
平安閣 本社および各式場
医師会 勝⽥１−１６−１６
アップルショップ勝⽥店 勝⽥２−１７−１８
ローソン平和公園 勝⽥２−２０−１
メガ勝⽥店 勝⽥２−２０−１
三思園 勝⽥２−２０−１
ほっかほっか亭 勝⽥２−２０−１
ローソン勝⽥店 勝⽥２−４−１４
ふじ仏壇 堤町１−２−１１
麺や くりや 堤町１−２−２１
リンクステーション 堤町１−４−１
三好屋 堤町１−５−１１
秀寿司 堤町１−５−１２
やきとり ⼭上 堤町１−８−６
河庄 堤町２−１２−５
ねぶた９７６ ⻑島１−６−３
カネシマ ⻑島１−６−５
⾷⼯藤 ⻑島２−１０−２
えりーぜ ケーキ ⻑島３−１５−５
お掃除本舗 ⻑島３−２２−４
橋本⼩学校 橋本１−９−１７
ポーラエステイン・アクア 橋本２−１２−５２階
ホテル２１３５ 橋本２−１３−５
サン理容室 橋本２−１８−２
九重亭 橋本２−１８−３
⽶ぬか酵素⾵呂 橋本２−１９−１１
花⼗⾊ 橋本２−５−１２
松栄堂 橋本２−７−１８
メヌエット 橋本３−１０−１
リカープラザスコール 橋本３−２１−１５
海さんギャラリー 古川１−１５−７
サイゴン 古川１−２０−３
トムソーヤ 古川２−２０−１７



⻘森⼭⽥⾼校 ⻘葉３−１３−４０
菊屋餅店 浅⾍蛍⾕６４−３
夢宅寺 浅⾍⼭下２０８
ひまわりベーカリー 油川⼤浜２２６−１
auショップ新⻘森 ⽯江⾼間３９−１
むらかみ仕出し店 ⽯江平⼭２−５７６
みたに仕出し店 ⼤野⼭下１７１−１３
フローリスト恵⽐須 ⼤野若宮１６４−３
南内科 岡造道１−１７−８
沖舘市⺠センター 沖館１−１−１１
沖館中学校 沖館１−１−１１
RIYO-KAN 奥野１−１２−６
深川⾷堂 奥野１−５−１８
オロラー 奥野１−８−１１
どん丸 奥野２−１−１５
菓⼦処かんげつ 奥野２−２１−８
奥野郵便局 奥野２−２２−６
⻘い森信⽤⾦庫 奥野２−２６−８
床屋 ひろし 奥野３ー１２−１４
清⽔酒店 奥野３−１０−２９
ヴァンドゥ 奥野３−２ー３
奥野ローソン 奥野３ー５−１
観⾳寺 久栗坂浜⽥７１０
阿弥陀寺 栄町１−３−１９
成⽥⼭ 栄町１−４−２４
諏訪神社 栄町１−４−２６
清涼寺 造道１−２−１５
瑞光寺 造道３−２−３０
養⽼寺 ⼾⼭⾚坂１２
ジークフリート⾦沢 浪館前⽥３５−１２
妙覚寺 野内菊川２６９
油川市⺠センター ⽻⽩池上１９７−１
セブンイレブン浜⽥店 浜⽥２−１６−４
⼤むら 浜⽥２−２３−１２
カノン 浜⽥２−７−１０
麺ほたる 浜⽥２−９−２２
洋服の⻘⼭ 浜⽥３−１−１
ファミリーマート松原 松原１−１４−１５
ファミリーマート 松原１−１４−１５



クリーニングピア 松原２−１１−１
ジークフリート 松原２−１１−１４
棟⽅志功館 松原２−１−２
サクラ美容室 松原３−１５
恵⽐須屋仕出し店 松原３−１６−１１
南⼤⾨ 松原３−９−１８
花みずき 松原３−９−２
英太郎 松原３−９−２
天⼼ 松原３−９−２
たい夢 松原３−９−２１
めんくいや 松原３−９−１８
フィットネス 松原３−９−４７
海昌寺 ⼋重⽥⽮作９０



