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お食事・お買い物券

白神の魚普及実行委員会（TEKUTEKU編集部内）☎0172-31-2136 info@shirakaminosakana.com

ご使用の際には、ここに氏名をご記入下さい

プレミアム（300円）付きクーポン券

本券のご利用期限／2022年1月31日（月）まで
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アジアン・エスニッ
ク食堂 弦や／●弘前

市本町76-1 ●☎0172-34-9951 ●
11：30～13：30（LO、

月～金曜）、18：00 ～22：30（LO、月～土曜
） ●休：日曜(月曜祝日の

場合営業、月曜休) 居酒屋とも家／●弘
前市鍛冶町7-3 1F ●

☎0172-31-5075 ●18：00～翌2：00（要
問合） ●休：不定休

大衆Bar BASK／●弘
前市本町72-2カトウビ

ル2F ●☎090-6228-3890
 ●19：00～24：00（2

3：30LO）●休：日曜 津軽郷土料理の店
 あば／●弘前市土手

町166弘前東栄ホテ ル1F ●☎0172-34-8
570 ●17：30～22：0

0（21：30LO） ●休：日曜・不定休

居酒屋はな／●弘前
市桶屋町12 ●☎017

2-36-8700 ●18：00～23：00 ●
休：日曜・祝日

居酒屋やまさん／●
弘前市南横町34-3 ●☎090-7327-4377
 ●17：00～23：00 ●

休：年中無休 おばとみ／●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
創作居酒屋 花よりだ

んご／●弘前市中野1丁
目9-14ロフトビル1F ●☎0172-38-6737 ●

17：00～12：00（週末は
翌1：00 ●休：月曜 創作郷土料理の店 

菊富士本店／●弘前
市坂本町1 ●☎0172-36-3300 

●11：00～14：30（LO
）、17：00～21：00 （LO） ●休：不定休 

津軽三味線ライヴあ
いや／●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

Bar.Food 黒い月／
●弘前市親方町44-1二

幸ビル2F ●☎0172-33-7144 
●18：00～翌2：00 ●

休：月曜 Pub Grandpa パブ グ
ランパ／●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

ブラッスリー・ル・キ
ャッスル／●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 Point Rouge ポワン・
ルージュ／●弘前市新鍛

冶町23 ●☎0172-35-3564 
●18：00～23：00 ●

休：日曜 本町坂とりっこ／●
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 山・海畑 志乃家／●
弘前市駅前1丁目4-20

 ●休：日曜・祝日 ●☎0172-33-7898 
●17：00～23：00（22

：00LO） 和風ダイニング こ
の花／●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

藤本鮮魚店／●弘前市
土手町85-1（弘前中央

食品市場内） ●☎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
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お食事・お買い物券

白神の魚普及実行委
員会（TEKUTEKU

編集部内）

☎0172-31-2136 inf
o@shirakaminos

akana.com

ご使用の際には、ここに
氏名をご記入下さい

プレミアム（300円）付
きクーポン券

本券のご利用期限／
2022年1月31日（月）

まで
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白神の魚普及実行委
員会（TEKUTEKU

編集部内）

☎0172-31-2136 inf
o@shirakaminos

akana.com

アジアン・エスニック食堂 弦や／●弘前市本町76-1 

●☎0172-34-9951 ●11：30～13：30（LO、月～金曜）、18：00

～22：30（LO、月～土曜） ●休：日曜(月曜祝日の場合営業、月曜休)

