
¥100 OFF
有効期限／令和4年11月30日迄

飲食・お買物に使用できます。

¥350以上のお会計で1枚、¥700以上で2枚
ご利用頂けます。

¥100 OFF
有効期限／令和4年11月30日迄

飲食・お買物に使用できます。

¥350以上のお会計で1枚、¥700以上で2枚
ご利用頂けます。
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保健センター

第一中
コープあおもり 和徳店

弘前モータースクール
イオンシネマ

さくら野百貨店

長四郎
公園

専修寺

和徳小

柴田学園大学短期大学部
イトーヨーカドー

アプリーズ（駅ビル）

弘前市
観光案内所

さとちょう

弘前駅

ヒロロ
旧弘前市立病院

鳴海病院

大成小

太宰治まなびの家
弘前厚生学院
旧弘前偕行社

弘前総合医療センター

菊池医院

さとちょう

ユニバース
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弘前年金事務所

東高校前駅

スーパードラッグアサヒ

小比内
公園

弘前東高

弘南鉄道弘南線

中央弘前駅
バスターミナル

弘前れんが倉庫美術館

弘前市まちなか
情報センター

えきどてプロムナード
（遊歩道）

●八木橋薬局

弘前中三

旧制弘前高等学校外国人教師館

弘前大学

ジャルダン
洋菓子店

弘前銘醸

中央病院

成田専蔵珈琲店

カフェテラス・ケララ

弘大カフェ 成田専蔵珈琲店

カフェテラス・ケララ成田専蔵珈琲店
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Since 2009

お問い合わせ

弘前は珈琲の街です委員会事務局 弘大カフェ成田専蔵珈琲店 弘前市文京町1 ☎0172-55-5797

白を基調とした明るい店内には、アン

ティークのカップ＆ソーサーの数々。

厳選された4種の豆をブレンドしたマ

イルドコーヒーが人気。ネルドリップ

で入れるコーヒーは「おすすめ」から

「もっと濃いめ」まで、3段階の濃度か

ら選べる。

……………………………………………

弘前市城東北2-7-4 ☎0172-28-2088

★営：10：00〜19：00

★休：木曜日 ★駐車場：10台

★マイルドコーヒー（ネルドリップ）／　     

　550円（税込）

旧弘前偕行社のすぐ近く。風見鶏が目

印のカフェ。店内は大きな窓からやわ

らかな日差しが入り込み開放的。食事

もスイーツもオリジナリティあふれる

メニューで地元の人から愛され約30

年。深煎りのケララブレンドは薫り高

く、心に残る一杯。陶器や雑貨など選

りすぐりの品も並び、目にも楽しい。

……………………………………………

弘前市御幸町9-17☎0172-33-7671

★営：10：30〜19：00

★休：木曜日、第2・4水曜日

★駐車場：15台

★ケララブレンド／500円（税込）

弘大カフェ 成田専蔵珈琲店

2016年6月19日、弘前大学構内にある

「旧制弘前高等学校外国人教師館」が

弘大カフェとしてオープン。焙煎した

てのコーヒー豆で淹れるドリップコー

ヒーと手作りケーキのセット、カフェ

ラテも人気。弘大生だけでなく一般に

も広く開放されている。歴史を感じる

洋館で気軽にコーヒーを楽しめる。
……………………………………………

弘前市文京町1 ☎0172-55-5797　

★営：10：00〜18：00

★休：月曜日（祝日は営業）

★駐車場：弘前大学駐車場

★マイルドコーヒー／500円（税込）

　日本にコーヒーが輸入される前、蝦夷地
（北海道）ではコーヒーが薬として飲まれてい
ました。江戸の末期、西欧列強は開国を求め
て日本の周辺に現れるようになり、江戸幕府
は寒さに慣れた東北各藩に蝦夷地警備を命じ
たのです。
　ところが派兵された藩士たちを待っていた
ものは厳しい寒さと栄養不足でした。中でも
1807（文化4年）に酷寒の地・宗谷周辺に派兵さ
れた弘前藩の藩士たちは、越冬中に不治の病・
浮腫病に罹り多くの犠牲者を出しました。
　1855年（安政2年）、再び北方警備に赴いた藩
士たちには浮腫病の予防薬としてコーヒーが
支給されていました。
　蝦夷地勤務の幕臣に配られた仕様書には
「和蘭コーヒー豆、寒気を防ぎ湿邪を払う」と
効能が記され、さらに「用いよう」として「黒く
なるまでよく煎り、細かくたらりとなるまで
つき砕き、ふたさじ程を麻の袋に入れ、熱き
湯にて番茶の如き色にふり出し、土瓶にいれ
置き、さめ候得ばよくあたため、砂糖を入れて
用いるべし」
と詳述している。ちなみにこの入れ方は1711
年にフランスで発明された現代のドリップ式
の原形となったものです。
　薬として飲んだコーヒー。故郷への想いを
馳せて飲んだコーヒー。一杯のコーヒーには
命を守るありがたさがあったのです。庶民と
して初めて飲んだコーヒーにはこんな物語が
ありました。

