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株式会社ミワ電工 設備工事業 五所川原市大字漆川字袖掛153-14 0173-35-4620 http://www.miwadenko.jp/
株式会社 野呂電気商会 設備工事業 五所川原市金木町玉水199-2 0173-53-2006
日東水道工業 株式会社 設備工事業 五所川原市若葉3-1-6 0173-35-2606
秋元電気商会 設備工事業 五所川原市金木町嘉瀬雲雀野21-7 0173-53-2818
有限会社 前田電気工事 設備工事業 五所川原市金木町神原桜元31 0173-52-2729
丸葉水道工業所 設備工事業 五所川原市相内95 0173-62-2054
有限会社 山中水道 設備工事業 五所川原市金木町玉水200-1 0173-53-2827
有限会社 千光電気工事店 設備工事業 五所川原市字新宮町75-7 0173-35-5312
有限会社 村元水道工業 設備工事業 五所川原市磯松磯野153-1 0173-62-2092
対馬電装工業所 その他のサービス業 五所川原市大字米田字八ツ橋60-2 0173-35-2688
道の駅運転代行 その他のサービス業 五所川原市大字飯詰字皆瀬8
株式会社 藤産業 その他のサービス業 五所川原市大字金山字竹崎182-6 0173-33-0123 http://fujisangyo.cloud-line.com

吉幾三コレクションミュージアム その他のサービス業 五所川原市字大町509-3 0173-26-6686
一般社団法人 西北労働基準協会 その他のサービス業 五所川原市大字唐笠柳字藤巻495-3 0173-35-6336 http://seihokurouki.sakura.ne.jp/

公益社団法人 五所川原法人会 その他のサービス業 五所川原市字大町1 0173-35-1318
小田桐自動車 その他のサービス業 五所川原市大字川山字森内36-1 0173-36-2226
白川総合商会 その他のサービス業 五所川原市金木町芦野365-705 0173-53-2686
有限会社 アトリエ久光 その他のサービス業 五所川原市大字水野尾字懸樋40-1 0173-35-8072
Fun Garage その他のサービス業 五所川原市字上平井町16-6 0173-35-3259 http://fungarage.web.fc2.com/

松山オートサービス その他のサービス業 五所川原市大字梅田字平野33 0173-28-2811
白戸自動車板金 その他のサービス業 五所川原市大字広田字榊森9-3 0173-33-2058
株式会社 小山内車輌 その他のサービス業 五所川原市大字広田字榊森7-12 0173-35-2285 http://www.osanai-sharyo.com

有限会社 金木自動車整備工場 その他のサービス業 五所川原市金木町嘉瀬萩元263-2 0173-52-2166
太田自動車 その他のサービス業 五所川原市太田山の井441 0173-27-7840
ボディーショップ ガイ その他のサービス業 五所川原市大字浅井字西広128-2 0173-29-2372
渡辺自動車サービス その他のサービス業 五所川原市大字鶴ケ岡字唐橋96-2 0173-36-9017
ぴっと プラス その他のサービス業 五所川原市字雛田222-53 0173-38-1557
有限会社 共栄自動車工業 その他のサービス業 五所川原市大字唐笠柳字藤巻149 0173-34-3329 http://kyouei.cloud-line.com
有限会社 エムエコ その他のサービス業 五所川原市大字神山字殊ノ峰95-13 0173-27-3027
有限会社 ボディーショップかとう その他のサービス業 五所川原市大字漆川字浅井34-6 0173-35-3626
市浦地域活性化センター その他のサービス業 五所川原市十三土佐1-298
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Wan Style その他の生活関連サービス業 五所川原市旭町36 イエローTEビル1階 0173-26-7540
REBOOT FITNESS その他の生活関連サービス業 五所川原市大字唐笠柳字藤巻509-17 050-3702-0042 https://www.rebootfitness2021.com/

藤田葬儀造花店 その他の生活関連サービス業 五所川原市磯松磯野223 0173-62-2251
株式会社土井花店 フローラルホール広田 その他の生活関連サービス業 五所川原市大字広田字柳沼116-2 0173-26-7123 http://www.doihanaten.com
株式会社土井花店 フローラルホール一ツ谷 その他の生活関連サービス業 五所川原市字一ツ谷501-8 0173-23-0315 http://www.doihanaten.com
uniqueネイル こむむ その他の生活関連サービス業 五所川原市字鎌谷町524-3
伝建 その他の卸売業 五所川原市大字長橋字広野511-3 0173-35-7386
有限会社 サンコー資材 本社 その他の卸売業 五所川原市大字金山字亀ケ岡46-12 0173-35-8635
大成産業 株式会社 その他の卸売業 五所川原市大字浅井字色吉207-1 0173-29-2300
公文式エルム西教室 その他の教育，学習支援業 五所川原市中央1-671A 0173-33-7447
アルファスクール その他の教育，学習支援業 五所川原市大字稲実字稲葉50-9 0173-35-0433
株式会社金木自動車学校 その他の教育，学習支援業 五所川原市金木町菅原257-1 0173-53-2026 http://kanagijiko.webcrow.jp/

BUPI倶楽部 その他の教育，学習支援業 五所川原市大字姥萢字船橋52-15 0173-38-3155
NSEゼミナール その他の教育，学習支援業 五所川原市字布屋町19-4 0173-33-2117 http://www.nse-zeminaru.com

学研 漆川教室 その他の教育，学習支援業 五所川原市大字漆川字袖掛163-12 0173-38-4664
はるにれ音楽教室 その他の教育，学習支援業 五所川原市大字姥萢字船橋107-2 0173-34-4221
寺子屋 なごみ塾 その他の教育，学習支援業 五所川原市大字飯詰字福泉157-2 0173-37-2547
五所川原ゼミナール その他の教育，学習支援業 五所川原市字柏原町12-1 0173-33-2370 https://goshozemi.jimdofree.com

陶芸教室 ちゅうばち その他の教育，学習支援業 五所川原市大字金山字千代鶴107-4 https://yakimonoya3.localinfo.jp

有限会社芦野清掃 その他の事業サービス業 五所川原市金木町芦野216-5 0173-52-3121
有限会社でまち商会 その他の小売業 五所川原市字田町187-21 0173-34-8169
有限会社たむら文具 その他の小売業 五所川原市大字稲実字米崎118-9 0173-35-0279 http://www.tamurabungu.jp
トールエナジー その他の小売業 五所川原市みどり町6-1 0173-23-4545
有限会社松山プロパン商会 その他の小売業 五所川原市字新宮町65-1 0173-35-1152 http://matsupuro.com
七商 その他の小売業 五所川原市大字姥萢字桜木297-4 0173-35-8954
カーセレクションプラスワン その他の小売業 五所川原市大字豊成字田子ノ浦72-4 0173-27-3877
有限会社天龍 その他の小売業 五所川原市字敷島町49-1 0173-35-2461 https://tenryu-kanban.cloud-line.com

有限会社エルム美材 その他の小売業 五所川原市松島町4-2 0173-35-3625
つがる惣菜 その他の小売業 五所川原市字一ツ谷540-11 0173-35-4820
はまけい新岡商店 その他の小売業 五所川原市金木町芦野240-4 0173-53-2669
産直市場ノア その他の小売業 五所川原市金木町沢部468-1 0173-52-5511

https://www.rebootfitness2021.com/
http://www.doihanaten.com
http://www.doihanaten.com
http://kanagijiko.webcrow.jp/
http://www.nse-zeminaru.com
https://goshozemi.jimdofree.com
https://yakimonoya3.localinfo.jp
http://www.tamurabungu.jp
http://matsupuro.com
https://tenryu-kanban.cloud-line.com


申請者一覧

●ごしょがわら積極的感染症対策（G.P.G.）取組店 2021/12/28現在
店舗名 業種 住所 電話暗号 URL

時計・メガネ・宝石 シラカワ その他の小売業 五所川原市金木町沢部468-1 0173-53-2777
トライアングルロード広田 その他の小売業 五所川原市広田柳沼54-1 0173-34-3165
鳴海新聞店 その他の小売業 五所川原市金木町朝日山426-1 0173-52-3054
でんきのサイトー その他の小売業 五所川原市金木町朝日山299 0173-52-3477
角田靴・スポーツ店 その他の小売業 五所川原市金木町朝日山429 0173-52-2228
東奥日報五所川原駅前販売店 その他の小売業 五所川原市大町２ 0173-38-4710
大橋薬店 その他の小売業 五所川原市金木町朝日山467-4 0173-53-2050
(有)又一荒関商店 ENEOS金木SS その他の小売業 五所川原市金木町玉水180-7 0173-53-3125
太宰治疎開の家 その他の小売業 五所川原市金木町朝日山317-9 0173-52-3063 https://hsmoji.wixsite.com/dazai

ポーラ エステインふじ その他の小売業 五所川原市新町67 0173-34-5752
街ながの店「かどっこ」 その他の小売業 五所川原市金木町朝日山446-1 0173-52-3232
カメノヤ化粧品店 その他の小売業 五所川原市字烏森124 0173-34-8010 http://www.sonic-esthetique.jp/kamenoya

