
■青森市 WHISKEY BAR HIGHNESS アマクチホノカ 五代目カネシメ蕎麦処柿崎

日本料理百代 中国料理薬膳火鍋　小青島 和食や　じんすけ 浅虫コリドー

フランス料理レストラン　ラ・ボスコ 小梅寿司 食彩バリバリ　浪館店 鮮魚・創作ダイニングほいど家

海鮮創作海坊厨 鱒の介 食彩バリバリ　本町店 すし・うなぎ権八

焼肉千石 横丁 AIWS Adesso

魚処　一会 ホテルJALシティ青森　レストラン　ラ・セーラ CAFE＆BAR　＃1103 でぃあーず(DEARS)

串焼きとおでん　笑顔亭青森店 峠の茶屋 むらかみ仕出し店 ワルン　マタハリ

食事処北乃庵 津軽藩本陣の宿　柳の湯 ちょい吞み処気まま 新富寿司

レストラン山石亭 吉野鮨 プチレストラン　ブーケ・ド・フランス まんが図書館D-Pocket

食彩工房　七兵衛や NATURE CAFE カフェレインボー 焼肉ダイニング花いちばん

六花 酒肴旬　三ツ石 すとぅん しゃぶしゃぶ温野菜　青森中央インター店

らーめん大地 ルンバ Creative Dinning Shin 牛角青森中央インター店

スナック　パーティー アップルパレス青森　日本料理　京彩 居酒屋　川の屋 カレーハウスCoCo壱番屋青森大野店

ラウンジバーみゅう アップルパレス青森　レストラン　エピス 肴ダイニング心 本格焼肉レストランハッピー

アウトドアカフェMYU2 月あかり ドトールコーヒーショップ青森新町通り店 小鉢家　Every

ふぐ四季料理　白樺 ブーケ 大戸屋　青森新町通り店 酒処　肴や

居酒屋　酒菜 三亀松 カラオケプラザ時遊館青森観光通店 魚だしらーめん　あづま

焼鳥　やまがみ 大黒寿司 磯じま 中国料理　豪華殿

酔ぃ笑 BAR　ZERO JOYSOUND青森新町店 和食処なごみ

ホテル青森カフェレストランスワン 拉麺双葉 ガスト青森新町店 アオモリボールドキッチン

ホテル青森レストランル・ボワ、バーモンターニュ 秀寿司 ジパング 太助寿司

居酒屋　保志 味処　天裕 RAMBLE　BURGER レストランLa　Vie

回転鮨処あすか東大野店 Vavinvo Restaurant　Tera 隠恋慕

うおり 韓国家庭料理　オモニ 本格炭火焼鳥とりき レストランテ　オルケスタ

旬彩　磯々亭 まぐろどんの店　どん 三好屋 めんや喜一

お食事処　四季の千成 函太郎青森佃店 雪風珈琲 casual　dining「十一月九日」

カラオケ　ささ 大衆割烹　ふく田水産 ギャラリー＆カフェ　さゝら かわばた

バル1×1=ichi 大野の居酒屋 旬彩料理いずみ B.I.G

魚・肉・地酒　弐乃助 麺屋　ほたる おばんざいひろ barppoi

海鮮酒房　壱乃助 サザンクロス 天じゅん わいん倶楽部

認証店スタンプラリー参加店舗一覧(8/18現在・新規店舗は水色です)



