
※50音順

■田名部地区

認定
番号 事業所名 住所

423 茜 田名部町3番3号

488 赤のれん 田名部町5番8号

685 アグレアーブル 小川町二丁目17番1号

714 朝比奈食堂 海老川町13番42号

417 麻布 本町4番6号

173 亜路都 横迎町一丁目1番8号

343 東寿し 横迎町一丁目2番40号

217 ＡＮＡＲＣＨＹ ＳＴＥＡＫ ＣＬＵＢ 小川町二丁目8番15号　２F

567 炙屋　友輪 本町4番18号

425 EAGLE 田名部町3番18号　桐半通りﾋﾞﾙ１階　3号室

157 ＩＺＡＣＡＦＥ 月うさぎ 柳町一丁目2番7号

523 居酒屋　あじさい 田名部町2番7号

416 居酒屋　あずさ 田名部町1-1

153 居酒屋　家政家 本町2番25号　レンガ通り1F

377 居酒屋　かちかち山 田名部町3番1号

251 居酒屋　かませ犬 田名部町1番12号

136 居酒屋　くるまざ 田名部町2番17号

114 居酒屋　こうちゃん 本町2番33号

89 居酒屋　三宝 田名部町1番11号

561 居酒屋　酒呑童子 田名部町2番8号　睦ビル１F

254 居酒屋スナック　花梨 田名部町1番1号

528 居酒屋　すなっくどん 田名部町1番1号

621 居酒屋　太助 小川町二丁目7番22号

237 居酒屋　天 本町4番6号

466 居酒屋　ととや 新町3番6号

131 居酒屋　ねぶた 横迎町一丁目1番5号　ミナト通り

14 居酒屋　春 本町4番6号

142 居酒屋　ほそ川 田名部町1番7号

109 居酒屋　祭 田名部町3番1号

90 居酒屋　桃 田名部町1番20号

797 居酒屋　遊 本町4番6号　キンタショッパーズ通り内

427 居酒屋　酔ってけ 田名部町2番8号　はまみちビル

459 一龍 柳町一丁目4番47号

353 一心亭 むつ店 大字田名部字槌川目90番地1

161 うたっこのみせ　加賀や 本町2番1号

246 海櫻 田名部町3番12号



認定
番号 事業所名 住所

112 うわさの悪女 横迎町一丁目1番11号

96 Ｈ１ 田名部町3番28号　2F

111 江戸っ子　花 本町4番4号

195 ゑびす 横迎町一丁目1番17号

467 恵比寿鳥 新町3番6号

317 エミール 横迎町一丁目1番9号　天きん通り

518 エリア 横迎町一丁目1番11号

366 Ｌ’ｒｏｄ エルロッド 小川町一丁目9番33号

148 王将食堂 田名部町4番2号

342 お食事処　幸楽 柳町一丁目9番12号

889 御食事処　むらかみ 田名部町3番29号

469 おふくろの味　嶺花 本町2番25号

480 外苑 上川町10番40号

885 かっぱ寿司　むつ店 金谷二丁目1番32号

143 ｋａｐｐａｒｉ 本町2番25号

618 ガネーシャ 田名部町2番8号　2階

159 Ｃａｆｅ’ ｄｅ ｋｅｔｔｙ 小川町二丁目19番46号

419 CafeBar 弘前屋 小川町二丁目10番3号

32 カラオケスナック　愛 田名部町2番17号

586 韓国居酒屋　ハン 本町3番6号　斉藤ビル102

141 寒立め 田名部町1番5号

203 ＫＥＹＳ 横迎町一丁目1番11号　はまなす通り２F 

352 喫茶＆レストラン　薔薇 新町9番7号

16 喫茶　ＳＫＹ 緑町14番12号

566 喫茶　ブルーマウンテン 本町1番8号

498 喫茶　MONA 昭和町4番16号

335 キッチンはなかど 緑町18番56号

87 喜ぶん 田名部町6番4号

285 キャプテン 柳町一丁目2番44号

532 牛角むつ店 下北町1番1号

556 Cute 横迎町一丁目1番11号　はまなす通りB-2-4 

95 銀座ラーメン 横迎町一丁目1番5号　ミナト通り1F

527 金寿司 新町12番11号

381 銀のスプーン 田名部町1番16号

304 くい道楽 小川町二丁目7番36号

174 源氏車 新町2番15号

505 幸円 田名部町1番6号

346 コーヒー通り２１ 中央二丁目26番32号



認定
番号 事業所名 住所

363 ｃｏｆｆｅ ＨＹＧＧＥ ｍｏｎｔｂｌａｎｃ 1955 中央二丁目29番5号

