
ご利用方法
①津軽海峡フェリー、シィラインの乗船日を決めてそれぞれに電話予約
②当日最初に利用する交通機関の窓口で「まさかり海遊きっぷ」を購入（現金精算のみ）
　※下北交通では、発売しておりません。
③各船舶利用時：窓口係員にセット券を渡し乗船券と引き換え
　下北交通バス利用時：最初のバス降車時に運転者に下北交通控え券を渡し、最後のバス降車時は表紙券（お客様控え）を運転手に提示

※カーナビは住所から検索ください。

青森県知事免許（4）第3137号

いよいよ春満開の季節です。洗車
パークは洗車機4機・拭き上げスペー
ス12台分、全天候型の屋内洗車場コ
インスプレー4機・拭き上げスペース５
台分も完備。お得な洗車専用プリカも
販売中！いま、オゾン除菌消臭機（5分
500円）が大好評。車内の消臭・除菌

等オゾンパワーで解決！快適なドライブをお楽しみくださ
い。お得な電気なら「オカでん」をぜひ、ご利用ください。
ガソリン給油・灯油は朝4時から深夜2時まで営業。

春満開。東北最大級の洗車パークで快適ドライブ！

オカモトセルフ 青森浜館
青森市浜館間瀬36-6
017-765-5660　   4：00－翌2：00　　無
okamoto-self.com/gs/aomori-hamadate
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■１ オカモトセルフ浜館全景  ■２ オゾン除菌消臭機

LINE会員登録用

八戸市ショッピングセンター
ラピアにデイサービス「ホップ
ステップサンテ」が４月１日オー
プンしました。青森県初の
「買物リハビリ」を実施。また、
4月23日からはGW GO!GO!
セールを開催！詳しくはホー
ムページをご覧ください！

八戸ショッピングセンター ラピア
八戸市江陽2-14-1　  0178-47-1111（大代表）
10：00－21：00（情熱食品、長崎屋、ドン・キホーテ 9：00－23：00、
ファンタジードーム 10：00－23：00）　

機能訓練特化型、買物リハビリ型 デイサービスNEWOPEN
塩漬けのさくらの葉と上質
な白餡、濃厚な生クリームを
丁寧にあわせたさくら餡を、
関東風の桜餅の皮で包ん
だ和風クレープです。ふわっ
と広がるさくらの香りに、春の
訪れを味わえます。手土産
としても大変好評です。

甘精堂本店
青森市新町1-13-21　 017-722-3740
9：30－18：00

1個180円

甘精堂本店のさくらクレープ 4月末まで販売中

たけちゃんさくらんぼ農園は
岩木川沿いに広がる観光
農園で、6月中旬開園予定。
入園料は大人1,000円、小
学生700円、幼児400円
（予定）で120分食べ放題。
予約不要（団体は要予約）。
さくらんぼの販売も。

㈱竹内組 農事部 たけちゃんさくらんぼ農園
つがる市稲垣町豊川千代島106-12
0173-57-2705　  9：00－15：00　  火、水、木　 有

津軽半島北端のさくらんぼ農園！

つがる市稲垣町一本タモ河川敷にある、
たけちゃんさくらんぼ農園

JA相馬村の直売所「林檎
の森」向かいの敷地で開
催。野菜苗、花苗、鉢花な
どのほか、市価よりお得な
商品も。「昨年は予想以上
の客足」と同所スタッフ。
昨年同様、新型コロナ対
策を徹底します。

林檎の森
弘前市湯口一の細川307　 0172-84-3411
8：00－17：00（1月～3月中旬は9：00－17：00）　 年末年始　 有

「花と緑の市」 ４／２8（木）～５／8（日）開催
「花と緑の市」は9：00－16：00

第22回全国菓子大博覧会技
術優秀賞受賞の「大漁もな
か」は、北海道十勝産の小豆
を使用した粒あんで栗を包
み、大畑の特産品であるイカ
の形を模したかわいい最中で
す。下北のお土産におすすめ。
根昆布求肥入りもあります。

御菓子司 甘美堂

全国で人気、下北半島「甘美堂の大漁もなか」

【特許庁商標登録】 大漁もなか １個250円

むつ市上川町5-50　  0175-23-7822　  9:00-19:00     不定休
むつ市大畑町大畑村21-18　　0175-34-3151大畑店

むつ店
クーポン 9

藤崎町のふじ原木公園に育成されて
いるりんごふじの原木（株分け樹）の
希少な果実を100％使用したプレミア
ムな「ふじ原木ジュース」。晴れの日の
お祝いやご贈答にお勧めです。お買
い求めは「ふじさき食彩テラス」へ。

