
対象のお菓子屋さんで
���円以上のお買い物すると 
スタンプが�つもらえます。
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�つのお店をめぐって
スタンプを３つ集めたら、
希望する生活応援賞品を
選んでご応募ください。

抽選で
家計に嬉しい生活応援賞や
お菓子屋さんの商品券が
当たります！

ひろかし

【主      催】　弘前菓子組合
【お問合せ】　 ひろかし 秋のスタンプラリー事務局　

　　　　　　 ㈱アップルコミュニケーションズ内　TEL. ０１７２－3１－５７５５
　

スタンプ
ラリー

２等   商品券  ４，０００円分    　２５０ 名様
３等   商品券  ２，０００円分    　５００ 名様

１等  商品券１０，０００円分      ５０ 名様
２等   商品券  ４，０００円分    　２５０ 名様
３等   商品券  ２，０００円分    　５００ 名様

１等  商品券１０，０００円分      ５０ 名様

弘前菓子組合
ホームページスタンプラリー参加店はチラシ裏面をご覧ください。

令和 4 年度弘前市販売促進活動支援事業費補助金活用

秋の秋の

弘前菓子組合

ひろかし
スタンプ
ラリー

秋の秋の

弘前菓子組合 生活応援賞

お菓子商品券

家計に
嬉しい
家計に
嬉しい

お名前 TEL

ご住所　〒

➀スタンプを３つ集めて、➁「生活応援賞」の中から希望のコース（A～Ｃ）を選び、➂お名前等記入してご応募ください。　

1 2 3

➀スタンプ押印スペース ➁「生活応援賞」
　希望のコースを記入

➂応募者の情報

いただいた個人情報は、賞品発送以外の目的には使用しません。　

本チラシを切り取って、応募券としてご利用いただけます。　

A～Ｃ

ひろかし 秋のスタンプラリー　応募券

きりとり きりとり

お菓子商品券は、すべての応募者を対象に抽選いたしますので、お客さまが選択する必要はありません。
賞品の発送は�月上旬予定です。  

【応募方法】

郵便番号も必ず記入ください　

き
り
と
り

弘前の台所「虹のマート」
商品券 5,000 円分
弘前の台所「虹のマート」
商品券 5,000 円分３０名様

４０名様
市内飲食店 お食事券
5,000 円分

３０名様

４０名様

弘善商会　灯油・ガソリン給油券

１５名様１５名様

弘善商会　灯油・ガソリン給油券

市内飲食店 お食事券
5,000 円分

創作郷土料理菊富士、和料理なかさん、和食レストラン佐和家
とんかつ専門店かつ亭、いずれかのお食事券が当たります。
創作郷土料理菊富士、和料理なかさん、和食レストラン佐和家
とんかつ専門店かつ亭、いずれかのお食事券が当たります。

お菓子商品券は、スタンプラリー参加店の商品券を組み合わせてお送りします。
どのお店の商品券が届くかは、当選してからのお楽しみ！

10,000 円分10,000 円分

Ｃ

Ａ

Ｂ

スタンプラリー
期間

10/15 12/15土 木～
２０２２年

1

2

3

おともだちと
家族で

お散歩しながら

お菓子屋さん巡り

もう一度お菓子屋さんめぐりが楽しめる

が当たる



参加店
城下町弘前には、永く市民から愛されてきたお菓子が数多くあります。
伝統的な羊羹や最中のほかに、当時の流行を取り入れたハイカラなものや、
りんごや桜など弘前名物にちなんだもの、地域の生活に密着したものなど
魅力あふれるたくさんのお菓子たち。今回ご紹介するのは、参加店の人気
商品やこの季節ならではおススメお菓子。
ぜひこの機会にたくさんのお店をめぐってご賞味ください。

