
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。

あなたのお名前

連絡方法（電話・メール、ほか）

弘前市山下町2-12 パインビル2FTEKUTEKU編集部内白神の魚普及実行委員会
行

受取人

ここに
切手（63円）を貼って
ください。

景品
お届け先住所

①

③
②

ここにお店のスタンプを押してください。500円ご飲食につきス

タンプ1個、4個で応募できます。下記は正しく記入してください！

〒

当選の発表は景品の発送をもって代えさせて頂きます。

③

白神の魚
検索

¥1,000
お食事・お

買い物券

白神の魚
普及実行

委員会（T
EKUTEK

U編集部内
）

☎0172-31
-2136 inf

o@shira
kaminos

akana.c
om

ご利用期限
／2023年

2月20日（
月）まで

Shirakami no

Sakana

津
軽
西
海
岸
、旬
の
魚
っ
こ

入
荷
し
ま
し
た
。

クーポン券
（お食事・

お買い物）

ご利用額／
10,000円

ご利用期限
／2023年

2月20日（月
）

1,000円券
×10枚綴り

✂切り取
り線✂

白神の魚
普及実行

委員会（T
EKUTEK

U編集部内
）

☎0172-31
-2136 inf

o@shira
kaminos

akana.c
om

クーポン券
をご利用い

ただけるお
店は

リーフレッ
トをご覧く

ださい。

白神の魚
検索

¥1,000
お食事・お

買い物券

白神の魚
普及実行

委員会（T
EKUTEK

U編集部内
）

☎0172-31
-2136 inf

o@shira
kaminos

akana.c
om

ご利用期限
／2023年

2月20日（
月）まで

Shirakami no

Sakana

津
軽
西
海
岸
、旬
の
魚
っ
こ

入
荷
し
ま
し
た
。

クーポン券
（お食事・

お買い物）

ご利用額／
10,000円

ご利用期限
／2023年

2月20日（月
）

1,000円券
×10枚綴り

✂切り取
り線✂

白神の魚
普及実行

委員会（T
EKUTEK

U編集部内
）

☎0172-31
-2136 inf

o@shira
kaminos

akana.c
om

クーポン券
をご利用い

ただけるお
店は

リーフレッ
トをご覧く

ださい。

2,000円以上ご飲食されると、「白神の魚クイズ」
にアクセスできるQRコードをお店からお渡しし
ます。これを読み取りクイズフォームに沿ってク
イズの答、名前・住所・連絡先を入力し送信します。
これで応募は完了。
●出題・応募期間／9月～翌1月まで出題が毎月、変わります。
　毎月5問の問題があります。毎月末に応募を締め切ります。
●応募→抽選→当選／応募期間は9月～翌1月。毎月末に応募を
　締め切り、翌月初めに抽選を行います。当選者には速やかに景
　品（クーポン券）を発送いたします。発表は景品の発送をもって
　代えさせていただきます。

弘前に伝わる「清水森ナンバ」をはじめ
地元の食材にこだわったアジアンテイ
ストの料理が楽しめるお店。自家栽培の
エスニックハーブと自家製「ナンプラ
ー」の香りと味わいが絶妙です。

●弘前市本町76-1 ●☎0172-34-9951 ●11：30
～13：30（LO）、18：00～、土曜はテイクアウト・デ
リバリーのみ（17：30～20：00） ●休：木曜・日曜
（翌日が祝日の場合営業、祝日休） ※2022年9月現在
の営業状況です。ご来店の際はお問合せ下さい。

アジアン・エスニック食堂 弦や

ブナコの柔らかな光が安らぎを与える
ホテル内の居酒屋。和食の料理人が腕を
ふるう豊富なメニューに目移りしたら
好きな料理が選べるオーダーバイキン
グがおすすめ。

●弘前市上鞘師町24-1ホテルニューキャッスル
1F ●☎0172-36-1211 ●11：00～14：00（LO）
※変更の場合あり。要問合 
●休：年中無休（要問合）

和風ダイニング この花

ここは知る人ぞ知る、おいしい隠れ家。
伝統の心と進取の精神を持つ料理人の
技と四季折々の津軽の旬が織りなす料
理はシンプルながら奥行きのある味わ
いと絶妙な塩梅です。

●弘前市桶屋町12 ●☎0172-36-8700 
●18：00～23：00 ●休：日曜・祝日

居酒屋はな

津軽の食材を季節感たっぷりに。同業者
やグルメな常連も集まる、通な店です。
時には珍しい食材が入荷することも。事
前に予約すれば、ふぐやすっぽんのコー
スも食べられます。

●弘前市南横町34-3 ●☎090-7327-4377 
●17：00～23：00 ●休：年中無休

居酒屋やまさん

旬の滋味を味わってほしいというママ
お手製の料理はホッと肩の力をぬける、
素朴だけれど温もりある津軽の家庭の
味。晩酌したり、食事したり。お喋りにも
花が咲きます。