居酒屋とも家／●弘前市鍛冶町7-3 1F ●☎0172-31-5075 

●18：00～翌2：00（要問合） ●休：不定休

大衆Bar BASK／●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

津軽郷土料理の店 あば／●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

居酒屋はな／●弘前市桶屋町12 ●☎0172-36-8700 

●18：00～23：00 ●休：日曜・祝日

居酒屋やまさん／●弘前市南横町34-3 

●☎090-7327-4377 ●17：00～23：00 ●休：年中無休

おばとみ／●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

創作居酒屋 花よりだんご／●弘前市中野1丁目9-14ロフトビル1F 

●☎0172-38-6737 ●17：00～12：00（週末は翌1：00 ●休：月曜

創作郷土料理の店 菊富士本店／●弘前市坂本町1 

●☎0172-36-3300 ●11：00～14：30（LO）、17：00～21：00

（LO） ●休：不定休 

津軽三味線ライヴあいや／●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

Bar.Food 黒い月／●弘前市親方町44-1二幸ビル2F

●☎0172-33-7144 ●18：00～翌2：00 ●休：月曜 

Pub Grandpa パブ グランパ／●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

ブラッスリー・ル・キャッスル／●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

Point Rouge ポワン・ルージュ／●弘前市新鍛冶町23 

●☎0172-35-3564 ●18：00～23：00 ●休：日曜

本町坂とりっこ／●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

山・海畑 志乃家／●弘前市駅前1丁目4-20 ●休：日曜・祝日

●☎0172-33-7898 ●17：00～23：00（22：00LO） 

和風ダイニング この花／●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

藤本鮮魚店／●弘前市土手町85-1（弘前中央食品市場内）

●☎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

NO 000NO 000～000

このリーフレットに掲載されている加盟飲食店を
利用し、スタンプ3個を押印しご応募ください。
ご自分の名前・連絡先・住所を書いてご応募下さい。
記入もれの場合は無効とさせていただきます。

✂切り取り線✂

下のハガキを郵送または写真を撮ってメールでお送り下さい。
E-mail info@shirakaminosakana.com

スタンプラリー 応募の仕方

プレミアム率30％のクーポン券を販売。
●販売額／1冊4,000円→（利用額）1冊5,200円
　（1,300円×4枚）
●販売数／1,250冊
●販売・使用期間／9月
　～翌1月
●販売所／弘前観光コ
　ンベンション協会、岩
　木山観光協会、　　　
　TEKUTEKU編集部、
　参加各店（白神の魚加
　盟飲食店）

① 30％プレミアム付きクーポン券ーポン券

加盟店の店内に設置してある「卓上ポップ」のQRコードから「白
神の魚クイズ」にアクセスしてください。抽選で豪華賞品（右に記
載）が当たります。
●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。
●当選方法・発表／正解者の中から抽選で翌月初めに景品を発送
　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。

ブナの森がつくる豊穣の海と「白神の魚」
　世界遺産白神山地には広大なブナの天然林があります。かつて
日本の本州の山々は、このブナに覆われていましたが、経済の発
展とともに、このブナが伐採されてしまいました。しかし白神山
地にはこのブナが残され、この森には膨大な雨水と栄養塩基が蓄
積され、やがて川に注ぎ、日本海に流れ込み良質なプランクトン
を育みます。さらに日本海を北上する「対馬海流」が“豊穣の海”を
つくり出します。この河川と海が育む魚介藻類が「白神の魚」です。

「白神の魚」を美味しく愉しむ
　“せっかく美味しい魚が近くの海で捕れているのに、食べるこ
とができない”現状があります。“リーズナブルで美味しく新鮮な
西海岸の魚を多くの人たちに味わっていただきたい“という思い
から、弘前市内の飲食店や小売店、西海岸の生産者が手を組み白
神の魚プロジェクトをスタートさせました。居酒屋、日本料理、フ
レンチなどの飲食店でさまざまな料理を提供しています。

弘前の〝観光食〞〝健康食〞
　日本人の健康を支え、元気の源となっていた魚。青森県人は昔
からイワシ・サバ・マグロ・サンマを好んで食べながら健康を支え
てきました。そんな“青魚”に多く含まれている成分がDHAや
EPAという成分です。
　西海岸で捕れる白神の魚（マグロ・サバ・イワシ・ブリ）は特に
DHAとEPAが豊富に含まれる魚たちです。この白神の魚を提供
している弘前市内の18店舗と料理を紹介することにより、ヘル
シーで美味しい“弘前の観光食”としての意識定着を図っていき
たいと考えています。また、“魚離れ”を抑止したいとの願いも含
まれています。

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、月～金曜）、18：00～22：30
（LO、月～土曜） ●休：日曜(月曜祝日の場合営業、
月曜休)

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

和風ダイニング この花

晩酌、仕事終わりの同業者が心とお腹
を満たしに訪れるお店。高品質の魚介
や県産鶏の串焼きをメインに、郷土料
理、デザートまで多岐にわたります。注
目は津軽西海岸の魚。質の高さはもち
ろん、魚種の多彩さも魅力です。
●弘前市鍛冶町7-3 1F ●☎0172-31-5075 
●18：00～翌2：00（要問合） ●休：不定休

居酒屋とも家

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

女性スタッフだけのバーで、愛らしく
細やかな心づかいが乙女心をくすぐり
ます。ノンアルコールやハーブティ、パ
スタなどの軽い食事メニューもあり、
世代を問わず楽しめます。
●弘前市親方町44-1 二幸ビル2F
●☎0172-33-7144 ●18：00～翌2：00
●休：月曜 

