
エコショップいわて認定店 293店舗
認定番号 小売店名 小売店住所
16-0001 ジョイス龍ヶ馬場店 奥州市胆沢小山字龍ヶ馬場48番地1
16-0002 ジョイス石鳥谷店 花巻市石鳥谷町北寺林11地割107番地1
16-0003 ジョイス三関店 一関市三関字神田91番地1
16-0005 コープ一関コルザ 一関市石畑3-1
16-0006 ジョイス沼宮内店  岩手郡岩手町江刈内第3地割27番1号
16-0008 ジョイス大船渡店 大船渡市盛町字町10番地11
16-0009 ジョイス釜石店  釜石市新町14番48号
16-0010 ジョイス北上アピア店  北上市藤沢19地割35番地1
16-0012 ジョイス川岸店 北上市川岸四丁目6番26号
16-0013 ジョイス北上中央店 北上市有田町7番10号
16-0014 ロッキー江釣子店 北上市上江釣子6地割35番地1
16-0015 ロッキー村崎野店 北上市村崎野19地割162番地1
16-0017 ジョイス久慈長内店 久慈市長内町29地割10番地１
16-0018 ジョイス久慈中の橋店 久慈市新中の橋第37地割63番１
16-0019 ジョイス雫石店 岩手郡雫石町千刈田95番地
16-0020 ロッキー紫波店 紫波郡紫波町高水寺字大坊235番地1
16-0022 ジョイス二戸店  二戸市米沢字荒谷25番地
16-0023 ジョイス平泉店 西磐井郡平泉町平泉字高田45番地
16-0024 ジョイス水沢原中店 奥州市水沢太日通三丁目1番15号
16-0026 ジョイス水沢佐倉河店 奥州市水沢佐倉河字東柳の町10番地１
16-0027 コープアテルイ 奥州市水沢佐倉河字東沖ノ目123
16-0028 ジョイス宮古千徳店 宮古市板屋二丁目7番5号
16-0029 マリンコープDORA 宮古市小山田2-2-1
16-0030 ベルフ西町 宮古市田の神2-2-30
16-0031 コープ西ヶ丘 宮古市西ヶ丘1-6-1
16-0033 ジョイス本町店 盛岡市本町通一丁目13番1号
16-0036 ジョイス長橋台店 盛岡市長橋町14番50号
16-0037 ジョイス盛岡緑が丘店 盛岡市緑が丘二丁目1番48号
16-0038 ジョイス見前店 盛岡市西見前14地割87番地
16-0039 ジョイス球場前店 盛岡市三ツ割四丁目9番1号
16-0041 ベルフ青山 盛岡市青山4-17-2
16-0042 ベルフ仙北 盛岡市仙北3-8-40
16-0044 ベルフまつぞの 盛岡市松園3-18-20
16-0045 コープ高松 盛岡市上田4-21-5
17-0001 いわて生協ベルフ山岸 盛岡市山岸二丁目16-8
17-0003 ベルプラス沼宮内店 岩手郡岩手町大字五日市第11地割122-1
17-0004 ビッグハウス雫石店 岩手郡雫石町柿木98-1
17-0005 協同組合盛岡南ショッピングセンター 紫波郡紫波町桜町一丁目12-1
17-0008 マルイチ東安庭店 盛岡市東安庭三丁目17番41号
17-0009 マルイチ城西店 盛岡市城西町13-12
17-0010 マルイチ本宮店 盛岡市本宮三丁目12-10
17-0011 マルイチ材木町店 盛岡市材木町5-25
17-0012 マルイチ緑が丘店 盛岡市緑が丘4-10-34
17-0013 マルイチ浅岸店 盛岡市浅岸一丁目20-15
17-0014 パルクアベニュー・カワトク 盛岡市菜園一丁目10-1
17-0015 アネックス・カワトク 盛岡市緑が丘四丁目1-50
17-0016 ベルプラス都南プラザ 盛岡市永井22-3
17-0019 ベルプラス東和店 花巻市東和町土沢6区76
17-0020 ベルプラス松園店 花巻市松園町372-5
