
あおもり出会いサポートセンター　協賛団体一覧
(令和3年5月10日現在)

№ 団体名 № 団体名

1 株式会社アクトプラン 36 弘前商工会議所

2 DeI　MAX　事務局 37 株式会社ジャパンクリエイティブ

3 青森県中小企業団体中央会 38 青森県レクリエーション協会

4 公益社団法人青森県老人保健施設協会 39 十和田商工会議所

5 スポルト青い森グループ 40 青森市観光レクリエーション振興財団

6 株式会社あおい企画　いしどやブライダル 41 市民活動団体SMIRING

7 公益社団法人青森県老人福祉協会 42 青森県動物愛護センター

8 あおもり交流会 43 青森商工会議所青年部

9 弘前市農業委員会 44 協同組合日専連青森青年会

10 株式会社八戸パークホテル 45 特定非営利活動法人アスク・パートナーズ

11 エムズネットワーク 46 トミヤ化粧品店

12 八戸グランドホテル 47 株式会社JR東日本青森商業開発

13 株式会社ホテルニューキャッスル 48 むつ市ウェルネスパーク　指定管理者 山内土木株式会社

14 酸ケ湯温泉株式会社　八甲田ホテル 49 株式会社JTB東北　法人営業青森支店

15 ホテル青森 50 青森商工会議所女性会

16 ハーモニー未来館 51 サン・ロイヤルとわだ

17 ホテルクラウンパレス青森 52 天間林村商工会

18 株式会社ツアー・ウェーブ 53 弘果農業者結婚支援委員会

19 八戸学院大学 54 青森国際ホテル

20 むつ市社会福祉協議会 結婚相談所 55 板柳町農業委員会事務局

21 結婚支援ボランティア「夢のかけはし」 56 イマジン株式会社

22 トップツアー株式会社青森支店 57 協同組合青森総合卸センター

23 ホテルグランヒルつたや 58 むつコン実行委員会

24 青森県地域婦人団体連合会 59 アップルパレス青森

25 公益社団法人青森県看護協会 60 豊産管理株式会社

26 社会福祉法人青森県社会福祉協議会 61 NPO法人コミュサーあおもり

27 青森県消費者協会 62 特定非営利活動法人農楽郷hibiki

28 公益社団法人青森県社会福祉会 63 まちづくり研究会いたやなぎ「まぢ」プロジェクト

29 一般社団法人青森県建設業協会 64 五所川原商工会議所青年部

30 ラ・プラス青い森 65 津軽みらい農業協同組合

31 深浦町 66 平内町漁業協同組合

32 青森ワシントンホテル 67 特定非営利活動法人ワーカーズコープ

33 JAつがる弘前青年部 68 南部圏まちづくり推進協議会

34 六戸町商工会青年部 69 三戸町商工会青年部

35 絵馬コン実行委員会 70 黒石商工会議所

http://actplan575720.web.fc2.com/
http://www.hcci.or.jp/
http://www.kenkem.com/
http://www.roken-aomori.or.jp/
http://www.towada.or.jp/
http://www.moyahills.jp/
http://www.ishidoya.co.jp/
http://www.aomori-animal.jp/
http://cyono2000.blog129.fc2.com/
http://aomori-yeg.jp/
http://hachinohe-park.com/
http://www.hachinohegrandhotel.com/
http://www.jre-abc.com/
http://www.wellness-park.jp/
http://www.hotelaomori.co.jp/
http://sunroyal-towada.com/
http://www.crownpalais.jp/aomori/
http://research.hachinohe-u.ac.jp/
http://www.kokusai-hotel.co.jp/
http://mutsushakyo.jp/
http://www.imgnjp.com/
http://www.tonyamachi.com/
http://apple-palace.com/
http://egao-park.net/
http://www.housan.co.jp/
http://aosyakyo.or.jp/
http://コミュサーあおもり.com/
http://www.web-aca.org/
http://www.madicon.co/
http://www.aokenkyo.or.jp/
http://www.aomori-hka.com/
http://www.ja-tsugaru-mirai.or.jp/
http://www.town.fukaura.lg.jp/
http://www.amhiranaigyokyo.jf-net.ne.jp/index.html
http://washington-hotels.jp/aomori
http://www.k-cci.or.jp/


あおもり出会いサポートセンター　協賛団体一覧
(令和3年5月10日現在)

