
STEP2 対象店舗（青森県）
★駅ビル、駅構内の店舗も対象となります（STEP2 対象店舗です）。
※店舗の退会等により交通系電子マネーが利用できない場合があります。
店舗名 住所
丸亀製麺 青森 青森市第二問屋町２丁目３－２５
Ｏｅｕｆ 青森県青森市大矢沢里見８８－６
アスパム物産 空港店 青森県青森市大谷字小谷１－５
和食や じんすけ 青森県青森市新町２－８－５
魚鮮水産 青森駅前店 青森市新町１丁目８－１０ト－エ－プラザＢ１Ｆ
ホテルサンルート青森 青森市新町１丁目９番８号
大黒寿司 青森県青森市新町１－２－６
千年の宴青森駅前店 青森県青森市新町１－１－１６モンテローザ青森ビル１
笑笑青森駅前店 青森県青森市新町１－１－１６モンテローザ青森ビル２
魚民青森駅前店 青森県青森市新町１－１－１８青森マルサビル１階
山内農場青森駅前店 青森県青森市新町１－１－１８青森マルサビル２階
福福屋青森新町店 青森県青森市新町１－８－１０青森東映プラザ２階
鮨処あすか新町店 青森県青森市新町１－１１－２２
鱒の介 青森県青森市新町１－１－２０－２Ｆ
キッチン・クローバー珈琲 青森県青森市新町１ー６ー２３
南大門新町店 青森県青森市新町１－８－３
炉ばた居酒屋 炭ばか一代 青森県青森市本町１－１－９赤田ビル
菓子工房 二階堂 青森県青森市本町１丁目６－１１
酒蔵 真風 青森県青森市本町２－６－３ブラックビルアネックス１０４
食酒処 なら屋 青森県青森市本町２丁目１１－１８
ｅａｔ Ｆｕｎ! 青森県青森市本町４丁目４－８
ジパング 青森県青森市本町５－４－２５タナカビル１階
クランベリー 青森県青森市本町５－７－２９パドックビル１Ｆ
螢の香 青森県青森市本町一丁目７－１４ハイディングプレイス２Ｆ
古今東西 青森県青森市本町二丁目６－１３
龍鳳閣 青森市安方２丁目６－１１
青い森わんど 青森県青森市安方１－１１－１
Ｄｒｏｖｅｒʼｓ Ｃｏｔｔａｇｅ 青森県青森市安方２－１５－１６
青森ビーオンスペース２２２ 青森県青森市安方２丁目１６ー１３ワイスポットビル６階Ｂ
はた善 青森県青森市安方２丁目１７－１５ライオンズマンション新町通
ガトー ポコ・ア・ポコ 青森県青森市松原１－１７－１４
ｃａｆｅ ｏｉｎｋ 青森県青森市松原１－５－１７
Ｓ Ｂａｋｅｒ 青森県青森市勝田２丁目１－１２ビブレレジデンス１Ｆ
ＢＡＲ ＺＥＲＯ 青森県青森市橋本１－１－６ＺＥＲＯ館２階
イタリアントマト青森浜田ドリームタウン店 青森市浜田３丁目１－１青森浜田ドリームタウンＡＬｉ
びっくりドンキー青森浜田店 青森県青森市浜田字玉川１９６－１１
ふらっとカフェ 青森県青森市浜田３－３－１４医療法人芙蓉会村上病院内１Ｆ
あんてな青森 青森県青森市緑３-７-１１
ｖｅｇｅｃａｆｅちゃまま 青森県青森市緑１－１２－２９
ｅｍｍｙｃａｆｅ 青森県青森市緑３－１１－１２緑ビル１０１
ＭＡＲＩＡＲＯＳＡ 青森県青森市青葉１－３－１１
ピソリーノ 青森店 青森県青森市東大野１丁目７―１２
自宅れすとらん こんみど 青森県青森市東大野１－２１－８
Ｓｗｅｅｔｓ Ｌａｂ Ｃａｎｄｙ 青森県青森市旭町２－３－２７
焼肉ダイニング 花いちばん 青森県青森市大字大野字若宮１８２－１
龍鳳閣 クロスタワー ア・ベイ店 青森市⾧島１丁目６－６クロスタワーア・ベイ２Ｆ
ｃａｆｅ ＬＩＧＨＴ ＫＩＣＫ 青森県青森市古川１－１８－２
横丁 青森県青森市古川１－１３－６
カドリーユ 青森県青森市古川１－１６－２
焼肉ホルモンガっつ小柳店 青森県青森市小柳３－３－２
