
弘前の旬の観光やまつり、イベント情報を配信。
メールマガジン会員募集中！ 登録は、http://www.hirosaki-kanko.or.jpヘ

●会員カードのお申し込み・お問い合わせは

（公社）弘前観光コンベンション協会
〒036-8588 青森県弘前市大字下白銀町2－1

TEL:0172-35-3131
FAX:0172-35-3132

http://www.hirosaki-kanko.or.jp

ようこそ「あずましの津軽・弘前」へ！
弘前市旅館ホテル組合加盟店の特典

❖宿泊割引は弘前市旅館ホテル組合への宿泊申し込みに限らせていただきます。
❖お申し込みの際には必ずカードを呈示するか、会員である旨お知らせください。
❖特典は会員ご本人様のみ対象とさせて頂きます。

■宿泊お問い合わせ・お申し込みは
　弘前市旅館ホテル組合のホームページ
URL http://www.hiroyado.com/  E-mail info@hiroyado.com
■弘前市土手町139 ■電話 0172-34-2657 ■FAX 0172-34-2714
■営業時間 平日9：00～17：00 ■定休日 土曜・日曜・祝日

宿泊料金5％割引 特典

〈対象店一覧〉

石場旅館 旅館江戸川
小堀旅館 斎栄旅館 
ホテルニューキャッスル
弘前プリンスホテル
弘前市 星と森のロマントピア
駅前ホテルニューレスト
弘前国際ホテル 弘前東栄ホテル
弘前パークホテル 弘前プラザホテル
津軽の宿 弘前屋 ビジネスホテル鶴林
ホテルルートイン弘前駅前
ブロッサムホテル弘前 宮崎旅館
ベストウェスタンホテルニューシティ弘前

（公社）弘前観光コンベンション協会

弘前の観光を応援する
2つの会員カード
弘前感交劇場サポーターズクラブ さくら

観光「弘前」ささやかなおもてなし

カードをご呈示で、ご飲食やお買い物の割引等、
うれしい特典が受けられます。
たくさんの協力店が、会員のみなさまの
お越しをお待ちしています。

会員特典

〈この特典は平成27年3月31日まで有効です。〉

弘前感交劇場サポーターズクラブ さくら弘前感交劇場サポーターズクラブ さくら

（公社）弘前観光コンベンション協会
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03お仏壇の一心堂
伝統的な唐木仏壇をはじめ、スタイリッシュなモダン仏壇など常時100基展示。さ
らにお香、ふくさ、念珠等多数取り揃えております。また、H25年７月喫茶コーナー
Café阿吽（あうん）もOpen。お気軽にお立ち寄りください。

店内商品10％割引（仏壇、仏具、神棚、神具）
Café阿吽:ランチまたはワンドリンク100円割引

■弘前市森町2-1 ■電話 0172-35-7020 ■FAX 0172-35-2208 
■営業時間 9:00～18:00 ■定休日 無 ■駐車場 有

特典
❖来店時にカードをご呈示ください。❖他特典との併用はできません。

■URL http://hirosakikouekisya.co.jp 
■E-mail:k-issindo@feel.ocn.ne.jp

06オールドジャンク
昭和２年建築の弘前最古の鉄筋コンクリートビルディングで、古き良き時代に思い
をはせて、おいしいおつまみ、ビール、ワイン、ソフトドリンク等お楽しみください。

お１人様、ご飲食代3,000円以上でワンドリンクサービス

■弘前市元寺町9 三上ビル2F ■電話 0172-38-2988 
■営業時間 昼11：30～14：00 夜17:00～23:30 
■定休日 日曜（予約のみ営業） ■駐車場 有（三上ビル裏側） 

特典
❖５名様以上の場合は、ご予約をお願い致します。❖来店時にカードをご呈示くだ
さい。❖クレジットカードのご利用はできません。

12五穀豊穣屋
現代人に不足しがちな、ビタミン、ミネラルを多く含む五穀（麦、粟、きび等）そのもの
や五穀を使用した加工品を販売しております。中でも五穀おからドーナツは有機無農
薬栽培大豆からとったおからと全て国産の穀類を使って作った甘さひかえめのドーナ
ツで大変好評を得ております。又五穀ご飯は五種類の穀類を五穀屋オリジナルの配
合でブレンドしたもので白米に混ぜて炊くだけで簡単に栄養をとることができます。

