-6061

居酒屋 とりっぷ 青森市 本町２－４－９　福徳第一ビル１－Ｂ 飲食店 JS-0004-3445

石と肴 地雷也 青森市 本町２－５－１４　２Ｆ 飲食店 JS-0002-2904

極 地雷也 青森市 本町２－５－１５ 飲食店 JS-0004-2551

まるや中華そば焼肉居酒屋 青森市 本町２－５－６　　 飲食店 ZN-0002-3294

焼鳥大吉商店 本町店 青森市 本町２－６－２３　KS ２号館１Ｆ 飲食店 JS-0005-9426

地元家 青森店 青森市 本町２－６－４　フェニックスビル１Ｆ１０５ 飲食店 JS-0004-0426

よろしく、おどうも 青森市 本町２－６－４　フェニックスビルＢ１Ｆ 飲食店 SL-2000-8412

ワインアンドカクテルビノ 青森市 本町２－６－８　スタービル１０３　 飲食店 ZN-2000-0123

SQUARE 青森市 本町２－８－１　１Ｆ 飲食店 JS-0005-8453

博多もつ鍋山善青森店 青森市 本町２－９－８　　 飲食店 ZN-0001-4040

はしもと藪き 青森市 本町３－３－７ 飲食店 JS-0000-2435

創作居酒屋ダイニング そうすけ 青森市 本町３－４－１９ 飲食店 JS-0001-6294

焼肉ダイニングひなた 青森市 本町５－３－２３　オーロラ会館１Ｆ 飲食店 JS-0003-5155

味っ喰亭 青森市 本町５－４－１２ 飲食店 JS-0000-2464

炭火焼肉酒房 牛寿 青森市 本町５－４－１５ 飲食店 JS-0001-5555

青森千串屋本舗 青森市 本町５－４－２１　ファミリーセンター１Ｆ 飲食店 JS-0004-8904
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Beer dining ジパング 青森市 本町５－４－２５　タナカビル１Ｆ 飲食店 SL-2000-5579

