
創創業業祭祭

裏面もご覧ください→

7月6日土・7日日 午前9：00～
大抽選会 ※6日（土）と7日（日）両日の

　レシートの合算はできません。

7月6日土・7日日 午前9：00～

白神山地
世界自然遺産登録20周年

＊悪天候等の都合により、やむを得ず変更・中止になる場合もございます。

土土6日6日

土土6日6日・・

日日7日7日

7日7日日日7日

7日

時間／①11：30～　②14：30～　場所／海の駅駐車場
ぶさかわ犬「わさお」が登場 !

当日お買い上げのレシート合計3,000円（税込・合算可）以上毎に
1回、ガラポン抽選にご参加いただけます。

わさおがわんどに
やって来る!!
わさおがわんどに
やって来る!!

時間／9：00～　場所／多目的広場
※マグロ解体ショー開催時間は一時中止いたします。

時間／9：00～　場所／海の駅駐車場
屋外出店販売

世界自然遺産登録20周年記念特別企画
（協力：津軽白神森林生態系保全センター）

マグロ解体ショー＆
即売会
マグロ解体ショー＆
即売会

※整理券を12：30より配布
　いたします。

時間／13：00～
場所／多目的広場

マグロの頭ズバリ何Kg
クイズも開催 !
上位5名様まで賞品が
あるよ !

国盗り
あみ引き合戦
国盗り
あみ引き合戦
時間／12：00～
場所／イベントスペース
観光ＰＲ県境を懸けた「つな」引きならぬ『あみ』引き合戦

時間／10：00～
場所／特設ステージ＆イベントスペース

鯵ヶ沢町商工会青年部／あじ・彩・感倶楽部
／NPO法人元気秋田応援隊／おさないや／
海宝寿し／株式会社とびしま／食事処みちの
く園／白神ステンド／たこやき西海／長谷川
商店／八峰町観光協会／深浦町観光協会／み
たね産直隊／焼肉レストラン一心亭鰺ヶ沢店

時間／12：00～
場所／イベント
　　　スペース

深浦町郷土芸能
～岩坂登山囃子保存会～

舞戸小学校三味線生演奏

時間／15：00～　場所／特設ステージ
鰺ヶ沢中学校三味線生演奏

時間／10：00～
場所／特設ステージ

鰺ヶ沢高等学校流し踊り
（審査会）

鰺ヶ沢無形文化財保存会
郷土芸能披露

時間／14：00～
場所／特設
　　　ステージ

時間／15：00～
場所／特設ステージ

創業祭盛り上げバンド!!
『ドーバー海峡冬景色』 時間／16：00～　場所／特設ステージ

フラダンスステージ

時間／13：00～
場所／特設ステージ

ゆるキャラ
劇場

時間／16：00～
場所／特設ステージ

大大 時間／9：00～17：00　
場所／海側玄関横

對馬明子
三味線
生演奏●鰺ヶ沢保育所

●中村保育所
●舞戸保育所

●たていし愛児園
●なるさわ保育園
●みなみ保育園

町内園児お遊戯披露

参加無料
参加者にはプレゼントがあるよ!!

謎の4人組

　　　現
る!?

海の駅「わんど」

（飲食・衣類・アクセサリー等…）

あじがさわゆるキャラふるさと応援隊
スコップ三味線

【海の駅 わんど】　〒038-2753 西津軽郡鰺ヶ沢町大字本町246－4　TEL 0173－72－6661　●年内は休まず営業いたします。

時間／14：00～
場所／特設ステージ

キューティーブロンズ
お笑いライブ
キューティーブロンズ
お笑いライブ

青森県住みます芸人

時間／11：00～　場所／特設ステージ

弘前市ＨＵＬＡサークル『リノフラホアロハ』

～白神山地写真パネル展～

時間／11：00～
場所／特設
　　　ステージ



主催：一般社団法人鰺ヶ沢町観光協会、海の駅わんど　共催：西海岸二町観光連絡協議会　後援：鰺ヶ沢町、鯵ヶ沢町商工会、深浦町観光協会、八峰町観光協会、株式会社エフエム青森　協力：鰺ヶ沢漁業協同組合、津軽白神森林生態系保全センター、株式会社RABサービス

TEL 0173－72－7675 TEL 080－3257－5130

TEL 0173－72－7207食堂 TEL 0173－72－7887

TEL 0173－72－7206

食堂

直売所直売所

TEL 080－1651－8686TEL 0173－72－6766

ごんべの店きくや焼きイカ店ごんべの店きくや焼きイカ店
白神の風で旨みを凝縮した
生干しイカ！出来たては
格別にうまい!!