びっくりドンキー青森東店 青森県青森市はまなす１丁目１－２１
小巾亭 東バイパス店 青森県青森市平新田森越１１－８
ＴʼｓＫＩＴＣＨＥＮ 青森県青森市浜館３－３－２９
赤から青森浜館店 青森県青森市浜館５丁目１番８
ドラゴンカフェ 青森県青森市浜館６－１－８
Ｌｅ Ｓｏｕｒｉｒｅ 青森県青森市浪打１丁目１－１９
函太郎 青森佃店 青森市南佃２丁目２７－１７
ぎゃろっぷ 青森県青森市松森２－１３－６
『Ｃａｓｓｉｓ』レストランカシー 青森県青森市松森３丁目２０－５２
ドッグカフェ ビタミン・楽 青森県青森市花園２－４４－１０サンシティー花園１０
ル・スゥブラン 青森県八戸市類家４丁目１８－１３
ロビンズスター八戸店 青森県八戸市類家１丁目８－５
一心亭 八戸店 青森県八戸市類家４丁目１２－１０
中津からあげ総本家 もり山 八戸 青森県八戸市南類家４－１－２９
ル・パティシエ・アルパジョン 八戸市南類家５丁目２－５
平禄寿司 青森八戸店 青森県八戸市南類家１－２－７
炭火焼肉 悠々館ＭＩＹＵＫＩ 青森県八戸市南類家４－２－１７
パティスリー ユイット 青森県八戸市田向１－１０－１
龍 八戸市番町３０－６野田ビル地下１Ｆ
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三代目網元魚鮮水産 八戸三日町店 八戸市三日町５－２ゑぶり横丁２Ｆ
ミライザカ 八戸三日町店 青森県八戸市三日町２３－１Ｆ
福福屋八戸三日町店 青森県八戸市三日町５－２ゑぶり横丁１階
居酒屋 漁り火 青森県八戸市三日町１－１ケイアイビル１Ｆ
Ｋａｎｅｉｒｉ Ｍｕｓｅｕｍ Ｓｈｏｐ 青森県八戸市三日町１１－１八戸ポータルミュージアム１階
南部食彩生パスタ Rit(リット) 青森県八戸市三日町１１－１八戸ポータルミュージアムはっち２階
Ｄｅｌｉ ｃａｆｅ Ｐｅｒｃｈ 青森県八戸市六日町１９１味ビル２F
情熱ホルモン 八戸酒場店 青森県八戸市六日町１９－１
すみ さけ みなみ 青森県八戸市六日町１０いわとくパルコ１階
肉とにんにく ちから屋 青森県八戸市六日町１０八戸屋台村みろく横丁９号
味のめん匠 青森県八戸市六日町１０－１八戸屋台村みろく横丁
サードプレイス 青森県八戸市六日町１６－２ガーデンテラス４階
お料理とお酒の店花ごころ 青森県八戸市六日町２５
ホルモン豚屋 青森県八戸市六日町３５番地アイエスビル１階
ｂｉｓｔｒｏ ｅｔｏｆｆｅ 青森県八戸市鷹匠小路１－１
古今料理 花乃 青森県八戸市鷹匠小路１７鷹匠アレイビル２階
暖だん 青森県八戸市鷹匠小路４
⾧瀬荒物店 青森県八戸市廿三日町３２
おはな 青森県八戸市十三日町２７
星乃珈琲店 八戸城下店 八戸市沼館１丁目４－１０
ＺＡＫＡＮＡＫＡ 沼館店 八戸市沼館４丁目４－８シンフォニープラザ沼館内
八幡馬 本店 青森県八戸市沼館２ー５－２
自遊空間 八戸沼館店 青森県八戸市沼館４丁目１－１６８の内
丸亀製麺 八戸 八戸市城下４丁目１１－１８
びっくりドンキー八戸城下店 青森県八戸市城下４丁目１９－２２
居酒屋楽しや 売市店 青森県八戸市売市３－７－２６
四季鮮 青森県八戸市売市２丁目３１５
ｓｏｌｅｉｌ 青森県八戸市売市２丁目１２－４２－１
ねこカフェ 猫八 青森県八戸市内丸１－５－２２野々口ビル２Ｆ
うぉんさい 青森県八戸市内丸２－１－１１
フルーツ＆パーラーおだわら 青森県八戸市内丸３丁目４－３
カフェ＆キッチン むぅ 青森県八戸市柏崎１－１１－２０
Ｒｏｂ Ｐｈｏｔｏｎｓ 青森県八戸市十八日町１－２
鮨 大磯 青森県八戸市朔日町４１
無国籍居酒屋 ＢＯＮ 青森県八戸市⾧横町１８