株式会社 金正堂本店 リペア工房 その他の小売業 五所川原市中央4-5 0173-34-3181 https://kinsyodo.co.jp/
東奥日報 五所川原駅前販売店 その他の小売業 五所川原市大町2 0173-38-4710
スズキ五所川原 その他の小売業 五所川原市大字広田字柳沼54-2 0173-35-7907
伊藤商店 その他の小売業 五所川原市大字広田字柳沼118-12 0173-34-8417
株式会社 弘善商会 五所川原東店 その他の小売業 五所川原市字栄町69-1 0173-34-2717 https://kouzensyoukai.jp/stations/goshogawara_higashi/

オサナイ洋品 その他の小売業 五所川原市金木町朝日山251 0173-52-2210
尾崎印判店 その他の小売業 五所川原市田町171 0173-34-2618
有限会社 笹山石油 その他の小売業 五所川原市磯松磯野277-1 0173-62-2537
有限会社 アレンヂフラワー その他の小売業 五所川原市中央4-123 0173-34-8739 https://www.at-ml.jp/71275/

黄色いかぼちゃ その他の小売業 五所川原市中央2-147 0173-38-6544
有限会社 尾崎自動車商会 その他の小売業 五所川原市字栄町62-1 0173-35-2454
株式会社 オダギリオート その他の小売業 五所川原市大字小曲字沼田97-67 0173-26-6033
成田商店 その他の小売業 五所川原市相内55-1 0173-62-2010
有限会社 あおもり家電 その他の小売業 五所川原市字一ツ谷544-1 0173-34-3343
有限会社 三井新聞店 その他の小売業 五所川原市大字唐笠柳字藤巻521-7 0173-34-4585
三上商店 その他の小売業 五所川原市金木町喜良市千刈66-1 0173-52-2370
リサイクルショップ四次元ポケット五所川原店 その他の小売業 五所川原市唐笠柳藤巻509-16 0173-38-3212
白川商店 その他の小売業 五所川原市金木町川倉林下1-2 0173-52-2446
リサイクルショップおおた その他の小売業 五所川原市金木町芦野216-87 0173-52-2881
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有限会社 角浩小林商店 その他の小売業 五所川原市金木町朝日山350 0173-53-2615
太宰治「思ひ出」の蔵 その他の小売業 五所川原市字大町501-2 0173-33-6338 http://www.machinaka-go.co.jp

パラダイスしぶたに その他の小売業 五所川原市字本町70 0173-34-2961
田村鮮魚店 その他の小売業 五所川原市字大町506-11 0173-34-4090
有限会社 扇屋辻商会 その他の小売業 五所川原市字大町506-6 0173-34-2787
黒川石油 その他の小売業 五所川原市金木町嘉瀬萩元262-1 0173-53-2732
かなぎ調剤薬局 その他の小売業 五所川原市金木町菅原9-1 0173-54-1111
どい花店 その他の小売業 五所川原市字布屋町30-4 0173-33-3187 http://www.doihanaten.com/

ポーラ木造店 その他の小売業 五所川原市若葉1-3-2 0173-35-5245
いわや薬品 その他の小売業 五所川原市字新町74 0173-34-3939
Be Peacemas 108 その他の小売業 五所川原市大字唐笠柳字藤巻517-1 エルムS.C１階 0173-33-6742
ペットサロン ドッグランド その他の生活関連サービス業 五所川原市字柏原町29-1 0173-33-8166
ハート代行社 その他の生活関連サービス業 五所川原市漆川浅井22-17 0173-34-3796
エンブロイダリー KATAOKA その他の製造業 五所川原市大字松野木字袰掛12 0173-29-3973
ロンちゃん工房 その他の製造業 五所川原市大字稲実字稲葉49-6 0173-35-0999
寺田モールドテクノエンジニア その他の製造業 五所川原市大字石岡字藤巻9-1
森羽紙業株式会社 その他の製造業 五所川原市大字姥萢字桜木28-1 0173-35-2646 http://iihako.com
陶工房ゆきふらし その他の製造業 五所川原市金木町川倉七夕野84-639 0173-52-5778
有限会社 海老屋印刷 その他の製造業 五所川原市大字沖飯詰字帯刀6-6 0173-39-5030
有限会社 渋谷看板店 その他の製造業 五所川原市字田町187 0173-35-2249
有限会社 ツカサ製作所 その他の製造業 五所川原市大字吹畑字藤巻5-1 0173-35-1613
有限会社 浜田製材所 その他の製造業 五所川原市十三通行道103-108 0173-62-2145
有限会社 共栄紙工 その他の製造業 五所川原市大字米田字八ツ橋161-4 0173-35-2977 http://www.kyoei-shiko.com

笹山木材 株式会社 その他の製造業 五所川原市脇元赤川257-2 0173-62-2840
中島製材所 その他の製造業 五所川原市十三通行道103-82 0173-62-2169
有限会社 アート印刷 その他の製造業 五所川原市大字金山字亀ケ岡46-7 0173-34-4487 http://www.artprt.co.jp
雅子カイロプラクティック 医療業（療術業） 五所川原市みどり町4-134 0173-33-6570
もみ処きくち 医療業（療術業） 五所川原市字下平井町219 磯の湯温泉内
金木鍼灸院 医療業（療術業） 五所川原市金木町芦野234-44
なごみや 医療業（療術業） 五所川原市字幾島町50-10 https://nagomiyasan.amebaownd.com/
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ekubo 医療業（療術業） 五所川原市字鎌谷町510-6 https://konahanakayo.wixsite.com/ekubo

あきマッサージ鍼灸院 医療業（療術業） 五所川原市大字下岩崎字葛ノ森15 0173-23-4482
阿部整骨院 医療業（療術業） 五所川原市字旭町60-7 0173-34-2967
メディカルカイロオフィスe-Body 医療業（療術業） 五所川原市字鎌谷町519-2 0173-26-7878
なりた接骨院 医療業（療術業） 五所川原市字雛田92-6 0173-35-8638
えくみ鍼灸接骨院 医療業（療術業） 五所川原市大字鶴ケ岡字川袋161-1 0173-36-3006
まこと接骨院 医療業（療術業） 五所川原市稲実字米崎119-12 0173-23-5469
五所川原カイロプラクティック 医療業（療術業） 五所川原市字川端町43-18 たけちゃんビル2F 0173-26-0204
つしま接骨院 医療業（療術業） 五所川原市松島町4-80 0173-34-3530
ももふく整体院 医療業（療術業） 五所川原市字幾世森95-1 0173-33-1783 https://momofukuseitai.com/

なるみ治療院 医療業（療術業） 五所川原市大字飯詰字福泉72-1 0173-37-3434
パールムーン 飲食店 五所川原市金木町沢部8-1 0173-52-5732
花鳥風月 飲食店 五所川原市字川端町3-1 新橋センタービル1Ｆ 0173-33-9096
星の金貨 飲食店 五所川原市字川端町57-1 1F 0173-33-8717
有限会社 仙寿司 飲食店 五所川原市字本町25-17 0173-35-1888
旬の肴 小鈴 飲食店 五所川原市字東町3-2
大黒屋 飲食店 五所川原市大字七ツ館字虫流100-7 0173-28-2051
居肴屋銀次郎 飲食店 五所川原市字本町36-1 0173-34-1130
叶家 飲食店 五所川原市字田町187-5 0173-35-4041 https://hitosara.com/0005025173/

シャイン 飲食店 五所川原市字東町3 津軽ビル1F-B 0173-33-8408
福忠 飲食店 五所川原市金木町芦野234-39 0173-26-1360
仙人閣 飲食店 五所川原市字川端町368-15 0173-35-4393
季節料理 蝶家 飲食店 五所川原市字大町504-11 0173-35-2525 http://choya.shichihuku.com

300hours 飲食店 五所川原市字寺町54-1 寺町センタービル2階 0173-26-7930
吉ッチン 和の助 飲食店 五所川原市字東町3-4 津軽ビル101
井戸端 飲食店 五所川原市字川端町368-6 0173-34-6470
スナック TEKITO 飲食店 五所川原市字岩木町16-2 0173-33-1181
赤提灯 飲食店 五所川原市金木町沢部371-2
お陽さまが見てるよ 五所川原店 飲食店 五所川原市東町2-5 0173-23-3021
酒宝笑神えびす 飲食店 五所川原市字川端町53-1 サトービル1F 0173-33-3365

