
※50音順

認定
番号

事業所名 住所

838 青木指圧出張所 大畑町中島95番地1

1008 アシッドヘアー 金谷一丁目18番65号

309 アクアマリン 大湊新町16番9号　2Ｆ

720 上路電器 大平町50番17号

883 (有)アスティ 中央二丁目20番1号

718 AZUMA　Hair&Relax 横迎町二丁目2番18号

874 Attaches 並川町5番38号

588 (有)アネックス企画　ヘアースタジオ　ジョイ 新町10番8号

845 阿部商店 大畑町孫次郎間11番地1

201 あべ床や 大平町42番12号

862 アヴェニューマエダ店 小川町二丁目4番8号　マエダ本店2F

186 あべ理容室 仲町8番25号

440 荒　写真館 柳町一丁目2番5号

756 anaimTOKYODO 中央二丁目7番1号

486 angle 金谷二丁目18番60号

804 es 海老川町3番9号

1002 east family GOKIGEN 柳町一丁目6番2号　2F

610 池義商店 大畑町釣屋浜16番地4

623 (有)いさりびハウス 大畑町正津川戦敷488番地1

933 石倉畳店 小川町二丁目4番29号

84 石塚理容所 川内町川内369番地4

957 (株)石乃店むろせ石材 川内町中道261番地4

649 イシバシ美容院 田名部町8番19号

620 井田商店 大字奥内字坊主流15番地3

732 一戸理容店 新町29番5号

116 イトウ美容室 大湊浜町2番17号

837 今井呉服店 大畑町新町89番地1

115 井本美容室 大平町48番6号

876 入谷理容所 大畑町中島83番地2

847 いわとし商店 大字田名部字土手内74番地1197

69 ａｍｙ ｍａｋｅｓ ｔｈｅ ｂｅａｕｔｙ 中央二丁目5番20号

939 エチゼンヤ 大湊新町2番9号

337 円融堂治療院 金曲三丁目4番27号

492 大沢ドライクリーニング 川内町川内321番地

239 オーシャンズ 柳町一丁目2番14号

945 (有)大湊ベーカリー 大湊新町4番2号

144 大山家具店 川内町川内315番地

34 お菓子工房　すいーと・マム 川内町桧川川代32番地



認定
番号

事業所名 住所

655 (有)お菓子工房やなぎや　金谷店 金谷二丁目7番11号

654 (有)お菓子工房やなぎや　緑町本店 緑町17番58号

278 (株)御菓子司 甘美堂　大畑店 大畑町大畑21番地18

270 (株)お菓子司 甘美堂　むつ店 上川町5番50号

741 お菓子のラグノオ大畑店 大畑町新町69番地

891 小田商店 大湊浜町36番1号

761 (有)小原酒米店 新町31番4号

853 おばら精肉店 新町26番3号

530 カーレントむつ 大湊新町17番31号

443 かきもと菓子店 新町7番7号

386 (有)角丸商店 本町1番6号

250 菓子・日用雑貨卸　中野商店 田名部町8番37号

947 (有)柏崎靴店 柳町一丁目2番16号

725 カットイン・トップ 緑町15番5号

108 カットスペースサワダ 新町9番29号

1000 カットハウス　M.K 新町25番52号

907 カットハウス　かおる 大畑町中島78番地54

280 CUT ROOM Be 旭町2番14号

699 加藤珠算塾大平教室 大平町12番33号

700 加藤珠算塾上町教室 大湊上町36番7号

879 CanaL　工房　巡 上川町1番18号　アップリバーハイツB-102

82 かなはまサイクル 川内町休所42番地

493 カメラのみなみや 新町2番10号

496 カメラのみなみや　大湊店 大湊新町1番10号

497 カメラのみなみや　ファミリースタジオみなみや 小川町二丁目4番8号　マエダ本店４F

494 カメラのみなみや　マエダ本店１F 小川町二丁目4番8号　マエダ本店１F

208 ガリバー　むつ店 下北町7番24号

762 かわぎし手芸店 小川町二丁目8番8号

