
加盟店名 住所 電話番号

青森市・東津軽郡

衣料品・雑貨・靴

アーカイブ 青森市安方２丁目　１２－１４－１０２ 017-776-1800

ＡＲＴＩＣＬＥ 青森市新町１丁目　１４－１８ 017-777-4363

ａｒｔｉｃｌｅ　ｆｅｍｍｅ 青森市　古川　１丁目　１８－１５第２ＩＭビル 017-777-9876

アートポラリス青森中央店 青森市東大野１丁目　２０－５ 017-729-2151

青森ギフト 青森市大字金浜字稲田　８９－１１ 0177-39-1511

赤とんぼ 青森市新町２丁目　２－５ 017-723-6980

アスパム物産　アスパム店 青森市　安方　１丁目　１－４０ 017-734-4550

アスパム物産　空港店 青森市　大字大谷　字小谷　１－５ 017-739-9888

アップルヒル 青森市浪岡　大字女鹿沢字野尻　２－３ 0172-62-1170

ＡＰＡＫＡＢＡＲ 青森市古川１丁目　１６－７ 017-777-9978

Ａｎｎインターナショナル 青森市本町１丁目　１－３９ 017-776-3949

Ａｎｔｔｏｎ 青森市長島２丁目　１２－６ 017-773-4774

イクロス 青森市古川１丁目　１７－２１ 017-775-3362

ヴォーグサイト― 青森市本町３丁目　４－１１　はままち団地１階 017-773-3228

うつわの店　大坂屋 青森市緑３丁目　９－２ 017-777-6488

ｓ．ｃｕｔｅ 青森市緑３丁目　８－７ 017-721-2422

ａｎｙＦＡＭ 青森市三好２丁目　３－１９　マエダ西バイパス店 017-761-7128

大坂漆芸 青森市新町２丁目　６－１９ 017-722-4156

おしゃれショップ　門林 東津軽郡平内町　大字小湊字小湊　９５－２ 017-755-2018

ガイア　ザ　モールプレミアム 青森市新町１丁目　１２－１　ライトワンビル１Ｆ 017-752-0305
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加盟店名 住所 電話番号

