
はじめに 

 
平成２１年５月から社団法人青森県観光連盟では、増加する外国人観光客に対応した観光事業者の受入意識やサービス向

上を目指すとともに、宿泊や飲食、観光施設等の外国語表記の改善を進めることを目的に、青森県の委託を受けセミナーの

開催、外国語表記についてのアドバイス等を行う「国際観光サポート事業」を実施してまいりました。 

 

この度、これまで依頼を受けた中から、各施設で外国人受入接遇のため最低限必要と思われる表記及び会話集、青森県の

郷土料理・ご当地グルメ、主要なお祭り・イベントについて取りまとめました。 

外国人のお客様を受け入れる際にご活用ください。 

 
 
 

【内容】 

外国人受入接遇のための外国語表記マニュアル 基本編 

〃          郷土料理・ご当地グルメ編 

〃          主要なお祭り・イベント編 

 

平成２４年３月 

 

社団法人青森県観光連盟 観光振興課 

                   国際観光サポート事業担当 

コーディネーター  清藤 真琴 

韓国語アドバイザー 尹  成範 

中国語アドバイザー 張   政 

英語アドバイザー  大平 夕子 



 

 

外国人受入接遇のための 
外国語表記マニュアル 
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社団法人青森県観光連盟 

あおもり観光 マスコット 

キャラクター「いくべぇ」Ⓡ 
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１．館内表記マニュアル 
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使用方法：言葉を話すことができなくても、外国人観光客を 

接客するコミュニケーションツールとして、 

フレーズを指さすだけで使う事ができます。 

 

 

 

 

 

 

3. お風呂の入り方 

●お風呂の入り方編………………………… P 27 

 

 使用方法：日本式の入浴マナーについて、館内掲出等の参考 

にして下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

       【社団法人 青森県観光連盟】 

030-0803 青森市安方 1 丁目1-40  

         青森県観光物産館 8 階 

          Tel 017-722-5080  

          Fax 017-722-5081 

         青森県観光情報サイト  

（グローバルサイトもご覧下さい） 

http://www.aptinet.jp/ 
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館内表記(単語編)

1

ティーラウンジ

ご注意ください

コインロッカー 

出口

アルコール性手指消毒剤

宅配受付

自動販売機コーナー

駐車場

ルームサービス

Local, long-distance and
international calls

택배접수처

Tea Lounge

表記

フロント

チェックイン・チェックアウト

モーニングコール

入口

Baggage Delivery Service

バスのりば

市内、市外、国際通話

避難器具

多目的トイレ

레스토랑

버스정류장

Elevator

모닝콜

服务台

Wake-up Call 自动叫早

시내, 시외, 국제전화

엘리베이터エレベーター

化粧室

住宿登記‧退房

Room Service

Evacuation Equipment

酒精性雙手消毒劑

中国語（簡体字）

Front Desk

住宿登记・退房

룸서비스

洗手間

Accessible Restroom

체크아웃과 체크인타임

후론트 服務櫃檯

避難器具

自動叫早

英語 韓国語 中国語（繁体字）

Restroom 화장실

Check-in/Check-out Time

敬请注意

宅急便服務處

다목적 화장실

中餐廳 

多功能洗手間

피난기구

多功能卫生间

公车乘车处

市內‧市外‧国际电话

酒精性双手消毒剂

送货到家服务受理处

티라운지 咖啡廳 咖啡厅

자동판내기코너 自動販賣機設置處 自动贩卖机设置处

中餐厅

電梯

公車搭乘處

客房服務

停车场

客房服务

Bus Stop

Entrance 입구 入口 入口

市內‧市外‧國際電話

Exit

 卫生间

출구 出口 出口

电梯

Parking 주차장 停車場

Caution 주의해 주시기 바랍니다. 敬請注意

寄物櫃 投币行李寄存柜

避难器具

알콜성분 손 소독제

Pay Locker 코인 로커

レストラン Restaurant

Alcohol based hand sanitizer

Vending Machine
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館内表記(単語編)

2

Karaoke Rooms

冷蔵庫

迪斯科酒吧 

表記

宴会場 Banquet Room

大浴場

写真室

ディスコ＆バー

朝食

クリーニング・プレス・ドライ

英語

売店

カラオケルーム

美容・着付室

式　場

ファックス・コピーサービス

男性着替室

会議室

노천탕

귀중품

팩스와 복사 서비스

Public Phone

Fax / Copy Services

公衆電話

貴重品

ロビー Lobby

展望台

Refrigerator 냉장고

크리닝, 프레스(다람질), 드라이

공중전화

대욕탕

Valuables

冰箱

女性着替室

매점

Breakfast

Laundry/Pressing/Dry Cleaning
Services

中国語（繁体字）

조식

 연회장 이

販賣部

宴會廳

韓国語

大厅

公众电话

貴重品

中国語（簡体字）

如需传真‧复印服务

大廳

 露天浴室

大浴室

洗衣‧干洗‧熨燙衣物

公共電話

宴会厅

小卖部

早餐

露天浴室

大浴室

婚礼会场

Photo Studio 사진실 照相室 照相室

 如需傳真‧複印服務

早餐

洗衣‧乾洗‧熨燙衣物

冰箱

貴重品

女宾更衣室

결혼식장 婚禮會場

展望台

男宾更衣室

회의실　마쯔노마 會議室 会议室

化妆 换装室미용/드레싱룸 化裝  ‧  換裝室

여성 옷갈아입는 곳 女賓更衣室

Men’s Dressing Room 남성 옷갈아입는 곳

전망대 展望台

男賓更衣室

Conference Room

Ladies' Dressing Room

디스코&바

로비

Souvenir Shop

노래방 KTV 卡拉OK

Large Public Bath

Disco&Bar 迪斯科酒吧   

露天風呂 Outside Bath

Beauty Salon

Wedding Hall

Observation Lounge
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館内表記(単語編)

表記 英語

3

禁煙

韓国語 中国語（繁体字） 中国語（簡体字）

この先「有料」

高校○○円

小中○○円

大人○○円

土足厳禁

順路(入口)

手を触れないでください

ゴミの分別にご協力下さい

カン

ペットボトル

燃えないゴミ

立ち入り禁止

喫煙所

非常口

燃えるゴミ

危険 

入場券

Emergency Exit

瓶

請順此方向進入（進口） 请顺此方向进入（进口）

Staff Only 관계자외 출입금지 關係者以外禁止進入 关系者以外禁止进入

 KEEP OUT 출입 금지 禁止進入

Admission Required Area 여기서부터는 [유료] 前方是「收費區」

Suggested Route (entrance)

Please Remove Your Shoes

請勿用手觸摸 请不用手触摸

DANGER 위험 危險 危险

 DO NOT TOUCH 만지지 말아 주시기 바랍니다.

禁止进入

小学生•初中生（数字）日元

Admission Ticket 입장권 入場券 入场券

Adult (数字） yen 어른 （数字）엔 成人（数字）日圓 成人（数字）日元

고등학생 （数字）엔 高中生（数字）日圓

Elementary/Junior High School
Student （数字） yen 초중학생（数字）엔 小學生・初中生（数字）日圓

신발은 반드시 벗어 주세요 嚴禁穿鞋入內

瓶

Non-combustibles 안타는 쓰레기 不可燃垃圾 不可燃垃圾

严禁穿鞋入内

前方是「收费区」

진행방향(입구)

(ガラス瓶)Glass Bottles 병

PET Bottles 패트병 塑料瓶 塑料瓶

瓶

Cans 캔 罐

비상구

罐

請協助環保 请协助环保분리수거에 협력해 주세요.
Please separate the trash for
recycling.

NO SMOKING

 Smoking Area

禁煙 禁煙

담배 피는 곳 抽煙處 吸烟处

금연

避难口緊急出口

Combustibles 타는 쓰레기 可燃垃圾 可燃垃圾

High School Student （数字） yen 高中生（数字）日元

関係者以外立入禁止
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館内表記(単語編)

表記 中国語（繁体字）英語 韓国語 中国語（簡体字）

ペット持込禁止 No Pets Allowed 반려동물동반금지 禁止寵物入內 禁止宠物入内

補助犬同伴可 Guide Dogs Welcome 장애보조견동반가능 導向犬可相伴入內 导向犬可相伴入内



ＮＯ

When you go to the public baths, please take the
towels with you.

방에 있는 타올과 목욕타올을 이용해 주시기 바랍니다.タオル・バスタオルはお部屋からお持ち下さいませ。13

館内は浴衣・スリッパでお過ごし頂けます。

12 非常口は各階両端にございます。
Emergency exits are located on each floor, on both
sides of this building.

비상구는 각층의 양쪽 끝에 있으니 확인해 주시기 바랍니

다。

5 生理用品等は備え付けの汚物入れに入れてください。 Please dispose of sanitary items in the sanitary box. 생리용품등은 비치된 쓰레기통에 버려 주세요.

10

11
お部屋にてインターネットをご利用になりたい方は無
料にてLANケーブルをフロントにて貸し出しておりま
す。

LAN cable can be borrowed from the front desk.
룸에서 인터넷이용을 원하시는 분은, LAN케이블을 무료로 후
론트에서 빌려드리고 있습니다.

6
浴衣やスリッパでロビーへお出にならないように
お願い致します。

Please do not go out to the hallway and the lobby
with wearing hotel cotton robes or slippers.

유카타(까운)나 슬리퍼를 착용하셨을 경우에는 복도나 로비
출입을, 삼가해 주시기 바랍니다.

7 호텔내에서는 유카타/슬리퍼착용이 가능합니다.
Feel free to put on a hotel cotton robe and slippers
in this building.

체크아웃시의 정산은 크레딧카드

를 이용하실 수 있습니다.

3 現金や貴重品はフロントにて、お預かりいたします。
Please check your cash or valuables at the front
desk.

현금이나 귀중품은 후론트에 보관하실 수 있습니다.

4 備え付けの紙以外は流さないようにお願いいたします。Please flush only provided toilet paper.
구비되어 있는 화장지 이외에는 흘려보내지 말아 주시기를 부
탁드립니다.

1

英語・韓国語表記(フレーズ編)

2 お出かけになる際は必ず鍵をお持ちください。
The door locks automatically. Please make sure to take
the key with you when you go out of your room.

방문은 자동문입니다. 외출하실 때에는 룸키를 갖고 외출해
주시기 바랍니다.

チェックアウト時クレジット・カードもご利用できます。 We accept credit cards for payment.

フレーズ 英　　語 韓国語

관광팜플렛입니다. 필요하신 분은 이용해 주시기 바랍니다.Please feel free to take these travel brochures.こちらは、観光パンフレットです。ご自由にどうぞ。

5

8
無料にてインターネットがご利用いただけます。
ご自由にお使い下さい。

Free internet access is available.
Please feel free to use it.

인터넷이용은 자유이며 무료입니다.

9
お部屋のスリッパ・アメニティはご自由にお使いくださ
い。

Please feel free to use provided slippers and
bathroom amenities.

슬리퍼나 구비되어 있는 일회용비품은 자유롭게 사용해 주시
기 바랍니다.
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21

22

19 飲み物おかわり自由です。 Free Drink Refills. 마음껏 드세요.

お買い上げ希望の方はスタッフまでお申し付け下さ
い。

20
If you wish to purchase these items, please ask any
of our staff.

구입을 원하시는 분은 스탭에게 말씀해 주시기 바랍니다.

スタッフおすすめ！

We can give you some discount. 깍아 줄게요.

Keep refrigerated. 냉장고에 보관하세요.

Keep frozen. 냉동고에 보관하세요.

깍아 줄 수 없어요.

保存方法は冷蔵です。

保存方法は冷凍です。

賞味期限は○○です。 Best before (月)/(日)/(年)の順（＊アメリカ式）.

英語・韓国語表記(フレーズ編)

23

14 ベッド内でのおタバコは危険ですのでご遠慮ください。 Please refrain from smoking in bed.
침대위에서의 담배는 화재의 위험이 있으므로 삼가해 주시기
바랍니다.

15
テレビ等をご利用の際は他のお部屋の迷惑とならない
ように音量にご注意ください。

Please adjust your TV volume to avoid disturbance
of next door guests.

 텔레비죤등을 이용하실 경우에는 옆방에 방해되지 않도록 음
량에 주의해 주시기 바랍니다.

17

냉장고의 전원은 항상 들어 있는 상태이므로 자유롭게 사용해
주시기 바랍니다.

英　　語 韓国語

冷蔵庫の電源は常に入っておりますので
ご自由にお使いください。

Please feel free to use the refrigerator. It is in
operation.

16

Should you have any question, please come to the
front desk.

문의 하실 일이 있으시면、프론트로 연락해 주시기 바랍니다.

18 Staff’s Recommendation！ 스탭 추천!

유통기간은 ○○입니다.25

24

6

フレーズ

値引きします。

値引きできません。 Discount is not available.

何かございましたら、フロントへお越しください。
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8
無料にてインターネットがご利用いただけます。
ご自由にお使い下さい。

本飯店備有免費使用的乙太網路電纜，
預於客房內上網貴賓請向服務檯借用

12

敬请自由使用，免费网路

9
お部屋のスリッパ・アメニティはご自由にお使いくださ
い。

客房內的備用品等請隨意使用 客房内的备用品等请随意使用

敬請自由使用，免費網路

10

11
お部屋にてインターネットをご利用になりたい方は無
料にてLANケーブルをフロントにて貸し出しておりま
す。

这儿的观光向导敬请随意取用這兒的觀光指南敬請自由取用こちらは、観光パンフレットです。ご自由にどうぞ。

7

房门设有自动锁,外出时请务必携带钥匙

チェックアウト時クレジット・カードもご利用できます。 退房時可以使用信用卡結算

フレーズ

中国語表記(繁・簡)フレーズ編

中国語（繁体字） 中国語（簡体字）

退房时可以使用信用卡结算

3 現金や貴重品はフロントにて、お預かりいたします。 現金或貴重品可存放於服務櫃檯 现金或贵重品可存放于服务台

2

4
備え付けの紙以外は流さないようにお願いいたしま
す。

請不丟入備用的衛生紙以外的紙類或東西 房门设有自动锁,外出时请务必携带钥匙

1

浴衣やスリッパでロビーへお出にならないように
お願い致します。

請勿穿浴衣(睡衣)、拖鞋出入大廳 请勿穿浴衣(睡衣)、拖鞋出入大厅

お出かけになる際は鍵をお持ちください。 房門設有自動鎖,外出時請務必攜帶鑰匙

7 本馆内可穿着浴衣·拖鞋自由走动本館內可穿著浴衣和拖鞋自由走動

5 生理用品等は備え付けの汚物入れに入れてください。 生理用品等請捲起後用紙包好丟入「污物桶」內 请不丢入备用的卫生纸以外的纸类或东西

館内は浴衣・スリッパでお過ごし頂けます。

本饭店备有免费使用的网路电缆，
预于客房内上网的贵宾请向服务台借用

6

13 洗澡時毛巾和浴巾請從房內帶出 洗澡时毛巾和浴巾请从房内带出タオル・バスタオルはお部屋からお持ち下さいませ。

非常口は各階両端にございます。 在各樓層的兩側備有避難口，敬請確認其位置 在各楼层的两侧有避难口，敬请确认其位置
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何かございましたら、フロントへお越しください。

保质期***止25

24

8

フレーズ

値引きします。

値引きできません。

18 工作人員推薦品 服务人员推荐品

如有需要服務的地方，非常抱歉！請至服務櫃檯告
知！

如有需要服务的地方，非常抱歉！请至服务柜台告
知！

冷蔵庫の電源は常に入っておりますので
ご自由にお使いください。

電冰箱已處於製冷狀態，請自由使用16

為了不影響他人的休息，請注意電視機的音量

賞味期限は○○です。 賞味期限****止 

中国語表記(繁・簡)フレーズ編

23

14 ベッド内でのおタバコは危険ですのでご遠慮ください。

請放冰箱保存 请放冰箱保存

請放冰凍庫保存 请放冰冻库保存

スタッフおすすめ！

保存方法は冷蔵です。

保存方法は冷凍です。

不讲价不二價

お買い上げ希望の方はスタッフまでお申し付け下さ
い。

20 如欲購入請通知店員 如欲购入请通知贩卖员

飲み物おかわり自由です。 請自由續杯 请自由饮用

22

可降價 可降价

為了您的安全，請勿在床上吸煙 为了您的安全，请勿在床上吸烟

19

为了不影响他人的休息，请注意电视机的音量15
テレビ等をご利用の際は他のお部屋の迷惑とならない
ように音量にご注意ください。

21

17

电冰箱已处于制冷状态，请自由使用

中国語（繁体字） 中国語（簡体字）



（ご案内する場合）
こちらへどうぞ。

This way, please.

お支払いは、日本円の現金のみとなります。

We accept only Japanese yen.
書いて頂けますか？

Can you write it down?

当店では、取り扱っておりません。

Sorry, but we don't have it here.

9

私は、外国語に不自由な為、このシートを使ってお話しさせていただきます。
 Since I don't speak English, let me use this written conversation sheet.

お土産店編

何かお探しですか？

May I help you?

少々お待ち下さい。

Wait a moment, please.

在庫切れです。

Sorry, but it is out of stock.

お支払いは、現金ですか？クレジットカードですか？

Will you pay by cash or credit card?

トータルで＿＿円になります。

Your total is _____ yen.



小分けの袋は必要ですか？

       Do you need some smaller bags for
       each item?

（最後のあいさつ）
ありがとうございました。

Thank you. Have a nice day.

10

（現金の場合）
おつりは＿＿円になります。

____ yen is your change.

（クレジットカードが使用出来た場合）
ここにフルネームでサインを頂けますか？

Please sign here.

（クレジットカードが使用出来ない場合）
申し訳ありませんが、カードがお使い頂けません。

We are afraid but credit cards are not
     accepted.

こちらがレシートです。

Here is your receipt.

包装しますか？

Would you like it (them) gift-wrapped?



お土産店編

何かお探しですか？
（찾고  계신 것이  있으신가요?）

少々お待ち下さい。
（잠깐만 기다려 주시기 바랍니다.）

在庫切れです。
（재고가  없습니다.）

お支払いは、現金ですか？クレジットカードですか？
（현금으로 지불하시겠습니까? 카드로 지불하시겠습니까?）

トータルで＿＿円になります。
（전부  ----엔입니다.）

私は、外国語に不自由な為、このシートを使ってお話しさせていただきます。
 （저는 한국어를 모릅니다. 이 카드를  이용해 주시기 바랍니다.）

（ご案内する場合）
こちらへどうぞ。
（이쪽입니다.）

お支払いは、日本円の現金のみとなります。
（계산은 일본엔 현금으로만 가능합니다.）

書いて頂けますか？
（써 주시겠습니까?）

当店では、取り扱っておりません。
（저희가게에서는 취급하지 않고 있습니다.）

11



（クレジットカードが使用出来た場合）
ここにフルネームでサインを頂けますか？
（여기에 사인해 주시기 바랍니다?）

（クレジットカードが使用出来ない場合）
申し訳ありませんが、カードがお使い頂けません。
（죄송합니다만, 이 카드는 사용할 수 없습니다.）

こちらがレシートです。
（이것이 계산서입니다.）

包装しますか？
（포장해 드릴까요?）

小分けの袋は必要ですか？
（봉지 더 필요하세요?）

（最後のあいさつ）
ありがとうございました。

（감사합니다.）

12

（現金の場合）
おつりは＿＿円になります。
（거스름돈은 ----엔입니다.）



私は、外国語に不自由な為、このシートを使ってお話しさせていただきます。
 請原諒，我不會漢語，可以用手指示您要提出的問題。（繁体字）
 请原谅，我不会汉语，可以用手指示您要提出的问题。（簡体字）

（ご案内する場合）
こちらへどうぞ。
這邊請。（繁体字）
这边请。（簡体字）

お支払いは、日本円の現金のみとなります。
這裡只能用日幣現金付費。（繁体字）
这里只能用日元现金付费。（簡体字）

書いて頂けますか？
請您寫一下。（繁体字）
请您写一下。（簡体字）

当店では、取り扱っておりません。
我們店不經銷此商品。（繁体字）
我们店不经销此商品。（簡体字）

13

お土産店編

何かお探しですか？
您需要什麼？（繁体字）
您需要什么？（簡体字）

少々お待ち下さい。
請您稍等。（繁体字）
请您稍等。（簡体字）

在庫切れです。
沒有現貨。（繁体字）
没有现货。（簡体字）

お支払いは、現金ですか？クレジットカードですか？
您是使用現金，還是信用卡付費。（繁体字）
您是使用现金，还是信用卡付费。（簡体字）

トータルで＿＿円になります。
合計＿＿日幣。（繁体字）
合计＿＿日元。（簡体字）



小分けの袋は必要ですか？
您需要分装用的塑料袋嗎？（繁体字）
您需要分装用的塑料袋吗？（簡体字）

（最後のあいさつ）
ありがとうございました。

謝謝。（繁体字）
谢谢。（簡体字）

14

（現金の場合）
おつりは＿＿円になります。

找您的錢，共____日幣。（繁体字）
找您的钱，共____日元。（簡体字）

（クレジットカードが使用出来た場合）
ここにフルネームでサインを頂けますか？

請您在這裡簽名。（繁体字）
请您在这里签名。（簡体字）

（クレジットカードが使用出来ない場合）
申し訳ありませんが、カードがお使い頂けません。
對不起，我們這裡不能使用信用卡。（繁体字）
对不起，我们这里不能使用信用卡。（簡体字）

こちらがレシートです。
這是收據。（繁体字）
这是收据。（簡体字）

包装しますか？
需要包裝嗎？（繁体字）
需要包装吗？（簡体字）



フロント係（宿泊）　Front Desk Staff お客様　Guest

15

こちらの用紙に必要事項をご記入ください。
Please fill in this paper.

（現金の場合）
お支払いは、日本円の現金のみです。

We accept only Japanese yen.

(1.夕食 2. 朝食） は、
＿＿階の＿＿会場にて＿＿時から＿＿時までです。
     (1. Dinner  2. Breakfast ) will be served  at  the

 (会場名)　on the (階数) floor, from  (時) : (分)  to (時) : (分).

宿泊施設編

ご予約のお名前を教えてください。
May I have your  name please?

各階に非常口がありますので、ご確認ください。
Please be aware of the location of the emergency exits

  in this building.

チェックアウトの時間は、＿＿＿時です。
Check-out time is ____.

（1.現金　2. クレジットカード）です。
By （1. cash   2. credit card）.

お支払いはどのようになさいますか？
How would you like to pay?

私は、外国語に不自由な為、このシートを使ってお話しさせていただきます。
 Since I don't speak English, let me use this written conversation sheet.