https://konahanakayo.wixsite.com/ekubo
https://momofukuseitai.com/
https://hitosara.com/0005025173/
http://choya.shichihuku.com
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鮨屋ふくい 飲食店 五所川原市字川端町43-7 0173-33-1830
地元料理 おやじの台所 飲食店 五所川原市字川端66-9
和風食事処波仁 飲食店 五所川原市字一ツ谷507-5 0173-35-4468
kakurega 文平屋 飲食店 五所川原市中央3-60 0173-26-6755
味処 北大路 飲食店 五所川原市字本町49 0173-35-4003
麺屋 遊仁 飲食店 五所川原市字大町501-5 トカトントンスクエア1F
スナックちゃいむ 飲食店 五所川原市字寺町57-1 0173-35-1131
居酒屋磯㐂 飲食店 五所川原市字岩木町16-2 舞鶴ビル103 0173-35-3063
中華料理 柳 飲食店 五所川原市字一ツ谷549-21 0173-33-6315
なでしこ 飲食店 五所川原市字敷島町64-10 0173-35-2220
MODERN 飲食店 五所川原市字川端町75-7 エミコーポレーション2F
和モダンカフェ 飲食店 五所川原市字大町509-3 0173-33-5251
お好み焼 元 飲食店 五所川原市字元町66 0173-33-2416
寿し割烹さわ 飲食店 五所川原市字川端町47-1 0173-33-3276
酒場いちりん 飲食店 五所川原市字川端町56-1 0173-23-4123
美酒佳肴璃庵 飲食店 五所川原市字大町505-3 稲荷長屋壱番館1 0173-33-1524
火葉菜 飲食店 五所川原市字本町25-18 1F 0173-30-1056
肴、酒処さわらび 飲食店 五所川原市字川端町69-3 0173-34-9298
カフェ ド ブリック 飲食店 五所川原市字布屋町34-1 0173-33-2088
立ち呑み屋 笑うかど 飲食店 五所川原市字柏原町1-2 0173-23-0408
しょうふく 飲食店 五所川原市字上平井町105 0173-26-5737
ふくら 飲食店 五所川原市字上平井町105-1 0173-26-7573
魚酒房おが 飲食店 五所川原市字大町501-12 0173-34-3210
ACO DINER 飲食店 五所川原市字大町505-4 0173-34-0072
ぽっぽ家・多古軒 飲食店 五所川原市金木町朝日山418-4 0173-52-5880
焼肉レストラン一心亭 五所川原本店 飲食店 五所川原市字一ツ谷507-16 0173-35-8929 http://www.isshintei.co.jp
肉バルココロ 飲食店 五所川原市字大町501-5 0173-33-8929 http://www.isshintei.co.jp
炭火焼 ダイニングでん 飲食店 五所川原市字川端町38 0173-33-1531
So Good 飲食店 五所川原市字大町501-5 トカトントンスクエア2F8 0173-26-7077 https://so-good0503.jp/
美味そば停 飲食店 五所川原市字大町38

http://www.isshintei.co.jp
http://www.isshintei.co.jp
https://so-good0503.jp/
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おかずや しきしま 飲食店 五所川原市字敷島町35 0173-34-2934
美奈都 飲食店 五所川原市金木町沢部369-2 0173-52-5018
郷土小料理桐華 飲食店 五所川原市金木町朝日山358-3 0173-53-3100
グリル成萬 飲食店 五所川原市字一ツ谷515-1 0173-34-6772
XOXO 飲食店 五所川原市字川端町50-1 A.K B.L.D 1階2号室
喜楽寿司 飲食店 五所川原市金木町朝日山418-2 0173-53-3941
スナックrienda 飲食店 五所川原市字川端町56-1 ２階 0173-35-8877
Material 飲食店 五所川原市字川端町368-11 日進観光ビル3F 0173-34-3993
たい焼き屋たい夢 五所川原店 飲食店 五所川原市字大町1-4 0173-33-9280
ぎょうざとラーメン三六 飲食店 五所川原市十三深津182-1 0173-62-3805
パブ 北の街 飲食店 五所川原市字川端町61-2 0173-34-9282
はるちゃん 飲食店 五所川原市字東町4-3 藤森ビル1F
相撲茶屋ちゃんこ 飲食店 五所川原市字錦町1-69 0173-34-7160
青とんぼ 飲食店 五所川原市字布屋町58-2 0173-34-0127
SNACK O’ｚ 飲食店 五所川原市字川端町52
Noodle shop Yan 飲食店 五所川原市字鎌谷町150-10 0173-26-6197
かなぎカフェ メーロ 飲食店 五所川原市金木町朝日山399-1
シャンティー 飲食店 五所川原市字川端町57-1 0173-34-5732
京華飯店 飲食店 五所川原市大字湊字船越224-7 0173-35-2993
喫茶サテンドール 飲食店 五所川原市字敷島町22 0173-34-4696
ナイトパブ ボナール 飲食店 五所川原市字川端町368-14
りっちゃん 飲食店 五所川原市字寺町57-1
スナック ＴＡＢＯＯ タ･ブウ 飲食店 五所川原市字川端町53 1F 0173-39-1646
串揚げ 和香 飲食店 五所川原市字本町26-7 0173-30-1014
千 飲食店 五所川原市金木町沢部371-2 0173-26-5785
サマーハウス シーサイド 飲食店 五所川原市脇元野脇105 0173-62-3545
スナック園 飲食店 五所川原市字川端町66-9 0173-35-5055
人魚乃姫 飲食店 五所川原市字川端町48 0173-33-2442
ナイトラウンジ 誠 飲食店 五所川原市字川端町368-8 0173-34-5655
cafe&bar LOVEPOTION2 飲食店 五所川原市字本町26-6 0173-26-6150
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スナック　愛 飲食店 五所川原市字川端町43-7 0173-34-5121
ダイニング HAN 飲食店 五所川原市字川端町368-11-12 日進観光ビル2F 0173-34-3620
隠れ家カフェ カシェット 飲食店 五所川原市大字金山字千代鶴27-124 0173-29-4486
ケンタッキーフライドチキン・ピザハット エルム店 飲食店 五所川原市大字唐笠柳字藤巻517-1 0173-39-1121 https://www.prifoods.jp/company/group/kpdining/shop_info.htm1#aomori

Ciel 飲食店 五所川原市字本町26-3 0173-33-3333
秋食堂 飲食店 五所川原市金木町芦野84-171
ENDLESS 由香 飲食店 五所川原市字川端町53-1 サトービル1-1 0173-35-2535
スナッククリスタル 飲食店 五所川原市字川端町57-1 0173-35-4487
R35 飲食店 五所川原市字本町26-5 ラ・セラー館
新岡商店 飲食店 五所川原市十三五月女萢15
勇美寿司 飲食店 五所川原市相内岩井81-213 0173-62-3383
くぅるくぅる 飲食店 五所川原市字岩木町17-1 0173-33-8636
フォレスト・キッチン 飲食店 五所川原市字旭町59 0173-34-5002 https://forestblue-aomori.com/top/forest-kitchen/

カフェプラム 飲食店 五所川原市字大町506-10 0173-38-3232 http://www.tachineputa.jp

和食処やまだ屋 飲食店 五所川原市字岩木町16-4 0173-33-0243
養老乃瀧 五所川原店 飲食店 五所川原市川端町41-3 0173-35-5008
美味酒好ダイニング彩竜 飲食店 五所川原市字本町11かさい本町ビル1階 0173-34-6846
愛八 飲食店 五所川原市金木町朝日山420-2
ずぼんのすそ 飲食店 五所川原市字下平井町24-1 0173-26-6770
スナック螢 飲食店 五所川原市字川端町49-2 0173-34-8081
ほっと螢 飲食店 五所川原市字本町73-1
スナック えんか 飲食店 五所川原市字川端町43-13 0173-35-4453
カールトン 飲食店 五所川原市字川端町56-1 0173-34-9419
民宿と食事処 エンゼル 飲食店 五所川原市金木町芦野84-715 0173-53-2349
エース 飲食店 五所川原市字川端町50-1AKビル2階 0173-38-3347
リノン 飲食店 五所川原市本町26サンエース本町第二ビル1-2 0173-26-6621
津軽じょっぱり 飲食店 五所川原市字布屋町58-1 0173-35-7183
スナック真央 飲食店 五所川原市字川端町368-11 日進観光ビル1F 0173-34-5662
郷土料理 私花語 飲食店 五所川原市字川端町43 0173-34-9413
居酒屋 儀 飲食店 五所川原市字本町27-1 0173-39-2230

https://www.prifoods.jp/company/group/kpdining/shop_info.htm1%23aomori
https://forestblue-aomori.com/top/forest-kitchen/
http://www.tachineputa.jp
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光 ひかる 飲食店 五所川原市字川端町74 0173-34-1821
ホンキートンク 飲食店 五所川原市字大町506-5 0173-35-2578
屯屯 飲食店 五所川原市字川端町17 0173-35-1266
アーバンハウス 飲食店 五所川原市字川端町55 0173-34-9253
元寿し 飲食店 五所川原市字川端町66-1 0173-35-2057
自然菓子 あるる 飲食店 五所川原市大字唐笠柳字藤巻509-5 0173-33-3055
酒房 羽賀 飲食店 五所川原市字寺町54-1 0173-33-7063
あん処千代 飲食店 五所川原市字本町36-1-2
快食快飲ま。 飲食店 五所川原市字大町509-2 0173-26-6966
愛華（居酒屋） 飲食店 五所川原市字寺町44-3 0173-33-3532
呑み処 さゆり 飲食店 五所川原市字錦町1-8
コミュニティカフェ でる・そーれ 飲食店 五所川原市字大町39 0173-34-3971 www.delsole-aomori.jp
串酒場だんぶり 飲食店 五所川原市字布屋町56-1 0173-26-0822
居酒屋 雅雅丸 飲食店 五所川原市字岩木町16-2 2F-2 0173-35-1260
珈琲館 飲食店 五所川原市金木町朝日山387-1 0173-53-3506
BAR JAC IN 飲食店 五所川原市字川端町43-13 川端会館2F
カラオケ居酒屋しかへぇらいね 飲食店 五所川原市字川端町53-1 0173-34-3164
車門 飲食店 五所川原市金木町芦野234－9 金木町自然休養村管理センター 0173-52-5715
スナックいし 飲食店 五所川原市字川端町66-9
スナック梨恵 飲食店 五所川原市字寺町57-1
やきとり 一力 飲食店 五所川原市字岩木町16-2舞鶴1F-2 0173-26-1129
PLAT 飲食店 五所川原市字川端町368-11 日進観光ビル1F 0173-33-8122
フレンドショップYOU 飲食店 五所川原市大字鶴ヶ岡字鎌田239 0173-36-3677
凛花 飲食店 五所川原市字寺町63
そば処亀乃屋 飲食店 五所川原市字大町506-7 0173-35-2474
スナックディジー加代子 飲食店 五所川原市字川端町61 0173-34-4391
パブイリュージョン 飲食店 五所川原市字本町26-7 0173-35-3830
クラブりのRINO 飲食店 五所川原市字川端町43－13 川端会館1F 0173-34-9783
とり壱 飲食店 五所川原市字岩木町17 三上ビル 0173-33-2523
焼鳥鳥しん 飲食店 五所川原市字錦町1-7 0173-33-7330 https://localplace.jp/sp/t200451281/

