
市町村 店名 店舗分類 サービス内容 電話番号 ホームぺージ又はＳＮＳ

五所川原 あげたいの店 みわや 飲食店 お会計から２割引。 0173-34-2064

西目屋 アクアグリーンビレッジANMON 宿泊施設 宿泊者はりんごジュースサービス、日帰りはりんごソフトクリーム１００円引。 0172-85-3021 https://www.anmon-shirakami.com/

弘前 想い出ショップ さくらはうす（弘前市立観光館内） 土産店 商品５％割引（一部商品除く）。 0172-33-6963

大鰐 大鰐町地域交流センター 鰐come その他 入浴料大人５０円引、小人３０円引。 0172-49-1126 https://www.wanicome.com/

弘前 カフェ・セルクル（弘前市まちなか情報センター ） 飲食店/土産店 商品５％割引（一部商品除く）。 0172-31-5160 https://www.ring-o.jp/web/machinaka/

黒石 花禅の庄 宿泊施設 日帰り入浴料金、大人１名７００円が５００円(グループ全員有効)。 0172-54-8226 https://www.kazennosyo.jp/

黒石 かねさだ旅館 宿泊施設 宿泊者にビール１杯またはウーロン茶１本サービス。 0172-54-8378

平川 菓子処西谷 飲食店 お菓子プレゼント。 0172-57-2240

平川 柏木温泉 宿泊施設 宿泊者にりんごジュース１本（１L）プレゼント。 0172-44-7600

弘前 旧弘前偕行社 その他 有料入館者に記念品進呈。 0172-33-0588 http://h-kaikosha.jp/

弘前 クラフト＆和カフェ 匠館 飲食店 飲食５０円引。 0172-36-6505 https://onl.sc/HEHdNCJ

黒石 黒石焼きそば専門店 すずのや 飲食店 お食事された方に半熟玉子サービス。 0172-53-6784

中泊 くつろぎダイニング哲。 飲食店 小鉢１品サービス 0173-57-9086

弘前 小島旅館 宿泊施設 宿泊夕食時にソフトドリンク１杯サービス。 0172-83-2130

五所川原 コミュニティカフェ でる・そーれ 飲食店 お食事及び商品お買い上げで「石炭クッキー」プレゼント。 0173-34-3971 https://www.delsole-aomori.jp/

弘前 五代農業加工 その他 りんごジュース（１L×６本または１２本）購入で送料無料（沖縄除く）。 0172-82-2101 https://gnk-factory.com/

弘前 さわや 飲食店 お食事の際に生ビールまたはソフトドリンク１杯サービス(予約宴会は除く)。 0172-37-0055 https://sawaya.swd-x.com/

弘前 Salon de café' Ange 飲食店 フレンチ御膳ご利用でりんごジュース１杯サービス。 0172-35-7430

弘前 しかないせんべい（弘前駅ビルAPPLIESE） 土産店 １，２００円以上の商品お買い上げで人気商品「らぷる」１個サービス。 0172-33-1488 https://shikanai.co.jp/

弘前 柴熊酒店 その他 オリジナル清酒「岩木神威」「花舞娜」お買い上げで１本５０円引き。 0172-82-2028

黒石 渋川製菓 飲食店 商品お買い上げで津軽せんべいプレゼント。 0172-52-2381 http://www.shibusen.co.jp/

深浦 十二湖駅産直コーナー ぷらっと 土産店 各種ソフトクリーム５０円引き（各種割引併用不可）。 0173-77-3000

弘前 スマイルホテル弘前 宿泊施設 宿泊者にミネラルウォーター１本進呈。 0172-37-5550 https://www.smile-hotels.com/hirosaki/

平川 盛美園 観光施設　 入園料５０円割引。 0172-57-2020

弘前 創作郷土料理の店 菊冨士 飲食店 飲食５％割引。 0172-36-3300 http://www.kikufuji.co.jp/

弘前 そば処（弘前駅ビルAPPLIESE） 飲食店 津軽伝統「幻の津軽そば」をお食事で卵またはネギ大盛りサービス。 0172-32-1358 https://onl.sc/3b7P6sD

弘前 大正浪漫喫茶室 飲食店 飲食５０円引。 0172-37-5690 https://onl.sc/1eMBB4A

弘前 高岡の森 古民家カフェ山の子 飲食店/土産店 飲食１００円引。 0172-26-8785 https://hirosaki-yamanoko.com/

五所川原 立佞武多の館 観光施設　 立佞武多展示室及びギャラリー入場料１０％割引。 0173-38-3232 http://www.tachineputa.jp/

黒石 旅の宿斉川 宿泊施設 宿泊者にりんごジュースサービス。 0172-54-8308 https://ryokansaikawa.com/

弘前 直売所 野市里 その他 ｢嶽きみスウィーツ｣を全品５０円引。 0172-82-1055 http://www.anekko.com/

弘前 津軽藩ねぷた村 観光施設 絵葉書１枚進呈。 0172-39-1511 http://neputamura.com/

弘前 津軽塗の源兵衛 土産店 ２，０００円以上の商品お買い上げで１００円引。 0172-38-3377 https://tsugarunurigenbei.wixsite.com/index

五所川原 津軽金山焼 その他 展示館での商品お買い上げ金額で１０％割引。 0173-29-3350 http://kanayamayaki.com/?page_id=557

黒石 津軽黒石こみせ駅 土産店 商品お買い上げでソフトドリンクサービス。 0172-59-2080 https://tsugarukomise.jimdofree.com/