ふじさき食彩テラス

720ml入り1,620円、完全数量限定生産！720ml入り1,620円、完全数量限定生産！

ふじ原木ジュース数量限定販売！

南津軽郡藤崎町榊和田65-8
0172-65-3660
9：00－18：00
お盆期間、年末年始　 有

チャリティーセール（4/23～
5/1）では、展示の家具・雑
貨を10%オフで販売し、その
売上の一部を、NPO法人・
子供地球基金を通して世
界中の子どもたちへの支援
金へつなげます。ヴィンテー
ジポスター展も同時開催。

エフ・ビヨンド
青森市自由ヶ丘2-15-4　  017-765-6565　 
11：00－19：00（土日祝10：00－19：00）　 水　 有

〈10%OFF〉チャリティーセール！

4月の販売会は益子焼！
シンプルなデザインでどん
な食卓にもぴったり。茶碗
や皿、そば猪口など揃えて
います。5月販売会（17～
22日）はざる、かごなどの
編組品、6月（14～19日）は
津軽ガラスを販売します。

つがる工芸店
青森市桜川7-19-50　 017-743-7009　 10：00－18：00　 有

※４月の販売会は4／19～4／24に開催 ※販売会開催期間以外のご来店は事前にお問い合せください。

気軽に使える益子焼で春らしく

大切な節目・記念日となる〈卒園＆卒業、
入園＆入学〉を、お得に撮影♪4/30（土）
までに卒入記念撮影をされた方に【LINE
で待ち受け用データ１コマプレゼント】【撮
影用の貸衣装・料金サービス】【プラン以
外の特典も10％OFF】の特典が！完全入
替制で、安心・安全を徹底しています。

十和田市西三番町14-31
0176-21-1515
9：30－19：00
月、火

写真のオクヤマ十和田店

鮮やかな思い出を。卒業＆入学記念キャンペーン

特製の香り高い出汁つゆに、
２種類の一味唐辛子とラー油
をブレンド。スパイシーなつゆ
にのど越しのいい麺が絡み、
薄切りの牛肉、白髪ねぎ、半
熟卵との相性が抜群です！ま
た、ミニ天ぷら蕎麦やミニ天
丼などのテイクアウトも大好評！

そば処 小巾亭

ほどよい辛さが美味しさの秘訣！

旨辛そば 900円

青森市平新田森越11-8　 017-737-0022　  
11：00-20：00   木（祝日の場合は前後日のいずれか）、元日

クーポン11

白馬龍神温泉は泉質が一番
のセールスポイント！関節や筋
肉等の痛みに対する効き目は、
特にご好評をいただいており
ます。毎月26日の風呂の日に
は、イベントを開催。市内でも最
大級の広さをほこる家族風呂
もご利用ください（要予約）。

白馬龍神温泉
弘前市小栗山芹沢2-1　 0172-88-1250
6：00―22：00　  無　  有

白馬龍神温泉はお湯に自信アリ！

クーポン12

クリーニングのブルースター
では、５月１０日までダウンジャ
ケット半額セール開催中！さ
らに、春だ！GOGO！防寒
衣類５５０円（税込）などお
得なセールを実施中です。 
クリーニングは今がチャンス！
詳しくはホームページへ！

クリーニングのブルースター

ダウンジャケット半額セール開催中！

十和田市稲生町19-25　 0176-24-0876
八戸市城下2-23-4　 　 0178-44-2722八 戸 店

十和田店
クーポン10

とんさばDX（930円）は豚
骨のコクと鯖節のさっぱり
感がマッチした、店長のオ
ススメメニュー！ 一昨年惜
しまれながら閉店した人気
店の味を継承しながら、県
産食材を活かしたメニュー
を展開しています。

青森らーめんたかしま
青森市緑3-11-10 ジュネスビル1F　  017-763-4130
11：00－翌1：00（L.O翌0：30）　 木　 無

あっさりからこってりまで、たかしまで楽しんで！

5
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■１ 鮮やかなオレンジ色にハチとハサミ
が描かれた看板 ■２ パーテーションな
どでコロナ対策も
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青森市勝田1-16-10 勝田ビル102
017-764-0452　 9：00－20：00（最終受付）
水     3台 　 meliora.amebaownd.com