TheLobbyUMINECO 濱藤 龍鳳閣本店 馬肉居酒屋　櫻

宿屋つばき　スパイシーカリー専門店 Can'ｓ Bar 龍鳳閣クロスタワーA-BAY店 郷土料理しまや

ホテル秋田屋 炭火焼やまぜん どんぶり勘定 串焼酒場　炭太郎

広東料理　東田 焼肉きんぎょ 千のちゃんぽん　青森観光通り亭 海鮮酒場　浜焼漁港

太宰らうめんと津軽のめしや「めぇ」 から好し青森問屋町 ねぶたの國たか久 カラオケ×バル暁

グローバルキッチン　サイゴン Bar　Albena たか久西バイパス店 二代目　暁

粋和食つくし カフェバーブルーチェ ■弘前市 寿し割烹　味新

サンマルクカフェ　青森サンロード店 トニーローマ　クロスタワーA-BAY青森 ひつじ家 睡蓮

ル・グランクール あおいとまと 一休寿司（弘前店） Heaven

ホテルルートイン青森中央インター DOLCE　VITA やきとり居酒屋　冬 Lip off

Garden 南部屋・海扇閣〔海つ路〕 麺喰厨房　EVO２ 土手の珈琲屋　万茶ン

炭火焼肉酒房牛寿 ラーメン喜多方 soba　bar ciliegio かふぇ＆ぎゃらり～　Monroe

Bimajo 蕎麦二八 カレーハウス芳柳 ぶりーず・ど・すりじぇ

漢気酒房　極 まんまるカフェ スナック　プリティ 日本料理　山口

そば処正嵐 エヴィエ 津軽藩ねぷた村　旨米屋 津軽郷土料理の店　「あば」

青森千串屋本舗 らーめん　たかしま Mon　chéri　－モン・シェリ－ STAGE山野草

青森千串屋本舗　小柳店 萱野茶屋売店 佐和家 BAR　磯野

スナック木古内 ぶな林 ラウンジ　リターン Trinity　トリニティー

つくだ寄り処　我家 酸ヶ湯温泉株式会社　お食事処⿁面庵 スナック　幸邑 ホルモン食堂　やま⾧

ステーキビッグボーイ青森大野店 八甲田ホテル　ラウンジバーコーナー こもれび 喫茶＆スナック　ジュピター

焼肉ホルモン一直線　青森店 居酒屋弁慶　青森駅前店 スナック喫茶ふれあい レストランココス弘前高田店

やきそばガッツ 寧々家　青森西店 本町坂とりっこ レストランココス弘前茜町店

スナック　VIVA 芽紅 Café＆Bar　Churros クッキングスタジオBon　Vue

HOLE チキン＆パフェ　鶏好 とんもつ串焼き・煮込み　しょう Pizza　Bar 　NAPOLI

カレーとコーヒーの店RuRu 麺屋しゅはり 鮪山 津軽の酒処　わたみ

タナカ 居酒屋　心衛門 フランス料理 シェ・アンジュ こまんたれぶー

和食処きく⾧ 立ち飲み十七番 Paltenon　パルテノン としぞう。

フランス料理ポミエ Puri　Manis 居酒屋　夢地 飲食　芝田商店

くりや き楽 食楽酒場802 酒肴処　西海岸

大衆酒場コンフィ 炭火焼肉だいじゅん 喫茶　タマちゃん 麺屋ゴッチ

認証店スタンプラリー参加店舗一覧



弦や ビア・コトブキ café　KITAMON クラフト＆和カフェ匠館

おーるどみす ブルージュ 銀水食堂 炭火焼炎en

煉瓦亭 CAFE＆RESTAURANT　BRICK 天丼てんや弘前店 英国貴族の館　アグリインホリデー

創作郷土料理の店菊富士 星と森のロマントピア　レストランシリウス たこ焼きと明石焼き　ぼん蔵 ハチドリ酒店

lounge　十々 Kitchen　KAMEYA 串カツ田中弘前土手町店 ビッグボーイ弘前店

居酒屋　魚々家　ととや めん房たけや mansikka ますみや

