
47CLUB（よんななクラブ）は誰よりも地元
をよく知る地方新聞社自ら「買いたい」「贈り
たい」「薦めたい」と思う商品を発見し紹介す
る『お取り寄せ・贈答サイト』です。
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【応募締切】2022年5月31日（火）必着
〒030-0180 青森市第二問屋町3-1-89
東奥日報社広告局「コンパスプレゼント係」

【応募方法】ハガキに ❶郵便番号と住所  ❷氏名（フリガナ）  ❸年齢  ❹職業  ❺電話番号  ❻コンパスを入手
した場所  ❼コンパスで行ってみたいお店・買ってみたい商品  ❽ご意見・ご要望  ❾希望賞品名と
そのショップ名を明記のうえ、右記の宛先までお送りください。
※「47CLUB」の賞品は、各店から直接発送させていただきます。
※当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。 ※寄せられた個人情報は、当企画以外の目的に使用することはありません。 

※メールでの
　応募は不可

ノンブラシ洗
車券

¥3,000

10名様【オカモトセルフ】(青森市)

ノンブラシ洗車券
3,000円分

3名様【TANDAIs APPLE】(つがる市)

「まるっこまんま」
田舎の
りんごジュース
化粧箱15缶入 2名様

【ナチュール青森47ショップ】（青森市）

あおもり生プリン
（塩カラメル）
４個ギフトセット 2名様

あおもり藍
アソート
(スプレー、石けん、
 ウェットシート)

【あおもり藍専門SHOP 日々藍々】（青森市）

2名様【cafe Birthday（ばぁーすでい）】(青森市)

お好きなパフェ１つサービス

１名様１名様１名様１名様１名様１名様

「ソーライン」
洋裁用はさみ・
手芸用はさみセット
関市製の高級はさみ
のセットです。

（　　　　　　　　　）洋裁用210ミリ
手芸用135ミリ

【青森ミシン商会】(青森市・十和田市) 【キズナベーカリー】(青森市)

キズナベーカリー商品券
1,000円分

3名様10名様
【青森おやき屋本舗】(浜館店／浪館店／弘前堅田店)

差し入れセット引換券
（粒あん・二色・あんチーズ各５個 １５個入り）

5名様【イートファン】（青森市）

商品券

¥500

イートファン・二階堂
共通商品券500円分

25組（50名様）

ラインメール青森ＦＣ
ＪＦＬ2022シーズン 県内ホームゲーム

【ペア観戦チケット】

　　　　　　 からの

プレゼント

※記載の賞品は広告主各社の提供です。 ※写真はイメージです。賞品の色や仕様は指定できません。

抽選で
豪華賞品が
63名様に
当たる！！

ようやく雪も解け、お庭に出る機会が増えたこの季節！「お庭のリフォームが
したいな」「駐車スペースを広げたり、BBQスペースを作ることはできるか
な」そんなお庭のお悩みは、ぜひLeafへお気軽にご相談を！お客様に寄り
添った提案をいたします。ご相談・お見積りは無料です。ガーデニング用品
が溢れる店内には、お花や雑貨が続 と々到着。人気の軽くて扱いやすい
鉢も多数取り揃えています♬インスタグラムでは最新情報を発信中です！

春だ！お庭もお花もLeafにお任せだ！

Leaf（リーフ）
青森市荒川柴田60-11
017-718-7830
10：00－17：00　  月　 有

フェンスや生垣もお気に入りを選んで、理想のお庭リフォームを叶えて。多肉
植物の寄せ植え（画像は2,750円）も、予算・イメージに応じて作成します。

インスタはこちら

ぽかぽか陽気に心はずむ季節・春が
ようやく到来。でも、油断できないのが
紫外線です。実は紫外線の量が冬の
３倍（※）にも増加します。あとで後悔
しないように、いまからしっかりと日焼
け止め対策をしましょう。今回紹介す
るのは「プロメディアルＵＶプロテクトミ
ルク」。プロメディアルは、ロート製薬が
皮膚科学の研究に基づいて処方設
計したもので、話題の「美肌菌」にもい
ち早く着目した、実力派スキンケアブラ
ンドです。コラーゲン入りで伸びのよい
ミルクタイプ、敏感肌や１歳児にも使用
できる安心設計で、しっかり保湿もして
くれる優れものです。※気象庁調べ