津軽藩兵詰合記念碑・北海道稚内市宗谷公園

新型コロナウィルスの影響により、営業時間の短縮もしくは営業日、定休日など掲載内容に変更が生じる場合がございます。詳細

については、各店舗へご確認ください。また、年末年始の休業等についても各店にお問い合わせの上ご来店ください。

藩士の珈琲物語

＜キリトリ＞

郵便局 金融機関・ATM 病院 神社 寺院 観光情報 ガソリンスタンド伝統建築 洋風建築 学校 交番 ホテルコンビニ
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珈琲の街ひろさき
ガイドマップ

Town Hirosaki Guide Map of  Coffee

〜第7弾〜
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タイプライター



レコードが聴ける名曲喫茶として昭和

34年スタート。黒い梁を活かした高い

天井になっており、弘前市が認定する

【趣のある建物】にも選ばれている。ク

ラシックの流れる空間で時間の許す限

り過ごしたい。先代から受け継いだネ

ルドリップコーヒーの香りが素敵な時

間に花を添える。
……………………………………………

弘前市坂本町2 ☎0172-35-4051

★営：11：00〜18：00

★休：木曜日

★駐車場：なし

★藩士の珈琲／600円（税込）

珈琲 はなまる

藤田記念庭園内にある赤いとんがり屋

根が目を引くカフェ。大正時代の面影

をそのままにゆったりとした時間が流

れる。陽光が注ぐ窓際の席で四季の彩

りを眺めながら味わう市内6種類の

アップルパイやランチは格別。白神産

そば粉のガレットもこだわりのコー

ヒーとよくあう。
……………………………………………

弘前市上白銀町8-1 ☎0172-37-5690

★営：9：30〜16：30

★休：無休 ★駐車場：60台

★二層のコーヒーゼリー／605円（税込）

藤田記念庭園 大正浪漫喫茶室クラフト＆和カフェ 匠館喫茶室baton

名曲＆珈琲 ひまわり

喫茶れもん

コトリcafe

サロン・ド・カフェ・アンジュ

iro coffee

レンガ造りの考古館内にある『和』を

テーマにしたカフェ。自家製シロップ

のふわふわかき氷などが人気。こぎん

刺しや津軽塗など津軽地方の工芸品を

多数展示・販売しており、店内の照明

やグラスなどにも工芸品を使用。実際

に工芸品に触れながらコーヒータイム

を楽しめる。
……………………………………………

弘前市上白銀町8-1 ☎0172-36-6505

★営：9：30〜16：30

★休：年末年始

★駐車場：60台

★珈琲ひろさき（菓子付き）／550円（税込）

弘前公園亀甲門近くの閑静なエリアに

ある、優しい雰囲気のお店。自慢のブ

レンドコーヒーは注文を頂いてから挽

くので香ばしいコーヒー豆の香りが店

内にフワッと漂う。挽きたて淹れたて

のコーヒーと、紅玉・ふじから選べる

自家製アップルパイのセット（700円）

がおすすめ。シフォンケーキも絶品。
……………………………………………

弘前市若党町61-4 ☎0172-37-8701

★営：10：30〜18：00

★休：水・木曜日

★駐車場：5台

★ブレンドコーヒー／450円（税込）

弘前市指定文化財「百石町展示館」内

にあるレトロな雰囲気のカフェ。季節

に合わせた手作りマフィンや、地元の

素材を使った軽食が人気。コーヒーは

苦みの少ない香り豊かなオーガニッ

ク。おしゃべりを楽しみながらひと休

みできる止まり木のようなカフェ。

……………………………………………

弘前市百石町3-2 ☎0172-88-8504

★営：11：00〜17：00

★休：月・火曜日 ★駐車場：要問合せ

★グアテマラ・オーガニックコーヒー／　

　430円（税込）

追手門広場内、県重宝指定「旧東奥義

塾外人教師館」の中にある。県重宝内

のカフェは全国的にも珍しく、歴史あ

る洋館でカジュアルなフランス料理を

気軽に楽しめるのはここならでは。ア

ンティークな雰囲気の中、エスプレッ

ソや藩士の珈琲にぴったりの、りんご

を使った絶品スイーツを堪能できる。
……………………………………………

弘前市下白銀町2-1 ☎0172-35-7430

★営：10：00〜16：00 ★休：年末年始

★駐車場：弘前市立観光館駐車場（1時間

　無料）

★藩士の珈琲／550円（税込）

前川國男建築の弘前市民会館内にあ

る、宙 に 浮 か ぶ よ う な 中 二 階 の 喫 茶

室。スタイリッシュで落ち着いた空間

で、テーブルやイス、灯りのしつらえ

もモダンで上質。4〜11月はテラス席

も利用でき、弘前公園を眺めながら喫

茶や食事が楽しめる。フルーツたっぷ

りのパンケーキとコーヒーが人気。
……………………………………………

弘前市下白銀町1-6 ☎0172-88-8928

★営：10：30～ 16：30

★休：第3月曜日(祝日の場合翌火曜日)