https://localplace.jp/sp/t200451281/
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Xrosseクロス 飲食店 五所川原市字川端町55 川端センタービル1F-3 0173-33-6366
ヴァンドール 飲食店 五所川原市字川端町75-7 1F 0173-35-2030
鳳天雄 飲食店 五所川原市字本町3-1新橋センター1F 0173-34-6530
グランディール 飲食店 五所川原市字川端町368-17 0173-35-3995
LEO 飲食店 五所川原市字川端町50-1AKビル1-3
スナックことぶき 飲食店 五所川原市字寺町54-1寺町ビル2F 0173-34-8092
スナックびいどろ亭 飲食店 五所川原市字本町45 0173-35-1133
ニュー和 飲食店 五所川原市字川端町45-1 0173-34-4455
株式会社パークイン五所川原 飲食店 五所川原市大字唐笠柳字藤巻66-12 0173-34-8910 https://www.parkinn-elm.co.jp

らーめん津軽 飲食店 五所川原市大字広田字榊森2-9 0173-34-8537
K 飲食店 五所川原市字東町4-3 0173-34-9740
居酒屋廣美 飲食店 五所川原市字川端町74
鳥千 飲食店 五所川原市大字稲実字米崎119-3 0173-26-7006
歌姫 飲食店 五所川原市字川端町61 0173-33-2575
LISSAGE 飲食店 五所川原市字川端町50-1 0173-26-0867
晩酌ほんわか 飲食店 五所川原市字寺町9-1
アラ・モード 飲食店 五所川原市中央4-99 0173-26-1108
LUNAGE 飲食店 五所川原市字川端町368-13 0173-26-7166
じゅん 飲食店 五所川原市みどり町4-2
メモアール 飲食店 五所川原市弥生町18-6 0173-34-9292
有限会社幸ノ家 飲食店 五所川原市字大町502-2 0173-35-7357
スナック遊 飲食店 五所川原市字川端町368-14
酒膳処十六夜 飲食店 五所川原市字旭町63-5
あかり.com 飲食店 五所川原市字川端町57-1 0173-35-6635
焼肉つる屋 飲食店 五所川原市字田町187-8 0173-33-3770
プレジャー 飲食店 五所川原市字川端町55 0173-33-3386
スナックバーHARAKO1959 飲食店 五所川原市字錦町1-112
らんちの店ホッと庵.円山 飲食店 五所川原市大字神山字境山26-15 0173-29-3345
ラーメン翔 飲食店 五所川原市字柏原町2 0173-34-4407
酒と肴釣吉 飲食店 五所川原市字寺町71 0173-33-5505

https://www.parkinn-elm.co.jp
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飲み処つくしんぼ 飲食店 五所川原市字川端町37 0173-34-4236
エース 飲食店 五所川原市字川端町50-1AKビル2階 0173-38-3347
エスポアール 飲食店 五所川原市字川端町58-1 0173-39-2702
スナック 城 飲食店 五所川原市金木町沢部270-5 0173-53-3159
酒家みらくRu 飲食店 五所川原市字寺町63-3隆盛ビル1F-1 0173-33-1208
やき鳥だいすけ 飲食店 五所川原市字川端町72 0173-35-4631
蔵寿司 飲食店 五所川原市字川端町45-1 0173-34-5422
ナイトパブりゅう 飲食店 五所川原市字川端町368-13 0173-34-2338
五所川原温泉ホテル 飲食店 五所川原市松島町2-90 0173-34-2121 http://goon-1203.sakura.ne.jp/

喫茶ジュン 飲食店 五所川原市字鎌谷町136-4 0173-35-4268
一休寿司 飲食店 五所川原市字本町50-8 0173-35-4144
瓦や 飲食店 五所川原市字大町505-4稲荷長屋弐番館1-5 0173-35-7739
食事処天馬 飲食店 五所川原市大字広田字榊森9-4 0173-35-5004
ダザイカフェ 飲食店 五所川原市金木町朝日山354-14
フェルヴィド 飲食店 五所川原市川端町43-7
ドランクモンキー 飲食店 五所川原市本町36-5
フレンチ・ダイニング千宗 飲食店 五所川原市川端町53-3 0173-34-6822
あまん 飲食店 五所川原市川端町74 0173-34-6334
寿し処よね吉 飲食店 五所川原市字川端町39 0173-33-2833
小曲やきそば 飲食店 五所川原市大字小曲字沼田97-100
夢一輪 飲食店 五所川原市字本町26-6 0173-34-3673
麻 飲食店 五所川原本町26-2 サトー本町第二ビル2-5 0173-34-2688
柊 Ｈｉｉｒａｇｉ 飲食店 五所川原市字本町26-3本町サトー第二ビル1Ｆ6号 0173-33-9933
青苔 飲食店 五所川原市川端町368-2 0173-33-5153
WINE BAL MW 飲食店  五所川原市字一ツ谷529-19 http://winemw.jp/
かぎの華 飲食店 五所川原市字寺町1 長内ビル2F 0173-34-8096
入〆そば屋公園店 飲食店 五所川原市金木町芦野243-1
嘉瀬のラーメン家 飲食店 五所川原市金木町嘉瀬雲雀野39-2
Dining Bar yamaho 山ほ 飲食店 五所川原市旭町36-5 イエローT.E 3F-1 0173-34-3337
カレーハウス むら田 飲食店 五所川原市元町40-2 0173-35-3388

http://goon-1203.sakura.ne.jp/
http://winemw.jp/
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満月鮨 飲食店 五所川原市田町193-10 0173-34-2372
天丼てんや 青森ELM店 飲食店 五所川原市唐笠柳字藤巻517-1
餃子のマルユウ 飲食店 五所川原市字東町3-2 070-1142-8100
おかずや黒滝 飲食店 五所川原市中央6-2 0173-35-3179
カラオケみちのく 飲食店 五所川原市字東町3-11 0173-35-8882
RANDA 飲食店 五所川原市字川端町43-13
花月 飲食店 五所川原市字川端町368-6 0173-34-0587
丸山らーめん 飲食店 五所川原市大字唐笠柳字藤巻144-3 0173-33-1237
かぢまる 飲食店 五所川原市字布屋町3-2 泰平ハイム4号 0173-23-5175
アクアマリン 飲食店 五所川原市字川端町368-17 隆盛ビル1F 0173-33-7078
小料理 こあな 飲食店 五所川原市字川端町55 1階2号 0173-26-7376
スナック オーアナ 飲食店 五所川原市字川端町61-4 0173-33-0838
スナックさくら 飲食店 五所川原市字川端町60 0173-34-6693
スナック食堂、マミ 飲食店 五所川原市字東町2-4 ナイトハウス1F左2号室
THE POLAR GRILL 飲食店 五所川原市字本町65-3 カワキビル2F 0173-30-1037
とりっぷ炉人 飲食店 五所川原市字川端町48 0173-23-4746
とりっぷ 飲食店 五所川原市字川端町368-7 0173-26-6266 https://yakitoritorippu.com/sp/

夢あかり 飲食店 五所川原市字川端町37 0173-34-5202
忠寿し 飲食店 五所川原市字寺町1-5 0173-34-5544
和い和いダイニング・ちょこっと・のんべさん 飲食店 五所川原市金木町朝日山419-1 0173-52-4168
和Dining き山 飲食店 五所川原市旭町36イエローT・Eビル2F
赤城食堂 飲食店 五所川原市みどり町7-95 0173-34-8088 https://akagishokudou.club/akroom/

sima²-cafe 飲食店 五所川原市字大町501-2 0173-33-0123 http://www.machinaka-go.co.jp/filename3.html