美容院メイリオーラでは、4月30日まで4周年記念キャン
ペーンを実施中！技術メニューやヘアケア商品が通常料
金の10%OFFと今だけの特別プランです。その他、新規来
店者と学生は20%OFFに♪また、芯から色付き、白髪をぼ
かしながら染めていく髪に優しいアルティストカラーが仲
間入り！アルティストカラーカットは6,000円の特別価格で
提供しています。この機会にぜひ髪質に合わせた施術を！

お得な４周年キャンペーン4/30まで

Meliora メイリオーラ
青森市長島2-17-2  明大コーポ１Ｆ（廣田神社山手･信号すぐそば のぼりが目印）
017-752-6923（定休日転送対応）　 平日13：00－17：00（土・日・祝は10：00から）
月　  1台  【インスタ】 「＃青森蔵や」で検索♪

壁一面の古時計がカチコチと心地良い音で時を刻みます。
幕末期からの貴重な古道具や陶磁器、レトロ雑貨はもち
ろん、ブリキやセルロイド製品、フィギュアなどのビンテージ
玩具も揃っています。「実家や自宅に眠っている品物の整理
でお困りの方に寄り添ってアドバイスします」と店主。見積
査定は、店頭、玄関先でも可能ですので処分する前にまず
はご相談を。■アプリ決済PayPay(ペイペイ)利用可能

〈買取強化中〉骨董・古道具・レトロ雑貨の店

Antique Shop 蔵や （アンティークショップ クラヤ）

買取の見積、査定無料。来店
の日時予約、個別対応も可能
です。感染症対策実施中！

こだわりの振袖選びを、成人式青森市会場まで徒歩5分の
きもの専門店が細やかにサポートします！「成人式レンタル」
（75,000円～）の人気デザインは早めにご予約を。振袖の
リメイク・トールサイズ仕立てや、振袖の販売もぜひご相談
ください。卒業式にあわせた袴レンタル「きもの袴セット」は
小学生1万円～、おとな25,000円～、袴のみは4,000円～。
着付教室（１回500円・着物要持参）も好評受付中です！

’23＆’24 振袖・卒業式の袴のことなら神戸屋へ！

きものの老舗 神戸屋 振袖館
青森市堤町2-23-6
017-723-3389　  10：30－17：30
火、お盆、正月     有

サンロードきものサロン神戸屋
青森市緑3-9-2
017-775-3155
無     有

成人式当日の

※2ポーズアルバムプレゼント

５／8までの早期成約で、
仕立て上がり浴衣をサービス！
「成人式・写真前撮り」
もお早めに予約を。

弘前市早稲田2-2-8　  0172-88-9515
11：00－14：00、17：00－20：00（L.O）
水　  有

4/1メニューをリニューアル。大好評、市場直送の新鮮な
「海鮮丼」や「三色漬け丼」に「店長おまかせ３種盛丼」
が仲間入り！また、新たに５種類の「はらこ飯」やお刺身・
天ぷら付きの「釡めし御膳」も新登場！お蕎麦以外のメ
ニューはテイクアウトも可能です。ご家族やお友達とのラ
ンチなど、様々なシーンでご利用ください。（釡めしは準
備に30分程度要するため、ご予約がお勧めです）

新メニュー登場でパワーアップ！

お食事処 茶々まる
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■１  三色漬け丼  1,600円
■２  帆立はらこ飯 1,650円
■3  トンテキ定食  1,430円

4
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日常生活を豊かに過ごしやすく。
体に寄り添う、心地の良い「一生もの」の
厳選された家具が揃っています。
店内には現品限りのお買い得品も展示販売しています。
是非足を運んで見てください。
桜の季節ですね。

暮らしに寄り添う、「一生もの」

青森木工
青森市古川2-19-18
017-776-4954
10：00－18：00　  木　  有

バイクシーズン到来！同店の店頭には、すぐ納車できるバイク
を多数スタンバイ。話題のYZF-R7をはじめ、マイナーチェン
ジしたXSR700も展示！さらにYZF-R1、YZF-R7、シグナス グ
リファスのWGP参戦60周年アニバーサリーモデルも各限定1
台入荷。限定モデルのため、早くに売り切れの場合もあります。
バイクレンタルも好評です！季節に合わせて企画も様々、HP
をチェック！