23 ゴールデンバット 田名部町3番11号

118 小料理　むぎの穂 田名部町3番7号

224 サーティーワンアイスクリーム　マエダ店 小川町二丁目4番8号 マエダ本店1階

533 彩花 横迎町一丁目1番24号 ミナトビル2F

247 さいはて居酒屋　下北物語 田名部町3番8号　ナイトパレス１F

607 酒処　なおこ 田名部町1番8号

258 酒処　みよし 田名部町5番5号

584 酒の肴　櫓 本町4番6号

538 サパークラブ　ダイアナ 田名部町3番28号

513 サライ むつ市新町1番6号

123 餐カフェ 上川町2番39号　２F

312 三代目　藤村商店 横迎町二丁目2番5号

340 ＳＨＥ 横迎町一丁目1番17号　天きん通り

211 ＣＨＥＬＩＥＮ 横迎町一丁目1番17号

729 七厘焼アジト 柳町一丁目10番24号

428 Shibaraku 柳町一丁目2番44号

231 下北バル 下北町2番46号

92 下北文化珈琲店 金谷一丁目10番1号 下北文化会館内

734 「下北名物」樺山そば 大字田名部字南樺山19番地1

184 市役所食堂　ぽわ～る亭 中央一丁目8番1号

325 Ｃｈａｔ ｂｏｎｈｅｕｒ 昭和町23番4号

414 じゃんぼギョーザの店　ますや 本町2-25

119 酒遊海峡　善 田名部町3番4号

192 ＪＯＩＮ 横迎町一丁目1番23号　ニュクスビル２F

356 食事処　そうま 金谷二丁目11番22号

219 食事処　なか川 小川町二丁目21番11号

657 しらかわ食堂 小川町二丁目6番6号

314 鮨　うえ乃 中央二丁目28番7号

94 鮨兆 横迎町一丁目1番11号　はまなす通り1F

375 すし処　てんが 新町2番6号

30 鮨八 田名部町2番17号

124 スナック　愛心 田名部町3番3号

156 スナック　ＡＱＵＡ 田名部町2番30号

43 スナック　イブ 横迎町一丁目1番8号

233 スナック　えりか 横迎町一丁目1番8号

426 スナック　乙女倶楽部 本町2番6号

268 スナック　オレンジ 横迎町一丁目1番9号



認定
番号 事業所名 住所

271 スナック　河仙 横迎町一丁目1番5号

813 スナック　花音 横迎町一丁目1番9号

139 スナック　きんたろう 田名部町2番17号　小笠原プラザ２F

9 スナック　黒水仙 田名部町3番1号

400 スナック　恋のバカンス むつ市横迎町一丁目1-11　はまなす通りB-103

39 スナック　煌 田名部町3番12号

214 スナック　心 横迎町一丁目1番24号　ミナト１Ｆ

61 スナック　後生善人 本町4番25号　桜ビル1F

299 スナック　さくら 横迎町一丁目1番8号　天きん通り

712 スナック　Santa 田名部町2番7号

398 スナック　三宝 むつ市田名部町１－７

562 スナック　ｊ 横迎町一丁目1番7号

647 スナック　しのん 横迎町一丁目1番17号

150 スナック　朱里 田名部町2番17号　小笠原プラザ１階

454 スナック　翔 田名部町2番8号

17 スナック　水曜日の朝 横迎町一丁目1番5号

42 スナック　聖夜 田名部町3番30号

421 スナック　セラヴィ 横迎町一丁目1番11号

72 スナック　多恋人 田名部町2番8号

44 スナック　とんぼ 田名部町1番1号

272 スナック　ＮＯＷ ｅｓｃｏｒｔ 横迎町一丁目1番11号　はまなす通り２F

189 スナック　虹 横迎町一丁目1番8号

430 スナック　ニューキャラヴァン 田名部町3番18号

59 スナック　ノース・クイーン 田名部町2番17号　小笠原プラザ２F

255 スナック　のぎく 横迎町一丁目1番17号

262 スナック　パコ 田名部2番17号　小笠原ビル１F

38 スナック　柊 田名部町3番27号

731 スナックピュア 横迎町一丁目1番11号　はまなす通り１F

15 スナック　舞夢蘭 田名部町2番17号

182 スナック　紅鶴 田名部町2番17号

26 スナック　Ｖｅｒｙ Ｖｅｒｙ 横迎町一丁目1番11号　はまなす通り

