
加盟店名 住所 電話番号

弘前市・黒石市・平川市・中津
軽郡・南津軽郡

衣料品・雑貨・靴

ＤＯＧ　ＤＥＰＴ弘前店 弘前市城東北３丁目　１０－１　さくら野百貨店弘前店２Ｆ 0172-29-5170

アージュ 弘前市大字土手町　７９－１ 0172-32-1399

アート・ポラリス 弘前市大字山下町　２－１２ 0172-32-3398

ＲＤＦロックタウン 弘前市樋の口２丁目　９－６　ロックタウン弘前樋の口内 0172-38-9363

青森県漆器協同組合連合会 弘前市大字神田２丁目　４－９ 0172-35-3629

遊 弘前市大字清水森　字沼田　１３０ 0172-89-3550

李紗羅 黒石市追子野木２丁目　１０８－１ 0172-53-0905

ＶＩＮＣＥＮＴ 弘前市大字大町２丁目　１－４ 0172-35-5277

うるし塗の次郎 弘前市大字堀越字川合　１２２－２ 0172-27-3679

ＡＳＰＩＣＥ 弘前市大字土手町　１７９ 0172-78-1186

Ａ．ｓｅｌｅｃｔ 弘前市　大字土手町　７３－２　スマイルホテル弘前１Ｆ 0172-34-2248

ｓ．ｃｕｔｅ　弘前店 弘前市　大字代官町　８８ 0172-36-7510

ゑびすや履物店 弘前市　大字本町　１０４ 0172-32-3093

Ｆ．Ｏ．ＫＩＤＳ　青森藤崎バイパ
ス店

南津軽郡藤崎町　大字西豊田　２丁目　１－１９ 0172-55-8033

大鰐町地域交流センター　鰐ｃ
ｏｍｅ

南津軽郡大鰐町　大字大鰐字川辺　１１－１１ 0172-49-1126

オトハネ 弘前市大字代官町　２２　２Ｆ 0172-33-9288

ＣＡＳＡＩＣＯ 弘前市大字城東中央　４丁目　２－１１ 0172-88-7574

風の谷 平川市館山上扇田　１６－１０ 0172-44-8839

亀屋革具店 弘前市大字一番町　２４ 0172-32-2077

川崎染工場 弘前市大字亀甲町　６３ 0172-35-6552
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弘前市・黒石市・平川市・中津
軽郡・南津軽郡
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企業組合　ゆりかごＲ 弘前市安原３丁目３－１ 0172-87-4822

株式会社木村 弘前市大字城南１丁目　２８－１１ 0172-88-9530

ギャラリー安曇野 弘前市　大字土手町　７９－１　ロワイヤルユウ土手町Ａ 0172-36-5535

ｇａｒｒｅｔ 弘前市大字富田１丁目　５－２ 0172-55-9009

久与 黒石市大字横町　５ 0172-52-3423

クール・カレ　アン　弘前店 弘前市大字土手町　６０ 0172-33-3011

暮らしの衣料　ストー 弘前市大字土手町　７２－１ 0172-32-0617

暮らしの衣料ストー　平賀店 平川市　小和森　上松岡　１９３－１ 0172-44-0887

クラフト＆和カフェ　匠館 弘前市大字上白銀町　８－１ 0172-36-6505

ｇｒｅｅｎ 弘前市大字代官町　２２　１Ｆ 0172-32-8199

グレース 弘前市大字城東３丁目　３－８ 0172-27-4129

Ｋボッコ 黒石市大字横町　１－２ 0172-52-2181

木ａ 弘前市　大字外崎　３丁目　１－３ 0172-88-8989

コットンハウス 弘前市大字駅前３丁目　６－５ 0172-37-0268

ｋｏｈａｒｕ 弘前市大字川先２丁目　１－７ 0172-27-2474

ＣＯＲＲＩＮＡ　ＣＯＲＲＩＮＡ 弘前市　大字土手町　１３３－２ 0172-32-9878

ＴＨＥ　ＬＡＵＮＤＥＲＥＴＴＥ 弘前市　大字徒町　１６－１　第八狩野弘前ビル　２階
２０１

0172-68-5082

サイセイ 平川市　新館野木和　８６－１（バイパス店） 0172-44-2351

Ｓｉｔｅｓ＆Ｌａｂ 弘前市大字代官町　７６　代官町ビル１Ｆ 0172-40-4250

サクセス 弘前市大字代官町　２８ 0172-35-3444
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想い出ショップ　さくらはうす 弘前市大字下白銀町　２－１ 0172-37-5501