今すぐ乗れる話題のバイクが勢ぞろい！

YSP青森

【数量限定】WGP参戦60周年アニバーサリーモデル

青森市堤町1-5-9　  017-735-2904
10：00－19：00　  火　  有（店舗前3台）

 【facebook・インスタ「YSP青森」も見てね！】

春です！青森おやき屋本舗弘前店のあずきサンデー

今年も「あずきサンデー（280円）」が登場です！北海道
産の小豆にこだわり、昔ながらの銅釡でふっくらと炊い
た自家製あんを、甘さ控えめのソフトクリームにたっぷり
とのせました。ソフトクリームだけ（レギュラー230円・ミニ
180円）でも好評販売中です。４月末までの季節限定お
やき、いちごの甘酸っぱい香りがはじける「いちごチョコ
（１個79円）」もぜひ！

インスタはこちら青森おやき屋本舗 弘前堅田店
弘前市八幡町3-2-4
0172-78-3745
9：00－19：00　  無  　有

ソフトクリーム 粒あんサンデー

3
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夏タイヤ、車検は湊商事へお任せ！

湊商事 青森支店 コスモ石油沖館SS

湊商事は高性能のタイヤをお得な料金で提案します！低
燃費性や安全性が進化した「エコピア」はもちろん、豊富
な種類から愛車にぴったりのタイヤを探します。タイヤ４本
セット予約・購入した方は組み替え＆脱着工賃や、廃タイ
ヤ処分料が特別価格に！さらに、BOXティッシュ最大20
箱やユニバースRARAポイント３倍の特典もあり。同店で
車検を取るとガソリン10円引き、オイル半額など特典いろ
いろ！見積無料。ぜひ、お問い合わせください。

青森市沖館5-5-1
017-782-5908  　 7：00－19：00
無【水・土・日の給油はRARAポイント2倍！
木曜レディスデーは青森市指定ゴミ袋進呈！】

新登場！

内観・メニューを一新し、こだわりの製法で焼き上げるパン
が約100種類に！おすすめは、皮はパリッ、中はしっとり、
小麦の甘みと風味を最大限楽しめるフランスパン。自家
製酵母を使うフランスの田舎パン、パン・オ・ルヴァン（１個
540円、ハーフ270円）は毎週金曜・14時に焼き上がります。
フランスの伝統的な味わいを再現し、しっとりとした生地
のパン・ド・ロデウやドライフルーツ入りもぜひ。

３/６リニューアルOPEN！焼きたてパンが勢ぞろい

HAKODATEパン・エスポワール
青森市西大野1-4-10
017-718-2959
8：00‒19：00　  水　  有

1 2
クーポン

クロッフル（216円）

驚くほどの種類を誇る
フランスパン

「４７ＣＬＵＢ」（よんななクラブ）は日本全国の地方新聞社と国内最大手の広告
代理店電通グループが立ち上げた、事業者さんのインターネット通販や法人
販売など“販路拡大”を支援するプラットホームです。青森の地元紙「東奥日報
社」では青森県内の事業者様の販売促進や広報・宣伝をサポートいたします！

お問い合わせは「東奥日報社広告局営業部」まで（電話017-739 -1181）

6
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国産鶏を丁寧にじっくりと炊き、深いコクを引き出した濃厚
スープはやみつきになる美味しさ！ぜひ、最後まで飲み干
して！自家製の中太ちぢれ麺はのどごしが良く、アクセント
の柚子がさらに食欲をそそります。しょうゆ・濃厚煮干しの
各種ラーメンと、濃厚鶏つけめん（900円）も人気。麺の大盛
は100円、小松菜やザク玉（玉ねぎ）などのトッピングもぜ
ひ！家族連れには４人用テーブル席をご用意します♪

鶏の旨さが凝縮したスープは「飲む鶏肉」！

■１ 濃厚鶏そば（850円）
■２ 青い看板が目印です
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麺屋 晃心
青森市新城平岡174-34　  017-787-2004
11：00－15：00、17：00－20：00（土日11：00－19：00）
月 　 有    公式インスタで季節のラーメンをチェック！▶

お弁当を持って、春を感じて

ぐるめ
青森市自由ヶ丘1-9-13　 017-741-3336 

【FAX】017-741-3427　 （注文受付時間）8：00－17：00
［注文方法］メニュー・個数・希望の配達日時・電話番号・連絡先を、
スタッフにお伝えください。予約は前日まで。

家族とのお花見、新しい仲間が集う職場、町内会での集ま
りなどなど…、いろんなシーンでみんな仲良くお弁当を囲
みませんか♪前日１7時までの注文で、ご希望のところに配
送してくれるのも嬉しいポイント。旬の県産野菜をたっぷ
り入れた「幕の内弁当（550円）」やナポリタン（1人前350
円）、焼肉弁当やカツ丼など、バリエーション豊富な料理を
そろえています。大きめのからあげも、イベントなどにぜひ！