鮨兆 青森市 本町５－６－２ 飲食店 JS-0003-3125

Adesso 青森市 油川大浜１－１ 飲食店 JS-0001-4230

佐渡が鮨 青森市 緑１－１－６８ 飲食店 JS-0003-5220

寿司居酒屋 藤 青森市 浪岡浪岡細田１４６五番街 飲食店 JS-0001-3648

和牛炭火焼 西門 青森市 浪館前田４－５－２８ 飲食店 JS-0000-4270

有限会社浪打薬店 青森市 花園２－３８－６　 ショッピング SL-2000-4985

宝石のパドゥ 青森市 古川１－１７－１８　パドゥビル１Ｆ ショッピング SL-2000-5441

HICROSS ／イクロス 青森市 古川１－１７－２１　 ショッピング SL-2000-4951

ニューポート 青森店 青森市 古川１－２０－２　 ショッピング SL-2000-5056

サーカス 青森市 古川１－２１－２０ ショッピング JS-0000-7483

酒のタカハシ 青森市 幸畑１－２０－１３ ショッピング JS-0005-7235

みのり屋 青森市 合浦１－７－２６　 ショッピング SL-2000-2514

眼鏡工房 福 桜川店 青森市 桜川６－１１－４　 ショッピング SL-2000-1458

山本モータース 青森市 松森１－１２－１４　 ショッピング SL-2000-0516

［HC］ナイスエーワン本店 青森市 新城平岡２３２－１２ ショッピング JS-0001-8154

キクヤメガネ しんまち本店 青森市 新町１－１１－１７　 ショッピング SL-2000-5368

SUN AND SEA 青森市 新町１－１２－１１　新町パークビル１－Ｂ ショッピング SL-2000-2899

天香堂 青森店 青森市 新町１－１４－２１　 ショッピング SL-2000-8633

ブティック ホビーワン 青森市 新町１－１５－７　 ショッピング SL-2000-0647

（有）リケン洋食器店 青森市 新町２－２－７　 ショッピング SL-2000-0254

椿屋 青森市 青柳２－４－１４　　 ショッピング ZN-0001-3991

縁まる 青森市 石江平山２－５７６ ショッピング JS-0004-6855

かめや酒店 青森市 中央１－２６－２２ ショッピング JS-0005-9353

トノサキ 青森市 中央２－１－２４ ショッピング JS-0005-7193

アスティ東青森店 青森市 田屋敷増田１６－２　ユニバース東青森店店内 ショッピング JS-0000-7519

フットケアと靴のオアシス・ブライアン 青森市 東造道３－３－６　ハイパールコート１０２　 ショッピング SL-2000-6799

モリピアあおもりヤマザキ筒井店 青森市 筒井１－１１－１３ ショッピング JS-0005-6603

あおもりぶどうぐ 青森市 北金沢１－２－１　 ショッピング SL-2000-0343

花のなかむら 青森市 本町１－５－８　 ショッピング SL-2000-4962

ブティック えま 青森市 柳川１－２－３　ラビナ３Ｆ ショッピング SL-2001-0886

プレッジフラワー 青森市 緑２－６－３ ショッピング JS-0002-1782

ジーファクトリー 青森市 安田稲森２５３－１ サービス JS-0005-8938

ツルヤ 生協 はまなす店 青森市 羽白沢田３０６－１ サービス JS-0003-9197

ツルヤ市民病院前店 青森市 奥野１－５－１５ サービス JS-0004-5402

東洋社ユニバース沖館店 青森市 沖館１－１－４４ サービス JS-0000-4734

ArayZ 青森市 沖館４－２－４６ サービス JS-0001-7267

i ＋ hearts 青森市 桂木４－８－３ サービス JS-0002-8771

KANAN hair 青森市 三好２－３－５ サービス JS-0002-2036

東洋社ユニバース三内店 青森市 三内稲元１２０－１ サービス JS-0000-4728

ツルヤ 生協 あじさい店 青森市 松原３－９－２ サービス JS-0003-8772

Felice 青森市 松森２－１３－７ サービス JS-0000-2893

株式会社リペアガレージ 青森市 新城山田６７－１０ サービス JS-0004-0615

株式会社佐藤総合 青森市 新城平岡２５９－１ サービス JS-0001-0180
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東洋社さくら野店 青森市 新町１－１３－２ サービス JS-0000-4727