だるまや 青森県八戸市江陽２－１４－１ラピア
ＡＭＢＥＲ ＣＯＦＦＥＥ 青森県八戸市小中野５丁目２－４０
お菓子処 丸美屋 本店 青森県八戸市小中野８－８－３５
函太郎 八戸青葉店 八戸市青葉３丁目１５－１２
アニーのお気に入り 八戸店 青森県八戸市青葉３丁目１４－１
浜市場みなとっと 青森県八戸市湊町字大沢３５－１
フェアリーチェ 青森県八戸市新井田西２－２３－５フレマリール新井田
山勝鉄工カフェ 寺の前 青森県八戸市白銀四丁目１０-７
アルパジョン湊高台店 八戸市湊高台６丁目５－１７
びっくりドンキー八戸湊高台店 青森県八戸市湊高台１丁目１１－１
中華料理  五香 青森県八戸市湊高台２－１２－１５
海カフェ たねさし 青森県八戸市鮫町字棚久保１４－１６７八戸市種差海岸休憩所
味の海翁堂 青森県八戸市岬台四丁目１番１号
笑笑三沢アメリカ村店 青森県三沢市中央町２－８－３４ＳｋｙＰｌａｚａＭＩ
酒処黒部ゑ 青森県三沢市中央町２－５－２５
鮨十兵衛 青森県三沢市中央町２丁目７－３６
Ｈｕｎｇｒｙ Ｊｏｋｅｒ 青森県三沢市桜町１丁目２－２０さくらフロント１Ｆ
匠家 青森県三沢市緑町２丁目６－１
欧風菓子工房ルモンド 青森県三沢市東町３－９－２
札幌海老麺舎 三沢Air Base店 青森県三沢市南町一丁目３１－２５５６
陽悠倫 青森県三沢市大町２丁目４－１２
自家焙煎珈琲 cogemame 青森県三沢市春日台１－１１９－７
ｃａｆｅＳＨＯ・ＢＵＯＮ 青森県十和田市ひがしの一丁目１-１
お好み焼道とん堀 十和田店 青森県十和田市稲生町１７－１１
魚民十和田稲生町店 青森県十和田市稲生町１７－１５稲生町Ｃ店舗１階
十和田はつ花蕎麦＆ワイン居酒屋 青森県十和田市稲生町１９－１８
遠田酒店 青森県十和田市東二番町２－３８
麺食処 あんじん亭 青森県十和田市洞内字井戸頭１４３－１４４
一心亭 十和田店 青森県十和田市洞内字井戸頭１４４－３６
一心亭 むつ店 青森県むつ市田名部槌川目９０－１
源氏車 青森県むつ市新町２－１５
中華そば・定食 駅前食堂 青森県むつ市下北町５－４５
レストランパザパ 青森県むつ市小川町２－１０－１
ａｎａｉｍ ＴＯＫＹＯ－ＤＯ 青森県むつ市中央２丁目７－１平安堂内
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店舗名 住所
ｍｏｎｔｂｌａｎｃ１９５５ 青森県むつ市中央２丁目２９－５
弘前いちろ 平川市岩館字山の井１２７－３
縁 青森県黒石市大字横町２５－４さいひで会館１Ｆ
ドライブイン西十和田 青森県黒石市温湯⾧漕７－４
桜林茶寮 青森県弘前市百沢字寺沢２５７－４
高岡の森古民家カフェ 山の子 青森県弘前市高岡獅子沢２－２
岩木屋 本店 青森県弘前市常盤野湯の沢７１
与志む良 青森県弘前市代官町１０６
アイリッシュパブ・ザ・ドーランズ 青森県弘前市代官町２０－１
ピッツェリアミーア 青森県弘前市代官町３－１弘学館ビル１階
さかなや道場 弘前駅前店 弘前市駅前１丁目１－１０宝塚ビル１Ｆ
Ｆｕｓｉｏｎ 青森県弘前市駅前３－３－６
Ｆｒａｎｃｆｒａｎｃ ヒロロ弘前店 弘前市駅前町９－２０
イタリアン・トマト カフェ ヒロロ弘前店 弘前市駅前町９－２０
かつてん ヒロロ弘前店 弘前市駅前町９－２０
フレッシュファームＦＯＲＥＴ ヒロロ弘前店 弘前市駅前町９－２０
ペッパーランチ ヒロロ弘前店 弘前市駅前町９－２０
天ぷら 旬 弘前市駅前町９－２０
魚民弘前駅前店 青森県弘前市駅前町７－５おおまち共同パーク１階
笑笑弘前駅前店 青森県弘前市駅前町７－５おおまち共同パーク１階