17-0022 ビッグハウス花巻店 花巻市東宮野目12-10-2
17-0023 アークス北上店 北上市九年橋三丁目13-23
17-0024 株式会社イトーヨーカ堂 花巻店 花巻市下小舟渡118-1
17-0025 ユニバースサンタウン松園店 盛岡市北松園二丁目13-1
17-0027 ユニバース盛岡みたけ店 盛岡市みたけ二丁目８番25号
17-0028 ユニバース西根店 八幡平市平舘第9地割126番
17-0029 ファル上田店 盛岡市本町通三丁目12-5
17-0030 ユニバース中野店 盛岡市中野一丁目25-10
17-0032 ユニバース種市店 九戸郡洋野町種市第23地割113-20
17-0033 ユニバース久慈・川崎町店 久慈市川崎町13-10
17-0034 ユニバース久慈ショッピングセンター店 久慈市長内町第30地割73番地6
17-0035 ユニバース二戸堀野店 二戸市堀野字大谷地39
17-0036 ユニバース 二戸荷渡店 二戸市石切所字荷渡14番5
17-0037 ファル磯鶏店 宮古市磯鶏沖9-30
18-0006 イオンスーパーセンター金ケ崎店 金ケ崎町三ヶ尻荒巻165
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18-0007 ジョイス盛岡東安庭店 盛岡市東安庭一丁目8番20号
18-0008 ジョイス盛岡月が丘店 盛岡市みたけ五丁目3番45号
18-0010 ジョイス一戸店 二戸郡一戸町一戸字砂森123番地1
18-0011 アクティマーケットプレイス遠野店 遠野市松崎町白岩字地森32-1
18-0019 フレッシュたもり　ナックス店 紫波郡紫波町桜町一丁目12-1
19-0001 イオンスーパーセンター一関店 一関市狐禅寺字石ノ瀬11番1
19-0003 江釣子ショッピングセンター　パル 北上市北鬼柳19-68
19-0004 パスポート㈲川辺商会 北上市九年橋三丁目14-20
19-0059 ユニバース　盛岡南店 盛岡市津志田西二丁目17番50号
20-0001 ローソン　盛岡内丸店 盛岡市内丸16-37
20-0002 ローソン　岩手高校前店 盛岡市材木町12-22
20-0005 ローソン　盛岡西仙北店 盛岡市本宮1-21-4
20-0007 ローソン　盛岡稲荷町南店 盛岡市稲荷町1-30
20-0008 ローソン　盛岡中央通店 盛岡市中央通1-10-1
20-0009 ローソン　盛岡門店 盛岡市門1-18-40
20-0014 ローソン　盛岡本宮店 盛岡市本宮2-15-11
20-0016 ローソン　盛岡西見前和野店 盛岡市西見前15-115-1
20-0017 ローソン　盛岡下太田店 盛岡市本宮5-2-33
20-0018 ローソン　盛岡インター店 盛岡市上厨川字新田67-4
20-0021 ローソン　盛岡浅岸店 盛岡市浅岸2-11-22
20-0022 ローソン　盛岡山岸一丁目店 盛岡市山岸1-2-51
20-0025 ローソン　盛岡大館店 盛岡市大館町17-5
20-0030 ローソン　盛岡南仙北店 盛岡市南仙北1-21-43
20-0031 ローソン　盛岡大通店 盛岡市大通2-6-13
20-0035 ローソン　盛岡桜台店 盛岡市上米内字道ノ下31-4
20-0037 ローソン　盛岡長橋台店 盛岡市長橋町16-30
20-0038 ローソン　岩手県営体育館前店 盛岡市青山3-8-1
20-0039 マックスバリュ北上店 北上市里分4地割77番地
21-0012 ユニバース鉈屋町店 盛岡市鉈屋町11番8号
21-0013 ユニバース紫波店 紫波郡紫波町日詰字丸盛192番1号
21-0014 ユニバース青山店 盛岡市青山二丁目5番10号
