
【送付先名称】

1 青森県観光総合案内所（アスパム内） 青森市 安方1-１-４０

2 青森市観光交流情報センター（青森駅） 青森市 新町1-1-25

3 あおもり観光情報センター（新青森駅２F） 青森市 石江字高間140-2

4 青森空港観光総合案内所 青森市 大谷字小谷1-5

5 弘前市立観光館 弘前市 下白銀町2-1

6 弘前市観光案内所（弘前駅１F） 弘前市 表町1-1

7 はちのへ総合観光プラザ（八戸駅ビル２F） 八戸市 尻内町館田1-1

8 VISITはちのへ（ユートリー３F） 八戸市 一番町1-9-22

9 十和田奥入瀬観光機構（アートステーショントワダ内） 十和田市 稲生町15-3

10 三沢空港総合案内所 三沢市 三沢下夕沢83-198

11 むつ下北観光物産館（まさかりプラザ） むつ市 柳町1-10-25

12 青森県東京観光案内所（あおもり北彩館１F） 東京都 千代田区富士見2-3-11

【送付先名称】

1 北日本石油(株)　西バイパス給油所 青森市 石江字三好142-8

2 (株)小鹿産業　セルフ青葉ＳＳ 青森市 青葉3-9-13

3 出光リテール販売(株)　青森インターＳＳ 青森市 新城字平岡160-1609

4 西田石油販売(株)　図書館通りＳＳ 青森市 荒川字藤戸107-5

5 青森オイルサービス(株)　７号青森西バイパスＳＳ 青森市 石江字三好1４４

6 (株)小鹿産業　栄町ＳＳ 青森市 栄町2-3-4

7 (株)一光　青森インター給油所 青森市 新城字山田587-32

8 (株)東日本宇佐美　青森西バイパス　 青森市 新城字山田619-5

9 青南商事(株)　観光通り給油所 青森市 野尻字今田97-8

10 青森オイルサービス(株)　安方ＳＳ 青森市 安方1-9-9

11 有彦　アクセス浪岡ＳＳ 青森市 浪岡大字浪岡字佐野39-1

12 (株)小鹿産業　セルフ宮園ＳＳ 弘前市 青山5-26-1

13 冨士見総業(株)　大鰐弘前インターSS 弘前市 大字石川字和田51-1

14 (有)弘前貨物　プレステージ城東ＳＳ 弘前市 末広2-1ー1

15 (株)弘善商会  弘前店 弘前市 大字北瓦ヶ町19-4

16 (株)弘善商会  弘前ﾊﾞｲﾊﾟｽ城東北店 弘前市 城東北4-1-15

17 (株)弘善商会　弘前土手町店 弘前市 大字土手町225-1

18 (株)弘善商会　セルフ和徳店 弘前市 野田2-3-1

19 ＪＡつがる弘前　岩木給油所 弘前市 大字五代字前田360-1

20 (有)小山輪業　岩木町ＳＳ 弘前市 賀田1-3-6

21 (株)深川商会　種差ＳＳ 八戸市 大字鮫町字中道20-13

22 カメイ(株)　Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ八戸諏訪店 八戸市 諏訪3-14-18

23 八戸燃料(株)　セルフステーション下長 八戸市 長苗代2-22-16

24 (株)橋本油店　根城店 八戸市 根城2-30-22

25 (株)二本木油店　ラパス根城ステーション 八戸市 根城3-4-8

26 (株)弘善商会　黒石店 黒石市 錦町1

27 (株)カネマツ商事　コメマイロードＳＳ 五所川原市 大字沖飯詰字鴻ノ巣222-1

28 (株)弘善商会　五所川原東店 五所川原市 栄町69-1

29 (有)笹山石油店 五所川原市 大字磯松字磯野277-1

30 ホテルポニー温泉 十和田市 大字三本木字佐井幅167-1

31 ササキ石油販売(株) AM1カーステーション 十和田市 大字三本木字並木西178-5

32 田中商工(株) 十和田市 西二十一番町24-26

33 十和田石油(株) 十和田元町SS 十和田市 元町西1-3-32

34 (株)レークイン十和田 十和田市 大字奥瀬字十和田湖畔休屋16-106
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35 (有)高渕石油店　十和田湖ＳＳ 十和田市 大字法量字焼山56ー1