むらさわ 青森県弘前市駅前町１５－１２
コマモ シフォン 弘前市大町１丁目１８－６
カレーハウス芳柳 青森県弘前市大町２－１－２
おかげ茶や 青森県弘前市大町３－７－１ガーデンヒルズ１０２
ＨＩＲＯＳＡＫＩ ＯＲＡＮＤＯ 青森県弘前市百石町４７－２
寿し割烹 味新 青森県弘前市大字宮川３丁目４－３
ヤオハチスパイス城東店 青森県弘前市和泉２－１８－１
丸亀製麺 弘前 弘前市高田１丁目２－３
焼肉レストランひがしやま弘前店 青森県弘前市末広１丁目３－１
魚三水産 弘前市末広１丁目５－１
回転鮨清次郎 弘前店 青森県弘前市早稲田２丁目２―２
めし処 茶々まる 青森県弘前市早稲田２－２－８
北海道レストランＬＵＮＧＯＣＡＲＮＩＶＡ 弘前市城東北３丁目１０－７１
函太郎 弘前店 弘前市城東北４丁目５－３
東家 青森県弘前市城東北３丁目１－１２
居酒屋 Ｔｕｂｏ屋 青森県弘前市城東北４－３－１
ブラックポット 青森県弘前市城東北４－３－４
ＩＴＯＳＩ 青森県弘前市城東中央１－２－７さくらガーデン店舗
えび○丼丸 弘前店 青森県弘前市城東中央２丁目３－２サンケイビル１０１号
一休寿司 弘前店 青森県弘前市城東２－１－３
喫茶ルミエ 青森県弘前市城東１－１－２
和ダイニング 花一華 青森県弘前市泉野１丁目８ー１５
鯨賓館 青森県弘前市大字土手町３１－１
土手町パーラー モードカフェ 青森県弘前市大字土手町３１－１
津軽郷土料理の店あば 青森県弘前市土手町１６６
牛タンＨＩＮＡＴＡＮ 青森県弘前市土手町７８番地ルネスアリー１０３
ｚａｋｋａ灯台 青森県弘前市松森町８０－１松森町藤田ビル４号
和料理 なかさん 青森県弘前市大字富田１丁目３－１６
いなみや菓子店 青森県弘前市富田１－６－５
ヤオハチスパイス富田店 青森県弘前市富田２－３－２６
津軽三味線ライブ あいや 青森県弘前市富田２丁目７－３
パティスリー山崎 青森県弘前市大字親方町３６
カフェ山崎 青森県弘前市大字親方町３６－１
よしじん 青森県弘前市新鍛冶町４－１０
サイアン・パティオ 青森県弘前市新鍛冶町８
酒肴風月 山水 青森県弘前市北川端町１５
バンケット・バー ガヤガヤ 青森県弘前市桶屋町２４フリーランドビル３Ｆ
香港韓国ダイニング＆バー 花花 青森県弘前市桶屋町５－１
旭松堂 弘前市本町１０２
ピッツェリア ジーナキッコ 青森県弘前市文京町１５－２カーサ・イルソーレ１０１
キーズカフェ 弘前樹木店 青森県弘前市樹木５－１０－１ハルル樹木
レストランボンビュー 青森県弘前市稔町１９－１７
ゆめりんごパティスリー 青森県弘前市悪戸字芦野１５６ー１
やきとり居酒屋 冬 青森県弘前市石渡３－４－３９
ＫｉｔｃｈｅｎＫＡＭＥＹＡ 青森県弘前市浜の町東３－１－７
びっくりドンキー弘前店 青森県弘前市元寺町３６－１
Ｈａｃｈｉｃａｆｅ 青森県弘前市藤代２－１４－５
一心亭 五所川原本店 青森県五所川原市字一ツ谷５０７－１６
ごはんや そあん食堂 青森県五所川原市鎌谷町１６２



STEP2 対象店舗（青森県）
★駅ビル、駅構内の店舗も対象となります（STEP2 対象店舗です）。
※店舗の退会等により交通系電子マネーが利用できない場合があります。
店舗名 住所
丸亀製麺 五所川原 五所川原市中央２丁目１４
お陽さまが見てるよ 五所川原店 五所川原市東町２－５
かぢまる 青森県五所川原市布屋町３－２泰平ハイム４号
洋菓子店 カルネドール 青森県五所川原市字大町２
和モダンカフェ 青森県五所川原市大町５０９－３
快食快飲ま。 青森県五所川原市大町５０９－２