春こそ油断禁物、紫外線対策をいまからはじめよう

青森市三内玉作2-72（本部）
017-761-1611　  有

※北東北に84店舗、営業時間は各店舗により異なります。

丸大サクラヰ薬局 ハッピー・ドラッグ
店舗情報はこちら♪

「プロメディアルＵＶプロテクトミルク」
80ｇ／2,420円（税込）／SPF50  PA+++

世の中「枕ブーム」。でもどの枕が自分に合っているかお迷いの方も多いのでは？感触や
心地良さのお好みもあるので、枕選びは実際の当て比べが大切です。西川チェーン専
門店の完全オーダーメイド枕「自遊自材」は、20年以上の技術実績、三層構造で14ヶ
所もの調整箇所を持つ「枕の最終兵器」。国際級のアスリートにも人気があります。選べ
る当て心地も10種類で、再調整は何度でも無料。だから変化する寝心地に合わせ続
けられる枕なんです。熟練のピローアドバイザーが頚椎カーブ測定、寝姿勢に合わせ丁
寧な調整で枕をお作りします。「春眠暁を覚えず」。ぴったり枕で心地良いお目覚めを。

ぴったり枕で朝がすっきり！

青森市中央1-29-4
017-734-2790　  9：30 ー19：00
水　  有（契約駐車場のサービス券発行）

フトンショップみやかわ

完全オーダーメイド枕の構造

●密を避けるためお電話予約をお勧めします。
　完全オーダーメイド枕は27,500～38,500円の各種です。

北欧の暮らし、そして音楽やファッ
ション、インテリアなどあらゆる側面
からインスパイアされた住宅建築を
行う「ユネストホーム」。おうち時間が
増えたことで、ライフスタイルに合わ
せた注文住宅が、注目を集めてい
ます。同社では、青森の春の楽しみ
を感じて欲しいと願いを込めて、
テーマハウス来場者へ「草花の種
や球根」をプレゼントするスプリング
フェアを開催中です。暮らしの中に
植物があると、暮らしそのものに余
裕ができて生き生きとしてきます。暮
らしの提案に長けた同社ならでは
の素敵なフェア、この機会にテーマ
ハウスの見学もいかがでしょうか。

暮らしの中に植物を。スプリングフェア開催中。

青森市浜田字豊田502
017-762-1888（見学の際はご予約をお願いします）
10：00－17：00　　水　　有

UNESTHOME（ユネストホーム）

スプリングフェアは、5月29日まで開催中。

さくら野弘前店・3F催事場に、手作りを愛するプロが大集合！各メーカーの最
新ミシンをじっくり試せるほか、修理などお悩みも相談できます♪婦人服地
バーゲン、手作り作家さんの作品販売やワークショップもお見逃しなく！青森
ミシン商会はミシンを活用するお手伝いを心がけて５２年の専門店。1万円
台～プロ用まで揃う全メーカー代理店で、３～５年の安心無料保証付。「国
家検定一級縫製機械整備技能士」がおり、修理も安心です。（見積無料）

