
弘前さくらまつり消費応援キャンペーン 2021.4.23現在

https://www.hirosaki-kanko.or.jp/web/edit.html?id=hanadan

【弘前公園周辺エリア】
店舗名 ジャンル 営業時間 住所（全て弘前市内） 電話番号 定休日

1 カフェ 山崎 洋食
11:30-14:30(L.O)
17:30-20:30(L.O)

親方町36-1 0172-36-0082
月曜
(4/26.5/3営業）

2 レストラン 山崎 洋食
11:30-14:00(L.O)
17:30-20:30(L.O)

親方町41 0172-38-5515
月曜
(4/26.5/3営業）

3 和食レストラン 佐和家 和食 11:00-14:30、17:00-22:00 本町91 0172-37-0055 12/31,1/1

4 音羽亭 居酒屋 17：00-22：00 本町85-1 明治屋グランドビル1F 0172-33-8766 5/5.5/9

5 居酒屋わらじ屋 居酒屋 17：00-22：00 本町85-1 明治屋グランドビル1F 0172-36-1178 期間中休みなし

6 本町坂とりっこ 居酒屋 18:00～24:00 本町85-1 明治屋グランドビル1F 0172-33-4079 不定休

7 焼肉中道 本町店 焼肉 11:30-22:30 本町85-1 明治屋グランドビル1F 0172-32-5559 12/31

8 津軽藩ねぷた村　津軽旨米屋 和食 11:00-15:00 亀甲町61　津軽藩ねぷた村 0172-39-1511 無休

9 ますみや 麺類 12:00-17:00 元寺町56-2 0172-34-0002 土曜

10 野の庵 和食・麺類 11:30-(要予約) 五十石町57 0172-36-0500 なし

11 珈琲はなまる 喫茶 10:30-18:00 若党町61-4 0172-37-8701 木曜

12 らぁめん萬 麺類 11:00-14:30 元大工町20-1 0172-55-6777 日曜

13 大正浪漫喫茶室 喫茶 9:00-17:00(L.O16:30) 上白銀町8-1 藤田記念庭園内 0172-37-5690 無休

14 クラフト＆和カフェ匠館 喫茶 9:00-17:00(L.O16:30) 上白銀町8-1 藤田記念庭園内 0172-36-6505 12/29-1/3

15 食事処 追手門 和食 11:00-18:00(L.O17:30) 下白銀町2-1 立観光館1F 0172-31-4555 火曜

16 黄色い麦わら帽子 喫茶 11:00-14:00 上白銀町1-10 2F 0172-88-6812 日・月
（まつり期間中無休）

17 アジアン・エスニック　弦や 他
11：30-14：00（月-金）
18：00-23：00（月-土）

本町76-1 0172-34-9951 不定休

NEW ブラッスリー・ル・キャッスル 洋食
4/23-5/5 11:00-20:00(L.O19:30)
通常11:00-18:00(L.O17:30)

上鞘師町24-1
ホテルニューキャッスル1F

0172-36-1211 無休

NEW ベルビュー 洋食 17:30-21:00(L.O20:30)
鞘師町24-1
 ホテルニューキャッスル1F

0172-36-1211
営業日4/23-25、
4/29-5/4

NEW 居酒屋 この花 居酒屋 17:30-21:00(L.O20:30)
上鞘師町24-1
ホテルニューキャッスル1F

0172-36-1211
営業日4/23-25、
4/29-5/4

【土手町周辺エリア】
店舗名 ジャンル 営業時間 住所（全て弘前市内） 電話番号 定休日

1 創作郷土料理の店 菊冨士本店 和食・麺類
11:00-14:30(L.O)
17:00-21:00(L.O)