手もみ屋 太陽 青森市 新町１－８－５ サービス JS-0004-6052

Natural 青森新町店 青森市 新町２－１－１６　 サービス SL-2001-1327

SAKURA 青森市 石江５－４－２　フラシオン１０２ サービス JS-0001-6054

美容室＋ LOHAS 青森市 石江岡部３８－１０　 サービス SL-2000-6408

スカイレンタカー 新青森店 青森市 石江岡部８６－１ サービス JS-0000-4227

あっぷる獣医科病院 青森市 千刈１－１３－７ サービス JS-0002-4008

「e」z － hair 青森市 千富町１－１４－１　コンフィデンス大雄１０３ サービス JS-0001-7897

Hair ＆ Make up ジャスミン 青森市 造道３－８－２　 サービス SL-2000-3161

ネイルサロン ヴォロンテ 青森市 中央１－２－９ サービス JS-0004-6251

クリーニングのバンビ 佃店 青森市 佃２－４－３４ サービス JS-0005-7987

東洋社ユニバース東青森店 青森市 田屋敷増田１６－２ サービス JS-0000-4736

照井クリーニング本店 青森市 東造道３－１５－１３ サービス JS-0005-4414

東洋社ユニバース筒井店 青森市 筒井八ツ橋７３－１ サービス JS-0000-4729

HAIR Position 青森南佃店 青森市 南佃２－１７－１　メゾンオリンピア１Ｆ サービス JS-0002-7835

東洋社工場直営店 青森市 南佃２－２７－１５ サービス JS-0000-4732

東洋社ラ・セラ東バイパス店 青森市 八重田４－２－１　ラ・セラ内 サービス JS-0000-4733

ツルヤ 生協 ひまわり店 青森市 浜館６－４－１ サービス JS-0003-8771

イン東京 青森浜田店 青森市 浜田１－１－１１ サービス JS-0000-1456

ツルヤ 生協 コスモス店 青森市 富田３－１６－８ サービス JS-0003-9082

ROSEBeautyRevolution 青森市 緑３－１－４　　 サービス ZN-2000-3690

Hap Garden 青森市 浪岡浪岡字細田２５－２　 サービス SL-2000-1845

カラオケ合衆国 青森観光通り店 青森市 青葉３－９－９ エンターテインメント JS-0001-5962

米ぬか酵素風呂 青のしずく 青森市 橋本２－１９－１１　AMS ビル１Ｆ その他 SL-2000-1331

あおでん幸畑店 青森市 幸畑１－２１－１１　 その他 SL-2000-0339

電気屋 IKO 青森市 新町１－９－２２　 その他 SL-2000-2249

株式会社角弘アレッラ PG 青森店 青森市 新町２－５- １ その他 SL-2000-7642

パナデン ジョイパック あかさか 青森市 大字三内字沢部４５３－１３　 その他 SL-2001-0457

東部コンタクト 青森市 八重田４－２－１　ﾗ ･ ｾﾗ東ﾊﾞｲﾊﾟｽｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ１Ｆ その他 SL-2000-3566

（有）沖館薬局 沖館薬店 青森市 柳川２－４－１９　 その他 SL-2001-0887

（有）沖舘薬局 薬局おきだて 青森市 緑３－９－２　ＳＣサンロード青森１Ｆ その他 SL-2001-1010

はただ酒店 東津軽郡 外ヶ浜町蟹田小国山崎１０５－４　 ショッピング SL-2000-2556

青森ワイナリーホテル あおもり商店 南津軽郡 大鰐町島田滝ノ沢１００－９ ショッピング JS-0003-1869

一戸自動車鈑金塗装工場 南津軽郡 田舎館村豊蒔北前田１９－１ サービス JS-0003-1215

Kill’s Hair 南津軽郡 藤崎町大字藤崎字梨の木２７－２ サービス SL-2000-9902

やきにくや とんとん 八戸市 一番町１－１－１７ 飲食店 JS-0000-2308

ホムラ 八戸市 一番町１－１－３０　　 飲食店 ZN-0001-3810

旬肴鮨所 季樂 八戸市 一番町１－２－１ 飲食店 JS-0000-4677

居酒屋きたのや 八戸市 一番町２－５－２０ 飲食店 JS-0000-7506

NORTHneverland 八戸市 下長４－１９－１ 飲食店 JS-0004-9480

大衆酒場金魚 下長店 八戸市 下長４－１９－２５ 飲食店 JS-0004-5481

蜜 八戸市 岩泉町１０　リングリングビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-2706

ダイニングキッチン カレント 八戸市 岩泉町１０　楢舘ビル４Ｆ 飲食店 JS-0000-5434

鮨 ほそ畑 八戸市 朔日町２０－１ 飲食店 JS-0001-4628
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炭火焼きの店 完ちゃん 八戸市 朔日町３７ 飲食店 JS-0001-4565

夕日絶景食堂イヌワラウ 八戸市 鮫町下松苗場１４－３３　八戸市水産科学館マリエント４Ｆ 飲食店 JS-0004-0103

海席料理処 小舟渡 八戸市 鮫町小舟渡平１０　　 飲食店 ZN-0002-9694

香彩珈琲 みな実 八戸市 三日町１８　北山ビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-8563

ととや烏賊煎 八戸市 三日町２５ 飲食店 JS-0002-2769

いとをかし 八戸市 三日町３８　花小路ビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-1614

BALcandela 八戸市 三日町３８　花小路ビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-2365

SOUL CHILD 八戸市 三日町３８　花小路ビル３Ｆ 飲食店 JS-0001-8880

MARQUEE 八戸市 十三日町１６　チーノはちのへＢ１Ｆ 飲食店 JS-0000-9081

南部民芸料理 藏 八戸市 十三日町２８　花真ビル１Ｆ 飲食店 SL-2000-9182

串揚げ鮮菜天弓 八戸市 十三日町２９－１　ウシジマビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4605