ミシンがあったらできることin弘前！

青森ミシン商会

青森市筒井4-4-21
0120-34-5158
10：00－17：00　  火、日

青森店
十和田市穂並町7-20
0120-23-8670
10：00－17：00　  火、日

十和田店

【展示販売】19,800円のお手頃品から厚地に強い本格派・刺
しゅうミシン・職業用・4本糸ロック・カバーミシンまでさまざま。
ミシン修理技術者による相談会も

■１花見団子410円
■２ 雪の回廊（小）300円（大）1,350円

1 2

もっちり弾力のある白玉団子を、桜あん・抹茶あん・黄身あんの３種の味わいで
包んだお団子です。刻んだ桜の葉の塩漬がほんのりと塩味をきかせる桜あん、深
みのあるほろ苦さがたまらない抹茶あん、コクある黄身あんを楽しんで。みたらし
団子や、人気の柿菓子「田道間（たじま）」も連れて、お花見に向かいませんか？登
場したばかりの「雪の回廊」は、八甲田山の壮大な雪を表現したバームクーヘン。
職人が一層一層焼く生地に、りんごの蜜煮が潜んだ、青森らしさ溢れる逸品です。

お花見に、二階堂特製の和菓子を連れて

eat fun! イートファン
青森市本町4-4-8　　017-732-1104
和洋菓子 平日9：00－19：00（日・祝18：00）
ベーカリー 平日8：00－19：00（土7：30－19：00、
日・祝7：30－18：00）　  無　  有 　　

二階堂
青森市本町1-6-11
017-776-5863
10：00－18：00
無

お食事での来館も大歓迎です♪
「打ちたて」、「茹でたて」にこだわった極楽湯自慢
の十割そばと、サクサクな天ぷらをお得な価格で
楽しんで♪

天然温泉 極楽湯 青森店 天ざるそばorうどん

880円
１枚につき1名様まで、1品のみ有効
極楽湯青森店でのみ有効
2022年6月30日まで有効

青森市東大野2-４-２１
017-739-4126
6：00－翌1：00 　
無
gokurakuyu.ne.jp/tempo/aomori/

天ざるそばorうどん 1,023円

大好評！スペシャルランチ
メインをナポリタン・ハンバーグ・焼きカレー・オムライスよ
り１品チョイス！スープ、サラダ、デザート、コーヒーor紅茶
が付いた大人気のランチメニューです。 ※5／31（火）まで

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
11：00－18：00（L.O17：30）
ランチ 11:00ー14:00　  無　 有

オムライス2色のソース（スペシャルランチ） １,６５０円

ランチタイムに
お食事をされた方

ポイント2倍
１枚につき1名様まで
各種割引併用不可

2022年5月31日まで有効

4／1（金）グランドメニューリニューアル！
人気のローストビーフやハンバーグ、サーモンソテー、
カレーなど人気メニューがリニューアル！ぜひご来店
ください！！テイクアウトも行っております。

ランチ

100円OFF
注文時にご提示ください
1枚につき2名様まで
店内飲食に限り有効

2022年5月31日まで有効

JOYS CAFE&TABLE
青森市自由ケ丘2-15-5
（エフ・ビヨンド隣接、エフビーテラス内）
017-762-7373　 11：00－18：00（L.O17：00）
水 ※祝日は営業　 有

【インスタ】 joyscafeandtable

国産牛のローストビーフ和風おろしポン酢添え 1,380円

TAKE
OUT

ボリューム満点！好評のにぎりランチをぜひ。
マグロやサーモンなどのにぎり8貫に巻物、野菜サラダ
に玉子つまみ、お吸い物付きのお得なメニュー！海鮮
ちらしの「ハッピィランチ」「アナゴランチ」も好評です！

お食事された方
ホットコーヒー1杯（税別250円）
アイスコーヒー１杯（税別300円）
どちらか150円引き
１枚につき5名様まで

2022年6月30日まで有効

秀寿司
青森市堤町1-5-12
017-722-8888
11：00－23：00
（ランチ11：00－15：00）
無　 有

にぎりランチ 1,650円

自慢の絶品スープが大人気！
泡状に仕上げた濃厚煮干しスープは、まさに“煮干
しのカプチーノ”！煮干しの強烈な風味とクリーミーな
食感を味わえる逸品です。

麺道舎ぜくう
青森市矢田前弥生田20-21
017-718-8386
10：00－20：00
月
有

ラーメンご注文の方

味玉サービス
食券と一緒にご提示ください
1枚につき1名様まで

2022年4月30日まで有効

一撃煮干 880円

春の食材を使用したアレンジメニュー
春の食材を使用したランチビュッフェは5/31まで。
桜海老のかき揚げ、豚肉の香草焼きやシェフおす
すめのスペシャルブイヤベースなどをご堪能ください。