坂本町1 0172-36-3300
木曜、
月2回不定休

2 cafe bar aj 洋食・ナイト 18:00-25:00 百石町12-3 0172-88-6788
不定休
（要問合せ）

3 津軽弘前屋台村 かだれ横丁（全店）
和食・洋食・
居酒屋

18:00-24:00 百石町2-1 0172-38-2256 店舗により異なる

4 二代目 暁 居酒屋 18：00-25：00 百石町22-4 月曜

5 la★Fuul 洋食・ナイト 12：00-15：00、18：00-24：00 百石町25-2 高杉店舗1F 0172-55-5587 火曜

6 呑み喰い蔵座敷 川丁 居酒屋 17:00-23:00 百石町60-9 0172-35-4111 水曜

7 ベーカリー＆カフェ　SAKI 喫茶 8：00-19：00 百石町9 0172-33-2122 火曜

8 車寿司 和食 11:30-14:00、16:30-21:00 土手町126 弘前パークホテル内 0172-34-6955 水曜

9 津軽郷土料理の店 あば 居酒屋 18:00-23:00(4/23～5/5) 土手町166 0172-34-8570 不定休

10 フォーク酒BAR てふてふ 居酒屋 11:30-14:30、17:30-24:00 土手町31 ごちそうプラザ内 0172-88-9506 日曜

11 土手町パーラー モード・カフェ 洋食・喫茶 11:00-19:00 土手町31
コミュニティパーク ごちそうプラザ

0172-88-5226 水曜

12 逸品居酒屋 鯨賓館 居酒屋 17:30-22:30 土手町31
コミュニティパーク ごちそうプラザ

0172-88-6160 月曜

13 レストラン磊（みついし） 和食
11:30-14:00
17:00-21:00(L.O30前)

土手町55 0172-36-1156 月曜

このリストは「弘前さくらまつり消費応援キャンペーン」に参加している飲食店の一覧です。

コロナウイルス対応のため、営業時間、定休日が変更されていることもありますので、お店にご確認ください。

キャンペーン参加店は随時追加されますので、最新情報は弘前観光コンベンション協会のホームページにてご確認ください。

【ジャンルについて】

和食、洋食、麺類(そば・うどん・ラーメン)、喫茶、焼肉、居酒屋、ナイト(バー、スナック)、他(とんかつ、焼き鳥、中華、カラオケ等)

1 / 4 

https://www.hirosaki-kanko.or.jp/web/edit.html?id=hanadan
http://www.r-yamazaki.com/
http://www.r-yamazaki.com/
https://www.naka-michi.jp/
http://neputamura.com/
https://nonoan-soba.com/
https://www.hirosaki-kanko.or.jp/
https://www.hirosaki-kanko.or.jp/
http://tukimai.x0.com/otemon/
https://www.genyahirosaki.com/
http://www.newcastle.co.jp/
http://www.newcastle.co.jp/
http://www.newcastle.co.jp/
http://www.kikufuji.co.jp/
https://kadare.info/
https://2daime-akatsuki.com/
http://kurazashiki.net/
https://www.rag-s.com/
http://toei-h.com/
http://cho-cho.ogaru.info/


弘前さくらまつり消費応援キャンペーン 2021.4.23現在

店舗名 ジャンル 営業時間 住所（全て弘前市内） 電話番号 定休日

14 ホルモン家もつべぇ 焼肉 17:00～24:00 土手町120 いとうプラザ1F 0172-38-5080 なし

15 カフェ煉瓦亭 洋食・喫茶 11:00-18:00 土手町24 0172-35-9890 なし

16 YAKITORI ROCHE 居酒屋 17:00-23:00 土手町26-1 0172-37-7773 月曜

17 飲食 芝田商店 居酒屋 17:00- 土手町26-1 天香堂ビル1F 0172-37-7758 不定休

18 とんかつ専門店 かつ亭 他
11:00-14:30(L.O14:00)
17:00-21:00(L.O20:30)