五穀おからドーナツ500円以上お買い上げのお客様10％割引

■弘前市大町1-1-2 ■電話 0172-36-5598 ■FAX 0172-37-9537 
■営業時間10:00～19:00 ■定休日 毎週水曜 
■駐車場 有（シティホテルの駐車場をご利用ください。）

特典
❖会計時にカードをご呈示ください。❖他特典との併用はできません。
❖クレジットカードのご利用はできません。

13㈲ゴールド農園（加工場）
葉とらずりんごを主原料とした、混濁ストレートジュースをぜひ味わってください。

ジュース・ジャムお買い上げのお客様20％割引

■弘前市下湯口字扇田112-3 ■電話 0172-84-1130 ■FAX 0172-84-1131
■営業時間8:00～17:00 ■定休日 日曜 ■駐車場 有

特典
❖カード呈示で１グループOK！❖会計時にカードをご呈示ください。
❖他特典との併用はできません。❖クレジットカードのご利用はできません。

■URL  http://www.goldnouen.com 
■Email:g.nouenn@eos.ocn.ne.jp

14百石町ラグノオ SAKI（サキ）
焼きたてパンやサンドウィッチをはじめ、モーニングセット、ランチセットなどが人
気。特にサキのカレーランチがおすすめです。

お買い物代及びご飲食代５％割引

■弘前市百石町9 ■電話 0172-33-2122 ■FAX 0172-33-2143
■営業時間 8:00～19:00 ■定休日 無 ■駐車場 有（店舗裏側）

特典
❖カード呈示で１グループOK！❖会計時にカードをご呈示ください。
❖他特典との併用はできません。❖クレジットカードのご利用はできません。

■URL http://www.rag-s.com（ラグノオのホームページ）

15百沢 清明館
1道路から離れているので閑静である。2広間から眺める風景は大自然、特に秋の紅
葉はみごと。3料理は岩木山からとれる山菜と青森県の海のものと手作りの山海料理。 

日帰り温泉 お一人様100円割引

■弘前市百沢字寺沢 ■電話 0172-83-2165 ■FAX 0172-83-2622 
■営業時間9:30～17:00 日帰り温泉10:00～19:00 ■定休日 月曜 
■駐車場 有（無料）

特典
❖ご予約をお願いいたします。❖他特典との併用はできません。❖来店時にカードを
ご呈示ください。❖クレジットカードのご利用はできません。

16そば処 清水
イス席、座敷席いずれもあり、お子さまからご年配の方々までくつろげるそば屋です。
夏はかき氷、冬は白玉ぜんざいなどの甘味も人気です。

特製 海彦そば￥1,250を20％引き

■弘前市茂森新町１－１－14 ■電話 0172-37-3763
■営業時間 11:00～20:00・火曜日 11:00～16：00閉店
■定休日 毎週水曜（祝日等は営業し、翌日は休業）
■駐車場 店舗前３台 店舗右側隣地７台 計10台

特典
❖オーダー時にカードをご呈示ください。❖他特典との併用はできません。
❖カード呈示で１名様のみご利用可。

17津軽藩ねぷた村
「弘前ねぷた」「津軽の民工芸品の制作実演」「津軽三味線生演奏」など津軽・弘前
をまるごと体験出来る見学施設、青森県内のおみやげが充実している売店。鉄釜で
炊いたごはんを提供する食事処「津軽旨米屋」など充実した観光施設です。

食事処「津軽旨米屋」にてご飲食のお客様コーヒー1杯サービス

■弘前市亀甲町61 ■電話 0172-39-1511 ■FAX 0172-39-1212 
■営業時間 9:00～17:00 （12月～3月 9:00～16:00）
　食事処営業時間 11:00～15:00
■定休日 12月31日 ■駐車場 有

