湯めぐり手形受付施設

和食

キャンピング施設あり

宿泊施設

喫茶

☎0172-83-2035●立寄入浴／8：00〜21：00/300円
●宿泊：素泊り4,550円〜朝食付き5,650円（in/outは要問
合）●休：年中無休●弘前市百沢字寺沢162●MAP： D-4

ゆだんの宿

（お食事は要予約）

☎0172-83-2329●立寄入浴／11：00〜15：00（最終受付）
/500円●宿泊：11,150円〜37,550円（in15：00/out10：
00）●休：不定休●弘前市常盤野字湯の沢19●MAP： B-4

小島旅館

白壁と濃褐色の柱のコントラストが美しい和
モダンな温泉宿で、浴場の1枚ガラスの窓から
四季折々の自然美を眺められます。鉄分を含ん
だやわらかい湯感が特長の温泉と、山の幸が味
わえる家庭的な料理でおもてなし。

りんご畑に囲まれて農村風情あふれる日帰り
温泉施設です。大きな浴槽に豊富にかけ流され
る湯はツルツル、ヌルヌルとした浴感で、細か
な気泡が肌を包みます。湯冷めしにくく、体の
芯から温まると評判です。

☎0172-83-2234●立寄入浴／8：00〜18：00/350円
●宿泊：5,500円〜8,500円（税別・in15：00/out10：00）
●休：不定休●弘前市常盤野字湯段萢8●MAP： A-4

☎0172-82-4521●立寄入浴／6：30〜20：30/300円
●宿泊：なし●休：不定休●弘前市新岡字萩流161-12
●MAP： E-3

ペンションワンダーランド

あたご温泉

古くから湯治場として地元で親しまれてきた
温泉旅館です。濃いにごり湯とヒバの風呂が自
慢です。岩木山の恵みのいで湯とたっぷりのお
食事で疲れやストレスを、体の内と外から癒し
てください。

自然体験ガイドとしても活躍するオーナーが
営む小さな温泉宿です。津軽の旅や岩木山、八
甲田の登山、白神山地探訪など、自然体験基地
に最適で、観光や旅の情報も満載です。かけ流
しの天然温泉はいつでも入浴できます。

湯量豊富な源泉かけ流しの温泉はやわらかい
浴感で入りやすく、大きな水風呂も人気です。
大浴場のほか家族風呂が4室あります。見晴ら
しの良い高台にあり、晴れた日には岩木山・梵
珠山・八甲田の美しい景色が一望できます。

☎0172-83-2130●立寄入浴／10：00〜16：00/400円
●宿泊：9,000円〜13,000円（in15：00/out10：00）
●休：なし●弘前市常盤野字湯の沢20●MAP： B-4

☎0172-83-2670●立寄入浴／10：00〜15：00頃まで／
400円●宿泊：1泊2食付9,000円（in15：00/out10：00）
●休：不定休●弘前市常盤野字黒森12-55●MAP： A-3

☎0172-82-5885●立寄入浴／9：00〜22：00/330円
●宿泊：なし●休：第1水曜●弘前市愛宕字山下127-25
●MAP： E-3

嶽ホテル

民宿ずだらっと

立寄入浴は受け付けておりません。ご了承下さい。

☎0172-83-2045●立寄入浴／10：00〜15：00/500円
●宿泊：11,150円〜15,550円（in15：00/out10：00）
●休：不定休●弘前市常盤野字湯の沢28-1●MAP： B-4

☎0172-82-4332●立寄入浴／6：00〜22：00/380円
●宿泊：素泊り4,000円〜（in15：00/out10：00）●休：月
曜1回不定休あり●弘前市賀田2-10-1●MAP： B-1

☎080-5575-0261●立寄入浴：なし●宿泊：5,000円〜
10,000円（in15：00/out10：00）●休：年中無休●弘前市
常盤野字黒森12-8●MAP： A-3

星と森のロマントピア

アソベの森いわき荘
縄文人の宿は1日1組限定の宿として、小さく元
気に営業しています。古代縄文人のように火を
囲み、囲炉裏で自ら焼いて食す山海の幸と地産
地消をいかした手料理とともにゆったり温泉
湯治を満喫しお過ごしくださいませ。