品川町33 0172-36-2051 火曜

19 藤寿し 他 17:00-1:00 新鍛冶町4-13 0172-38-1024 第1、3水曜

20 よしじん 居酒屋 18:00-23:00 新鍛冶町4-10 0172-37-3505 日祝

21 サイアン パティオ 洋食 12:00-14:00、17:30-21:00 新鍛冶町8（かくみ小路） 0172-37-2803 火曜

22 diner&bar JET 居酒屋 18:00-1:00 新鍛冶町4-12 0172-37-1553 不定休

23 炭火やきとり 吟 他 17:00-22:30 新鍛冶町8 0172-36-7353 月曜

24 土手の珈琲屋 万茶ン 喫茶 10:00-18:00 土手町36-6 0172-55-6888 火曜

25 Bar&Cafe JUNK BOX ナイト 18:00-1:00 新鍛冶町9-6 0172-55-8628

26 常寿し 和食 11:00-22:00 新鍛冶町9-2 0172-33-1837 月曜
(祝日の場合振替)

27 カレー＆コーヒー かわしま 洋食 11:00-18:00(L.O17:30) 土手町136 0172-34-8800 木曜

28 釜飯と串焼とりでん弘前土手町店 居酒屋 17：00-24：00 土手町135 0172-31-0494 なし

29 Azone 他 15：00-2：00(12：00-5：00） 土手町4朝日会館2F 0172-37-2929 なし

30 Luana Cafe Do（ルアナ カフェ ドゥ） 洋食・喫茶 8:00-20:00(20時以降要予約) 北川端町27-1 三上ビル2F 0172-35-4094 不定休

31 パブリックハウス サムスィング 洋食・喫茶 11:00-20:00 北横町69 0172-35-6237 火曜

NEW ぼんしゃん亭 和食・居酒屋 11:30-13:00、17:30-22:00 土手町36-13 0172-36-6500 日祝

NEW 居酒屋食堂 ドデノメヘヤッコ 居酒屋
昼：11:30-14:00(5/6～の月-木)
夜：17:30-23:00

土手町101 090-3121-6458 毎月25日（金土は営業）
日曜、不定休

【鍛冶町周辺エリア】
店舗名 ジャンル 営業時間 住所（全て弘前市内） 電話番号 定休日

1 としぞう 焼肉 18:00-24:00 親方町43 第一木村ビル1F 0172-36-3668 日曜

2 函館あかちょうちん 弘前店 居酒屋 17:00-23:00 鍛冶町14 0172-35-9853
日曜（月祝の場
合、日営、月休）

3 津軽路 弥三郎 和食 16:00-22:00 鍛冶町23－2 0172-36-6196 不定休

4 スナックかんな ナイト 19:00～1:00　 鍛冶町28 OTTOMAX'S 1F 0172-34-2500 日（要予約で営業）

5 K BAR ナイト
平日19:00-24:00
週末19:00-2:00

鍛冶町35-2
明治屋ゴールデン街1F

090-7932-0991 日曜不定休

6 カラオケバル暁 ナイト 19：00-21：00 鍛冶町42 VIVIDビル 0172-88-6477 月曜

7 ノイカラオケ ラフェスタ 他 18:00-1:00 新鍛冶町48 アネックスビル 0172-38-0312 なし

8 居酒屋 魚々家 居酒屋 17:00-23:30(L.O) 新鍛冶町84-1 グルメタウン1F 0172-35-8099 不定休

9 牛たんダイニングふく助 居酒屋 17：00-23：00（L.O.22:00 ） 新鍛冶町96-1 0172-55-5659 月曜

10 香港韓国ダイニング＆バー 花花 居酒屋
18:00-4:00
18:00-24:00(日曜、連休最終日)