AOMORI BOLD KITCHEN
（アオモリボールドキッチン）
青森市本町2-1-26 アートホテル青森１F
11:30-15:00（最終入店14:00）
017-775-7111　 無　 無料、駐車券あり
aomori-bold-kitchen.com

ランチビュッフェ

10%OFF
大人料金のみ適応

注文時にご提示ください
１枚でグループ10名様まで
2022年5月31日まで有効

春のランチビュッフェ 1,650円
（65歳以上1,430円、小学生990円、未就学児無料）

ほろほろに煮込んだ柔らかお肉がたまらない♪
甘辛く煮込んだ豚肉と半熟卵が出会った、台湾風の豚丼
です！牛肉・チキンのフォーやBBQ風プルドポークライスな
ど、メニュー数は迷うほど♪各種テイクアウトも好評です！

グローバルキッチン サイゴン
青森市古川1-20-3
017-776-7212
12：00－L.O13：30（平日のみ）、
17：30－L.O22：00　 日

【インスタ】＠globalkitchensaigon

マンゴープリン
または

杏仁豆腐
１個サービス
注文時にご提示ください／店内飲食のみ有効
１枚でグループ全員対象
2022年5月31日まで有効

ルーロウ飯 700円

TAKE
OUT

タコミートは自家製！テイクアウトも好評です
温泉卵とピリ辛のサルサを絡めてどうぞ。ナシゴレン
など20種類以上の人気メニューと、パフェ・スイーツ
を、ワンちゃん連れはもちろんお一人でも楽しんで♪

お食事の方

１０％ＯＦＦ
会計時にご提示ください
1枚につき1名様まで

2022年6月30日まで有効

ドッグガーデン青森

タコライス（平日980円、土日1,080円）
11：00－14：00までドリンク1杯サービス！

青森市浜田3-1-1 ドリームタウンALi内
017-718-2878
10：00－18：00（L.O17：30）
不定休

【インスタ】@doggarden

TAKE
OUT

期間限定！春の味覚をふんだんに楽しめる一杯
フグの骨と身と、アサリからの旨味が凝縮した出汁を特
製の潮タレであっさりとやさしい味わいに仕上げました。
好評の『こってり・あっさりらーめん（醤油／旨塩）』もぜひ。

魚だしらーめん あづま
青森市はまなす2-7-8
11:00-18:00（金土日は7:00-21:00）
不定休
有

【インスタ】@ramen_azuma

ラーメンご注文の方
お好きなトッピング
サービス

※トッピングは1種まで
1枚でグループ全員対象
2022年5月31日まで有効

フグとアサリの潮そば（1,100円）★4月は1,000円で提供！

1日１０杯
限定

❷トップ画面メニューから
　「クーポン一覧」を表示  スマホ対応のクーポンで

お得にショッピング！！
右の二次元コードを読み込み、ご希望のクーポン
を選択し各店舗で提示してください。

新型コロナウイルス感染症の影響により、掲載店・施設に
ついては臨時休業等の対応をしている可能性があります。
ご来店の際は、事前にお問い合わせください。
 クーポン券について ○コピーしたものは使用できません。○割引券で現
金引替えはできません。○クーポン券により有効人数・期間が異なります。
各枠下を確認のうえご使用ください。○他の割引券との併用は不可。
 掲載価格について ○掲載価格は2022年4月現在のものです。○すべて
税込価格で表記しています。詳細は各店までお問い合わせください。

❶左の二次元コードから
　「コンパス」にアクセス！スマホ版

クーポンの
使い方
スマホ版
クーポンの
使い方
スマホ版
クーポンの
使い方 ●

●
●
●
●
●
●
●

❸注文時またはお会計時、お店のスタッフに、
　使いたいクーポンを拡大して提示!

