
■Tug配布先一覧　　　　【青森】

【青森県】（津軽・三八上北エリア）
場所 ジャンル 施設名 場所 ジャンル 施設名
青森 レンタカー オリックスレンタカー　青森りんご店 ホテル ブナの里　白神館

レンタカー トヨタレンタリース　新田店 観光 白神山地ビジターセンター
レンタカー タイムズカーレンタル　青森店 観光 A'GROVE
道の駅 道の駅浪岡アップルヒル 道の駅 道の駅白神山地
ホテル ホテル青森 観光 ほたて広場
ホテル ホテル秋田屋 観光 夜越山公園
ホテル さくら観光ホテル 蓬田 観光 蓬田村商工会

ホテル 旅館小川 ホテル ホテル竜飛

ホテル アップルパレス青森 観光 外ヶ浜町商工会館

ホテル 海扇閣 観光 龍飛岬観光案内所「龍飛館」

ホテル ルートイン青森　青森駅前 その他 むつ湾フェリー㈱

ホテル ルートイン青森　青森中央インター 道の駅 道の駅たいらだて

ホテル リッチモンドホテル青森 道の駅 道の駅三厩

ホテル 酸ヶ湯温泉 今別 観光 今別町商工会
ホテル ホテルJALシティ青森 ホテル まかど観光ホテル

ホテル まちなか温泉青森センターホテル 観光 一般財団法人野辺地町観光協会

ホテル 八甲田ホテル 美術館 十和田市現代美術館

ホテル 東横イン新青森駅東口 ホテル 奥入瀬渓流ホテル

ホテル サンルート青森 道の駅 道の駅とわだ

ホテル アートホテル 道の駅 道の駅奥入瀬

弁当 青空惣菜 街の駅 街の駅みさわ

その他 あおもり健康ランド 学習館 青森県立三沢航空科学館

その他 異業種交流会(わいんクラブ) 観光 星野リゾート　青森屋

その他 青森教育センター 道の駅 道の駅みさわ

その他 ４-Ride 深浦 道の駅 道の駅ふかうら
飲食店 レストラン　たか久 蓬田 道の駅 道の駅よもぎだ
飲食店 ねぶたの國　たか久 鶴田 道の駅 道の駅つるた(あるじゃ)

観光 ねぶたの家ワ・ラッセ 田舎館 道の駅 道の駅田舎館

観光 アスパム つがる 道の駅 道の駅もりた

観光 浅虫水族館 今別 道の駅 道の駅いまべつ半島プラザアスクル

観光 青森市観光情報センター（青森駅前） 小泊 道の駅 道の駅こどまり
観光 青森市観光情報センター（新青森駅内） 三戸 道の駅 道の駅 さんのへ

観光 青森県立美術館 七戸 道の駅 道の駅しちのへ
観光 三内丸山遺跡 八戸 道の駅 道の駅 なんごう
観光 棟方志功記念館 六戸 道の駅 道の駅ろくのへ
観光 青函連絡船メモリアルシップ八甲田丸 新郷 道の駅 道の駅 しんごう
観光 北のまほろば歴史資料館 階上 道の駅 道の駅 はしかみ
観光 浪岡商工会議所
観光 中世の館
観光 シィライン
観光 八甲田ロープウェイ

弘前 観光案内所 弘前駅観光案内所
観光案内所 弘前観光案内所
ホテル ホテルルートイン　弘前城東
ホテル ホテルルートイン　弘前駅前
ホテル アソベの森いわき荘

道の駅 道の駅ひろさき　サンフェスタいしかわ

公共団体 弘前観光コンベンション協会

飲食店 ラグノオささき　本社

観光 津軽藩ねぷた村

観光 藤田記念庭園  一財弘前市みどりの協会

観光 弘前市りんご公園

観光 弘前市立観光館

観光 ゴールド農園

観光 岩木観光物産案内所

五所川原 道の駅 道の駅十三湖高原

ホテル サンルート五所川原

観光 立佞武多の館

観光 五所川原駅観光案内所

観光 津軽三味線会館

観光 太宰治記念館「斜陽館」

旅行代理店 フラワー観光　五所川原エルム店

外ヶ浜

野辺地

十和田

三沢

西目屋

平内
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【青森県】（下北半島エリア） 23
場所 ジャンル 施設名 場所 ジャンル 施設名