●弘前市駅前町10-1 遊食館3F 
●☎0172-36-3223 ●16：00～23：00
●休：月曜 ※不定期で連休の場合あり

おばとみ

新鮮な海の幸から愛情こめた手作り料
理、品数豊富な宴会プランで学生から熟
年世代まで、幅広い層から愛されていま
す。学生も社会人も、がっつりお得に食
べて、飲んで！

●弘前市中野1丁目9-14 ロフトビル1F 
●☎0172-38-6737 
●17：00～24：00（週末は翌1：00） ●休：月曜

創作居酒屋 花よりだんご

北東北の良質なそば粉とかつお節を贅
沢に使ったダシで味わう創作そばと郷
土料理の老舗。地元食材を活用した料理
をお手頃価格でいただけます。地酒も豊
富に取り揃えています。

●弘前市坂本町1 ●☎0172-36-3300 
●11：00～14：30（LO）、17：00～21：00（LO） 
●休：不定休 

創作郷土料理の店 菊富士本店

津軽三味線全国大会入賞者の力強い津
軽三味線の音色と民謡の歌声。地元の食
材にこだわった料理。目で、耳で、さらに
舌でも津軽を味わえます。コースのほか
単品メニューも豊富。

●弘前市富田2丁目7-3 ●☎0172-32-1529 
●17：00～22：30（LO）
●休：不定休※祭り期間中は休まず営業

津軽三味線ライヴあいや

洋食をメインにしながらも、その時々で
変わるおすすめには季節の山菜や野菜
を使った家庭料理や地魚料理も登場。お
つまみ、カクテル、スイーツ、〆の食事ま
で、丹念に仕上げる一品は目でも舌でも
楽しませてくれます。
●弘前市本町72-2 カトウビル2F 
●☎090-6228-3890 
●19：00～24：00（23：30LO） ●休：日曜

大衆Bar BASK

津軽海峡産をメインに、白神の魚も含め
産地直送の魚介を提供しています。郷土
感あふれる食、とりわけ新鮮な海の幸
で、観光客のみならず地元民の間でも高
い評価を得ています。

●弘前市土手町166弘前東栄ホテル1F
●☎0172-34-8570 
●17：30～22：00（21：30LO）
●休：日曜・不定休

津軽郷土料理の店 あば

古い英国のパブのような趣と遊び心が
あり、思わず立ち寄りたくなるお店。お
酒はもちろんフードメニューも豊富で、
ランチに、パブに、くつろぎの時間を過
ごせます。2Fテラス席もおすすめ。

●弘前市土手町66-12 ●☎0172-34-9688 
●11：30～15：00、17：00～24：00 
●休：日曜の夜、月曜の昼

Pub Grandpa パブ グランパ

本格的な洋食を開放的なくつろぎの空
間で。お手頃ランチ、伝統のスイーツ、色
彩豊かなディナーなど。ホテルシェフが
腕をふるう上質な味わいを贅沢にリー
ズナブルに愉しめます。

●弘前市上鞘師町24-1 ホテルニューキャッスル
1F ●☎0172-36-1211 ●11：00～17：30
（LO ）※変更の場合あり。要問合 ●休：年中無休

ブラッスリー・ル・キャッスル

フランス料理をアラカルトで、1皿から
気軽に味わえるワインバー。種類豊富な
ワインと旬を感じる料理のハーモニー
は格別です。魚介類は身質や脂ののりな
どを見極め、ベストなコンディションと
調理法で提供しています。
●弘前市新鍛冶町23 ●☎0172-35-3564
●18：00～23：00（要予約） ●休：日曜

Point Rouge ポワン・ルージュ

柔和な笑顔の店主夫婦にお酒も会話も
弾みます。軽いおつまみや串もの、焼き
物ほか津軽の伝統料理「津軽料理遺産」
の伝承店でもあり、懐かしい津軽の味も
堪能できます。

●弘前市本町85-1 明治屋グランドビル1F
●☎0172-33-4079 ●18：00～24：00
●休：不定休

本町坂とりっこ

地元の山・里・海の幸を活かした津軽の
家庭料理に、深浦町出身の大将が一工
夫、ひと手間加えておもてなし。漁師直
送のお造り盛り合わせは贅沢そのもの
です。希少な部位がいただけるかも。

●弘前市駅前1丁目4-20 ●☎0172-33-7898
●17：00～23：00（22：00LO）
●休：日曜・祝日 

山・海畑 志乃家

弘前市街の中心で昭和レトロなムード
を放つ「弘前中央食品市場」。店頭には地
元を中心とする新鮮な海の幸がずらり。
大きな魚は半身などでも販売するほか、
その場でさばいてもくれます。

●弘前市松森町121 ●☎0172-36-0386 
●9：00～17：30（月・金は14：00～） ●休：木曜 
●白神の魚：毎週月・金曜に入荷

藤本鮮魚店 （白神の魚：毎週月・金曜に入荷）

食べて、クイズに答えて!「白神の魚クーポン券」を当てよう! !

