グルメの聖地？弘前は海、山、里の自然に恵まれたウマイがいっぱい。
気分にあった「おいしい」がみつかるはず。

食の街
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一町田のせり
七草粥でお馴染みの「せ
り」。脇役になりがちです
が、
「一町田のせり」
は、冬の弘前の主役
食材。豊富な湧き水で、冬でも田が凍ること

毛豆

のない一町田地区では藩政時代からせりを
栽培してきました。独特の強く爽やかな香

サヤを覆う金茶色の剛毛。その名も「毛豆（けまめ）」は、津軽地

り、シャキシャキの歯ごたえ。茎や葉はもち

方を中心に代々農家で受け継がれてきた枝豆です。大粒でコ

ろんですが、長くのびた白い根もまたおい

クがあり、栗のような甘みにホクホク感。見た目こそイマイチ

しいといわれています。

ですが味はピカイチ。9月下旬から10月中旬に旬を迎えます。

●弘前市農業政策課☎0172-40-7102

●青森毛豆研究会（㈱コンシス内）☎0172-34-9710

清水森ナンバ
藩祖津軽為信が京都から持ち帰り、清水
森地区で栽培させたと伝えられる「清水
森ナンバ」は、400年以上の歴史ある弘前
在来トウガラシです。肉厚でまろやかな
辛さの中に甘みと風味がひきたつ味わい

嶽きみ

は、弘前にこだわった「ひろさき豚辛焼」

「ダケキミ」に会いに行こう！「嶽

やグリーンカレーなど、様々な料理にぴ

嶽わさび
厳しくも豊かな自然と岩木山がもたらす清
水でじっくり、力強く。ミネラル豊富なお山
の 伏 流 水 で、
「グ リ ー ン サ ム」と「正 緑」の2
種を無農薬栽培。1年半〜2年で収穫されま
す。甘みを含んだ爽やかな香りとほどよい
辛み、清々しい緑で和の食に彩りを添える

きみ」とは岩木山の麓、標高400〜

ったり。ソフトクリームに使用するなど
変わり種もあります。

500mの嶽高原で栽培されるトウ

●在来津軽「清水森ナンバ」ブランド確立研
究会事務局（青森県特産品センター内）
☎0172-39-1811

の寒暖の差が生み出す甘みと濃厚

モロコシのこと。弾ける食感、昼夜
な味わい。その甘さはメロンや柿
にも負けないほど。収穫期には農

グリーンカレー（アジアン・エス
ニック食堂「弦や」）

家の直売所が道路沿いに並ぶ「嶽
きみロード」が出現し、茹でたて・

名脇役です。

焼きたてを味わえます。

●岩木山観光協会☎0172-83-3000

●弘前市農業政策課☎0172-40-7102

ひろさき豚辛焼

主に春植えと冬植えで
栽培される

弘前の
小咄。

特産のりんごに津
軽味噌、弘前在来
トウガラシ「清水森ナンバ」などをブレ
ンドした特製ダレに岩木山麓で育った
岩木高原豚を漬け込んで焼いた「ひろ
さき豚辛焼」。辛さと甘さのバランスが
絶妙な新グルメは定食や丼でいただけ
ます。
●弘前調理師四條会（㈲大器内）
☎0172-29-3661

28 City Promotion

←提供店により、陶板焼や丼物など、
豚辛焼の料理はさまざま

弘前アップルパイ
りんごで有名な青森県の中でも随
一の生産量を誇る弘前。そんな「り
んごの街」では、ケーキ屋さんやホ
テル、カフェはもちろん、ベーカリ
ーや和菓子屋さんにも本格的なア
ップルパイがあるのです。しっと
り派もサクサク派も、正統派から
変わり種まで、アップルパイで弘
前巡りしませんか。
●弘前市立観光館☎0172-37-5501

弘前市のさまざまなイベントで登場する
「巨大アップルパイ」。
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白神の魚
白神の魚ってアユやイワナでしょ？と思ったら大間違い。世
界自然遺産・白神山地の豊かな恵みが注ぐ海で育った魚介藻
類のことなんです。城下町であり、明治以降は全国から将校
が集まった弘前は食のレベルが高く、内陸地ながら水産物の
地方卸売市場があるなど魚好きが多い街でもあります。産地
直送の醍醐味を様々な料理で召しあがれ。
●白神の魚普及実行委員会事務局（TEKUTEKU編集部内）
☎0172-31-2136