奴寿し 飲食店 五所川原市金木町朝日山468-1 0173-52-2039
マルイチ食堂 飲食店 五所川原市金木町朝日山317-11 0173-52-3788
ドルチェ 飲食店 五所川原市字川端町48 0173-33-9363
かなぎ元気村「かだるべぇ」 飲食店 五所川原市金木町蒔田桑元39-2 0173-52-2882
桜松軒 飲食店 五所川原市金木町芦野216-9 0173-52-3544
株式会社奥田 本社事業所 飲食料品卸売業 五所川原市大字福山字実吉73-4 0173-29-3004
有限会社小倉商店 飲食料品卸売業 五所川原市十三羽黒崎133-18 0173-62-3125

https://yakitoritorippu.com/sp/
https://akagishokudou.club/akroom/
http://www.machinaka-go.co.jp/filename3.html
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有限会社 ジー・オー・ダブリュー 飲食料品卸売業 五所川原市大字水野尾字清川58-1 0173-35-3719
株式会社 丸三毛内商店 飲食料品卸売業 五所川原市字布屋町41 0173-34-3026
有限会社中果物流 飲食料品小売業 五所川原市大字広田字柳沼61-1 0173-34-5555
有限会社エムケイ産業 飲食料品小売業 五所川原市松島町6-33 0173-34-4835
一強商店 飲食料品小売業 五所川原市田町171-2 0173-34-2257
株式会社金木農産商事 飲食料品小売業 五所川原市金木町嘉瀬端山崎202 0173-52-3571
白川食品 飲食料品小売業 五所川原市金木町芦野84-1037 0173-52-4355
長尾屋 飲食料品小売業 五所川原市金木町菅原19
オレンジハート金木店 飲食料品小売業 五所川原市金木町嘉瀬萩元255-4 0173-52-4880
中谷酒食品店 飲食料品小売業 五所川原市金木町芦野84-1037 0173-53-3432
角田精肉店 飲食料品小売業 五所川原市金木町朝日山503 0173-52-4870
山中ストアー 飲食料品小売業 五所川原市金木町嘉瀬端山崎60 0173-53-2562
高松こめや 飲食料品小売業 五所川原市弥生町5 0173-34-3417
野宮精肉店 飲食料品小売業 五所川原市金木町朝日山277-4 0173-52-2206
まるかんのお店 五所川原店 飲食料品小売業 五所川原市字布屋町39-1 0173-34-2243
不二屋製菓 飲食料品小売業 五所川原市字錦町1-101 0173-34-2293
道の駅十三湖高原 飲食料品小売業 五所川原市相内実取287-1058 0173-62-3556 http://www.tosam.co.jp/
高井酒店 飲食料品小売業 五所川原市字一ツ谷505-6 0173-34-4404
神ストアー 飲食料品小売業 五所川原市大字中泉字松枝566-2 0173-28-2370
有限会社エヌケーシステム 飲食料品小売業 五所川原市金木町沢部56-1 0173-52-5888
株式会社 川浪米穀 飲食料品小売業 五所川原市字錦町1-20 0173-35-2443
濱田米穀店 飲食料品小売業 五所川原市金木町嘉瀬端山崎72 0173-52-2542
米谷魚店 飲食料品小売業 青森県五所川原市相内202-1 0173-62-3554
飛藤商店 飲食料品小売業 五所川原市字柏原町36-1 0173-34-2465
秋田谷鮮魚店 飲食料品小売業 五所川原市字大町506-11 0173-34-6301
瓜田鮮魚店 飲食料品小売業 五所川原市字大町506-11 0173-35-7610
有限会社 葛西精肉店 飲食料品小売業 五所川原市字大町506-11 0173-34-9378
有限会社 マルコーセンター 飲食料品小売業 五所川原市字大町506-11 0173-34-2264
有限会社 工藤商店 飲食料品小売業 五所川原市大字小曲字枝村10-9 0173-35-2340
齊藤商店 飲食料品小売業 五所川原市脇元磯辺41 0173-62-3549

http://www.tosam.co.jp/
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有限会社 山本水産 飲食料品小売業 五所川原市字大町507-5 0173-34-4331
イシカワ 飲食料品小売業 五所川原市字大町507-1-102 0173-23-4112
小林りんご直売 飲食料品小売業 五所川原市大字原子字山元119-2 0173-29-3482 https://www.kobayashiringo.com

道の駅十三湖高原 飲食料品小売業 五所川原市相内実取287-1058 0173-62-3556 http://www.tosam.co.jp/
カメノヤ化粧品店 卸売業・小売業 五所川原市字烏森124 0173-34-8010 http://www.sonic-esthetique.jp/kamenoya

木村石油店 卸売業・小売業 五所川原市十三深津244 0173-62-3127
台高バナナ 卸売業・小売業 五所川原市字大町1-7 0173-35-2408
シーズンセピア 卸売業・小売業 五所川原市金木町朝日山359-2 0173-52-2338
中谷食品金木店 各種商品小売業 五所川原市金木町芦野216-9 0173-52-3473
中谷食品鎌谷店 各種商品小売業 五所川原市鎌谷町112-1
有限会社 北洲企業会計 学術研究・専門・技術サービス業 五所川原市字末広町9-37 0173-35-4713
有限会社 古川部品 機械器具卸売業 五所川原市金木町朝日山416-4 0173-53-2829
タケダオート 機械器具小売業 五所川原市米田字八ツ橋76-17
株式会社弘前事務機器商会 五所川原支店 機械器具小売業 五所川原市字一ツ谷550-13 0173-35-1425 http://www.hirojimu.co.jp
つばさオート 機械器具小売業 五所川原市大字姥萢字船橋241-3 0173-39-2288
金木部品商会 機械器具小売業 五所川原市金木町沢部270-13 0173-53-2604
(株)フジモーターズ 五所川原営業所 機械器具小売業 五所川原市大字広田字柳沼54-6 0173-35-6641 https://www.fujimotors.co.jp/

有限会社 佐藤商会 機械器具小売業 五所川原市金木町沢部272-1 0173-53-2606
有限会社 オートアリーナ 機械器具小売業 五所川原市大字広田字柳沼53-3 0173-33-0028
原田でんき 機械器具小売業 五所川原市金木町嘉瀬端山崎79-2 0173-53-2102
くしびき写真店 技術サービス業（他に分類されないもの） 五所川原市字本町25-14 0173-35-2351
武井写真スタジオ 技術サービス業（他に分類されないもの） 五所川原市字田町16 0173-35-2520
エルムECOタウン 協同組合（他に分類されないもの） 五所川原市大字唐笠柳字藤巻478-10 0173-34-2303 http://www.miraie-p.or.jp
G.LOYAL五所川原校 教育・学習支援業 五所川原市松島町1-7 080-7351-1539 https://gloyalstudio.jimdofree.com/

タザワ・ダンス・ルーム 教育・学習支援業 五所川原市字岩木町1-12 0173-35-7678
株式会社 北未来物産 建設業 五所川原市大字原子字紅葉7-3 0173-27-3344
おもちかえり専門店そあん 持ち帰り・配達飲食サービス業 五所川原市字田町110-16 http://lin.ee/y9wYhRQ
パティスリー プルレ・リール 持ち帰り・配達飲食サービス業 五所川原市大字広田字柳沼115-21 0173-26-6762
屋台の鹿内 持ち帰り・配達飲食サービス業 五所川原市中央1-65
スナック のぶ子 持ち帰り・配達飲食サービス業 五所川原市字川端町57-1 0173-34-8690

https://www.kobayashiringo.com
http://www.tosam.co.jp/
http://www.sonic-esthetique.jp/kamenoya
http://www.hirojimu.co.jp
https://www.fujimotors.co.jp/
http://www.miraie-p.or.jp
https://gloyalstudio.jimdofree.com/
http://lin.ee/y9wYhRQ
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有限会社サンワオート 自動車整備業 五所川原市相内28 0173-62-2029
カーメイク・ツシマ 自動車整備業 五所川原市金木町嘉瀬萩元662-2 0173-52-2074
米塚自動車 自動車整備業 五所川原市金木町嘉瀬端山崎157-2 0173-26-2639
原田自動車板金工場 自動車整備業 五所川原市金木町嘉瀬萩元244-1 0173-53-3588
川浪自動車工業 自動車整備業 五所川原市藻川蟹下106-1 0173-36-3550
川浪自動車五所川原店 自動車整備業 五所川原市姥萢字船橋229-21 0173-34-7636
有限会社金木マツダ 自動車整備業 五所川原市金木町菅原24 0173-53-2441
就労継続支援B型事業所プラス 社会保険・社会福祉・介護事業 五所川原市不魚住75-10 0173-26-6797
株式会社ホテルサンルート五所川原 宿泊業 五所川原市字布屋町25 0173-34-8811 http://sunroute-goshogawara.com/

民泊宿屋Pitt INN 宿泊業 五所川原市みどり町4-46 https://www.pittinn.com
ホワイトハウス 宿泊業 五所川原市字錦町1-5
さとうホテル 宿泊業 五所川原市字上平井町85-1 0173-35-2324
農家民宿天馬 宿泊業 五所川原市大字広田字榊森9-4
ときどきりんご園 宿泊業 五所川原市大字神山字山越1-8 0173-29-3936
農家民宿ひまわり 宿泊業 五所川原市大字広田字榊森3-7
民泊 工藤 宿泊業 五所川原市大字稲実字米崎118-5 0173-35-3391
民泊宿屋PittINNつるや（離れ） 宿泊業 五所川原市みどり町4-19
ホテルサンルートパティオ五所川原 宿泊業 五所川原市字田町181 0173-33-3333
焼肉ダイニングみらい 宿泊業・飲食サービス業 五所川原市大字唐笠柳字藤巻517-1 エルムの街SC1F 0173-39-2929 https://kitamirai-food.com/