民宿 体験型民宿葵 民宿 旅館サルビア
民宿 民宿海峡荘 民宿 ビジネス民宿　汽船荘
民宿 旅館うみかぜ 温泉 石神温泉
民宿 民宿海翁 学習館 むつ科学技術館
ホテル みちのくホテル大間亭 ホテル フォルクローロ大湊
ホテル サンホテル大間 観光施設 安渡館
物産館 大間崎観光土産センター 公共団体 むつ市川内町商工会（まちの駅かわうち）
飲食店 まぐろ長宝丸 温泉 スパウッド観光ホテル
飲食店 大間んぞく 道の駅 道の駅　かわうち湖
飲食店 ふるさと物産センター 物産館 下北ワイン　サンマモルワイナリー
飲食店 巴小カフェ 道の駅 道の駅わきのさわ
飲食店 寺川食堂 産直 マリンハウス脇野沢
自治体 大間町役場 民宿 民宿　栄屋
公共団体 大間町商工会/観光協会 食事 食堂　磯っ子
公共団体 ウィング　北通り総合文化センター ホテル 脇野沢ユースホステル
観光案内 大間崎レストハウス 観光 むつ湾フェリーターミナル
温泉 大間温泉海峡保養センター 東通 食事 野牛川レストハウス
公共団体 佐井村観光協会 横浜 物産館 トラベルプラザサンシャイン
民宿 民宿みやの 道の駅 道の駅 よこはま（菜の花プラザ）
民宿 かわばた旅館 民宿 ペンション風の谷
飲食店 仏ヶ浦海上観光株式会社（レストいそ川） 六ヶ所 温泉 スパハウスろっかぽっか
飲食店 ぬいどう食堂 観光 六ヶ所原燃PRセンター
飲食店 仏ヶ浦ドライブイン 観光 六旬館
ホテル ホテルニュー下風呂
ホテル 下風呂観光ホテル三浦屋
民宿 まるほん旅館
民宿 さが旅館
民宿 かどや旅館
民宿 おおぎや旅館
民宿 佐々木旅館
民宿 民宿すずき
民宿 民宿菅原
民宿 つぼた旅館
民宿 つる屋さつき荘
温泉 桑畑温泉　湯ん湯ん
温泉 大湯共同浴場
飲食店 あさの食堂
飲食店 shimofuroカフェ
民宿 民宿松ノ木
物産館 いさりびハウス
民宿 民宿あすなろ
民宿 薬研荘
民宿 菊末荘（むつグランドホテル別館）
観光案内 修景公園レストハウス

むつ 民宿 むら井旅館
民宿 旅館川野荘
民宿 旅館とびない
民宿 民宿前野
民宿 むつ屋
民宿 民宿　小向
民宿 民宿　はな椿
民宿 ビジネス民宿　パーク下北
民宿 民宿鈴屋
ホテル ホテルユニサイトむつ
ホテル プラザホテルむつ
ホテル むつグランドホテル
ホテル むつパークホテル
ホテル ホテルニューグリーン
ホテル はねやホテル
ホテル むつグリーンホテル
物産館 むつ来さまい館
物産館 下北名産センター
物産館 まさかりプラザ下北駅前店
物産館 ミルク工房ボンサーブ
飲食店 Café　椿
観光案内 特例社団法人むつ市観光協会（まさかりプラザ）

観光案内 むつ市観光案内所
温泉 矢立温泉

むつ

むつ（大湊）

大間

むつ（川内）

むつ（脇野
沢）

むつ（大畑）

むつ（薬研）

むつ（関根）

佐井

佐井（福浦）

風間浦