オールドジャンク 野の庵 カプリチョーザ弘前中三店 食事処　髙岡

スナックかんな ホルモンしち弥 LINCOLN 麵屋幡弘前店

TORIKKO パブリックハウス　サムスィング お食事処あお菜 中華飯店　播龍　弘前城東店

EVITA 赤身にくがとう弘前店 YAKITORI　ROCHE 花

萬龍 お食事処マタギ亭 居ZACK　麦 サンパレス秋田屋

なつかし屋黒潮市場 カトレアaki ハッピィカフェ駅前店 ホルモン家　弘前城東店

IRISH　PUB　THE　DOLAN’S 御料理なる海 弘前すし桜 こにぎり

ラビット・クリーク カフェテラスケララ コーヒー＆ギャラリー五十石館 DISH

グルメ回転寿司函太郎　弘前店 石黒食堂 サーティワンアイスクリーム弘前樋の口店 津軽三味線ライブ　あいや

焼肉の東天 居楽屋　十三代目　七左ゑ門 ろばた焼けん太 フォーク酒BARてふてふ

サイアンパティオ キッチン忠 中国料理　豪華楼 丸鶏ダイニングFlame

かぐや姫 回転寿し処鮨覚 わいん食堂　La　Paix Jinviet

カラオケ時遊館弘前駅前店 廻転海鮮鮨　鮨覚 Boo豚 よしじん

Pub　Grandpa 珈琲はなまる 合煙奇煙 おり乃

BAR　THE　GYO 炭火焼肉　牛角　弘前店 BAR　GLEN　MORE CasualBar　RUNWAY　

ガスト弘前城東店 かつ亭 Pas　Normal　Cafe 喫茶れもん

ガスト弘前駅前店 けや木 中華そばマル金 Lounge　GO

ガスト弘前樋ノ口店 釜飯と串焼とりでん弘前土手町店 居酒屋　炉ん cafe　bar　aj

白神飯店 ベルビュー オレンジ・カウンティー カレーハウスCoCo壱番屋　弘前城東店

かっぱ寿司弘前八幡店 ブラッスリー・ル・キャッスル 松屋・松のや　弘前高田店 炭火焼鰻料理　米吉

香港韓国ダイニング＆バー　花花 藤陣 ホルモン家もつべぇ親方町店 PETIT　BAR　DRAGÉE

喫茶室baton しゃぶしゃぶ温野菜弘前店 ピアノHOUSE 居酒屋福や

レストランセーブル 食事処やまなか ニュー生出屋 焼肉みなみ亭

焼酎酒家Oz お食事処　えびす 大正浪漫喫茶室 料理屋二代目でん八

認証店スタンプラリー参加店舗一覧



ふじやからあげ弘前店 酒処　たかこ The Club Of JUNO N▪BLOOD

みのり寿司 Raftel ラウンジ　いちい 居酒屋弁慶　夢の大橋店

とんかつしげ作 焼鳥中田 レストラン　樹林 焼肉五苑　八戸石堂店

pub　ファイン CASUALダイニング＆BAR　山小屋 第１マルユー旅館 情熱ホルモン八戸酒場

EGOIST 牛たんダイニング　ふく助 ラーメン大龍八食通り店 星乃珈琲店　八戸城下店

らーめん　くまちゃん デザートショップ たべたろう ドトールコーヒーショップ八戸駅店

Lounge 姫のん dining　bliss 工房　茶居花　珈琲館 大戸屋　八戸ニュータウン店

焼そばの店　しぶや ぼんしゃん亭 ホルモン豚屋 サーティワンアイスクリーム八戸ラピア店

和料理なかさん ＳＵＳＨＩＫＡＴＳＵ　ＨＩＲＯＳＡＫＩ ル・ムロン・デ・オワゾ ドトールコーヒーショップ八戸十三日町店

手作酒菜ふきのとう 津軽そば　たかお香 稲瀬 大戸屋　八戸下⾧店

すずめのお宿 Cafe　Byron　Terrace あったか食堂　田田 タイガー＆ドラゴン下⾧店

道の駅ひろさき　サンフェスタいしかわ 日向ぼっこ カラオケ・バー【フラッグ】 サーティワンアイスクリームイトーヨーカドー八戸沼館店