22-0002 JA岩手ふるさと　産直センター菜旬館 奥州市前沢駅東二丁目8-7
22-0005 マイヤ大船渡店 大船渡市大船渡町字野々田156-19
22-0006 マイヤ赤崎店 大船渡市赤崎町字諏訪前38-13
22-0008 マイヤ大船渡インター店 大船渡市立根町字堀之内10-1
22-0009 マイヤ高田店 陸前高田市高田町字館の沖10
22-0010 マイヤアップルロード店 陸前高田市米崎町字道の上67-1
22-0011 マイヤ釜石店 釜石市鈴子町8-1
22-0013 マイヤ野田店 釜石市野田町2-3-1
22-0014 マイヤマスト店 上閉伊郡大槌町小鎚第27地割字花輪田34-1
22-0015 マイヤ千厩店 一関市千厩町千厩字古ヶ口88番地
22-0016 マイヤ青山店 盛岡市青山1-19-1
22-0017 マイヤ仙北店 盛岡市西仙北一丁目38-30
22-0018 マイヤ滝沢店 滝沢市鵜飼狐洞316番地
22-0019 岩手大学生活協同組合　購買中央店 盛岡市上田三丁目18-34
22-0020 いわて生協　ベルフ牧野林 滝沢市牧野林291-1
22-0121 イオン　前沢店 奥州市前沢向田二丁目85
23-0001 ジョイス花巻高木店 花巻市高木第16地割68番地６
24-0001 ビッグハウス巣子店 滝沢市巣子1166-1
24-0002 ビッグハウス国分店 滝沢市土沢216-15
24-0004 ビッグハウスアイスアリーナ前店 盛岡市本宮五丁目6-15
24-0005 ビッグハウス川久保店 盛岡市津志田町一丁目1-10
24-0006 ベルプラスワン 盛岡市大通二丁目8-14
24-0007 ベルプラスせんまや店 一関市千厩町千厩字東小田90
24-0008 アークス金ケ崎店 胆沢郡金ヶ崎町西根本宮後15番地
24-0009 ビッグハウス遠野店 遠野市松崎町白岩第19地割73番地
24-0010 ジョイス北上鬼柳店 北上市鬼柳町都鳥190番地2
24-0011 スーパーアークス青山店 盛岡市月が丘二丁目2番10号
25-0001 ジョイス盛岡西バイパス店 盛岡市向中野七丁目14-30
25-0002 ユニバース水沢日高店 奥州市水沢字田小路60
26-0001 ベルフ八幡平 八幡平市大更第18地割88-14
27-0001 スーパーアークス矢巾店 紫波郡矢巾町医大通二丁目４番16号
27-0002 ビッグハウス一関店 一関市中里雲南66
27-0003 ユニバース軽米店 軽米町大字上舘15地割100-１
28-0001 コープ花巻あうる 花巻市南新田288-1
29-0001 有限会社阿部魚店 盛岡市内丸16-15
30-0001 マイヤ花泉店 一関市花泉町涌津字二ノ町22番



30-0002 盛岡大学購買書籍店 滝沢市砂込808番地
R1-0001 ベルフ北上 北上市本通り２丁目2-1
R1-0002 ユニバース矢巾店 紫波郡矢巾町大字又兵工新田第５地割300番地
R2-0001 ユニバース花巻桜木店 花巻市桜木町２丁目２０８−２
R2-0002 イオンスーパーセンター盛岡渋民店 盛岡市渋民字鶴飼20-1
R2-0003 イオンスーパーセンター陸前高田店 陸前高田市米崎町字川崎226番地
R2-0004 イオンスーパーセンター釜石店 釜石市港町二丁目1番1号
R2-0005 福祉バンクグッドウィルセンター紺屋町店 盛岡市紺屋町2番9号　盛岡市勤労福祉会館1階
R2-0006 福祉バンクグッドウィルセンターぱれっと店 盛岡市中ノ橋通一丁目7番4号
R2-0007 福祉バンクグッドウィルセンターゆい・まーる店 盛岡市本町通一丁目15番15号
R2-0008 福祉バンク３Ｒセンターみたけ店 盛岡市みたけ一丁目5番70号