弘前シードル
弘前フレンチ
外国人宣教師や神父、牧師が訪れ、
第八師団が設置されるなど早くか
ら西洋文化に触れてきた弘前には
本格的なフランス料理店が数多く
点在。人口比で日本一と言われて
います。地元食材を活かしたおい
しいフレンチに出会いませんか。
●弘前市立観光館☎0172-37-5501

煮 干 し（ 焼 干 し ）ラ ー メ ン

昭和28（1953）年、果実加工界の視察で欧米を訪問した、弘前の
酒造メ−カー社長・吉井 勇（よしい いさむ）氏が、りんごの発泡
酒シードルに着目、帰国後の翌29年6月に朝日麦酒株式会社（現
アサヒビール）と連携し、
「朝日シードル株式会社」を設立。昭和
31年より販売を開始。これが日本における「シードル」の始まり。
その後、りんご加工に造詣のあ
るニッカウヰスキー株式会社へ
事業が受けつがれました。平成
26年3月には弘前市はハウスワ
インシードル特区に認定され、
以降りんご生産者らのシードル

澄んだスープを口に運ぶとじわり広がるダシの風味。煮干し

弘前ガレット

や焼干しを主体に、鶏ガラや昆布の旨みが調和した素朴であ

フランス・ブルターニュ生まれの

っさり醤油味が昔ながらの津軽のラーメンです。津軽地方に
ラーメンが普及した大正から昭和初期、青森で生産されて入

「ガレット」
（そば粉のクレープ）を

手しやすかった鰯の焼き干しをスープのベースに使ったの

弘前いがめんち

が始まりと言われています。

お や つ に 良 し、お か ず に 良 し、お つ ま み に 良 し の「弘 前 い が め ん
ち」。イカの足（ゲソ）を包丁で叩いて余った野菜や小麦粉を混ぜ、
焼いたり揚げたりしたもので、余りものを無駄なく使う知恵と愛
情がつまったかっちゃ（母）の味です。
●弘前いがめんち食べるべ会事務局（どて箱内）☎0172-34-7121

造りが続いています。
●弘前シードル研究会（弘前市企画
課）☎0172-40-0631

弘前流にアレンジ。世界自然遺産・

朝日シードル（株）から発売
された「アサヒシードル」

白神山地の麓、西目屋村産の香り
高いそば粉の生地に地元ならでは
の食材をトッピングしたガレット

藩士の珈琲

は県産のシードルやりんごジュー

コーヒーを初めて飲んだ庶民は弘前の人だった⁉幕府の命令

スと相性抜群。食事からスイーツ
までバリエーションも豊富です。
●弘前市立観光館☎0172-37-5501

で蝦夷地に赴いた弘前藩士は寒さやビタミン不足による浮腫
病に苦しめられていました。その薬として配給されたのがコー
ヒーだったのです。
「藩士の珈琲」は、麻袋に土瓶、湯呑み茶碗と
当時のスタイルを再現。とろり、まったり。優しい飲み口です。
●弘前は珈琲の街です委員会（成田専蔵珈琲店内）☎0172-28-2088