特典
❖オーダー時にカードをご呈示ください。❖カード呈示で1グループOK！

■URL http://www.neputamura.com ■E-mail:info@neputamura.com

22㈱トヨタレンタリース青森 弘前堅田店
ヴィッツ、パッソ、ラクティスなどのコンパクトカーからハイブリットカープリウス、
アクア、7人、8人乗りのワゴン車、福祉車両まで、豊富に取り揃えております。

レンタカー利用料５％割引（HV1、P1、W1、T1クラスを除く）

■弘前市堅田2丁目1-1 ■電話 0172-36-0100 ■FAX 0172-36-0129 
■営業時間 8:00～19:00 ■定休日 無 ■駐車場 有

特典
❖来店時又は予約時にカードをご呈示ください。❖他特典との併用はできません。
❖青森県内のみのご利用に限らせていただきます。

■URL http://www.r-aom.co.jp/

24㈱ハリカ弘前店
ハリカは創業50年を越える歴史ある会社で、まごころを込めた商品のご提供に邁
進しております。お中元、お歳暮、内祝、快気祝から記念品などあらゆる用途に適
したさまざまな商品を豊富なラインナップで取り揃えております。贈り物のことなら
何でもハリカ弘前店にお任せください。

お買い物代10％割引 ※一部商品を除きます。

■弘前市宮川3-7-5 ■電話 0172-32-1155 ■FAX 0172-32-1169 
■営業時間 9:30～18:30 ■定休日 無 ■駐車場 有

特典
❖会計時にカードをご呈示ください。

■ E-mail:harika321155@ybb.ne.jp

25パレモコ・エトワール 宮川
ゲラン化粧品、ギフト、服飾雑貨の店。

3,000円以上お買い上げの方に粗品。

■弘前市鉄砲町2-2 グローリア初穂1F ■電話 0172-34-1234 
■FAX 0172-33-1116 
■営業時間 月～木13:00～18:00 金・土10:00～18:00 
■定休日 日曜 ■駐車場 有

特典
❖会計時にカードをご呈示ください。

18つがる塗の店（弘前津軽塗商工業協同組合）
弘前市の下町と称される地域に位置し、弘前公園西濠にも近く古くより津軽塗職人町と
称される処で、津軽為信に仕えた軍師、沼田面松斎の菩提寺、誓願寺が有り、此れを左
折し第二中学校方面に直進して頂くと程無く見えてまいります。津軽塗職人達で、明治
40年に創立した歴史を持つ物販館の風貌が感じられない施設の中にお店を構えており
ますが、お気軽にお立ち寄り頂き堅牢優美な逸品に触れお買い求め頂ければ幸いです。

①メンバーズカード呈示のお客様、30％割引
②サポーターズクラブカード呈示のお客様、20％割引

■弘前市西大工町82-1 ■電話 0172-35-4004 ■FAX0172-36-8868 
■営業時間 9:00～17:00 ■定休日 日曜・祝日・第2／第4土曜 ■駐車場 有 

特典

❖カード呈示で1グループOK! ❖（来店時・オーダー時・会計時）にカードをご呈示く
ださい。❖他特典との併用はできません。❖クレジットカードのご利用はできません。

■URL http://www.tsugaru-nuri.com/ ■E-mail:h.tugarunurikumiai@ia2.itkeeper.ne.jp

23日本チケット
商品券・ギフトカード985～990円／はがき95％／普通切手95％･記念切手94％
／印紙98～99％／ディズニーパスポート6,150～6,350円／ジェフグルメカード
485円／SoftBank3000プリカ2,880円／JR東日本株主優待券2,100円～／新
幹線格安きっぷ東京14,320円～／高速バスパンダ号4,500円などお得な価格と豊富
な品揃え。楽天オークション月間取引件数1,000件　売上2,000万円（2014.２実績）

（正会員）国内航空券表示割引価格より更に500円割引
（正会員）新幹線きっぷ（新青森―東京）表示格安料金より更に500円割引

■弘前市駅前1-2-1 ■電話0172-38-3222 ■FAX0172-38-3223 
■営業時間 9:30～18:00 ■定休日 年末年始 ■駐車場 有 

特典
❖要予約 ❖カード呈示で1グループOK！ ❖割引上限1会員につき年間累計
50,000円 ❖来店時にカードをご呈示ください。❖新幹線きっぷはご来店前日迄に
FAX又はメールにてお申込みください。❖クレジットカード利用不可