ひろかし
スタンプ
ラリー

秋の秋の

弘前菓子組合

あずき庵
東長町��-� ��-����

みかん大福　���円
モンブラン大福　���円

みかんが丸ごと一つ入った大福は酸味と甘み
のバランスが絶妙。食べる前に横向きに切って、
写真映えを楽しんでみてほしい。

住 電

石崎弥生堂
亀甲町�� ��-����

��*��

縄かりん糖　���円

唯一無二の硬さと捻じれ具合がクセになる
名物縄かりんとうは今も昔も手作りの味として
人気が高く、県外からのお取り寄せも多い。

住 電

いなみや
富田１-�-� ��-����

��*��

バナナ最中（�本入り）　���円

明治��年に創業し、銘菓『バナナ最中』発祥の
店。伝統を守り続けながら、新しさを取り入れ、
和菓子のおいしさを提供している。

住 電

開雲堂
土手町�� ��-����

卍最中　���円

弘前藩の紋章、卍をかたどった薄い最中の種
（皮）に小豆粒入りの柔らかな白餡が入る。
たか丸くんが可愛いサブレは子どもも喜ぶ。

住 電

大阪屋
本町�� ��-����

��*��

チョコレート羊羹　���円

����年創業の大阪屋が�年ほど前に発売した
チョコレート羊羹はコーヒーにも合うと評判。
男性が買いに来ることも多い新人気商品。

住 電

開源堂　川嶋
品川町�� ��-����

弘前どらやき　���円（税別）
わらびもち　ぶらんまんじぇ　���円（税別）

たか丸くんサブレ　���円

たっぷりのふじ林檎とバターを練りこんだ白餡
をさくら香る生地でサンドしたオリジナルどら
焼き。他にも独創的なお菓子が多く並ぶ。

住 電

御菓子処　観世
東長町�� ��-����

生菓子（丹波路・山ノ幸・きせ綿）　各���円

見た目が華やかで、季節感も楽しめる生菓子は
お茶会のイメージが強いが、もっと気軽に日常
のお菓子として食べる人も増えている。

住 電

佐藤製菓
津賀野字宮崎�� ��-����

プチイモ当て（��個入り）����円プチイモ当て（��個入り）����円

子供から大人迄ワクワクする「イモ当て」は、昭
和��年頃に開発された、くじ付駄菓子餡ドーナ
ツ。親�個・子�個入り。さぁ、順番にくじ引いて。

住 電

しかないせんべい 本店
アプリーズ店

百石町店
イオンタウン樋の口店

栗づくしのパイタルト　���円

縄文栗をたっぷり使ったパイタルト。食べごたえ
抜群で思わず誰かに教えたくなるおいしさ。　
期間限定なので、お見逃しなく。

チボリ洋菓子店
小栗山川合���-� ��-����

チョコタヌキ　���円

たぬきケーキは昭和��年代に全国的に流行し
その後絶滅の危機に。チボリ洋菓子店のチョコ
タヌキは今も昔も変わらず元気でカワイイ。

住 電

御菓子司　双味庵
富田�-�-�� ��-����

チョコマッセ　���円
ヌガーマッセ　���円

弘前では珍しい「ヌガークリーム」を使った代々
引き継がれるマッセ。あんこからチョコまで和菓
子と洋菓子、双方の味が楽しめるお店。

住 電

三笠屋餅店
土手町���-� ��-����

あさか餅　���円

一つ一つ手作りのお餅は、昼過ぎには売り切れ
ることもある。中でもあさか餅は一番人気。無
添加なので是非その日のうちに食べて欲しい。

住 電

菓子司　みしま
和徳町��-� ��-����

陸奥の園（�入一口羊羹）　���円

くり、りんご、山ぶどう、�種類の一口羊羹がセッ
トになった陸奥の園の歴史は昭和��年まで遡
る。津軽の味が常温で長期間楽しめるお菓子。

高級漬け込みフルーツ等厳選した素材を使用
したベイクドケーキ。焼き肌と形が､桜の名所　
｢弘前城｣の桜の小枝に似ている。

住 電

甘栄堂
代官町�� ��-����

うんぺい　各���円

しおせは軽い生地のなかに、あんこがぎっしり。
うんぺいはもち粉と砂糖を練り合わせた郷土
菓子で、鮮やかな見た目はどこか懐かしい。

昭和初期に作られたバナナ最中をはじめ、バタ
ークリームを使ったエンゼルケーキなど和洋問
わず、昭和レトロを感じさせるお菓子が並ぶ。

住 電

旭松堂
本町��� ��-����

バナナ最中　���円

栗きんとん　���円
エンゼルケーキカット　���円

しおせ　各���円

みかん大福　���円 モンブラン大福　���円モンブラン大福　���円 縄かりんとう　���円
城最中　���円

バナナ最中（�個入り）　���円 チョコレート羊羹　���円

住 電

菓子処　弘房
南城西�-�-� ��-����

どら焼き（いちじく���円、小倉���円）
弘房焼　りんご　���円
どら焼き（いちじく���円、小倉���円）
弘房焼　りんご　���円

弘房といえば、どら焼き！ 小倉やいちじく、抹茶
など季節により��種類ほどが並ぶ。弘房焼は
県産の餅粉入りモッチリ・しっとりタイプ。

住 電

対馬菓子舗
賀田�-��-� ��-����

あんぱん饅頭　���円
生クリームあんぱん　���円

旧岩木町のお菓子屋さんは老若男女から支持
される。生クリームパンはフワッフワで軽い食感
が特徴。季節限定のアップルパイもおススメ。

住 電

中村屋　菓心なかむら
茂森町���-� ��-����

栗蒸ようかん　���円

小豆餡に小麦粉と葛粉を混ぜ、蒸し固めてつく
る栗蒸し羊羹は、練羊羹とは異なったもっちり
とした食感と控え目な甘さが美味！

住 電

中畑手焼きせんべい本舗
亀甲町��津軽藩ねぷた村内 ��-����

大粒ピーナッツ（�枚入り）　���円

塩味の大粒ピーナッツと甘みのあるせんべい
生地の絶妙な組み合わせは、手焼き厚焼きの
食べ応えと相まって、満足できる逸品。

住 電

菓子ＭＩＹＡＮＯ
松森町�� ��-����

桜ブランチ　各���円
城下町サブレ　各���円
桜ブランチ　各���円
城下町サブレ　各���円

ロールケーキ　���円

住 電

お菓子処　むらかみ
石川字石川���-� ��-����

あっぷるパイ　���円

低農薬りんご紅玉をふんだんに使い、酸味が特
徴的なこだわりあっぷるパイは、県外からわざ
わざ買いに来るファンも多い。

住 電

ラグノオ

ラグノオ ポムショコラ　���円

チョコレートに米粉を混ぜ込み焼き上げた、青
森県産リンゴで作ったシロップ漬け入りの濃厚
チョコレートケーキ。ポロじゃないよポムだよ。

価格は基本的に税込価格です。原材料の高騰等により、価格が変更になる場合がございますのでご了承ください。


