弘前ご縁のお店ガイド
⾸都 には、 前の 材や津軽の ⼟料理を提供されていたり、
前 者が地元をPRするなど、 前を 援している が
在します。
前 の 者や、⻘ が きなみなさん、
また、 前 や⻘ への や をお えのみなさん、
⾸都 で 前ご のお やふるさとを 援しませんか
東 にいながら、 前・⻘ の ⼒に れてみませんか
弘前市東京事務所／ひろさき移住サポートセンター東京事務所
2020年10⽉作成

「弘前ご縁のお店ガイド」について

このガイドは、⾸都 の が 前 を知っていただくきっかけづくり、 前 に
ゆかりのある がお を れて 流していただくこと、そして、⽇ 前 や⻘
を⾸都 でPRしてくださっているお の 々に、ガイドを じてお のPRのお⼿
いをし、 しでも しができればという思いで作成しました。
も 時更 していきますので、 前 にゆかりのある や⾸都 のお知り
いの にご をお願いします。
※ 前ご のお とは…
① 前の 材（ 品）を積 的に うお
② 前や津軽の ⼟料理を提供するお
③ 前 者が するお
前にご のあるお 情 も 時募 しています
弘前市のご紹介

前 は⻘ 南⻄ に し、⽇ で に 制を ⾏した都 のひとつであり、
前藩の城下 として発 した 内 三の都 となっています。
の「 前さくらまつり」をはじめ、夏の「 前ねぷたまつり」、秋の「 前城菊と
葉まつり」、 の「 籠まつり」というような 々のまつりがある 都 で
もあります。
りんごは⽣ 量⽇ ⼀を り、そのりんごを使ったアップルパイは、種 が で
内のお で できるほか、⽇ のシードル 業発 の地であり、 内のお でシード
ルも しむことができます。また、藩政時代から ・⼤正、そして 代までの歴史的
物が く る「レトロモダンな街」でありながら、津軽の⾵⼟に まれた ⼯
品が く 在します。
⻘