■URL http://www.nihon-ticket.com ■E-mail:info@nihon-ticket.com

20どて箱 コミュニケーション・ショップ
地域の隠れた名品を探しながらショッピングを楽しめます。ケーキやコーヒーをおとも
に一服することもでき、人と人との交流の場として活用することもできます。あるいは自
分の手づくり作品を販売・PRする場としても活用できる多目的なスペースです。

2,000円以上お買い上げのお客様にコーヒー１杯サービス

■弘前市土手町112-1 ■電話・FAX0172-34-7121 
■営業時間 11:00～18:00（土日祝17:00迄）■定休日 不定休 
■駐車場 有 

特典
❖会計時にカードをご呈示ください。

■URL http://ameblo.jp/alpha-yachinaka ■E-mail:alphatd@smile.ocn.ne.jp

27（公社）弘前市物産協会
　　「さくらはうす」「武徳殿物産販売所」
①アンテナショップ「さくらはうす」（弘前市立観光館内）、
②「武徳殿物産販売所」（弘前公園内）では、地元の会員各社が提供する地
元ならではのお土産を取り揃えてあります。津軽のお土産なら（公社）弘前市物産
協会アンテナショップでどうぞ！

①②お買い物代金５％割引

■①弘前市下白銀町２-１ ②弘前公園内 
■電話 ①0172-33-6963 ②0172-33-5283 
■FAX①0172-37-6388 ②0172-33-5283 
■営業時間 ①9:00～18:00（まつり期間除く）
　　　　　 ②9:00～17:00（営業期間4月1日～11月23日、11月24日～3月31日まで冬期休業） 
■駐車場 ①有（観光館地下駐車場 １時間無料） ②無　

特典
❖（来店時・オーダー時・会計時）にカードをご呈示ください。
❖他特典との併用はできません。
❖四大まつり期間中及び酒類等の一部商品は除かせていただきます。 
❖クレジットカードのご利用はできません。

■URL http://www.hirosaki-bussan.or.jp/ 
■E-mail:info@hirosaki-bussan.or.jp

29ホテルニューキャッスル ブラッスリー・ル・キャッスル
ホテルニューキャッスル１階にある洋食レストランです。カジュアルな一品料理から
コース料理まで幅広くご用意しております。

お食事のお客様にワンドリンクサービス

■弘前市上鞘師町24-1 ■電話 0172-36-1211 ■FAX0172-33-4577
■営業時間 9:00～21:30 （L.O） ■定休日 無 ■駐車場 有（80台 無料）

特典
❖来店時にカードをご呈示ください。❖カード呈示で1グループOK！
❖各種割引サービス・他特典との併用不可。

■URL http://www.newcastle.co.jp 
■E-mail:info@newcastle.co.jp

36嶽温泉 山のホテル
当館名物の“マタギ飯”の他に、ジビエ料理も多数提供しております。冬季間限定
のサービスもございます。

一人1,000円以上ご利用の場合、りんごジュースサービス

■弘前市常盤野字湯の沢19 ■電話 0172-83-2329
■FAX 0172-83-2608 ■営業時間 11:00～15:00
■定休日 11月～12月定休日あり 1月～4月中旬 定休日あり（お問い合わせください）
■駐車場 有

特典
❖（来店時・オーダー時・会計時）にカードをご呈示ください。

■URL http://www.yamanohotel.com/ 
■E-mail:mail@yamanohotel.com

32津軽のお宿 南田温泉ホテルアップルランド
弘前駅の送迎ありで安心。津軽の中心に位置する観光に最適な温泉宿です。人
気のりんご風呂、掛け流しの弱アルカリ性美容泉が心も体も癒してくれます。