☎0172-83-2123●立寄入浴：コロナのため休止。ただし、貸切プランあり。貸切風呂90分3,000円（事前
予約、1〜5名まで。1〜3名までは+入湯税150円 人数分必要）
・昼食付湯治1名3,450円〜（10：00〜15：
00、貸切部屋+入浴）●宿泊：15,000〜20,850円●休：不定休●弘前市常盤野字湯の沢14●MAP： A-4

五感で楽しむ星空リゾート。星と森のロマント
ピア。津軽富士・岩木山を正面に望む、源泉かけ
流しの露天風呂。地元の旬の食材をふんだんに
使った夕食も人気。夜は満天の星を、朝は雄大
な岩木山の絶景をお楽しみください。

☎0172-83-2215●立寄入浴／7：00〜10：00（最終受付9：00）
/550円●宿泊：10,050円〜28,750円（in14：00/out11：00）
●休：年中無休●弘前市百沢字寺沢28-29●MAP： C-4

☎0172-84-2288●立寄入浴／11：30〜19：30/500円
●宿泊：1泊2食付10,930円〜（in15：00/out10：00）●休：
不定休●弘前市水木在家字桜井113-2●MAP：掲載なし

百沢温泉

鉄分を多く含んだ茶褐色の百沢温泉郷、
硫黄香

気さくな女将のいる、ぬくもりあふれる家庭的
な温泉宿。タイル貼りのレトロな浴室には温泉
をとうとうとかけ流しています。1泊2食付のほ
か、素泊まり、自炊泊、湯治、休憩もできますの
で、ご相談ください。

岩木山神社のほど近くに湯を構え、日帰り湯と
して営業しております。自慢の湯量豊富な源泉
かけ流しの温泉は、体の芯から温まります。有
料の個室・広間をご利用のお客様は時間内で何
度でも入浴できます。家族風呂2室あり。

☎0172-83-2754●立寄入浴／8：00〜18：30/500円●宿
●休：不定
泊：4,000円〜8,510円（in15：00/out10：00）
休●弘前市常盤野字湯の沢15●MAP： A-4

☎0172-83-2226●立寄入浴／10：00〜22：00/330円
●宿泊：なし●休：水曜・木曜●弘前市百沢字寺沢290-9
●MAP： C-4

る乳白色の湯が特徴の嶽温泉郷など岩木山麓
は温泉の宝庫。
「湯めぐり手形」
では18施設の中
から3箇所に入湯できます。
ねぷた絵師・聖龍院
龍仙による、
ほのぼのとした絵も好評です。
●期間／通年（購入時より6ヶ月間有効）●料金／1,000円
●場所／百沢温泉郷、嶽温泉郷、他岩木山麓周辺

湯めぐり手形で
温泉三昧

西澤旅館

自然豊かな景色と調和する外観に、木肌やさし
いナラの木のレストランや青森ヒバの香る大
浴場など随所に木を使った館内は段差を少な
くした造りをしています。恵み豊かな四季の幸
を集めたお料理もご期待ください。

弘前市

岩木

百沢字

裾野12

4

協会
山観光

商店や立
飲食店・

ち寄り入

浴施設の

●1人1枚の応募用紙を使用します。2人以上で1枚の応募用紙の使用
はできません。
●このリーフレットに掲載の飲食店・商店は500円につき1個のスタ
ンプ、立ち寄り入浴は1回に付き1個を押印します。
●湯めぐり手形をご購入の際は2個、ご利用の際も1回につき1個を押
印できます。スタンプ4個でご応募できます。
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景品❶：新湯治クーポン
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フォロー＆リツイートキャンペーン。
●Twitterで岩木山観光協会のアカウント（@1625project）をフォロ
ーし、今回行われる「新湯治宣言」事業を紹介する指定の投稿をリツイ
ートすると応募完了。
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景品❷：岩木名産温泉竹かご
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新湯治クーポンは1冊（100円券
×30枚綴り）で3,000円分利用で
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用できます。
●当選総数／510冊
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●使用期限／1月30日（日）
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丈夫で耐久性に優れたネマガリダ
ケを野趣豊かに編んだ、津軽伝統の
竹かごを温泉のお供に。
●当選数／11月：3個・12月：3個
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宿泊すると4個押印。即、応募！
●1回の宿泊でスタンプ4個を押印、即ご応募できます。