432 スナック　ベリッシマ 本町4番25号　桜ビル1-B

110 スナック　ベル 本町4番25号 2F

453 スナック　マキ 横迎町一丁目1番24号

408 スナック　麻由 柳町一丁目2番23号

12 ＳＮＡＣＫ　麻利 横迎町一丁目1番23号　ニュクスB　２F

25 スナック　未完成 横迎町一丁目1番11号　はまなす通りB　2F

207 スナック　ＭＩＳＡＫＩ 田名部町3番29号



認定
番号 事業所名 住所

435 スナック　美保 田名部町3番30号

433 スナック　めぐり逢い 田名部町1番1号

264 スナック　メティオラ 横迎町一丁目1番11号 はまなす通り2F

982 スナック百花 田名部町1番17号

91 スナック　宵待草 田名部町2番8号

18 スナック　リアン 横迎町一丁目1番8号　天きん通り　２F

411 スナック　轍 横迎町一丁目1番5号

347 スパゲッティーハウス　あかさたな 金谷一丁目14番45号

1015 炭酒房　一期ゑ 本町2番18号　はねやビル1F

2 炭火焼肉⑧ＨＡＣＨＩ　さるかに合戦 小川町二丁目4番25号　A-1　B-1

256 創作料理の店　ありあけ 本町2番4号

77 ソウル蘭 中央一丁目17番3号

395 蕎麦酒肴　かも川 田名部町2番3号

261 そば処　妙見 横迎町二丁目17番36号

135 大衆酒場　トモダチ 柳町一丁目2番44号

1006 大衆酒場　よし田 田名部町6番38号

245 Ｄｉｎｉｎｇ　乃々 田名部町2番23号

520 武田屋 柳町一丁目1番7号

31 たら 横迎町一丁目1番9号

1 中華そば・定食　駅前食堂 下北町5番45号

121 中華料理　龍虎殿 横迎町二丁目6番6号

336 中国料理　五十番 柳町一丁目1番14号

579 駐車場食堂 小川町二丁目3番10号

490 ちょこっと 田名部町3番3号

56 チョンギョンの店 大字田名部字南椛山19番地1

76 月の雫 横迎町一丁目1番5号　ミナト通り１F

420 椿 田名部町8番13号

303 Ｄｅｅｐｒｅｓｔ 横迎町一丁目1番11号　はまなす通り

158 Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ Ｃａｆｅ' 小川町二丁目9番5号

727 DIYO 小川町二丁目3番30号

117 (株)天一 田名部町2番32号

409 天手鼓舞 新町1番26号

238 (有)斗南丘牧場 大字田名部字内田42番地606

985 ドランカーズ 田名部町3番30号　２F

397 鳥蔵のからあげ 本町2番1号　本町屋台村1号室

234 ドルフィン+ＪＤ 田名部町3番1号　イルカビル1F

37 ＤＯＮ 本町4番25号　桜ビル2F

373 とんかつ　若菜 新町27番15号



認定
番号 事業所名 住所

105 ナイトイン　織姫 本町2番25号　レンガ通り２F

132 ナイトラウンジ　迎賓館 横迎町一丁目1番11号

593 和み酒処　悠乃 田名部町2番17号

646 成兵衛 田名部町3番5号

289 (株)楠こう 田名部町2番5号

40 にぎり　どってん家 新町7番35号

740 Nittta 小川町二丁目7番22号

339 ＮＥＯ 横迎町一丁目1番11号　はまなす通り

177 のみくい　兎屋 本町2番1号　田名部屋台村３号館

625 呑んべぇTaro 小川町7番22号　小原貸店舗8号

441 BAR　IBUKI 本町4番6号

976 BAR黒黒むつ店 横迎町一丁目1番11号　はまなす通り　B棟207号

365 ＢＡＲ ＮＥＵＴＲＡＬ 田名部町3番8号　ナイトパレス2F

149 ＢＡＲ　ＭＯＯＮＹ 柳町一丁目1番6号

199 ＢＡＲ ＬＩＦＥ 柳町一丁目2番44号

221 ＢＡＲ ＲＵＳＨ 田名部町1番18号

404 BURLESQUE 田名部町3番27号

388 Ｂａｃｃｈｒ’ｓ 横迎町一丁目1番5号　ミナト通り１F

595 華ぐら 横迎町一丁目1番11号 はまなす通りB-102

167 花月 横迎町一丁目1番11号　はまなす通り２F

198 ＨＯＮＥＹ 本町4番25号　桜ビル2F

