
食べて泊まって弘前応援キャンペーン 参加飲食店一覧 2022.01.18現在

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

【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

A1 魚魚Dining樹 居酒屋 18:00-24:00(L.O.23:00) 本町85-1 グランドビル1F 0172-34-5262 日曜

A2 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 日曜

A3 焼肉中道 本町店 焼肉 11:00-22:30(L.O.22:00) 本町85-1 明治屋グランドビル1F 0172-32-5559 12/31

A4 ダイニング 海の灯 居酒屋
18:00-24:00(L.O.23:30)、
土曜-2:00(L.O.1:30)

本町95 丸二ビル2F 0172-55-0374 日曜

A5 食事処 追手門
和食・洋食・
そばうどん・喫茶

11:00-18:00(L.O.17:30) 下白銀町2-1 弘前市立観光館内 0172-31-4555 火曜

A6 思い出ショップ さくらはうす 土産 9:00-18:00 下白銀町2-1 弘前市立観光館内 0172-33-6963 なし

A7 サロンド カフェ アンジュ 洋食・喫茶
10:00-18:00(時短有)
(ランチ10:00-15:00)

下白銀町2-1 0172-35-7430 なし

A8 珈琲はなまる 喫茶 10:30- 若党町61-4 0172-37-8701
11月木曜、
12月～水木曜

A9 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 グレイス本町2F 0172-33-8299 日曜

A10 和食レストラン 佐和家 和食
11:00-14:30、
17:00-22:00(L.O.21:30)

本町91 0172-37-0055
日曜、
臨時休業あり

A11 津軽藩ねぷた村 売店 土産 9:00-17:00 亀甲町61 0172-39-1511 なし

A12 鳥ふじ 焼鳥・居酒屋 17:00-23:00 親方町1-9 0172-36-2697 日曜

A13 野の庵 和食・そばうどん
11:30-15:00、
上記以外要予約

五十石町57 0172-36-0500 火水曜

A14 MEMBER'S BAR CAN ナイト 17:30-24:00 元寺町55 0172-36-0101 日曜

A15 お食事処 旨米屋
和食・洋食・
ラーメン・カレー

11:00-15:00 亀甲町61 0172-39-1511 なし

A16 武徳殿 物産販売所 土産 9:00-17:00 下白銀町1-1 弘前公園北の郭内 0172-33-5283 なし

A17 弘前城天守売店 土産 9:00-17:00 下白銀町1-1 0172-33-8733
なし/冬季閉館
(11/24-3/31)

A18 弘前城情報館 土産 9:00-17:00 下白銀町1-1 0172-33-8733 なし

A19 喫茶 北の郭 そばうどん・喫茶 9:00-17:00(L.O.16:30) 下白銀町1-1 0172-33-8733 なし

A20 ふぐ新 和食 17:00-22:00(要予約) 元大工町25-6 0172-32-8206 日曜

A21 大正浪漫喫茶室 喫茶・土産 9:30-16:30(L.O.16:00) 上白銀町8-1 藤田記念庭園内 0172-37-5690 なし

A22 クラフト＆和カフェ匠館 喫茶・土産 9:30-16:30(L.O.16:00) 上白銀町8-1 藤田記念庭園内 0172-36-6505 12/29-1/3