鍵を部屋に置いたままドアを閉めてしまいました。
I locked myself out.

かしこまりました。
今、マスターキーでお開けします。

Please don't worry.
We will open with the master key.

16

会場には（鍵/カード/朝食券）をお持ちください。
 Please take the ( room key / room card / breakfast ticket )

 with you when you go to the restaurant for a breakfast.

（現金の場合）
こちらがお釣りです。
Here is your change.

（クレジットカード使用の場合）
ここにサインを頂けますか？

Please sign here.

大浴場は＿＿＿階にあります。
The public bath is located on the _____ floor.

(チェックイン前にお客様がいらした際）
荷物を預かってもらえますか？

Can you keep my luggage?

かしこまりました。
Certainly.

門限は、＿＿時です。
We have a curfew of ____ (am/pm).

（クレジットカード使用できない場合）
申し訳ありませんが、カードがお使いいただけません。

    We are afraid but credit cards are not
     accepted.

入浴できる時間は、＿＿時から＿＿までです。
The public bath is open from  (時) : (分)  to (時) : (分).



宿泊施設編

ご予約のお名前を教えてください。
（예약하신 이름을 말씀해 주시기 바랍니다.）

各階に非常口がありますので、ご確認ください。
（각층에는 비상구가 있으니,

 반드시 확인해 주시기 바랍니다.）

チェックアウトの時間は、＿＿＿時です。
（체크아웃시간은 ----시입니다.）

（1.現金　2. クレジットカード）です。
（1.현금   2. 크레디트카드）입니다.

お支払いはどのようになさいますか？
（계산은 어떻게 하시겠습니까?）

フロント係（宿泊）　（프론트직원） お客様　（손님）

私は、外国語に不自由な為、このシートを使ってお話しさせていただきます。
 （저는 한국어를 모릅니다. 이 카드를  이용해 주시기 바랍니다.）

17

こちらの用紙に必要事項をご記入ください。
（숙박용지에 필요사항을 기입해 주시기 바랍니다.）

（現金の場合）
お支払いは、日本円の現金のみです。

（계산은 일본엔 현금으로만 가능합니다.)

(1.夕食 2. 朝食） は、
＿＿階の＿＿会場にて＿＿時から＿＿時までです。

   (1.석식   2,조식)은 ---층-------에서-----시부터----시
까지입니다.）



会場には（鍵/カード/朝食券）をお持ちください。
（식사장소에는 룸키/카드/식권）을 지참해 주시기 바랍니다.

入浴できる時間は、＿＿時から＿＿までです。
（목욕가능한 시간은 ---시부터 ----시까지입니다.）

（クレジットカード使用の場合）
ここにサインを頂けますか？

（여기에 사인해 주시기 바랍니다?）大浴場は＿＿＿階にあります。
（대욕탕은 ----층에 있습니다.）

（現金の場合）
こちらがお釣りです。
（거스름돈입니다.）

(チェックイン前にお客様がいらした際）
荷物を預かってもらえますか？

（짐 좀 맡길 수 있을까요?）

かしこまりました。
（알겠습니다.）

鍵を部屋に置いたままドアを閉めてしまいました。
(룸키가 방안에 있는데, 문이 잠겼습니다.）

かしこまりました。
今、マスターキーでお開けします。

（지금, 열어 드리겠습니다.）

（クレジットカード使用できない場合）
申し訳ありませんが、カードがお使いいただけません。

    （죄송합니다만,
이 카드는 사용할 수 없습니다.）

18

門限は、＿＿時です。
（-----시 이후에는 출입을 삼가해 주시기 바랍니다.）
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こちらの用紙に必要事項をご記入ください。
請在該表格內填寫所需事項。（繁体字）
请在该表格内填写所需事项。（簡体字）

（現金の場合）
お支払いは、日本円の現金のみです。

這裡只能使用日幣現金。（繁体字）
这里只能使用日元现金。（簡体字）

(1.夕食  2. 朝食） は、
＿＿階の＿＿会場にて＿＿時から＿＿時までです。

(1、晚餐  2、早餐)   在___樓的____餐廳，從_＿點到___點營業。（繁体字）
（1、晚餐 2、早餐）在--楼的---餐厅，从——点到——点营业。（簡体字）

宿泊施設編

ご予約のお名前を教えてください。
請告訴我您(預約時)的姓名。（繁体字）
请告诉我您（预约时）的姓名。（簡体字）

各階に非常口がありますので、ご確認ください。
各樓層都設有安全出口，請確認。（繁体字）
各楼层都设有安全出口，请确认。（簡体字）

チェックアウトの時間は、＿＿＿時です。
住宿登記(進房)的時間是＿＿_點。（繁体字）
住宿登记（进房）的时间是——点。（簡体字）

（1.現金　2. クレジットカード）です.。
1、現金　2、信用卡。 （繁体字)
1、现金    2、信用卡。（簡体字）

お支払いはどのようになさいますか？
請問您用何種形式付費。（繁体字）
请问您用何种形式付费。（簡体字）

フロント係（宿泊）　服務台（繁体字）服务台（簡体字） 客人（繁体字）客人（簡体字）

私は、外国語に不自由な為、このシートを使ってお話しさせていただきます。
請原諒，我不會漢語，可以用手指示您要提出的問題。（繁体字）
请原谅，我不会汉语，可以用手指示您要提出的问题。（簡体字）



(チェックイン前にお客様がいらした際）
荷物を預かってもらえますか？
可以寄存物品嗎？（繁体字）
可以寄存物品吗？（簡体字）

かしこまりました。
知道了。（繁体字）
知道了。（簡体字）

鍵を部屋に置いたままドアを閉めてしまいました。
鑰匙忘在房間裡，門鎖上了。(繁体字）
钥匙忘在房间里，门锁上了。（簡体字）

かしこまりました。
今、マスターキーでお開けします。

知道了，馬上去給您開門。（繁体字）
知道了，马上去给您开门。（簡体字）
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門限は、＿＿時です。
關門時間.（繁体字）
关门时间.（簡体字）

会場には（鍵/カード/朝食券）をお持ちください。
去餐廳時，請把鑰匙(卡)、早餐券帶好。（繁体字）
去餐厅时，请把钥匙(卡)、早餐券带好。（簡体字）

（現金の場合）
こちらがお釣りです。

這是找您的零錢。（繁体字）
这是找您的零钱。（簡体字）

大浴場は＿＿＿階にあります。
大浴池在___樓。（繁体字）
大浴池在——楼。（簡体字）

大浴場は＿＿＿階にあります。
大浴池在___樓。（繁体字）
大浴池在——楼。（簡体字）

（クレジットカード使用できない場合）
申し訳ありませんが、カードがお使いいただけません。

對不起，這裡不能使用信用卡。（繁体字）
对不起，这里不能使用信用卡。（簡体字）

（クレジットカード使用の場合）
ここにフルネームでサインを頂けますか？

請在這裡簽名。（繁体字）
请在这里签名。（簡体字）



質問
Question

回答
Answer

＿＿までの切符が欲しいのですが。

I want to buy a ticket to _______.

何時に出発しますか？

What time does it depart?
次は、＿＿時＿＿分の出発です。

The next one departs at ___: ___.

乗り物編

(1.大人　2. 子供）は＿＿円です。

The fare is ___ yen  for  （1. Adult    2. Child）

（1.片道　2. 往復)は＿＿円です。
The  fare  for （1. one way  2. round trip） is ___ yen.

次は、＿＿＿時の出発です。

The next one departs at ______.

料金はいくらですか？

How much is the fare?

私は、外国語に不自由な為、このシートを使ってお話しさせて頂きます。

Since I don't speak English, let me use this written conversation sheet.

21
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＿＿分くらいかかります。

It takes about ____ minutes.

本日は、悪天候のため運休です。

They are suspended because of bad weather.

＿＿時間くらいかかります。

It takes about ______ hour(s).

時間はどれくらいかかりますか？

How long does it take to get there?

あちらです。

It's over there.

教えますので、私についてきて下さい。

Please come with me. I will show you the way.

＿＿番乗り場から乗車して下さい。

Please get on board  at # (番号).

乗り場はどこですか？

Where is the boarding area?

＿＿時間＿＿分くらいかかります。

It takes about ____ hour(s) and ____ minutes.

今日、運行しますか？

Will the ( trains / ships ) run today?



質問
（질문）

回答
（답변）

＿＿までの切符が欲しいのですが。
（-----까지 가는 표를 사고싶습니다.）

何時に出発しますか？
（몇시에 출발합니까?）

次は、＿＿時＿＿分の出発です。
（다음은, -----시-----분에 출발합니다.）

乗り物編

(1.大人　2. 子供）は＿＿円です。
（1.어른   2.어린이）는  -----엔입니다.

（1.片道　2. 往復)は＿＿円です。
（1.편도   2.왕복）은  -----엔입니다.

次は、＿＿＿時の出発です。
（다음은, ----시에 출발합니다.）

料金はいくらですか？
（요금은 얼마입니까?）

私は、外国語に不自由な為、このシートを使ってお話しさせて頂きます。

저는 한국어를 모릅니다. 이 카드를  이용해 주시기 바랍니다.
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＿＿分くらいかかります。
（-----분 정도 걸립니다.）

本日は、悪天候のため運休です。
（오늘은, 악천후로 운행을 하지 않고 있습니다.）

＿＿時間くらいかかります。
（----시간 정도 걸립니다.）

時間はどれくらいかかりますか？
（시간은 얼마나 걸립니까?）

あちらです。
（이쪽입니다.）

教えますので、私についてきて下さい。
（안내하겠습니다. 저를 따라오시기 바랍니다.）

＿＿番乗り場から乗車して下さい。
（----번 승강장에서 승차하시기 바랍니다.）

乗り場はどこですか？
（타는 곳은 어디입니까?）

＿＿時間＿＿分くらいかかります。
（-----시간 -----분 정도 걸립니다.）

今日、運行しますか？
（오늘, 운행합니까?）
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乗り物編

質問
問題  （繁体字）     问题  （簡体字）

回答
回答  （繁体字）     回答  （簡体字）

次は、＿＿＿時の出発です。
下次發車(船)的時間是____點。（繁体字）
下次发车（船）的时间是 ___点。（簡体字）

料金はいくらですか？
票價多少錢 ？（繁体字）
票价多少钱？（簡体字）

＿＿までの切符が欲しいのですが。
我想買去____的票 。（繁体字）
我想买去____的票。（簡体字）

＿＿何時に出発しますか？
什麼時間開車(船)？（繁体字）
什么时间开车（船）？（簡体字）

次は、＿＿時＿＿分の出発です。
下次發車(船)的時間是___點__分。（繁体字）

下次发车（船）的时间是 ___点___分。（簡体字）

私は、外国語に不自由な為、このシートを使ってお話しさせて頂きます。
請原諒，我不會漢語，可以用手指示您要提出的問題。（繁体字）
请原谅，我不会汉语，可以用手指示您要提出的问题。（簡体字）

(1.大人　2. 子供）は＿＿円です。
(1.成人　2. 兒童)_＿_圓 （繁体字）
(1.成人　2. 儿童)___元（簡体字）

（1.片道　2. 往復)は＿＿円です。
（1.單程　2. 往返)_____圓（繁体字）
（1.单程　2. 往返)_____元（簡体字）



今日、運行しますか？
今天，車(船)運行嗎？（繁体字）
今天，车（船）运行吗？（簡体字）

あちらです。
在這裡。（繁体字）
在这里。（簡体字）

教えますので、私についてきて下さい。
我告訴您，請跟我來。（繁体字）
我告诉您，请跟我来。（簡体字）

＿＿番乗り場から乗車して下さい。
請您從＿  號口上車(船)。（繁体字）
请您从 __号口上车（船）（簡体字）

乗り場はどこですか？
在哪裡乘車(船)？（繁体字）
在哪里乘车（船）？（簡体字）
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＿＿分くらいかかります。
大約需要＿＿分鐘。（繁体字）
大约需要＿＿分钟。（簡体字）

本日は、悪天候のため運休です。
由於天氣的原因，今天停止運行。（繁体字）
由于天气的原因，今天停止运行。（簡体字）

＿＿時間くらいかかります。
大約需要____小時。（繁体字）
大约需要____小时。（簡体字）

時間はどれくらいかかりますか？
需要多少時間。（繁体字）
需要多少时间。（簡体字）

＿＿時間＿＿分くらいかかります。
大約需要____小時＿＿分。（繁体字）
大约需要____小时＿＿分。（簡体字）



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 入浴券を券売機で買い、受付へ出します。 

Purchase a ticket from the vending machine,and hand it to the front desk. 

입욕권을 자판기에서 구입하여 프론트에 낸다. 

請在自動販賣機購買入浴券後拿至櫃檯。请在自动售券机购买入浴券后拿至柜台。 

 

2. 衣類を脱ぎ、カゴに入れてください。貴重品は、コインロッカーへ入れるか、 

自分で管理して下さい。 

Take off your clothes and put them in a basket. Place valuables in a locker, or 

leave with your own risk. 

옷을 벗어 바구니에 넣는다。귀중품은、코인로커에 넣거나、스스로 관리한다. 

將衣服脫下後放入籮筐內。貴重品請放入付費存物櫃裏或自行保管。 

将衣服脱下后放入箩筐内。贵重品请放入付费寄存柜里或自行保管。 

 

3. 湯船に入る前にかけ湯をして、汚れた部分（足・お尻など）を必ず洗って下さい。 

Rinse your body, and wash carefully especially dirty parts (feet and backside). 

욕탕에 들어가기 전에、더러운 부분（발・항문등）을 반드시 씻는다. 

在進入浴池前請必先將身體洗淨（腳‧臀部等）。 

在进入浴池前请必先将身子洗净（脚·臀部等）。 

 

４．湯船や水風呂の中に、タオルなどを入れないでください。湯船の中で、 

もぐったり、頭や身体を洗わないでください。 

DO NOT soak your towels into water. DO NOT dive into water, or wash your body 

and head in the bathtubs. 

온탕이나 냉탕등 욕탕안에서는、타올등을 물에 담그지 않는다. 

욕탕 안에서、잠수하거나、머리나 몸은 씻지 않는다. 

請勿將毛巾放入冷‧熱水池中。請勿在浴池中洗頭‧洗澡‧潛水等。 

请勿将毛巾放入冷·热水池中。请勿在浴池内洗头·洗澡·潜水等。 

●お風呂の入り方 How  to  Take  a  Bath ●입욕 방법  ●入浴方法（繁体字）●入浴方法（簡体字） 

5. 湯船から出て、蛇口の前に座り、頭や身体を洗って下さい。蛇口の湯や水、シャワーは出しっ放

しにしないでください。隣の人に、石鹸の泡やシャワーなどがかからないように注意して下さい。 

Get out of the bathtub, sit on the stool in front of the faucet and wash your head and 

body. Conserve water by not running the water while washing your body with soap. Make 

sure not to splash other people withthe water and soap. 

욕탕에서 나와、수도꼭지앞에 앉아、머리나 몸을 씻는다。수돗물의 온수나냉수、샤워물은 틀어 

놓은 채 방치하지 않는다. 옆사람에게、비누거품이나 샤워등이 튀지 않도록주의한다. 

從浴池內出來後坐在水龍頭前洗頭‧洗澡。請珍惜資源勿將冷‧熱水龍頭或蓮蓬的水任其流放。 

請注意不將肥皂泡沫或蓮蓬的水噴到別人身上。 

从浴池内出来后坐在水龙头前洗头·洗澡。请注意节约用水，使用后请注意将冷·热水或淋浴的龙头

关好。 请注意不将肥皂泡沫或淋浴喷到别人。 

 

6. 石鹸の泡やシャンプーなどを洗い流してから入って下さい。 

Before entering the bath, rinse the shampoo and soap thoroughly. 

비누거품이나 샴푸등을 깨끗히 씻어 낸 후 들어간다. 

請注意得將留在身上的肥皂或洗髮精等沖洗乾淨後進入浴池。 

请注意得将留在身上的肥皂或洗发乳等冲洗干净后进入浴池。 

 

7. 脱衣所の床がぬれないように、タオルで身体をふいてから脱衣所へ戻り、バスタオルなどで身体

をふいて着替えをして下さい。 

Prior to re-entering the changing room, wipe off excess water with your hand towel so 

that floors won’t be wet. 

Put on your clothes after drying yourself with a bath towel. 

탈의실의 마루가 젖지 않도록、타올로 몸을 닦은 후 들어간다。목욕타올등으로 몸의 물기를 

닦은 후 옷을 갈아 입는다. 

請先將身上的水滴擦乾後回到脫衣場所，不勿將脫衣場所的地板弄濕。用浴巾將身體擦乾後換上衣服。 

请先将身上的水滴擦干后回到脱衣场所，不勿将脱衣场所的地板弄湿。用浴巾将身子擦干后换上衣服。 

 27 



 

 

外国人受入接遇のための 
外国語表記マニュアル 

 

 
「郷土料理・ご当地グルメ編」 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

社団法人青森県観光連盟 

あおもり観光 マスコット 

キャラクター「いくべぇ」Ⓡ 

 



 
 

目 次 

●津軽地域（郷土料理編）………………………………………………P 1-2 

●津軽地域（ご当地グルメ編）…………………………………………P 3-4 

●南部地域（郷土料理編）………………………………………………P 5-6 

●南部地域（ご当地グルメ編）…………………………………………P 7-8 

●下北地域（郷土料理編・ご当地グルメ編）…………………………P 9-10 

●特産品……………………………………………………………………P 11-13 

 

 

         【社団法人 青森県観光連盟】 

030-0803 青森市安方 1 丁目 1-40  

青森県観光物産館 8 階 

Tel 017-722-5080  

Fax 017-722-5081 

       青森県観光情報サイト 

                  (グローバルサイトもご覧下さい) 

        http://www.aptinet.jp/ 

                          



津軽地域　（郷土料理編）

Jappa-jiru

Codfish represents the winter fish caught in Aomori. 

Jappa-Jiru is a miso soup using the head, bony parts 

& guts of codfish, and boiled with daikon radish, 

chinese cabbage, konjac, tofu and carrots. The soup 

brings out the full flavor of codfish.

잣파지루　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  
대구는 아오모리현을 대표하는 겨울철 생선. 그 대구의 
머리,내장,몸통등을 찢어 넣고, 무,배추,곤약,두부,당근
등과 함께 끓여, 된장으로 맛을 낸 국. 살이 붙어 있는 
뼈와 내장도 함께 끓이기 때문에, 대구만의 독특하고 깊
은 맛을 느낄 수 있다.

Kaiyaki-Miso

Kaiyaki-Miso is a homestyle cooking with a big scallop 

shell used as a pan to grill a beated egg with miso and 

stock. Depending on the area, fish or scallops are 

added in it. It was a nutritional food to eat when sick. It 

is a very simple dish but used to be a delicacy at the 

time eggs were precious. Scallop shells bring out the 

flavor of stock as using repeatedly as pans. People in 

Tsugaru and Shimokita area enjoy this dish.

雑把汁
鱈魚是青森縣具有代表性的冬季海鮮。雑把汁，是把鱈魚
的頭、內藏等和蘿卜、白菜、魔芋塊、豆腐、胡蘿卜一起炖
煮的豆醬味風味的湯。由於在炖煮時還加上𩺊魚和精巣,
所以味道很好。

杂把汁
鳕鱼是青森县具有代表性的冬季海鲜。把鳕鱼的头、内藏
等和萝卜、白菜、魔芋块、豆腐、胡萝卜一起炖煮的豆酱
风味的一品。由于在炖煮时还加上𩺊鱼和精巢,所以味道
很好。

じゃっぱ汁
鱈は青森を代表する冬の魚。その鱈の頭・内蔵、身に分け、大根・白菜・こ
んにゃく・豆腐・にんじんなどと一緒に煮て、味噌で味付けした汁もの。アラ
や白子も一緒に煮込むのでスープには鱈の旨みがたっぷり含まれてい
る。

Kenoshiru

The word Kenoshiru is originated from "kayushiru 

(porridge)", Kenoshiru is a miso soup cooked with root 

vegetables such as daikon radish, carrots and 

burdock, edible wild plants, and deep-fried tofu which 

are thoroughly diced into bite-size pieces. The soup 

tastes better after aging and repeatedly reheated.  

People used to eat the soup from Jan 15(Little New 

Year's Day) praying for good health.

케노지루　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
죽과 같은 국으로 무,당근,우엉등의 야채류와 머위,고사
리,고비등의 산나물류, 유부와 얼려 만든 두부등을 넣고 
된장으로 맛을 낸 것. 정월 대보름부터 무병장수를 기원
하며 먹는 음식으로 쌀이 귀중했던 옛날에, 야채나 산나
물을 쌀로 삼아 요리한 것이 시초라고 한다. 날을 두고 
뎁힐 때마다 맛이 깊어진다.

粥汁
是將蘿卜、胡蘿卜、牛蒡等蔬菜和款冬、蕨菜、薇菜等山
野菜以及 白菜、凍豆腐等一起炖煮的豆醬味風味料理。
隔日加熱食用，味道更好。一般多在小正月時為了祈禱無
病平安而食用。過去，由於米比較珍贵，人們以蔬菜等代
米，由此流傳下來。

粥汁
是将大萝卜、胡萝卜、牛蒡等蔬菜和款冬、蕨菜、薇菜等
山野菜以及 白菜、冻豆腐等一起炖煮的豆酱味風味料
理。隔日加热食用，味道更好。一般多在小正月时为了祈
祷无病平安而食用。过去，由于大米比较珍贵，人们以蔬
菜等代米，由此流传下来。
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貝焼き味噌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　             
大きなホタテの貝殻を鍋にして、だし汁に卵と味噌を溶いて焼く家庭料理
で地域によっては、白身魚やホタテを入れたりもする。昔は病人や風邪を
ひいた時に食べた栄養食。シンプルなものだが、卵が貴重だった昔は最
高の料理だった。ホタテの貝殻は使い込むほど貝からだしが出る。津軽の
ほか、下北地区でも食べられている。

けの汁　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                
かゆ汁のこと。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　             
だいこん、にんじん、ごぼうなどの野菜類、ふき、わらび、ぜんまいなどの
山菜類、油揚げ、凍み豆腐を味噌で味付けしたもの。日を重ね、温め直す
ごとに味わい深くなる。小正月から無病息災を願い食べるもの。米が貴重
だった昔、野菜や山菜を米に見立てたのが始まり。

카이야키미소(가리비된장구이)　　　　　　　　　　　　　　  
큰 가리비껍질을 냄비로 삼아, 우러낸 국물에 계란과 된
장을 풀어넣고 끓인 가정요리로 지역에 따라서는 생선
이나 가리비를 넣기도 한다. 환자나 감기에 걸렸을 때 
먹는 건강식으로 계란이 귀중했던 옛날에는 최고급의 
요리였다. 가리비조개껍질은 쓰면 쓸수록 국물맛이 깊
어진다. 츠가루지방은 물론 시모키타지방에서도 자주 
먹는 음식이다.