57 パンキッシュ 横迎町一丁目1番11号

1011 HANZO 田名部町3番7号

75 ＨＥＡＴ 田名部町3番18号　桐半通り２F

244 ヒステリックママ 本町3番6号　１F

241 秀寿司 横迎町一丁目2番12号

483 himawari 横迎町一丁目1番11号 はまなす通りA棟205

93 ファミリーレストラン　義亭 新町43番2号

468 福士らーめん 新町27番6号

754 葡萄屋 横迎町一丁目1番5号 ミナト通り

393 ぶらうんハンバーグステーキ 本町4番18号

54 ブラックローズ 田名部町3番18号

213 ぶらっと 横迎町一丁目1番9号　天きん通り

19 Ｂｒａｎｄ 田名部町3番7号

81 Ｂｒａｎｄ ＪＩＮ 田名部町2番17号　小笠原ビル２F

694 フリーダム 小川町二丁目7番22号

418 ブルームーン 本町2番1号　屋台村6号店

78 ふるさと 昭和町24番7号



認定
番号 事業所名 住所

178 豊年満作 本町4番28号

410 ほーむ 柳町一丁目2番42号

283 ホルモン居酒屋　さとちゃん 田名部町1番8号

273 ほろよい処　はるな 田名部町1番6号

424 ボンバーズ酒場 横迎町一丁目1番17号

525 (有)トムセカンド　マクドナルドむつ中央店 中央二丁目29

228 万八らーめん　下北店 下北町2番31号

226 万八らーめん　中央店 十二林6番2号

227 万八らーめん　苫生店 金曲一丁目2番2号

204 ｍｅ＆ｍｅ 横迎町一丁目1番11号　はまなす通り１F

638 ミスタードーナツ　むつ中央ショップ 中央町二丁目2番6号

457 ミッキーズ 田名部町3番11号

617 みなづき 横迎町一丁目1番24号

252 みゆき食堂 田名部町3番31号

345 むつドライブイン 大曲三丁目7番16号

698 明華園 緑町16番19号

279 めし処　かさい 本町1番8号　名店街内

318 麵屋　頂 - ＩＴＡＤＡＫＩ - 新町12番3号

107 麺屋　鈴 中央二丁目9番12号

170 モスバーガー　むつ店 小川町一丁目8番28号

22 萌音 横迎町一丁目1番11号

11 モリバター 田名部町9番15号　1F

415 やきとり　串や 田名部町3番26号

197 やきとり天国 横迎町一丁目1番2号

403 焼鶏処　ゑぼし むつ市田名部町3-8　ナイトパレス1F

526 やきとり　とり合図 小川町二丁目8番1号

516 やきとり北星 本町4番6号

434 焼肉ホルモン萬 田名部町3番18号

53 洋食屋さん　プリモピアット 海老川町5番7号

656 横浜家系ラーメン　家系家 奥内字大室平117番地

686 与の助 田名部町1番8号

154 寄鳥味鳥 田名部町3番6号

769 らーめん大國 若松町1番6号

348 らーめん大将 田名部町6番35号

284 雷亭むつ 新町35番45号

240 来夢来叶 本町4番25号　桜ビル２F

41 ラウンジ　アフロディーテ 横迎町一丁目1番11号

288 Ｒａｐｉｓ 田名部町3番11号



認定
番号 事業所名 住所

13 ラビリンス 田名部町2番17号　小笠原プラザ２階

644 Little 田名部町3番27号　2階

338 ｒｅｌａｘ 横迎町一丁目1番2号3　2Ｆ

422 Luana 本町4番25号　桜ビル1階

125 ルーチェ 横迎町一丁目1番11号　はまなす通り

730 ROOH 本町2番25号　レンガ通り２F

558 レゲェ＆バー　ワンラブ 本町4番4号

608 レスト＆喫茶No.1 緑町16番5号

225 レストランクッチーナ 小川町二丁目4番8号 マエダ本店2F

253 レストラン　下北屋 大曲二丁目13番33号

637 レストラン　セントラルパーク 中央二丁目29番14号

350 レストラン　パザパ 小川町二丁目10番1号

35 レストランゆきたけ 昭和町5番3号

88 ローテローゼ 横迎町一丁目1番8号

684 ROXY 本町4番1号

133 和風ダイニング　みつのや 上川町2番39号　1F

334 和洋軽食喫茶　ぷらんたん 小川町二丁目4番8号　マエダ本店２Ｆ