桶屋町5-1 0172-32-3905 水曜

11 とんかつ しげ作 他 11:30-14:00、18:00-20:00 桶屋町65 0172-32-8955 月曜

12 パブ 更紗 ナイト 19:00-24:00 桶屋町24 フリーランドビル1F 0172-33-3633 日曜

13 ホルモン しち弥 焼肉 18:00-24:00 桶屋町4-9 0172-34-7816 日曜
（祝日の場合翌日）

14 すし屋のおおたに 和食 17:00-23:00
新鍛冶町37
明治屋ダイヤモンドビル2F

080-2028-6998 水曜

15 Ripen（ライプン） 喫茶・ナイト
月火木7:00-10:00/14:00-21:00
金7:00-10:00/16:30-23:00
土12:00-23:00、日12::00-18:00

鍛冶町11 城東閣 080-1652-1963 水曜

16 炭火焼 鳥よし 居酒屋 17:00-24:00(L.O23:30) 鍛冶町11 城東閣 0172-88-7789 日曜

17 麺's酒場 燦々 麺類 11:00-3:00 鍛冶町11 城東閣A-1 0172-88-9897 日・月

18 串焼酒場 炭太郎 居酒屋 17:30-24:00（L.O.23:30） 鍛冶町11 城東閣C1 0172-36-5594
水曜（さくらまつり
期間は無休）

19 ドラム缶焼肉 肉イチ 焼肉
11:00-14:00(L.O13:30)
18:00-23:00(L.O22:30)

鍛冶町11 城東閣 0172-26-8253 日曜

20 呑み処 千夜 居酒屋 18:00-23:30 鍛冶町11 城東閣A-2 0172-40-2524 日・月曜
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店舗名 ジャンル 営業時間 住所（全て弘前市内） 電話番号 定休日