Bar.Food 黒い月

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 ●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。
●弘前市土手町85-1（弘前中央食品市場内）
●☎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）

加 盟 飲 食 店

〝おいしい〞イベントは、ヘルシー！旨い！！お得！！！

����ᩏ�‗ీ����ᩏ�‗

⬆表紙

⬅中身（クーポン券）

③ 白神の魚クイズで当たる豪華景品白神の魚クイズで当たる豪華景品

加盟飲食店で1,000円ご利用ごとにスタンプ1個押印いたしま
す。スタンプ3個押印で応募できます。抽選で豪華賞品（右に記載）
が当たります。
●応募方法／応募ハガキを郵送または写真を撮ってメールでお
　送りください。
●応募期間／9月～翌1月。毎月末に応
　募を締め切ります。
●当選方法・発表／ご応募の中から抽
　選で翌月初めに景品を発送いたし
　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。

②② スタンプラリーで当たる豪華景品スタンプラリーで当たる豪華景品

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

「Instagram」の白神の魚アカウントをフォローし、「♯白神の魚
料理」と、店名・メニュー名などを付けて投稿してください。抽選
で豪華賞品（右に記載）が当たります。
●応募期間／9月～翌1月。毎月末に応募をチェック。
●当選方法・発表／毎月、SNSの投稿をチェックさせていただき
　ます。投稿内容により抽選で翌月初めに景品を発送いたします。
　当選者にはダイレクトメッセージで連絡します。

④ 白神の魚ハッシュタグキャンペーン白神の魚ハッシュタグキャンペーン

応募方法／応募ハガキを郵送または写真を撮ってメールでお

応募期間／9月～翌1月。毎月末に応

当選方法・発表／ご応募の中から抽
　選で翌月初めに景品を発送いたし
　ます。発表は景品の発送をもって

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、ほか）

弘前市山下町2-12パインビル2FTEKUTEKU編集部行

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加盟飲食店スタンプ欄1,000円
加盟飲食店スタンプ欄1,000円

加盟飲食店スタンプ欄1,000円

加盟飲食店のスタンプ

景品希望順位 ①

④

③ ②

メール

〒　　　　　-

⬆応募ハガキはこのリーフレット
　の左側か店内にあります。

景品は②③④のイベントで異なります。

③ 白神の魚クイズで当たる景品

② スタンプラリーで当たる景品

④ ハッシュタグキャンペーンで当たる景品

木目が美しい栂（つが）の木をくり抜いた弁当箱に職人が
一つひとつ津軽塗を施しました。漆の抗菌作用と木のもつ
調湿作用でおいしさが持続するうえ、継ぎ目や角がないの
で洗いやすく、お手入れも簡単です。
●当選数／（1ヶ月あたり）2個×5ヶ月（回）

蔵の店 与志む良セレクト 栂くりぬき弁当箱

北欧産を中心に、原料から選別し、日本人の口にあうよう
加工したすじこは、色・味とも抜群です。甘塩で仕上げた、
小粒で濃厚な味わいのすじこを1本ずつ厳選して詰め合
わせました。包丁で切らずに一口大にほぐして召し上がれ。
●当選数／（1ヶ月あたり）4個×5ヶ月（回）

虹のマート ハマダ海産 贈答用すじこ

日本シードル発祥の地・弘前で、地元産りんごを贅沢に使
用して醸造したクラフトシードルをセレクト。色、香り、喉
ごしなど、それぞれに異なる個性豊かで奥深い弘前シード
ルの飲み比べが楽しめる6種のセットです。
●当選数／（1ヶ月あたり）4セット×5ヶ月（回）

りんご公園セレクト シードル 6本セット

【セット内容】①りんご公園オリジナルシードル（375㎖）／②kimoriシードル（ドライ375㎖）／③もりやま
園テキカカシードル／④GARUTSUエール（クラフトサイダー、330㎖）／⑤タムラシ
ードル「御所川原」（500㎖）／⑥弘前銘醸「弘前城しいどる」（クリア・ミニ、200㎖）

ワインと地酒を中心に、日本全国・世界各国から選りすぐりの銘酒
を揃える昭和28年（1953）創業の老舗酒店がセレクトした津軽の
地酒は津軽西海岸から産地直送する「白神の魚」にもよくあいま
す。当選の時節で選ぶ四合瓶2本セットでお届けします。
●当選数／（1ヶ月あたり）4セット×5ヶ月（回）