A23 藤田記念庭園 土産 9:00-17:00 上白銀町8-1 0172-37-5525 なし

A24 ブラッスリー・ル・キャッスル 洋食 11:00-18:00(L.O.17:30)
上鞘師町24-1
ホテルニューキャッスル1F

0172-36-1211(代) なし

A25 ベルビュー 洋食 17:30-21:00
上鞘師町24-1
ホテルニューキャッスル1F

0172-36-1211(代) なし

A26 レストラン ポルトブラン 洋食 11:30-14:00、17:00-20:30 本町44-1 2F 0172-33-5087 日曜

A27 ホルモン家 もつべぇ 親方町店 焼肉 17:00-23:00(時短有) 親方町38 0172-88-5351 日月曜

A28 Cafe山崎 喫茶・ナイト
11:30-14:00L.O.、
18:00-不定

親方町36 0172-36-0082 月曜

A29 レストラン 山崎 洋食 11:30-14:00L.O.、17:30-20:00L.O. 親方町41 0172-38-5515 月曜

A30 居酒屋 夢地 居酒屋 16:30-22:00 親方町29 みかさの会館1F 0172-35-2281 月曜

A173 ますみや そばうどん 11:00-17:00 元寺町56-2 0172-34-0002 土曜

【Ｂ．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

B31 二代目 暁 居酒屋 18:00-1:00 百石町22-4 0172-31-5787 月曜

B32 ash ナイト 19:00-3:00 土手町12 0172-37-0333 不定休

B33 居酒屋あどはだり 居酒屋 17:00- 土手町60 山田ビル1F 0172-40-2208 水曜

B34 津軽郷土料理の店 あば 居酒屋 17:30-22:00(L.O.21:30) 土手町166 0172-34-8570 日曜、不定休

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。
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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

B35 cafe bar aj
和食・洋食・
中華・ナイト

18:00-1:00 百石町12-3 0172-88-6788 不定休

B36 えすかるごシューかふぇ 喫茶 11:30-14:00 土手町126 弘前パークホテル内
0172-31-0089

弘前パークホテル なし

B37 車寿司 寿司 11:30-15:00、16:30-20:00 土手町126 弘前パークホテル2F 0172-34-6955 水曜

B38 津軽弘前屋台村 かだれ横丁 和食・洋食・中華・
とんかつ・喫茶・他 17:00-24:00 百石町2-1 0172-38-2256

1/1ほか
屋台別定休日有

B39 とんかつ専門店 かつ亭 とんかつ
11:00-14:30(L.O.14:00)、
17:00-21:00(L.O.20:30)

品川町33 0172-36-2051 火曜

B40 カレー＆コーヒー かわしま カレー 11:00-18:00(L.O.17:30) 土手町136 0172-34-8800 木曜

B41 呑み喰い蔵座敷 川丁 和食・居酒屋 17:00-23:00 百石町60-9 0172-35-4111 水曜

B42 創作郷土料理の店 菊富士 和食 11:00-14:30、17:00-21:00 坂本町1 0172-36-3300
木曜、
不定休2日

B43 Pub Grandpa
洋食・中華・とんかつ・
ラーメン・カレー・居酒
屋・ナイト・他

火-土11:30-15:00、17:00-24:00、
月17:00-24:00、日11:30-15:00

土手町66-12 0172-34-9688 年末年始

B44 さくら食堂 和食・洋食 11:00-20:00 土手町42 050-8881-5172 不定休

B46 飲食 芝田商店 居酒屋 17：00-23：00 土手町26-1 天香堂ビル1F 0172-37-7758 不定休

B47 カフェ・セルクル 喫茶 11:00-19:00 土手町94-1 まちなか情報センター内 0172-31-5160 なし

B48 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

B49 DOTECAZI 居酒屋・ナイト
11:30-14:30(L.O.14:00)、
17:00-24:00(L.O.23:30)

土手町26-1 北菜館2F 0172-88-5687 日曜

B50 居酒屋食堂 ドデノメヘヤッコ 居酒屋
11:30-14:00(月-木のみ)、
17:30-23:00

土手町101 090-3121-6458 日曜・毎月25

B51 とり蔵
和食・焼鳥・
居酒屋・炭火焼

月-木17:00-21:30(L.O.21:00)、
金土17:00-22:00(L.O.21:30)

土手町148 0172-32-5217
日月曜(時間・休日は
変更の場合有)

B52 和料理 なかさん 和食・うなぎ
11:40-14:30(L.O.14:00)、
16:30-21:00(L.O.20:00)

富田1-3-16 0172-34-9135 月曜、不定休有

B53 CAFE&RESTAURANT BRICK
洋食・カレー・
喫茶

日-木11:00-18:00(L.O.17:00)、
金土祝前日11:00-20:00(L.O.19:00)
(変更の場合有)

吉野町2-11 0172-40-2775
火曜
(美術館に準ずる)