ご宿泊のお客様に夕食時ソフトドリンク又は日本酒1本付

■平川市町居南田166-3 ■電話 0172-44-3711 ■FAX 0172-44-3771 
■営業時間 チェックイン15:00～ チェックアウト10:00 ■休館日 4/1 
■駐車場 有（屋外180台）無料

特典
❖要予約

■URL http://www.apple-land.co.jp
 ■E-mail:info@apple-land.co.jp

33メガネクリニック
メガネの度が合わないとか眼が疲れる等のお悩みがある場合、眼鏡士が丁寧に
お応えします。

レンズ・フレーム共に30％引き（品物によりそれ以上の割引もあります）

■弘前市本町56-8 ■電話・FAX0172-36-2345
■営業時間10:00～19:00 ■定休日 第1・3・5日曜 ■駐車場 有

特典
❖来店時にカードをご呈示ください。
❖クレジットカードはご利用できません

■E-mail:megane1889@indigo.plala.or.jp

05おばとみ
女子大生と愉快なママと一緒に、楽しくお食事しながらお酒を楽しんでください。
地元の食材をご用意しております。

お料理一品サービス※来店時にカードをご呈示ください。
■弘前市駅前町10-1-304 ■電話 0172-36-3223 ■FAX 0172-33-1564 
■営業時間16:00～23:00
■定休日 毎週月曜（連休有）■駐車場 無 （大町共同パークをご利用ください） 

特典

37㈱レンタルのニッケン 弘前営業所
レンタル商品はもちろん、自社商品の開発・製造・販売も行っております。有料ボ
ランティア精神をモットーに、お客様のニーズにお応えします。

会員様特典としてレンタル料金より5％割引※他経費は対象外

■平川市日沼富田19-7 ■電話 0172-57-5411 ■FAX 0172-57-5426
■営業時間 8:30～17:30 ■定休日 日曜・祝日・お盆・年末年始 ■駐車場 有

特典
❖ご予約をお願いいたします。❖割引の上限料金を5,000円とさせて頂きます。

■URL http://www.rental.co.jp/ 
■E-mail:nikken@rental.co.jp

21東横イン弘前駅前
JR弘前駅より徒歩1分。コンビニ、バス停、タクシー乗り場が目の前にあり、利便性
抜群。観光にビジネスに最適です。シングルでもダブルのフランスベッドを使用。明
るい室内で快適にお寛ぎいただけます。朝食は手作りのおかず、お味噌汁が大好評
の無料サービス！！フロアも禁煙、喫煙選べます。

弘前りんごを１個（１室）プレゼント

■弘前市駅前1-1-1 ■電話 0172-31-2045 ■FAX 0172-31-2046 ■営業時間 
24時間 ■定休日 無 ■駐車場 立体駐車場（高さ2m・幅1.8m・長さ5m・重さ2.3t）

特典
❖要予約 ❖来店時にカードをご呈示ください。❖他特典との併用はできません。

■URL http://www.toyoko-inn.com ■E-mail tomok.higuchi@toyoko-inn.com

11明治の芝居小屋 康楽館
和洋折衷の木造芝居小屋では日本最古。常打芝居観劇と黒子のガイドによる舞台
裏の見学は、初体験・カルチャーショック・驚きの連続です。大鰐弘前ICから芝居
小屋康楽館まで約30分。明治の香り漂う小坂町へ。

施設見学・常打芝居10％割引（お一人様につき）

■秋田県鹿角郡小坂町小坂鉱山字松ノ下2 ■電話0186-29-3732
■FAX0186-29-3219 ■営業時間 9:00～17:00（常打芝居開演は、パンフレッ
ト参照）■定休日 年末年始 ■駐車場 無料（120台）

特典
❖来館時にカードをご呈示ください。❖カード呈示で1グループOK! 
❖他特典との併用はできません。❖クレジットカードのご利用はできません。

■URL http://kosaka-mco.com/

10北の綿雪＆EpiStick さくら野弘前店
新食感スティックスイーツ、キュートな形のエピスティックが好評発売中です。しっ
とりふんわりやさしい食感がお口に広がります。お好みのテイストでぜひご賞味くだ
さい。その他おなじみの綿雪、本格ネルドリップコーヒー、ジェラートなどをご用意
して、お客様のお越しをお待ちしております。