豆醬味貝殼鍋
用大扇貝殼作為「鍋」, 以海帶汁、雞蛋、豆醬等為原料的
家庭料理。有的地方還將魚、扇貝等放入鍋內一起煮。過
去，由於雞蛋等物比較珍貴，一般為病人所食用。由於是
用大扇貝殼來炖製，所以味道鮮美可口。該料理不僅在津
軽地區,在下北地區也可以品嚐到。

豆酱味贝壳锅
用大扇贝壳作为“锅”, 以海带汁、鸡蛋、豆酱等为原料的
家庭料理。有的地方还将鱼、扇贝等放入锅内一起煮。过
去，由于鸡蛋等物比较珍贵，一般为病人所食用。用大扇
贝壳來炖制，味道鲜美可口。该料理不仅在津軽地区,在
下北地区也可以品尝到。



青森生姜味噌おでん
戦後、青森駅前周辺に出来た屋台の１軒が、冬の厳しい寒さの中、青函
連絡船に乗り込もうとするお客様に少しでも暖まって欲しいとの思いで
作ったのが喜ばれ、広まったと言われている。
すりおろした生姜と味噌を混ぜ合わせたタレをお好みの具材の上にのせ
たおでん。　（材料：大根・こんにゃく・卵など）

真鱈と人参のこあえ
津軽地方の正月に欠かせない食材・真鱈の卵巣と人参・しみ豆腐・こん
にゃく・大根などの食材を和えた料理。これらを細かく刻んで醤油、みりん
などで味付けし煮たもの。家庭によって具や味が違う。

Codfish and Carrot Koae

Codfish and Carrot Koae is a must dish for New 

Year holidays in Tsugaru area, using cod roe, 

carrots, freeze-dried tofu, konjac and daikon 

radish. Ingredients are finely shredded and 

boiled with soy sauce and sweet sake. 

Ingredients and taste slightly vary from family 

to family. 

대구와 죽순으로 만든 '이즈시'
추운 지방에서 생선이나 야채를 보존식으로 만든 것이 '이즈
시'. 주로 정월요리로 만들어졌다. 홍연어가 귀했던 옛날에는 
상류계급층에서만 만들었다. 연어,죽순,찹쌀,당근,생강등에 초
를 넣고 발효시켜 만든다. 붉은 홍연어와 하얀 죽순과 밥으로 
'홍백색'을 띠고 있어, 손님맞이요리라는 의미도 있다.

鮭魚竹筍飯寿司
飯寿司是日本北方地區,以魚和蔬菜為原料製成的冬季保存食
品。這種料理主要是在每年的正月時製作食用。其主要材料: 鮭
魚、竹筍、粘米、胡羅卜、姜、醋等。過去，只有上流富有家庭才
能在正月食用鮭魚竹筍飯寿司。在招待客人時,竹筍、米飯的白
色和紅鮭魚的紅色，代表「紅白」兩色,具有祝福之意。

青森生姜豆酱关东煮
 据说，青森生姜豆酱关东煮的由来是源于战后。当时在青森站
附近的一家小吃店，为了给乘坐青函渡轮的客人提供一品暖身
的食品而首创的。在带有生姜香味的豆酱中加入魔芋、大角天
（方形油炸山芋）、鱼卷、根曲竹、海螺等食材。是寒冬中令人倍
感溫暖的一品美味。
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Aomori Ginger-Miso Oden

Ginger-Miso Oden are said to be spread out 

when a food stall near Aomori Station offered 

them to passengers of Seikan Ferry to warm up 

in a severe winter, which was well-received and 

became popular. Ginger-Miso Oden are made of 

boiled daikon radish, konjac and eggs topped 

with miso sauce mixed with grated ginger.

Salmon and Bamboo Shoot Izushi

"Izushi" has been made as a preserved food of fish 

and vegetables in cold regions, mainly as a New 

year's dish. Red salmon used to be precious and 

Izushi was cooked only among upper class families. 

It is made of salmon, bamboo shoot, rice, carrot and 

ginger using vinegar to produce fermentation. As the 

dish is composed of red and white(auspicious 

colors), it is also cooked when inviting guests. 

  

鮭とたけのこの飯寿司
寒い地方で、魚や野菜の保存食として作られていたのが「飯ずし」。   この
一品は、主に正月料理として作られていたもの。昔の食卓にとって紅鮭は
貴重品だったので、上流階級の人たちの間でしか作られなかった。鮭・た
けのこ・もち米・にんじん・しょうがなどをお酢を使って発酵させて作る。そ
の色が紅白であることから客人をもてなす際の料理としても作られる。

대구와 당근 무침　　　                                                      
츠가루지방의 정월에는 빼놓을 수 없는 생선인 대구의 난소
와 당근, 얼려 만든 두부, 곤약, 무등의 재료를 잘게 썰어 넣고, 
간장, 미림등으로 맛을 내 조린 요리. 가정에 따라 들어가는 
재료와 맛이 다르다.

真鱈胡羅卜煮 
是津輕地區人們經常食用的家庭料理。主要材料: 真鱈、雞蛋、
胡羅卜、凍豆腐、魔芋塊、蘿卜等等。將以上的材料切碎，放入
醬油味的湯中炖煮。每個家庭所使用的材料略有不同,所以其味
道也有所不同。

真鳕胡罗卜煮
是津轻地区人们经常食用的家庭料理。主要材料: 真鳕、鸡蛋、
胡罗卜、冻豆腐、魔芋块、萝卜等等。将以上的材料切碎，放入
酱油味的汤中炖煮。因每个家庭所使用的材料略有不同，所以
其味道也各有不同。

鲑鱼竹笋饭寿司
饭寿司是日本北方地区,以鱼和蔬菜为原料制成的冬季保存食
品。这种料理主要是在每年的正月时制作食用。其主要材料: 鲑
鱼、竹笋、粘米、胡罗卜、姜、醋等。过去，只有上流富有家庭才
能在正月食用鲑鱼竹笋饭寿司在招待客人时,竹笋、米饭的白色
和紅鲑鱼的紅色，代表“紅白”两色,具有祝福之意。

青森生姜豆醬關東煮
據說，青森生姜豆醬關東煮的由來是源於戰後。當時在青森站
附近的一家小吃店，為了給乘坐青函渡輪的客人提供一品暖身
的食品而首創的。在带有生姜香味的豆酱湯中,加入魔芋、大角
天（方形油炸山芋）、鱼卷、根曲竹、海螺等食材炖煮。是寒冬中
令人倍感溫暖的一品美味。

아오모리 생강된장오뎅　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  
전후, 아오모리역전 주변에 생긴 포장마차들중 한 포장
마차에서, 추운 겨울날 세이칸연락선에 승선하는 손님
들이 조금이라도 따뜻해지질 바라는 마음에서 만든 것
이 인기가 높아져 퍼져나갔다고 한다. 간 생강과 된장을 
섞은양념을 무,곤약,삶은 계란등의 재료에 바른 오뎅.

津軽地域（郷土料理編）



のっけ丼　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　              
青森市民の台所、古川市場でスタートした企画。市場の中で丼ご飯を購
入し、お好みのお刺身や総菜など好きな具材をのっけて自分だけの丼を
作ることができる。ホタテやエビなどその場でさばいてくれたり、オマケして
もらったり、地元の人とふれあえるのも魅力。

津軽地域（ご当地グルメ編）

Miso-Curry-Milk Ramen

Miso-Curry-Milk Ramen was originated the boom of 

adding various toppings into ramen among junior 

high/high schoolers. The distinctive soup - a blend of 

miso and creamy milk with a flavor of curry is a 

perfect match with butter with toppings of bean 

sprouts, bamboo shoots and wakame seaweed. This 

ramen has been loved by locals for more than 30 

years. 

Igamenchi in Hirosaki

Igamenchi is a deep-fried dish made of 

chopped squid tentacles and seasonal 

vegetables. As Hirosaki is located in an inland 

area, seafood used to be rare and mothers in 

Hirosaki create the recipe of this dish not to 

waste even squid tentacles or fins. The recipes 

are slightly different from family to family. 

  

弘前のいがめんち　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          
イカの足（ゲソ）を包丁でたたき、季節の野菜などと一緒に調味料と小麦
粉、片栗粉にまぜ、油で焼いたり揚げたりしたもの。当時、海のない弘前
では貴重だった海産物。イカのゲソや耳も無駄なく使う家庭料理として誕
生した「母の味」で家庭によって味が違う。

味噌カレー牛乳ラーメン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        
中高生の間で流行したいろいろなトッピングを組み合わせて食べることか
ら誕生したもの。味噌ベースにカレー粉、牛乳が絶妙なバランスのスープ
にバター、もやし、メンマ、わかめをトッピングした、青森市民に30年以上
の間愛されて続けているラーメン。

Nokkedon

Furukawa Market in Aomori-City has started 

this amazing style making your own seafood 

bowl with buying a bowl of rice & pick out your 

favorite sashimi and side dishes. Watching the 

freshest seafood such as scallops and prawns 

being opened and cleaned in front of you, or 

talking to local sellers can be fun experiences.

風味兒蓋飯
是青森市古川市場所提供的青森特色料理。先買上一碗白米
飯，然後一家一家地「逛」市場內的店鋪，在米飯上不斷添加生
魚片和各種自己喜歡的時令食材即可。那裡現場加工扇貝、蝦
等海鮮，而且還可以得到優惠。在市場內還能接觸到當地的人
們、了解津輕地區的風情。

风味儿盖饭
青森市古川市场所提供的青森特色料理。先买上一碗白米饭，
然后一家一家地“逛”市场内的店铺，在米饭上不断添加生鱼片
和各种自己喜欢的时令食材即可。那里现场加工扇贝、虾等海
鲜，而且还可以得到优惠。在市场内还能接触到當地的人们，了

解津轻地区的风情。

豆醬咖喱牛奶拉面

關於豆醬咖喱牛奶拉面的由來有多種說法，據說最初是按照中

學生的要求，將「豆醬拉面」、「咖喱拉面」、「牛奶拉面」三種面混
在一起而成。其結果意外地受到了市民的歡迎，由此這種吃法
便固定了下來,已有30年的歷史。

豆酱咖喱牛奶拉面

关于豆酱咖喱牛奶拉面的由來有多种说法，据说最初是按照中

学生的要求，将“豆酱拉面”、“咖喱拉面”、“牛奶拉面”三种面混

在一起而成。其结果意外地受到了市民的欢迎，由此这种吃法
便固定了下來,已有30年的历史。

된장카레우유라멘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   
중,고등학생들사이에서 여러가지 토핑재료를 섞어 먹던 것이 
유행해 탄생한 요리. 된장을 베이스로 하여 카레분말과 우유
가 절묘하게 조화된 국물에, 버터,숙주나물,염장 죽순인 멘마,
미역을 토핑한 것으로, 아오모리시민에게 30년이상 사랑받아
온 라면.

놋케동(덮밥)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
아오모리시민의 부엌이라 할 수 있는 후루카와 시장에서 시
작된 기획. 시장안에서 공기밥을 구입, 먹고싶은 회나 반찬을 
생선가게나 반찬가게에서 구입해 밥에 얹어 먹는 방식으로, 
자신만의 덮밥을 만들 수 있다. 가리비나 새우등은 즉석에서 
껍질을 벗겨주고, 덤으로 주기도 한다. 또한 시장사람들과 간
단한 대화를 할 수 있는 것도 매력이다.

히로사키 오징어멘치까스　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
고기대신에 오징어다리를 부엌칼로 잘게 두드려, 제철의 야
채와 양파, 양념등을 넣고 버무린 다음, 밀가루와 전분등을 섞
어 기름에 튀긴 요리. 내륙지방인 옛 히로사키에서는, 오징어
는 귀한 해산물이었다. 오징어다리나 머리까지 전부 요리에 
쓰는 가정요리로, 이 지역의 '엄마맛'이다. 때문에 가정마다 그 
맛이 조금씩 다르다.
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弘前炸魷魚
把剁碎的魷魚爪和蔬菜以及麵粉、澱粉、調味料等攪拌均勻後，

放入油裡烹炸。過去，由於交通不便,海鮮對地處內陸的弘前來
說非常珍貴，人們想辦法將魷魚的所有部分都加以烹調食用。
弘前炸魷魚在當地非常普及，但每個家庭所烹調的味道都略有
不同。

弘前炸魷鱼
把剁碎的魷鱼爪和蔬菜以及面粉、淀粉、调味料等搅拌均勻后，

放入油里烹炸。过去，由于交通不便,海鲜对地处内陆的弘前来
说非常珍贵，人们想办法将魷鱼的所有部分都加以烹调食用。
弘前炸魷鱼在当地非常普及，但每个家庭所烹调的味道都略有
不同。



후카우라마치 챵챵야끼　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   
챵챵야끼의 어원은, 옛날 어부들이 선주에게 들키지 않도록 
소매없는 두루마기를 머리에 뒤집어쓰고, 삽 위에 연어를 얹
어 구워먹었다는 일화에서 유래되었다. 가을이 제철인 연어
를 철판위에 얹고 파나 배추를 얹어 호쾌하게 구워, 특제된장
소스로 맛을 내 먹는 어부들의 요리. 매년 가을이 되면 '츠가
루 후카우라 챵챵마쯔리'가 열리고 있다.

Kuroishi Soup Yakisoba

Soup Yakisoba is a local noodle made of 

Japanese soy sauce broth & flat noodle 

yakisoba topped with green onion and tempura 

crumbles. Some restaurants offer tempura or 

pork cutlets, and the broth varies such as 

ramen soup or pork broth.

Chan-Chan Yaki in Fukaura-Town

Chan-Chan Yaki was named after warm vests "Chan-

Chan-ko", since fishermen were said to cook salmon 

while hiding in Chan-Chan-ko for not to be found by 

their boss. The original miso sauce is a perfect 

match with grilled salmon. It is a famous fishermen's 

dish braising veggies and salmon on an iron plate. 

"Tsugaru-Fukaura Chan-Chan Festival" is  held every 

autumn.

Jusanko Freshwater-Clam Ramen

Jusanko Freshwater-Clam Ramen features 

using large amount of freshwater clams for 

topping and stock. The ramen is also topped 

with a boiled egg, green onion, bamboo shoot 

and wakame seaweed.
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深浦町 (棉坎肩)風味烤鱼
将新鲜的鲑鱼放在铁板上烤制后，略加上一点特制豆酱调味汁,
其味道堪称绝品。在生煎鲑鱼时，加上大葱和白菜是深浦的独
特做法。相传,过去鱼师们在吃烤鱼时,怕被別人发现,于是用棉
坎肩来遮挡，因此得名。

구로이시 츠유야끼소바　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   
쫄깃쫄깃하고 납작두툼한 면발로 만든 소스야끼소바에 우린 
국물을 넣고, 튀김부스러기와 파를 토핑한 것. 가게에 따라 튀
김이나 까스를 토핑하기도 한다. 또한 츠유로 보통 사용되는 
간장이외에 라면국물이나 뼈다귀국물, 우동국물등을 사용하
기도 하여 종류도 다양하다.

黑石湯汁炒麵
以柔軟的平太麺、天麩羅、大蔥等為主料，加日式風味調味汁烹
調而成。雖然所使用的材料基本相同，但各家店都有自己的特
點。既有醬油、日式湯汁味兒的，也有豬骨湯風味兒的。

黑石汤汁炒面
以柔软的平太面、天芙罗、大葱等为主料，加日式风味调味汁烹
调而成。虽然所使用的材料基本相同，但各个店都有自己的特
点。既有酱油、日式汤汁味儿的，也有猪骨汤风味儿的。

쥬산코 시지미라멘(바지락조개 라면)　　　　　　　　　　　　　   
소금맛 스프에 쥬산코호수의 특산품인 바지락조개로 우러낸 
국물이 듬뿍 들어간 라면. 거기에 바지락조개를 듬뿍 넣고 파,
미역, 맛들인 죽순, 삶은 계란등이 토핑된 기품있는 맛.

十三湖蜆拉麵
在略有鹹味的湯裡，加入拉麵、十三湖的特産大和蜆的精華部
分、大蔥、煮雞蛋、裙帶菜等而做成。其風味獨特，是拉麵中的
上品。

十三湖蚬拉面
在略有咸味的汤里，加入拉面、十三湖的特产大和蚬的精华部
分、大葱、煮鸡蛋、裙带菜等而做成。其风味独特，是拉面中的
上品。

深浦町 (棉坎肩)風味烤魚
將新鮮的鮭魚放在鐵板上烤製後，略加上一點特製豆醬調味汁,
其味道堪稱絕品。在生煎鮭魚時，加上大蔥和白菜是深浦的獨
特做法。相傳,過去魚師們在吃烤魚時,怕被別人發現,於是用棉
坎肩來遮擋，因此而得名。

黒石つゆやきそば　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　             
もっちりとした平太麺を使ったソース焼きそばに和風のだしをかけ、揚げ玉
とネギをトッピングしたもの。お店によって、天ぷらやカツをトッピングした
り、使用されるつゆも通常普通のしょうゆ以外に、ラーメンスープやトンコ
ツスープ、うどんの汁など、いくつかのバリーエーションが存在する。

十三湖しじみラーメン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
塩ベースのスープの中に、十三湖の特産品である大和しじみのエキスが
たっぷり入っているラーメン。たくさんのシジミ貝が贅沢に使用され、万能
ネギ、ワカメ、しなちく、ゆで卵などがトッピングされた上品な味。

深浦町　チャンチャン焼き　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
チャンチャン焼きの語源は、昔、漁師たちが親方に見つからないように、
チャンチャンコを頭からかぶって、スコップの上で鮭を焼いて食べたという
逸話に由来している。特製味噌ダレで焼いた鮭は絶品。秋の旬である鮭
を豪快に鉄板の上で焼き、特製の味噌ダレと共に味わう漁師料理。鮭の
上にネギや白菜を被せて蒸焼きするのが深浦流。毎年、秋には「津軽深
浦チャンチャンまつり」が開催されている。

津軽地域（ご当地グルメ編）



소바칵케（츠츠케）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  
소바칵케는, 가정에서 메밀국수를 만들 때 남은 가장자리를 
한 변이 5센티정도인 크기로 잘라 삶은 것. 무나 두부와 함께 
냄비에 넣어 삶거나, 마늘된장이나 파된장을 찍어 먹기도 한
다. '칵게'라는 말의 유래는 여러 설이 있으나, 지방사투리인 '
카아 케에(자 먹어라)'에서 왔다는 설이나, '카게라(조각)'에서 
왔다는 설등이 있다.

鮮貝汁
在青森的南部地區,鮮貝不僅被當做零食，有時也被作為主食或
下酒菜。鮮貝汁是以南部鮮貝、肉、魚、蔬菜、蘑菇等為主要原
料的風味料理。一般使用專用的調味汁「湯汁鮮貝」來調製湯的
味道，上品的鮮貝類似意大利面,嚼起來富有彈性，口感很好。

草莓煮
八戸位於太平洋沿岸,因此盛產海膽和鮑魚。草莓煮是一種以新

鮮海膽和鮑魚為原料的湯類料理。由於海膽放入熱湯內後，會
變成野生草莓的顏色,因此而得名。海鮮的味道加上清香的紫蘇
味道,非常誘人,是宴會和新年必備的料理。

蕎麦麵片(卡開)
是以做蕎麦麵時,切剩下的部分(面片)為原料而製成的一種家庭
料理。將邊角5㎝大小的三角形的面片,放入蘿卜豆腐湯內焯
煮，然後蘸大蒜豆醬、大蔥豆醬食用。關於「卡開」的由來有許多
的說法,其中有一說認為是從日語的「吃吧」轉音而來的。

鲜贝汁
在青森的南部地区,鲜贝不仅被当做零食，有时也被作为主食或
下酒菜。鲜贝汁是以南部鲜贝、肉、鱼、蔬菜、蘑菇等为主要原
料的風味料理。一般使用专用的调味汁“汤汁鲜贝”来调制汤的
味道，上品的鲜贝类似意大利面,嚼起来富有弹性，口感很好。

草莓煮
八戸位于太平洋沿岸,那里盛产海胆和鲍鱼。草莓煮是一种以新
鲜海胆和鲍鱼为原料的汤类料理。由于海胆放入热汤内后，会
变成野生草莓的颜色,因此而得名。海鲜的味道加上清香的紫苏
味道,非常诱人,是宴会和新年必备的料理。

荞麦面片(卡开)
是以做荞麦面时,切剩下的部分(面片)为原料而做成的一种家庭
料理。将边角5㎝大小的三角形的面片,放入萝卜豆腐汤内焯
煮，然后蘸大蒜豆酱、大葱豆酱食用。关于“卡开”的由来有许多
的说法,其中有一说认为是从日语的“吃吧”转音而来的。

하치노헤 센베이지루　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  
난부지방에서는 밀가루와 소금을 원료로 한 난부센베이를 과
자로 뿐만이아니라 주식(主食)이나 술안주로 먹었으며, 때로
는 밥공기로도 이용하였다. 센베이지루란 고기나 생선, 야채
나 버섯등이 들어간 국에 이 난부센베이를 부셔넣은 요리. 보
통은 '츠유센베이'라고 하는 국요리전용으로 개발된 센베이를 
사용한다. 먹을 때 쫄깃쫄깃 씹히는 맛이 있을 정도로 단단한 
상태의 센베이가 좋다.

이찌고니　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
하치노헤시는 태평양에 접해 있는 항구도시로 성게나 전복등
이 많이 잡힌다. 이찌고니는 그 신선한 성게와 전복을 국요리
에 사용하여 만든 요리. 성게를 뜨거운 물에 넣으면 들판의 딸
기처럼 보인 것에서 '이찌고(딸기)니'라는 이름이 붙었다. 바
다향기와 아오지소(차조기)향기가 어우러져 독특한 맛이 난
다. 경사스러운 날이나 정월에는 빠질 수 없는 요리다.

