2020.9.1現在

食べて泊まって弘前応援キャンペーン 参加飲食店一覧
このリストは「食べて泊まって弘前応援キャンペーン」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。
https://www.hirosaki-kanko.or.jp/web/edit.html?id=tabehaku

【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)
【Ａ．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

A01 海の灯

居酒屋

17:00-1:00

本町95 丸二ビル2階

0172-55-0374 日曜

A02 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

A03 MEMBER’S BAR CAN

ナイト

17:30-24:00

元寺町55

0172-36-0101 日曜

A04 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

A05 郷土料理 しまや

和食・他

15:00-22:00

元大工町31-1

0172-33-5066 日・月曜

A06 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

A07 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

A08 オステリア エノテカ ダ・サスィーノ 洋食

18:00-21:00

本町56-8

0172-33-8299 日曜

A09 大かまど飯 津軽旨米屋

和食

11:00-15:00

亀甲町61

0172-39-1511 無休

A10 カフェレストランデュボワ

喫茶

11:00-14:00

上白銀町1-10 2F

0172-88-6812 日・月曜

A11 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

A12 野の庵

和食・麺類 11:30-(予約)

五十石町57

0172-36-0500 火水曜

A13 パレス食堂

麺類

10:00-15:00

元寺町42-8

0172-34-2106 不定休

A14 ふぐ新

和食

17:00-22:00(要予約)

元大工町25-6

0172-32-8206 日曜

A15 レストラン ポルトブラン

洋食

11:30-14:00(L.O)
17:00-20:30(L.O)

本町44-1

0172-33-5087 日曜

A16 ますみや

麺類

12:00-17:00

元寺町56-2

0172-34-0002 土曜

親方町36

0172-36-0082 月曜

親方町41

0172-38-5515 月曜

親方町29 みかさの会館1F

0172-35-2281 日曜

A17 カフェ 山崎

洋食

A18 レストラン 山崎

洋食

A19 居酒屋 夢地

居酒屋

【Ｂ．土手町周辺エリア】
店舗名

11:30-14:30(L.O)
17:30-20:30(L.O)
11:30-14:00(L.O)
17:30-20:30(L.O)
16:30-22:00

ジャンル

営業時間

B20 津軽郷土料理の店 あば

居酒屋

B21 cafe bar aj

洋食・ナイト 16:00-24:00

B22

17:30-22:00(L.O21:30)

和食・洋食・
津軽弘前屋台村 かだれ横丁（全店）
18:00-24:00
居酒屋

住所（全て弘前市内）

（祝日の場合翌日）

電話番号

定休日

土手町166

0172-34-8570 日曜、不定休

百石町12-3

0172-88-6788 不定休（要問合せ）

百石町2-1

0172-38-2256 店舗により異なる

B23 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

B24 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

B25 KAMIYA

洋食

11:30-15:00(L.O14:00)
17:30-21:00(L.O20:00)

徳田町4-4

0172-33-2798 水曜

B26 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

B27 Pub Grandpa

他

11:30-15:30(日曜11:30-1500)
17:00-24:00(月曜17:00-24:00)

土手町66-12

0172-34-9688 なし

B28 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

B29 Bar 待庵

ナイト

(月-土)15:00-24:00
(日)15:00-20:00

土手町73-2

0172-33-5139 なし

B30 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

B31 赤湯とり蔵

居酒屋

17:00-23:00

土手町148

0172-32-5217 日曜

B32 大衆鶏酒場 とりべえ

焼肉

16:00-23:00

土手町120 いとうプラザ1F

0172-38-5080 なし

和食

11:40-14:30(L.O14:00)
16:30-21:30(L.O20:30)