とうふ⼯房 ⻘柳１−７−１６
スマイル＆スプーン ⻘柳２−２−１６
荒川市⺠センター 荒川柴⽥１２９−１
宗全寺 荒川筒井５６
県⽴図書館 荒川藤⼾１１９−７
麺⼭ 駒込桐ノ沢８−１
キッチンおおさか 桜川１−４−７
リファー改バル 桜川２−１８−５
ヘアーサロン・フジワラ 桜川４−１−１ 
伽羅 桜川３−４−１
サロンド葉⽉ 桜川３−５−１２
コモン 桜川３−９−６
つしま 弁当 桜川４−３−１１
須藤⽶穀店 桜川４−３−９
アトリエカノン 桜川５−５−１１
ユアサバッテリー 桜川６−１０−３
ヘアサロンギャルソン 桜川６−１１−４
筒井中学校 桜川８−１５−１
徳乃湯 桜川８−５−４
美容室パピヨン 桜川８−６−１６
⽯の店匠 新町野菅⾕７２−３
中華そばさいとう ⾼⽥川瀬２３３−７
焼⾁五苑 筒井⼋ッ橋４９−２
ラーメン⼯房 繋 筒井⼋ッ橋１０−１
アンティムヘアー 筒井⼋ッ橋１０５７
美容室みき 筒井⼋ッ橋１１６５−１
麺や城 筒井⼋ッ橋１２９６
⻘森灯油供給センター 筒井⼋ッ橋１３１７
ヘアーテクニックリトル 筒井⼋ッ橋１４０５−１
ニューワールドおしゃれ 筒井⼋ッ橋２２６−１７
筒井⼩児科クリニック 筒井⼋ッ橋３１−１０５
スマイル薬局 筒井⼋ッ橋３１−１１７
かわらラーメン 筒井⼋ッ橋４０−５
ピース＆モリカ 筒井⼋ッ橋９１−７５
マツダアンファニー 問屋町１−３−１７
しじみちゃん本舗 問屋町１−２−１３
⻘森福祉プラザ 問屋町１−２−６
館⼭本社 問屋町１−３−１５
ワークマン 松森２−１１−１０



万華堂 松森２−１３−１
柳⾕仕出し店 港町１−１２−２
タイヤセレクト 港町２−２７−２１
モータースクール 妙⾒１−２−２
館⼭酒店 妙⾒１−３−５
タカノゴルフ 妙⾒２−１−１
ワイズパーク⻘森 妙⾒２−１−１４
⼟屋ホーム 妙⾒２−３−２０
ローソン妙⾒ 妙⾒３−１−４８
セブンイレブン妙⾒ 妙⾒３−３−３７
ローソン⼋ツ役 ⼋ツ役⽮作７０ー４



⼋甲⽥リゾートホテル・寒⽔沢温泉 荒川寒⽔沢１−５８
フォトダイン 久須志２−１−１１
⻘⿓寺 桑原⼭崎４５−２
⻘森公⽴⼤学 合⼦沢⼭崎１５３−４
⻘森⼤学 幸畑２−３−１
モーターショップ カネ 幸畑唐崎４５−７
法蔵寺 駒込⽉⾒野７２９−３
原⽥製麺 駒込⾒吉１６９−１
ティモ ⼩柳４−１−８
宮脇書店 ⼩柳５−１９−１５
メガドラッグ ⼩柳５−１９−８
⻘⻤ 中佃１−４−３１
クリーンメイト 虹ヶ丘１−１４−１７
サンデー虹ヶ丘 虹ヶ丘２−１−１
マミー洋菓⼦店 浜館１−１５−９
セブンイレブン浜館 浜館１−５−２９
ゆずりは蕎⻨ 浜館１−５−３８
サイトウホーム 浜館１−６−１
スミノエカーテン 浜館１−６−１
プレイボーイ 浜館２−３−１
奈良⻭科 浜館２−３−２４
ローソン浜館 浜館２−４−１
スーパードラッグアサヒ 浜館２−４−１０
スコール浜館 浜館２−４−１０
洋服の⻘⼭ 浜館２−４−４
ビジュピコ 浜館２−４−８
テックイースト薬局 浜館３−３−２５
サン調剤薬局 浜館３−４−６
東奥⽇報浜館店 浜館３−６−６
つくだ調剤薬局 浜館４−１４−６
au虹ヶ丘 浜館４−８−１０
auショップ虹ヶ丘 浜館４−８−１０
フィットネスクラブウイング 浜館４−８−５
⾚から 浜館５−１−８
妙弘庵 浜館５−２−２
おやき本舗 浜館５−３−１０
フラワー温泉 浜館５−３−６
理容室アクア浜館店 浜館６−１−１２
ドラゴンカフェ 浜館６−１−８