エピスティック3本お買い上げでお好きなエピスティック1本サービス

■弘前市城東北3丁目10-1さくら野百貨店1Ｆ ■電話0172-26-3330
■FAX0172-26-3450 ■営業時間 10:00～20:00 ■定休日 無 
■駐車場 無料駐車場あり

特典
❖オーダー時にカードをご呈示ください。

■URL http://kitanowatayuki.jp/ 
■E-mail:ns_management@tmt.ne.jp

34㈱八木橋薬局 本店
創業80年「ぼくとわたしの相談薬局」をモットーに、美と健康に貢献します。お
気軽にご相談ください。（化粧品はアルビオン）

一品以上お買い上げのお客様に
めまい、耳鳴り、肩こり、物忘れ、頭痛、頭重、冷えなどに効果
のあるサプリメントを 3日分 差し上げます。

■弘前市和徳町23-5 ■電話 0172-35-2811 ■FAX0172-35-2813
■営業時間 8:30～19:30 ■定休日 第1・第2日曜
■駐車場 有（本店隣2台 北横町側おむすびころりんの所2台）

特典

❖会計時にカードをご呈示ください。

■URL http://www.yubiwa-ten.com 
■E-mail: info@yubiwa-ten.com

08片山指輪店
創業明治よりこだわりのジュエリーを中心に貴金属全般を扱っております。サイズ
直しや修理など、お客様のご要望にきめ細かく対応させて頂いております。

指輪のサイズ直し料金10％割引いたします。

■弘前市元寺町54 ■電話 0172-34-2847 ■営業時間 9:00～20:00
■定休日 火・祝 ■駐車場 1台

特典
❖来店時にカードをご呈示ください。❖クレジットカードのご利用はできません。
❖素材によっては、お直し出来ないものもございます。

07総合家具館かさい／佛光堂かさい
家具をはじめ、インテリア用品・オーダーカーテン・畳・健康商品・仏壇・神仏具・
墓石等、総合家具館だからこそ、お客さまの幅広いニーズにお応えできます。欲
しいときが買い時!! 専門スタッフが丁寧に対応いたします。

表示価格よりさらに5％OFF！

■弘前市土手町161-1 ■電話 0172-36-1501 ■FAX 0172-36-1503 
■営業時間 10：00～19：00 ■定休日 毎週火曜 ■駐車場 有 

特典
❖来店時にカードをご呈示ください。❖クレジットカードのご利用はできません。

■E-mail info@kasaikagu.co.jp

35㈲大和家
3.000円以上お食事の方、りんごジュース1杯サービス

■弘前市百石町47-1 ■電話 0172-36-6633 ■FAX 0172-33-1359 
■営業時間 11:00～20:30（L.O）
■定休日 12月31日 1月1日 8月13日 不定休■駐車場 有 

特典
❖カード呈示で1グループOK! ❖ランチでのご利用はできません。❖来店時にカー
ドをご呈示ください。❖他特典との併用はできません。
❖クレジットカードのご利用は出来ません。❖要予約

■URL http://www.yamatoya.to/ 
■E-mail:info@yamatoya.to

四季を彩る津軽郷土料理と女将がこだわる老舗の味が楽しめます。

28（公社）弘前観光コンベンション協会 関連施設

（正会員）お買い物代及びご飲食代10％割引
（サポーターズクラブさくら）お買い物代及びご飲食代5％割引特典

❖会計時にカードをご呈示ください。❖他特典との併用はできません。
❖りんご公園以外の施設はクレジットカードのご利用はできません。

まちなか情報センター内カフェセルクルでは人気のソフトクリームの他パスタなどの軽
食あり！藤田記念庭園内の大正浪漫喫茶室は四季折々の美しい庭を眺めながら本格
的コーヒーを堪能できます。弘前市りんご公園では、りんごにこだわったグッズやお菓
子などの商品を多数販売しております。ぜひ一度お越しくださいませ！
①まちなか情報センター カフェセルクル（0172-31-5160）
②藤田記念庭園 大正浪漫喫茶室（0172-37-5690）
③弘前市りんご公園（0172-36-7439）