南部地域（郷土料理編）

八戸せんべい汁　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     
南部地方では小麦粉・塩を原料とした南部せんべいをお菓子としてだけで
はなく、主食やご飯の取皿、酒のつまみとして食べる。　せんべい汁は肉
や魚、野菜やキノコなどでダシを取った汁の中に南部せんべいを割って入
れる料理。一般的には「おつゆせんべい」と呼ばれる汁もの専用に開発さ
れたものを使用する。一般的にベストとされるせんべいの硬さは、パスタ
でいう「アルデンテ」のモチモチした食感の状態。

いちご煮　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　            
八戸では、太平洋の豊かな海を背景にウニやアワビがよく採れる。その新
鮮な「ウニ」と「アワビ」をお吸物風に仕立てたもの。ウニを熱湯につけると
野イチゴのように見えるところから、この名前がつけられた。海の香りと添
えられた青ジソの香りと相まって格別な味となる。晴れの席の料理やお正
月に欠かせない。

Hachinohe Senbei-Jiru

Nanbu Senbei, flour crackers are consumed not only 

for a snack but also as a staple diet & alcohol side 

dish in the southern part of Aomori. Senbei-Jiru is a 

soy sauce broth with vegetables, fish, meat and 

mushrooms adding cracked Nanbu Senbei in it. 

Crackers for Senbei-Jiru are plain called "Otsuyu-

Senbei". The best texture of Senbei in Senbei-Jiru is 

chewy like "al dente" in pasta.

Ichigoni

Hachinohe is blessed with sea urchin and abalone 

from the Pacific Ocean. Ichigoni is a soup made of 

fresh sea urchin and abalone. "Ichigo" means 

"strawberry", and it was so named since sea urchins 

in a cloudy broth looked like wild strawberries. The 

soup with a hint of Shiso herb is a savory dish. 

Ichigoni is usually served in New Year Holidays and 

in celebrations.

Soba-kakke(Tsutsuke)

Soba-kakke is triangle-shaped buckwheat food 

which used to be made from the leftover dough of 

Soba noodles. They are cooked in a broth with 

daikon radish and tofu, and served with miso dip 

mixed with garlic or green onion. The origin of the 

name "Kakke" has various theories such as from 

local dialect "ka, ke"(Here, eat it.) or from 

"Kakera"(broken pieces).

そばかっけ（つつけ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　           
そばかっけは、家庭でそばを作るときに残った端っこを一辺が5㎝程度の
三角形に切り、茹でたもの。大根や豆腐と一緒に鍋で茹でたり、にんにく
味噌やねぎ味噌をつけて食べる。「かっけ」の由来は諸説あり、方言の「か
あ、けえ」（さあ、食べなさい）からきているという説、「かけら」から転じたと
いう説がある。
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ひっつみ
小麦粉にぬるま湯を加えて練り、耳たぶぐらいの硬さになった生
地を引っ張ってちぎって作ることから「ひっつみ」と呼ばれる。寒い
季節によく作られるもの。晩ご飯が足りない時の代用食。鶏肉や
野菜をたっぷり入れ塩・醤油・お酒などで味付けした料理。山間
部では肉、海側では魚やカニを入れる。標準語では「すいとん」と
呼ぶ。

長いもすいとん汁
おいらせ町周辺で食べられる郷土料理。青森の長いもは国内流
通の約4割を占め、全国一の生産量を誇る。
長いもを蒸してつぶし、片栗粉を入れよく混ぜ合わせたものをつ
まんでちぎり、鶏肉、人参、ごぼうなどお好みの野菜と煮て、醤
油・塩で味付けしたもの。つるりとした舌触りと、もっちりとした歯ご
たえが楽しめる。

桜鍋
昔から馬産地として知られる五戸町の名物。
桜鍋はキャベツをたっぷり入れ、ごぼう、しらたき、豆腐などを味
噌で味付けした馬肉鍋。薬味は生の南蛮をしょう油漬けしたもの
を添える。食用菊や南部せんべいをトッピングしても美味。馬肉が
きれいな桜色をしていることから名づけられた。

南部地域（郷土料理編）

Hittsumi

The name Hittsumi is from the word "tear off" in

Japanese since a flour dough is torn off into chunks.

Occasionally cooked in cold season. A substitute

dinner. A dish with many veggies & chicken seasoned

with salt, soy sauce and sake.

People living in the mountain areas add meat, and in

seaside areas add fish and crabs. Also called "Suiton"

in other areas in Japan.

Nagaimo(yam) Suiton Soup

Nagaimo Suiton Soup is a local traditional food

around Oirase-Town. Aomori covers 40% of total

amount of Nagaimo distribution as the top producer

of Nagaimo in Japan. The dough made from steamed

Nagaimo and potato starch is torn into chunks and

cooked with chicken & vegetables such as carrots

and burdocks then seasoned with salt and soy sauce.

It features the smooth and chewy texture.

Sakura-Nabe(Horsemeat Hot Pot)

Sakura-Nabe is a specialty of Gonohe-Town where is

known as the horse breeding place. It is a hot pot

with cabbage, burdocks, starch noodles, tofu and

horse meat seasoned with miso. It is served with

green chili peppers pickled in soy sauce. Also

toppings of Nanbu crackers of edible chrysanthemum

can make it more delicious. Sakura(literally cherry

blossom) was named after the resemblance of the

pink color.

面汤

  是冬季经常食用的料理。过去由于食品不足,常常作为晚餐的

主食。用温水和面,将面揉至软硬适中(类似耳垂的软硬度)后，再

将其撕成片状,该料理也因此而得名。主要材料,面粉、鸡肉、蔬

菜、酱油等。在沿海地区还有加入鱼肉的。

长山药面汤

是奥入瀨町及其周边的人們经常食用的一种乡土料理。由于青

森的长山药产量居日本第一，国内流通的长山药40%是青森所

产。因此，在当地以长山药为主料的料理也比较常见。将长山药

蒸煮后捣碎,加入淀粉搅拌, 然后揪成片状放入汤中煮制,在汤里

可加入自己喜欢的蔬菜、鸡肉等食材。

樱锅(马肉锅)

 过去,五戸町以盛产马匹而闻名, 樱锅(马肉锅)，是当地的知名

料理。主要原材料为大头菜、牛蒡、魔芋粉丝、豆腐、豆酱等。配

上用酱油醃制的辣椒、食用菊、南部鲜贝等一起吃，味道更好。

因马肉的颜色与樱花的颜色很接近,所以被称为樱锅。

힛츠미(수제비)

밀가루를 미지근한 물로 귓볼정도로 단단하게 반죽해, 뜯어

만들었다는 지방사투리에서  '힛츠미'라는 이름이 붙었다. 추

운 계절 저녁밥이 모자를 때, 그 대신으로 자주 만들어 먹는

요리로, 닭고기나 야채를 듬뿍 넣고 소금,간장,요리술 등으로

맛을 낸다. 산간부에서는 고기, 해안가에서는 생선이나 게를

건더리로 넣는다. 표준어는 '스이통(수제비)'이다.

나가이모 스이통지루 (참마수제비국)

오이라세쵸 마을 주변의 향토요리로 아오모리의 참마는 일본

국내 유통의 40%를 차지하며, 전국 제일의 생산량을 자랑한

다. 쪄서 이긴 참마와 전분을 섞어 반죽한 다음, 수제비처럼

뜯어 냄비에 넣고、닭고기, 당근, 우엉등의 재료와 함께 끓여,

간장, 소금등으로 맛을 낸 것으로 쫄깃쫄깃한 맛이 그만이다.

사쿠라나베

옛날부터 말의 산지로 알려진 고노헤마치의 명물요리로 양배

추를 듬뿍 넣은 냄비에 우엉,실곤약,두부등과 말고기를 넣고

된장으로 맛을 낸 말고기요리. 양념으로 잘게 자른 생고추 간

장절임을 곁들인다. 식용국화나 난부센베이를 토핑한 것도

별미. 말고기가 벗꽃과 비슷하다고 해서 이 이름이 붙었다.

麵湯
是冬季經常食用的料理。過去由於食品不足,常常作為晚餐的主
食。用溫水和麵,將面揉至軟硬適中(類似耳垂的軟硬度)後，再將
其撕成片狀,該料理也因此而得名。主要材料,麵粉、雞肉、蔬菜、
醬油等。在沿海地區還有加入魚肉的。

長山藥麵湯

是奧入瀨町及其周邊的人們經常食用的一種鄉土料理。由於青

森的長山藥產量居日本第一,國內流通的長山藥40%是青森所

產。因此，在當地以長山藥為主料的料理也比較常見。將長山藥
蒸煮後搗碎,加入澱粉攪拌, 然後揪成片狀放入湯中煮製,在湯裡
可加入自己喜歡的蔬菜、雞肉等食材。

櫻鍋(馬肉鍋)

過去,五戸町以盛產馬匹而聞名, 櫻鍋(馬肉鍋)，是當地的知名料
理。主要原材料為大頭菜、牛蒡、魔芋粉絲、豆腐、豆醬等。配上
用醬油醃製的辣椒、食用菊、南部鮮貝等一起吃，味道更好。因
馬肉的顏色與櫻花的顏色很接近所以被稱為櫻鍋。
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八户拉面
是从昭和初期便受到八户市民喜爱的一种拉麵。该拉面
所使用的汤汁,是由南部地产鸡、乾鱼、猪骨等，加特制酱
油而熬制成的，因此清香味兒美。手工制面和清汤是八户
拉面的特点。

八户盖饭(炸弹)
八户的墨鱼生产量居日本第一,而八户盖饭(炸弹)也是远
近闻名的乡土料理。用特制的酱油(生姜、大蒜味)汤，来
给八户的墨鱼调味,再将鱼子、蛋黃等与米饭搅拌即可食
用。由于搅拌时蛋黃的破裂类似炸弹,因此而得名。

三泽北寄贝盖饭
以三泽产北寄贝为主料的盖饭。三泽市北寄贝的产量居
日本第4位,。北寄贝,被当地人称为冬季的贝类之王。“三
泽北寄贝盖饭”沒有统一的做法,煮、炒、烹炸多种多样，
各个店铺都有自己的风味。(仅限１２月～３月期间提供)

하치노헤 라멘

쇼와시대(1926-1989)의 초기부터　하치노헤시민들에게 사랑

받아온 라면으로, 난부지방의 토종닭 고기와  말린 생선, 돼지

뼈등으로 우러낸 국물과 간장으로 맛을 낸 특제 스프는 시원

하면서도 깊은 맛으로 인기가 높다. 손으로 만든 투박한 면발

과 맑은 스프가 특징.

하치노헤 바꾸단(폭탄)

일본에서 오징어 어획량 제 1위를 자랑하는 하치노헤시의 새

로운 명물. 생강과 타코마을산의 마늘을 넣어 만든 특제 간장

양념을 듬성듬성 자른 오징어에 발라, 절인 연어알과 계란노

른자와 함께 밥에 비벼 먹는 덮밥., 비빌 때의 모습이 폭탄(노

른자)이 떨어져 폭발하는 것처럼 보인다고 해서 이 이름이 붙

었다.

미사와 홋키(함박조개)동

미사와시산의 함박조개로 만든 덮밥. 함박조개는 겨울조개의

왕으로 여겨지며 '우바가이'라고도 한다 미사와시의 어획량

은 전국 제4위. '미사와 홋키동'에는 통일된 요리법이 없어, 가

게마다 삶거나 볶거나, 튀기는 등 여러 요리 방식이 있어 다

양한 맛을 즐길 수 있다. 기간한정(12월-3월).

八戶拉麵
是從昭和初期便受到八戶市民喜愛的一種拉麵。該拉面
所使用的湯汁,是由南部地產鶏、乾魚、豬骨等，加特製醬

油而熬製成的，因此清香味兒美。手工製麵和清湯是八戶
拉麵的特點。

八戶蓋飯(炸彈)
八户的墨魚生產量居日本第一,而八戶蓋飯(炸彈)也是遠

近聞名的鄉土料理。用特製的醬油(生姜、大蒜味)湯，來給

八户的墨魚調味,再將魚子、蛋黃等與米飯攪拌即可食用。
由於攪拌時蛋黃的破裂類似炸彈,因此而得名。

三澤北寄贝蓋飯
以三澤產北寄贝為主料的蓋飯。三澤市北寄貝的產量居

日本第4位,。北寄贝,被當地人稱為冬季的貝類之王。「三
澤北寄贝蓋飯」沒有統一的做法,煮、炒、烹炸多種多樣，
各個店舖都有自己的風味。(僅限１２月～３月期間提供)

八戸らーめん
昭和初期から八戸市民に親しまれてきたラーメン。南部地鶏と近
海で捕れた煮干しや豚骨でだしを取った特製の醤油味のスープ
はあっさりとしながら深みがあり人気。　手もみのちぢれ麺と澄ん
だスープが特徴。

南部地域（ご当地グルメ編）

八戸ばくだん
イカの水揚げ日本一を誇る八戸の新名物。しょうがと田子産にん
にくを使った特製しょうゆダレを短冊切りした八戸産真イカにから
め、いくら・卵黄と共にご飯と混ぜて食べる丼。混ぜ合わせる時の
様子が爆弾（卵黄）が落ちて破裂したようであることから名づけら
れた。

三沢ほっき丼
三沢産ほっき貝を使用した丼。「ほっき貝」は冬の貝の王様と言わ
れており、正式名称は「うば貝」。三沢市漁協の水揚量は全国4
位。「三沢ほっき丼」には統一レシピはなく、各店舗で煮る、炒め
る、揚げるなどの色々な味を楽しむことができる。　期間限定（１２
月～３月）で提供。

Hachinohe Ramen

Hachinohe Ramen has been loved by locals for

more than 80 years.The soy sauce broth cooked

with pork stock, dried sardines and Nanbu local

chicken tastes light yet rich.The ramen features

the handmade curly noodles and clear broth.

Hachinohe Bakudan(bomb)

Hachinohe Bakudan is a new specialty of Hachinohe

where yields the largest catch of squid in Japan. It's

a rice bowl topped with salmon roe, egg yolk and

garlic-soy sauce marinated sashimi squid mixing well

before eaten. Bakudan(bomb) is named after the

appearance of the mixed bowl which looks like the

explosion of the yolk bomb.

Misawa Hokkidon(surf clam)

Misawa Hokkidon is a rice bowl topped with surf clam

caught in Misawa. Surf Clam is called the king of

shellfish. Misawa City Fishery Cooperative yields the

4th catch of surf clam in Japan. Misawa Hokkidon

recipe varies at each restaurant and different Misawa

Hokkidon taste can be enjoyed by going several

restaurants. Misawa Hokkidon is served only between

December and March.
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南部地域（ご当地グルメ編）

十和田バラ焼き
十和田バラ焼きは､牛バラ肉と大量の玉ねぎを醤油ベｰスの甘辛
炒めで味付けし､鉄板で焼いて食べる料理。バラ焼きの誕生は戦
後間もない三沢市で、米軍からの払い下げにより安価に入手でき
た牛バラ肉を美味しく食べる調理法として朝鮮半島から移住して
きた人々が思いついたと言われている。三沢で誕生したバラ焼き
は現在でも十和田を中心としたソウルフードである。

三沢パイカ鍋（豚バラ軟骨煮込み鍋）
パイカとは豚バラ軟骨のこと。1頭からわずか500ｇほどしか取れ
ない。これを大根、にんじんなどの野菜と一緒に醤油ベースで柔
らかく煮込んだもの。軟骨部分にはコラーゲンがたくさん含まれ美
肌によいとされている。

Towada Barayaki

Towada Barayaki is a dish of cow ribs with many

sliced onions seasoned with sweet & spicy soy sauce

grilled on a hot plate. It is said to be started among

Korean immigrants to Misawa-City, shortly after the

war they came up with this recipe to make a

delicious dish from cheap cow ribs sold off from the

US military. Barayaki born in Misawa is definitely a

soul food of locals around Towada area.

Misawa Paika Nabe

Paika refers to a premium type of cartilage rich in

collagen that is only found in small amounts in

pork(approx. 500g per pig). This collagen is prized

for its beautifying properties and is said to be the

secret to beautiful and youthful skin. The Paika is

slowly stewed with daikon radish, carrots and other

vegetables in a soy sauce broth until tender.

도와다 바라야끼

도와다 바라야끼는, 듬뿍 넣은 양파에 소갈비살을 넣고, 간장

에 단맛과 매운맛을 곁들인 양념으로 철판에 구워 먹는 요리.

전후 미사와시의 미군기지에서 싼 값에 얻은 소갈비살을 맛

있게 먹기 위해, 한반도에서 이주해 온 사람들에 의해 그 조

리법이 탄생했다고 알려져 있다. 미사와시에서 탄생한 바라

야끼는 현재에도 도와다시를 중심으로 널리 사랑받고 있다.

미사와 바이카나베（돼지갈비연골탕）

바이카란, 돼지 한 마리에 불과 500ｇ정도 밖에 없는 돼지갈비

연골을 말한다. 이것을 무,당근등의 야채와 함께 간장을 중심

으로 맛을 내 푹 끓인 탕요리. 연골에는 콜라겐이 많이 함유

되어 있어 피부미용에도 좋다고 알려져 있다.

十和田烤牛排五花肉
在牛排五花肉上加上洋蔥等，放在鐵板上炒，然後加各種調味
料。甜辣味較濃是十和田烤五花肉的特點。該料理興起於「二

戰」結束後不久。 據說是當地從朝鮮半島移居來的居民首創的。
人們利用從美軍那裡買來的便宜牛肉,加入各種調料製成。現在,
該料理已成為十和田地區的代表料理之一。

三澤排骨鍋
在１頭豬的身上一般只有500ｇ左右的軟肋骨。將軟肋骨與羅卜、
胡羅卜等蔬菜放入醬油味的湯裡一起燉煮。軟肋骨含有大量膠
原蛋白，對肌膚的保健有一定的效果。

十和田烤牛排五花肉

在牛排五花肉上加上洋葱等，放在铁板上炒，然后加各种调味

料。甜辣味较浓是十和田烤五花肉的特点。该料理兴起于“二

战”结束后不久。 据说是当地从朝鲜半岛移居来的居民首创的。

人们利用从美军那里买來的便宜牛肉,加入各种调料制成。现在,

该料理已成为十和田地区的代表料理之一。

三泽排骨锅

在１头猪的身上一般只有500ｇ左右的软肋骨。将软肋骨与罗卜、

胡罗卜等蔬菜放入酱油味的汤里一起燉煮。软肋骨含有大量膠

原蛋白，对肌肤的保健有一定的效果。
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下北地域（郷土料理編・ご当地グルメ編）

けいらん
お餅の外見が鶏卵に似ていることから名づけられた。もち米をこ
ねて鶏の卵の形に丸め、中に小豆のあんを入れ、それを昆布とし
いたけのだしでとった醤油味のすまし汁で食べるもち料理。もと
は、お祭り、祝儀、不祝儀に作られたが、最近は法事のお膳に見
ることが多い。

べこもち
もち米とうるち米を粉にして、それぞれに色をつけて練り、カニや
花模様になるよう組み合わせた色の美しいもち。昔、白と黒のま
だら模様だったことからべこもちといわれている。単純な模様だっ
たものが、作る人の工夫で華やかなものが作られるようになった
と言われている。一般的に蒸して食べるが、焼いても美味。

豆しとぎ
青大豆ともち米、うるち米を粉にし、混ぜ合わせて練り、もち状態
にしたもの。焼いて食べると香ばしい。下北半島の村では、自家
製味噌を作るので大豆の作付けは欠かせない。豆しとぎはまず
神様に供え、一年の感謝と、健康と豊作を祈り、その後約1cmの
厚さに切り、生のまま食べる。好みで蒸したり焼いたりしても美味
しい。下北地区のほか、南部地区でも食べられる。

Keiran

Keiran(literally chicken eggs) refers to the

resemblance of this dish to eggs. Rice flour

kneaded into a soft dough surrounds a sweet

azuki bean paste filling. Served in a light soy

sauce broth made with konbu kelp and shiitake.

This treat is a classic dish at celebrations and

special occasions.

Bekomochi

Bekomochi is a rice cake with decorative flower

patterns made from two different types of rice

flour. Bekomochi(literally cow rice cake) refers

to the resemblance of the old black and white

patterns to cows. It is said that the simple

patterns gradually developed to colorful ones by

creative cooks. Generally eaten after steamed,

but grilled ones are also delicious.

Mameshitogi

Mameshitogi is made with green soybean and two

different types of rice flour kneaded to develop a

good chewy texture. It has a pleasant aromatic

quality when toasted. As locals in Shimokita village

prepare handmade miso paste, beans are produced

as an essential crop. In its cake form, Mameshitogi is

given as an offering to deities in appreciation for a

good hervest, longevity, and cut into thin slices and

enjoyed. Ususally eaten unheated, but steamed or

grilled ones are also delicious.Also eaten around the

Nanbu area.

케이란

떡모양이 계란과 닮았다고 해서 붙여진 이름이다. 찹쌀을 반

죽하여 계란모양으로 만든 다음, 안에 팥고물을 넣고, 다시마

와 표고버섯으로 우러내 간장으로 맛을 낸 국물로 먹는 떡요

리. 원래는 축제나 경사（慶事）, 조사（弔辞）때 만든 요리였지

만, 최근에는 제사때의 요리상에서 많이 볼 수 있다.

베코모찌

찹쌀과 멥쌀을 가루로 만들어 각각 색을 넣어 반죽한 다음,

게나 꽃모양의 무늬를 넣은 색이 예쁜 떡. 옛날에는 단순한

흑백의 얼룩무늬였었기 때문에 베코모찌라는 이름이 붙었다

고 한다. 단순한 모양이었던 것이 만드는 사람의 고안으로 화

려한 모양을 갖게 된 것이다. 보통은 쪄서 먹지만, 구워 먹어

도 맛있다.

마메시또기

파란 콩을 가루로 만든 다음, 찹쌀, 멥쌀을 섞어 반죽하여 떡

상태로 만든 것. 구우면 구수한 맛이 난다. 마메시또기는 먼

저, 신에게 공양하여 한 해의 감사와 건강, 그리고 풍년을 기

원한 후, 약 1센티정도의 두께로 잘라 생으로 먹는다. 먹기에

따라서는 찌거나 굽기도 한다. 시모키타 지방뿐만이 아니라

난부지방에서도 만들어 먹고 있다.