●応募締切
応募締切・当選／締切は10月･11月・12月のそれぞれの最終日。各
月毎の応募から翌月上旬の抽選で景品を発送します。当選者の発表は
景品の発送をもって代えさせていただきます。
●景品（下記参照）は「新湯治クーポン」、
「オリジナル温泉グッズ」など
の、全4種から選べますが、景品の数に限りがあり抽選となりますの
で、ご希望の景品以外が当選する場合もあります。ご了承ください。

]211 २

縄文人の宿

受取人

こ

木のぬくもりあふれる内湯や大きな樽型の露
天風呂によく温まると評判の温泉をかけ流し。
水風呂やサウナも備え、家族風呂も2室ありま
す。1泊2食付宿泊のほか、素泊まり、湯治療養宿
泊、大広間や小部屋での休憩もできます。

1日1組限定で一棟まるごと貸切スタイルの温
泉宿です。温泉は源泉かけ流しで、ゆっくりく
つろげる空間をおつくりしております。料理に
は、当農園で栽培した、採れたて野菜を使用し
ています。

●リーフレットの裏側にある応募ハガキ、
リーフレットの裏側にある応募ハガキ、ま
たは店内に設置している応募ハガキを郵送
（切手を貼って下さい）してください。
応募ハガキを写真に撮りメールでもご応募
●応募ハガキを写真に撮りメールでもご応募
いただけます。
（E-mail：1625@iwakisan.com）

異なる飲食・商店・立ち寄り入浴施設で
4個のスタンプを押印して応募！

3
1 3 4
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ここに
3円）
切手（6
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。
ください
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嶽温泉では珍しい、露天風呂のあるお宿。心地
良い香りと木肌のぬくもりあふれる総ヒバ造
りの浴場や露天風呂は源泉かけ流しの白濁の
硫黄泉。山の恵みたっぷりの料理で、ほっとく
つろげる家庭的な宿です。

桜温泉

応募方法は、応募ハガキを郵送、
またはメールでもOK！
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景品❸：青森ヒバ湯桶

湯桶の底に
焼き印が入
っています。

抗菌・殺菌効果が高く、リラクゼ
ーション効果のある香りも楽し
める青森ヒバの特徴を活かした
湯おけです。
●当選数／11月：3個・12月：3個

策などの利活用の促進を図る テーマ となっています。
かつて「健康」とは、疾病やケガといった身体面に焦点が当

の健康管理は大切です。
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「新湯治宣言。」とは、岩木山麓の温泉や飲食、自然・歴史散

特に、コロナ禍で誰もがストレスフルになっている中で、心

ă
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キャンペーン期間／2021年10月〜12月
クーポン券使用期限／2022年1月30日

てられましたが、現代では心の健康も重要視されています。
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民芸調の館内で、岩木山の恵みを堪能。なんに
もない贅沢を味わえます。舞茸かほる名物釜飯
「マタギ飯」と、白濁の硫黄泉は、ご宿泊の方は
もちろん、日帰りでも楽しめます。畳を敷き詰
めた別館浴場「たたみの湯」も人気です。

新岡温泉

●キャンペーン期間／2021年10月〜12月 ●クーポン券使用期限／2022年1月30日

ッズ
泉グ
ル温
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山のホテル

☎0172-83-2338●立寄入浴／8：30〜17：15/350円（小人100円）
●宿泊：大人2,500円〜、子ども1,450円〜（in/outは要問合）●休：月
曜（11/1〜3/31）●弘前市常盤野字湯段萢1-2●MAP： B-4

「新湯治宣言。」は、スタンプ4個を集めて、“フォロー＆リツイート”して、
「新湯治クーポン」
（3,000円）や「オリジナル温泉グッズ」を
GETする“超”お得な企画なのです。

お山 の湯っこ

体験メニューあり

岩木山神社の左側にある老舗の温泉旅館で、岩
木山登山や弘前・白神山地の観光の拠点にも便
利です。鉄分を含んだ、よく温まる温泉を源泉
100％かけ流しにしています。神社の参道に無
料の足湯も設置しています。