サロン・ド・エレット 弘前市大字北瓦ケ町　５－１ 0172-40-2165

サンライズマーケット 弘前市大字駅前３丁目　１２－４ 0172-36-2631

シエント 弘前市　大字土手町　２１１－９ 0172-34-0400

シエント・エフ 弘前市　大字大町　１丁目　１４－１ 0172-32-9632

シャディサラダ館　土手町店 弘前市　大字土手町　１６５ 0172-33-5550

集会所　ｉｎｄｒｉｙａ 弘前市　大字紙漉町　４－６ 0172-34-6858

シュープラザ　弘前店 弘前市大字神田３丁目　２－１８ 0172-31-2313

杉見糸店 弘前市大字土手町　２０６ 0172-32-5247

ステーブルズ 弘前市大字代官町　１４－２ 0172-33-9225

スローポーク 弘前市　大字南瓦ケ町　５　イリゴマンション１Ｆ 0172-32-7426

セレクトショップＭＯＮＡ 弘前市大字駅前町　１５－１０　１Ｆ 0172-55-7922

創芸　かしわや 弘前市大字駅前２丁目　３－５ 0172-32-3884

Ｄｏｖｅ　＆　Ｂｕｃｋｓ 弘前市大字駅前町　１２－１ 0172-35-8990

ｃｈｉｃｏｒｉ 弘前市大字坂本町　２ 0172-32-3020

チヨダ　エスピーシー　弘前さく
ら野店

弘前市大字城東北　３丁目　１０－１ 0172-29-3404

チヨダ　弘前城東店 弘前市大字高田　３－１－９ 0172-32-2256

チヨダ　弘前店 弘前市　大字宮川　３丁目　２－３ 0172-32-2256

津軽黒石こみせ駅 黒石市大字中町　５ 0172-52-7271

津軽伝統工芸館内津軽塗工
房

黒石市　大字袋　字富山　６５－１ 0172-59-5300
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弘前市・黒石市・平川市・中津
軽郡・南津軽郡
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津軽塗工房 黒石市大字袋字富山　６５－１ 0172-59-5307

津軽塗の源兵衛 弘前市　大浦町　４－３ 0172-38-3377

つるや　北大通り店 弘前市野田２丁目　５－５ 0172-35-0033

つるや　安原店 弘前市　大字泉野　１丁目　４－５　イオンタウン弘前安原 0172-89-1680

つるやイオンタウン樋の口店 弘前市大字樋の口　２丁目　９－６　イオンタウン弘前樋
の口

0172-55-5670

ディーライト　カルトレイン 弘前市大字松森町　２－１４ 0172-39-7210

テーラー　オガサワラ 黒石市袋井３丁目　８９ 0172-53-0600

手作り工房　裕 弘前市大字鍛冶町　７－３　２Ｆ 0172-32-3658

東北企業服 弘前市大字宮川２丁目　３－７ 0172-35-5311

ドンナ・アール 弘前市　大字駅前町　１０－４　ワタナベビル１Ｆ 0172-39-2040

二唐刃物鍛造所 弘前市大字金属町　４－１ 0172-88-2881

のりたや　市の町店 黒石市　大字内町　３２－４ 0172-52-7239

芭蕉 弘前市大字外崎１丁目　３－１ 0172-27-0033

ＨＡＮＡＫＩＹＡ 弘前市大字土手町　１００－１　もりやビル１Ｆ 0172-36-9976

特定非営利活動法人　ｈａｒａｐ
ｐａ

弘前市　大字元長町　２５ 0172-31-0195

ハリカ　弘前店 弘前市大字宮川３丁目　７－５ 0172-32-1155

ｂａｍｂｏｏｆｏｒｅｓｔ 弘前市代官町　２０－１ 0172-35-4520

美術サロン　陶美苑 弘前市大字北川端町　６－１ 0172-32-3649

弘前ポテチーノ 弘前市大字土手町　１２０－１ 0172-33-7085

弘前城情報館 弘前市　大字下白銀町　１－１ 0172-33-8733
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弘前城天守 弘前市　大字下白銀町　１－１ 0172-33-8733