B54 レストラン 磊(みついし) 洋食 11:30-21:00(中休み有) 土手町55 0172-36-1156 月曜

B55 ホルモン家 もつべぇ 焼肉 17:00-24:00 土手町120-2 いとうプラザ1F 0172-38-5080 不定休

B56 CASUALダイニング&BAR 山小屋 居酒屋 18:00-21:30 土手町60 山田ビル2F 0172-37-1778 日月曜

B57 La☆Fuul(ラフール) 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

B58 炭火ダイニング 里丹 和食・居酒屋 12:00-24:00 百石町6-2 0172-88-5205 日曜

B59 カフェ 煉瓦亭 洋食・喫茶 11:00-18:00 土手町24 0172-35-9890 なし

B60 YAKITORI ROCHE 焼鳥・居酒屋 17:00-23:00 土手町26-1 0172-37-7773 月曜

B61 わいん食堂 La Paix 居酒屋 17:00-24:00(L.O.23:30)
百石町9
ラグノオささき本社ビル2F

0172-31-3317 月曜

B62 炭火やきとり 吟 焼鳥 17:00-22:45 新鍛冶町8 0172-36-7353 月曜

B63 Bar&Cafe JUNK BOX ナイト 18:00-1:00 新鍛冶町9-6 0172-55-8628 なし

B64 常寿し 和食 11:00-22:00 新鍛冶町9-2 0172-33-1837 月曜
(祝日の場合翌日)

B65 藤寿し 和食・寿司 17:00-24:00 新鍛冶町4-13 0172-38-1024 第1、3水曜

B66 和食処 ふじや 和食 17:00-22:00
土手町36-6
プラザシャルマン2F

0172-34-9082 日曜

B67 土手の珈琲屋 万茶ン 喫茶 10:00-18:00 土手町36-6 0172-55-6888 火水曜

B68 よしじん 居酒屋 18:00-23:00 新鍛冶町4-10 0172-37-3505 日祝

B173 ぼんしゃん亭 和食・洋食・ 居酒屋 11:30-13:30/17:30-22:00 土手町31-1 ごちそう広場E 0172-36-6500 日祝、毎月16日

B174 N40°Coffee Stand +Lab by Ripen 喫茶 10:00-19:00 土手町49-1 弘前中三5F 080-1147-8896 なし

B175 クラムボンカフェ 弘前中三店 洋食 10:00-19:00 土手町49-1 弘前中三3F 0172-55-5852 なし

B176 カプリチョーザ 弘前中三店 洋食 10:00-19:00 土手町49-1 弘前中三1F 0172-31-1551 なし

B177 中みそ ラーメン 10:00-19:00 土手町49-1 弘前中三BF 0172-34-3131 なし

B178 中みそ焼きそば 焼きそば 10:00-14:00 土手町49-1 弘前中三BF 0172-34-3131 なし

B179 ハートブレットアンティーク 弘前中三店 洋食 10:00-19:00 土手町49-1 弘前中三1F 0172-26-6530 なし

B180 銘茶の玉雲堂 喫茶 10:00-19:00 土手町49-1 弘前中三BF 070-5326-5213 なし
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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