新湯治 宣言�

お土産・小売

岩木山を望む大自然の中でスポーツと心に残
る体験活動を提供しています。パークゴルフ場
やキャンプ場もあり、どなたでもご利用いただ
けます。広々とした浴場では、嶽温泉の白濁湯
を源泉かけ流しで堪能できます。

お山 の湯っこ

立ち寄り温泉入浴施設

旅館山陽

新湯治 宣言�
新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新

温泉施設（立ち寄り・宿泊）

岩木青少年スポーツセンター

景品❹：あおもり藍
エフキャリー
鮮やかな色彩
と優れた抗
菌・防臭・抗
酸化作用で宇
宙服にも選ばれた「あおもり藍」
のふろしきバッグ。
●当選数／11月：3個・12月：3個

日本古来の治療法であり地域の人々にもなじみ深い従来の
「湯治」に、より幅広く多様な環境要素を加え、心身の健康づ
くりに活用しようというのが「新湯治宣言。」の目的です。
具体的には、岩木山麓の温泉、気候、景観、運動、食などを通
して肉体的にも精神的にも満ち足りることを目指し、QOL
（クオリティ・オブ・ライフ＝生活の質）の向上を図ります。

お問い合わせは／岩木山観光協会
〒036-1343 弘前市百沢字裾野124
TEL.0172-83-3000 FAX.0172-83-3001
http://www.iwakisan.com/ E-mail：1625@iwakisan.com

飲食・お土産・小売施設
和食

お土産・小売

洋食

産直販売あり

喫茶

体験メニューあり

ミュージアム

森の中の果樹園

いで湯に暮らす人々の歴史と文化。
今に伝える、岩木お山の湯っこ「新湯治宣言。
」

ここに
切手（63円）
を貼って
ください。

0 3 6 1 3 4 3

弘前市百沢字裾野124

岩木山観光協会 行
飲食店・商店や立ち寄り入浴施設のスタンプ
①

②

③

④

飲食店・商店 飲食店・商店 飲食店・商店 飲食店・商店
立寄入浴
立寄入浴
立寄入浴
立寄入浴
スタンプ欄 スタンプ欄 スタンプ欄 スタンプ欄

宿泊された場合、宿泊施設4個の同スタンプ
①

②

③

④

と は別のハガ
キを使用して押印
して下さい。

応募の締切、当選発
表は？景品は？

〒
景品
お届け先
住所

連絡方法（電話・メール、ほか）

景品 ①
希望
順位 ②

記載の氏名、連絡先などの個人情報は、本企画の抽選、景品送付の際のみ、一時的に保持しま
すが、企画を終了した時点で、情報は破棄いたします。

カウンター席、テーブル席、小上がり席があり、
1人でも家族でも安心。タレ（味噌・正油・塩）は
自家製なのでニンニク抜きも可能です。味噌ラ
ーメンが一番人気で、手作り餃子も評判。昔な
がらのチャーハンも若者中心に好評です。

世界各国の料理が好きな店主が、多国籍なメニ
ューを日替わりで提供。看板メニューのグリー
ンカレー、人気のハンバーグランチ、季節のパ
スタランチなど、おいしいごはんで笑顔になっ
てもらえたら何よりです。

岩木山麓百沢地区に自生するイタヤカエデの
樹液100％のメープルシロップです。海外のメ
ープルシロップとはひと味もふた味も違った
繊細な風味に仕上がりました。お土産に、また
特別を味わいたいときにぜひお試しください。

☎090-5599-9851●営業時間／10：00〜16：00●休：
日曜・月曜●駐車場：2台●弘前市高屋字本宮501-1
●MAP： C-1

☎0172-82-4730●営業時間／11：00〜14：00、17：00
〜19：00●休：水曜●駐車場：4台●弘前市賀田2-4-17
●MAP： B-1

☎0172-55-5725●営業時間／11：00〜15：00（14：
30LO）、ディナーは要予約●休：月曜・第3日曜●駐車場：
6〜8台●弘前市一町田字浅井449-1●MAP： B-3

☎090-7074-9765●営業時間／9：00〜15：00●休：月
曜〜金曜●駐車場：5台●弘前市百沢字寺沢290-10
●MAP： C-4

焼肉 煌苑

フラワーガーデン・ミミ

森の中のパン屋 野風パン

旧道沿いで70年以上続く、昔ながらの老舗大衆
食堂です。テーブル席と小上がり席のある、ア
ットホームな小さいお店で、メニューはラーメ
ンをはじめとした麺類、丼もの、定食など。探検
しながらおいでください。