富田1-3-16

0172-34-9135 日曜、他

B33 和料理 なかさん
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店舗名

ジャンル

B34 ふく茶庵

和食

B35 磊 みついし

和食

B36 焼肉ホルモン酒場 もつべぇ

焼肉

B37 カフェ 煉瓦亭

営業時間
17:30-21:30

住所（全て弘前市内）

電話番号

定休日

土手町21-1

0172-37-8351 日曜、臨時休業あり

土手町55

0172-36-1156 月曜

土手町78 ルネスアリー1F

0172-26-6535 なし

洋食・喫茶 11:00-18:00

土手町24

0172-35-9890 なし

B38 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

B39 YAKITORI ROCHE

居酒屋

17:00-23:00

土手町26-1

0172-37-7773 月曜

B40 わいん食堂 La Paix

居酒屋

17:00-24:00

百石町9 サンクビル2F

0172-31-3317 月曜

B41 炭火やきとり 吟

他

17:00-22:30

新鍛冶町8（かくみ小路）

0172-36-7353 月曜

B42 サイアン パティオ

洋食

12:00-14:00、17:30-21:30

新鍛冶町8（かくみ小路）

0172-37-2803 火祝

B43 diner&bar JET

居酒屋

18:00-1:00

新鍛冶町4-12（かくみ小路）

0172-37-1553 不定休

B44 藤寿し

他

17:00-1:00

新鍛冶町4-13（かくみ小路）

0172-38-1024 第1、3水曜

B45 和食処 ふじや

和食

17:00-23:00(L.O22:00)

土手町36-6（かくみ小路）
プラザシャルマン2F

0172-34-9082 日曜

B46 ぼんしゃん亭

和食

11:30-13:30、17:30-22:00

土手町36-13（かくみ小路）

0172-36-6500 日祝

B47 土手の珈琲屋 万茶ン

喫茶

10:00-18:00

土手町36-6（かくみ小路）

0172-55-6888 火曜

B48 よしじん

居酒屋

18:00-23:00

新鍛冶町4-10（かくみ小路）

0172-37-3505 日祝

土手町31
コミュニティパーク ごちそうプラザ
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

11:30-14:00
17:00-21:00(L.O30前)
平日16:00-23:00
土日祝11:30-23:00

B115 土手町パーラー モード・カフェ

洋食・喫茶 11:00-19:00

B116 逸品居酒屋 鯨賓館

居酒屋

B121

Luana Cafe Do
（ルアナ カフェ ドゥー）

17:30-22:30

洋食・喫茶 8:00-20:00(20時以降要予約)

0172-88-6160 月曜

弘前市北川端町27-1 三上ビル2F 0172-35-4094 不定休

【Ｃ．鍛冶町エリア】
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

C49 馬酔木（あしび）

ナイト

17:00-24:00

新鍛冶町34 パールB館106

090-2952-3087 なし

C50 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

C51 Bar.Food 黒い月

ナイト

18:00-2:00(L.O1:30)

親方町44-1二幸ビル2F

0172-33-7144 月曜

C52 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

C53 GOROMO

居酒屋

20:00-3:00

親方町47 1F

0172-37-6263 不定休

C54 馬肉居酒屋 櫻

居酒屋

17:00-23:00(L.O22:30)

鍛冶町39-1 明治屋会館1F

0172-36-2690 日曜

C55 スナック Mattari（まったり）

ナイト

19:00-24:00

桶屋町24 フリーランドビル1F

0172-33-3721 日曜

C56 パブ 更紗

ナイト

19:00-1:00

桶屋町24 フリーランドビル1F

0172-33-3633 月曜

C57 とんかつ しげ作

他

11:30-14:00、18:00-22:00

桶屋町65

0172-32-8955 月曜

C58 ホルモン しち弥

焼肉

18:00-24:00

桶屋町4-9

0172-34-7816 日曜

C59 蛇蘭

ナイト

20:30-1:00

新鍛冶町66-1 APPLE HILL'S 2F 0172-40-4080 日祝(金土以外)

C60 エンタメ酒場 十八番

ナイト

19:00-1:00(日曜19:00-24:00)