B181 山忠 ラーメン 10:00-19:00 土手町49-1 弘前中三BF 0172-38-6633 なし

【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

C69 馬酔木（あしび） ナイト・カラオケ 17:00-24:00 新鍛冶町34 パールB館106 090-2952-3087 なし

C70 津軽酒場 あん梅
和食・寿司・
焼鳥・居酒屋

17:00-2:00 新鍛冶町70 0172-38-8887 不定休

C71 津軽大衆すし居酒屋 イカホタテ
和食・寿司・
焼鳥・居酒屋

17:00-2:00 新鍛冶町70 2F 090-8784-7981 不定休

C72 すし屋のおおたに 寿司 17:00-23:00
新鍛冶町37
明治屋ダイヤモンドビル2F

080-2028-6898 水曜

C73 気分上々
和食・中華・とん
かつ・そばうどん

17:30-22:00 鍛冶町22-1 カネヨビル1F 090-3647-4661 月曜

C74 Bar&Food 黒い月 ナイト 18:00-2:00(L.O.1:30) 親方町44-1二幸ビル2F 0172-33-7144 月曜

C75 K BAR 喫茶・ナイト 20:00-1:00
鍛冶町35-2
明治屋ゴールデン街1F

090-7932-0991 不定休

C76 ろばた焼 けん太 居酒屋 18:00-23:30(L.O.23:00) 桶屋町3 0172-35-9514 不定休

C77 麺屋 ゴッチ ラーメン 18:00-スープなくなるまで 桶屋町44-1 090-7637-1887 日曜

C78 ビア・コトブキ ビアホール 18:00-23:00 新鍛冶町59-1 0172-35-5748 日祝
（予約あれば営業）

C79 馬肉居酒屋 櫻 居酒屋 17：00-22:00 鍛冶町39-1 明治屋会館1F 0172-36-2690 日曜日

C80 ホルモン しち弥 焼肉 18:00-24:00 桶屋町4-9 0172-34-7816 日曜

C81 エンタメ酒場 十八番 他
日-木19:00-24:00、
金土19:00-1:00

新鍛冶町57 0172-55-0618 水曜

C82 members bar ROBIN ナイト
日-木19:00-24:00、
金土19:00-1:00

新鍛冶町57 0172-33-2771 水曜

C83 とんもつ串焼煮込み しょう 焼とん 17:00-23:00(L.O.22:30) 北川端町11 0172-55-5128 月曜

C84 麺's酒場 燦々 ラーメン
11:00-15:00(L.O.14:30)、
18:00-

鍛冶町11 城東閣A1 0172-88-9897 日月曜

C85 串焼酒場 炭太郎
和食・焼鳥・
居酒屋・他

17:30-24:00 鍛冶町11 城東閣C1 0172-36-5594 水曜
(祝前日は営業)

C86 呑み処 千夜 天ぷら 18:00-23:00 鍛冶町11 城東閣A-2 0172-40-2524 日月曜

C87 ドラム缶焼肉 肉イチ 焼肉 17:00-24:00 鍛冶町11 城東閣 0172-26-8253 木曜

C88 BAR THE GYO
ラーメン・居酒屋・
ナイト・他

18:00-2:00 鍛冶町11 城東閣D-1 0172-80-9330 月曜

C89 お好み焼き酒場 PokaPoka お好み焼 18:00-1:00 鍛冶町11 城東閣 090-5235-9907 日曜

C90 Ripen（ライプン） 喫茶・ナイト 平日18:00-23:30、土日14:00-23:30 鍛冶町11 城東閣 080-1652-1963
水曜、
第1・3木曜

C91 おまかせ料理 すずめのお宿 和食 12:00-14:00、17:00-21:00 桶屋町55-4 0172-35-8584 日曜、不定休有

C92 酒肴風月 山水 和食 17:00-22:30 北川端町15 0172-37-1177 日曜

C93 すし・小料理 太助 寿司 17:30-23:00 鍛冶町34-1 新橋レジャービル1F 0172-35-9208 第1、3日曜

C94 ちょっ蔵 居酒屋 17:00-22:00(時短営業中) 南川端町8 0172-32-3224 日祝

C95 としぞう。 他 18:00-23:00 親方町43 第一木村ビル1F 0172-36-3668 日曜

C96 居酒屋 魚々家 居酒屋 17:00-24:00 新鍛冶町84-1 グルメタウン1F 0172-35-8099 不定休

C97 扉 ナイト・カラオケ 19:00-24:00 鍛冶町38-1 vividビル1F 172-38-1880 日曜

C98 Honey(ハニー) ナイト 20:00-1:00 鍛冶町42 VIVIDビル 1F 0172-33-6117
月曜、
不定期で日曜

C99 どまん中 ラーメン・居酒屋 20:00-3:00 鍛冶町32 さくらセンター1F 日曜

C100 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
(祝日の場合翌日)