雞蛋形粘米餅
以粘米、小豆為原料做成的一品特色料理。其湯汁多以海帶、蘑
菇等調製而成。因其外形與雞蛋類似,便得此名。過去多用於節
日慶典和紅白喜事等,最近也常常被作為祭典時所提供的料理。

牛粘米餅
用粘米麵做成的,印有螃蟹、花卉等紋樣的多彩粘米餅。過去由
於該粘米餅的色彩單調，只有黑白兩色,類似牛的花紋，因此得
名。後來,經過製做者們的不斷創新,製做出了色彩繁多的牛粘米
餅。一般蒸後食用，也可烤食。

豆粢
是青森下北、南部地區人們常吃的一種以青大豆、粘米、粳米等
為原料做成的一品風味點心。先將青大豆等碾成粉狀，然後再
將其揉製成餅。火烤或蒸後味道更香。在下北半島的農村,由於
當地人自製大醬，所以年年種植大豆。豆粢,不僅是人們常吃的
點心,也是敬神的供品。

鸡蛋形粘米饼

以粘米、小豆为原料做成的一品特色料理。其汤汁多以海带、蘑

菇等调制而成。因其外形与鸡蛋类似,便得此名。过去多用于节

日庆典和红白喜事等,最近也常常被作为祭典时所提供的料理。

牛粘米饼

用粘米面做成的,印有螃蟹、花卉等纹样的多彩粘米饼。过去由

于该粘米饼的色彩单调，只有黑白两色,类似牛的花纹，因此得

名。后来,经过制做者们的不断创新,制做出了色彩繁多的牛粘米

饼。一般蒸后食用，也可烤食。

豆粢
是青森下北、南部地区人們常吃的一种以青大豆、粘米、粳米等

为原料做成的一品风味点心。先将青大豆碾成粉状，然后再将

其揉制成饼。火烤或蒸后味道更香。在下北半岛的农村,由于当

地人自制大酱，所以年年种植大豆。豆粢,不仅是人们常吃的点
心,也是敬神的供品。
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ぼたん鍋
下北で飼育されているイノシシの肉を使い、白菜・ごぼう・きのこ・
にんじんなどを味噌だれで煮込んだもの。元々、この鍋の由来
は、使うイノシシ肉が脂肪に縁取られた赤い肉を皿に並べると牡
丹の花に似ているとか、イノシシ肉をグツグツ煮込むと、脂身の
部分が縮れて牡丹の花に似ていることから「ぼたん鍋」と呼ばれ
るようになったと言われている。

大湊海軍コロッケ
戦前、むつ市大湊に配備されていた旧海軍部隊の食事に出され
ていた海軍グルメ。当時のレシピでは、炒めた肉・玉ねぎをじゃが
いもで包み込み、丸いまんじゅう型にし、パン粉などをつけヘット
（牛脂）で揚げるというシンプルなものだが、現在ではホタテや菜
の花など下北の食材を取り入れたものなど店によってバラエ
ティー豊富。

Botan-nabe

Botan-nabe is a pot dish of boar meat stewed with

chinese cabbage, burdock, mushrooms, carrots and

other vegetables in a miso broth. It is said to be

called Botan-nabe(literally peony pot) since displayed

red boar meat rimmed in fat look like a beautiful

peony blossom on a plate, or stewed and shrunk

boar meat can look like peony petals.

Ominato Kaigun Croquette

Ominato Kaigun Croquette is a naval treat of the old

Japanese Navy stationed in Ominato, Mutsu-city in

the prewar period. The old recipe was simple with a

big round potato ball with stir-fried meat and onion

inside, coat with breadcrumbles and deep-fry in beef

tallow oil. Now each shop offers a slightly unique and

different take on this local classic.

보탄나베(모란찌게)

시모키타지방요리로 사육한 멧돼지 고기를 배추,우엉,버섯,당

근등과 같이 넣고 된장양념으로 맛을 낸 찌게. 이 찌게의 유

래는, 멧돼지고기의 빨간 살과 하얀 지방살이 선명해, 접시에

올려놓으면 모란꽃처럼 보인다는 것과, 찌게가 끓기 시작하

면 멧돼지고기가 오그라들어 마치 모란꽃 모양을 한다는 것

에서 모란찌게, 즉 '보탄나베'라고 불리게 되었다고 한다.

오오미나또 카이군고로케(해군 크로켓)

무쯔시 오오미나또에 배속되었던 구해군부대식사요리중 하

나. 당시의 레시피를 보면, 튀긴 고기와 양파를, 쪄서 으깬 감

자로 감싸, 둥글둥글하게 만든 다음, 빵가루등을 묻혀 소기름

에 튀긴다는 심풀한 것이었다. 현재는 가리비나 유채기름등

시모키타지방 재료를 사용하는 가게들이 생겨나 종류가 다양

하다.

牡丹鍋
以下北飼養的野豬肉為原料,配以白菜、蘑菇、牛蒡、胡羅卜、豆

醬等炖製而成的鄉土料理。該料理的由來有兩種說法,一是由於

紅色的野豬肉擺在盤子裡其形狀與牡丹很像。另一種說法是因
為野豬肉經過炖煮後,其肉收縮後的形狀與牡丹花類似。

大湊海軍炸土豆肉餅

據說,該肉餅的由來與二戰前日本海軍的食譜有關。當時, 在駐
大湊的旧海軍部隊的食譜裡有一品以肉、洋蔥、土豆為原料的
炸土豆肉餅。現在下北地區的人們將扇貝、油菜花等食材加入
其中使之變得更加豐富。當地的餐廳所提供的炸土豆肉餅，各
有特色。

牡丹锅

以下北饲养的野猪肉為原料,配以白菜、蘑菇、牛蒡、胡罗卜、豆

酱等炖制而成的乡土料理。该料理的由来有两种说法,一是由于

红色的野猪肉摆在盘子里其形状与牡丹很像。另一种说法是因

为野猪肉经过炖煮后,其肉收缩后的形状与牡丹花类似。

大凑海军炸土豆肉饼

据说,该肉饼的由来与二战前日本海军的食谱有关。当时, 在驻

大凑的旧海军部队的食谱里有一品以肉、洋葱、土豆为原料的

炸土豆肉饼。现在下北地区的人们将扇贝、油菜花等食材加入

其中使之变得更加丰富。当地的餐厅所提供的炸土豆肉饼，各
有特色。

下北地域（郷土料理編・ご当地グルメ編）
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特産品

青森りんご
全国のりんごの収穫量の半分以上を占める青森県は全国一のり
んごの生産県。時期によってふじ・つがる・紅玉など様々なりんご
が収穫される。弘前市のりんご生産地域を通るアップルロード
は、春の花、秋の果実の季節のドライブには最高。

青森ほたて
青森県はほたて生産量全国第2位。陸奥湾沿岸一帯で養殖され
ており、その養殖技術は青森県が発祥の地である。青森ほたて
は芳醇でまろやかな旨味があり、他県産のものより市場での評価
が高い。

青森シャモロック
青森県が独自に開発した高品質な特産地鶏。天然水と無添加飼
料で育てられ、鶏肉の旨味成分であるグルタミン酸とイノシン酸
の含有量が多く、味が濃厚で鍋料理などに最適。

Aomori Shamorock

Aomori Shamorock is the premium local chicken

originally developed in Aomori. Raised with natural

water and additive-free food. It features the rich

taste and is best using for potluck dishes.

아오모리 사과

일본 사과수확량의 반 이상을 차지하는 아오모리현은 전국

제일의 사과 생산지. 시기에 따라 부사,츠가루,홍옥등 다양한

사과가 수확된다. 히로사키시의 사과밭을 지나는 애플로드

는,  사과꽃이 만발한 봄과 사과가 영그는 가을에는 최고의

드라이브코스.

아오모리 가리비

아오모리현은 가리비 생산량에서 전국 제 2위. 무쯔만 연안

일대에서 양식되고 있으며, 일본의 가리비양식기술은 아오모

리현이 발상지다. 아오모리현의 가리비는 향기가 좋고 순한

맛이 있어, 다른 지역의 가리비보다 높은 평가를 받고 있다.

아오모리 샤모록쿠

아오모리현이 독자적으로 개발한 고품질의 토종닭. 천연수와

무첨가물사료로 사육하기 때문에 닭고기맛을 높여 주는 글루

타민산과 이노신산의 함유량이 많아 맛이 깊다. 찌게요리등

으로 적격이다.

青森蘋果

青森縣是日本蘋果產量最大的縣,其產量占全國的50％以上。其

品種有富士、津輕、紅玉等。在弘前市的蘋果產地，有一條被稱
為蘋果之路的道路。在那裡春季可以賞蘋果花,秋季可以觀果
實，是兜風的好去處。

青森扇貝

在青森縣陸奧灣一帶,扇貝養殖業非常繁榮,其產量居日本第二。

獨特的技術使其養殖的扇貝味兒美肉肥、鮮嫩可口。青森產扇

貝在水產品市場上也很受人們的歡迎。

青森特產雞(下毛樂和)
青森縣獨自培育繁殖的食用肉雞。以天然水和無添加劑飼料飼

養的青森特產雞(下毛樂和),肉厚味兒美,谷氨酸、肌甙酸的含量

豐富，是各種「鍋」、「煲」類料理的好食材。

Aomori Apple

Aomori covers more than half of total yield of apples

in Japan. Various apples such as Fuji, Tsugaru and

Jonathan are harvested in their best seasons. Apple

Road which runs along the apple-producing area has

the best sceneries in spring with flowers, and in

autumn with red apples.

Aomori Scallop

Aomori is ranked 2nd for producing scallop in Japan.

Scallops are cultivated around Mutsu-Bay, and the

scallop cultivation method was invented in Aomori-

Prefecture. Aomori scallop has a high reputation in

the market for its rich flavor and sweetness.

青森苹果

青森县是日本苹果产量最大的县,其产量占全国的50％以上。其

品种有富士、津轻、红玉等。在弘前市的苹果产地，有一条被称

为“苹果之路”的道路。在那里春季可以赏苹果花,秋季可以观果

实，是兜风的好去处。

青森扇贝

在青森县陆奥湾一带,扇贝养殖业非常繁荣,其产量居日本第二。

独特的技术使其养殖的扇贝味儿美肉肥、鲜嫩可口。青森产扇

贝在水产品市场上也很受人们的欢迎。

青森特产鸡(下毛乐和)

青森县独自培育繁殖的食用肉鸡。以天然水和无添加剂饲料饲

养的青森特产鸡(下毛乐和),肉厚味儿美,谷氨酸、肌甙酸的含量

丰富，是各种“锅”、“煲”类料理的好食材。
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特産品

Nanako-Hacchin

Aomori locals enjoy seasonal delicious seafood all

year round. Nanako-Hacchin is a collective term of

fresh seafood loved by locals. The roe of sea

cucumber, octopus, scallop, salmon, cod, yellowtail,

cod milt are called "Nanako", and the 8 rare

delicacies of Kurigani crab, mantis shrimp, sea

cucumber, sea urchin, acorn barnacle, icefish, shark

and sea squirt are called "Hacchin".

오마 마구로(참치)

일본 본토 최북단에 위치하고 있는 오마마찌 마을에서 잡히

는 '오마 마구로'는, 일본내에서도 최고의 지명도로 유명하다.

어획시기는 7월말부터 다음 해 1월 중순까지.　외줄낚시로 낚

는 오마참치는 육질이 최상급인 것은 물론, 빨간 속살이 특히

맛이 있어, 일본 제일의 스시재료로 알려져 있다.

닷코마찌 마을 마늘

아오모리현은 또한 일본 제일의 마늘 생산지. 그 중에서도 닷

코마찌의 마늘은 알이 하얗고 크기가 크며 당도가 높아 일본

최고의 품질로 알려져 있다. 토양만들기부터 시작해 약 10개

월동안 정성을 들여 재배하는 닷코 마늘은, 파워의 원천으로

써도 인기가 높다.

나나코핫찡

아오모리시민들이 자주 먹는 신선한 해산물의 총칭. 생선알

중 마지막에 「子(코」가 붙는 일곱 개의 알 （다라코(대구알젓),

스지코(연어알젓), 마시라코(대구의 정낭), 호타테노코(가리비

난소), 다코노코(문어 난소), 부리코(도루목알), 고노코(해삼

난소)）와 여덟 개의 진미（멍게, 해삼, 갯가개, 밤송이게, 상어,

성게, 따개비,뱅어）를 말한다.　사진은 '따개비'.

大間マグロ
本州最北端の大間町で水揚げされる「大間マグロ」は、全国的に
も知名度が高い。漁期は7月末～1月中旬。一本釣りのマグロは
価値が高く、脂の乗りの良さはもちろん、深い味わいの赤身の美
味しさが特徴で、日本一の寿司ネタと呼ばれている。

田子町のにんにく
青森県はにんにくの生産量日本一。なかでも田子町のにんにく
は、実が雪のように白く、一粒一粒が大きく、糖度も高く、品質も
日本一とされている。土壌作りから始め、約10カ月の月日をか
け、厳しい冬を乗り越えて栽培された田子にんにくは、パワーの
源として人気。

七子八珍（ななこはっちん）
旬の美味しい魚介類を食べている青森市民。その青森市民に親
しまれている新鮮な魚介類の総称。晩秋から早春にかけて旬を
迎える魚卵で名前の最後に「子」がつく七品（たらこ・すじこ・ましら
こ・ほたてのこ・たこのこ・ぶりこ・このこ）と珍味の「八品」（ほや・
なまこ・がさえび・クリガニ・サメ・うに・ふじつぼ・シラウオ）を指
す。　画像は「ふじつぼ」。

大間鮪魚
日本本州最北端的大間町漁港卸貨的「大間鮪魚」，在日本全国
的知名度很高。鮪魚的漁期為每年的7月末～1月中旬。與網捕
的鮪魚相比鉤釣的鮪魚的価値更高。「大間鮪魚」肉質肥厚柔
軟、鮮美可口,被公認為日本最好的寿司材料。

田子町產大蒜

青森縣的大蒜生産量日本一。而田子町產大蒜不僅瓣兒大,而且
糖分含量也高，其品質堪稱日本第一。田子町的大蒜是越冬栽

培的,從播種到收穫歷經10個月。據說食用後令人精力倍增，因
此很受人們的歡迎。

七子八珍

青森市地處青森灣沿岸,因此其市民一年四季都可以品嚐到新鮮

的水產品。市民亦將海鮮稱為「七子八珍」,所謂七子就是以魚
「子」命名的七品，即鱈子、鹹鮭魚子、魚白、扇貝子、章魚子、五
條鰤魚子、海參之卵巢。八珍是指海鞘、海參、蝦蛄、栗蟹、鯊
魚、海膽、富士壺、白魚。照片為富士壺。

大间金枪鱼

日本本州最北端的大间町渔港卸货的“大间金枪鱼”，在日本全

国的知名度很高。金枪鱼的渔期为每年的7月末～1月中旬。与

网捕的金枪鱼相比，钩钓的金枪鱼的价值更高。“大间金枪鱼”

肉质肥厚柔软、鲜美可口,被公认为日本最好的寿司材料。

田子町产大蒜

青森县的大蒜生产量日本一。而田子町产大蒜不仅瓣儿大,而且

糖分含量也高，其品质堪称日本第一。田子町的大蒜是越冬栽

培的,从播种到收获历经10个月。据说食用后令人精力倍增，因

此很受人们的欢迎。

七子八珍

青森市地处青森湾沿岸,因此其市民一年四季都可以品尝到新鲜

的水产品。市民亦将海鲜称为“七子八珍”,所谓七子就是以鱼

“子”命名的七品，即鱈子、咸鮭鱼子、鱼白、扇贝子、章鱼子、五

条鰤鱼子、海参之卵巢。八珍是指海鞘、海参、虾蛄、栗蟹、鯊

鱼、海胆、富士壶、白鱼。照片为富士壶。

Tuna from Oma

Tuna caught in Oma-Town is well known

nationwide. Fishing season is from late July to

mid January. Tuna caught by single-hook

fishing are praised and considered superb for its

fattiness and rich taste.

Garlic from Takko-Town

Aomori-Prefecture is the top producer of garlic in

Japan. Garlic in Takko-Town is well known with its

Japan's most premium quality such as the beautiful

white color like snow, big cloves, and high sugar

content. Starting from preparing the soil, garlic in

Takko-town takes 10 month to be raised survivng the

severe winter. It's well known as a great revitalizer.
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海峡鮭鱼

海峡鮭鱼是陆奥大畑的渔业生产组合,将淡水鱼虹鱒放入津軽

海峡内饲养的一种鱼。经过8个月饲养的海峡鮭鱼,肉肥味美。从

5月中旬到7月下旬,以新鲜的海峡鮭鱼来做生鱼片和烧烤都很
适合。

风间浦村产鮟鱇鱼

青森县的海鲜产量居日本的前列。其中下北半岛的风间浦村所

捕捞的鮟鱇,肉鲜味儿美,不论是用来做鱼锅,还是生鱼片等都很

适合。捕捞鮟鱇鱼的季节为11月～6月。风间浦村的下风吕温泉,

在12月～3月期间向顾客提供与鮟鱇鱼相关的西式料理。

해협 연어
해협연어는, 담수어인 옥새송어를 무쯔시 오오미나또
마을의 어업생산조합이 츠가루해협에서 길러 해협 연
어라고 이름 붙인 것을 말한다. 약 8개월간 츠가루해협
의 거친 파도에서 자란 해협 연어는 적당히 살이 올라
탱탱한 고기맛이 특징. 5월중순부터 7월 하순. 회로 먹
거나 양념을 발라서 구워 먹기도 한다.

가자마우라무라 마을 아귀

아오모리현의 아귀 수확량은 전국에서도 톱클래스. 그 중에

서도 시모키타반도에 있는 가자마우라무라 마을에서는 츠가

루해협에서 자란 신선한 아귀가 살아 있는 채로 수확되기 때

문에, 찌게나 된장버무림요리는 물론, 선도가 생명인 생선회

로도 즐겨 먹는다. 수확철은 11월～6월. 마을내에 있는 시모

부로온천에서는 12월～3월까지 풀코스로 맛 볼수 있다.

海峡鮭魚
海峡鮭魚是陸奥大畑的漁業生産組合,將淡水魚虹鱒放入津軽海

峡內飼養的一種魚。經過8個月飼養的海峡鮭魚，肉肥味美。從5
月中旬到7月下旬,以新鮮的海峡鮭魚來做生魚片和燒烤都很適
合。

風間浦村產鮟鱇魚

青森縣的海鮮產量居日本的前列。其中下北半島的風間浦村所
捕撈的鮟鱇,肉鮮味兒美,不論是用來做魚鍋還是生魚片等都很
適合。捕撈鮟鱇魚的季節為11月～6月。風間浦村的下風呂温泉,
在12月～3月期間向顧客提供與鮟鱇魚相關的西式料理。

海峡サーモン
海峡サーモンは、淡水魚であるニジマスを、むつ市大畑の漁業生
産組合が津軽海峡で育てたもの。約8カ月間、津軽海峡の荒波に
もまれて育った海峡サーモンは、程よい脂乗りとプリっとした食感
が特徴。5月中旬から7月下旬。刺身、照り焼きなどで食べる。

風間浦村　あんこう
青森県のあんこう水揚げ量は全国トップクラス。中でも下北半島
にある風間浦村では津軽海峡で育った新鮮な活あんこうが活き
たまま、水揚げされるため、鍋やとも和えはもちろん、鮮度が命の
刺身や肝刺も楽しめる。漁は11月～6月。村内の下風呂温泉で12
月～3月までフルコースがいただける。

Kaikyo Salmon

Kaikyo Salmon is Rainbow Trout cultivated in

the Tsugaru Kaikyo Strait by Mutsu Fishery

Cooperative. Kaikyo Salmon raised in the rough

wave for 8 months is medium fatty and has a

firm texture. The best season of Kaikyo Salmon

is from mid May to late July. Usually cooked for

Sashimi or Teriyaki.

Kazamaura-Village Angler Fish

Aomori Prefecuture boasts one of the largest total

catch of angler fish in Japan.  Kazamaura Village is

known for catching the freshest live angler fish from

the Tsugaru Strait that lever can be enjoyed as

sashimi.  Fishing season is from November to June.

Angler Fish Course is offered in Shimofuro Hot Spring

between December to March.

特産品
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料金：本丸・北の郭のみ7AM～9PMまで有料。（大人300円　小・中100円）　　

日本一の規模を誇る弘前公園の桜は、1715年に津軽藩士が25本のカスミザクラな
どを京都から取り寄せ、城内に植えたのが始まりといわれています。現在、公園内
には、ソメイヨシノを中心に、シダレザクラ、八重桜など、約50種類2600本の桜が咲
き誇ります。弘前公園のソメイヨシノは花が5～7つ集まって咲くため、他の場所の桜
の木と比べ、特別に沢山の花を咲かせ、公園を歩く人々の手の届く高さに枝が伸
びているのが特徴です。これは、日本一の収穫量を誇るりんご栽培技術を桜の管
理に取り入れたことによるものです。夜は国重文の櫓や門が特別にライトアップさ
れ、雅な景観を堪能できます。

Hirosaki Park is well known as one of the major beautiful cherry blossom
spots in Japan.
Those cherry trees are said to be originated in 1715 that the the Tsugaru
feudal lord ordered 25 cherry trees from Kyoto and planted around the
castle. The park is home to 2600 cherry trees of 50 different varieties.
Somei Yoshino in this park features that the flowers are in clusters of 5 to
7 with a long stem to each flower, which enable the flowers to bloom many
more than the cherry trees in other places. The cherry trees in here also
feature the branches spreading to the height of people's reach. Local
apple pruning techniques were applied to fill the trees with blossoms.
National important cultural properties such as Turrets and gates are lit up
at night which produces a elegant atmosphere.

벚꽃에 있어서 일본제일의 규모를 자랑하는 히로사키공원은, 1715년
츠가루번사가 25그루의 벚나무를 쿄토에서 들여와 성내에 심었던 것이
그 기원으로 알려져 있습니다. 현재 공원내에는 약 50종 2600그루의 벚
꽃이 있으며, 특히 히로사키공원의 왕벚나무는 다른 벚나무와는 달리
꽃잎이 5-7개로 많아 풍성하게 피고, 가지가 산책하는 사람들의 손에
닿을 정도로 높이가 낮은 것이 특징입니다.
이것은, 일본 제일의 사과재배기술을 벚나무관리에 접목시킨 결과입니
다. 밤에는 일본의 중요문화재인 망루와 성문등이 라이트업되어 화려
한 경관을 자랑합니다.
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Period：April 23-May 5 개최시기：4월23일~5월5일

요금：혼마루와 북쪽성곽 ７AM～９PM까지 유료。
（어른 300엔　소・중학생 100엔）
장소：히로사키공원   교통：히로사키역에서 약 15분

문의：히로사키시립관광관　0172-37-5501Place：Hirosaki Park　　Access：15 min walk from JR Hirosaki sta.