新鍛冶町57

0172-55-0618 水曜

C61 ROBIN

ナイト

20:00-

新鍛冶町57

0172-33-2771 水曜

C62 もつ串焼 煮込み しょう

居酒屋

17:00-23:00(L.O22:30)

北川端町11

0172-55-5128 月曜

C63 すずめのお宿

和食

12:00-14:30、17:00-22:00

桶屋町55-4

0172-35-8584 日曜、不定休1日

C64 すし・小料理 太助

和食

17:00-22:30

鍛冶町34 新橋レジャービル1F

0172-35-9208 第1、3日曜

C65 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

C66 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

C67 函館あかちょうちん 弘前店

居酒屋

17:00-23:00

鍛冶町14

0172-35-9857 合、日営、月休）

C68 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

C69 海鮮酒場 浜焼太郎

居酒屋

18:00-1:00

桶屋町9 老松ビル101

0172-37-2351 不定休（要問合せ）

C70 牛たんダイニング ふく助

居酒屋

17:00-23:00(L.O22:00)

新鍛冶町96-1

0172-55-5659 月曜

2/4

（祝日の場合翌日）

日曜（月祝の場

2020.9.1現在

食べて泊まって弘前応援キャンペーン 参加飲食店一覧
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

C71 津軽路 弥三郎

和食

16:00-22:00

鍛冶町23－2

0172-36-6196 不定休

C72 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

C73 麺's酒場 燦々

麺類

11:00-15:00(L.O14:30)
21:00-3:00(L.O2:30)

鍛冶町11 城東閣

0172-88-9897

昼：日月曜
夜：日～水曜

C74 串焼酒場 炭太郎

居酒屋

17:00-0:00

鍛冶町11 城東閣C1

0172-36-5594

水曜（祝前日は営業）

C75 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

C76 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

C77 BAR THE GYO

他

18:00-2:00

鍛冶町11 城東閣D-1

0172-80-9330 月曜

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

洋食・居酒屋 18:00-24:00

弘前市新鍛冶町104

0172-26-8913 水曜

居酒屋

弘前市南川端町8

0172-32-3224 日祝

C78 Ripen（ライプン）
C117 居酒ing
ちょっ蔵

【Ｄ．岩木山周辺エリア】
店舗名

ジャンル

営業時間

住所（全て内）

電話番号

定休日

和食・洋食・ 11:30-14:00
麺類・喫茶 18:00-20:30(L.O)

水木在家桜井113-2

0172-84-2288 無休

D80 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

D81 高岡の森 古民家カフェ 山の子

和食・洋食・喫茶

11:00-17:00(L.O16:30)

高岡獅子沢2-2

0172-26-8785 火曜、第1、3月曜

D118 そば処 藤幸

麺類

10:30-15:00

百沢字寺沢162
旅館山陽敷地内

D119 めん処 藤幸

麺類

11:00-14:00

楢木字用田182-1

D79

星と森のロマントピア
レストラン シリウス

17:00-23:00

-

夏季無休、10月～
水・日定休予定

0172-98-2645 日・水曜

【Ｅ．西弘エリア】
店舗名

ジャンル

E82 津軽居酒屋 あいや

居酒屋

E83 お食事処 あお菜

和食

E84 一力そば

営業時間
11:30-14:30(L.O14:00)
18:00-23:00(L.O22:30)

住所（全て弘前市内）

電話番号

定休日

富田2-7-3

0172-32-1529 不定休

11:00-20:00

富士見町5-5

0172-33-8123 日曜

麺類

11:00-19:00

富田3-2-17

0172-32-4565 月曜
（祝日の場合翌日）

E85 カフェテラス ケララ

喫茶

10:30-19:30

御幸町9-17

0172-33-7671 木曜、第2水曜

E86 めん房たけや

麺類

11:00-19:00

稔町10-1

0172-36-8938 木曜

焼肉

テイクアウト12:00店内17:00-21:00

文京町16-32

0172-35-5519 月曜

E87 ぴょん吉 にく仙人
【Ｆ．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

F88 炭火焼 USHIMARU

麺類・焼肉 17:00-3:00

駅前町10-1 遊食館101

0172-88-6070 日曜

F89 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）

F90

他

18:00-21:00

代官町13-1

0172-55-6170 日曜

F91 中国料理 豪華楼

麺類・他

11:30-14:30(L.O14:00)
17:30-21:00(L.O20:30)