C101 香港韓国ダイニング＆バー 花花
中華・居酒屋・
ナイト・韓国

18:00-4:00 桶屋町5-1 0172-32-3905 水曜

C102 海鮮酒場 浜焼漁港 和食・居酒屋・他 18:00-1:00 桶屋町9 老松ビル101 0172-37-2351 不定休

C103 Hina ナイト 20:00-2:00 新鍛冶町56-1 クリエイトハウス201 090-1069-8430 日曜

C104 お食事処 ふぁーすと とんかつ・そばうど
ん・ラーメン・カレー 17:00-1:00 鍛冶町4-3 0172-33-9529 不定休

C105 牛たんダイニング ふく助 居酒屋 17:00-23:00(L.O.22:30) 新鍛冶町96-1 0172-55-5659 月曜

C106 炭火焼・サカナ・土鍋めし 福や銀次郎 和食・居酒屋 17:00-24:00 新鍛冶町63 0172-35-9501 日曜
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https://hirosakisusiootani.wixsite.com/ootani
http://blog.livedoor.jp/beerkotobuki
http://timeslip18.robin-art.com/
http://belleequipe.robin-art.com/
https://www.facebook.com/yakitonshou/
https://kushiyakisakabasumitaro.owst.jp/
http://www.jomon.ne.jp/~akatin/
http://hirosaki-hoahoa.com/
https://www.hirosaki-kajimachi.com/data/hamayakitaro/
https://www.instagram.com/ginjiro_fukuya/
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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

C107 津軽路 弥三郎 和食 16:00-22:00 鍛冶町23－2 0172-36-6196 不定休

C108 藪きん そばうどん 11:00-2:00 鍛冶町26 0172-32-5013 月曜

C109 手づくり料理 結き 和食 17:30-22:30 北川端町12-2 0172-34-9077 日祝

C110 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

C111 ラウンジGO ナイト・カラオケ 19:00-1:00 鍛冶町30-1 リトル東京街2F 0172-36-2477 日祝、不定休

C112 ノイカラオケ ラフェスタ カラオケ
日-木・祝18:00-1:00、
金土・祝前日18:00-2:00

新鍛冶町46 アネックスビル 0172-38-0312 なし

C113 Casual Bar RUN WAY ナイト・カラオケ 21:00-3:00 桶屋町5-4 明治屋セブンビル4F 0172-32-2237 日祝、不定休

C114 パブ・ハウス る・ぐらん ナイト 18:00-24:00 新鍛冶町43-4 0172-33-5585 日祝

C190 アジアン・エスニック 弦や
ラーメン・カレー・
焼鳥・他

11:30-14:00(月-金)、
18:00-(月-土)

本町76-1 0172-34-9951 日曜

C191 焼肉の東天 焼肉
18:00-2:30
(状況により早じまいあり)

新鍛冶町52 0172-32-2929 水曜

C192 ポワンルージュ 洋食 18:00-21:00 新鍛冶町23 0172-35-3564 日曜

肴バル ノレメナ 居酒屋 17:30-24:00 親方町48-2 ゴリラビル1F 0172-26-6266 日曜

居酒屋 炉ん 居酒屋 17:30-24:30 新鍛冶町46 アネックスビル1F 0172-36-3636 日曜

【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

D115
星と森のロマントピア
　　　　レストラン「シリウス」

和食・洋食・
そばうどん

18:00-19:30 水木在家桜井113-2   　 0172-84-2288 不定休

D116 嶽温泉 山のホテル お食事処 マタギ亭 和食 11:00-15:00(L.O.14:30) 常盤野字湯ノ沢19 山のホテル内 0172-83-2329 不定休

D117 高岡の森 古民家カフェ 山の子 和食・洋食・そばう
どん・カレー・喫茶 11:00-17:00(L.O.16:30) 高岡獅子沢2-2 0172-26-8785

火曜、
第1・3月曜

【Ｅ．西弘エリア】
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

E119 一力そば店 そばうどん・ラーメン 11:00-19:00 富田3-2-17 0172-32-4565
月曜(祝日の場
合は翌日)

E120 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

E121 めん房たけや そばうどん 11:00-19:00 稔町10-1 0172-36-8938 木曜

E123 ぴょん吉 にく仙人 焼肉
12:00-15:00、17:00-22:00、
テイクアウト12:00-21:00

文京町16-32 0172-35-5519 月曜

E124 食事処 八十八夜 居酒屋 17:00-24:00 文京町6-18 0172-33-9379 日曜

【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

F125 東家 和食
11:00-14:30、
17:00-20:00(L.O.)