Fee：Required between 7am-9pm for Honmaru & Kitano-kuruwa
（Adult/300yen, Elementary & Junior High Schooler/100yen）

主要なお祭り (春）

弘前さくらまつり

Hirosaki Cherry Blossom Festival 히로사키 벚꽃축제

開催時期：4月23日～5月5日

場所：弘前公園　　交通：弘前駅より約15分

問/弘前市立観光館　0172-37-5501
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主要なお祭り (春）

弘前さくらまつり

弘前櫻花節

場所：弘前公園　交通：弘前站  約15分鐘
詢問:弘前市立觀光館　0172-37-5501

场所：弘前公园　交通：弘前站  约15分钟
询问:弘前市立观光馆　0172-37-5501

日本一の規模を誇る弘前公園の桜は、1715年に津軽藩士が25本のカスミザクラな
どを京都から取り寄せ、城内に植えたのが始まりといわれています。現在、公園内
には、ソメイヨシノを中心に、シダレザクラ、八重桜など、約50種類2600本の桜が咲
き誇ります。弘前公園のソメイヨシノは花が5～7つ集まって咲くため、他の場所の桜
の木と比べ、特別に沢山の花を咲かせ、公園を歩く人々の手の届く高さに枝が伸
びているのが特徴です。これは、日本一の収穫量を誇るりんご栽培技術を桜の管
理に取り入れたことによるものです。夜は国重文の櫓や門が特別にライトアップさ
れ、雅な景観を堪能できます。

弘前樱花节
弘前公園的櫻花，其規模為日本第一。公元1715年，津輕藩士從京都將25
棵霞櫻樹植入城內。從此,弘前城內的櫻花越來越多。現在，該公園內有
染井吉野櫻、垂櫻、八重櫻等50種2600餘棵櫻花樹。弘前公園的染井吉野
櫻與其它地區的有所不同，多為5～7朵花集聚在一起開放,因此花開起來
甚是盛艷。由於在櫻花的管理中導入了蘋果栽培的技術,使之與其它地區
的櫻花有明顯的不同。其另一特徵是在較低的樹枝上也開有大量的櫻花,
走在公園裡的人們只要伸手便能撫摸到花朵。夜晚在燈光的照射下,園內
的櫻花分外艷麗。

費用：本丸・北郭7AM～9PM(收費)
（成人300日幣　小、中學生100日幣）

费用：本丸・北郭7AM～9PM(收费)
（成人300日元　小、中学生100日元）
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開催時期：4月23日～5月5日

場所：弘前公園　　交通：弘前駅より約15分

問/弘前市立観光館　0172-37-5501

弘前公园的樱花，其规模被称为日本第一。公元1715年，津轻藩士从京都将25棵
霞樱树植入城内。从此,弘前城内的樱花越来越多。现在，该公园内有染井吉野
樱、垂樱、八重樱等50种2600余棵樱花树。弘前公园的染井吉野樱与其它地区的
有所不同，多为5～7朵花集聚在一起开,因此花开起来甚是盛艳。由于在樱花管
理中导入了苹果栽培的技术,使之与其它地区的樱花有明显的不同。其另一特征
是在较低的树枝上也开有大量的樱花,走在公园里的人们只要伸手便能抚摸到
花朵。夜晚在灯光的照射下,园内的樱花分外艳丽。

日期：4月23日～5月5日 日期：4月23日～5月5日



開催時期：4月29日～5月5日

場所：芦野公園　　交通：津軽鉄道　芦野公園下車すぐ

問：金木商工会　0173-52-2611

Inquiry：Kanagi Society of Commerce and Industry　0173-52-2611

津軽半島随一の桜の名所。「日本の桜名所100選」にも選ばれており、芦野湖の湖
面に垂れる薄紅の桜や吊り橋の風景は風情があります。作家・太宰治が幼少の頃
遊んだ縁の地ということもあり、日頃から観光客が訪れていますが、約2,200本もの
桜が咲き誇るこの期間には、一層大勢の花見客で賑わい、津軽三味線全日本金
木大会など、様々なイベントが行われます。また、津軽鉄道芦野公園駅では、園内
の中を鉄道が縦断する全国でも珍しい光景を見ることができます。線路を覆う桜の
トンネルをくぐる津軽鉄道の景観は、写真愛好家にも人気です。
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가나기 마을의 벚꽃축제

主要なお祭り (春）

Period：April 29-May 5

츠가루반도 제일의 벚꽃명소로 '일본 벚꽃명소 100'중에 하나이며, 아
시노 호수의 호수면에 드리우는 분홍빛의 벚꽃이나 호수 위에 걸린 조
교의 풍경은 운치가 있습니다. 작가 다자이 오사무가 어린시절을 보낸
자연이 풍부한 곳으로, 약 2,200그루의 벚나무가 꽃이 피는 시기에는 많
은 인파들로 붐빕니다. 또한 츠가루샤미센 전일본대회등 다양한 이벤
트가 열리며, 아시노공원역에서는 츠가루철도 기차가 공원내를 달리는
전국에서도 드문 광경을 볼 수가 있습니다. 선로를 덮을 듯한 벚꽃터널
을 뚫고 지나가는 츠가루철도는 사진애호가들에게도 인기가 매우 높습
니다.

Kanagi is known as the best cherry blossom spot in the Tsugaru Peninsula.
The area is selected as one of 100 Japan's Famed Cherry Blossom Spots.
The scenery of light pink cherry blossoms and a hanging bridge reflected
in Lake Ashino is so enchanting. Since the area is associated with the
childhood of Osamu Dazai, it always draws tourists, and especially in
spring 2,200 of blooming cherry trees attract a large number of visitors.
Various entertainments including All Japan Tsugaru-Shamisen
Competition are held during the festival. Around Ashino Park sta. of
Tsugaru Railway you can see trains running through the park which is rare
in Japan. The beautiful scene of a train running under the cherry blossoms
crossing each other like an arch attract many photographers.

개최시기 : 4월29일부터  5월5일

문의/가나기 상공회의소 0173-52-2611

Place：Ashino Park
Access：Near Ashino Park sta., Tsugaru Railway

金木桜まつり

Kanagi Cherry Blossom Festival

장소 : 아시노공원  교통 : 츠가루철도 아시노공원역 하차



開催時期：4月29日～5月5日

場所：芦野公園　　交通：津軽鉄道　芦野公園下車すぐ

問：金木商工会　0173-52-2611

場所：芦野公園　　交通：津軽鉄道　芦野公園下車

詢問: 金木商工會　0173-52-2611

金木桜まつり

金木地区,是津轻半岛屈指可数的樱花胜地。也是“日本之樱名所100选”之一。

芦野湖的薄红樱及吊桥的风景甚是迷人。这里也是文学家太宰治少年时代经常
玩耍的地方。平时这里有很多的观光客，在樱花节期间这里的2200棵樱花树,鲜
花盛开分外娇艳。津轻三味线“全日本金木大会”等大型文化活动也在这里举
行。另外，在津轻鉄道芦野公园站可以看到列车通过樱花隧道的光景，这在日本
全国也是不多见的。因此,这里每到樱花时节总是吸引大量的摄影爱好者。

询问: 金木商工会　0173-52-2611

金木櫻花節 金木樱花节

主要なお祭り (春）

津軽半島随一の桜の名所。「日本の桜名所100選」にも選ばれており、芦野湖の湖
面に垂れる薄紅の桜や吊り橋の風景は風情があります。作家・太宰治が幼少の頃
遊んだ縁の地ということもあり、日頃から観光客が訪れていますが、約2,200本もの
桜が咲き誇るこの期間には、一層大勢の花見客で賑わい、津軽三味線全日本金
木大会など、様々なイベントが行われます。また、津軽鉄道芦野公園駅では、園内
の中を鉄道が縦断する全国でも珍しい光景を見ることができます。線路を覆う桜の
トンネルをくぐる津軽鉄道の景観は、写真愛好家にも人気です。

金木地區,是津輕半島屈指可數的櫻花勝地。也是「日本之櫻名所100選」
之一。芦野湖的薄紅櫻及吊橋的風景甚是迷人。這裡也是文學家太宰治
少年時代經常玩耍的地方。平時這裡有很多的觀光客，在櫻花節期間這
裡的2200棵櫻花樹鮮花盛開分外嬌艷。津輕三味線「全日本金木大会」等
大型文化活動也在這裡舉行。另外，在津輕鉄道芦野公園站可以看到列
車通過櫻花隧道的光景，這在日本全國也是不多見的。因此,這裡每到櫻
花時節總是吸引大量的攝影愛好者。

日期: 4月29日～5月5日 日期: 4月29日～5月5日

场所：芦野公园　　交通：津轻铁道　芦野公园下车
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問：大鰐町企画観光課　0172－48－2111

Period：Mid to Late May

Inquiry：Planning & Tourism Section, Owani Town Office　0172－48－2111

大鰐温泉郷を見渡せる春の「茶臼山公園」には、15,000本のつつじの花が咲き誇り
ます。遊歩道沿いには俳句を刻んだ69の石碑が頂上へ続くように並び、「俳句の小
径」として親しまれています。園内にはつつじの他に桜や300種類を超える植物が
植えられており、観察をしながらのトレッキングもおすすめです。公園から望む残雪
美しい岩木山の眺めも人々を癒します。

開催時期：5月中旬～下旬
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主要なお祭り (春）

Place：Chausuyama Park, Owani-Town
Access：7 min walk from JR Owani Onsen sta./Owani sta., Konan Railway

장소：오와니마찌 차우스야마 공원
　
교통：오와니역에서 도보로 7분

문의：오와니마찌 기획관광과　0172－48－2111

Owani Onsen Azalea Festival 오와니온천 진달래꽃 축제

大鰐温泉つつじまつり

場所：大鰐町　茶臼山公園
交通：大鰐温泉駅・弘南鉄道大鰐駅より徒歩7分

Total 15,000 of azalea flower bloom in Chausuyama Park, where you can
look over the town of Owani Onsen. 69 of Haiku stone monuments stand
along the walking path. Trekking is recommended with viewing 300
different kinds of flowers and trees including cherry blossoms in the park.
The beautiful view of Mt. Iwaki with snow lingering on top is also
enchanting.

오와니온천 마을이 한 눈에 보이는 차우스야마 공원에 봄이 찾아오면,
약 15000그루의 진달래가 꽃을 피웁니다. 올레길 옆에는 시를 새겨넣은
69개의 비석이 공원 정상을 향해 나란히 이어져 있어 '시의 오솔길'이라
불리고 있을 만큼 시민들에게 친숙해져 있습니다. 공원내에는 진달래
꽃 이외에도 벚꽃을 비롯해 약 300종이 넘는 식물이 심어져 있기 때문
에 관찰을 하며 산책하기에는 더없이 좋은 곳입니다.. 또한 공원에서는
잔설이 아름다운 이와키산도 조망할 수 있어, 찾아오는 관광객들을 매
료시킵니다.

개최시기：5월중순～하순



場所：大鰐町　茶臼山公園　　　交通：大鰐温泉駅・弘南鉄道大鰐駅より徒歩7分

問：大鰐町企画観光課　0172－48－2111

詢問：大鰐町企画觀光課　0172－48－2111

大鰐温泉つつじまつり
大鰐温泉郷を見渡せる春の「茶臼山公園」には、15,000本のつつじの花が咲き誇り
ます。遊歩道沿いには俳句を刻んだ69の石碑が頂上へ続くように並び、「俳句の小
径」として親しまれています。園内にはつつじの他に桜や300種類を超える植物が
植えられており、観察をしながらのトレッキングもおすすめです。公園から望む残雪
美しい岩木山の眺めも人々を癒します。

大鰐温泉躑躅花節 大鳄温泉踯躅花节
春季,在大鰐温泉郷的「茶臼山公園」裡有15000棵躑躅的花競相開放。在
園內的小路旁有69個小石碑，石碑上刻有俳句等，被稱為「俳句之小徑」，
這裡很受遊人的喜愛。此外，在園内還有櫻花等300種植物，是賞花和漫
步的好去處。在公園內眺望殘雪覆蓋的岩木山，也令人心曠神怡。

春季,在大鳄温泉乡的“茶臼山公园”里有15000棵踯躅的花竞相开放。在园内的
小路旁有69个小石碑，石碑上刻有俳句等，被称为“俳句之小径”，这里很受游人
的喜爱。此外，在园内还有樱花等300种植物，是赏花和漫步的好去处。在公园
内眺望残雪覆盖的岩木山，也令人心旷神怡。

日期:5月中旬～下旬

場所：大鰐町　茶臼山公園
交通：大鰐温泉站・弘南鉄道大鰐站   徒歩7分鐘

场所：大鳄町　茶臼山公园
交通：大鳄温泉站・弘南铁道大鳄站   徒歩7分钟

询问：大鳄町企画观光课　0172－48－2111

開催時期：5月中旬～下旬

日期:5月中旬～下旬

主要なお祭り (春）
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開催時期：5月中旬

交通：陸奥横浜駅から車で約15分

問：横浜町産業建設課　0175-78-1111

Period：Mid May 개최시기：5월 중순

Access：15 min by car from Mutsu-Yokohama sta.
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Rapeseed flowers in Yokohama Town are beautiful from early to middle
May.
"Rapeseed Flower Festival in Yokohama" takes place in and around the
83ha of huge flower field with various attractions including a marathon
race, helicopter tour (paid), and a photo session with a model. Above all,
"Rapeseed Flower Maze" is the most popular attraction.

Yokohama Rapeseed Flower Festival 유채꽃 페스티벌 in 요코하마마찌

교통：무쯔 요코하마마찌 역에서 차로 약 15분

主要なお祭り (春）

菜の花フェスティバル　in よこはま
横浜町の菜の花は、5月上旬から中旬にかけて見頃となります。「菜の花フェスティ
バルin よこはま」は、83haの広大な菜の花畑を舞台にマラソン大会やヘリコプター
の遊覧飛行（有料）、モデル撮影会などが行われ、イベント会場は菜の花一色に染
まります。中でも「菜の花大迷路」は大人気のコーナーです。

요코하마마찌의 유채꽃은, 5월 초순부터 중순에 걸쳐 절정을 이룹니다.
'유채꽃 페스티벌 in 요코하마마찌'는, 83헥타르의 광대한 유채꽃밭을
무대로 마라톤대회나 헬리콥터를 이용한 유람비행(유료), 모델촬영등
의 이벤트등이 개최됩니다. 그 중에서도 유채꽃밭에 미로를 만든 '유채
꽃밭 미로'는 가장 인기가 있는 코너입니다.

Inquiry：IndustryYokohama Town Industry and Construction
Section    0175-78-1111

문의：요코하마마찌 산업건설과　0175-78-1111



開催時期：5月中旬

交通：陸奥横浜駅から車で約15分

問：横浜町産業建設課　0175-78-1111

日期:5月中旬 日期:5月中旬

交通：陸奥横浜站   約15分鐘車程

主要なお祭り (春）

菜の花フェスティバル　in よこはま
横浜町の菜の花は、5月上旬から中旬にかけて見頃となります。「菜の花フェスティ
バルin よこはま」は、83haの広大な菜の花畑を舞台にマラソン大会やヘリコプター
の遊覧飛行（有料）、モデル撮影会などが行われ、イベント会場は菜の花一色に染
まります。中でも「菜の花大迷路」は大人気のコーナーです。

横浜菜花節 横浜菜花节

交通：陆奥横浜站   约15分钟车程

每年的5月上旬至中旬,是横浜町菜花盛開的時期。「横浜菜花節」期間，在
面積83公頃的菜花田裡將舉行馬拉松比賽、直昇機遊覽、模特攝影大會
等活動。其中「菜花大迷路」最受歡迎。屆時,被菜花染成金黃色的會場熱
鬧非凡。

每年的5月上旬至中旬,是横浜町菜花盛开的时期。“横浜菜花节”期间，在面积83
公顷的菜花田里将举行马拉松比赛、直升机游览、模特摄影大会等活动。其中
“菜花大迷路”最受欢迎。届时,被菜花染成金黄色的会场热闹非凡。

詢問:横浜町産業建設課　0175-78-1111 询问:横浜町产业建设课　0175-78-1111
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開催時期：4月20日～5月5日　　時間：9AM～8PM　料金：無料

場所：十和田市官庁街通り　　交通：十和田市駅より徒歩約15分

問：十和田市観光推進課　0176-51-6770

개최시기：4월20일～5월5일　　시간：9AM～8PM　  요금：무료

Inquiry：Towada City Tourism Promotion Section　0176-51-6770 문의：도와다시 관광추진과　0176-51-6770

日本の道百選に選ばれている駒街道の156本の桜のピンクと165本の松のグリーン
が織り成すコントラストや、隣接する中央公園内の桜が楽しめます。桜の広場や中
央公園緑地では、各種イベントが行われ露店も立ち並びます。期間中は市役所と
商工会議所の5階ロビーが開放され、官庁街通りを一望できます。夜間のライトアッ
プでは、夜空一面に咲く幻想的な桜が楽しめます。

Towada City Spring Festival 도와다시 봄축제
The beautiful contrast of pink from 156 of cherry trees blooming along
Komakaido, and green from 165 of pine trees can be enjoyed along with
cherry blossoms in the naighboring Chuo Park. Various entertainments are
held and food stalls are open in the Cherry Blossom Square and Chuo
Park green space.
The lobbies of Towada City Hall and CCI on the 5th floor becomes open
to the public to enjoy the panoramic view of Kanchogai-Dori. Cherry
blossoms are lit up at night which is obviously enchanting.

主要なお祭り (春）

十和田市春まつり

Place：Kancho-gai Dori St. in Towada City
Access：15 min walk from Towada City sta.

장소：도와다시 관청가거리　　교통：도와다시역에서 도보 약 15분
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일본의 거리 100선중 하나인 도와다시의 관청가거리 고마가이도에서
는 156그루의 핑크빛 벚꽃과 165그루의 녹색 소나무의 앙상불과, 인접
한 중앙공원내의 벚꽃을 즐길 수 있습니다. 벚꽃광장이나 중앙공원의
녹지에서는 다양한 이벤트와 함께 노점도 열리게 됩니다. 봄축제 기간
중에는 시청과 상공회의소의 5층 로비가 개방되어, 이곳에서도 관청가
거리를 조망할 수 있습니다. 야간에는 조명이 켜져 밤하늘 아래에 핀
환상적인 벚꽃을 즐길 수도 있습니다.

Period：April 20-May 5　　Time：9am-8pm　Fee：Free



開催時期：4月20日～5月5日　　時間：9AM～8PM　料金：無料

場所：十和田市官庁街通り　　交通：十和田市駅より徒歩約15分

問：十和田市観光推進課　0176-51-6770

日期：4月20日～5月5日　　时间：9AM～8PM　(免费)

主要なお祭り (春）

十和田市春まつり
日本の道百選に選ばれている駒街道の156本の桜のピンクと165本の松のグリーン
が織り成すコントラストや、隣接する中央公園内の桜が楽しめます。桜の広場や中
央公園緑地では、各種イベントが行われ露店も立ち並びます。期間中は市役所と
商工会議所の5階ロビーが開放され、官庁街通りを一望できます。夜間のライトアッ
プでは、夜空一面に咲く幻想的な桜が楽しめます。

十和田市春之節 十和田市春之节
在節日期間,既可在中央公園内欣賞櫻花,還可在「日本道路百選」之一的
駒街道欣賞由156棵櫻花樹和165棵松樹,交織而成的粉與綠的反差景色。
在櫻之廣場和中央公園緑地上舉行各種活動。屆時還有許多的露天商店
在此出售各種商品。期間市政府和商工会議所辦公樓的5層也對外開放，
在那裡可以一覽官廳街的風景。夜晚在燈光的照射下,櫻花呈現出一種夢
幻般的景色。

在节日期间,既可在中央公园内欣赏樱花,还可在“日本道路百选”之一的驹街道
欣赏由156棵樱花树和165棵松树,交织而成的粉与绿的反差景色。在樱之广场和
中央公园绿地上举行各种活动。届时还有许多的露天商店在此出售各种商品。
期间市政府和商工会议所办公楼的5层也对外开放，在那里可以一览官厅街的
风景。夜晚在灯光的照射下,樱花呈现出一种梦幻般的景色。

日期：4月20日～5月5日　　時間：9AM～8PM　(免費)

場所：十和田市官庁街    　　交通：十和田市站  徒歩約15分鐘

詢問：十和田市觀光推進課　0176-51-6770

场所：十和田市官庁街    　　交通：十和田市站  徒歩约15分钟

询问：十和田市观光推进课　0176-51-6770
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開催時期：8月2日～7日　※1日は前夜祭

時間：1日前夜祭は6PM～9PM  2日～6日は7：10PM～9PM.

問：青森観光コンベンション協会　017-723-7211

개최기간：8월2일～7일　※1일은 전야제

Time：August 1 / 6pm-9pm  August 2-6 / 7：10-9pm 시간：1일 전야제는 6PM～9PM,  2일～6일은 7：10PM～9PM.

Inquiry：Aomori Tourism and Convention Association　017-723-7211 문의：아오모리 관광콘벤션협회　017-723-7211
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日本を代表する夏まつりの１つ。青森ねぶたは明治に入って巨大化し、当時は高さ
約20mのものを100人で担いだという記録もあります。約2時間、3キロものコースを
ラッセラーの掛け声で跳ね続けるエネルギッシュなこの祭りには観光客でも、祭り
衣装を着用することでハネトとして参加できます。最終日にはねぶたの海上運行が
行われ、海上を行き交う幻想的なねぶたと、短い夏の夜空を焦がす大輪の花火を
観覧できます。

Aomori Nebuta Festival 아오모리 네부타 축제
This festival is one of the major summer festival in Japan. The size of
Nebuta floats became bigger in the Meiji period, and according to the
records  a Nebuta float with a height of 20 meters was carried by 100
people. The festival lasts 2 hours by keep hopping and shouting "rasse-
ra!" on the course of 3km. Tourists can join this exciting festival as
Haneto dancers by putting on the festival costume.
On the last day of the festival, enchanting Nebuta Sea Parade and the
fireworks can be enjoyed.

Period：August 2-7　※The night before the festival is August 1

일본을 대표하는 여름축제중의 하나인 아오모리 네부타축제는, 메이지
시대에는 높이 약 20미터의 네부타를 100명이 끌었다는 기록도 있습니
다. 3킬로미터의 거리를 약 2시간에 걸쳐, 랏세라란 우렁찬 구호와 함께
춤을 추는 열정적인 축제에는 관광객도 축제의상을 입으면 하네토(춤
꾼)가 되어 참가할 수 있습니다., 마지막날에는 네부타의 해상운항이 이
루어져, 바다 위를 떠다니는 환상적인 네부타와 짧은 여름의 밤을 수놓
는 불꽃놀이를 구경할 수 있습니다.

主要なお祭り (夏）

青森ねぶたまつり



開催時期：8月2日～7日　※1日は前夜祭

時間：1日前夜祭は6PM～9PM  2日～6日は7：10PM～9PM.