R2-0009 福祉バンク３Rセンターバンクハート店 盛岡市みたけ一丁目5番45号
R2-0010 福祉バンク３Rセンター西根店 八幡平市大更第25地割67番地10
R2-0011 福祉バンク３Rセンター渋民店 盛岡市渋民字渋民30番地1
R2-0012 セブンｰイレブン盛岡内丸店 盛岡市内丸16-13
R3-0001 セブン-イレブン一関厳美渓店 一関市厳美町字雨田77-1
R3-0002 セブン-イレブン一関山目店 一関市山目字三反田28-1
R3-0003 セブン-イレブン花巻若葉町店 花巻市若葉町3-13-12
R3-0004 セブン-イレブン一関インター店 一関市赤荻字堺96-1
R3-0005 セブン-イレブン一関バイパス店 一関市山目字十二神45
R3-0006 セブン-イレブン一関中里店 一関市中里字在家39
R3-0007 セブン-イレブン北上バイパス店 北上市相去町旧舘沢43-42
R3-0008 セブン-イレブン奥州水沢川端店 奥州市水沢字川端143-2
R3-0009 セブン-イレブン花巻諏訪町２丁目店 花巻市諏訪町2丁目2-3
R3-0010 セブン-イレブン花巻石鳥谷バイパス店 花巻市石鳥谷町好地3-90-2
R3-0011 セブン-イレブン紫波日詰西店 紫波郡紫波町日詰西3丁目6-14
R3-0012 セブン-イレブン北上里分店 北上市里分7地割82番1
R3-0013 セブン-イレブン矢巾町高田店 紫波郡矢巾町高田11地割35-4
R3-0014 セブン-イレブン北上大通り４丁目店 北上市大通り4丁目2番5号
R3-0015 セブン-イレブン盛岡菜園１丁目店 盛岡市菜園1丁目7-17
R3-0016 セブン-イレブン一関川崎店 一関市川崎町薄衣字法道地28-1
R3-0017 セブン-イレブン花巻桜台２丁目店 花巻市桜台2-12-10
R3-0018 セブン-イレブン奥州江刺南大通り店 奥州市江刺南大通り1-4
R3-0019 セブン-イレブン奥州前沢店 奥州市前沢南塔ヶ崎5-1
R3-0020 セブン-イレブン花巻本館３丁目店 花巻市本館3-2-5
R3-0021 セブン-イレブン盛岡東見前店 盛岡市東見前8地割15-1
R3-0022 セブン-イレブン北上江釣子五条丸店 北上市上江釣子19-28-10
R3-0023 セブン-イレブン盛岡大通３丁目店 盛岡市大通3丁目2-8
R3-0024 セブン-イレブン北上駅東口店 北上市川岸1丁目7番5号
R3-0025 セブン-イレブン滝沢祢宜屋敷店 滝沢市袮宜屋敷1番
R3-0026 セブン-イレブン北上諏訪町２丁目店 北上市諏訪町2丁目3-36
R3-0027 セブン-イレブン花巻北湯口店 花巻市北湯口第11地割648番3
R3-0028 セブン-イレブン岩手県立中部病院前店 北上市村崎野18-216-1
R3-0029 セブン-イレブン盛岡中ノ橋通１丁目店 盛岡市中ﾉ橋通1丁目7-1
R3-0030 セブン-イレブン北上堤ヶ丘１丁目店 北上市堤ヶ丘1丁目8-6
R3-0031 セブン-イレブン盛岡飯岡新田店 盛岡市北飯岡1丁目5番90号
R3-0032 セブン-イレブン北上上野町１丁目店 北上市上野町1丁目26-21
R3-0033 セブン-イレブン盛岡永井店 盛岡市永井23地割10番6
R3-0034 セブン-イレブン北上和賀藤根店 北上市和賀町藤根17地割20番11号
R3-0035 セブン-イレブン奥州水沢中学校前店 奥州市水沢南丑沢16-3
R3-0036 セブン-イレブン盛岡三本柳店 盛岡市三本柳7地割30
R3-0037 セブン-イレブン滝沢せいほくタウン店 滝沢市穴口135番2
R3-0038 セブン-イレブン矢巾町広宮沢店 紫波郡矢巾町大字広宮沢第5地割340番地