県⺠共済ひまわり館 浜館６−４−１
ハッピードラッグ浜館店 浜館６−４−２１
保健⼤学 浜館間瀬５８−１
常福院 横内⻲井１４６−１
中央学院⼤学 横内神⽥１２ー１



OOLJEE 新町１−１１−１１
森内建設 新町１−１１−１５
ふくろうカフェ 新町１−１１−１７ ２階
メガネのキクヤ 新町１−１１−１７
ドコモショップ 新町１−１−１４
⻘森郷⼟料理おさない 新町１−１−１７
ファミリーマート新町 新町１−１−２０
葛⻄商店 新町１−１−２１
ベジフルキッチンペピー 新町１−１２−４
⽯館薬局 新町１−１３−１
⽢精堂 新町１−１３−２１
商⼯会議所 新町１−２−１８
⼤⿊寿司 新町１−２ー６
おきなや 新町１−８−２
ローソン新町 新町１−８−２
南⼤⾨新町店 新町１−８−３
電器屋 新町１−９−２２
キッチンカフェかくれんぼ 新町１−９−２３
亜希とんかつ 新町２−１−１６
⼤坂屋カバン店 新町２−２−１
⾦賞堂⻘森店 新町２−２−１
ラビアン 新町２−２−１
甲州屋 新町２−２−６
服部⻘果店 新町２−５−１２
⽂明堂補聴器 新町２−５−１２
クレオパトラ 新町２−６−１３
⾚い林檎 新町２−６−１５
⼤坂漆芸 新町２−６−１９
⻄衝器制作所 新町２−６−２０
⾼森銘茶堂 新町２−７−１１
⽇専連旅⾏センター 新町２−７−１６
たこ焼き⼀番 安⽅１−１１−１８
アスパム 安⽅１−１−４０
オリックスレンタカー 安⽅１−２−２
こなか美容室 安⽅１−３−７
佐藤商店 安⽅１ー４−４
ホリック 安⽅１−４−８
奈良⽶穀店 安⽅１−５−１６
⻘森ボウル 安⽅１−９−１５



リカーショップ吉崎 安⽅２−１１−１
まるかいラーメン 安⽅２−２−１６
トヨタレンタカー 安⽅２−２−３
⽵浪研究所 安⽅２−２−８
⼀念寺 安⽅２−５−１
BROOM 安⽅２−６−１１
マロン 安⽅２−６−７
⿓鳳閣 安⽅２−６−９
善知⿃神社 安⽅２−７−１８
ローソン安⽅ 安⽅２−８−１
クロタキ不動産 安⽅２−９−１６
リンクモア平安閣市⺠ホール 柳川１−２−１４