岩木文化センター「あそべーる」にほど近い焼
肉店。昼はボリュームたっぷりでお得な日替わ
りランチ、夜は焼肉、麺類、丼ものに加え、ボリ
ューム満点のセットもあり、リーズナブルでお
腹いっぱいになる食事を提供しています。

りんご畑に囲まれ、岩木山の眺めもいい自然の
中の花屋さん。広い敷地内にはハウスやオープ
ンガーデンがあります。漬け物、民宿、カフェも
あり、おいしいもの、楽しい時間を提供してい
ます。

岩木山麓にある、石窯焼天然酵母ハード系食事
パンのお店です。5月〜9月は棒パン、ピザ、ダッ
チオーブンの調理体験もできます。棒パン＆ピ
ザは5人〜80人、ダッチオーブンは20人まで参
加可。1 ヶ月までにご予約ください。

☎080-1821-3059●営業時間／9：00〜17：00●休：11
月〜5月（冬季休業）●駐車場：200台●弘前市十面沢字轡
426●MAP： D-1

☎0172-82-3055●営業時間／11：00〜14：30●休：日
曜●駐車場：5台●弘前市賀田字大浦9
●MAP： C-1

☎0172-82-4244●営業時間／11：00〜14：00、17：00
〜22：00●休：月曜●駐車場：5台●弘前市賀田1-17-8
●MAP： B-1

☎0172-82-3754●営業時間／9：00〜18：00●休：無休
●駐車場：7台●弘前市兼平字林元184-2
●MAP： A-3

☎0172-83-2020●営業時間／9：00〜17：00●休：月曜
（祝日の場合振替あり）、臨時休業あり●駐車場：8台●弘
前市百沢字東岩木山1205-2●MAP： C-4

本間食堂

鮨駒

肉の千里

岩木山養蜂

カウンター席と小上がり席があり、1人でも家
族や友人同士でも、ゆったり過ごせます。少人
数での営業ですが、四季を感じる料理とお酒で
皆さまにちょっとステキな時間が訪れるよう
な対応でお待ちしております。

弘前市岩木庁舎の裏手にある「隠れ家的」な江
戸前の鮨屋。仕入れにこだわり、よいネタをご
用意。握りはもちろん、突き出しも美味です。大
将の茶目っ気たっぷりなトーク、おかみの鋭い
ツッコミも堪能できるかも…？

津軽中学校となりにある老舗の大衆食堂です。
野菜たっぷりの味噌ラーメンは、白味噌、胡麻
味噌バージョンもあります。焼きそばとチャー
ハンが人気で、麺類は+250円でミニサイズの
カレーやチャーハンとセットにできます。

岩木B&G海洋センター近くにある町のお肉屋
さんです。牛カルビ、牛サガリ、ラム、やきとり
などある中で、津軽の味・豚ホルモンと豚サガ
リが人気です。ご飯がすすむ味付けで、アウト
ドアやおうちバーベキューにもおすすめです。

国産の無添加・純粋はちみつ採集元です。
花を求
めてみつばちと旅をする日本伝統の
「転地養蜂」
で採集したはちみつは自然の風味に満ちていま
す。
岩木山麓や白神山地から採集した、
さくらや
りんごのはちみつなど、
花の個性も味わって。

☎0172-55-6626●営業時間／18：00〜23：00（入店制
限あり）●休：火曜（まれに連休あり）●駐車場：約10台
●弘前市熊島字豊田264-1●MAP： F-4

☎0172-82-4372●営業時間／12：00〜21：00（ランチ
営業なし）●休：木曜●駐車場：5台●弘前市高屋字本宮
480-17●MAP： B-1

☎0172-82-2124●営業時間／月曜〜土曜11：00〜17：
00、日曜11：00〜14：00●休：不定休●駐車場：7台●弘
前市賀田字大浦119●MAP： B-1

☎0172-82-4692●営業時間／9：00〜18：30●休：4〜
10月は月1回、11〜3月は月曜●駐車場：3台●弘前市兼平
字猿沢23-11●MAP： A-3