R3-0039 セブン-イレブン盛岡緑が丘３丁目店 盛岡市緑が丘3丁目1-1
R3-0040 セブン-イレブン花巻城内店 花巻市城内12番23号
R3-0041 セブン-イレブン奥州水沢町屋敷店 奥州市水沢真城町屋敷6-1
R3-0042 セブン-イレブン岩手医科大学西店 紫波郡矢巾町大字又兵ｴ新田第8地割170番
R3-0043 セブン-イレブン北上江釣子インター店 北上市北鬼柳19地割116番地10
R3-0044 セブン-イレブン一関東口店 一関市三関字神田100番
R3-0045 セブン-イレブン奥州水沢名残店 奥州市水沢名残29
R3-0046 セブン-イレブン盛岡向中野１丁目店 盛岡市向中野1丁目10ｰ1
R3-0047 セブン-イレブン花巻インター店 花巻市二枚橋第3地割258-3
R3-0048 セブン-イレブン盛岡本宮店 盛岡市本宮6丁目23-21
R3-0049 セブン-イレブン一関摺沢店 一関市大東町摺沢字八幡前24番2
R3-0050 セブン-イレブン平泉バイパス店 西磐井郡平泉町平泉字三日町102番1
R3-0051 セブン-イレブン矢巾町南矢幅店 紫波郡矢巾町大字南矢幅第15地割107
R3-0052 セブン-イレブン岩手大学前店 盛岡市上田3丁目3番14号



R3-0053 セブン-イレブン雫石バイパス店 岩手郡雫石町長山赤坂110番2
R3-0054 セブン-イレブン前沢バイパス店 奥州市前沢字株樹53-2
R3-0055 セブン-イレブン盛岡緑が丘４丁目店 盛岡市緑が丘4-9-35
R3-0056 セブン-イレブン水沢バイパス店 奥州市水沢佐倉河字十文字43-2
R3-0057 セブン-イレブン盛岡津志田西２丁目店 盛岡市津志田西2丁目12-8
R3-0058 セブン-イレブン一関バイパス北店 一関市山目字大槻87-1
R3-0059 セブン-イレブン盛岡加賀野４丁目店 盛岡市加賀野4-6-19
R3-0060 セブン-イレブン盛岡みたけ３丁目店 盛岡市みたけ3丁目22番20号
R3-0061 セブン-イレブン花巻東和町店 花巻市東和町安俵11区6番1
R3-0062 セブン-イレブン遠野青笹町店 遠野市青笹町糠前15地割30-1
R3-0063 セブン-イレブン遠野松崎町店 遠野市松崎町白岩15地割4番39
R3-0064 セブン-イレブン盛岡月が丘１丁目店 盛岡市月が丘1-5-16
R3-0065 セブン-イレブン盛岡南大通１丁目店 盛岡市南大通1丁目14-6
R3-0066 セブン-イレブン花巻矢沢店 花巻市矢沢第4地割126-1
R3-0067 セブン-イレブン盛岡黒川店 盛岡市黒川21地割35番7
R3-0068 セブン-イレブン遠野早瀬町店 遠野市早瀬町4丁目22-1
R3-0069 セブン-イレブン盛岡流通センター北店 盛岡市流通ｾﾝﾀｰ北1丁目1番21号
R3-0070 セブン-イレブン一関城内店 一関市城内1-43
R3-0071 セブン-イレブン盛岡門店 盛岡市門1丁目4-28
R3-0072 セブン-イレブン花巻高木店 花巻市高木19-38-3
R3-0073 セブン-イレブン北上インター東店 北上市北鬼柳18地割146番3
R3-0074 セブン-イレブン盛岡映画館通店 盛岡市大通1丁目11-12
R3-0075 セブン-イレブン陸前高田竹駒町店 陸前高田市竹駒町字大畑20-1
R3-0076 セブン-イレブン盛岡青山１丁目店 盛岡市青山1丁目23-25
R3-0077 セブン-イレブン陸前高田市役所前店 陸前高田市高田町字栃ヶ沢206-1
R3-0078 セブン-イレブン八幡平バイパス店 八幡平市大更第36地割469番地1
R3-0079 セブン-イレブン紫波北日詰店 紫波郡紫波町北日詰字下藪100-1