和処 大うち 八戸市 十八日町１－４ 飲食店 JS-0002-6259

恵房 焚久味 八戸市 十六日町１１　NOA １０６　２Ｆ 飲食店 JS-0000-2267

星乃珈琲店 八戸城下店 八戸市 沼館１－４－１０ 飲食店 JS-0005-1420

新田舎や 八戸市 鷹匠小路１７鷹匠アレイ１Ｆ 飲食店 JS-0004-0041

浜焼太郎八戸店 八戸市 鷹匠小路３－２　　 飲食店 ZN-2000-6127

炭火焼肉無敵 八戸市 鷹匠小路５－１ 飲食店 JS-0005-8714

BARAREA 八戸市 鷹匠小路８－３　Pol ビルＢ 1 Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-0859

旬の恵 たかもり 八戸市 長横町１５－２　キララビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-0538

居酒屋＋洋食 くつろぎ 八戸市 長横町１５－５　平井ビル１０２ 飲食店 JS-0001-4619

どん 八戸市 長横町１８　連鎖名店街８号 飲食店 JS-0004-7679

ホワイトレディー 八戸市 長横町２　ポストコアビル２Ｆ－３　 飲食店 ZN-2000-4663

KAZU 八戸市 長横町４－３　　 飲食店 ZN-0002-5382

食彩 一会 八戸市 長横町７－１　ムーンプラザ１Ｆ 飲食店 JS-0003-2606

味小径 千陽 八戸市 堤町８－２ 飲食店 JS-0000-3585

海鮮酒房 浜膳 八戸市 田向１－７－２０ 飲食店 JS-0000-2957

Bar Saude 八戸市 内丸１－１－５ 飲食店 JS-0000-2958

旬房 楽楽 八戸市 内丸３－１－３１ 飲食店 JS-0002-9593

楽しや 南類家店 八戸市 南類家４－１－２９ 飲食店 JS-0003-5605

スミビヤキニクユウユウカン 八戸市 南類家４－２－１７　　 飲食店 ZN-0001-3955

居酒屋 楽しや 売市店 八戸市 売市３－７－２６ 飲食店 JS-0003-5684

和食処 かん東 八日町店 八戸市 八日町１－１　ダイワロイネットホテル内 飲食店 JS-0000-1583

中華彩館剣心 八戸市 番町１４　八戸グランドホテルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0003-1581

隠れ居酒屋 とんとん拍子 八戸市 番町３５－８ 飲食店 JS-0001-2491

カーサ・デル・チーボ 八戸市 湊高台１－１９－６ 飲食店 JS-0000-6193

居酒屋 吉珍 八戸市 湊町久保４４－１５５ 飲食店 JS-0000-6727

酒と肴と男と女海ぼうず 八戸市 六日町１０　いわとくパルコ１Ｆ 飲食店 JS-0002-0595

すみ さけ みなみ 八戸市 六日町１０　いわとくパルコ１Ｆ 飲食店 SL-2000-0011

炭火焼わっつり 八戸市 六日町１０　いわとくパルコ新館２Ｆ 飲食店 JS-0002-1803

MAMA’S KITCHEN 八戸市 六日町１０　いわとくパルコ本館２Ｆ 飲食店 JS-0005-3488

鉄板オヤジ なおき 八戸市 六日町１２　大松ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-1807

サバの駅 八戸市 六日町１２　大松ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-1819

こごみ 八戸市 六日町２０－１　味ビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-1580

大衆酒場 金魚 八戸市 六日町２１ 飲食店 JS-0002-5521
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BEERPUB HOPBEAT 八戸市 六日町２２－２　アヅバル男山ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-3079

くつろぎの館アットホーム 八戸市 六日町２２－２　アヅバル男山ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0002-4231