レアル 宿泊業・飲食サービス業 五所川原市字川端町61-2 2F
プラス・ワン 宿泊業・飲食サービス業 五所川原市字岩木町16-2 舞鶴ビル1F 0173-35-6663
ドリアン 宿泊業・飲食サービス業 五所川原市金木町朝日山328-5 0173-52-2568
居酒屋 味平 宿泊業・飲食サービス業 五所川原市字寺町66 0173-34-5531
土心 宿泊業・飲食サービス業 五所川原市字寺町57-1 0173-35-2068
そば処いろは 宿泊業・飲食サービス業 五所川原市大字唐笠柳字藤巻517-1 エルムの街SC1F 0173-26-1168 https://iroha.kitamirai-food.com/

炙りや久兵衛 宿泊業・飲食サービス業 五所川原市字本町25-8 0173-33-9911 https://kyuubei.kitamirai-food.com/

旬彩酒房さくら 宿泊業・飲食サービス業 五所川原市字本町36-7 0173-35-3213
重寿し 宿泊業・飲食サービス業 五所川原市字幾島町5 0173-35-7021
津軽そば 進 宿泊業・飲食サービス業 五所川原市字大町501-5 http://www.machinaka-go.co.jp/filename3.html

そば処 義平 宿泊業・飲食サービス業 五所川原市字本町63 0173-34-5566

http://sunroute-goshogawara.com/
https://www.pittinn.com
https://kitamirai-food.com/
https://iroha.kitamirai-food.com/
https://kyuubei.kitamirai-food.com/
http://www.machinaka-go.co.jp/filename3.html
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ごはんや そあん食堂 宿泊業・飲食サービス業 五所川原市字鎌谷町162 0173-33-0233 https://www.instagram.com/soan_syokudo/

青森ファッション 株式会社 織物・衣服・身の回り品小売業 五所川原市大字川山字千本37-2 0173-36-3116
モードサロン英 織物・衣服・身の回り品小売業 五所川原市字本町55-3 0173-35-7881
有限会社 三善スポーツウェア 織物・衣服・身の回り品小売業 五所川原市字布屋町39-1 0173-34-8565
ベルプレゼントショップ 織物・衣服・身の回り品小売業 五所川原市字布屋町33 0173-34-2467
シャンデール 津軽中央サロン 織物・衣服・身の回り品小売業 五所川原市松島町4-56 コーポ幸B号室 0173-35-1244
株式会社 中三五所川原営業所 織物・衣服・身の回り品小売業 五所川原市字東町17-5 五所川原商工会館1階 0173-35-0801
ブティック いすてら 織物・衣服・身の回り品小売業 五所川原市字布屋町19-4 0173-35-0508
アンファン 織物・衣服・身の回り品小売業 五所川原市字布屋町1-6 0173-34-3948
タイムスライス 織物・衣服・身の回り品小売業 五所川原市中央1-66 0173-26-6676 http://time-slice.net/
オダギリ靴店 織物・衣服・身の回り品小売業 五所川原市金木町朝日山68-3 0173-52-2258
靴下屋 エルム店 織物・衣服・身の回り品小売業 五所川原市大字唐笠柳字藤巻517-1 0173-33-6759 https://www.elm-no-machi.jp/

株式会社 又上佐々木呉服店 織物・衣服・身の回り品小売業 五所川原市字柏原町3 0173-35-2040
ラルレ カワキ 織物・衣服・身の回り品小売業 五所川原市大字唐笠柳字藤巻517-10 0173-38-5330
ブディック ベルバラ 織物・衣服・身の回り品小売業 五所川原市中央4-99 0173-26-1108
三つ豆 織物・衣服・身の回り品小売業 五所川原市中央3-118 0173-33-4353 https://mitumame-aomori.com/

有限会社安田自動車板金 職別工事業 五所川原市大字広田字柳沼82-1 0173-35-3358 http://www.bp-yasuda.jp/

サイトー美研 職別工事業 五所川原市字寺町37 0173-35-1739
オノシーリング 職別工事業 五所川原市大字一野坪字麻ノ葉171 0173-35-0615
有限会社三浦内装 職別工事業 五所川原市字田町194-18 0173-34-3448
小田桐建具店 職別工事業 五所川原市字錦町1-16 0173-35-2827 https://o-tategu.jp/
合名会社 嶋口木工所 職別工事業 五所川原市字上平井町37 0173-34-2430
しまや内装 職別工事業 五所川原市大字稲実字米崎115-43 0173-35-8543
高松内装 職別工事業 五所川原市大字漆川字袖掛152-20 0173-34-7789
齋藤板金 職別工事業 五所川原市みどり町4-117 0173-34-7950
有限会社 エム・エー・ビー 職別工事業 五所川原市大字稲実字開野69-1 0173-34-9166 https://www.m-a-b.jp/
米谷工業 職別工事業 五所川原市金木町喜良市千刈66-1 0173-53-3338
有限会社 リビング木村 職別工事業 五所川原市大字稲実字開野177-19 0173-33-6070
外﨑鉄工所 職別工事業 五所川原市金木町朝日山476-2 0173-52-3070
小坂室内 職別工事業 五所川原市中央4-24 0173-35-3398

https://www.instagram.com/soan_syokudo/
http://time-slice.net/
https://www.elm-no-machi.jp/
https://mitumame-aomori.com/
http://www.bp-yasuda.jp/
https://o-tategu.jp/
https://www.m-a-b.jp/


申請者一覧

●ごしょがわら積極的感染症対策（G.P.G.）取組店 2021/12/28現在
店舗名 業種 住所 電話暗号 URL

成田板金工業 職別工事業 五所川原市みどり町8-120 0173-34-3915
フランドール 食料品製造業 五所川原市中央2-25 0173-34-5141
しらはる菓子店 食料品製造業 五所川原市金木町朝日山420-2 0173-53-2522
有限会社 ヤマホ竹鼻製麺所 食料品製造業 五所川原市大字金山字亀ケ岡46-8 0173-34-3063
つがる惣菜 食料品製造業 五所川原市字一ツ谷540-11 0173-35-4820
株式会社 フォーシーズン 食料品製造業 五所川原市大字前田野目字砂田57-250
ビューティーサロン エメラルド 生活関連サービス業・娯楽業 五所川原市大字漆川字清水流9-2 0173-35-1286
小笠原理容所 生活関連サービス業・娯楽業 五所川原市字寺町2 0173-35-2972
五所川原印刷 株式会社 製造業 五所川原市字柳町8 0173-34-3028
有限会社小山内電設 設備工事業 五所川原市金木町嘉瀬端山崎2-11 0173-53-2701
豊和コンサルタント株式会社 専門サービス業（他に分類されないもの） 五所川原市金木町嘉瀬萩元229-3 0173-53-3306
五十嵐税理士事務所 専門サービス業（他に分類されないもの） 五所川原市字敷島町49-7 0173-38-1040
株式会社 キクチ製作所 専門サービス業（他に分類されないもの） 五所川原市字栄町21 0173-34-2570
有限会社 オガワ商事 専門サービス業（他に分類されないもの） 五所川原市大字太刀打字柳川162-2 0173-34-7293
037 ガレージ 専門サービス業（他に分類されないもの） 五所川原市大字姥萢字船橋154-2 0173-26-5614
有限会社 成巧社 専門サービス業（他に分類されないもの） 五所川原市字旭町40 0173-38-1571 http://seikosya.cloud-line.com/

税理士田中久義事務所 専門サービス業（他に分類されないもの） 五所川原市大字小曲字豊里7-3 0173-34-3095
合同会社 アルファサポート 専門サービス業（他に分類されないもの） 五所川原市字中平井町46 0173-67-4269
ふうせんや さとら 専門サービス業（他に分類されないもの） 五所川原市字大町1 あきもとビル1F 0173-26-5126
成田自動車 専門サービス業（他に分類されないもの） 五所川原市大字湊字千鳥97-17 0173-35-4526
三橋一志司法書士事務所 専門サービス業（他に分類されないもの） 五所川原市字鎌谷町503-22 0173-35-6941
一級建築士事務所 アローズ 専門サービス業（他に分類されないもの） 五所川原市字一ツ谷529-5
行政書士平山ひろし事務所 専門サービス業（他に分類されないもの） 五所川原市字新町50 0173-35-1377
ビューティサロンさかき 洗濯・理容・美容・浴場業 五所川原市金木町朝日山362-11
クリーニングのママ号 NOA店 洗濯・理容・美容・浴場業 五所川原市金木町沢部460
クリーニングのママ号 さとちょう広田店 洗濯・理容・美容・浴場業 五所川原市広田榊森9-2
タケウチとこや 洗濯・理容・美容・浴場業 五所川原市金木町朝日山353-7 0173-52-2624
リーニングのママ号 鎌谷店 洗濯・理容・美容・浴場業 五所川原市字鎌谷町124-1
リーニングのママ号 敷島店 洗濯・理容・美容・浴場業 五所川原市字敷島町59
リーニングのママ号 下平井店 洗濯・理容・美容・浴場業 五所川原市字下平井町196-9

http://seikosya.cloud-line.com/
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リーニングのママ号 稲実店 洗濯・理容・美容・浴場業 五所川原市稲実字米崎123-3
吉崎美容室 洗濯・理容・美容・浴場業 五所川原市金木町嘉瀬雲雀野109-10 0173-52-3527
ヘアーサロン カサイ 洗濯・理容・美容・浴場業 五所川原市字布屋町3-1 0173-35-9335
米谷理容 洗濯・理容・美容・浴場業・旅行業 五所川原市字芭蕉61-6 0173-35-9803
グリュック・ヘアワーク 洗濯・理容・美容・浴場業・旅行業 五所川原市字一ツ谷516-15 0173-34-1139
美容・健康カイロプラクティック院香心 洗濯・理容・美容・浴場業・旅行業 五所川原市大字広田字藤浦84-11 0173-34-2463 http://chiropractic-kousin.com