R3-0080 セブン-イレブン八幡平野駄店 八幡平市野駄21-220-1
R3-0081 セブン-イレブンいわて花巻空港前店 花巻市二枚橋町南1丁目105-2
R3-0082 セブン-イレブン大船渡合同庁舎前店 大船渡市猪川町字前田3番1
R3-0083 セブン-イレブン盛岡本宮３丁目店 盛岡市本宮3丁目51-55
R3-0084 セブン-イレブン北上金属団地店 北上市村崎野22地割161-2
R3-0085 セブン-イレブン一関工業団地店 一関市滝沢字矢ﾉ目沢65番地90
R3-0086 セブン-イレブン陸前高田アップルロード店 陸前高田市小友町字小崎下29番10
R3-0087 セブン-イレブン北上さくら通り５丁目店 北上市さくら通り5-1-11
R3-0088 セブン-イレブン一関真柴店 一関市真柴字中田70-1
R3-0089 セブン-イレブン盛岡松尾町店 盛岡市松尾町19-12
R3-0090 セブン-イレブン花巻西宮野目西店 花巻市西宮野目9-35-15
R3-0091 セブン-イレブン盛岡東宮古街道店 盛岡市中野1丁目21-8
R3-0092 セブン-イレブン北上常盤台４丁目店 北上市常盤台4丁目9番26号
R3-0093 セブン-イレブン滝沢鵜飼店 滝沢市鵜飼諸葛川2番1
R3-0094 セブン-イレブン釜石中妻町１丁目店 釜石市中妻町1丁目125-1
R3-0095 セブン-イレブン花泉堺田店 一関市花泉町金沢字砂子田28-2
R3-0096 セブン-イレブン花巻南インター店 花巻市上根子字欠端147-1
R3-0097 セブン-イレブン大船渡お魚センター店 大船渡市大船渡町字砂子前1番6
R3-0098 セブン-イレブン紫波栃内店 紫波郡紫波町栃内字小畑85
R3-0099 セブン-イレブン紫波平沢店 紫波郡紫波町平沢字六本松88
R3-0100 セブン-イレブン盛岡上田２丁目店 盛岡市上田2丁目19-54
R3-0101 セブン-イレブン山田町中央店 下閉伊郡山田町中央町6番22号
R3-0102 セブン-イレブン一関樋渡店 一関市字樋渡26-1
R3-0103 セブン-イレブンおおつち御社地店 上閉伊郡大槌町末広町1-30
R3-0104 セブン-イレブン奥州水沢寺領店 奥州市水沢字寺領117
R3-0105 セブン-イレブン山田町大沢店 下閉伊郡山田町大沢第1地割43番5
R3-0106 セブン-イレブン奥州水沢大町店 奥州市水沢大町56
R3-0107 セブン-イレブン大船渡立根町店 大船渡市立根町字関谷67-1
R3-0108 セブン-イレブン盛岡中野２丁目店 盛岡市中野2-16-16
R3-0109 セブン-イレブン岩手県立中央病院前店 盛岡市上田1丁目6-12
R3-0110 セブン-イレブン釜石中妻町３丁目店 釜石市中妻町3丁目9番32
R3-0111 セブン-イレブン大船渡盛町店 大船渡市盛町字下舘下3番11
R3-0112 セブン-イレブン花巻西大通り１丁目店 花巻市西大通ﾘ1丁目20-24
R3-0113 セブン-イレブン金ケ崎バイパス店 胆沢郡金ｹ崎町三ｹ尻長根前96番地
R3-0114 セブン-イレブン花巻松園町１丁目店 花巻市松園町1丁目4-57
R3-0115 セブン-イレブンかまいし片岸店 釜石市片岸町第9地割228番地
R3-0116 セブン-イレブン一関赤荻店 一関市赤荻字亀田119-2
R3-0117 セブン-イレブン大船渡赤崎店 大船渡市赤崎町字石橋前6-21
R3-0118 セブン-イレブン盛岡夕顔瀬町店 盛岡市夕顔瀬町6-10
R3-0119 セブン-イレブン盛岡本宮６丁目店 盛岡市本宮6丁目8-40



R3-0120 セブン-イレブン奥州水沢東中通り店 奥州市水沢東中通り1丁目2-39
