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弘前ガレットマップ

ニッカウヰスキー
ニッカシードルは、ニッカ工

場の中でも唯一弘前工場で製

造されているリンゴ100％の

スパークリングワイン。弘前

工場は1960年に操業を開始し、

それまでの地元のシードル事

業を引き継ぎました。ニッカ

では、フランスのシードルを

参考に、日本人の味覚に合う

シードルを開発。伝統を守り

ながらも、みずみずしいリン

ゴの味と香りを楽しめるよう、

少しずつ改良されてきました。

タムラファーム
すべての物語はおいしいりん

ご作りから。夢であった、おい

しいシードル作りをするため

に工房を立ち上げました。原

料となるりんごは自社農園で

採れた完熟りんごを使ってお

り、りんご作りから醸造まで

一年がかりで丹精込めて作っ

たシードルです。華やかな泡

立ちとともに沸き立つフル－
ティな香りと、爽やかですっ

きりとした飲み口が特徴です。

A-FACTORY
青森駅東口すぐのウォーター

フロントエリアにある、青森

県産りんごのシードル工房と

地元の様々な食材が楽しめる

マルシェの複合施設です。日

本一のりんごの生産地、青森

県産のりんごだけを使用し、お

料理に合わせて、スイート・ス

タンダード・ドライ3種類の味

をお楽しみいただけます。

りんご畑のなかの白い三角屋

根はりんごのお酒の小さな醸

造所。ここで作られているの

は農家製シードル。りんごの

果汁に酵母を加えてゆっくり

と低温で発酵させました。ろ

過をしないため、ほんのり濁

ったタイプのお酒で、りんご

そのものの風味を感じること

ができる優しい味わいです。

津軽の海の幸、山の幸ととも

にお楽しみください。

弘前シードル工房kimori

弘前・青森の主なシードル

Dry Sweet Dry Sweet Dry Sweet Dry Sweet

お酒は20歳になってから。飲酒運転は法律で禁止されています。

ひろさきの新・食スタイル

シードルの歴史
昭和28（1953）年、果実加工界

の視察で欧米を訪問した、弘

前の酒造メ－カー社長・吉井 勇

（よしい いさむ）氏が、りんご

の発泡酒シードルに着目、帰

国後の翌29年6月に朝日麦酒

株式会社（現アサヒビール）と

連携し、「朝日シードル株式会

社」を設立。昭和31年より販売

を開始。これが日本における

産業としての「シードル」の始

まりである。その後、りんご加

工に造詣のあるニッカウヰス

キー株式会社へ事業が受けつ

がれ、今日に至っている。そし

て平成26年4月、弘前市はハウ

スワインシードル特区に認定

され、りんご生産者たちの新

たなシードル造りの挑戦が始

まった。

■発行  （公社）弘前観光コンベンション協会 
■協力 りんご王国推進会議・弘前商工会議所・（公社）弘前市物産協会

朝日シードル（株）弘前工場の看板

（ニッカウヰスキー弘前工場所有）
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創作郷土料理の店 菊冨士

りんごの家

喫茶室baton
HERB & SPICE CAFE MINERAL

大正浪漫喫茶室

カフェ山崎

ポワンルージュ



タ K

カリカリ

白神山地の麓・西目屋村の生産者から直接そばを仕入
れるなど、地元の上質素材にこだわるフレンチを気軽
に楽しめるカフェ。シードルを加えて焼き上げた生地
に季節の海の幸と新鮮野菜を贅沢にトッピング。お肉
が苦手な方も安心なヘルシーガレットはシードルとの
相性ばっちり。このほか、食事系の定番ガレットもあり。

弘前市親方町36-1 ☎0172-36-0082
●営／ 11：30～14：30（LO）
　　　 17：30～21：00（LO）
●休／月曜日

カフェ山崎 ★提供期間／通年

西目屋産そば粉の旬のシーフードガレット

そば粉のクレープ「ガレット」は、りんご栽培が盛んで、弘前によ
く似た自然風土をもつ、フランスのブルターニュ地方で生まれ
た気取らず楽しめる郷土料理。シードルとの相性は抜群で、最高
のマリアージュと表現されます。青森県西目屋村産の香り高い
そば粉を使い、地元ならではの具材などをトッピングしたガレ
ットと県産シードルやりんごジュースの組み合わせを弘前の新
たな「食」スタイルとして提案します。

食事系 S99%しっとり

そば粉の割合S100%主に食事として食べ
るガレット

食事系

生地がしっとりして
いる

しっとり主にデザートとして
食べるガレット

スイーツ系

生地がカリカリして
いる

カリカリ

H I RO S A K I  G A L E T T E

イカの旨みと野菜の甘みが口いっぱいに広がる弘前の
郷土料理「いがめんち」をトッピング。粘りの強いそば
粉を使った生地はしっかり焼いてカリっと香ばしく、
いがめんちはふんわり。食感の変化も楽しめる。そばを
知り尽くした老舗そば店ならではのワザありな創作ガ
レット。