城東北3-1-12 0172-27-0333 なし

F126 一休寿司 寿司 11:00-14:00、17:00-21:00 城東2-1-3 0172-28-1900 水曜

F127 炭火焼 USHIMARU 焼肉 17:30-2:00 駅前町10-1 遊食館101 0172-88-6070 日曜

F128 おばとみ 和食・居酒屋 16:00-23:00 駅前町10-1　遊食館304 0172-36-3223 月曜
(不定期で連休有)

F129 おかげ茶や 喫茶
火-金12:00-18:00(L.O.17:30)、
土日11:30-17:30(L.O.17:00)

大町3-7-1 ガーデンヒルズ102 0172-40-4649 月曜
(祝日の場合翌日)

F130 カヴァガール ナイト・カラオケ 20:00-24:00 大町1-3-15 0172-34-7987 不定休

F131 カラオケ合衆国 弘前城東店 カラオケ
日-木・祝10:00-3:00、
金・土・祝前日10:00-5:00

末広2-5-1 0172-27-2115 なし

F132 カラオケ合衆国 102バイパス店 カラオケ
日-木・祝10:00-0:00、
金・土・祝前日10:00-3:00

早稲田3-20-4 0172-29-5353 なし

F133 らーめん くまちゃん ラーメン 11:00-15:00、17:00-23:00 田園2-3-6 0172-28-1870 火曜

F134 中国料理 豪華楼 中華
11:30-14:30(L.O.14:00)、
17:30-20:00(L.O.219:30)

駅前町7-5 0172-38-2800 月火曜(時間・休日
は変更の場合有)

F135 カレーハウス CoCo壱番屋 弘前城東店 ラーメン・カレー 11:00-23:30(L.O.23:00) 外崎4-5-3 0172-27-7456 なし

F136 アイリッシュパブ・ザ・ドーランズ 洋食・居酒屋・ナイト 16:00-24:00 代官町20-1 0172-80-9139 月曜

F137 桜花庵(さくらあん) 和食・そばうどん
平日11:00-18:00、
土日祝11:00-20:00

城東北3-10-1 さくら野弘前店4F 0172-27-8900
さくら野百貨店に
準ずる

F138 SANA(サナ) カレー
平日11:00-18:00、
土日祝11:00-20:00

城東北3-10-1 さくら野弘前店4F 0172-28-4133
さくら野百貨店に
準ずる

F139 カフェレストラン Nobu 洋食・喫茶 11:00-18:00 城東北3-10-1 さくら野弘前店2F 090-5355-2700 木曜
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https://yuuki-hirosaki.com/
https://lafesta0312.wixsite.com/website
https://www.genyahirosaki.com/
https://www.instagram.com/point_.rouge/
https://www.romantopia.net/
https://www.romantopia.net/
http://www.yamanohotel.com/
https://hirosaki-yamanoko.com/
https://ushimaru2015.com/．
https://okage-chaya.com/
https://karaoke-g.jp/
https://karaoke-g.jp/
https://www.imgnjp.com/gokaro/
https://dolans-pub.com/
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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

F140 カフェ バイロンテラス 洋食・喫茶 11:00-17:00 城東北3-10-1 さくら野弘前店3F 0172-26-5116
さくら野百貨店に
準ずる

F141 らーめん ゆう 中華・ラーメン
平日11:00-18:00、
土日祝11:00-20:00

城東北3-10-1 さくら野弘前店 0172-27-8900
さくら野百貨店に
準ずる

F142 三忠食堂本店
そばうどん・
ラーメン・カレー

11:00-19:30 和徳町164 0172-32-0831 火曜

F143 STAGE 山野草 和食
11:00-15:00(L.O.14:00)、
17:30-21:00(予約制)

城東中央2-6-10 0172-26-3966 日曜、隔週月曜

F144 フランス料理 シェ・アンジュ 洋食・喫茶
11:30-14:00L.O.、17:00-
21:00L.O.(前日までの予約制)

外崎2-7-1 0172-28-1307 日曜

F145 Chef's Recipe ブッフェ
平日11:30-14:30(L.O.14:00)、
土日祝11:30-15:30

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

F146 郷土ダイニング 鮪山 和食・居酒屋
17:00-23:00
(魚が無くなり次第閉店)

駅前1-2-1 エディ・フィオーレ2F 0172-37-7555 不定休
(HPで確認を)