企画・制作  東奥日報社広告局

春のコンパスは「ピクニック特集」をお届け！ぽかぽかとした陽気が感じられるこの季節、公園
や身近なお庭で、お気に入りのアイテムを連れて思い思いにくつろいでみませんか？ 定番
のランチ特集には、春の味わい・旬の食材を楽しめるメニューが勢ぞろい！期間限定の
イベント情報も満載のコンパスで、この春をとことん満喫しましょう♪

〇〇〇〇〇〇ショップ

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

ドリンク１杯
無料券

〇〇〇〇〇〇ショップ

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

ドリンク１杯無料券

四季の最新タウン情報 コンパス

春2
022_spring

vol.
81

https://www.toonippo.co.jp/ud/compass 東奥日報 コンパス

〇〇〇〇〇〇ショップ

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

ドリンク１杯
無料券

〇〇〇〇〇〇ショップ

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

ドリンク１杯無料券

1.
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ようやく春の訪れを感じられるようになり、外で過ごす時間が増えそうです。
「USTYLE」では６月３０日まで「カール・ハンセン＆サン」のアウトドア家具キャン
ペーンを開催中。対象商品を税抜１６万円以上の購入で写真       のサイドテー
ブルかフットスツール、税抜３７万円以上の購入で写真    のサイドテーブルがプ
レゼントでもらえます。国内外
のインテリアプロダクトが揃
う同店をこの機会にのぞい
てみてはいかがでしょうか。

青森市緑2-20-11    017-757-8930
11：00－19：00　 水　 有

LIFESTYLE GENERALSTORE
USTYLE（ユースタイル）

「CARL HANSEN＆SON THE OUTDOOR」
  キャンペーン開催中。
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対象商品の購入で素敵なプレゼントを進呈しています。

■1  フットスツール 33,000円
■2  サイドテーブル（BM5868） 35,200円
■3  サイドテーブル（BM16） 80,300円

拾った焚き木でも料理を楽しめるファイヤーボウル！
インスタはこちら

薪ストーブの野原（のはら）

ファイヤーボウルの上
に載る4枚の厚い鉄
板グリルは熱伝導率
が良く、焼きあがるス
ピードに食べるのが
追い付かないほど♪
ボウルの種類は、2～3
人用から6人～の大
人数用まで3種類あ
り、台座は5段階の高
さから選べます。

写真のファイヤーボウルΦ100（6人～） ￥239,800（税込）
ファイヤーボウル用ベース「ヤビィ」高さ18.5cm ￥38,500（税込）

三戸郡階上町道仏野附窪6-20
（国道45号線沿い／階上I.C.降りてすぐ） 
0178-87-3344　  8：30－17：30　  水

ファイヤーサイドマルチキャリー ￥14,300（税込）二宮金次郎にヒントを
得、モンベルと共同開
発した薪運びツール。
背負う以外にも3通り
の使い方が可能。

この春美味しいお酒に出会いまし
た！待望の『ち～む・五』No.20・
No.21発売！青森市内５軒の酒屋
集団『ち～む・五』がどこの蔵のど
のお酒と決めずに美味しいお酒
に出会った時にのみ販売する人
気シリーズです。また、華想い
100％使用にこだわる『純米吟醸 
津軽半島 しぼりたて   』と『純米
吟醸 七力 春しぼり    』も！

この春新しい『ち～む・五』登場！
1 3
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ななの会 ち～む・五（ふぁいぶ）
青森市中央1-26-22
（事務局：かめや酒店）
017-735-1620

全店発送可能　
※お酒は20歳になってから。

Facebookはこちら

■1  《ち～む・五 №20》 白神酒造（弘前市）
　 純米大吟醸 華想い（斗瓶取り）　
　 720㎖ 2,200円
　 《ち～む・五 №21》
　 六花酒造（弘前市）純米大吟醸  吟烏帽子
　 720㎖ 2,240円／1.8ℓ 4,400円