№ 団体名 № 団体名

71 おいらせ町婚活イベント事業実行委員会 106 LA SAISON

72 野辺地町商工会 107 十和田富士屋ホテル

73 平川市商工会 108 つがる市役所

74 津軽半島観光アテンダント推進協議会 109 ハピ婚実行委員会

75 郷土料理　津軽三味線　りんご箱 110 株式会社エフエム青森

76 七戸町農村青年結婚相談所 111 八戸市

77 株式会社野月会館 112 五戸町

78 弘前市 113 十和田市

79 特定非営利活動法人　海の八戸ＮＰＯ 114 十和田おいらせ農業協同組合

80 ブルーカンパニー株式会社 115 公益社団法人八戸法人会

81 十和田市農業後継者対策協議会 116 青森市浪岡商工会青年部

82 七戸町若者移住促進事業実行委員会 117 六ヶ所村役場

83 GO!!コン事務局 118 上北町商工会

84 平川市婚活実行委員会 119 六ヶ所村商工会青年部

85 株式会社リンクステーション 120 鶴田町商工会青年部

86 有限会社フォトシバタ 121 黒石市

87 青森農業協同組合 122 三沢市商工会青年部

88 田子町後継者育成協議会 123 五所川原市

89 西海観光株式会社 124 アップルウェーブ株式会社

90 たまに庵のーぼ 125 株式会社アップルコミュニケーションズ

91 津軽南地区農業委員会連絡協議会 126 特定非営利活動法人　NPO縁

92 CAFÉ 403 127 外ヶ浜町役場

93 特定非営利活動法人スイートマリアージュ 128 ホテルJALシティ青森

94 愛見企画 129 東北電力株式会社　十和田電力センター

95 八戸農業協同組合 130 第一生命保険株式会社　青森支社

96 平内町農業委員会 131 ウッドランドなかきち

97 株式会社農協観光　青森支店 132 青森まほろばライオンズクラブ

98 階上町スポーツ推進委員協議会 133 婚活サークルArheart(アルハート)

99 平内町 134 パティスリー＆カフェレストラン　チャンドラ

100 階上町 135 街コンいいね青森支部

101 東通村 136 十和田まちおこしプランナーズ

102 岩木山商工会　女性部 137 六ヶ所エンジニアリング株式会社

103 街グルメ青森 138 おいらせ町

104 むつ商工会議所　青年部 139 株式会社LinkS

105 青森県商工会連合会 140 三沢市

http://www.towadafujiya.com/
http://hirasho.or.jp/
http://www.city.tsugaru.aomori.jp/
http://www.afb.co.jp/
http://www.town.shichinohe.lg.jp/
http://www.town.gonohe.aomori.jp/
http://www.city.hirosaki.aomori.jp/
http://www.city.towada.lg.jp/
http://www.jatowada-o.or.jp/
http://niidamaru.com/
http://www.hachinohe-hojinkai.or.jp/
http://www.town.shichinohe.lg.jp/
http://www.rokkasho.jp/
http://kamikitasyokoukai.info/
http://hirasho.or.jp/
http://www.6sci.sakura.ne.jp/
http://linkst.jp/
http://www.a-bbn.jp/turuta/
http://mirai-lions.webnode.jp/
http://www.city.kuroishi.aomori.jp/
http://www.jaaomori.or.jp/
http://youth-misawa.com/
http://www.city.goshogawara.lg.jp/
http://www.applewave.co.jp/
http://sugarandspiceanna.wixsite.com/tamanyannovo
http://www.applewave.co.jp/
http://www.npo-en.jp/
http://cafe403.jp/
http://www.town.sotogahama.lg.jp/
http://www.suite-mariage.com/
http://www.aomori-jalcity.co.jp/
http://www.dai-ichi-life.co.jp/
http://www.sugisuki.com/
http://ntour.jp/
http://www.town.hashikami.lg.jp/
http://arheart.cloud-line.com/
http://www.town.hiranai.aomori.jp/
http://arheart.cloud-line.com/
http://www.town.hashikami.lg.jp/
http://machiconiine.com/
http://www.vill.higashidoori.lg.jp/
http://www.aomorishokoren.or.jp/shokokai/iwakisan
http://www.r-e-c.co.jp/
http://aomorigourmet.g-f-link.com/
http://www.town.oirase.aomori.jp/
https://www.facebook.com/MutsuShangGongHuiYiSuoQingNianBu
http://www.links-aomori.co.jp/
https://www.city.misawa.lg.jp/
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141 新郷村婚活応援協議会

142 田子町

143 平川市

144 三戸町

145 Mariage Connection

146 Asobo! Hirakawa

147 しもきた恋パーク

148 インバウンド十和田

149 藤崎町住民課

150 特定非営利活動法人　横町十文字まちそだて会

151 青森小売酒販組合

152 田舎館村

153 ゆうき青森農協　耕種青年部　協議会

154 畑のキッチン

155 有限会社十和田乗馬倶楽部

156 はちのへウィメンズアクション

157 一般財団法人弘前市みどりの協会

158 青森県東青地域県民局　地域農林水産部

159 青森県男女共同参画センター及び青森県子ども家庭支援センター

160 特定非営利活動法人　NPO縁　むつ支部

161 婚活支援　しあまりえ

162 青森原燃テクノロジーセンター

163 クローバーサークル代理店　CoCo Garden

http://www.town.takko.lg.jp/
https://www.city.hirakawa.lg.jp/
https://www.town.sannohe.aomori.jp/
https://asobohirakawa.wixsite.com/asobo-hirakawa
https://inbound-towada.jp/
http://www.town.fujisaki.lg.jp/
http://kuroishi-machisodate.com/
http://www.vill.inakadate.lg.jp/
http://towada-joba.com/
http://www.hirosakipark.or.jp/index.html
http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenmin/hi-nosui/
http://www.apio.pref.aomori.jp/gender/
http://npo-en-mutu.mystrikingly.com/
https://ameblo.jp/shiawasetohoku/
https://arheart.cloud-line.com/