26㈱弘前公益社

お供物用生花、盛篭10％割引

■弘前市松森町16 ■電話 0172-34-5180 ■FAX 0172-36-6120 
■営業時間 8:20～17:00 ■定休日 無 ■駐車場 有 

特典
❖来店時にカードをご呈示ください。❖他特典との併用はできません。

■URL http://www.hirosakikouekisya.co.jp 
■E-mail:h-kouekisya@feel.ocn.ne.jp

葬祭文化の伝統に基づきながら、時代の変化、多様化する価値観とニーズに対応
した新鮮な施行と“こころ”をかたちにしたサービスを信条とする。関連会社に㈱ゆ
うネット弘前（駒越町）、㈲お仏壇の一心堂（森町）、㈲パブリックサービス（松森町）
がございます。

19㈱東海自動車工業

車検・鈑金・新車中古車販売・その他10％引き

■弘前市神田1-5-4 ■電話 0172-33-7700 ■FAX 0172-32-7171 
■営業時間 8:30～17:30 ■定休日 日曜 ■駐車場 有 

特典
❖来店時にカードをご呈示ください。❖クレジットカードのご利用が出来ます。
❖ご来店の際はご予約ください。

カーライフをトータルサポートするクルマのプロショップ。業務内容は新車販売、各種中
古車販売、自動車整備並びに自動車部品、中古部品、カー用品の販売、損害保険、
自動車鈑金塗装、カーリース及びメンテナンスもしております。どうぞお気軽にお問い
合わせください。

31珈琲 北奥舎（田中屋内）

3,000円以上漆器（塗物）をお買い上げの頂いたお客様へ
コーヒーのサービス。（カードとレシートを呈示してください）

■弘前市一番町角 ■電話 0172-36-9208 ■FAX 0172-33-6668
■営業時間 10:00～18:00 ■定休日 無 ■駐車場 有

特典
❖来店時にカードをご呈示ください。❖カード呈示で1グループOK！ 
❖他特典との併用はできません。

■URL http://www.tugarunuri.jp/（津軽塗田中屋 検索 ）

漆器専門店「田中屋」が併設する「北奥舎」

30ベストウェスタンホテルニューシティ弘前 2Ｆ ザ・キッチン
旬の和食・洋食・中華など世界各国のバラエティ豊かなお料理を、オープンキッチ
ンよりご提供致します。60種以上のメニューが月毎に変わるランチブッフェや、土日
祝限定のデザートブッフェがお楽しみいただけます。夜はフランス料理を気軽に楽し
めるコースからアラカルトメニューまで、ソムリエがセレクトするワインと合わせてお楽
しみいただけます。弘前ならではの季節感あふれるお料理をご堪能ください。

5,000円以上のパーティプランご利用の幹事様へスパークリングワイン1本プレゼント

■弘前市大町1-1-2 ■電話 0172-37-9555 ■FAX 0172-37-1229 
■営業時間 モーニング ７:00～10:00／ランチ11:30～14:30（L.O.14：00）
　／ディナー17:30～22:00（L.O.21：30）
■定休日 無 ■駐車場 有 100台

特典
❖要予約 ❖来店時にカードをご呈示ください。❖他特典との併用はできません。

■URL http://www.bestwestern.co.jp/hirosaki/ 
■E-mail:hirosaki@bestwestern.co.jp

30ベストウェスタンホテルニューシティ弘前 1Ｆ カフェ・ド・ビジュー
香り豊かなコーヒーやスイーツをお楽しみいただけるティーラウンジです。ホテル特製
の蜜りんごのアップルパイをはじめ、季節限定のケーキや焼きたてのパンが並び、お土
産の販売も致しております。ご予約でホテルメイドの生デコレーションケーキも承ってお
ります。また、ゆったりとしたソファーでくつろぎながら、おしゃれなパーティーを演出す
る“女子会プラン”は、貸切でプライベートな空間をお楽しみいただけます。