（017-735-1620）
（017-752-3135）
（017-738-8177）
（017-766-0460）
（017-734-1613）

かめや酒店
関 太郎商店
酒のタカハシ
えびな酒店
酒のなかむら

中華そばきた倉のチャーシュー入りの「チャーシューデ
ニッシュ（300円）」や、長いウィンナー＋ゆずこしょうの
フランスパン「ロングロング（なんと60cm！850円）」など、
この日限定パンは約５０種類！次回は5/8開催です♪

キズナベーカリー

４/10開催！裏メニューが並ぶ裏キズナ

土曜限定・月替わり食パン（４月はさくら、380円）もぜひ

青森市茶屋町29-7     017-772-9067 　
10：00－18：00（土祝は16：00まで）　 
月・日　宅配パンも好評です♪

ほっこりおいなりさんを連れて

とうふ工房
青森市青柳1-7-16     
017-757-9388
10：00－19：00
日　 有 

先着順でおからをプレゼント♪

自家製の油揚げを、代々
受け継がれる甘めの味わ
いでふっくらと炊いた、お
豆腐専門店特製のおいな
りさんです。酢飯には贅沢
にもち米を使用、もちもち
感も楽しんで。ピクニック
はもちろん、毎日のご飯、
農作業・運動会で頑張る
みなさんに寄り添います。

4/12～28（16・17はお休み）はサンロード青森
に出店しています、気軽に立ち寄って♪

豆乳チーズケーキ（１ピース238円）

おいなりさんは130円。 野菜しんじょ・がんも・おからコロッケ・とうふコロッケなどお惣菜もぜひ。

ヘーゼルナッツのブラウニー 240円

ボンジュール 弘前城東店
弘前市城東中央3-1-3
0172-88-7557
10：00－18：30　 木　 有

自然の息吹を感じながらコーヒーを淹れて、お気に入りスイー
ツに舌鼓。スティック状のブラウニーはシェアしやすく、トレイ
に入っているため持ち運びにも便利、しっとりと濃厚でチョコ
の余韻が広がります。専門店のブラウニーをぜひみなさんで。

アウトドアを“幸せ時間”にするブラウニー。

「お庭」は一番身近なアウトドアのフィールド。
採れたて野菜を楽しめる家庭菜園や、BBQ、
テント・タープを貼ったキャンプを満喫できる
お庭に整えてみませんか？リビングと繋がる
テラス、天然芝や人工芝、近所からの視線を
やわらげるフェンスやシンボルツリーを取り

入れて、気ままなお庭ライフ
を。「お庭のある暮らし」の答
えが、ここにあります。

お庭でピクニックをしませんか？
4/29～5/2は春のガーデニングフェア

グリーンフォレスト
青森市荒川柴田159-2
017-718-2624　  
10：00－17：00

【インスタ】
@greenforest_flowers

ウッドデッキやテラス、人工芝があると、第２のリビングとして楽しめます

ホーローの食器や木のトレー、
休日にゆっくりと使いたくなる食器を揃えています

公式HP

Cafe Birthday（ばぁーすでい）

見て楽しい！食べて美味しい！カラフルにきらめくパフェは暖
かい春のピクニックにぴったり！気分に合わせて選べる30種
類以上のパフェはどれもフルーツが盛りだくさんで、わくわく
すること間違いなし♪遠出の際は冷凍パフェも！

春めくパフェでピクニックはいかが？

テイクアウトパフェ各種600円～980円※冷凍パフェは前日までの予約必須

青森市浜館3-3-30（ピンクの看板がある駐車場奥の右側面）
017-718-1130　  11：30－17：30　  日、祝
有（ピンクの看板側8台・店舗奥10台）

インスタはこちら

いよいよ春が到来！
お日様を浴びて、美味しいものを食べて、

元気をチャージしよう！

お庭でも公園でも Picnic Special