⬆表紙

⬅中身（クーポン券）

「白神の魚クイズ」で当たるクーポン券

参加店にリーフレットと専用応募ハガキを配置。参加店で500円
ご利用につき1個のスタンプを押印、4個押印
（ご飲食額2,000円）してご応募ください。
●応募方法／専用応募ハガキにてご郵送く
　ださい。（ハガキは参加各店にあります）
●応募→抽選→当選／応募期間は9月～翌
　1月。毎月末に応募を締め切り、翌月初
　めに抽選を行います。当選者には速や
　かに景品（クーポン券）を発送いたしま
　す。発表は景品の発送をもって代えさ
　せていただきます。

「スタンプラリー」で当たるクーポン券

お問い合せは／白神の魚普及実行委員会（TEKUTEKU編集部内）
弘前市山下町2-12パインビル2F TEL.0172-31-2136 FAX.0172-32-0081

info@shirakaminosakana.com

●クーポン券の形態／一冊10,000円（1,000円券×10枚綴り）
●当選額は以下の通りです。
　
【スタンプラリーで応募】
●クーポン券当選金額／
①1等賞（総額60万円）／30,000円（10,000円クーポン券3冊）
　が9月～12月の4ヶ月で当選／各月5名
②2等賞（総額80万円）／20,000円（10,000円クーポン券2冊）
　が9月～1月の5ヶ月で当選／各月8名
③3等賞（総額百万円）／10,000円（10,000円クーポン券1冊）　
　が9月～1月の5ヶ月で当選／各月20名
※1月の1等賞（30,000円クーポン）当選分は、9月～12月の4ヶ
　月に割り振りました。　
【白神の魚クイズで応募】
●クーポン券当選金額／
①1等賞（総額15万円）／30,000円（10,000円クーポン券3冊）
　が9月～1月の5ヶ月で当選／各月1名
②2等賞（総額20万円）／20,000円（10,000円クーポン券2冊）
　が9月～1月の5ヶ月で当選／各月2名
③3等賞（総額25万円）／10,000円（10,000円クーポン券1冊）
　が9月～1月の5ヶ月で当選／各月5名　
【当選日と使用期限の注意】
●第5節（1月末分）の抽選
　と景品発送は、およそ2
　月5日頃となり、クーポ
　ン券の使用期限は2月
　20日となっています。
　その使用期間は約2週間
　と短めですので、ご注意
　ください。

景品総額は3百万円分のクーポン券

食べて、クイズに答えて!
「白神の魚クーポン券」を当てよう!!

白神の魚 検索

 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節

応募締切 9月末 10月末 11月末 12月末 翌1月末

抽選 10月初旬 11月初旬 12月初旬 1月初旬 2月初旬

景品発送 10月初旬 11月初旬 12月初旬 1月初旬 2月初旬

利用期限 　　　当選月は関係なしに2023年2月20日までです

【生ハム料理の提供期間】
●第1弾／9月26日（月）～30日（金）
●第2弾／10月27日（木）～31日（月）
●第3弾／11月26日（土）～30日（水）
●第4弾／12月26日（月）～30日（金）

白神の魚 提供店掲載

「白神の魚クイズ」にアクセスできるQR
コードです。これを読み取りクイズフォ
ームに沿ってクイズの答、名前・住所・連
絡先を入力し送信してください。

白神の魚クイズで当たるクーポン券アクセスコード

画像はダミーです

日本海深浦サーモンの
生ハムのペペロンチーノ
（ポワンルージュ）

真鯛の生ハムの
ニョッキ
（ポワンルージュ）

マグロのスパイシー
生ハムとピータン・
パクチードレッシング
（アジアンエスニック食堂・弦や）

ソウダガツオのバインミー
（アジアンエスニック食堂・弦や）

真鯛のとろろ〆のお造り
（和風ダイニング この花）

真鯛のとろろ〆茶漬け
（和風ダイニング この花）

平政のポン酢〆の
バッテラ寿司
（和風ダイニング 
この花）

〝海の生ハム〞できました! !
白神の魚提供店の合同企画です。「魚で作った生ハム」を和・洋さ
まざまな料理で提供します。生臭さが抑えられ、そのまま食べて
もおいしい、おしゃれでヘルシー！「白神の魚 生ハム」は新感覚
の料理です。
※一部のお店では、時化や休業等により提供できない場合もあ　
りますので、あらかじめご了承ください。

スタンプラリー・白神の魚クイズ応募期間／9月〜翌1月
クーポン券使用期間／10月〜翌2月20日

30,000円分のクーポン券 25本1等

20,000円分のクーポン券 50本

10,000円分のクーポン券 125本

2等

3等