高岡の森古民家カフェ　山の子 有限会社常寿し 海カフェたねさし いろはにほへと八戸八日町店

ホテルルートイン弘前城東 食事処追手門 金華楼　本店 函太郎　八戸青葉店

おかげ茶や Luana　Cafe Do KOMEKUUTO　八戸店 Flanders　~doggycafe＆bar~

スナックぴさん IRIE 中国料理　庄屋

il　filo 千年の宴　八戸東口駅前店 昭和浪漫亭

炭火ダイニング里丹 チャイニーズレストラン　ちゃぷすい 日本料理太一

おばとみ だし＆カフェ　禅 宝介八戸店

イカホタテ Kitchen プルトワ 居酒屋弁慶　旬　十三日町店

あん梅 PUBバナナとドーナツ 清六寿司

クラムボンカフェ 自家焙煎　有枝珈琲 根城カフェ

エンタメ酒場　十八番 カフェダイニング　ボワラ 祭や

membars　bar　ROBIN 津軽路　弥三郎 手打そば美乃庵 偶理似地

めし処　茶々〇 ■八戸市 味ごよみ　むらた かくれ屋　すず

すし屋のおおたに お料理七草 一品料理ぽてぽて 河原木食堂

ながはま とんかつ専門店福かつ てん〇 ラ.メゾン　ポデタン

ちょい呑みBAL　寿 カフェレストラン茶居花 朱音 食堂　田舎

レストラン山崎 工房茶居花 祭華 味の焼肉　食楽園

寧々家　弘前駅前店 青森県立八戸高等支援学校　Café854 スナックゆう 和食処八光

アートホテル弘前シティ3F

「宴会場」プレミアホール他

アートホテル弘前シティ1F

ティーラウンジ「オークレール」

アートホテル弘前シティ2F

レストランブッフェダイニング「シェフズ・レシピ」

認証店スタンプラリー参加店舗一覧

アートホテル弘前シティ12F

「宴会場」スカイバンケット



しゃぶしゃぶ温野菜八戸店 ビッグボーイ八戸城下店 ナチュラルレストラン　アンブロージャ 李紗羅

イタリアンキッチン　VANSAN八戸店 居酒屋　呑斗 ガスト　八戸類家店 はなまる

笑楽 カラオケデニム タカズダイナー 焼鳥しんちゃん

はま銀寿し 日本酒居酒屋　松膳 鉄板酒肴　一歩 グリーンパレス松安閣

カフェドゥマン ｅｓｔａｃｉｏｎ 居酒屋　華月 居酒屋　秀

レストランSpread ガスト　八戸沼館店 宇部八 える

勢登鮨 から好し八戸城下 華月 Dining　花や

ハンバーグの王様　ビック・フッド駅前店 ホテルルートイン本八戸駅前　花茶屋 旬・魚・菜・酒　西や ■五所川原市

ブロンズグリル 八食市場寿司 再会 一休寿司（五所川原店）

かつ蘭 米八 きちょこ ﾊﾟｰｸｲﾝ五所川原ｴﾙﾑｼﾃｨ（ﾚｽﾄﾗﾝ赤～いりんご）

ととや烏賊煎 七厘村 ■黒石市 プレジャー

すし・居酒屋きまぐれや いちば亭 美～section ドリアン

ゴーゴーカレー八戸パーク ノア 酔処　香々 小曲やきそば

炭火焼肉悠々館 洋菓子専門店ピエロ diner BASE 焼肉つる屋

牛角八戸ゆりの木通り店 グランドサンピア八戸 料亭　富士見館 レストランココス五所川原店

素材礼讃　丹念 麺喰処　はっと庵八日町店 黒石銘菓のお店シャロン甘洋堂 酒家みらくRu

魚食家きんき めん処　はっと庵　ラピア店 蔵’ｓやすらぎ 叶家

割烹さんりく 日本の味俵屋＆しんぶんカフェ もつけだんぶり 光

割烹　金剛 サバの駅 居酒屋　将 鎌倉パスタ　青森ELM店

松家食堂 喫茶　稲花 黒石やきそば　すずのや パティオガーデン

café　yumeru 旨唐揚げと居酒メシ　ミライザカ八戸三日町店 初駒カフェ 美奈都