問：青森観光コンベンション協会　017-723-7211

日期：8月2日～7日　※1日前夜祭

時間：1日前夜祭 6PM～9PM  2日～6日  7：10PM～9PM. 时间：1日前夜祭 6PM～9PM  2日～6日7：10PM～9PM.

詢問：青森観光協議會　017-723-7211 询问：青森观光协议会　017-723-7211

主要なお祭り (夏）

青森ねぶたまつり
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日本を代表する夏まつりの１つ。青森ねぶたは明治に入って巨大化し、当時は高さ
約20mのものを100人で担いだという記録もあります。約2時間、3キロものコースを
ラッセラーの掛け声で跳ね続けるエネルギッシュなこの祭りには観光客でも、祭り
衣装を着用することでハネトとして参加できます。最終日にはねぶたの海上運行が
行われ、海上を行き交う幻想的なねぶたと、短い夏の夜空を焦がす大輪の花火を
観覧できます。

青森餒鈽躂節 青森馁钸哒节
日本具有代表性的夏季慶典之一。青森餒鈽躂的花車,從明治時代開始變
得大型化。據說当時有高約20m，由100多人來推動的花車。屆時花車在
街中行進約2小時，行程約3公里。人們在花車的周圍跳著歡快的舞蹈，口
中不停地喊著「啦塞啦」的號子，在路邊觀賞的遊人也可穿上專用的節日
服裝參加跳舞的隊伍。在最後的一天還要進行海上運行活動,屆時餒鈽躂
的花車在被焰火映紅的海面上游動，其情景甚為壯觀。

日期：8月2日～7日　※1日前夜祭

日本具有代表性的夏季庆典之一。青森馁钸哒的花车,从明治时代开始变得大型
化。据说当时有高约20m，由100多人来推动的花车。届时花车在街中行进约2小
时，行程约3公里。人们在花车的周围跳着欢快的舞蹈，口中不停地喊著“啦塞
啦”的号子，在路边观赏的游人也可穿上专用的节日服装参加跳舞的队伍。在最
后的一天还要进行海上运行活动,届时馁钸哒的花车在被焰火映红的海面上游
动，其情景甚为壮观。



交通：土手町コース　弘前駅より徒歩約10分～30分　駅前コース：弘前駅中央口すぐ

問：弘前市立観光館　0172-37-5501

Inquiry：Hirosaki Municipal Tourist Center　0172-37-5501 문의：히로사키 시립관광관　0172-37-5501
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開催時期・時間・場所：8月1日～4日（土手町コース）7PM～．8月5日・6日（駅前コース）7PM～．
8月7日（土手町なぬか日コース　10AM～）

Hirosaki NeputaFestival is a summer festival which 80 of small and big
Neputa floats designed from Chinese warrior legends take on the street of
the castle town.
Although there are various theories about the origin of Neputa, the theory
of which Neputa is originated from "Nemuri Nagashi", the ritual casting
out drowsiness and laziness which distract farmers to work during busy
summer season is generally accepted. Now the Neputa floats such as the
ones carried by children, and smaller floats leading the larger floats are
made in a variety of designs. Towns are filled with the soft glow of those
floats and echo the sounds of flutes and drums.

히로사키시 네푸타축제는, 삼국지나 수호전등의 화려하고 용감한 무사
그림을 제목으로 한 약 80대의 크고 작은 네푸타가 시가지를 행진하는
여름축제입니다. 유래는 다양하지만, 여름에 농사일을 방해하는 졸음
을 쫒는 '네무리나가시'라는 농민행사가 변형된 것으로 어원도 '네무리
나가시'에서 왔다고 전해지고 있습니다. 현재는 어린이네푸타, 전등롱
등 다양한 형태의 네푸타를 비롯해, 카가미에(앞면 그림)와 미오꾸리에
(뒷면 그림)가 대조적인 '오우기(부채형)네푸타', 전통적으로 화려한 '쿠
미네푸타'등이、피리나 큰북등의 악기연주에 맞춰 시민들의 손에 의해
운행되고 있습니다.

Hirosaki Neputa Festival 히로사키 네푸타 축제

개최시기・시간・장소：8월1일～4일（도테마찌코스）7PM～．
8월5일・6일（역전코스）7PM～.
8월7일（도테마찌 최종일 코스　10AM～）

Period, Time & Place： August1-4（Dotemachi）, from 7pm / August 5 & 6
（Ekimae）, from 7pm / August7（Doemachi Nanuka), from 10am

Access： Dotemachi Course/ 10-30 min walk from Hirosaki sta.  Ekimae
Course：Near the Central Exit of Hirosaki sta.

교통：도테마찌코스는　히로사키역에서 도보 약 10분～30분,
역전코스：히로사키역 앞

主要なお祭り (夏）

弘前ねぷたまつり
弘前ねぷたまつりは、三国志や水滸伝などの武者絵を題材とした大小約80台の勇
壮華麗なねぷたが、城下町を練り歩く夏まつりです。由来は諸説ありますが、夏の
農作業の妨げとなる眠気などを流す「眠り流し」という農民行事から生まれ、語源も
この「眠り流し」から転訛したのではないかといわれています。現在は、子どもねぷ
たや前燈籠など様々に趣向を凝らし、鏡絵の雄姿と見送りの幽玄さが対照的な「扇
ねぷた」、伝統ある豪華絢爛な「組ねぷた」とともに、情緒ある笛や太鼓のねぷた囃
子にのせて、市民らの手によって運行されています。



交通：土手町コース　弘前駅より徒歩約10分～30分　駅前コース：弘前駅中央口すぐ

問：弘前市立観光館　0172-37-5501

詢問：弘前市立観光館　0172-37-5501 询问：弘前市立观光馆　0172-37-5501

主要なお祭り (夏）

弘前ねぷたまつり
弘前ねぷたまつりは、三国志や水滸伝などの武者絵を題材とした大小約80台の勇
壮華麗なねぷたが、城下町を練り歩く夏まつりです。由来は諸説ありますが、夏の
農作業の妨げとなる眠気などを流す「眠り流し」という農民行事から生まれ、語源も
この「眠り流し」から転訛したのではないかといわれています。現在は、子どもねぷ
たや前燈籠など様々に趣向を凝らし、鏡絵の雄姿と見送りの幽玄さが対照的な「扇
ねぷた」、伝統ある豪華絢爛な「組ねぷた」とともに、情緒ある笛や太鼓のねぷた囃
子にのせて、市民らの手によって運行されています。

弘前餒菩躂節 弘前馁菩哒节

日期・时间・场所：8月1日～4日（土手町路线）7PM～．
8月5日・6日（站前路线）7PM～．
8月7日（土手町  最后一天　10AM～）

日期・時間・場所：8月1日～4日（土手町路線）7PM～．
8月5日・6日（站前路線）7PM～．
8月7日（土手町  最後一天　10AM～）

交通：土手町路線
弘前站徒歩約10～30分鐘　站前路線：弘前站中央口

交通：土手町路线
弘前站徒歩约10～30分钟　站前路线：弘前站中央口

弘前餒菩躂節,是弘前市大型夏季慶典之一。屆時由大小80台勇壮華麗的
花車組成的遊行隊伍,沿街道行進。其花車所繪內容多以「三國志」、「水滸
傳」及武者繪為題材。其由来説法眾多,一般認為是源於當地農民為了驅
趕夏日睡意而舉行的一種活動。從「餒菩躂」的語源來看也有「驅趕夏日睡
意」之意。現在弘前餒菩躂節的內容豐富多彩，增加了一些新的內容。其
中歡快的「兒童餒菩躂」、情趣對比的「扇餒菩躂」、豪華絢爛的「組餒菩
躂」很受歡迎。人們在傳統樂曲的伴奏下，推著餒菩躂花車在街中行進。

弘前馁菩哒节,是弘前市大型夏季庆典之一。届时由大小80台勇壮华丽的花车组
成的游行队伍,沿街道行进。其花车所绘内容多以“三国志”、 “水浒传”及武者绘
为题材。其由来说法众多,一般认为是源于当地农民为了驱赶夏日睡意而举行的
一种活动。从“馁菩哒”的语源来看也有“驱赶夏日睡意”之意。现在弘前馁菩哒
节的内容丰富多彩，增加了一些新的内容。其中欢快的“儿童馁菩哒”、情趣对比
的“扇馁菩哒”、豪华绚烂的“组馁菩哒”很受欢迎。人们在传统乐曲的伴奏下，
推着馁菩哒花车在街中行进。
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開催時期・時間・場所：8月1日～4日（土手町コース）7PM～．
8月5日・6日（駅前コース）7PM～．
8月7日（土手町なぬか日コース　9AM～）



開催時期：7月31日～8月4日　　時間：日によって異なります。

場所：八戸市中心街他　　交通：本八戸駅より徒歩約5分

問：八戸観光コンベンション協会　0178-41-1661　八戸市観光課 0178-46-6060

Period：July 31-August 4　　Time：Varies by date 개최시기：7월31일～8월4일　　시간：날짜에 따라 다릅니다.
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Hachinohe Sansha Grand Festival 하치노헤 산샤다이사이 축제

장소：하치노해시의 중심가
교통：하치노헤역에서 도보 약 5분

Hachinohe Sansha Grand Festival is the biggest festival in Hachinohe area
started in 1721. The origin of the festival is the leading merchants
displayed dolls in front of the store, then started to join the shrine march
by putting on dolls on the float. The size, mechanical floats and design
have kept changing in the history and became the current form. The
festival which 27 gorgeous floats designed from legends, myth and Kabuki
take on the central street of the city is designated as the national
important cultural property.
The festival attracts 1,100,000 visitors by the parade of magnificent floats.

Place：Downtown of Hachinohe City
Access：5 min walk from Hon-Hachinohe sta.

Inquiry：Hachinohe Tourism and Convention Association　0178-41-1661
Tourism Section, Hachinohe City Hall  0178-46-6060

문의：하치노헤 관광콘벤션협회　0178-41-1661
하치노헤시 관광과 0178-46-6060

主要なお祭り (夏）

八戸三社大祭
八戸三社大祭は、1721年に始まった八戸地方最大の祭。最初は、有力な商人が店
先に人形を飾っていたものがやがて屋台に載せて神社行列にお供をするようにな
り、大きさ・からくり操作など時代の流れの中で現在の形へと移り変わってきまし
た。国の重要文化財に指定され、神話・伝説・歌舞伎などを題材にした豪華絢爛な
27台の山車が市の中心部を練り歩きます。華麗な人形山車を見るため約110万人
の観光客が訪れます。

하치노헤 산샤다이사이는, 1721년에 시작된 하치노헤지방의 가장 큰
축제로, 처음에는 부유한 상인이 가게 앞에 인형을 장식한 것이었지만,
이 인형이 수레에 실려 신사참배행렬에 참가하게 되면서, 크기와 움직
이는 조작등 시대의 유행에 맞춰 변천되어 지금을 형태를 갖추게 되었
습니다. 일본의 중요문화재로 지정되어 있으며, 신화, 전설, 가부키등을
제목으로 한 화려하고  현란한 수레 27대가 시의 중심부를 행진합니다.
이 화려한 인형수레를 보기위해 약 10만명의 관광객이 방문합니다.



開催時期：7月31日～8月4日　　時間：日によって異なります。

場所：八戸市中心街他　　交通：本八戸駅より徒歩約5分

問：八戸観光コンベンション協会　0178-41-1661　八戸市観光課 0178-46-6060

日期：7月31日～8月4日　　時間：每日不同。 日期：7月31日～8月4日　　时间：每日不同。

八户三社大祭,始于1721年是八户地区最大的节日庆典。最初是当地的富商们为
了炫耀自己的财力,在自家或是商店门口摆放各种人形,不久又将人形放在花车
上推到神社供奉,后来逐渐演变成现在的形式。其规模和构造也变得越来越复
杂。现在被指定为国家重要文化财(文物)。大祭期间,27台以神话、传说、歌舞伎
等为题材的豪华花车，在人们的牵引下,沿街行进。大祭期间,每年都吸引大量的
观光客来此一睹大祭的盛景。

八戸三社大祭,始於1721年是八戸地區最大的節日慶典。最初是當地的富
商們為了炫耀自己的財力,在自家或是商店門口擺放各種人形,不久又將
人形放在花車上推到神社供奉,後來逐漸演變成現在的形式。其規模和構
造也變得越來越複雜。現在被指定為國家重要文化財(文物)。大祭期間,
27台以神話、傳說、歌舞伎等為題材的豪華花車，在人們的牽引下,沿街
行進。大祭期間,每年都吸引大量的觀光客來此一睹大祭的盛景。

場所：八戸市中心街      　　交通：本八戸站徒歩約5分鐘

詢問：八戸觀光協議會　0178-41-1661　八戸市觀光課 0178-46-6060 询问：八戸观光协议会　0178-41-1661　八戸市观光课 0178-46-6060

主要なお祭り (夏）

八戸三社大祭
八戸三社大祭は、1721年に始まった八戸地方最大の祭。最初は、有力な商人が店
先に人形を飾っていたものがやがて屋台に載せて神社行列にお供をするようにな
り、大きさ・からくり操作など時代の流れの中で現在の形へと移り変わってきまし
た。国の重要文化財に指定され、神話・伝説・歌舞伎などを題材にした豪華絢爛な
27台の山車が市の中心部を練り歩きます。華麗な人形山車を見るため約110万人
の観光客が訪れます。

八戸三社大祭 八户三社大祭

场所：八戸市中心街      　　交通：本八戸站徒歩约5分钟
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開催時期：8月4日～8日　時間：7PM～9PM　

場所：五所川原市中心市街地　　交通：五所川原駅より徒歩約3分

問：(社）五所川原市観光協会　0173-38-1515

Period：August4-8　Time：7pm-9pm　

Inquiry： Goshogawara City Tourism Association　0173-38-1515 문의：(사단법인）고쇼가와라시 관광협회　0173-38-1515
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Goshogawara Tachineputa 고쇼가와라 다치네푸타
고쇼가와라시의 네푸타는 '다치네푸타'라고 합니다. 이 거대한 네푸타
가 고쇼가와라시의 기록에 등장한 것은, 1907년쯤이라고 알려져 있습
니다. 당시는 아오모리현내의 유명 거부나 대지주들이 힘을 과시하기
위해 네푸타의 높이를 서로 경쟁하였으며, 현재는 높이 22ｍ、무게 19ｔ
의 거대한 다치네푸타가 「야테마레！야테마레！」라는 구호와 함께 고
쇼가와라시를 행진, 그 압도적인 박력으로 연도에 모인 관광객들을 매
료시키고 있습니다. 네푸타의 운행은 3대의 대형네푸타를 시작으로 각
마을과 학교, 애호가모임등이 만든 중형, 소형의 네푸타를 합쳐, 15대
정도의 수레가 행진합니다.

Neputa in Goshogawara City is called "Tachineputa". This gigantic Neputa
is said to appear on the history records around 1907. It used to be the
symbol of leading merchants and landlords in Aomori, and gradually
became taller. Now the parade of gigantic floats in a height of 22 meters
and weigh 19ｔons take on the main street of Goshogawara-city along with
a call of "Yatte-mare! Yatte-mare!"impress onlookers. Every year 15
floats consist of the giant 3 Tachineputa floats, middle-size floats made by
neighborhood groups or schools, and small-size floats appear on the
parade.

Place：Downtown of Goshogawara City
Access：3 min walk from Goshogawara sta..

장소：고쇼가와라시 중심지
교통：고쇼가와라역에서 도보 약 3분

개최시기：8월4일～8일　시간：7PM～9PM

主要なお祭り (夏）

五所川原立佞武多
五所川原市のねぷたは、「たちねぷた」と呼ばれています。この巨大ねぷたが、五
所川原の記録に登場するのは、1907年頃といわれています。当時、県内にその名
を轟かせた豪商、大地主の力の象徴として、巨大ねぷたは高さを誇るようになり、
現在は高さ22ｍ、重さ19ｔの巨大な山車が「ヤッテマレ！ヤッテマレ！」の掛け声の
もと、五所川原市街地を練り歩き、その圧倒的迫力で沿道の観客を魅了します。
運行は3台の大型立佞武多と町内・学校・愛好会などでつくられる中型、小型のね
ぷたと合わせ、15台前後が出陣します。



開催時期：8月4日～8日　時間：7PM～9PM　

場所：五所川原市中心市街地　　交通：五所川原駅より徒歩約3分

問：(社）五所川原市観光協会　0173-38-1515

日期：8月4日～8日　時間：7PM～9PM　

詢問：(社）五所川原市觀光協會　0173-38-1515 询问：(社）五所川原市观光协议会　0173-38-1515

五所川原市的佞武多(睡魔花車)被稱為「立佞武多」。該市的巨大佞武多
始於1907年，當時青森縣內有名的富商、大地主為了展示自己的財力，爭
相製做高大的「立佞武多」。現在的「立佞武多」高約高22米，重約重19噸。
在五所川原市的「立佞武多」節期間，15台大、小型立佞武多在齊聲號子
下被拉向街區，由人力（50人）推動其行進。其強烈的震撼力深深地吸引
著眾多的觀眾，每年在「立佞武多」節期間有大量的國內外遊客慕名而來

場所：五所川原市中心市街　　交通：五所川原站徒歩約3分鐘 场所：五所川原市中心市街　　交通：五所川原站徒歩约3分钟

日期：8月4日～8日　时间：7PM～9PM

主要なお祭り (夏）

五所川原立佞武多
五所川原市のねぷたは、「たちねぷた」と呼ばれています。この巨大ねぷたが、五
所川原の記録に登場するのは、1907年頃といわれています。当時、県内にその名
を轟かせた豪商、大地主の力の象徴として、巨大ねぷたは高さを誇るようになり、
現在は高さ22ｍ、重さ19ｔの巨大な山車が「ヤッテマレ！ヤッテマレ！」の掛け声の
もと、五所川原市街地を練り歩き、その圧倒的迫力で沿道の観客を魅了します。
運行は3台の大型立佞武多と町内・学校・愛好会などでつくられる中型、小型のね
ぷたと合わせ、15台前後が出陣します。

五所川原立佞武多 五所川原立佞武多
五所川原市的佞武多(睡魔花车)被称为“立佞武多”。该市的巨大佞武多始于
1907年，当时青森县内有名的富商、大地主为了展示自己的财力，争相制做高大
的“立佞武多”。现在的“立佞武多”高约高22米重约重19吨。 在五所川原市的
“立佞武多节”期间，15台大、小型立佞武多在齐声号子下被拉向街区，由人力
（50人）推动其行进。其強烈的震撼力深深地吸引着众多的观众，每年在“佞武多
节”期间有大量的国内外游客慕名而来
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開催時期：8月下旬　　場所：田名部神社

交通：下北駅より車で約10分

問：むつ市商工観光課　0175-22-1111

Period：Late August 　　Place：Tanabu Shrine 개최시기：8월 하순　　장소：타나부 신사

Access： 10 min by car from Shimokita sta. 교통：시모키타역에서 차로 약 10분

Inquiry：Mutsu-City Tourism Section　0175-22-1111 문의：무쯔시 상공관광과　0175-22-1111
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The biggest festival in Shimokita area, "Tanabu Festival" is said to be
brought from west through maritime trade including Kitamae ship. In Edo
Peiod the area was blessed with prosperity as the port of shipment for the
local important products such as Hiba cypress, Kelp and abalone.
The gorgeous float parade on the street show a different aspect between
the daytime to nighttime. The midnight of the last day, as a climax of the
festival, 5 floats get together and drink sake together to promise meeting
again next year.

시모키타지방 최대의 축제인 '타나부 축제'는, 에도시대 이 지방의 중요
한 생산품인 노송나무나 다시마, 전복등을 거래했던 무역선이 동해쪽
항로를 이용하면서 항구로 번성하였던 것에서 유래되었다고 알려져 있
습니다. 호화찬란한 수레가 악기연주와 함께 시내를 행진하는 축제는
낮과 밤 서로 다른 모습을 보여 주고 있으며, 마지막날 심야에는 5대의
수레가 모여 술을 나눠마시며 다음해 다시 만날 것을 맹세하는 '5수레
작별'로 클라이막스를 맞이합니다.

主要なお祭り (夏）

田名部まつり
下北地方最大の祭礼「田名部まつり（田名部神社例大祭）」は、北前船などの西廻
り航路の海運によってもたらされたものと考えられています。江戸時代、この地方
の重要な産物であるヒバや昆布、アワビの積み出し港として栄えました。絢爛豪華
な山車が囃子と共に市内を練り歩く祭りは昼と夜とで違う表情を見せます。最終日
の深夜には、5台の山車が集り、樽酒を酌み交わし来年の再会を誓う「五車別れ」
でクライマックスを迎えます。

Tanabu Festival 타나부 축제



開催時期：8月下旬　　場所：田名部神社

交通：下北駅より車で約10分

問：むつ市商工観光課　0175-22-1111

日期：8月下旬　　場所：田名部神社 日期：8月下旬　　场所：田名部神社

交通：下北站 約10分鐘車程 交通：下北站 約10分钟车程

詢問：陸奧市商工觀光課　0175-22-1111 询问：陆奧市商工观光课　0175-22-1111

下北地方最大の祭礼「田名部まつり（田名部神社例大祭）」は、北前船などの西廻
り航路の海運によってもたらされたものと考えられています。江戸時代、この地方
の重要な産物であるヒバや昆布、アワビの積み出し港として栄えました。絢爛豪華
な山車が囃子と共に市内を練り歩く祭りは昼と夜とで違う表情を見せます。最終日
の深夜には、5台の山車が集り、樽酒を酌み交わし来年の再会を誓う「五車別れ」
でクライマックスを迎えます。

田名部節 田名部节
青森縣下北地區最大的慶典活動。據說該慶典活動與「北前船」海運有
關。江戸時代，該地區以輸出海帶、鮑魚等而繁榮。絢爛豪華的花車在傳
統音樂的伴奏下,在人們的推拉下沿街區行進。最後一天的深夜，5台花車
聚集在一起舉行「五車別離」儀式。人們搬出大桶的美酒共飲，并相約來
年再俱於此，此時整個慶典活動推被推向高潮。

青森县下北地区最大的庆典活动。据说该庆典活动与“北前船”海运有关。江户
时代，该地区以输出海带、鲍鱼等而繁荣。绚烂豪华的花车在传统音乐的伴奏
下,在人们的推拉下沿街区行进。最后一天的深夜，5台花车聚集在一起举行“五
车别离”仪式。人们搬出大桶的美酒共饮，并相约来年再俱于此，此时整个庆典
活动推被推向高潮。

主要なお祭り (夏）

田名部まつり
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開催時期：8月15日～16日　時間 7PM～

交通：黒石駅から徒歩約10分

問：黒石観光協会 0172-52-3488　黒石商工会議所 0172-52-4316

Period：August 15-16　Time: 7pm- 개최시기：8월15일～16일　시간 7PM～

Access：10 min walk from Kuroishi sta.
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Kuroishi Yosare 구로이시시의 요사레 춤
Kuroishi Yosare is known as one of Japan's three major Nagashi Odori
(parade dancing). It is said to be originated 500-600 years ago, and was a
pair dance of male and female to represent love call. 3,000 dancers
dancing together with a call "Eccha Ho" by taking over the street is
spectacular. Visitors are able to join the dance.