21 海鮮酒場 浜焼漁港 居酒屋 18:00-1:00 桶屋町9 老松ビル101 0172-37-2351 不定休

22 藪きん 麺類 11：00-2：00 鍛冶町26 0172-32-5013 月曜日

23 スタイル ナイト 19:00～ 新鍛冶町88-2 リュウセイビル1F 0172-33-5753 なし

24 焼肉の東天 焼肉 18：00～ 新鍛冶町52 0172-32-2929 水曜日

25 シャンソン酒場 漣 他 18:00-22:00 桶屋町16 0172-33-0191 不定休

26 ろばた焼 けん太 居酒屋 17:30-23:30 桶屋町3 0172-35-9514 不定休

27 スナック幸邑 ナイト 19:00-23:00 桶屋町5 グランドパレス2号館 1F 0172-38-1118 日曜

28 どまん中 麺類 20：00-3：00 鍛冶町32 さくらセンター１F 080-4514-8810 日曜

29 料理屋二代目でん八 居酒屋 17：00-22：00（L.O.21:00） 銅屋町34 080-5550-7256 月曜

NEW 肴バル　ノレメナ 洋食、居酒屋 11：00-14：00、18：00-24：00 親方町48-2 ゴリラビル1F 090-6453-0472 4月25日

NEW 居酒屋　炉ん 和食、居酒屋 11：00-14：00、18：00-3：00 新鍛冶町46 アネックスビル1F 090-6453-0472 4月25日

NEW BAR ash ナイト 19:00-3:00 土手町12 0172-37-0333 不定休

【駅前・城東エリア】
店舗名 ジャンル 営業時間 住所（全て弘前市内） 電話番号 定休日

1 とんかつ助六 和食 10:00-21:00 駅前3-15-7 グランメール駅前1F 0172-36-3580 月曜

2 一休寿司 和食 11:00-14:00、17:00-21:00 城東2-1-3 0172-28-1900 水曜

3 中国菜 鳳龍 他 11:00-14:00、17:00-21:00 富田町20-4 0172-37-2661 月・木曜

4 おばとみ 居酒屋 16:00-23:00 駅前町10-1　遊食館304 0172-36-3223 月曜（時々連休）

5 美味処 松ノ木 居酒屋 11:30-14:30、17:00-23:30 駅前町13-1 扶岳ビル 0172-34-2521
日曜（祝日の場合
翌月曜）

6 酒房 徳大寺 和食 17:00-23:00(日-21:00) 大町1-6-1 0172-32-8484 なし

7 ブッフェダイニング シェフズレシピ 和食・洋食・他 11:30-15:00
大町1-1-2
アートホテル弘前シティ 2F

0172-37-9555 無休

8 鉄板焼きシェフズテーブル 他 17:30-22:00(予約制)
大町1-1-2
アートホテル弘前シティ 2F

0172-37-9555 無休

9 ティーラウンジ オークレール 喫茶 10:00-17:00
大町1-1-2
アートホテル弘前シティ 1F

0172-37-9513 無休

10 BAR GLEN MORE(バーグレンモア) ナイト 17：00-2：00 駅前１丁目1-9　1階 0172-26-5338 月曜日

11 天丼てんや弘前店 和食 11：00-23：00 南大町1-1-1 0172-36-1518 なし

12 牛角弘前店 焼肉
17：00-24：00
土日祝16：30-24：00

南大町1-1-1 0172-31-0429 なし

13 窯焼きパンケーキ＆CAFÉ　Piyo 喫茶 9：00-20：00
駅前3-2-1
イトーヨーカドー弘前店１F

0172-32-2100
イトーヨーカドー
に準ずる

14 カラオケ合衆国 弘前城東店 他
月-木・日・祝10:00-3:00
金・土・祝前日10:00-5:00

末広2-5-1 0172-27-2115 なし

15 カラオケ合衆国 102バイパス店 他
月-木・日・祝10:00-3:00
金・土・祝前日10:00-5:00

早稲田3-20-4 0172-29-5353 なし

16 らーめん くまちゃん 麺類 11:00-15:00、17:00-23:00 田園2-3-6 0172-28-1870 火曜

17 東家 和食
11:00-14:30
17:00-22:00(L.O20:00)

城東北3-1-12 0172-27-0333 無休

18 酔い処・食事処 味喜や 和食・居酒屋 11:00-14:00、17:00-22:00 城東中央4-7-8 0172-27-6245 水曜

19 STAGE 山野草 和食
11:00-15:00(L.O14:00)
17:30-21:00(要予約)

城東中央2-6-10 0172-26-3966 日曜、隔週月曜

20 カレーハウス CoCo壱番屋 弘前城東店 他 11:00-24:00(L.O23:30) 外崎4-5-3 0172-27-7456 なし

21 しゃぶしゃぶ温野菜弘前店 和食
17：00-24：00
土日祝16：00-24：00

早稲田3-10-2 0172-27-8329 なし

22 北の綿雪 他 10：00-20：00（L.O19:45）
城東北3-10-1
さくら野百貨店弘前店内

080-3197-4558 無し

23 カフェレストランNobu 洋食 10：30-18：00（L.O17:00）
城東北3-10-1
さくら野百貨店弘前店内

090-5355-2700 木曜

24 カフェバイロンテラス 喫茶 11：00-17：00
城東北3-10-1
さくら野百貨店弘前店内

0172-26-5116 無し

25 桜花庵 麺類 11：00-20：00（L.O19:30）
城東北3-10-1
さくら野百貨店弘前店内

0172-27-8900 無し

26 パキスタンレストランSANA 他 11：00-20：00
城東北3-10-1
さくら野百貨店弘前店内

0172-28-4133 無し

27 ドトールコーヒーショップ弘前さくら野店 喫茶 10：00-20：00（L.O.19:30）
城東北3-10-1
さくら野百貨店弘前店内

0172-29-5677 無し

28 カフェネイルド 喫茶 11:30-15:00
城東北3-10-1
さくら野百貨店弘前店内

0172-2-2251 水曜
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https://hamayakitarouhirosaki.owst.jp/
akita-ren.com
http://弘前bar.jp/
https://www.art-hirosaki-city.com/restaurant/
https://www.art-hirosaki-city.com/restaurant/chefs_table.html
https://www.art-hirosaki-city.com/restaurant/eau_clair.html
https://karaoke-g.jp/
https://karaoke-g.jp/
http://azumaya.tv/new/
https://hpdsp.jp/ricorso/