1,000円以上の注文で旧青森市内は無料で配達。お気軽にお問い合わせを♪

新生活を迎え気が張ってそろそろ疲れが見え始めていません
か？そんな朝から頑張りたい方へ、健康になりたい方へ「飲め
ば納得（わかる）」！1日1本寝る前に飲めば翌朝には納得の
目覚めが。「看護の木」とも言われる白樺の木に育つ2万本に
1本しか見つからない幻のキノコ「チャーガ（樺孔茸・カバノアナ
タケ）」、高麗人参エキス（6年根）入り。美容に健康に不安のあ
る方、自然の酵素で健康に！その名の通り、飲めば納得です！

優良には価値がある！飲めば納得！
いいもの

（同）サーフェス クレッセント
青森市浪岡大字浪岡字林本104-2
0172-26-8612
9：00－17：00

飲めば納得（わかる）［内容量］50㎖ 1本1,500円（税込）

黒石市上町61-5　  0172-53-6225
11：00－21：00　 月　 有

食べてみたいけどお店まで
遠くて…。そんな方に朗報。
鉄満堂ではスープ・麺・具
材をセットにした通信販売を
行っています。丁寧に炊いた
鶏白湯スープと津軽味噌の
味わいをご自宅で楽しめま
す。詳しくはHPをチェック！

みそラーメンくろいし鉄満堂　　

ラーメンの通信販売始めました！

1. HAKODATEパン・
エスポワール

１枚につき１名様まで
2022年5月31日まで有効

1,000円以上の購入で

20％OFF

2.

3. 4.

5. 6.

7. 8.

9. 10.

11. 12.

HAKODATEパン・
エスポワール

１枚につき１名様まで
2022年5月31日まで有効

御菓子司 甘美堂

お一人様1枚まで
2022年5月31日まで有効

大漁もなか
10個購入で

湊商事 沖館SS

1枚につき1回1台限り
2022年5月31日まで有効

ガソリン・軽油の給油で
ユニバース
RARAカード
ポイント3倍

Meliora メイリオーラ

一会計につき１回1枚限り
2022年4月30日まで有効

4周年キャンペーン
技術メニュー・

ヘアケア商品10%OFF

麺屋 晃心

お一人様１枚まで
他割引との併用不可

2022年5月31日まで有効

全ラーメン
味玉半玉
サービス

湊商事 沖館SS

1枚につき1回1台限り
2022年5月31日まで有効

クーポン持参で
タイヤ4本購入の方
BOXティッシュ
20箱進呈

※軽自動車は10箱

青森らーめんたかしま

ご注文時にご提示ください
1枚につき1グループ全員対象
2022年4月30日まで有効

とんさばDX注文の方

100円引き

そば処 小巾亭

注文時にご提示ください
１枚につき1名様まで

2022年5月31日まで有効
（５月3日～５月５日は無効）

お食事された方

ソフトドリンク
１杯サービス

白馬龍神温泉

2022年4月30日まで有効

大浴場入浴料
ペア割引券
※2名ご一緒にご入館ください
※１名でのご利用はできません

※コピー不可
※携帯・スマホ・webクーポン不可

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。

スマホ
対応

各ショップの
クーポンはこちら

食パン全種類

20％OFF

青森おやき屋本舗

１枚につき１人１回5個まで／全店で有効
同券・他券との併用は不可
2022年4月30日まで有効

４月限定
いちごチョコ
通常79円→59円

※スマホ版は不可

お食事処 茶々まる

１枚につき４名様まで
2022年7月31日まで有効

クーポン券ご持参で

１００円引き
※PC・スマホの提示は不可

１個サービス

通常2名760円→500円

（新規来店者・学生は20%OFF）

https://www.toonippo.co.jp/ud/compass 東奥日報 コンパス
企画・制作  東奥日報社広告局

「四季のタウン情報コンパス」、前日に続き本日の紙面でも県内のステキなお店をたくさん
ご紹介します！おいしいグルメや素敵なライフスタイルの情報が盛りだくさん！スマホの
クーポンもフル活用して、うきうきの春を満喫しよう。

  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。

❷トップ画面メニューから
　「クーポン一覧」を表示

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!

❶二次元コードから
　「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
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●

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。

4月15日（金）にも
弊紙に折り込まれます！

号は春 2
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四季の最新タウン情報 コンパス
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