生デコレーションケーキ（15㎝ ）通常3,024円を
→特別価格2,570円でご予約承ります。（15％OFF）

■弘前市大町1-1-2 ■電話 0172-37-9513 ■FAX 0172-37-1229 
■営業時間 10:00～20:00 ■定休日 無 ■駐車場 有 100台

特典
❖要予約 ❖来店時にカードをご呈示ください。❖他特典との併用はできません。

■URL http://www.bestwestern.co.jp/hirosaki/ 
■E-mail:hirosaki@bestwestern.co.jp

09㈱菊池薬店
調剤、一般薬販売、化粧品、健康食品etc.「健康と美容」関連商品揃っています。
ハリウッド　コーセー　カネボウ　エステもできます。相談販売、漢方相談、配達
サービスもあります。

ポイント５倍

■本店 弘前市土手町18 ■電話 0172-32-7556 ■FAX 0172-32-7582
■営業時間 本店９:30～19:00 ■定休日 無
■駐車場 スカイパーク 朝日駐車場

特典
❖来店時にカードをご呈示ください ❖他特典との併用はできません。

本店， ケー’ドラッグ101（イオンタウン
弘前樋ノ口店内）（ユニバース堅田店内）

02㈲アブラ土谷商店
大学病院の通りにある小さいガソリンスタンドです。お客様はオーナードライバ
ーが主体で高齢者、女性客が多く来店しています。ガソリン価格は市内でも安値
に挑戦しています。

1）当店現金会員価格より2円割引 ※ただし現金支払いのみ
2）当店洗車メニューの30％割引

■弘前市本町77-3 ■電話 0172-32-7576 ■FAX 0172-32-7577
■営業時間 平日7:30～20:00 日曜8:00～18:00
■弘前市岩木SS ■電話 0172-82-2850 ■営業時間 7:00～19:00
■平川市尾上SS ■電話 0172-57-3341 ■営業時間 7:00～19:00

特典
❖オーダー時にカードをご呈示ください。

■URL http://abla.jp/ 
■E-mail:spth6s99@lagcon.ocn.ne.jp

01ランプの宿 青荷温泉
昭和４年開湯。４つの湯めぐりをお楽しみください。

立寄湯通常520円のところ50%off の260円

■黒石市沖浦字青荷沢滝ノ上1-7 ■電話 0172-54-8588
■FAX 0172-54-2655 ■営業時間 立寄湯4月１日～11月30日 10:00～
15:00 12月1日～3月31日までは要予約 チェックイン15:00 ・チェックアウト 
10:00 ■定休日 無 ■駐車場 約30台

特典
❖来店時にカードをご呈示ください。❖カード呈示で１グループOK！
❖クレジットカードのご利用はできません。

■URL http://www.yo.rim.or.jp/̃aoni/

04ウェスパ椿山
ガラス工房やレストラン、物産館など体験型のリゾート施設で、駅に直結している
ため交通も便利！日本海が一望できる開閉式の展望温泉は４月から10月までの
天気のいい日に限り窓が開き、露天温泉となります。夕陽が沈むのを見ながらぜ
ひ癒されに来てください！コテージにはキッチンがついておりますので自炊も出来
ます。夏はBBQから冬はお鍋まで、年間を通してお楽しみいただけます。

スロープカー  大人@400→＠300・小人@200→＠150
展望温泉  大人@500→＠400・小人@300→＠250･幼児@200→＠150
昆虫館  売店商品 ５％引き
レストラン  お食事をされた方にウェルカムドリンクサービス
ガラス工房  オリジナルポストカードプレゼント

■西津軽郡深浦町舮作字鍋石226-1 
■電話 0173-75-2261 ■FAX 0173-75-2812 
■営業時間

※物産館の営業時間　９:00～18:00（11月～３月は17:00まで）
　　　　　　　　　　（12月～３月は毎週水曜定休）
※ガラス工房は11月～３月まで毎週火曜定休
■定休日 無 ■駐車場 200台（無料）

❖カード呈示で1グループOK。❖他特典との併用はできません。

■URL http://www.wespa.jp ■E-mail:info@wespa.jp

特典