F147 津軽のおかず 旬の味「甚平」 居酒屋 17:00-22:00 駅前町16-3 コーポラス福井101 0172-32-1408 火曜

F148 とんかつ助六 とんかつ 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

F149 レストラン セーブル
和食・洋食・
そばうどん・喫茶

10:30-22:00 松森町73 0172-36-6614 なし

F150 めし処 茶々まる 和食・洋食・そばうど
ん・ラーメン・カレー

11:00-15:00(L.O.14:30)、
17:00-21:00(L.O.20:00)

早稲田2-2-8 0172-88-9515 水曜
(祝日の場合翌日)

F151 Cafe＆Bar churros ナイト 18:00-22:00 上瓦ヶ町11-2 0172-80-9493 月曜

F152 月の舞
和食・寿司・そば
うどん・居酒屋

11:00-14:30(L.O.14:00)、
18:00-21:30(L.O.21:00)

代官町19-10 0172-33-1900
火曜、
夜は日月水休

F153 CAFE LIBERO 洋食・カレー・喫茶 10:00-17:00 代官町19-10 080-5738-1900 月火曜

F154 酒房 徳大寺 ナイト 17:00-23:00(日曜-21:00) 大町1-6-1 0172-37-7211 なし

F155 食事処 ねぷた蔵
和食・中華・とんかつ・そば
うどん・ラーメン・カレー・焼
肉・焼鳥・居酒屋

11:30-15:00、18:00-22:00 取上2-1-15 0172-33-6605
月火曜、
夜は日月火休

F156 ハッピィカフェ 駅前店 洋食・ラーメン 12:00-14:00、18:00-22:00 駅前1-1-6 前田ビル1F 0172-78-1200 土日祝

F157 窯焼きパンケーキ&Cafe Piyo 喫茶 9:00-20:00
(フードL.O.19:00、ドリンクL.O.19:30)

駅前3-2-1 イトーヨーカドー1F 0172-32-2100 なし

F158 中国菜 鳳龍 中華 11:00-14:00、17:00-21:00 富田町20-4 0172-37-2661 月木曜

F159 炭火やきとり 焔 焼鳥・居酒屋 18:00-23:00 大町1-3-15  カネヨビル2F 080-1836-3246 水曜

F160 たこ焼と明石焼 ぼん蔵 他
平日11:00-21:00、
日曜11:00-19:00

駅前町17-10 0172-34-1975
月曜(祝日の場合
翌日)、不定休有

F161 美味処 松ノ木 和食・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)

F162 麺屋 マルダイ 城東店 ラーメン 11:00-20:30(L.O.20:00) 早稲田4-3-17 0172-26-0147
月火曜
(祝日は営業)

F163 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

F164 日本料理 山口 和食
11:30-14:00、
17:30-22:00、要予約

大町1-3-11 0172-55-8482 月曜

F165 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

F166 北海道レストラン ルンゴカーニバル
和食・洋食・中華・
寿司・ラーメン・
居酒屋

17:30-24:00 城東北3-10-71 0172-28-2355 不定休

F174 CIDER ROOM GARUTSU ナイト 18:00-22:00 代官町13-1 0172-55-6170 不定休

F183 魚民 弘前駅前店 居酒屋
月水木金18:00-5:00
火土日祝前日祝17:00-5:00

駅前町7-5
おおまち共同パーク1F

0172-32-0488 なし

F184 カラオケ時遊館 弘前駅前店 カラオケ
日-金12:00-1:00、
土12:00-2:00

大町1-3-6 0172-31-3255 なし

F185 ステーキ宮 弘前店 洋食
ランチ月-金11:00-16:00/土日祝10:30-
16:00、ディナー16:00-23:00 外崎4-7-1 0172-28-2322 なし

F186 お好み焼 道とん堀 弘前駅前店 お好み焼 11:30-21:30 大町3-1-1 0172-40-0390 なし

F187
美酒・創菜ダイニング
寧々家弘前駅前店

居酒屋
ランチ11:00-14:30(L.O.14:00)、ディナー日-木
祝17:00-22:00(L.O.21:30)/金土祝前日17:00-
23:00(L.O.22:30)