801 川村商店 川内町桧川川代29番地1

257 川原田治療院 昭和町23番56号

628 岩盤浴＆リラクゼーション　さくらむつ店 海老川町3番11号

626 菊の湯 大畑町中島108番地69

839 木嶋造花店 大畑町中島83番地6

185 喜粋 ＨＡＩＲ ＣＬＵＢ 横迎町二丁目17番14号

616 気仙家具店 大畑町正津川43番地

6 キムラしゃしんプラモデル店 新町15番8号

50 木村商店 脇野沢小沢18番地

83 京美容室 川内町川内295番地3

539 京紅むつ店 中央一丁目4番10号



認定
番号

事業所名 住所

751 金木犀 柳町一丁目6番32号

510 ぐーちょきぱん 大字関根字名子4番地37

47 久慈商店 脇野沢小沢47番地

62 (有)くらしの衣料たけお 川内町しなの木102番地1

242 (株)クラフト 赤川町15番10号

372 Green Market下北店 小川町二丁目2番4号

540 グルッペ 中央二丁目26番27号

392 コインランドリー　ふ～洗 大畑町筒万坂56番地3

800 合同会社　阿部商店 大畑町庚申堂84番地4

537 合同会社　Felice 柳町三丁目13番27号

866 小関商店 柳町一丁目2番17号

934 寿湯 小川町二丁目4番29号

531 呉服のたかほこ 柳町一丁目9番48号

324 小麦幸房　町ｐａｎ 山田町22番25号

320 (株)小柳呉服店 新町11番2号

470 correct megane 金曲一丁目2番7号 苫生モール内

633 coiffure・toki 新町8番19号

113 坂井理容所 川内町川内63番地

829 坂下Agency 旭町11番15号

614 魚菜マート　しのづか 大畑町本門寺前14番地10

100 酒・米・食品　おかだ 川内町川内140番地

807 (有)酒のはやし 上川町3番48号

321 酒の宮下 中央二丁目1番6号

128 佐々木商店 川内町川内114番地2

68 ササキ美容院 柳町一丁目6番28号

522 (有)佐々木薬局 緑町18番55号

46 佐々木理容院 脇野沢本村35番地2

460 Zakka shop Pea 新町8番15号

292 雑貨と手仕事の店　ｍｏｍｏ’ｓ 小川町二丁目3番29号

913 さっちゃんのケーキ 大字城ヶ沢字片平67番地

737 (株）佐藤和三郎商店 大畑町新町90番地

376 佐藤写真館 大畑町新町103番地2

779 佐藤精肉店 横迎町二丁目1番5号

509 サロンド・ブレス 大畑町上野22番地6

789 サロンド・ゆう 本町4番6号

918 サワイ　ボディデザイン 緑町12番45号

843 さわだ理容店 大畑町湊村77番地1

464 山海珍味販売　しもかわ 苫生町二丁目10番1号



認定
番号

事業所名 住所

687 三章堂印房 小川町一丁目5番3号

824 サンドライクリーニング 大湊上町8番9号

823 サンドライクリーニング苫生店 金曲一丁目2番5号

822 サンドライクリーニングマエダ店 小川町二丁目4番8号

721 SEAM　Nail 小川町一丁目9番33号

504 (有)ジーンズハウス 新町7番3号

98 静美容院 川内町休所42番地225

767 自然食品の店　檜葉HIBA 本町1番1号

451 下北美人　エスク 金曲一丁目2番7号　苫生モール

770
（公財）下北物産協会　まさかりプラザ　下北
駅前店

下北町2番30号

771 （公財）下北物産協会　まさかりプラザ売店 柳町一丁目10番25号

249 下北名産センター 大曲二丁目13番33号

506 正ちゃん 大湊新町1番8号

341 鍼灸治療院　もえ 海老川町16番4号

713 新松精肉店 金曲二丁目7番13号

193 スーパーエチゴヤ 大畑町新町23番地

102 スーパーちふね 脇野沢本村119番地

86 スギノ理容店 川内町川内178番地

1020 ストウシザースサロン 文京町5番7号

