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住所：弘前市春日町36-12
　　　プレシャスガーデンD号
電話：0172-36-2668
営業時間：11：00～15：00（L.O）
　　　　　㊎は14：00（L.O）
休日：㊐㊗　不定休

パスポート提示で、お子様のドリンク
1杯サービス。妊婦さんはわんなちゅ
ごはん100円引き。

one.natural
　弘前公園の近く、メゾネットタイプのアパートの1室にあるカフェ「ワンナ
チュラル」。わんなちゅごはんは「玄米と野菜中心の発酵調味料を使用し、無添
加、白砂糖不使用」のほっこり優しいごはん。お菓子も「白砂糖、卵、小麦粉、
乳製品不使用」で丁寧に作られています。ナチュラルで優しい空間で、心と身体
が整う美味しいお食事しませんか？ 1階はテーブルと椅子席、2階は赤ちゃん連
れでも安心なお座敷席です。

住所：青森市青葉1-5-32
電話：017-739-0501
営業時間：9：00～17：00
定休日：㊐㊊、第1㊍

パスポート提示で全技術1,000円
OFF
ご一緒のお子様にジュース１杯サービ
ス（お菓子付き）

fforrts h air ambiente
　青森市青葉、中央大橋通り沿いにある、美容室「フォルツエアーアンビエン
テ」。天然木の温もりに緑を配し、高い天井で開放感あふれるリゾート風のお
しゃれな空間です。スタッフはすべてお子さんのいる女性スタッフですので、
お子様連れのママも安心してご来店ください。「365日あなたを美しくしたい」を
コンセプトに、人にやさしく、髪や頭皮にやさしく、いつでも美しくありたい
女性に人気のサロンです。

青森市

弘前市

親子に優しい街

住所：青森市浜館5-3-11
電話：017-742-5678
営業時間：11：30～23：00
　　　　　（ラストオーダー22：00）
定休日：なし

小学生までのお子様連れで、パスポー
ト提示の方2500円以上のお食事で
500円割引（ほかのサービス、キャン
ペーンとの併用はできません）

お好み焼　道とん堀　青森浜館店
　「ぽんぽこぽ～ん」のかけ声でおなじみのお好み焼き屋さん。ひとつひとつの
テーブルに鉄板があります。なんでもやりたがるお年頃のお子様と一緒に、自
分で焼いた熱々のお好み焼きをほおばるのは格別ですね。鉄板は熱いのでやけ
どには気を付けてね。お好み焼のほか、もんじゃ焼、焼きそば、デザートまで
メニューは200種類以上。お座敷席が広く、家族や仲間とわいわい楽しむのに
ぴったりです。
　小学生までのお子様連れで「パスポート」を提示すると、お会計合計金額
2,500円以上で500円割引が受けられます。ただし青森浜館店のみのサービス
ですので、ご了承ください。

青森市

にこにこ店

にこにこ店

携帯・スマートフォン・PC共通URL
http://wagamap.jp/pref-aomori/

クチコミ情報もみてね！

青森県親子に優しい街マップあおもり子育て応援アプリ

▲協賛店の一例▼あおもり子育て応援パスポート
ってなあに？

「わくわく店」には、パスポートの提示が必要な

「にこにこ店」と、パスポート不要の「ほのぼの店」があります。

【サービスの例】
○％引き・○円引き・ポイント○倍・ポイント還
元・ジュース1杯無料・お菓子のサービス・優先
予約等

【申請先はこちら⬇⬇】
http://www.apio.pref.aomori.jp/

newwakuwaku/index_p.html

「あおもり子育て応援わくわく店」や全国の協賛店で、
そのお店が設定するサービスが受けられるカードで
す。18歳未満のお子さんのいるご家庭もしくは妊娠中
の方がいるご家庭が申請できます。

【例】
授乳室・おむつ交換スペース・ベビーカーの貸
出し・粉ミルク用のお湯の提供・プレイルーム
スペース・トイレ内ベビーチェア・子ども用い
すの貸出し・子ども用食器の貸出し・妊婦等の
ための休憩用いす・全面禁煙・子育て情報等の
掲示板設置・その他
【その他の例】
•和室（座敷席）あります
•購入商品を車までお運びします
•離乳食、ベビーフードの販売あり（飲食店）
•男子トイレにもおむつ交換台あります　etc.

※「にこにこ店」のサービスと「ほのぼの店」の設
備を兼ね備えた「にこにこほのぼのW登録店」
もあります。

あおもり子育て応援パスポート

ほのぼの店にこにこ店

2種類

（お出かけ配慮型）（割引・特典型）

Apple および Apple ロゴは米国その他の国で登録
された Apple Inc. の商標です。
App Store は Apple Inc. のサービスマークです。
Google Play および Google Play ロゴは Google 
LLC の商標です。

最新情報やダウンロード方法について…
「あおもり子育て応援アプリ」で検索！

授乳室

おむつ交換
スペース

ベビーカー
貸出

粉ミルクの
お湯の提供

プレイルーム

トイレ内
ベビーチェア

子ども用
食器貸出

子ども用
イス貸出

妊婦のための
休憩用イス

設

備

内

容

わんなちゅごはん

子育て中の方が、お出かけし
やすい設備を提供しているの
は、オレンジ色のステッカー
「ほのぼの店」

お店に掲示してあるみどり色のス
テッカーは、割引・特典などのサ
ービスを提供する「にこにこ店」

協賛店も続々増加中！
いつでも募集しています!!

●キッズスペースがある　●おむつ交換スペースや
子ども用イスの貸し出しがある　●お子様にお菓子
やプレゼントを用意できる　●子育て中の方を割引
などで応援したい等々
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