津軽そば

弘前カクテル

おいしい日本そばの条件

カジュアルにもオーセンティック

は、挽きたて、打ちたて、茹

にも、クオリティの高いバーが多い

で た て。そ の 常 識 を 覆 す

弘前では老若男女を問わず、気軽に

そばがあります。江戸時

バーを利用しています。2008年か

代に生まれたと伝わる

ら4年にわたって行われた「弘前カ

「津軽そば」は呉汁とそ

クテルコンペティション」で受賞し

ばがきをあわせた生地

た、弘前の四季を映すオリジナルカ

数の子に昆布、スルメ、大根などを醤油ダレで漬

をねかせてから打つた

クテルや、地元の旬のフルーツ、シ

け込んだ「つがる漬」はコリコリ、パリパリの食感

め、コシはなく、箸でつま

ードルなど弘前ならではの素材を

がやみつきに。濃いめの味付けと強い粘りでご飯

むと切れてしまうほど柔

利用したカクテルとともに宵の時

にのせても酒の肴にもぴったりです。

らか。ほんのり大豆が香り、

を過ごしませんか。

●鎌田屋商店☎0172-39-1000

素朴で優しい味わいです。

●弘前市立観光館☎0172-37-5501

つがる漬
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食

豊臣家の家臣だった先祖をしの
び、
「大坂冬の陣」
「大坂夏の陣」
にちなんで命名された「冬夏」。

1
4

2

の

街

3

郷土料理

5

新鮮な海の幸、滋味溢れる
山の幸。豊かな自然と水が
歴史を感じさせる
ショーケース

和菓子

育む米や野菜、干したり漬
けたり、ひと手間加えた食

江戸時代より継がれる味わいから新感覚和

材を使用した、津軽の風土

菓子まで、弘前を歩けばそちこちに和菓子

と歴史に裏打ちされた食

店が点在しています。気軽なお茶請けに、お

文化があります。

遣いものに。人々の嗜好がコーヒーや紅茶
漬け込んだ山菜などをサイの目切
りにし、味噌で煮込む「けの汁」。 干
しタラを玉子醤油に浸す「タラ玉」。
茄子と味噌を赤紫蘇の葉で巻き油
で炒めた「茄子の紫蘇巻き」。 大きな
帆立貝を鍋代わりにダシをひき味噌
と玉子をとろりと煮込んだ「貝焼味
噌」。 真ダラのアラや身、白子を味噌
で煮込んだ「じゃっぱ汁」。 人参やさ
つま芋等を甘く煮た「練り込み」。

へ拡がってもなお
生活に寄り添って
います。

藩や官家へお菓子を
納める際に使った「飾
り蒸籠（せいろ）」。

縄かりん糖
「かりんとう」といえば黒糖をまとった棒状のお

弘前の地酒

菓子。でも、弘前にはちょっと変わったかりんと

バナナ最中

うがあります。細長く練った生地を縄のように

手のひらサイズのお菓子は、ほのか

ねじって揚げた素朴な「縄かりん糖」は明治時代
から続く手作りの味。ザクっとかじれば香ばし
さとほのかな甘みがたまりません。
●石崎弥生堂☎0172-35-5753

6

名水あるところに名酒あり。名峰・岩木山の恵みを受けた弘前は江戸時代から続く老舗や遊
び心とチャレンジ精神あふれる杜氏のいる蔵など、日本酒の酒蔵が6つもある酒どころです。

なバナナの香り。弘前生まれのバナ
ナ最中は、バナナが高級だった時代、
この味わいを再現できないかという
菓子職人の試行錯誤の末に生まれま
した。現在は津軽を中心に各地で作

あてもの駄菓子

られています。

津軽っ子には当たり前

松緑
(株)齋藤酒造店

だけど実は珍しい。
「当物

豊盃
三浦酒造(株)

じょっぱり
六花酒造(株)

華一風
(株)カネタ玉田酒造

白神
白神酒造(株)

菊盛
(株)丸竹酒造店

駄 菓 子」も そ の ひ と つ で
す。め く っ た ク ジ の 目 に 応
じた大きさのお菓子がもら

鍛冶町

える仕組みで、お盆や年末な

あさか餅
あんを包んだお餅の表面に、蒸した米を乾燥、

かくみ小路

砕いた「あさか種」をトッピング。米どころな

街なかノスタルジー。土手
町商店街と夜の街・鍛冶町
を結ぶ小さな路地が「かく
み小路」です。かつて「角み
呉服店」があったこの地は
現在、老舗と新しい飲食店
がならぶ隠れたグルメス
ポットです。

役。子供はもちろん、懐かしさとワク
ワク感で大人にも人気があります。
●佐藤製菓☎0172-34-3356
新鍛冶町

カランカランアイス
青いリヤカーが目印。
「カランカランア
イス」は夏の弘前の風物詩といえます。
昔はハンドベルを鳴らして売り歩いた
ためにこう呼ばれるようになりました。
リンゴやバナナ、パイナップルなどの
味があり、シャーベットに似た食感と、
さっぱりした甘さが暑い夏はもちろん、

鍛冶町

らではのぜいたくな「あさか餅」は津軽では定
番の餅菓子です。諸説ありますが、一説には明
治天皇来弘の際に菊の御紋になぞらえて作っ
たといわれています。

じんわりと汗ばむお花見の頃に、とっ
ても食べたくなるのです。
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弘前の

昭和27
小咄。
年（1952）
の中央弘前駅開業にとも
ない、職人街から歓楽街へ
と変貌した鍛冶町界隈。東
北でも有数の夜の街は狭
い路地に大小の居酒屋や
寿司店、バーなどの飲食店
がひしめきます。

ど、人 が 集 ま る 時 の 盛 り 上 げ

かくみ小路

津軽三味線居酒屋

弘前の

叩き付けるような激しいバチさばき
小咄。
と指使いで陽気に、哀しく、妖艶に音
色を奏でる津軽三味線。複雑かつ速いテンポに進化して
きた津軽三味線の音色をお酒や料理とともに堪能できる
酒場があります。 ●弘前市立観光館☎0172-37-5501
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