レアロハ 奥野３−１０−１
ラーメン昌 中央１−２−１１
ピジョン 中央１−２１−１９
ブルーデイズ 中央１−２５−１１
ばんかむ 中央１−２６−１
⻑尾果物店 中央１−２７−１２
まんまあうる 中央１−２９−４
ほぐさやれがーと・ソロ 中央１−２９−４
モコ 中央１−３０−３
クリーニングサクラダ 中央２−１６−３
ドライクリーニングサクラダ 中央２−１６−３
中部クリニック 中央３−１０−２
県⺠プラザ 中央３−２０−３０
ファミリーマート中央 中央３−２０−６
中央あけぼの薬局 中央３−９−６
ピーエフ ⻑島２−１２−１０
⿃活 橋本２−１２−１６
正覚寺 本町１−１−１２
中三サテライト 本町１−１−４４
かさい印房 本町１−４−２７
蓮華寺 本町１−５−１２
花なかむら 本町１−５−８
中傳果物店 本町１−５−９
川よし 本町３−２−４
雑貨屋さぼりーな 本町３−４−１１
中華料理重慶 本町３−７−９
しあわせプラザ 本町４−１−３
やまいし⾷専館 本町４−３−６
寿司⼀ 本町４−４−１５



パンションサンシャイン ⻘柳１−６−１３
⽼⼈ホーム ミント ⾚坂１−１２−１１
あすなろケアハウス旭町 旭町３−１４−１５
シニアハウスポーラスタ 浅⾍蛍⾕６８−１
⻘空倶楽部浜⽥ 浦町奥野２７５−１０
五番街 ⼤野１−２１−９
あすなろケアハウス⼤野 ⼤野若宮５７
⽼⼈ホームメリーランド 奥野２−１９−１
ビバイン松原 奥野２−２０−１
⻘空倶楽部奥野 奥野２−２７−１０
⽼⼈ホームわが家 奥野２−９−２２
いきいきガーデン勝⽥ 勝⽥１−２０−１
そばカフェ雅 桂⽊２−２−８
あうら かがやき 幸畑２−２６２−３２
あうら そよかぜ 幸畑２−６−１０
あうら本部 幸畑２−６−１０
シニアガーデン幸畑 幸畑松元５８−９
エーデルの⾥ 駒込桐ノ沢３−１
シニアガーデン桜川 桜川６−５−８
ウエルステージ 桜川６−６−２１
ほのぼのハウス⾃由ヶ丘 ⾃由ヶ丘２−７−１６
藤本建設 新城平岡１５１−３４８
コーヒーカラーズ新町・荒川 新町２−２−２１
ななかまど 第⼆問屋町１−７−１４
ほっとたいら 平新⽥森越８７−１
ポパイハウス佃 佃２−１９−１
ゆうび苑 造道３−２５−９
ルブラ 堤町２−４−７
⽣協さくら病院 問屋町１−１５−１０
⻘森泰成苑 野⽊⼭⼝１５−１１
ほのぼのハウス花園 花園１−１２−１０
グループホームあかり 花園１−２５−１７
シニアガーデン浜館 浜館３−４−４３
住宅有料⽼⼈ホーム 浜館４−１０−３１
有料ホーム 花 浜館４−１１−２
幸の⾥ 原別下海原３５−２
ココイチ 東⼤野１−７−１１
いこい 蛍沢４−２−４
⼆階堂 本町１−６−１１



ダイニングヴィラ 本町３−４−１１
イートファン 本町４−４−８
ポコアポコ 松原１−１７−１４
ワイズスタイル 松原３−１５−２８
ケアプラザ松森 松森１−１４−１２
ハッピーホーム⻘い⿃ 松森１−１５−５
ちゃまま 緑１−１２−２９
シニアガーデン港町 港町２−１１−１７
メープルの⾥港町 港町２−１８−２７
⻘海荘 港町３−６−３
雲⾕ホーム 雲⾕⼭吹９２−１７０
シニアガーデン⼋重⽥ ⼋重⽥１−４−１５
なごみの家メリィ ⽮作１−１４−２
ケアハウス幸陽 ⽮⽥野尻４８−２
リライ ⽮⽥前本泉２６−３