一休寿し 五所川原店 青森県五所川原市本町５０－８
丸亀製麺 新青森 青森市新田忍２８－３
ＫＡＭＡʼｎʼＢＡＧＥＬ 青森県青森市沖館５－２０－８
あじさい 青森市石江５丁目１７－４
焼肉レストランひがしやま青森店 青森県青森市石江三好６５－３
びっくりドンキー青森西店 青森県青森市石江字三好１４５－１
小巾亭 西バイパス店 青森県青森市石江高間３８－１
回転寿司処あすか青森西バイパス店 青森県青森市石江三好１４２－１
やきにく炭や 西バイパス店 青森市三好１丁目１５－６
ＺＡＫＡＮＡＫＡ 青森ガーラモール店 青森市三好２丁目３－１９ガーラモール店２Ｆ
カフェ・デ・ジターヌ 青森県青森市古川1-1-4
Ｃａｆｅ ４匹の猫 青森県青森市安田字近野１８５
パンの木 青森県青森市浪館泉川３４－３７
れすとらん 五千年の星 青森県青森市三内丸山３０５
ＳＡＮＭＡＲＵ ミュージアムショップ 青森県青森市三内丸山３０５
わらじ亭 青森県青森市新城山田４８８－４
アデッソ 青森県青森市油川字大浜１－１
やきとりＨＩＤＥちゃん 青森県南津軽郡大鰐町大鰐字湯野川原６０ー１
ＰＩＮＯＣｏｆｆｅｅＲｏａｓｔｅｒ 青森県南津軽郡田舎館村大字東光寺字前田２７－４
ポムミエル 青森県青森市浪岡大釈迦前田６１－１３
お菓子処つしま堂 青森県青森市浪岡浪岡細田９０－５
ねこのて 青森県青森市浪岡浪岡細田９４－１５
アイプラス 青森県青森市浪岡女鹿沢西花岡８２－１
加藤鮮魚店 青森県西津軽郡鰺ヶ沢町赤石町字大和田３８－１
一心亭 鯵ヶ沢店 青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字下富田９１－１
森のレストラン ライアン 地球村店 青森県つがる市森田町床舞藤山２４４
つがる市農産物直売所 青森県つがる市柏下古川字花崎１１２－１
焼肉居酒屋 炭香 青森県つがる市柏上古川八重崎３７－４１
おさきん シャコふる店 青森県つがる市木造有楽町２３－２
一心亭 鶴田店 青森県北津軽郡鶴田町大字山道字忍田５４－１
アントルメ佐藤菓子店 青森県南津軽郡藤崎町藤崎字村岡２７
浜料理 いかめしや 烹鱗 青森県八戸市尻内町字館田１－１
駅前ダイニング櫟 青森県八戸市一番町１－９－２２ユートリー２Ｆ
千年の宴八戸東口駅前店 青森県八戸市一番町１－２－１１階、２階
アルパジョン下⾧店 八戸市下⾧２丁目１－２５
焼肉 からし亭 八戸店 青森県八戸市下⾧２－３－２８
Ｒａｍｅｎ Ｓｔｒｅｅｔ 桜 青森県八戸市下⾧４丁目５－８
ｅｃｒｕ 青森県八戸市石堂４－１４－１
パティスリーヤスヒロ 青森県八戸市根城７丁目１－２６
うどんのてんまる 青森県八戸市日計１－３－１６
ふうこぱん 青森県三戸郡階上町道仏耳ヶ吠３－３
喫茶柊 青森県三戸郡五戸町字苗代沢３－４３４
サロン ド カフェ 青森県上北郡おいらせ町向山南３０４１－５１
一心亭 おいらせ緑ヶ丘店 青森県上北郡おいらせ町緑ヶ丘１丁目５０－２０６４
Ｗａｒｕｎｇ Ｓｕｎｎｙ 青森県上北郡おいらせ町一川目２－６５－２７３
くつろぎの店 幸寿し 青森県上北郡六戸町犬落瀬後田４８－３
中華料理とワインのお店 春華飯店 青森県上北郡東北町上北北２－３３－２６５
ｃａｆｅｍｙｕｕｆｏｒ 青森県上北郡六ヶ所村尾駮字野附１３０２－５
お菓子工房プティボヌール 青森県東津軽郡平内町大字藤沢字家ノ下７－３
BaseCamp Hiranai 青森県東津軽郡平内町土屋鍵懸５６
艮珈琲店 青森県むつ市大畑町松ノ木１８６－２
ＰＰＯＰＩＥＺ ＣＯＦＦＥＥ 青森県下北郡佐井村佐井大佐井１１２アルサス２階