関連サイト

前

弘前市HP

移住・UJIターン応援サイト「弘前ぐらし」

弘前市シティプロモーションサイト「いいかも‼弘前」

青森県産品使用店

居酒屋

郷土料理取扱店

①青森ねぶた小屋 秋葉原店
お店からのコメント

ねぶた小屋の店名通り、コンセプトはねぶた祭りの前夜祭です。
青森から直送の食材を使ったお料理と地酒で、東京にいながら青森
を満喫していただけます。

地図案内
（Googleマップ）

東京都千代田区外神田4-4-2 ヒューリック＆ニュー6F
（JR秋葉原駅から徒歩5分）
TEL：03-5256-8880
定休日：日・月曜日

居酒屋

青森県出身者のお店

青森県産品使用店

は ね と

郷土料理取扱店

② 青森県郷土料理 居酒屋 跳人 神田本店
お店からのコメント

店内には有名な絵師に製作して頂いた小型扇ねぷたや青森ねぶた
を展示。青森の食材や地酒を中心に運営しており、津軽三味線や
ねぶた 子のライブもあります。

地図案内
（Googleマップ）

東京都千代田区鍛治町2-2-9 第2登栄ビルB1F
（JR神田駅から徒歩30秒）
TEL：03-5294-7455
定休日：日曜日・祝日・GW・お盆・年末年始

青森県産品使用店

居酒屋

郷土料理取扱店

③ご当地酒場青森県むつ下北半島 神田小川町店

お店からのコメント

青森県内18蔵の日本酒を取り揃えており、むつ市を中心に青森県
内の食材も取り揃え、青森を満喫していただきたいと思います。
地図案内
（Googleマップ）

東京都千代田区神田美土代町9-7 千代田21ビルディングB1F
（都営新宿線 小川町駅から徒歩1分）
TEL：03-5577-4195
定休日：日曜日・祝日

青森県出身者のお店

アンテナショップ

ほくさいかん

青森県産品取扱店

④あおもり北彩館 東京店
お店からのコメント

青森県のアンテナショップです。きれいに飾ることはせず、
「田舎の青森」を感じられる店になっています。

東京都千代田区富士見2-3-11 青森県会館1階
（JR飯田橋駅から徒歩4分）
TEL：03-3237-8371
定休日：12月31日

型コロナウイルス 染 ⼤により、 業時間・ 休⽇が と異なる場 がございます。
ご来 時は事前に にご ください。

地図案内
（Googleマップ）

弘前ご縁のお店ガイド

和食

青森県産品使用店

さ ぶ ろ く じゅう は ち

⑤日本橋 三冨魯久汁八 本店
「三冨魯久汁八」では自然豊かな青森で育った食材達を活かした料

お店からのコメント

理をご提供させて頂いております。「どこか懐かしい…」なんて思
いながら、「旨い物」をお楽しみ頂ければ幸いです。

地図案内
（Googleマップ）

東京都中央区日本橋室町 1-11-6 1階・2階
（地下鉄 三越前駅から徒歩1分）
TEL：03-6202-3618
定休日：不定期

青森県産品使用店

青森県出身者のお店

和食

⑥銀座ぼくじん
お店からのコメント

お魚、お肉、そしてお米も青森から直送で仕入れています。
おいしい青森の食材を是非「銀座ぼくじん」で堪能して下さい。
地図案内
（Googleマップ）

東京都中央区銀座3-3-9 松岡銀座ビル5F
（地下鉄 銀座駅から徒歩1分）
TEL：03-5159-7366
定休日：無

居酒屋

弘前市出身者のお店

し ゅ こ う ば

た む ろ

青森県産品使用店

郷土料理取扱店

⑦酒肴場 屯～TAMURO～
お店からのコメント

お店では青森の鮮魚を使ったお刺身や郷土料理を提供しておりま
す。その他にも津軽の地酒を取り揃えております。
地図案内
（Googleマップ）

東京都港区新橋2-8-17 新橋KIビル2F
（JR新橋駅から徒歩2分）
TEL：03-6205-4549
定休日：日曜日

青森県産品使用店

居酒屋

郷土料理取扱店

⑧青森ねぶたワールド 新橋店
お店からのコメント

青森県連携協定店！！陸奥湾産ホタテ・津軽海峡サーモン・せん
べい汁など、ここでしか食べられない青森郷土料理が満載です。
店内の「ねぶた祭り」の世界観をご覧ください。

東京都港区新橋3-13−4 eatus新橋3F
（JR新橋駅から徒歩3分）
TEL：03-6809-1777
定休日：年中無休

型コロナウイルス 染 ⼤により、 業時間・ 休⽇が と異なる場 がございます。
ご来 時は事前に にご ください。

地図案内
（Googleマップ）

弘前ご縁のお店ガイド

青森県産品使用店

弘前市出身者のお店

りんごスイーツ専門店

⑨タムラファーム まるごとにっぽん店

お店からのコメント

「すべての物語は美味しいりんご作りから」をモットーに青森の
りんごを「アップルパイ」「りんごジュース」「シードル」な
ど、色々なカタチでお届けするりんご農家の直営店です。

地図案内
（Googleマップ）

東京都台東区浅草2-6-7 まるごとにっぽん1F
（つくばエクスプレス浅草駅から徒歩1分）
TEL：03-3843-9777
定休日：年中無休（施設に準ずる）

居酒屋

青森県出身者のお店

青森県産品使用店

郷土料理取扱店

⑩炭火焼ごっつり
お店からのコメント

八戸前沖さばの県外PRショップ（居酒屋）です。新鮮な青森の魚介
類をはじめ、野菜、肉、地酒も多く取り揃えてあります。是非青森
の食材を堪能していただきたいと思います。

地図案内
（Googleマップ）

東京都足立区千住 2-31 白石ビル2F
（JR北千住駅から徒歩3分）
TEL：03-5244-1696
定休日：無

居酒屋

青森県出身者のお店
ア オ モ リ ソ ウ ル ズ

青森県産品使用店

郷土料理取扱店

⑪青森Souls
お店からのコメント

店内は青森を感じられる雰囲気で、地酒は地元でも希少な限定品と
定番があり、郷土料理は都内では滅多に食べられないものが堪能で
きます。

地図案内
（Googleマップ）

東京都江東区亀戸6-24-1 ヴェラハイツ104
（JR亀戸駅から徒歩3分）
TEL：070-4501-1124
定休日：火曜日

ワインバー

ガ ル ツ

弘前市出身者のお店

青森県産品使用店

シ ー ド ル＆ ワ イ ン

⑫Garutsu Cidre&Wine

お店からのコメント

西目屋村の醸造所「白神ワイナリー」が運営する、弘前市代官町の
GARUTSU（ガルツ）の姉妹店です。GARUTSUオリジナルシードル、
白神ワイナリーのワイン、シードルがすべて飲めます。
地図案内
その他県産ワイン、シードルも揃えています。
（Googleマップ）
東京都品川区小山3-2-5
（東急目黒線 武蔵小山駅から徒歩1分）
TEL：070-6949-0810
定休日：月曜日