R3-0121 セブン-イレブン北上国見橋店 北上市稲瀬町前田172番5
R3-0122 セブン-イレブン盛岡南仙北１丁目店 盛岡市南仙北1丁目15-13
R3-0123 セブン-イレブン住田世田米店 気仙郡住田町世田米字川向12番13
R3-0124 セブン-イレブン盛岡東黒石野２丁目店 盛岡市東黒石野2丁目1番10号
R3-0125 セブン-イレブンおおつち吉里吉里店 上閉伊郡大槌町吉里吉里2丁目8番19号
R3-0126 セブン-イレブン釜石松原店 釜石市松原町3丁目6番23号
R3-0127 セブン-イレブン盛岡三ツ割店 盛岡市三ﾂ割字鉢ﾉ皮36番47
R3-0128 セブン-イレブン釜石甲子町店 釜石市甲子町第9地割140-1
R3-0129 セブン-イレブン奥州水沢日高店 奥州市水沢虚空蔵小路19-3
R3-0130 セブン-イレブン奥州江刺桜木通り店 奥州市江刺愛宕字谷地18番1
R3-0131 セブン-イレブン盛岡厨川３丁目店 盛岡市厨川3丁目13-13
R3-0132 セブン-イレブン陸前高田馬場前店 陸前高田市高田地区被災市街地復興土地区画整理
R3-0133 セブン-イレブン盛岡南大通３丁目店 盛岡市南大通3丁目1-2
R3-0134 セブン-イレブン二戸石切所店 二戸市石切所字杉ﾉ沢4番1
R3-0135 セブン-イレブン二戸福岡田町店 二戸市福岡字下町22番
R3-0136 セブン-イレブン一関千厩構井田店 一関市千厩町千厩字構井田67-1
R3-0137 セブン-イレブン滝沢大釜店 滝沢市篠木黒畑90-1
R3-0138 セブン-イレブン奥州江刺愛宕店 奥州市江刺愛宕字大畑163番9
R3-0139 セブン-イレブン滝沢巣子店 滝沢市巣子156番14
R3-0140 セブン-イレブン盛岡中野店 盛岡市中野1丁目29番38号
R3-0141 セブン-イレブン花巻石鳥谷八幡店 花巻市石鳥谷町八幡4-1-2
R3-0142 セブン-イレブン北上村崎野店 北上市村崎野17地割326番地2
R3-0143 べアレン工場直売所 盛岡市北山1丁目3-31
R3-0144 マイヤ水沢店 奥州市水沢字八反町12番地
R4-0001 中田薬局　ハロー薬局 釜石市中妻町3-6-8

R4-0002 中田薬局　小佐野店 釜石市小佐野町４－２－45

R4-0003 中田薬局　松倉店 釜石市甲子町10－159－２

エコレストランいわて認定店 13店舗
認定番号 小売店名 小売店住所
22-1002 岩手大学生活協同組合　中央学生食堂 盛岡市上田三丁目18-34
22-1003 岩手大学生活協同組合　理工学部学生食堂 盛岡市上田4-3-5
22-1004 岩手大学生活協同組合　農学部学生食堂 盛岡市上田三丁目18-34
24-1001 キリンシティ盛岡 盛岡市盛岡駅前通1-48盛岡駅２階
26-1001 浜焼酒場！海王 内丸店 盛岡市内丸4-19
30-1001 盛岡大学学生食堂 滝沢市砂込808番地
R3-1001 カフェフードバーわいわい 陸前高田市高田町字大隅 93-1-7
R4-1001 カフェ里やま 二戸郡一戸町中山字大塚363
R4-1002 かごのめ 盛岡市菜園２丁目４-21　1978ビル４F
R4-1003 サカリバ 盛岡市盛岡駅前通11-11　木伏緑地内　店舗６
R4-1004 ニューオドロカ 盛岡市菜園2丁目3－22　プラザバンベールビル1F
R4-1005 リストランテ　シカザワ 盛岡市菜園2丁目4－6
R4-1006 大衆酒場ダコッタ 盛岡市菜園2丁目3-22　プラザバンベールビル2F

エコホテルいわて認定店 1店舗
認定番号 小売店名 小売店住所
R4-2001 平田パンション 釜石市平田町１丁目101番地