大町1-3-5 0172-36-3819 なし

F188 福福屋 弘前駅前店 居酒屋 16:00-0:00
駅前町1-1-1
東横イン弘前駅前ビル1F

0172-36-5288 なし

F189 笑笑 弘前駅前店 居酒屋
月水木18:00-1:00、火金土祝前日
17:00-3:00、日祝17:00-1:00

駅前町7-5
おおまち共同パーク1F

0172-36-2988 なし

ココス 弘前高田店 洋食
月-金10:00-2:00、
土日祝8:00-2:00

高田1-6-3 050-3529-5660 なし

【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

45 パブリックハウス サムスィング 洋食 11:00-20:00 北横町69 0172-36-5989 火曜

118 めん処 藤幸 そばうどん・ラーメン 11:00-14:00 楢木字用田182-1 0172-98-2645 水日曜

122 うちごはん cafe TRES 和食・ラーメン 11:30-17:00 桔梗野4-1-16 0172-37-2763 火水曜
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https://chezange.com/
https://www.art-hirosaki-city.com/
https://www.hotpepper.jp/strJ000266477/yoyaku
http://amazing-wedding.com/
http://tukimai.x0.com/
https://cafelibero.jp/
http://tukimai.x0.com/neputakura/
https://www.bon-kura.jp/
https://www.monteroza.co.jp/shop.html?shop=802348
https://www.atom-corp.co.jp/brand/shop.php?shop_no=1504
https://www.atom-corp.co.jp/brand/shop.php?shop_no=1562
https://www.atom-corp.co.jp/brand/shop.php?shop_no=1114
https://www.atom-corp.co.jp/brand/shop.php?shop_no=1114
https://www.monteroza.co.jp/shop.html?shop=840068
https://www.monteroza.co.jp/shop.html?shop=815405
https://www.cocos-jpn.co.jp/index.html
https://hanjotown.jp/uchigohancafeTRES/
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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

167 らーめん さんくまむ ラーメン 11:00-15:00、17:00-19:00 青山2-1-1 0172-35-4888 水曜

168 道の駅ひろさき サンフェスタいしかわ そばうどん・ラーメン 9:00-18:00(毎月末-15:00) 石川字泉田62-1 0172-92-3366 12/31-1/3

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

170 石臼挽き自家製粉 彦庵 そばうどん 11:00-14:00、17:30-19:00
(昼夜共そばが無くなり次第終了)

茂森新町4-3-7 0172-32-8837
火曜
(祝日は営業)

171 麺屋 マルダイ 堅田店 ラーメン 11:00-22:00(L.O.21:30) 宮川2-1-12 0172-33-8558 なし

172 弘前市りんご公園 りんごの家 そばうどん・ラーメン・
カレー・喫茶・土産

9:00-17:00
(L.O.食事15:00、喫茶16:30)

清水富田字寺沢125 0172-36-7439 なし

182 寿し割烹 味新 和食・寿司
11:00-14:00/17:00-21:00
(変更の場合有)

宮川3-4-3 0172-34-8000 1/1

193 かつさと 弘前安原店 とんかつ 11:00-21:30 泉野1-4-4 0172-87-5222 なし

ビッグボーイ 弘前店 ファミレス 11:00-24:00 八幡町3-2-1 0172-31-5231 なし

ココス 弘前茜町店 洋食 10:00-24:00 茜町1-5-6 050-3529-7921 なし

サーティワンアイスクリーム 樋の口店 喫茶、アイス 9:00-21:00 樋の口2-9-6 0172-38-2231 なし

【タクシー】
会社名 電話番号 会社名 電話番号

1 グリーン交通 0172-28-8080 5 フクヰタクシー 0172-32-4141

2 さくら交通 0172-34-5505 6 北星交通 0172-33-3333

3 中央タクシー 0172-32-2281 7 前田タクシー 0172-28-8080

4 弘前駅前タクシー 0172-28-8888 8 三ツ矢交通 0172-32-2281
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https://michinoeki-hirosaki.jp/
https://www.hirosaki-kanko.or.jp/web/edit.html?id=ringopark
https://味新.com/
https://www.bigboyjapan.co.jp/
https://www.cocos-jpn.co.jp/index.html