美容カイロ・エステ香心 洗濯・理容・美容・浴場業・旅行業 五所川原市大字広田字藤浦84-11 0173-34-2463 http://chiropractic-kousin.com

有限会社ジャンボドライ 洗濯・理容・美容・浴場業・旅行業 五所川原市大字漆川字浅井35-10 0173-34-9508 https://jumbo_dry.blog.jp/

Jupiter 洗濯・理容・美容・浴場業・旅行業 五所川原市大字石岡字藤巻32-13
美容室KEIKO 洗濯・理容・美容・浴場業・旅行業 五所川原市字本町25-7 0173-35-7261 http://a-kei.ciao.jp
美容室crede 洗濯・理容・美容・浴場業・旅行業 五所川原市大字唐笠柳字藤巻517-1 ELM1F 0173-33-6267 http://a-kei.ciao.jp/crede.html

バイナルオブセラピー 洗濯・理容・美容・浴場業・旅行業 五所川原市大字石岡字藤巻24-8 https://vinal.webu.jp
ヘアースタジオPePe 洗濯・理容・美容・浴場業・旅行業 五所川原市中央2-3 0173-34-9773 https://hair-studio-pepe.com/

クリーニングサンみわ一ツ谷店 洗濯・理容・美容・浴場業・旅行業 五所川原市字一ツ谷507-12 0173-33-0330 https://snnmiwa.jimdofree.com

CUTE UP 洗濯・理容・美容・浴場業・旅行業 五所川原市中央4-60 0173-23-0227 http://www.cute-up.com
Dep style 洗濯・理容・美容・浴場業・旅行業 五所川原市字一ツ谷549-13 0173-35-5223
理容坂本 洗濯・理容・美容・浴場業・旅行業 五所川原市大字下岩崎字尾花原51 0173-37-2561 http://www.bupi-k.com/
リラクゼーションルームなるみんち 洗濯・理容・美容・浴場業・旅行業 五所川原市烏森527原田荘2号室
美容室スタジオ クライム 洗濯・理容・美容・浴場業・旅行業 五所川原市金木町沢部270-18 0173-52-4137
AO 洗濯・理容・美容・浴場業・旅行業 五所川原市中央1-12 0173-30-1063 https://hair-studio-ao.com

フラワー観光株式会社 五所川原エルム店 洗濯・理容・美容・浴場業・旅行業 五所川原市大字唐笠柳字藤巻517-1 0173-33-2122
カットスタジオ レマン 洗濯・理容・美容・浴場業・旅行業 五所川原市字寺町20 0173-33-3022
美容室YoKo 洗濯・理容・美容・浴場業・旅行業 五所川原市字敷島町50-7 0173-34-6422
北日本ツーリスト 洗濯・理容・美容・浴場業・旅行業 五所川原市大字石岡字藤巻57-2 0173-35-8141 https://njt-kitanihon.cloud-line.com

ヘアサロン アミティエ 洗濯・理容・美容・浴場業・旅行業 五所川原市大字唐笠柳字藤巻478-25 0173-26-6317
ヘアーデザイン スカイブルー 洗濯・理容・美容・浴場業・旅行業 五所川原市金木町朝日山446-1 0173-35-2646
HAIR UPDATE NEST 洗濯・理容・美容・浴場業・旅行業 五所川原市字一ツ谷530-4 0173-30-1006
本町パール美容室 洗濯・理容・美容・浴場業・旅行業 五所川原市字本町45 0173-35-2885
workout space Dooonz!! 洗濯・理容・美容・浴場業・旅行業 五所川原市字旭町12-5 鶴初ビル3F
hair planet SOIL 洗濯・理容・美容・浴場業・旅行業 五所川原市中央5-194 0173-33-9107

http://chiropractic-kousin.com
http://chiropractic-kousin.com
https://jumbo_dry.blog.jp/
http://a-kei.ciao.jp
http://a-kei.ciao.jp/crede.html
https://vinal.webu.jp
https://hair-studio-pepe.com/
https://snnmiwa.jimdofree.com
http://www.cute-up.com
http://www.bupi-k.com/
https://hair-studio-ao.com
https://njt-kitanihon.cloud-line.com
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アフロディ-テ 洗濯・理容・美容・浴場業・旅行業 五所川原市字田町58-1 0173-33-5541
葛西理容所 洗濯・理容・美容・浴場業・旅行業 五所川原市字一ツ谷501-5 0173-35-3258
ささき理容 洗濯・理容・美容・浴場業・旅行業 五所川原市字敷島町36-3 0173-35-2377
SAKURIYO 洗濯・理容・美容・浴場業・旅行業 五所川原市大字唐笠柳字藤巻478-23 0173-67-4109
音次郎温泉 洗濯・理容・美容・浴場業・旅行業 五所川原市大字石岡字藤巻56-1 0173-35-9885 https://otozirou.jimdofree.com/

美容室パエーゼ 洗濯・理容・美容・浴場業・旅行業 五所川原市字柏原町13-1 0173-34-5570
醗酵倶楽部 温活美人 洗濯・理容・美容・浴場業・旅行業 五所川原市大字小曲字沼田97-56 0173-26-5451
中谷理容店 洗濯・理容・美容・浴場業・旅行業 五所川原市字雛田33-25 0173-35-4853
ヘアーミューズK 洗濯・理容・美容・浴場業・旅行業 五所川原市若葉3-5-6 0713-33-1338
カトウ美容室 洗濯・理容・美容・浴場業・旅行業 五所川原市金木町朝日山337 0173-53-2614
理容ナルミ 洗濯・理容・美容・浴場業・旅行業 五所川原市大字石岡字藤巻16-27 0173-35-1697
macaron 洗濯・理容・美容・浴場業・旅行業 五所川原市中央1-66 0173-34-0078
Raksaa 洗濯・理容・美容・浴場業・旅行業 五所川原市大字姥萢字菖蒲9-14 070-1146-8784
LIEN.f HAIR MAKE 洗濯・理容・美容・浴場業・旅行業 五所川原市大字石岡字藤巻82-3 0173-26-6377
ビューティ マコ 洗濯・理容・美容・浴場業・旅行業 五所川原市字中平井町96-3 0173-34-6116
株式会社 クリーニングのママ号 洗濯・理容・美容・浴場業・旅行業 五所川原市大字七ツ館字鶴ヶ沼156-45 0173-26-5038
plustic HAIR 洗濯・理容・美容・浴場業・旅行業 五所川原市字川端町61-6 0173-33-3357
理容サトウ 洗濯・理容・美容・浴場業・旅行業 五所川原市相内121-4 0173-62-3468
ふじもりとこや 洗濯・理容・美容・浴場業・旅行業 五所川原市字田町114-4 0173-35-2403
美容室ウィン 洗濯・理容・美容・浴場業・旅行業 五所川原市みどり町8-46 0173-35-0747
HAIR copain 洗濯・理容・美容・浴場業・旅行業 五所川原市大字小曲字沼田26-15 0173-35-7861
link株式会社 洗濯・理容・美容・浴場業・旅行業 五所川原市中央2-79-2
アロマ＆リンパ「rire」 洗濯・理容・美容・浴場業・旅行業 五所川原市字敷島町22 0173-26-6470
ゆう子美容室 洗濯・理容・美容・浴場業・旅行業 五所川原市字敷島町26 0173-34-6684
しらかわ美容室 洗濯・理容・美容・浴場業・旅行業 五所川原市金木町沢部221 0173-53-3050
SALON DE BELLE 洗濯・理容・美容・浴場業・旅行業 五所川原市字川端町3-18 0173-26-5575
hair MAKE DELTA 洗濯・理容・美容・浴場業・旅行業 五所川原市中央5-6 0173-34-4112
Grand jete 洗濯・理容・美容・浴場業・旅行業 五所川原市中央2-9 0173-26-6835 http://grandjete-eye.com/