柳田商店セレクト 津軽地酒 2本セット

大正2年（1913）創業、100年以上の歴史をもつ弘前の老
舗文具店のオリジナル万年筆。プラチナ万年筆に津軽塗り
の代表的な技法のひとつ「七々子塗り」を施しました。長く
愛用したくなる、ハイクオリティなアイテムです。
●当選数／（1ヶ月あたり）1本×5ヶ月（回）

平山萬年堂セレクト 文具セット

世界的にも珍しい、たまご型の木皿。職人が1枚1枚、手し
ごとで仕上げています。木目が美しく断熱性が高いので、
エスプレッソとチョコレートをのせたり、アイスクリーム
とパンケーキを並べたり、様々に活用できます。
●当選数／（1ヶ月あたり）2セット×5ヶ月（回）

木村木品製作所 林檎の木と弘前城・桜の木のデザート皿

世界各国から厳選した生豆を地元のりんご樹を中心とし
た自社製造の炭でじっくり焙煎しました。遠赤外線の効果
で、豊かな香りとまろやかな味わいが楽しめるコーヒーで
す。〝豆のまま〞でのお届けとなります。
●当選数／（1ヶ月あたり）4セット×5ヶ月（回）

白神焙煎舎 白神焙煎炭焼珈琲

竹の子押し寿司（500g）、昆布巻き鮭（2本入）、身欠きにしん
醤油漬け（250g）、ほっけ寿司（2本入）、4種の津軽の味覚が
楽しめるセット。特に「竹の子押し寿司」は採れたての竹の
子を漬け込みし、季節ごとに気候に合わせた塩梅で作り上
げています。●当選数／（1ヶ月あたり）4セット×5ヶ月（回）

岩木屋セレクト 津軽の飯ずし・珍味セット

糸で描かれた緻密な幾何学模様が美しい津軽地方伝統の「津軽
こぎん刺し」をあしらったバッグです。年齢・性別を問わないシ
ンプルなデザインと収納力で普段使いから旅行まで使い勝手抜
群。こぎん刺しの模様は選べません。
●当選数／（1ヶ月あたり）2個×5ヶ月（回）

弘前こぎん研究所 斜め掛けショルダーバッグ

薄いテープ状に加工されたブナの木から生み出される曲
線美とエコロジカルな製法で世界が注目する青森県の伝
統工芸品「BUNACO」の卓上ダストボックスです。スタイ
リッシュで、置いてあるだけで空間をオシャレに彩ります。
●当選数／（1ヶ月あたり）2個×5ヶ月（回）

BUNACO ／ブナコ
ショールーム限定 卓上ダスト
ボックス ange-アンジュ -

青森りんごが原料の「APセラミド」、サケの鼻軟骨から抽
出した「プロテオグリカン」、一世紀以上の時を経て復活し
た津軽甘草の「グリチルリチン酸」。青森の自然から生まれ
た3つの美容成分が肌本来の美しさを引き出します。
●当選数／（1ヶ月あたり）1セット×5ヶ月（回）

ラビプレ LaViePreieuse A.P.G.Line

「アジアン・エスニック食堂 弦や」と「創作郷土料理の店 菊富
士本店」監修。「白神の魚」と「白神そばの実」、2つの白神の恵
みを使用したレトルト2種セットです。
●当選数／（1ヶ月あたり）20セット×5ヶ月（回）
※景品の発送は11月以降になります。あらかじめご了承ください。

白神の魚
レトルト
パック

②③④
共通
景品

〝おいしい〞イベントは、ヘルシー！旨い！！お得！！！

白神の魚 検索記載の氏名、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、ほか）

弘前市山下町2-12パインビル2F
TEKUTEKU編集部

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 ③②

加盟飲食店
スタンプ欄
1,000円

加盟飲食店
スタンプ欄
1,000円

加盟飲食店
スタンプ欄
1,000円

加盟飲食店の
スタンプ

景品希望順位 ① ②

メール

-

写真はおおよそイメージとなります。
品種・色・形等、異なる場合があります
ので、あらかじめご了承ください。

銘柄・品種は変わります
ご了承ください➡

袋の中には➡
木炭が入っ
ています

ゴッコ（布袋魚）

イズカサゴ

ウマズラハギ

ホウボウ

スズキ
アンコウ

424×420mm