☎0172-83-2012●営業時間／10：00〜17：00●休：木
曜●駐車場：5台●弘前市百沢字東岩木山1848-2
●MAP： C-4

農産物直売所「野市里」のいちご

柴熊酒店

高岡の森古民家カフェ 山の子

そば処 地蔵茶屋

1967年創業の老舗ラーメン店。津軽の味、煮干
しダシを使用した、いわき食堂の中華そばは、
おいしいと評判です。昔なつかしい、あっさり
スープの中華そばを、若い方もぜひ味わってみ
てください。

津軽にいる人々は、岩木山を見上げ、岩木山の
神々に見守られて安心して暮らしています。そ
のお礼にお酒を造りたいと思い「岩木神威（い
わきかむい）」
「花舞娜（かむな）」を造らせてい
ただきました。参拝の時は神が喜ぶお酒を。

地元生産者の新鮮で安心・安全な野菜・果物・山
菜を中心に販売。工芸品やお土産品も取り扱っ
ております。朝採りの「嶽きみ」や「りんご」の種
類も充実しております。全国発送も致しますの
で、お気軽にお問い合わせください。

築80年の母屋をリノベーションした古民家カ
フェです。昔の趣がある佇まいが懐かしく、癒
されます。発酵食材と無添加にこだわった「け
の汁ご膳」と「ハンドドリップコーヒー」が好評
です。ケーキもテイクアウトできます。

40年続けてきた先代から、津軽そばの味を受け
継ぎ5年。たっぷりの昆布や煮干しを使用した
ダシはまろやかで風味豊かです。今もこれから
も津軽の人たちに愛され続けられる津軽そば
を守っていきたいと思っています。

☎0172-82-2635●営業時間／10：00〜18：00●休：火
曜●駐車場：12台●弘前市一町田字村元794-12
●MAP： C-2

☎0172-82-2028●営業時間／8：00〜19：00●休：無休
●駐車場：3台●弘前市賀田字大浦16-1
●MAP： B-1

☎0172-82-1055●営業時間／9：00〜17：00●休：無休
●駐車場：46台●弘前市宮地字川添77-4
●MAP： E-4

☎0172-26-8785●営業時間／11：00〜17：00（16：
30LO）●休：火曜、第1・3月曜●駐車場：8台●弘前市高岡
字獅子沢2-2●MAP： D-4

☎0172-83-2670●営業時間／10：30〜16：00頃●休：
水曜（嶽きみシーズンは無休）※冬季休業●駐車場：10台
●弘前市百沢字裾野番外地●MAP： B-4

鶴ケ谷米店

いした

応募方法は、応募ハ
ガキを郵送、または
メールでもOK！

温泉宿泊
温泉宿泊
温泉宿泊
温泉宿泊
詳しくはリーフレッ
スタンプ欄 スタンプ欄 スタンプ欄 スタンプ欄
ト・H P を ご 覧 下 さ
（同スタンプ）
（同スタンプ） い。
（同スタンプ）
（同スタンプ）
あなたのお名前

〆

メープルハウス山村 ²

アンクック

ここは岩木山麓、屋根のないくだもの屋さんで
す♪お口に入るその瞬間まで太陽の恵みを浴
びて熟成された果物は、酸いも甘いも、いやい
や渋味さえも最高の味わい♪営業期間中はお
休み無しで、毎日旬の果物収穫中です♪

いわき食堂

受取人

Ancook

ニット生地、着物、さをり織など色々な素材を
使い、
「大人かわいい」をコンセプトにして製
作・販売をこころがけています。ひとつひとつ
にこだわりながら。あなただけの一着をみつけ
にきてください。

石田食堂

りゅうの郷
切り取り線 ✂

優太ラーメン

手しごと ふう

岩木温泉旅館食堂部 そば処 凧

レストランこざくら

岩木屋

明治中期からしそ巻梅漬をつくり続け、創業
100有余年の「いしたの梅干屋」です。今では杏
やりんごのしそ巻きもあります。また、リピー
ター率No.1の杏の「しそ吹雪」はヨーグルトに
とろりとかけて絶品です。

岩木地区で収穫されたお米を厳選、精米した白
米を丁寧に選別して、品質にこだわったお米を
提供させていただいております。平日市内配達
無料です。土・日・祝日は工場と配達はお休みで
すので、店舗でお待ちしております。