クリーニングあすなろ 洗濯・理容・美容・浴場業・旅行業 五所川原市若葉3-5-8 0173-35-7387
タマキ理容 洗濯・理容・美容・浴場業・旅行業 五所川原市字布屋町3-6 0173-35-2108

https://otozirou.jimdofree.com/
http://grandjete-eye.com/
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エステinカイロ院 楽八 洗濯・理容・美容・浴場業・旅行業 五所川原市中央1-16 0173-34-6277
ヘアサロン アッシュ 洗濯・理容・美容・浴場業・旅行業 五所川原市字錦町1-136 0173-35-7391
工藤クリーニング店 洗濯・理容・美容・浴場業・旅行業 五所川原市相内岩井81-210 0173-62-2359
ベンガル美容室 洗濯・理容・美容・浴場業・旅行業 五所川原市大字広田字榊森50-32 0173-35-0650
髪嘉 洗濯・理容・美容・浴場業・旅行業 五所川原市大字稲実字米崎115-9 0173-33-5939
GRATO 洗濯・理容・美容・浴場業・旅行業 五所川原市大字石岡字藤巻126-15
株式会社 かさい 洗濯・理容・美容・浴場業・旅行業 五所川原市中央4-19 0173-35-6938
美容室クリーク 洗濯・理容・美容・浴場業・旅行業 五所川原市字大町34 0173-33-3555
ビューティサロン シレーヌ美容室 洗濯・理容・美容・浴場業・旅行業 五所川原市字布屋町41 0173-34-2433
gracias 洗濯・理容・美容・浴場業・旅行業 五所川原市大字姥萢字船橋45-7 0173-34-5993
パーマハウス わんだほ 洗濯・理容・美容・浴場業・旅行業 五所川原市大字稲実字米崎114-23 0173-33-0152
ミワ理容 洗濯・理容・美容・浴場業・旅行業 五所川原市相内岩井81-212 0173-62-3435
三和ドライクリーニング店 洗濯・理容・美容・浴場業・旅行業 五所川原市相内岩井81-304 0173-62-2684
Kaveri 洗濯・理容・美容・浴場業・旅行業 五所川原市大字石岡字藤巻126-18 0173-26-7090
ルミ美容室 洗濯・理容・美容・浴場業・旅行業 五所川原市字鎌谷町124-1 0173-35-2079
Chris of hair 洗濯・理容・美容・浴場業・旅行業 五所川原市大字稲実字米崎5-31
美容室 カットハウス・エル 洗濯・理容・美容・浴場業・旅行業 五所川原市大字唐笠柳字藤巻575-8 0173-35-6675
K.T.hair 洗濯・理容・美容・浴場業・旅行業 五所川原市字鎌谷町91-24 0173-35-7973
みやこ美容室 洗濯・理容・美容・浴場業・旅行業 五所川原市字錦町2-2 0173-34-3781
hair&design Da-Na 洗濯・理容・美容・浴場業・旅行業 五所川原市字大町506-15 0173-26-0117 https://hairdesigndana.amebaownd.com/

ヘアーサロン 木村 洗濯・理容・美容・浴場業・旅行業 五所川原市字鎌谷町107-2 0173-35-2848
うめたふれあいセンター 洗濯・理容・美容・浴場業・旅行業 五所川原市大字梅田字福浦405-1 0173-28-3289
あすか美容室 洗濯・理容・美容・浴場業・旅行業 五所川原市字布屋町4 0173-34-3670
Hair&Relaxation KAPU 洗濯・理容・美容・浴場業・旅行業 五所川原市字鎌谷町94-5 0173-30-1013
有限会社 華 洗濯・理容・美容・浴場業・旅行業 五所川原市大字俵元字松代88 0173-23-3734
Beauty Salon Lily 洗濯・理容・美容・浴場業・旅行業 五所川原市字大町501-10 090-6685-7346 https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000502526

よしだ美容室 洗濯・理容・美容・浴場業・旅行業 五所川原市金木町沢部434-9 0173-53-3922
山田理容所 洗濯・理容・美容・浴場業・旅行業 五所川原市脇元磯辺255-1 0173-62-2751
美容室 みき 洗濯・理容・美容・浴場業・旅行業 五所川原市中央5-30 0173-35-5598
津島ふとん店 繊維・衣服等卸売業 五所川原市金木町沢部2-3 0173-52-2225

https://hairdesigndana.amebaownd.com/
https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000502526
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株式会社小嶋建設 総合工事業 五所川原市大字広田字榊森7-8 0173-33-7788 http://kojima-hands.co.jp
有限会社白戸建設 総合工事業 五所川原市大字稲実字米崎53-54 0173-35-6291 https://www.shiroto-kensetsu.com

有限会社須藤工業 総合工事業 五所川原市大字広田字榊森3-14 0173-26-6224
株式会社今工務所 総合工事業 五所川原市字鎌谷町504-1 0173-34-3361 http://www.kon-koum.co.jp

有限会社西北塗装 総合工事業 五所川原市中央4-60 0173-35-2751 http://www.seihokutosou.com

SHIRAKAMI LIFE DESIGN 建築設計事務所 総合工事業 五所川原市字大町505-3 1-1 0173-67-4629 http://www.shirakami-lifedesign.jp

有限会社 東北開発工業 総合工事業 五所川原市大字稲実字米崎82-1 0173-26-7577
有限会社 建築のそのだ 総合工事業 五所川原市金木町川倉字田野113-1 0173-52-5135
株式会社荒井興業 総合工事業 五所川原市大字沖飯詰字鴻ノ巣283 0173-26-6742
有限会社 伊藤林業土木 総合工事業 五所川原市金木町嘉瀬上端山崎79 0173-52-3033
株式会社 寺栄建設 総合工事業 五所川原市大字唐笠柳字藤巻251-2 0173-34-4756
株式会社 サカモト住建 総合工事業 五所川原市大字唐笠柳字藤巻522-9 0173-38-3393 http://sakamoto-j.jp/company

有限会社 工藤産業生コン 総合工事業 五所川原市大字前田野目字砂田51-22 0173-29-3541
有限会社瀝青工業 総合工事業 五所川原市金木町川倉宇田野155-208 0173-53-3376
今建設工業 総合工事業 五所川原市金木町川倉七夕野8 0173-52-5004
鳴海建設 総合工事業 五所川原市金木町嘉瀬端山崎61-2 0173-52-5291
株式会社 大丸古川 総合工事業 五所川原市大字小曲字沼田5-1 0173-35-2777 http://daimaru-k.jp
有限会社前進工業 総合工事業 五所川原市金木町神原桜元26 0173-53-2976
有限会社 前田建材 総合工事業 五所川原市金木町嘉瀬端山崎267-708 0173-52-5747
株式会社 坂本工業 総合工事業 五所川原市金木町芦野234-220 0173-52-5671
株式会社 松野建築 総合工事業 五所川原市大字神山字殊ノ峰16-3 0173-29-3354
原田組 総合工事業 五所川原市大字稲実字米崎66-6 0173-67-4017
株式会社 栄工務店 総合工事業 五所川原市大字稲実字米崎59-66 0173-35-4551
有限会社 成板工業 総合工事業 五所川原市若葉1-13-73 0173-35-3988
宮越建設 総合工事業 五所川原市大字飯詰字沢田85-178 0173-37-3047
株式会社アネスコ 電気業 五所川原市字新宮町84-5 0173-34-5955 http://www.anesco.co.jp
五所川原交通 株式会社 道路旅客運送業 五所川原市字鎌谷町504-2 0173-34-5006
朝日不動産 不動産業・物品賃貸業 五所川原市金木町朝日山387-8 0173-53-3322 http://www.asahi-kanagi.server-shared.com/

株式会社 シンシアコミュニティ 不動産取引業 五所川原市字布屋町40 0173-34-2885 http://www.sincom.jp
株式会社アイモ・地産 不動産取引業 五所川原市字田町188-1 0173-26-6385

http://kojima-hands.co.jp
https://www.shiroto-kensetsu.com
http://www.kon-koum.co.jp
http://www.seihokutosou.com
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http://www.sincom.jp
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ハートフルホーム不動産株式会社 不動産取引業 五所川原市字旭町29-9 0173-26-7736 https://www.heartfh.co.jp
株式会社阿部工務店 不動産取引業 五所川原市字雛田198-1 0173-34-8836
青森宅建商事株式会社 不動産取引業 五所川原市字旭町63-2 0173-35-1234 https://www.aomori-takken.co.jp/

サンライズ不動産株式会社 不動産取引業 五所川原市字鎌谷町517-7 0173-35-0037 http://www.srf.co.jp
フジホームタッケン 不動産取引業 五所川原市字大町505-12 0173-33-0035 https://fht2103.com
有限会社タクモト開発 不動産取引業 五所川原市大字唐笠柳字藤巻522-4 0173-35-6811
五所川原駅前不動産 株式会社 不動産取引業 五所川原市字大町1 0173-23-3115 http://ekimae-f.jp/
有限会社不動産大栄 不動産取引業 五所川原市字川端町3-18 0173-38-3010 http://www.fdaiei.jpn.org/

株式会社はやぶさ保険事務所 保険業（保険媒介代理業，保険サービス業を含む） 五所川原市字一ツ谷531-4 0173-26-7373
有限会社あっぷる保険事務所 保険業（保険媒介代理業，保険サービス業を含む） 五所川原市大字広田字柳沼3-9 0173-35-6757 https://a-applehoken-1168.org/

よつ葉保険企画株式会社 保険業（保険媒介代理業，保険サービス業を含む） 五所川原市大字新宮字岡田107-4 0173-33-2027
株式会社 ミライズ 保険業（保険媒介代理業，保険サービス業を含む） 五所川原市字栄町70-1 0173-26-0206
泉谷保険サービス 保険業（保険媒介代理業，保険サービス業を含む） 五所川原市金木町喜良市桔梗野38-9 0173-52-4446
有限会社 K・ほけん 保険業（保険媒介代理業，保険サービス業を含む） 五所川原市大字姥萢字船橋238-3 0173-35-9038
株式会社五所川原エフエム 放送業 五所川原市字東町17-5 0173-34-3311
大佐賀工芸 木材・木製品製造業（家具を除く） 五所川原市金木町川倉七夕野84-776 0173-53-2158

https://www.heartfh.co.jp
https://www.aomori-takken.co.jp/
http://www.srf.co.jp
https://fht2103.com
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