平川 津軽のお宿南田温泉ホテルアップルランド 宿泊施設 宿泊夕食時にオリジナルりんごジュース１杯プレゼント。 0172-44-3711 http://www.apple-land.co.jp/

黒石 鳴海醸造店 その他 お会計から５％値引 (現金に限る、送料等は除く)。 0172-52-3321

中泊 中泊町特産物直売所ピュア 産直 １，０００円以上の商品お買い物で粗品プレゼント。 0173-57-5054

弘前 日本料理 藤陣 飲食店 お食事の際にお１人様デザートサービス。 0172-27-3677 https://ta30300.gorp.jp/

五所川原 パークイン五所川原エルムシティ 宿泊施設 宿泊時のチェックアウトを１時間延長。 0173-34-8910 https://www.parkinn-elm.co.jp/

弘前 弘前こぎん研究所 その他 お会計１０％割引。 0172-32-0595 https://tsugaru-kogin.jp/

弘前 弘前パークホテル 宿泊施設 宿泊者にりんごジュース１本プレゼント。 0172-31-0089 https://www.imgnjp.com/hiro_park/

弘前 弘前プラザホテル 宿泊施設 宿泊者にりんごジュース１本プレゼント（滞在中お１人様１本）。 0172-35-0345 https://hirosakiplazahotel.jp/

弘前 弘前東栄ホテル 宿泊施設 宿泊者に粗品進呈。 0172-33-8111 http://toei-h.com/

黒石 ひさお庵 飲食店 お食事の際にアイスまたはコーヒーサービス。 0172-53-5181

弘前 フランス料理ChezAnge 飲食店/土産店 ご予約でディナータイムご利用の方に赤ワインまたはりんごジュース１杯サービス。 0172-28-1307 https://chezange.com/index.html

弘前 ブッフェダイニング シェフズレシピ（アートホテル弘前シティ） 飲食店 お食事の際にお１人様りんごジュース１杯サービス。 0172-37-9555 https://chefsrecipe.gorp.jp/

弘前 武徳殿物産販売所（弘前公園内） 土産店 売店５％割引（一部商品除く）。 0172-33-5283

弘前 ブロッサムホテル弘前 宿泊施設 宿泊者に粗品進呈。 0172-32-4151 http://blossomhotel-hirosaki.com/

西目屋 ブナの里 白神館 宿泊施設 宿泊者に「白神の水」１本サービス、日帰りの方は入浴料１００円引。 0172-85-3011 https://www.shirakamikan.com/

深浦 物産館コロボックル 土産店 各種ソフトクリーム５０円引き（各種割引併用不可）。 0173-82-0875

弘前 星と森のロマントピア 宿泊施設 宿泊夕食時ワンドリンクサービス、日帰り入浴料大人１００円引、小学生５０円引。 0172-84-2288 https://www.romantopia.net

五所川原 ホテルサンルートパティオ五所川原 宿泊施設 レイトチェックアウト(１１:００)とペットボトルの水１本サービス。 0173-33-3333 https://sotetsu-hotels.com/sunroute/patiogoshogawara/

五所川原 ホテルサンルート五所川原 宿泊施設 宿泊者にミネラルウォーター１本プレゼント。 0173-34-8811 https://sunroute-goshogawara.com/

黒石 松葉堂まつむら 飲食店 お会計から５％割引。 0172-52-3574 https://matsubado.jp/

平川 道の駅いかりがせき 御仮屋御殿 関の庄温泉 その他 入浴料無料。 0172-46-9355 https://ikarigaseki.com/onsen.html

平川 道の駅いかりがせき 御食事処 彩里(いろり) 飲食店 マルメロソフト・自然薯ソフト５０円引。 0172-49-5025 https://ikarigaseki.com/oshokuji/irori.html

田舎館 道の駅いなかだて 弥生の里 観光施設/土産店 ３５０円のソフトクリームのみ５０円引(産地直売センターのみ利用可能)。 0172-58-4411 https://www.michinoeki-inakadate.com/

西目屋 道の駅津軽白神ビーチにしめや 土産店 売店商品の５％割引。 0172-85-2855 https://www.tsugaru-shirakami.com/

平川 ユイットデュボワ八幡崎店 飲食店 お会計から１００円引。 0172-40-2838 https://8dubois.com/

五所川原 洋菓子店 カルネドール 飲食店 商品お買い上げでオリジナル立佞武多絵はがきサービス。 0173-35-1151 https://www.facebook.com/carnetdor1151/

黒石 洋菓子シェール その他 １，０００円以上お買い上げで１０％ 割引。 0172-53-2737

弘前 りんごの家（弘前市りんご公園） 飲食店/土産店 喫茶、売店５％割引（一部商品除く）。 0172-36-7356 https://www.hirosaki-kanko.or.jp/edit.html?id=ringopark

弘前 レストラン 山崎 飲食店 お食事の際にお１人様りんごジュース１杯サービス。 0172-38-5515

弘前 レストラン ポルトブラン 飲食店 ランチ２，０００円以上、ディナー３，０００円以上ご利用でワンドリンクサービス。 0172-33-5087 http://la-porteblanche.com/

平川 レストランけやき 飲食店 お食事時ソフトドリンク１杯サービス。 0172-43-5610

黒石 和風レストラン 御幸 飲食店 お食事時ソフトドリンク１杯サービス。 0172-52-2558 https://www.miyuki.rest/

鶴田 WANOワイナリー ワイナリー ワイン購入で１本のみ１０％引き。 0173-23-5703

十四津軽つながるサービス参加店

アンケートの回答はこちら➢https://forms.gle/bJYdtruRSbXkCTD28
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