裏町 しはん 八戸市 六日町２３－１　M ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-7427

お料理とお酒の店花ごころ 八戸市 六日町２５ 飲食店 JS-0002-8001

哲 八戸市 六日町２５　　 飲食店 ZN-0001-4055

佐々木商店 八戸市 六日町３２　久保田ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-2833

創作和食 菊粋 八戸市 六日町３４　大嶋屋ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-4037

鉄板ダイニング 小山 八戸市 六日町３５　アイエスビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-1441

いち八戸本店 八戸市 六日町８－１　やま正ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-9622

木津商店 八戸市 一番町１－２－２１ ショッピング JS-0005-4964

オフィス Mart 八戸市 卸センター１－４－１０ ショッピング JS-0005-9004

クリーニング 123　下長店 八戸市 下長１－１８－１９　　 ショッピング PK-0000-8005

アルパジョン下長店 八戸市 下長２－１－２５ ショッピング JS-0005-1741

クリーニング 123　ラピア前店 八戸市 江陽１－２９－３　　 ショッピング PK-0000-8008

スタディオ・S ラピア店 八戸市 江陽２－１４－１　八戸ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰﾗﾋﾟｱ１Ｆ ショッピング JS-0005-7086

ピザテン・フォー　八戸根城店　1 八戸市 根城２－２６－１　　 ショッピング PK-0000-8674

トマト衣料館八戸根城店 八戸市 根城３－１４－３　　 ショッピング ZN-0002-9714

カーポイント 八戸市 根城西ノ沢３６－１ ショッピング JS-0002-5083

ニューバッグ モリタ 八戸市 三日町１４－１ ショッピング JS-0005-0986

モリタオンラインストア 十三日町店 八戸市 十三日町１０－２ ショッピング JS-0005-1193

ノースアンドモア 八戸市 小中野２－２－１１　フリースクエアノヅキ１Ｆ ショッピング JS-0003-6574

パセリー菜ユニバース小中野店 八戸市 小中野３－２４－７２　　 ショッピング ZN-0002-9687

バッグコレクション モリタ ピアドゥ店 八戸市 沼館４－７－１１１　ﾋﾟｱﾄﾞｩ ･ ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ八戸沼館店２Ｆ ショッピング JS-0005-6950

水晶堂 城下店 八戸市 城下１－２７－５ ショッピング JS-0001-8881

HOCKEY SHOP NEEDA 八戸市 新井田西１－２－１９ ショッピング JS-0003-7533

パセリー菜よこまちストア新井田店 八戸市 新井田西３－９－５　　 ショッピング ZN-0002-9716

ミウラ電波模型店 八戸市 西白山台６－８－３ ショッピング JS-0000-5408

リビングステージ ナナオ 八戸市 青葉 1 －３－１　 ショッピング SL-2000-8332

メガトン書店八戸店 八戸市 石堂１－１－３２ ショッピング JS-0002-9658

パセリー菜ムーンプラザ店 八戸市 長横町７－１　　 ショッピング ZN-0002-9667

つり具のビッグオーシャン 八戸店 八戸市 長苗代２－２２－１３ ショッピング JS-0001-3642

アビリティーオート 長苗代店 八戸市 長苗代４－４－２７ ショッピング JS-0002-6639

パセリー菜八戸支店 八戸市 長苗代中坪１１５－７　１Ｆ　　 ショッピング ZN-0001-3814

ファイテンケアステーション八戸店 八戸市 田向２－４－１５ ショッピング JS-0002-4942

金正堂本店 八戸店 八戸市 南類家１－１－１　 ショッピング SL-2000-8229

ル・パティシエ・アルパジョン 八戸市 南類家５－２－５ ショッピング JS-0005-0954

川上武道具店 八戸市 柏崎６－５－１４ ショッピング JS-0002-9594

ペットショップ サニー 八戸市 白銀３－１５－１ ショッピング JS-0003-2071

トマト衣料館八戸湊店 八戸市 白銀町右新井田道１－１　　 ショッピング ZN-2000-3458

花万食品 八戸市 白銀町三島下２４－１１ ショッピング JS-0002-2912

パセリー菜ユニバースニュータウン店 八戸市 北白山台５－１－７　　 ショッピング ZN-0002-3377

クリーニングイルカ　湊高台店 八戸市 湊高台５－２５－８　　 ショッピング PK-0000-8004

アルパジョン湊高台店 八戸市 湊高台６－５－１７ ショッピング JS-0005-0999

ピザテン・フォー　八戸湊高台店　2 八戸市 湊町字新井田道１２－１　　 ショッピング PK-0000-8676
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アドプリンター 八戸市 下長２－３－２３ サービス JS-0000-7884