266 スマホ修理 ｉｰｓｓ むつ店 小川町一丁目6番12号

502 関酒造店 柳町一丁目5番15号

313 (有)関商店 横迎町二丁目2番8号

500 関乃井酒造 柳町一丁目5番15号

560 総合衣料店かつみ 柳町四丁目4番52号

448 (有)ソノダビューティースタジオ　大畑店 大畑町東町36番地2

446 (有)ソノダビューティースタジオ　大湊店 大平町21番3号

449 (有)ソノダビューティースタジオ　川内店 川内町字川内97番地2

445 (有)ソノダビューティースタジオ　小川町店 小川町二丁目7番18号

997 ソノダビューティースタジオSnip 小川町二丁目4-8　マエダ本店2階

444 (有)ソノダビューティースタジオ　ブライダル館 小川町二丁目7番20号

855 TAKAくれ～ぷ屋 新町10番11号

602 (株)高橋時計店 本町3番9号

792 タカヤ生花店 若松町4番5号

176 タカヤマ美容室 柳町一丁目4番12号

677 館村商店 大畑町新町78番地

1007 （有）田中造花店 旭町11番13号



認定
番号

事業所名 住所

536 タナカメガネ 柳町一丁目１番12号

326 田名部食糧加工(有) 柳町一丁目2番22号

1010 田名部洋菓子店 柳町一丁目6番3号

235 たんぽぽ整体院 金曲一丁目1番65号

820 チャーリーズジャム 大字奥内字近川8番地27

704 珍味のさかい 大畑町港村131番地

895 坪眼鏡店 柳町一丁目2番2号

659 DAYS 緑町18番2号

164 デトックスサロン　クリア 田名部上道87番地398クイーンズランド12号

984 てらしげ鍼灸院 小川町二丁目3番33号　タムラビル1F-A

65 デリステーション　ふなばし 川内町中道53番地1

80 テルコ美容室 昭和町9番1号

140 テル美容室 横迎町二丁目1番24号

545 電器のさいとう 大平町1番5号

701 Do the ROCK 大字田名部字品ノ木34番地748

175 (有)特選呉服専門店　後藤 金谷一丁目14番19号

791 DOG　SPACE 若松町4番5号

442 ドリーム 本町3番14号

436 トリミング＆しつけ　犬家 中央二丁目9番52号

573 トリミングサロン　ハッピー 川内町桧川川代13番地

99 夏坂商店 川内町砂浜29番地8

1014 なや整骨院 川内町休所42番地178

215 (株)なりたカメラ 柳町一丁目6番4号

67 ｎｉｃｏｌｅ ｂｅａｕｔｙ ｓａｌｏｎ 中央町二丁目12番11号

580 (株)日本ツアーサービス 新町10番30号

890 (有)ニュートップクリーナー 大字田名部字品ノ木34番地140

897
(有)ニュートップクリーナーユニバースむつ旭
町店

旭町4番20号

896
(有)ニュートップクリーナーユニバースむつ柳
町店

柳町三丁目17番1号

634 庭田茶店 田名部町7番5号

661 Nail salon BINERU 大字関根字南関根35番地3

606 Bar Ber KoKoMo 中央二丁目9番65号

946 Bar　Ber　じゃんぼ 横迎町二丁目10番13号

458 はしもと整体 十二林9番20号

676 BUZZ STYLE 金曲一丁目1番31号

179 長谷川洋品店 川内町川内309番地

269 (株)羽立 苫生町一丁目1番6号



認定
番号

事業所名 住所

710 (有)畑山商店 大畑町正津川46番地

315 (有)八戸屋 新町47番3号

220 (有)花とも 小川町二丁目5番1号

728 浜田精肉店 川内町休所42番地114

766 ハマベ時計店 大畑町新町26番地

723 早川時計店 大湊新町15番5号

63 ばら理容所 川内町休所42番地101

869 パルス美容室 大畑町新町79番地

619 半田商店 川内町休所42番地6

519 東田クリーニング 苫生町一丁目4番5号

844 ビューティーサロン　KIMIKO 大畑町湯坂下5番地5