36 林檎館 十和田市 大字奥瀬字十和田湖畔宇樽部75-1

37 子ノ口湖畔食堂 十和田市 大字奥瀬字十和田湖畔子ノ口468

38 ドライブイン桂月 十和田市 大字法量字焼山64-263

39 協栄石油　むつ新町ＳＳ むつ市 新町10-33

40 （株）田村商事　パワーステーションむつＳＳ むつ市 松山町1-45

41 (株)エスエムスタンド　中央SS むつ市 中央1-18-2

42 (株)エスエムスタンド　仲町ＳＳ むつ市 仲町46-2

43 湊商事(株)　大畑ＳＳ むつ市 大字大畑字戦敷19-25

44 (株)佐藤石油商会　セルフ大畑バイパスＳＳ むつ市 大畑町松ノ木152-1

45 一戸石油(株)　吹原ＳＳ つがる市 木造町大字吹原字桜23-8

46 ＪＡつがるにしきた　森田ＳＳ つがる市 森田町山田滝元12

47 (株)長尾商店　牛潟給油所 つがる市 牛潟町村上33-5

48 ＪＡ津軽みらい　尾上給油所 平川市 日沼富田10-1

49 (株)小鹿産業　今別ＳＳ 東津軽郡 今別町 大字今別字中沢164

50 (株)武蔵屋本店　今別ＳＳ 東津軽郡 今別町 大字今別字中沢165-10

51 ＪＡ青森　蟹田給油所 東津軽郡 外ヶ浜町 字蟹田高銅屋54-1

52 (株)武蔵屋支店　三厩ＳＳ 東津軽郡 外ヶ浜町 三厩中浜30-1

53 (有)臨海　臨海ＳＳ 西津軽郡 深浦町 大字深浦字岡崎338-40

54 ＪＡつがる弘前　藤崎給油所 南津軽郡 藤崎町 大字藤崎字中豊田15-4

55 ＪＡつがる弘前　鯖石給油所 南津軽郡 大鰐町 大字鯖石字一本柳37-4

56 (有)はくちょう亭奈良屋 北津軽郡 中泊町 大字今泉字唐崎255-1

57 佐々木燃料　中里ＳＳ 北津軽郡 中泊町 大字今泉字布引227

58 (株)カネマツ商事 北津軽郡 中泊町 大字高根字小金石732-2

59 トヨタ小野グループサービス(株)　天間林給油所 上北郡 七戸町 字後平150-170

60 トラベルプラザ　サンシャイン 上北郡 横浜町 字大豆田127

61 (有)杉山商事　吹越ＳＳ 上北郡 横浜町 字吹越56-288

62 (株)二本木油店　ラパス下田ステーション 上北郡 おいらせ町 阿光坊106-20

63 (有)大関石油店　泊ＳＳ 上北郡 六ヶ所村 大字泊字川原75-82

64 (株)大間石油　大間ＳＳ 下北郡 大間町 大字大間字割石6-50

65 (株)ヨネザワ　大間バイパスＳＳ 下北郡 大間町 大字大間字中山25-6

66 (有)山崎石油店　大間ＳＳ 下北郡 大間町 大字大間字大間平37-17

67 (有)駒嶺石油　駒嶺下風呂ＳＳ 下北郡 風間浦村 大字下風呂字街道添39

68 仏ヶ浦ドライブイン 下北郡 佐井村 大字長後字福浦川目85

69 池田ファーム（レストハウス迷ヶ平） 三戸郡 田子町 大字田子字池振外平１１

70 さくらいドライブイン 三戸郡 南部町 大字相内字藤ヶ森213-1

71 (株)二本木油店　ラパス南部ステーション 三戸郡 南部町 大字沖田面字千刈15