青森市・東津軽郡

衣料品・雑貨・靴

葛西商店 青森市新町１丁目　１－２１ 017-722-3688

佳愁福山 青森市浪打１丁目　３－１７ 017-741-4129

メンズライフカトウ 青森市八重田４丁目　２－１　ラ・セラ東バイパス店２Ｆ 017-736-9181

ファミリープラザかとう青森店 青森市八重田４丁目　２－１　ラ・セラ東バイパス店 017-737-1724

カドリーユ 青森市古川１丁目　１６－２ 0177-22-2075

神山 青森市　問屋町　１丁目　６－６ 017-738-4581

ファッションパッケージ　かわつ
ま

東津軽郡平内町　大字小湊　１２４－２ 017-755-2017

ＧＩＶ 青森市古川１丁目　１５－７ 017-773-2719

レディスファッション　伽羅 青森市桜川３丁目　４－１０ 017-743-5171

Ｇａｌｌａｎｔ　Ｈｏｒｓｅ 青森市古川２丁目　１４－６ 0177-77-7537

クール・カレアン　マエダガーラ
モール店

青森市三好２丁目　３－１９　マエダガーラモール店 017-782-7777

Ｇｏｏｄｙ　Ｇｏｏｄｙ 青森市新町１丁目　１４－１４ 017-776-4057

クリーミープリズン 青森市古川１丁目　２０－１１ 017-776-1156

Ｇｒｅ 青森市東大野１丁目　１－９ 017-729-8757

クロスサイト東青森ｂｉｓ店 青森市八重田４丁目　２－１　ラ・セラ東　バイパスショッピ
ングセンター２Ｆ

017-715-3652

ゲーム倉庫　東バイパス店 青森市大字矢田前　字弥生田　１６－１ 017-726-1830

ＫＥＮＥＳ 青森市新町１丁目　１２－１１　１Ａ 017-723-6377

古美術　元禄 青森市新町２丁目　６－１８ 017-722-3451

ココットハウス 青森市浪打１丁目　８－１ 017-743-5468

ｃｉｒｃｌｅ 青森市　古川　１丁目　１７－２３　スノーランドビル２ 017-774-6507

2022年12月28日 2/6 ページ



加盟店名 住所 電話番号

青森市・東津軽郡

衣料品・雑貨・靴

ＺＩＯＮ 青森市　浪打　２丁目　１－６ 017-718-7105

雑貨の散歩道 青森市青葉１丁目　３－１１ 017-762-2809

雑貨屋さぼりーな 青森市本町３丁目　４－１１　１階３号室 017-722-8820

さらん・さらん　ラ・セラ東バイ
パス店

青森市八重田４丁目　２－１ 017-736-6250

ＳＵＮ　ＡＮＤ　ＳＥＡ 青森市新町１丁目　１２－１１　新町パークビル１－Ｂ 017-763-5580

ＳＡＮＭＡＲＵ　ミュージアム　
ショップ

青森市大字三内字丸山　３０５ 017-783-3339

三陽繊維 東津軽郡平内町　大字小湊字後萢　５９－１１ 017-755-3232

ＳＵＮリフォーム 青森市中佃３丁目　１３－１０ 017-742-8909

シーベレット青森東店 青森市八重田４丁目　２－１　ラ・セラ東バイパス店内 017-737-1715

ジーンズ　ＢＯＸ　ふらんすや 青森市大字石江　字江渡　１０５－１００　Ｂ棟 017-782-8008

州花洋装店 青森市中佃３丁目　１４－１６ 017-741-7538

Ｓｙｌｐｈ 青森市佃２丁目　２５－９ 017-741-0818

スタジオ・ナイーブ 青森市大字安田字近野　１３０－７ 017-781-1067

ＳＴＲＯＫＥ　ＣＬＯＴＨＩＮＧ 青森市古川１丁目　１６－４　１Ｆ 017-777-6153

Ｓｌｏｗ　Ｔｉｍｅ 青森市古川２丁目　８－５　金津ビル１Ｆ２号 017-763-5737

青龍寺 青森市大字桑原字山崎　４５ 017-726-2312

総合衣料　マエダ 青森市浪岡大字浪岡　字細田　１３９－１ 0172-62-2767

高森茗茶堂 青森市新町２丁目　７－１１ 017-722-6851

タリスマン 青森市　沖館　３丁目　１－６５ 017-782-8341

チコ・ウォモ 青森市新町１丁目　１４－２１ 017-722-3193
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加盟店名 住所 電話番号