609 beauty Salon LuaNa 柳町二丁目11番76号

551 美容室　髪切屋 中央二丁目26番16号

744 美容室　SARASA 中央二丁目9番7号

935 美容室　シェッド 緑ヶ丘10番38号

870 美容室ハニー 大畑町伊勢堂7番地3

753 美容室Pangaea 赤川町3番11号

810 ファミリーマートおおたに 大湊上町33番26号

841 ファミリーマート大畑店 大畑町正津川戦敷488番地1

951 ファミリーマートむつ大湊店 大平町50番9号

948 ファミリーマートむつ金谷一丁目店 金谷一丁目15番76号

989 （有）ファミリーマートさとう 海老川町5番3号

950 ファミリーマートむつ城ヶ沢店 大字城ヶ沢字堺田21番地82

949 ファミリーマートむつ柳町店 柳町二丁目8番1号

795 福島商店 田名部町2番3号

596 藤井カイロ整体 小川町二丁目5番2号

943 ふじ京ドライクリーニング 仲町8番17号

557 布施金物店 大湊新町2番9号

487 二ツ森商店 大平町40番2号

181 ふち理容所 大畑町中島105番地68

864 船場商店 小川町二丁目11番21号

507 pledge 美容室 緑ヶ丘7番17号

187 ＢＲＵＳＨ ＨＡＩＲ ＳＡＬＯＮ 旭町5番12号

752 フレッシュフードやすだ 仲町21番63号

856 フローリストモントヴェル 小川町二丁目3番31号

590 HAIR　ATELIER　OLIVE 山田町8番13号

565 Hair＆Nail Lotta. 横迎町二丁目6番13号



認定
番号

事業所名 住所

166 HAIR&MAKE P-S 金曲一丁目7番8号

648 ヘアーエステイシバシ 田名部町8番20号

582 ヘアーカットRY 大字城ケ沢字早埼２番地　厚生館内

191 ヘアーギャラリー　パッション 中央二丁目19番5号

194 ヘアーサロン　桧 川内町桧川川代225番地

873 ヘアーサロンカワムラ 並川町9番11号

1017 ヘアーサロンシナダ 大湊浜町3番9号

938 ヘアーサロンシブヤ 大畑町中島105番地1

735 ヘアーサロン大福 田名部町6番38号

374 ヘアーサロン・トモトモ 文京町30番8号

598 ヘアーサロン　ナツイ 仲町19番8号

535 ヘアーサロンハタナカ 新町10番8号

881 ヘアーサロン・ハンサム 金曲一丁目10番3号

501 ヘアーサロン　フクシマ 松山町4番18号

925 ヘアーサロンヨシダ 横迎町一丁目15番16号

690 ヘアーショップ　タンタン 海老川町2番6号

145 Ｈａｉｒ Ｓｈｏｐ ペパーミント 仲町8番46号

489 Hair Studio　M 田名部町7番3号　白川ビル１F

639 ヘアースタジオ　ティアラ 桜木町13番2号

597 Hair Studio　DRAW'S 小川町二丁目3番3号　田村ビル１F　B号

581 ヘアースペース　マニッシュ 海老川町20番7号

396 HAIR CHOP 上川町2番52号

828 hair factory Ts 旭町11番15号

476 ヘアーメール理容 昭和町19番23号

521 ヘア・プレイス　小町屋 横迎町一丁目8番3号

764 ヘア・メイク・フリゼ 小川町一丁目9番35号

465 HEAD LOCK 小川町二丁目5番15号

24 弁当専門店　おふくろ 海老川町2番16号

478 弁当　だるま 横迎町二丁目10番1号

548 弁当　花つばき 大字田名部字上道87番地285

429 ぼう吉呉服店 大畑町新町76番地2

920 北洋舎クリーニング 桜木町1番19号

1018 ポップマックスタジオ 柳町二丁目8番28号

815 ポパイ2 金谷一丁目17番9号

323 まごころ弁当　むつ下北店 山田町22番25号

180 マザーキキ　くずの 小川町一丁目4番26号



認定
番号

事業所名 住所