型コロナウイルス 染 ⼤により、 業時間・ 休⽇が と異なる場 がございます。
ご来 時は事前に にご ください。

弘前ご縁のお店ガイド

居酒屋

青森県産品使用店

青森県出身者のお店

よいところ

郷土料理取扱店

⑬酔処みね

お店からのコメント

青森の地酒を取り揃えてお待ちしております。
毎月最後の水曜日には津軽三味線イベントもあります！！
お訪ねください！！

東京都世田谷区若林3-36-8 藤崎ビル2F
（東急世田谷線 若林駅から徒歩10秒）
TEL：03-5431-5457
定休日：日曜日

青森県出身者のお店

ライフスタイルショップ
ダ

イ

タ

デ

シ

地図案内
（Googleマップ）

青森県産品取扱店

カ

⑭DAITADESICAフロム青森
お店からのコメント

当店はお米を中心に野菜を生産している農業法人の直営店です。
店で販売している米、野菜、加工品は青森県の生産者さんから直接
仕入れています。

地図案内
（Googleマップ）

東京都世田谷区代田3-58-7 世田谷代田キャンパス
（小田急小田原線 世田谷代田駅から徒歩1分）
TEL：03-6805-2538
定休日：水曜日

郷土料理

弘前市出身者のお店

青森県産品使用店

郷土料理取扱店

⑮郷土料理つがる
お店からのコメント

2016年吉田類さんの「酒場放浪記」で数回テレビ放送されました。
店内は弘前の四季おりおりの行事のポスターで雰囲気があり、
うまい地酒と弘前直送の食材で料理を提供しております。

地図案内
（Googleマップ）

東京都世田谷区祖師谷4-23-20 みきもとビル1F
（小田急小田原線 祖師ヶ谷大蔵駅から徒歩10分）
TEL：03-3482-6410
定休日：水・木曜日

居酒屋

青森県出身者のお店

青森県産品使用店

郷土料理取扱店

⑯青森PR居酒屋 りんごの花
お店からのコメント

食材は9割が青森直送！青森地酒約30種。青森全域の郷土料理が楽
しめるお店です。十和田出身で利き酒師の女将と、青森大好きな店
長がお待ちしています。

地図案内
（Googleマップ）

東京都新宿区荒木町11-24 荒木町エーシービル1F
（地下鉄 四谷三丁目駅から徒歩5分）
TEL：03-6380-6724
定休日：日曜日 ※月曜祝日の場合は「日曜営業」
翌月曜日休み

型コロナウイルス 染 ⼤により、 業時間・ 休⽇が と異なる場 がございます。
ご来 時は事前に にご ください。

弘前ご縁のお店ガイド

弘前市出身者のお店

イタリア料理

⑰ダ・カゼッタ
お店からのコメント

北イタリア・リグーリア州の郷土料理を提供しております。
本場で修業したシェフのお料理とソムリエの厳選したイタリアワイ
ンをおたのしみ下さい。

地図案内
（Googleマップ）

東京都杉並区浜田山3-23-6 タキカワビル1F
（京王井の頭線 浜田山駅から徒歩2分）
TEL：03-6379-6996
定休日：月曜日＋1日不定休

中華そば・つけめん専門店

ひろさきけん

弘前市出身者のお店

青森県産品使用店

⑱弘前軒

お店からのコメント

店主の妻が弘前出身であることから、店の名前を「弘前軒」にし
ました。ご来店時、津軽弁をしゃべりたい方はどうぞお声をかけ
てください。

地図案内
（Googleマップ）

「弘前軒」店主の妻・中谷地さん

東京都日野市落川960-3
（京王線 百草園駅から徒歩3分）
TEL：042-592-2617
定休日：月曜日

弘前ご縁のお店情報を募集中です！
弘前市東京事務所/ひろさき移住サポートセンター東京事務所では、
弘前ご縁のお店についての情報を募集しています！
首都圏にある弘前ご縁のお店をご存知の方は、下記に情報提供を
お願いいたします。
弘前市東京事務所/ひろさき移住サポートセンター東京事務所
東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館6階（JR有楽町駅から徒歩1分）
TEL：03-6256-0801 MAIL:tokyo@city.hirosaki.lg.jp
受付時間：月～金（土日祝・年末年始休み）9：00～17：45

弘前に「移住」してみようかな…？と思ったら
移住相談の様子

東京交通会館はJR有楽町駅から徒歩1分！

SNSで情報発信しています！

Facebook TwitterInstagram

弘前市東京事務所/ひろさき移住サポートセンター東京事務所は、『首都圏在住
の人が気軽に移住の相談ができる場所』として東京・有楽町の老舗ビル「東京
交通会館」の6階に設置され、2020年10月にオープン4周年を迎えました。
弘前の旬な情報や、首都圏での弘前関連イベント情報、就活情報などをメール
マガジンやSNSで発信していますので、ぜひご登録をお願いします。
事務所内にはフリースペースや情報発信コーナーもありますので、東京に来た
際はお立ち寄りください♪

型コロナウイルス 染 ⼤により、 業時間・ 休⽇が と異なる場 がございます。
ご来 時は事前に にご ください。

弘前ご縁のお店ガイド