★駐車場：弘前市民会館駐車場

★バトンブレンドコーヒー／500円（税込）

最勝院五重塔そば、土淵川にかかるひ

ぐらし橋のほとりにある重厚な一軒家

の喫茶店。大きな窓と高い天井で開放

的。窓からは最勝院五重塔へと登る石

段が見える。店内にはピアノやステー

ジがあり月に数回ライブを開催。普段

はジャズが流れ、ゆったりとした雰囲

気でおしゃべりや読書を楽しめる。
……………………………………………

弘前市新寺町1-34 ☎0172-33-9359

★営：11：00〜17：00

★休：月曜日

★駐車場：8台

★ホットコーヒー／550円（税込）

café Demi Demi（でみでみ）

津軽家ゆかりの寺院が多く簷を連ねる

新寺町の通り沿いに、2021年8月新た

なカフェがオープン。白壁に小窓が可

愛らしく、誰もがちょっと入ってみた

くなる雰囲気。長年経験を積んだ店主

が淹れるコーヒーは、素材の良さと抽

出 の 技 術 の 高 さ で、心 が 躍 る 美 味 し

さ。さ、あなたも！
……………………………………………

弘前市新寺町52-2 ☎0172-80-9222

★営：11：00〜18：00

★休：水・木曜日

★駐車場：5台

★でみでみブレンド／500円（税込）

北大通りにある洋菓子店アンジェリッ

ク2階に2019年オープン。店主自ら焙

煎したこだわりの豆を使うコーヒー専

門店。一杯ずつ丁寧に抽出されたスペ

シャルティコーヒーは生産地の特徴が

引き出された至極の味わい。カフェラ

テには美しいラテアートも。

……………………………………………

弘前市野田1-3-16 Angélique 2F ☎なし

★営：平日12：00〜16：30（土日祝11：00〜）

★休：火・水曜日

★駐車場：アンジェリック駐車場

★カフェラテ／600円（税込）

カフェレストラン煉瓦亭

アンティークな雰囲気の店。大人の時

間を過ごせる空間に憧れて、高校時代

から通っている人も多いのでは？ドリ

アは数種類あり、自家製ホワイトソー

スはクセになる味。パフェの種類も豊

富。まろやかでバランスの取れたブレ

ンドコーヒーでおしゃべりに花を咲か

せるも、一人の時間を満喫するも◎。
……………………………………………

弘前市土手町24 2F ☎0172-35-9890

★営：11：00〜18：00

★休：なし

★駐車場：なし

★ブレンドコーヒー／470円（税込）

お食事と喫茶 サムスィング

2020年に弘前文化センター 2階から移

転オープン。外観は三角屋根が目印。

店内はナチュラルな木目の梁が見える

吹き抜けで開放的。食事のメニューが

豊富で、数種類あるケーキは自家製で

どれもおいしい。お薦めは「りんごの

シャルロット」。ぜひコーヒーと一緒

に堪能して欲しい。
……………………………………………

弘前市北横町69 ☎0172-35-6237

★営：11：00〜20：00

★休：火曜日

★駐車場：5台

★ブレンドコーヒー／400円（税込）

弘前大学医学部と土手町・鍛冶町の中

間地点、親方町の坂の途中に2021年4

月オープン。「カフェに行くように気

軽でカジュアルに健康や医療について

話してほしい」と、弘大医学生が店員と

して立つ 。一杯ずつ淹れた良質なコー

ヒーは、健康効果も高く人気。
……………………………………………

弘前市親方町29-4 親方町阿部店舗2階 ☎なし

★営：平日／ 7:00〜8:00、18:30〜22:00

　　  土日祝／ 11:00〜22:00

★休：なし（不定休：SNSにて連絡）

★駐車場：近隣の駐車場（駐車券提示で100円引き）

★ドリップコーヒー／ 450円（税込）

百石町にある2店が曜日替わりで営業

す る カ フ ェ。日 月 火 はPOMME ／