909 まつおフォトスタジオ 川内町川内153番地1

205 (株)マックハウス　むつ店 中央二丁目60番1号

64 松山呉服店 川内町川内300番地

850 MANA 新町10番27号

750 マルハ橋本鮮魚店 大畑町東町15番地3

495 丸季 栗山町１３番１２号

591 マルヤマ　ストア 小川町二丁目8番15号

868 丸山店 小川町一丁目8番36号

1003 (有)丸勇森川商店 大字奥内字浜平39番地3

905 (株)三浦商店 大曲二丁目13番32号

995 みこしはり灸整骨院 川内町中道65番地

45 みどりパーマ 脇野沢本村232番地8

286 (有)みなみや 金谷一丁目17番8号

833 ミニストップむつ大畑店 大畑町兎沢229番地1

642 ミニストップむつ金曲二丁目店 金曲二丁目12番1号

643 ミニストップむつ横迎町店 横迎町一丁目5番9号

277 みやこカメラ店 田名部町2番9号

503 宮本商店 横迎町二丁目11番3号

291 むつスポーツプラザバッティングセンター 山田町22番25号

689 ムラカミ理容院 柳町一丁目4番20号

471 (有)メガネのふじや 小川町二丁目4番14号

544 メンズクラブ　サンライズ 海老川町5番7号

1016 メンズサロンリバー 金曲一丁目20番6号

899 (株)モードサロンプランタン 山田町22番30号

485 モナ美容室 昭和町4番16号

472 (有)山口商店 新町37番15号

910 山口誠商店 脇野沢滝山39番地

733 ヤマコ川村商店 川内町川内117番地

36 やまだ美容室 小川町二丁目8番1号

162 山本商店 脇野沢小沢44番地

236 ヤング理容所 川内町品ノ木7番地5

736 結工房 新町8番16号

611 優整体院 松山町13番6号　メゾンメチエB-2

48 吉田商店 脇野沢本村54番地1

683 吉田整骨院 横迎町二丁目14番35号

378 (有)吉田ベーカリー　本店　もんぶらん 新町9番25号

163 米沢菊次郎商店 脇野沢小沢34番地



認定
番号

事業所名 住所

887 RISE　hairsalon 新町8番16号

306 ライフステージ　からたち 新町8番7号

906 ラグノオ川内店 川内町川内214番地1

455 ランジェリーオリダテ 田名部町2番8号

391 リカーショップ　クマガイ 緑町14番7号

612 Remake salon MoMo 松山町15番3号

805 理容エビナ 大畑町東町33番地

640 理容　キムラ 海老川町20番6号

929 理容くどう 大畑町新町86番地

859 理容　コウダ 金曲二丁目7番20号

216 理容室　タカハシ 緑町16番3号

641 理容　スワナイ 小川町一丁目6番14号

589 理容ヒロミ 大字関根字南関根106番地

287 理容　フナバ 本町3番16号

389 理容　森本 宇田町19番4号

793 理容　ライオン 新町16番9号

524 リラクゼーションRinRin 大平町21番3号　ソノダ大湊店2F

806 リリー美容室 大畑町新町88番地2

550 リンパステーション　マーノマーノ 新町16番5号　１-B

886 蓮パン工房 小川町二丁目1番1号

826 ローソンむつ赤川町店 赤川町13番10号

774 ローソン　むつ大曲三丁目店 大曲三丁目9番25号

827 ローソンむつ大湊新町店 大湊新町17番2号

825 ローソンむつ奥内店 大字奥内字中道27番地3

775 ローソン　むつ中央店 中央二丁目10番9号

776 ローソン　むつ緑ヶ丘バイパス店 緑ケ丘31番8号

576 （有）渡邉利太郎商店 大湊浜町2番15号

517 ワンコのえさとホテル　ぴーちぇ 大字奥内字浜奥内17番地1

796 ワンコの美容室　はなこ 金曲一丁目10番63号

923 ワンワンショップむつ店 大平町3番8号

999 ONE　D.O.G 文京町5番18号

604 わんわん美容室メイク 赤川町4番34号