青森市・東津軽郡

衣料品・雑貨・靴

津軽金山焼　青森店 青森市青柳２丁目　２－１７ 017-776-1247

津軽物産販売所 青森市新町２丁目　６－２１ 017-722-2507

テキスタイルスタジオ村上 青森市大字高田　字朝日山　８０９－２５６ 017-739-7761

とうげん 青森市新町１丁目　６－１６ 0177-22-4567

どんぐりハウス　古川店 青森市古川１丁目　１２－６ 0177-22-1081

ナイス白井 青森市堤町２丁目　１４－５ 0177-34-1567

ナラ・コーポレーション 青森市新町２丁目　６－２５ 017-723-2941

なるみや 青森市古川１丁目　１１－１０ 017-775-3011

なるみや　ひまわり店 青森市浜館６丁目　４－１　県民生協ひまわり館内 080-6007-6934

ナンデモヤ 青森市新町１丁目　１２－１２ 017-722-7947

ｎｏｏｎ　ｍｏｏｎ 青森市　新町　１丁目　１４－１２ 017-774-3590

バジル 青森市松原３丁目　９－２　生協あじさい館内 017-734-2474

バックコレクションモリタ青森マ
エダ店

青森市三好２丁目　３－１９　マエダガーラモール店２Ｆ 017-752-1771

ハニーズ青森西店 青森市三好２－　３－１９　マエダ西バイパス店２階 017-782-4551

ハリウッド 青森市　浜田　３丁目　１－１－５　ドリームタウンアリー 017-739-7038

ひいろ陶房 青森市大字高田　字朝日山　５６８－３ 0177-39-3822

ＰＩＥＳＳＡ　青森店 青森市古川１丁目　１７－４－１Ｆ 017-776-1420

ＢＩＴＴＥＲ　ＤＡＲＴＳ 青森市古川１丁目　１８－１６ 017-775-7069

ＦＩＮＤＥＲ 青森市橋本２丁目　７－１３　コーポ川口１Ｆ 017-734-3842

ファッション・イン甲州屋 青森市新町２丁目　２－６ 017-722-3363

2022年12月28日 4/6 ページ



加盟店名 住所 電話番号

青森市・東津軽郡

衣料品・雑貨・靴

ファッションアルファ 青森市堤町２丁目　２２－３０ 017-773-2988

ファッションルーム　恵びな 青森市大字浅虫字内野　２３－２８ 017-752-3238

ブティック　ニューミモレ 青森市　古川　３丁目　１５－１６ 017-776-5823

ブティックあしや　本店 青森市新町１丁目　１３－７ 017-777-1477

ブティック　ソワ 青森市　長島　２丁目　５－１ 017-734-7246

ブライアン 青森市東造道３丁目　３－６　ハイパールコート１０２ 017-737-1190

ＢＬＩＮＤ 青森市古川１丁目　２１－３ 017-734-7270

ＢＬＡＮＣＨＥ 青森市　浜田　３丁目　１－１　ドリームタウンＡＬｉ　Ｂ棟１
Ｆ

017-739-9933

プランタン 青森市茶屋町　４－２ 017-743-6199

フリンジ 青森市長島２丁目　９－８ 017-732-2266

ｆｒｉｎｇｅ．Ｆ 青森市　長島　２丁目　１３－４ 017-752-6288

ベルカント　なつはら 青森市新町１丁目　１４－１５ 017-777-3440

北彩館　三内丸山店 青森市大字三内字丸山　３０５ 017-766-4261

ポテチーノ 青森市新町２丁目　８－１９ 017-722-3078

ボビーワン 青森市新町１丁目　１５－７　大福ビル 017-723-2697

ポルタ・ローゼ 青森市浜田２丁目　３－４ 017-739-5043

丸光 青森市新町１丁目　１２－１４ 017-722-5410

みのり屋 青森市合浦１丁目　７－２６ 017-742-1336

モード・アイ 青森市古川１丁目　１４－６ 017-773-0028

伝統工芸　雪の道 青森市新町１丁目　９－２２ 017-735-0396
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加盟店名 住所 電話番号

青森市・東津軽郡

衣料品・雑貨・靴

ヨシオカ 青森市浪岡大字浪岡　字細田　１４２－１ 0172-62-2068

萬屋　青森東店 青森市　大字矢田前　字弥生田　１６－１ 017-726-1830

萬屋　浜館店 青森市浜館６丁目　４－２３ 017-744-8828

ラ・ビアン　新町店 青森市新町２丁目　２－１ 017-723-3161

リーガルシューズ青森店 青森市安方２丁目　５－１０　やまげんビル１Ｆ 017-777-6332

リユース倉庫 青森市大字大野字前田　６７－３ 017-739-1285

ル．ブラン 青森市大字浜田字板橋　４３－６１ 0177-39-6500

ＲＯＯＭＳ＋ＡＬｉ 青森市　浜田　３丁目　１－１　ドリームタウンＡＬｉ　Ｂ棟１
Ｆ

017-739-0369

Ｌａｂｅｒ 青森市大字大野字若宮　１４６－５ 017-752-1339

レディースファッション　シルク
ロード

青森市新町１丁目　１２－４ 017-773-3727

レトロにゃんこ堂 東津軽郡平内町　大字浜子　字堀替　２４－２ 017-755-6333
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