弘前市りんごの家 弘前市大字清水富田　字寺沢　１２５ 0172-36-7439

弘前ブラザー 弘前市大字城東中央　２丁目　２－１ 0172-27-5291

ファッション　Ｍ 南津軽郡藤崎町　大字藤崎字高瀬　８－４ 0172-75-2889

ファッション鳴海 黒石市横町　２５－４ 0172-53-2831

ファッションハウス　むら久 弘前市大清水　２－３－８ 0172-27-6660

ファッションハウス　ユー 弘前市大字代官町　２８－１ 0172-32-1757

ファミリー衣料　あぼ 平川市本町北柳田　８－５１ 0172-44-2343

ファミリー衣料　あぼ　大鰐店 南津軽郡大鰐町　大字大鰐字前田　４０－１２ 0172-48-2322

ＦＡＩＴＨ 弘前市大字駅前町　１０－４　ワタナベビルＢ 0172-26-8765

プチコパン 弘前市大字西川岸町　１ 0172-35-6627

プティ　シュシュ 弘前市大字駅前町　１７－１１ 0172-33-7758

ブティック　サカタ 弘前市大字百石町　３２－９ 0172-34-7300

ブティック岩谷 黒石市　大字山形町　１２６ 0172-52-2831

武徳殿休憩所　北の郭 弘前市　大字下白銀町　１－１ 0172-33-8733

ブレイブリィ 弘前市　大字松ケ枝　３丁目　２－９ 0172-28-1910

ブレス 弘前市大字土手町　１００－１　もりやビル２Ｆ 0172-39-2040

ポール・スミス　弘前店 弘前市大字駅前町　１０－３ 0172-38-2501

ＢＵＴＴＯＮ　ＵＰ　ｃｌｏｔｈｉｎｇ 弘前市大字大町３丁目　１０－８ 0172-37-6699

ボタンと手芸の店　しまや 弘前市大字百石町　１３ 0172-32-6046
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ほわいとあっぷる 弘前市　大字大町　２丁目　１－１７ 0172-34-5380

ＷｈｉｔｅＡｐｐｌｅ．．．ｆ 南津軽郡藤崎町　大字西豊田２丁目　１－１９ 0172-75-3422

マリリン・メイ 弘前市撫牛子　３－１８－３７ 0172-32-2051

マルゼン　洋服店 弘前市大字城東北　２丁目　３－１ 0172-28-2929

マルヨシ商店 弘前市大字土手町　１３３ 0172-32-3827

三筋工房 黒石市大字豊岡　字狼森　２７－１０９ 0172-53-3082

「道の駅」いかりがせき　文化
観光館　物販

平川市碇ヶ関碇石　１３－１ 0172-49-5020

Ｍｉｌｆｙ 弘前市泉野２丁目　２－２ 0172-87-7878

メゾンコレクション弘前 弘前市大字土手町　１８１－９－Ａ 0172-38-4711

Ｍｅｎ’ｓ　Ｏｎｏ 弘前市大字和泉２丁目　１５－１４ 0172-27-0736

山崎洋服店 弘前市　大字土手町　１３４ 0172-32-5225

四次元ポケット 黒石市大字中川字花岡　４１－１ 0172-59-3210

萬屋　大清水店 弘前市　大字大清水　１丁目　９－２０ 0172-28-9045

萬屋　城東店 弘前市大字和泉１丁目　２－１ 0172-55-6840

Ｒ．Ａ．Ｄ． 弘前市大字駅前町　１３－２ 0172-35-6372

ＲＥＧＡＬ　ＳＨＯＥＳ　弘前ヒロ
ロ店

弘前市　大字駅前町　９－２０　ヒロロ弘前１Ｆ 0172-34-4967

Ｌｉｍａ 弘前市　大字土手町　１４１ 0172-35-0488

リネンズ　イクコ 弘前市土手町　２２ 0172-33-0188

Ｌａｂｅｒ　黒石店 黒石市大字中川字篠村　１６－１ 0172-88-7808
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