弘前市坂本町1 ☎0172-36-3300
●営／ 11：00～15：00（14：30LO）
　　　 17：00～22：00（21：00LO） 
●休／木曜日

創作郷土料理の店 菊冨士 ★提供期間／通年

いがめんちのガレット

食事系 S100%しっとり

シャキシャキ感を残しながら外側はカリッとキャラメ
リゼ。日本一のりんご産地・弘前ならではのフレッシュ
な食感が楽しめるりんごのソテーとバニラアイスをリ
ッチな風味のもちもちガレットにのせて。大人テイス
トのスイーツガレットは季節により提供スタイルが異
なる。このほか食事系ガレットも1種類あり。

弘前市上白銀町8-1
藤田記念庭園洋館内 ☎0172-37-5690
●営／ 9：00～17：00（16：30LO）
※さくらまつり期間中は時間延長あり
●休／無休

大正浪漫喫茶室 ★提供期間／通年（10：00～16：30）

りんごとバニラアイスのガレット

スイーツ系 S100%しっとり

そば粉100%で焼き上げたガレットに陸奥湾産ホタテ
や県産野菜など地元素材をトッピング。カリッと香ば
しい生地と優しい味わいのグラタンソースは相性抜群。
クリーミーなマッシュポテト入りで食べごたえもばっ
ちり。+200円でサラダ、+300円でサラダとスープがつ
く。このほか食事系・スイーツ系とも1種類ずつあり。

弘前市下白銀町1-6 弘前市民会館管理
棟M2F ☎0172-88-8928
●営／ 10：00～18：00（17:30LO）
●休／第3月曜日（祝日の場合翌日）

喫茶室baton ★提供期間／通年

野菜とホタテのガレット

食事系 S100%

白神そば粉の香ばしさとシードルの甘い香り。外側は
カリッ、中はもっちり。2つの異なる食感も楽しい。定番
のトッピングをアレンジした一皿は、イタリア産ミラ
ノサラミの熟成香と独特な風味がシードルにぴったり。
温泉玉子を絡めれば、より濃厚な味わいに。このほか、
食事系2種、スイーツ系3種あり。

弘前市元寺町40 齋栄旅館1F
☎0172-55-6558
●営／ 11：00～21：00（20：00LO）
　　　 日祝は～18：00（17：00LO）
●休／月曜日

HERB & SPICE CAFE MINERAL  ★提供期間／通年（14:00～）

ミラノサラミとチーズ、温泉玉子のガレット

食事系 S100%しっとり

生ハムとチーズ、卵をのせた、本場フランスで最もオー
ソドックスなスタイル。薄くパリっと焼き上げたそば
粉100％の生地。豊かな風味のチーズとイタリア産生ハ
ムの濃厚な旨みとほどよい塩気。そこに卵のまろやか
なコクがあいまって、シンプルだからこそ食材本来の
旨みとバランスの良さが感じられる。

弘前市新鍛冶町23 ☎0172-35-3564
●営／ 18：00～23：00
●休／日曜日

ポワンルージュ ★提供期間／通年

ハムと玉子のチーズクレープ

食事系 S100%しっとり

もっちり生地にチーズやスモークチキン、ポテトサラ
ダと具だくさんでボリューム満点！メインディッシュ
にもなる一皿。白神そば粉の香りと甘みが引き立つフ
ライドガレットはクリスピーな食感が絶妙なアクセン
トに。地元産りんごの酢漬けは、さっぱりした甘酸っぱ
さで箸休めにぴったり。

弘前市清水富田字寺沢125 
☎0172-36-7439
●営／ 9：00～17：00
　　　（食事15：30LO、喫茶16：30LO） 
●休／無休

りんごの家 ★提供期間／ 12月～翌3月（9：00～15：30）

チキンガレット

食事系 S80%しっとり
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青森県産のシードル・りんごジュースの取扱マーク R りんごジュース

R

R

R

R

R
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※ガレットには「そば粉」を使用しております。そばアレルギーの方はご注意ください。

1,000円（税込） シードルセット／ 1,650円（税込）
りんごジュース単品／ 500円（税込）

950円（税込） りんごジュースセット／ +350円（税込）

700円（税込） シードル単品／ 430円～3,000円(税込)
りんごジュース単品／ 390円(税込)

600円（税込） シードル単品／ 500円～1,600円（税込）
りんごジュースセット／ +200円（税込）

734円（税込） シードルセット／ +432（税込）
りんごジュースセット／ +302円（税込）

1,026円（税込） シードル単品／ 1,500円(税込) ～

756円（税込） シードル単品／ 400円～1,500円(税込)
りんごジュース単品／ 200円～400円(税込)