オソオセヨー♪（いらっしゃいませー）
本格韓国食品のお店！
チヂミ、トッポキはいかが？

TEL 0173－72－6661おみやげ品販売おみやげ品販売

1個 60円（税込）

時間／10：00~　
場所／あじ・彩・感実演販売コーナー 時間／9：00~　場所／海の駅駐車場

時間／10：00~　
場所／あじ・彩・感実演販売コーナー

6日

時間／9：00~6日

「笹餅」「笹餅」 「豚バラ焼き」「豚バラ焼き」
あじ・彩・感　若者部会によるあじ・彩・感　若者部会による

あっことさっとのアップルパイあっことさっとのアップルパイ

「山菜おこわ」「山菜おこわ」

「お楽しみおみくじ企画」「お楽しみおみくじ企画」

～実演販売～ ～屋外出店～

～実演販売～

～屋外出店～

あじ・彩・感でお買上げのレシート合計
1,000円（税込・合算可）で1回抽選に
ご参加いただけます!

地元近海で獲れたサザエ、ヒラメ、カレイ、鯛など

1パック／200円（税込）

1個／70円（税込） バラ焼き1パック／200円（税込）　
ご飯（白神源流米）1パック／50円（税込）

時間／10：00~　
場所／あじ・彩・感実演販売コーナー

「淡雪だんご汁」「淡雪だんご汁」1杯／200円（税込）
（創業祭限定山菜入り）

時間／11：00~6日 時間／9：00~7日時間／9：00~ 時間／9：00~7日

時間／9：00~7日

7日

7日

※当店の企画商品は全てなくなり次第終了させていただきます。※当店の企画商品は全てなくなり次第終了させていただきます。

※当店の企画商品は全てなくなり次第終了させていただきます。

※お一人様1回のみ

※水揚げ・天候により、中止・変更の場合があります。

ひらめのクジ引き

アンコールにお応えして今年もや
ります! ! 1回1,000円で大物GET!!

地魚バイキング
とれたてのお魚を創業祭限定価格
でご提供します! !
よりどりみどりお好きなお魚をど
うぞ。

バーベキューセット販売

ホタテ・エビ・イカ・サザエ 
その他

時 価

地魚特売セール地魚特売セール

小：500円（税込）大：1,000円（税込）

「イカメンチ」試食販売
当店自慢県産イカ下足を使用した
昔懐かしの味！食べて ごらん♪

※なくなり次第終了させていただきます。

時間／9：00~7日6日時間／9：00~7日6日

6日

時間／9：00~7日6日

仁川宅（インチョンアジュンマ）仁川宅（インチョンアジュンマ）

西海屋長兵衛西海屋長兵衛

先客50名様 先客50名様

両日各150名様限定

食券に当たりが出たら
プレゼントがあるよ!

手作り抹茶水ようかん!

お食事された方に

期間中、食券に当たりマークが出たお
客様には、素敵なプレゼントがあります。
特製の「幻の津軽そば」をはじめ、豊富
なメニューをお気軽にお楽しみくだ
さい。

ほどよい甘さで、後味スッキリ。
やみつきになるおいしさです。

和

当店手作り

冷やし中華
590円（税込）

冷やしわかめそば
590円（税込）

冷やしネバとろそば
590円（税込）

冷やし納豆そば
590円（税込）

メ ニ ュ ー 紹 介

時間／9：15~　場所／ステージまたはあじ・彩・感テント 時間／9：00~　場所／海の駅駐車場
●アップルパイ　1個／180円（税込）
●クレープ（チョコバナナ・季節の野菜クレープ）　各200円（税込）
●スコーン　1個／100円（税込）～

7日6日
特価

新企画

限定10本

スイーツ
プレゼント
スイーツ
プレゼント

新登場 新登場 大人気 大人気

あじ・彩・感あじ・彩・感
～しるなし坦々麺～～生ウニ丼～

6日、7日、お食事されたお客様、両日先客50名様にプレゼント! !

毎年、ビールジョッキで売っている十三湖産しじみ貝 ! !
今年はお客様自身で詰めていただきます! !

●白神山地の水●白神クロワッサン
●白神フランスパン

※白神山地で発見された「白神こだま酵母」を使用したマイルドなパンです!

麺全体に濃厚なスープが絡み合い、
スープのコッテリ感と夏野菜のサッパリ
感が癖になる！お好みでラー油を掛ける
とうま辛さがグンッと増します! !

んめ～どぉ～♪

いよいよ地場のウニが獲れるように
なりました。鮮度抜群、無添加、無
加工の生ウニ本来の甘さをお楽しみ
ください。

今が旬
!!

今が旬
!!

★新メニ
ュー★

★新メニ
ュー★

お菓子詰合せ
プレゼント
お菓子詰合せ
プレゼント

ソフトクリーム
プレゼント
ソフトクリーム
プレゼント