岩木山が望める、ゆったりスペースのバリアフ
リー設計のレストラン。郷土料理を取り入れた
「こざくら御膳」など地産地消に取り組み、津軽
料理遺産・伝承店に認定されています。大人気
の「みそラーメン」等もあります。

岩木山神社の大きな石の鳥居（一の鳥居）をく
ぐって右側にある、昔ながらのあっさり煮干し
味の中華そばが自慢の店です。岩木山神社の五
葉松の倒木でつくったというテーブルや店主
が描いた津軽凧絵が趣を感じさせます。

根曲り竹と吟味した紅鮭を使用した看板商品
「竹の子押し鮨」や創業以来の逸品「きのこなん
ばん漬」など、昔人より受け継がれた味を忘れ
ず、新しさを加え、邁進のみの心を持ちながら
商品造りに励んでいます。

☎0172-82-3410●営業時間／8：00〜19：00（時間前に営
業終了の場合あり）●休：お盆・年末年始（時折、臨時休業あり）
●駐車場：10台●弘前市高屋字安田138●MAP： C-1

☎0172-82-2007●営業時間／8：00〜19：00●休：無休
●駐車場あり●弘前市賀田1-19-4
●MAP： B-1

☎0172-82-1055●営業時間／9：00〜17：00
（16：00LO）●休：無休●駐車場：46台●弘前市宮地字川
添77-4●MAP： E-4

☎0172-83-2111●営業時間／11：00〜16：00●休：無
休●駐車場：10台●弘前市百沢字寺沢16-3
●MAP： D-4

☎0172-83-2040●営業時間／8：00〜17：30●休：1/1
〜1/2●駐車場：8台●弘前市常盤野字湯の沢7-1
●MAP： B-4

対馬菓子舗

鳴海要記念陶房館

LITTLE NOOK

岩木町観光花園

山のカフェ＆バーめへやっこ

リトルヌック

陶芸家・鳴海要の代表作「りんご釉」をはじめと
した様々な作品が常設展で見学できます。ギャ
ラリーコーナーでは展示やワークショップを
順次開催しています。鳴海作品を茶器とした喫
茶も楽しめます。

現在、岩木地区で唯一のお菓子屋さんです。桃、
メロン、りんごなど、季節に応じたフルーツを
使った洋菓子をはじめ、和洋菓子どちらも扱っ
ております。特に、秋から春にかけてのアップ
ルパイは好評です。

取り扱い園芸品種は年間1,000株以上、広い園
内に季節に応じて宿根草を沢山ご用意してい
ます。生花、花束、慶弔用盛花、アレンジ、園芸資
材、ガーデニング用資材、寄せ植えもご用意。ハ
ンギングバスケットマスターのいる店です。

岩木山の麓に佇む、ワンちゃんも一緒に入れる
ドッグカフェ。自家焙煎コーヒー、手作りお菓
子、自家製のワンちゃんおやつもあります。ガ
ラス張りのテーブルやりんごの木箱を活用し
た椅子など、人も犬も心地良く過ごせます。

嶽温泉でテイクアウトのカフェ営業と雑貨屋
さんをやっています。名物「嶽きみ生シェイク」
やデザートをはじめ、マタギ飯のテイクアウト
も注文可能！岩木山へのドライブの際には是
非お立ち寄りくださいませ。

☎0172-82-2902●営業時間／9：00〜16：00●休：火曜
●駐車場：10台●弘前市賀田字大浦1-2
●MAP： C-1

☎0172-82-2040●営業時間／8：00〜18：30●休：水曜
●駐車場：なし●弘前市賀田1-19-2
●MAP： B-1

☎0172-82-2701●営業時間／8：00〜18：00（10〜4月
は17：00まで）●休：無休●駐車場：30台●弘前市宮地字
川添112-5●MAP： E-4

☎0172-88-5587●営業時間／11：00〜17：00（12〜3
月は11：30〜16：00）●休：木曜●駐車場：6台●弘前市百
沢字東岩木山1095-6●MAP： C-4

☎0172-83-2329●営業時間／10：30頃〜15：00頃●
休：不定休●駐車場：30台●弘前市常盤野字湯の沢19（山
のホテル前）●MAP：： B-4