駅前町7-5

0172-38-2800 火曜

F92 三忠食堂

麺類

11:00-19:30

和徳町164

0172-32-0831 火曜

F93 ティーラウンジ「オークレール」

喫茶

10:00-17:00

F94 シェフズテーブル

他

17:30-22:00(予約制)

F95 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

F96 郷土ダイニング 鮪山

居酒屋

17:00-24:00

駅前1-2-1 エディ・フィオーレ2F

0172-37-7555 不定休

F97 酒房 徳大寺

和食

17:00-23:00(日-21:00)

大町1-6-1

0172-32-8484 なし

F98 食事処 ねぷた蔵

和食

11:30-15:00)L.O14:30)
18:00-22:00(L.O21:30)

取上2-1-15

0172-33-6605

F99 とんかつ助六

他

11:00-14:00、17:00-21:00

駅前3-15-7 グランメール駅前1F 0172-36-3580 月曜

F100 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
（祝日の場合翌日）

F101 津軽居酒屋 わいわい

居酒屋

17:00-24:00

大町1-2-6

0172-38-2288 不定休

F102 月の舞

和食

11:00-14:30(L.O14:00)
18:00-21:30(L.O21:00)

代官町19-10

0172-33-1900

F103 cafe LIBERO

喫茶

8:00-17:00

代官町19-10

080-5738-1900 火曜

白神ワイナリー CIDER ROOM GARUTSU

大町1-1-2
アートホテル弘前シティ 1F
大町1-1-2
アートホテル弘前シティ 2F
大町1-1-2
アートホテル弘前シティ 2F
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0172-37-9513 無休
0172-37-9555 無休
0172-37-9555 無休

昼：月火曜
夜：日-火曜

昼：火曜
夜：日月水曜

2020.9.1現在

食べて泊まって弘前応援キャンペーン 参加飲食店一覧
店舗名

ジャンル

営業時間
11:00-14:30
17:00-22:00(L.O20:30)
月-木・日・祝10:00-3:00
金・土・祝前日10:00-5:00
月-木・日・祝10:00-3:00
金・土・祝前日10:00-5:00

F104 東家

和食

F105 カラオケ合衆国 弘前城東店

他

F106 カラオケ合衆国 102バイパス店

他

F107 らーめん くまちゃん

麺類

F108 フランス料理 シェ・アンジュ

洋食

F109 レストラン セーブル

和食・洋食・
10:30-22:00
麺類・喫茶

F110 STAGE 山野草

和食

F111 酔い処・食事処 味喜や

和食・居酒屋 11:00-14:00、17:00-22:00

住所（全て弘前市内）

電話番号

定休日

城東北3-1-12

0172-27-0333 無休

末広2-5-1

0172-27-2115 なし

早稲田3-20-4

0172-29-5353 なし

11:00-15:00、17:00-23:00

田園2-3-6

0172-28-1870 火曜

11:30-14:30
17:00-22:00(前日まで予約制)

外崎2-7-1

0172-38-1307 日曜

松森町73

0172-36-6614 無休

城東中央2-6-10

0172-26-3966 日曜、隔週月曜

城東中央4-7-8

0172-27-6245 水曜

11:00-15:00(L.O14:00)
17:30-21:00(要予約)

【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

112 気まぐれや長さん

他

18:00-23:00

町田館田102

070-7542-9543 不定休

道の駅ひろさき
113
サンフェスタいしかわ

麺類

4月-10月L.O16:15、11月-3月L.O15:45
毎月末日L.O14:30

石川字泉田62-1

0172-92-3366 12/31-1/1

114 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

120 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（祝日は営業）
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