MARCHÉ（ポム・マルシェ）。シングル

オリジンコーヒー、バスクチーズケー

キ、焼き菓子、 弘前産をはじめ国内外

のシードルも取りそろえる。木金土は

cafe ORANDO（カ フ ェ オ ラ ン ド）。

ギャラリーやギフトショップをのぞき

ながら、スペシャルティコーヒーを 気

軽に楽しめる。仕事や勉強の利用も歓

迎。曜日によって店主・メニューが変

わるので雰囲気が変わる。居心地の良

さと何か楽しいことがありそうな期待

感が持てるのが共通点。
……………………………………………

弘前市百石町47-2 ☎0172-40-3950

★営：❶日～火 11:00〜19：00

　　  ❷木〜土 12：00〜18：00

★休：水曜日

★駐車場：4台

★❶シングルオリジンコーヒー／500円（税込）

　❷ハンドドリップコーヒー／400円（税込）

❶POMME/MARCHÉ（ポム・マルシェ）

❷cafe ORANDO

医Café SUP?

HYPE（ハイプ）

芸術的なフレンチ。シェフの繊細で緻密

に計算された一皿に感動。iro coffee と

の企画「HYPE IRO（ハイプイロ）」では

コーヒーとフレンチのペアリングを楽

しめる。え？料理にコーヒーを使う？こ

れが驚きの美味しさでして。上土手町か

ら駅前に続く遊歩道の入り口にあり、大

きなガラス窓のおしゃれな空間。
……………………………………………

弘前市土手町181-9 ☎0172-40-0139

★営：11:30〜14:45（L.O.13:45）

 18：00～ 21:30（L.O.20:30）

★休：月曜日  ★駐車場：なし

★アメリカーノ／520円（税込）
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天満宮

玉田酒造店

栄螺堂 弘前大学（医学部）

朝陽小

弘前大学医学部
附属病院
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日本聖公会弘前昇天教会教会堂

富田の清水

弘前中央病院
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最勝院五重塔

弘前高

土手町コミュティパーク

弘前中三
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弘  前  公  園

弘前城
植物園

仲町伝統的建造物群保存地区
珈琲 はなまる

藤田記念庭園大正浪漫喫茶室

お食事と喫茶 サムスィング

iro coffee

コトリcafe

名曲＆珈琲 ひまわり

喫茶室baton

サロン・ド・カフェ・アンジュクラフト＆和カフェ 匠館

カフェレストラン煉瓦亭

喫茶れもん

医Café SUP?

café Demi Demi

POMME/MARCHÉ
cafe ORANDO

HYPE

200m

新型コロナウィルスの影響により、営業時間の短縮もしくは営業日、定休日など掲載内容に変更が生じる場合がございます。詳細については、各店舗へご確認ください。

また、年末年始の休業等についても各店にお問い合わせの上ご来店ください。

郵便局 金融機関・ATM 病院 神社 寺院 ガソリンスタンド伝統建築 洋風建築 学校 交番 ホテルコンビニ観光情報

新型コロナウイルス感染拡大防止に

ご協力ください。

●店内に掲示した案内に従ってくださ

い。  ●大きな声でのおしゃべりはお控

えください。  ●体調に不安がある方は

ご入店をお控えください。  ●ご飲食時

以外はマスクの着用をお願いします。  

●咳エチケットを守って安心で安全な

ご飲食をお楽しみください。
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