pizzarito 牛タン　たなかたん スナックラモール 私花語

cuisine　francaise　Yui 居酒屋といち 蕎麦や金の銀杏 フレンドショップYOU

ハンバーグレストラン　赤毛のアンあおば店 八戸酒場　ぎんが 旬夏秋冬 丸山ラーメン

肉匠　晃苑 居酒屋弁慶　下⾧店 イタリアンパスタレストラン　サッソネロ 居肴屋銀次郎

Dining&Café　ikoi 旬房　楽楽 レストラン御幸 ガスト五所川原店

南蛮酒房クルーズ mog@nanpuhdo 小さなお宿南風館・寿司処美鈴 かっぱ寿司五所川原店

中国料理　洛陽花 焼き鳥二代目ききょう 津軽伝承工芸館　レストランもみじ 旬彩酒房さくら

旬肴ダイニング　空 道とん堀八戸沼館店 蔵よし 青苔

南ノ一番 庄や　八戸⾧横町店 I’ｓアイズ スナック食堂、マミ

認証店スタンプラリー参加店舗一覧



旬の肴　小鈴（こりん） 食事処おいらせ Bistoro & Bar North40-40 TUBES

仙寿司 農園カフェ日々木 ROSE ＆ MARY ホテルルートイン三沢

赤い屋根の喫茶店「駅舎」 楽庵 SNACK よい子 居酒屋　いっぽう

岩谷焼肉店 ケーキハウス白い森十和田店 スナック　晶 ■むつ市

赤城食堂 ガストイオン十和田店 鮨　大竹 ラビリンス

炭火焼　ダイニングでん B.club きらく亭 snack you…

フレンチ・ダイニング千宗 奥入瀬　森のホテル　レストラン ねね 酒処みよし

カプリチョーザ青森ELM店 食事処民宿　桂　月 鮨道楽一八 居酒屋くるまざ

酒宝笑神えびす 明洞ホットドッグ 68 蕎麦酒肴かも川

ナイトパブ　ボナール ホテルルートイン十和田 TELLY'S 中華そば・定食　駅前食堂

麺屋　幡 FARM　CAFE　orta Mix Bar むら井旅館

やき鳥　だいすけ あんじん亭　十和田店 Obara Bar IZACAFE 月うさぎ

グリル成萬 串Tomo 寿司割烹　福水 Discovery Café

ずぼんのすそ レストラン　エスカルゴ あんたが大将 カフェドケティ

隠れ家カフェ　カシェット ビクトリア レストランココス三沢南町店 下北文化珈琲店

■十和田市 和風レストランとわだ 彩喰楽酒　だい天 大黒家

居酒屋　現代 麵屋　てんやわんや 居酒屋　ひょうたん 居酒屋　かちかち山

十和田はつ花蕎麦＆ワイン居酒屋 お土産とお食事の店もりた スナック夢おんな 和洋軽食喫茶ぷらんたん

BAR K's スナック宮城 居酒屋いち利 むつグリーンホテル

スクール実minori ガスト　十和田店 食事処　高瀬 中国料理　五十番

BAR　新和三 ふく屋 居酒屋酒池肉林 鮨八

ガーデンキッチン垂穂 Dew gravy 自家焙煎珈琲　cogemame 喫茶＆レストラン薔薇

焼肉牛楽館 カラオケスナック花うさぎ 御食事処　いや川 お食事処幸楽

スナック　ニューポート 海鮮ワイン酒場イビザ 喫茶室エビアン 酒遊海峡　善

かえで食堂 サン・ロイヤルとわだ 藏部 餐カフェ

レストランココス十和田店 オルトラーナ 矢蔵 スナック　麻由

ラム善 居酒屋　鳥十 カフェあるえっと 和風ダイニング　みつのや。

湖畔ドライブイン 居酒屋　呑兵衛 酒菜彩々　ほうりょう　三沢本店 ■つがる市

レストランウッディ ■三沢市 らーあめん宝介 焼肉太閤

香港ダイニング スナック　ラブ Black　Barbie 舞子