弘前さくらまつり消費応援キャンペーン 2021.4.23現在

店舗名 ジャンル 営業時間 住所（全て弘前市内） 電話番号 定休日

29 たこ焼と明石焼　ぼん蔵 他
12:00-21：00
日祝10：00-19：00

駅前町17-10 0172-34-1975
月曜（祝日の場合
は火曜）

30 CIDER ROOM GARUTSU 他 18:00-21:00 代官町13-1 0172-55-6170 日

31 フォルトーナ 他 11:00-20:00 和徳町140 0172-39-7700
4/23、24、30、
5/1のみ営業

32 レストラン セーブル
和食・洋食・
麺類・喫茶

10:30-22:00 松森町73 0172-36-6614 無休

33 茶飯次 麺類 11：00-15：00、17：00-20：00 萱町22 0172-34-8446 水曜日

NEW 郷土ダイニング 鮪山 居酒屋 17:00-24:00（魚がなくなり次第終了） 駅前1-2-1 エディ・フィオーレ2F 0172-37-7555 不定休

NEW ホルモン食堂　やま長 焼肉 11:30-15:00、17:00-23:00 高田2-8-4 0172-27-1238 火曜

【その他エリア】
店舗名 ジャンル 営業時間 住所（全て弘前市内） 電話番号 定休日

1 高岡の森 古民家カフェ 山の子
和食・洋食・
麺類・喫茶

11:00-17:00(L.O16:30) 高岡獅子沢2-2 0172-26-8785
4/27・5/6・5/11休
火曜、第1、3月曜

2 お食事処 マタギ亭 和食 11:00-14:30(L.O)
常盤野字湯ノ沢19
山のホテル内

0172-83-2329 不定休

3 めん処 藤幸 麺類 11:00-14:00 楢木字用田182-1 0172-98-2645 日・水曜

4 そば処 藤幸 麺類 10:30-15:00 百沢字寺沢162 - 4～10月無休

5 カフェテラス ケララ 喫茶 10：30-19：00 御幸町9-17 0172-33-7671
木曜、
第2、4水曜

6 弘大カフェ成田専蔵珈琲店 喫茶 10：00-18：00(L.O１７:３０) 文京町1 外国人教師館内 0172-55-5797 月曜日(祝日は営業)

7 津軽三味線ライブ　あいや 居酒屋 11:00-14:30、17:00-23:00 富田2-7-3 0172-40-2007 不定休

8 一力そば 麺類 11:00-19:00 富田3-2-17 0172-32-4565 月曜
（祝日の場合翌日）

9 焼肉食堂ぴょん吉 にく仙人 焼肉
ランチ12:00-15:00
食べ放題17:00-21：00

文京町16-32 0172-35-5519 月曜

10 めん房たけや 麺類 11:00-19:00 稔町10-1 0172-36-8938 木曜

11 花咲温泉 和食・洋食 9:00-20:00 津賀野字浅田987-1 0172-35-5550 無休

12 りんごの家 麺類・喫茶
9:00-17:00
(食事L.O15:00、喫茶L.O16:30)

清水富田字寺沢125 0172-36-7439 無休

13 星と森のロマントピア レストラン シリウス 和食・洋食・麺類
18:00～19:30（L.O.）
(期間中夜のみ対応)

水木在家桜井113-2   　 0172-84-2288 不定休

14 石臼挽き自家製粉 彦庵 麺類
11:00-14:00(L.O)、17:30-19:00(L.O)
(無くなり次第終了)

茂森新町4-3-7 0172-32-8837 火曜（5/4は営業）
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https://www.bon-kura.jp/
https://garutsu.co.jp/group/
https://www.fortohna.jp/
https://www.hotpepper.jp/strJ000266477/yoyaku/
https://hirosaki-yamanoko.jimdofree.com/
http://www.yamanohotel.com/
http://www.shibutanikazuo.com/
https://www.hotpepper.jp/strJ001101363
https://www.hirosaki-kanko.or.jp/web/edit.html?id=ringopark
https://www.romantopia.net/