SheCu ＋ 八戸市 下長２－３－３１　下長第２オフィスビル１Ｆ サービス JS-0002-7416

ごとう動物病院 八戸市 下長３－３－４ サービス JS-0001-4668

Hair Studio Ardito 八戸市 下長４－２２－７　エレファントビル１Ｆ サービス JS-0002-9767

hair crew spica 八戸市 下長６－１４－３ サービス JS-0000-9239

nico 八戸市 根城１－３７－１１ サービス JS-0001-0024

Arts 八戸市 十八日町２　鴨沢ビル１Ｆ サービス JS-0002-2266

hair lounge WITH 八戸市 沼館１－６－９　 サービス SL-2000-0723

イン東京 八戸沼館店 八戸市 沼館４－７－１０１－Ｃ サービス JS-0000-1411

クリーニングのブルースター上組町店 八戸市 上組町３７－１ サービス JS-0005-0079

美容室 G － salon 八戸市 新井田八森平１－６ サービス JS-0002-9649

ヘアサロン NOAH 八戸市 吹上６－３－８ サービス JS-0002-2344

クリーニングのブルースター石堂店 八戸市 石堂４－１５－１１ サービス JS-0003-9198

Lilycoco． 八戸市 鳥屋部町４　インフィールドビル１Ｂ　 サービス ZN-0001-4168

サカエ薬局田向 八戸市 田向デントウ平１０－１ サービス JS-0001-6360

ビューティサロンモリー 八戸市 内丸３－４－１　 サービス SL-2000-4784

K － BOSE 八戸市 南白山台１－５－３６　コネッソ１０１ サービス SL-2000-6113

クリーニングのブルースター 南類家店 八戸市 南類家４－２－３５ サービス AL-0000-0029

HAIR STUDIO M 八戸市 南類家５－８－２１ サービス JS-0004-6165

hairmakefuka 売市店 八戸市 売市２－１２－３６　　 サービス ZN-0002-2446

イン東京 八戸白銀店 八戸市 白銀町三島上３６－１ サービス JS-0000-1421

シルエット美容室 八戸市 湊町上中道１５－１　　 サービス ZN-0003-1101

ヘアーメイクフウカ 八戸市 類家５－２－１２　　 サービス ZN-0001-4037

ヘアーメイクヒール 八戸市 六日町３　　 サービス ZN-0002-8154

カラオケ合衆国 八戸店 八戸市 新井田西２－７－２ エンターテインメント JS-0001-5963

メガネの菊谷 八戸市 長横町８　 その他 SL-2000-4496

Teddy’s One 八戸店 八戸市 田向５－２１－７ その他 JS-0002-9771

大衆割烹さんりく 八戸市 六日町２３　 その他 SL-2000-2010

ユイットデュボワ 八幡崎店 平川市 八幡崎松枝４２－１ 飲食店 JS-0005-1623

カーボーイ弘前バイパス店 平川市 岩館長田１－５ ショッピング JS-0001-4243

暮らしの衣料ストー 平賀店 平川市 小和森上松岡１９３－１　 ショッピング SL-2000-8352

ピザテン・フォー　青森平賀店　1 平川市 本町平野１８－１５　　 ショッピング PK-0000-8665

有限会社坂本商店 北津軽郡 板柳町板柳字土井３２８ ショッピング JS-0005-3554

有限会社板柳マツダ自動車商会 北津軽郡 板柳町三千石五十嵐１４－１５ サービス JS-0004-5594