認証店スタンプラリー参加店舗一覧



四六時中　つがる柏店 鳥清 松鶴 杉屋敷奥山

食房　七福 ■外ヶ浜町 cafe　YaD’or ■六戸町

COFFEEあさねぼう ホテル竜飛（食事処海峡） レストランRingo　Work レストラン4・6・8

神武食堂 龍飛旅館 炭火ビストロまる吉 食事処　水無月

まま林檎 ■鰺ヶ沢町 ブルーマウンテン 道の駅ろくのへ　メイプルふれあいセンター

中華飯店幡龍イオンモールつがる柏店 食事処　みやげ品　どん ■鶴田町 くつろぎの店　幸寿し

野のこ COFFEE　穂高 棟方冷菓店 ■横浜町

居酒屋ぎんれい 居酒屋良治 小料理　ふく トラベルプラザ・サンシャイン

■平川市 ■深浦町 そば処喰いしん坊 ■東北町

白金珈琲 匠屋 中国料理つるのたまご ナイトイン美人館

道の駅いかりがせき 御食事処 彩里 サンセットハウス ホルモン焼胡桃 中華料理とワインのお店　春華飯店

ユイット　デュボワ　八幡崎店 加藤食堂 珈琲いしむら リズム

津軽おのえ温泉福家 千畳敷センター 株式会社鶴の里振興公社 お食事処のり坊

CAFÉ＆BAR　ZERO-ONE 食べ物屋セイリング レストラン幡龍 居食処　富士

岩寿司 ■藤崎町 WANO　Winery お食事の和幸

大前寿し スパイシーアンドクリーミーふじさき食彩テラス店 ■中泊町 NORIpie

大坊保養センター 中華飯店幡龍藤崎店 道の駅こどまり　レストラン竜泊 食事処　あすなろ

めん処　香園 そばの矢車 くつろぎダイニング哲。 居酒屋れすとらん　えび蔵

津軽路 ■大鰐町 ■野辺地町 （有）磯げん

たのくろ酒場　倫歌 山崎食堂 スナックかれん ステーキOGA-YA

紫陽花 大鰐町地域交流センター鰐come　お食事処花りんご 寿し割烹　海幸 一楽寿し

からんころん温泉 和食処大福 cafe’R ■おいらせ町

ゆきあかりや もやし茶々 まかど観光ホテル　主厨房 キッチン山海

レストランけやき 焼肉ささき 居酒屋・割烹　はなたつ cafe シェモア

■平内町 ■田舎館村 KARAOKE　CAFE　もっく きっちんエブリー

やきとり鳥竹 ブラッスリー　すず音 洋風居酒屋おがわ ケーキハウス白い森

ホワイトローズ ■板柳町 のへじ駅前カフェ「北前茶屋」 ドトールコーヒーショップ青森下田店

割烹さん平 そば処　北の翔 つくし サーティワンアイスクリームイオンモール下田店

喰道楽あたご BEER　KITCHEN　さとよし ■七戸町 hiyoricafe

■蓬田村 Bar　聖（ひじり） 熱海 相撲茶屋　月見亭

認証店スタンプラリー参加店舗一覧



粉物＆カフェ　Coo cafe　Myuu　for

pia　Sapido

まんぷく亭かわ村

らあめん花月嵐

かかし　下田店

カプリチョーザイオンモール下田店

モスバーガー　イオンモール下田店

■大間町

大間町海峡保養センター

■東通村

海峡食堂　善

■風間浦村

あさの食堂

■佐井村

レストいそ川

■三戸町

和洋レストランみうら

レッドピーマン

割烹　白山

■五戸町

仁や

旨味家　戸の郷

喫茶　柊

フリータイム25時

■南部町

レストランかだぁる

ナイトラウンジマーシー

■六ケ所村

スパハウス　ろっかぽっか　レストラン　フォレスト

スパハウス　ろっかぽっか　食事処　六彩
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