Inquiry：
Kuroishi City Tourism Association  0172-52-3488
Kuroishi Chamber of Commerce and Industry  0172-52-4316

문의：구로이시관광협회 0172-52-3488
구로이시상공회의소 0172-52-4316

교통：구로이시역에서 도보 약 10분

구로이시의 요사레는 일본 3대 '행진 춤'의 하나로 유명합니다. 기
원은 500～600년 전부터로 알려져 있으며, 당시에는 봉오도리(일
본 추석 때 추는 춤)에서 사랑을 주고 받는 노래였다고 합니다.
「엣챠호」라는 함성과 함께 약 3,000명의 손춤이 거리를 가득 메우
며 춤을 추는 모습은 압권입니다. 이 '행진 춤'에는 뛰어들어 참가
해 춤을 출 수도 있습니다.

主要なお祭り (夏）

黒石よされ
黒石よされは｢日本三大流し踊り｣の一つとして有名です。起源は500～600年前か
らといわれ、当時は、盆踊りの時の恋の掛け合い唄だったといわれています。「エッ
チャホ―」の掛け声とともに約3,000人の踊り手が街中を埋め尽くし踊る様子は圧巻
です。この流し踊りには、飛び入り参加も可能です。



開催時期：8月15日～16日　時間 7PM～

交通：黒石駅から徒歩約10分

問：黒石観光協会 0172-52-3488　黒石商工会議所 0172-52-4316

日期：8月15日～16日　時間 7PM～ 日期：8月15日～16日　时间 7PM～

交通：黒石站  徒歩約10分鐘

主要なお祭り (夏）

黒石的「喲撒來」是日本三大「流舞」(節慶之時沿街邊走邊跳的舞蹈)之
一。據說起源於500～600年前。当時,在盂蘭盆舞會上，人們一邊跳舞一
邊對唱戀歌 。屆時, 3000人沿街在「哎恰嗥－」的號子聲中,一邊舞蹈一邊
行進，其情景甚是熱鬧。如果有興趣的話，還可以加入到舞蹈的人群中。

詢問：黒石觀光協會  0172-52-3488
黒石商工會議所 0172-52-4316

询问：黒石观光协会  0172-52-3488
黒石商工会议所 0172-52-4316

交通：黒石站  徒歩约10分钟

黑石的“哟撒来”是日本三大“流舞”(节庆之时沿街边走边跳的舞蹈)之一。据说
起源于500～600年前。当时,在盂兰盆舞会上，人们一边跳舞一边对唱恋歌。届
时,3000人沿街在“哎恰嗥”的号子声中,一边舞蹈一边行进，其情景甚是热闹。如
果有兴趣的话，还可以加入到舞蹈的人群中。

黒石よされ
黒石よされは｢日本三大流し踊り｣の一つとして有名です。起源は500～600年前か
らといわれ、当時は、盆踊りの時の恋の掛け合い唄だったといわれています。「エッ
チャホ―」の掛け声とともに約3,000人の踊り手が街中を埋め尽くし踊る様子は圧巻
です。この流し踊りには、飛び入り参加も可能です。

黒石「喲撒來」 黑石“哟撒来”
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開催時期：8月中旬

場所：野辺地町内

問：野辺地町観光協会　0175-64-9555

Period：Mid August 개최시기：8월 중순

Place：Noheji Town 장소：노헤지마찌 내

Inquiry：Noheji Tourism Association　0175-64-9555 문의：노헤지마찌 관광협회　0175-64-9555
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Noheji Gion Festival is a festival descended from Kyoto Gion Festival,
which is one of the art and culture brought by Kitamae ship when the area
was blessed with prosperity as the commercial port of Nanbu Domain. It is
an outstandingly elegant festival compare to other float festivals. The
festival starts from offering a giant sacred rope with a length of 11meters
and weighs 1.5 tons to Hachiman Shrine. On the 2nd and 4th day, the float
parade takes place with beautiful doll floats. On the 3rd day, a ship parade,
which symbolize Noheji prospered by the marine business can be enjoyed.
Fireworks takes place and the whole town is filled with a festival
atmosphere.

「노헤지 기온마쯔리」는, '교토 기온마쯔리'의 격식을 이어받은 축제로,
그 옛날 유수의 상업항구로서 번성했던 때에 무역선을 타고 유입된 예
술문화의 하나입니다. 이 축제는 길이 11ｍ・무게1.5トン의 짚으로 만든
동아줄을 하찌만구 신사에 봉납하는 「시메아게」를 시작으로, 2일째와
4일째에는 호화찬란한 인형수레의 합동운행으로 거리를 장식합니다. 3
일째는 바닷길로 번성했던 노헤지 마을의 상징인 선박의 「해상 행차」
가, 밤에는 불꽃놀이가 개최되어, 마을은 온통 축제의 물결에 휩싸이게
됩니다.

主要なお祭り (夏）

のへじ祇園まつり
「のへじ祇園まつり」は、京都祇園まつりの流れをくむ華やかな祭りで、その昔南部
藩有数の商湾として栄えた時代に北前船に乗って移入された芸術文化の1つ。他
の山車まつりでは、類をみない独特の優雅な祭りです。長さ11ｍ・重さ1.5トンの大し
め縄を八幡宮に奉納する「しめあげ」をかわきりに、２日目と４日目には、山車の合
同運行が行われ、豪華絢爛な人形山車が彩ります。３日目は、海で栄えた野辺地
を象徴する船の大パレード「海上渡御」、夜には、町商工会青年部による花火大会
が開催され、町は祭り祭り一色となります。

Noheji Gion Festival 노헤지 기온마쯔리 축제



開催時期：8月中旬

場所：野辺地町内

問：野辺地町観光協会　0175-64-9555

日期：8月中旬 日期：8月中旬

場所：野邊地町内 场所：野边地町内

詢問：野邊地町觀光協會　0175-64-9555 询问：野边地町观光协会　0175-64-9555

野边地祗园节

「のへじ祇園まつり」は、京都祇園まつりの流れをくむ華やかな祭りで、その昔南部
藩有数の商湾として栄えた時代に北前船に乗って移入された芸術文化の1つ。他
の山車まつりでは、類をみない独特の優雅な祭りです。長さ11ｍ・重さ1.5トンの大し
め縄を八幡宮に奉納する「しめあげ」をかわきりに、２日目と４日目には、山車の合
同運行が行われ、豪華絢爛な人形山車が彩ります。３日目は、海で栄えた野辺地
を象徴する船の大パレード「海上渡御」、夜には、町商工会青年部による花火大会
が開催され、町は祭り祭り一色となります。

野邊地祇園節
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「野邊地祇園節」源於京都的祇園節，後經不斷發展而形成的。過去南部
藩有数個商業港湾,海運發達,因而「北前船」將南方的一些芸術文化帶入
了當地。該慶典的花車與其他地區的花車有所不同,具有獨特的優雅感。
把長11ｍ,重1.5頓的祭典草縄挂在八幡宮前,便揭開了慶典的序幕。第２天
和第４天，各種花車進行聯合運行活動。屆時,豪華絢爛的人形花車紛紛
登場。第３天,為了感謝大海的恩惠,舉行海上運行活動－「海上渡御」。夜
晚由町商工会青年部主辦的焰火大會將整個節日慶典的氣氛推向高潮。

“野边地祗园节”源于京都的祇园节，后经不断发展而形成的。过去南部藩有数
个商业港湾,海运发达,因而“北前船”将南方的一些艺术文化带入了当地。该庆
典的花车与其他地区的花车有所不同,具有独特的优雅感。把长11ｍ,重1.5顿的
祭典草绳挂在八幡宫前,便揭开了庆典的序幕。第２天和第４天，各种花车进行联
合运行活动。届时,豪华绚烂的人形花车纷纷登场。第３天,为了感谢大海的恩惠,
举行海上运行活动－“海上渡御”。夜晚由町商工会青年部主办的焰火大会将整
个节日庆典的气氛推向高潮。

主要なお祭り (夏）

のへじ祇園まつり



開催時期：8月下旬

場所：つがる市役所前他

問：つがる市商工観光課　0173-42-2111

Period：Late August 개최시기：8월 하순

Place： Near Tsugaru City Office 장소：츠가루시 시청앞 외
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Ｔsugaru-City Horse Market Festival
1903년, 기즈쿠리 마을에서 시작된 우시장은 동북지방의 3대 우시장의
하나로 유명했지만, 농업의 근대화로 쇠퇴하였습니다. 이에 1975년에
전통적인 우시장을 후세에 남기기 위해 「우마이찌마쯔리(우시장축제)」
가 시작되었습니다. 행진하며 추는 춤과 함께 말등롱의 퍼레이드가 열
리고, 마지막에는 일렬로 늘어선 말등롱에 불을 붙입니다. 여름 밤하늘
을 붉게 물들이며 타는 말등롱 위로 불꽃놀이가 열리는 「닛타 히마쯔
리(불꽃 축제)」로 축제는 클라이막스에 달합니다.

The Horse Market which started to be held in Kizukuri area from 1903 used
to be well known as one of the biggest horse markets in Tohoku, but decayed
by the modernization of agriculture.
Horse Market Festival started from 1975 to pass down the tradition. After
the parade of horse-shaped Nebuta along with Nagashi dance, the horse-
shaped Nebuta stand in line, and get burnt. The festival reaches its climax
with the burning fire and fireworks.

1903年、木造で始まった馬のせり市は、東北三大馬市に数えられるほど有名でし
たが、農業の近代化により衰退してしまいました。そこで、1975年に伝統の馬市を
後世に伝えるため、「馬市まつり」は始まりました。流し踊りと共に馬ねぶたがパ
レードし、最後には一列に並んだ馬ねぶたに火が放たれます。夏の夜空を赤く焦が
していく中で花火が打ち上げられる「新田火まつり」でまつりはクライマックスに達し
ます。

츠가루시 우마이찌(우시장) 축제

主要なお祭り (夏）

つがる市　馬市まつり

Inquiry：Commerce and Tourism Section,
Tsugaru City Office 0173-42-2110

문의：츠가루시 상공관광과　0173-42-2110



開催時期：8月下旬

場所：つがる市役所前他

問：つがる市商工観光課　0173-42-2111

日期：8月下旬 日期：8月下旬

場所：津輕市政府前 场所：津轻市政府前

詢問：津輕市商工觀光課　0173-42-2111 询问：津轻市商工观光课　0173-42-2111

津轻马市节

主要なお祭り (夏）

つがる市　馬市まつり
1903年、木造で始まった馬のせり市は、東北三大馬市に数えられるほど有名でし
たが、農業の近代化により衰退してしまいました。そこで、1975年に伝統の馬市を
後世に伝えるため、「馬市まつり」は始まりました。流し踊りと共に馬ねぶたがパ
レードし、最後には一列に並んだ馬ねぶたに火が放たれます。夏の夜空を赤く焦が
していく中で花火が打ち上げられる「新田火まつり」でまつりはクライマックスに達し
ます。

津轻马市,是日本东北三大马市之一。始于1903年的马市随着农业的现代化而衰
退。为了让后世传承“马文化”，1975年开始举办“马市节”。由马队组成的游行
队伍与馁钸哒(睡魔花车)同行。最后马队排成一列，周围燃起焰火，夜空被华丽
的焰火映红,此时的庆典活动被推向高潮。

津輕馬市,是日本東北三大馬市之一。始於1903年的馬市隨著農業的現代
化而衰退。為了讓後世傳承「馬文化」，1975年開始舉辦「馬市節」。由馬隊
組成的遊行隊伍與奈鈽嗒鐽(睡魔花車)同行。最後馬隊排成一列，周圍燃
起焰火，夜空被華麗的焰火映紅,此時的慶典活動被推向高潮。

津輕馬市節
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開催時期：10月下旬～11月上旬　時間：9AM～5PM

場所：弘前公園内「植物園」

問：弘前市立観光館　0172-37-5501

Period：Late October to Early November　Time： 9am-5pm 개최시간：10월 하순～11월 초순 시간：9AM～5PM

Place：Botanical Garden in Hirosaki Park 장소：히로사키공원내「식물원」

Inquiry：Hirosaki Municipal Tourist Center　0172-37-5501 문의：히로사키시립관광관　0172-37-5501
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主要なお祭り (秋）

弘前城菊と紅葉まつり
山々の色づきに少し遅れて、弘前公園の紅葉も1000本の楓、2600本の桜が美しい色を放ち
ます。鮮やかなお城の紅葉の中で行われる弘前城菊と紅葉まつりは、紅葉を楽しみ、お互
いに育てた菊を持ち寄って品評会などをおこなっていた観楓会が発展し、1962年に「菊とも
みじまつり」の名称で始まりました。現在は、弘前城植物園を会場に、北奥羽随一の豪華絢
爛な菊人形や、欧米の庭園に良く見られる動物などをかたどった菊のトピアリー、丹精込め
て造られた大輪、中輪、懸崖などの香り高い菊花が見事に咲き競い、古城の秋を演出しま
す。その他にも弘前公園には紅葉の美しいポイントがたくさんあり、訪れる人に深まる秋を感
じさせます。

After the colors of mountains completely became red and yellow, tree
leaves in Hirosaki Park such as 1000 of maple trees and 2600 of cherry
trees start to change their colors beautifully in Autumn. The festivel
originates a maple viewing party which was held to enjoy viewing colored
maple leaves and showing their own flowers each other by bringing raised
chrysanthemum.
The festival officially started in 1962 as called "Chrysanthemum and
Autumn Foliage Festival".
The festival is held mainly in Hirosaki Castle Botanical Garden, displaying
gorgeous chrysanthemum dolls, "topiary" often seen in Europian gardens in
the shape of animals, is made from chrysanthemum.
A large number of small and big chrisanthemum flowers produce the autumn
atmosphere to the old castle park.

산에 단풍이 들고 난 다음, 히로사키공원도 1000그루의 단풍나무와
2600그루의 벚나무가 멋지게 단풍들기 시작합니다. 히로사키성의 화려
한 단풍속에서 열리는 '히로사키성 국화와 단풍 축제'는, 단풍을 즐기며
국화를 품평하던 모임이 발전하여, 1962년부터 「국화와 단풍 축제」란
이름으로 시작되었습니다. 현재는, 히로사키성 식물원을 행사장으로
하여 호화찬란한 국화인형이나 동물형상등을 본뜬 국화꽃형상, 배에
꾸민 대륜, 중륜, 국화분재등이 히로사키성의 가을을 연출합니다. 그 밖
에도 히로사키공원은 단풍이 아름다운 곳이 많아 깊어가는 가을을 느
낄 수 있습니다.

히로사키성의 국화와 단풍 축제Hirosaki Castle Chrysanthemum
& Autumn Foliage Festival



開催時期：10月下旬～11月上旬　時間：9AM～5PM

場所：弘前公園内「植物園」

問：弘前市立観光館　0172-37-5501

日期：10月下旬～11月上旬　時間：9AM～5PM 日期：10月下旬～11月上旬   时间：9AM～5PM

場所：弘前公園内「植物園」 场所：弘前公园内「植物园」

詢問：弘前市立觀光館　0172-37-5501 询问：弘前市立观光馆　0172-37-5501

秋天的弘前公園,被1000棵楓樹和2600棵櫻樹裝扮得分外美麗。弘前城菊
花‧紅葉節, 始於1962年的「観楓會」,當時稱之為「菊花紅葉節」。現在,以弘
前城植物園為主会場，展示昔日北奥羽地區豪華絢爛的菊人形、欧米庭
園裡經常看到的動物菊花造型等。 人們精心培育的大輪、中輪、懸崖等
香味很濃的菊花爭相開放，令來此賞花的人們嘆為觀止。菊花・紅葉節期
間的弘前古城熱鬧非凡。

秋天的弘前公园,被1000棵枫树和2600棵樱树装扮得分外美丽。弘前城菊花•红
叶节,始于1962年的“观枫会”,当时称之为“菊花红叶节”。现在,以弘前城植物园
为主会场，展示昔日北奥羽地区豪华绚烂的菊人形、欧米庭园里经常看到的动
物菊花造型等。人们精心培育的大轮、中轮、悬崖等香味浓郁的菊花争相开放，
令来此赏花的人们叹为观止。菊花‧红叶节期间的弘前古城热闹非凡。

主要なお祭り (秋）

弘前城菊と紅葉まつり
山々の色づきに少し遅れて、弘前公園の紅葉も1000本の楓、2600本の桜が美しい
色を放ちます。鮮やかなお城の紅葉の中で行われる弘前城菊と紅葉まつりは、紅
葉を楽しみ、お互いに育てた菊を持ち寄って品評会などをおこなっていた観楓会が
発展し、1962年に「菊ともみじまつり」の名称で始まりました。現在は、弘前城植物
園を会場に、北奥羽随一の豪華絢爛な菊人形や、欧米の庭園に良く見られる動物
などをかたどった菊のトピアリー、丹精込めて造られた大輪、中輪、懸崖などの香り
高い菊花が見事に咲き競い、古城の秋を演出します。
その他にも弘前公園には紅葉の美しいポイントがたくさんあり、訪れる人に深まる
秋を感じさせます。

弘前城菊花・紅葉節 弘前城菊花•红叶节

28



開催時期：10月中旬～11月上旬

交通：弘南鉄道　黒石駅からバスで約30分　板留下車　徒歩約5分

問：黒石観光協会　0172-52-3488

Period：Mid October - Early November 개최시기：10월 중순～11월 초순

Inquiry：Kuroishi Tourism Association　0172-52-3488 문의：구로이시 관광협회　0172-52-3488
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通称"中野もみじ"と呼ばれる｢中野もみじ山｣。林の中には津軽三不動と呼ばれる｢
中野神社｣と不動館城跡があります。中野神社には、樹齢約200年の紅葉とモミの
木、樹齢500年から700年の大杉が生育し、いずれも市の天然記念物に指定されて
います。中でも大杉は津軽地方の巨木として評価されている立派なものです。全山
燃えるような鮮やかな紅葉は滝と渓流に映え、昔から景勝地として多くの行楽客が
訪れています。また、京都の「嵐山」に対し「小嵐山」とも呼ばれています。

Kuroishi Mt. Nakano Momiji   구로이시 나카노모미지야마 단풍
Mt Nakano-momiji, known with the beautiful autumn foliage has the
Nakano Shrine and Fudokan castle ruin. A 200 year-old maple tree, a fir
tree & 500-700 year-old tall cedar trees which all are designated as the
natural monuments of the city grow around Nakano Shrine. Above all, the
tall cedar trees are praised as giant trees in Tsugaru area. The mountain is
aflame with the bright colors of autumn. From old times many visitors
come here to appreciate the scenery.
The mountain is nicknamed "Small Arashiyama" from "Arashiyama", one
of Japan's greatest autumn foliage spots in Kyoto.

교통：구로이시역에서 버스로 약 30분
　'이따도메'에서 하차 도보 약 5분

Access：30 min from Kuroishi sta., Konan Railway by bus; get off at
Itadome stop and walk 5 min

나카노모리지야마' 숲에는 '츠가루지방의 3대 부동명왕'으로 불리는 ｢
나카노 신사｣와 부동관 성터가 있으며, 나카노 신사에 있는 수령 약
200년의 단풍나무와 전나무, 그리고 수령 500년에서 700년에 이르는 삼
나무는 모두 구로이시시의 천연기념물로 지정되어 있습니다. 특히 그
중에서도 삼나무는 츠가루지방의 거목으로 평가되고 있습니다. 온 산
에 물든 화려한 단풍이 폭포와 계류까지 물들이는 '나카노모미지야마'
는, 옛부터 유명한 경승지로 많은 행락객이 찾는 곳이며, 쿄토의 「모미
지야마(단풍산)」를 본떠 「쇼모미지야마(작은 단풍산)」라고도 불리고
있습니다.

主要なお祭り (秋）

黒石　中野もみじ山



開催時期：10月中旬～11月上旬

交通：弘南鉄道　黒石駅からバスで約30分　板留下車　徒歩約5分

問：黒石観光協会　0172-52-3488

問：黒石觀光協會　0172-52-3488 询问：黒石观光协会　0172-52-3488

黑石中野红叶山
中野紅葉山,一般被稱為「中野紅葉」。在山林中有被稱之為津輕三不動的
｢中野神社｣和不動館城跡。在中野神社裡不僅有樹齢約200年的紅葉樹和
樅之木,還有樹齢500年～700年的大杉樹。這些都被市政府指定為天然記
念物。其中大杉,被認為是津軽地區具有代表性的「巨木」。秋季,滿山紅色,
宛如火焰般燃燒著的紅葉映紅了瀑布與溪流。屆時總有大量的觀光客來
訪。由於這裡的景色與京都的「嵐山」相似，因此也被稱為「小嵐山」。

中野红叶山,一般被称为“中野红叶”。在山林中有被称之为津轻三不动的、中野
神社和不动馆城迹。在中野神社里不仅有树龄约200年的红叶树和枞之木,还有
树龄500～700年的大杉树。这些都被市政府指定为天然记念物。其中大杉,被认
为是津轻地区具有代表性的“巨木”。秋季,满山红色,宛如火焰般燃烧着的红叶
映红了瀑布与溪流。届时总有大量的观光客来访。由于这里的景色与京都的“岚
山”相似，因此也被称为“小岚山”。

主要なお祭り (秋）

黒石　中野もみじ山
通称"中野もみじ"と呼ばれる｢中野もみじ山｣。林の中には津軽三不動と呼ばれる｢
中野神社｣と不動館城跡があります。中野神社には、樹齢約200年の紅葉とモミの
木、樹齢500年から700年の大杉が生育し、いずれも市の天然記念物に指定されて
います。中でも大杉は津軽地方の巨木として評価されている立派なものです。全山
燃えるような鮮やかな紅葉は滝と渓流に映え、昔から景勝地として多くの行楽客が
訪れています。また、京都の「嵐山」に対し「小嵐山」とも呼ばれています。

黒石中野紅葉山

交通：弘南鉄道　黒石站  巴士約30分鐘
板留下車　徒歩約5分鐘

交通：弘南铁道　黒石站  巴士约30分钟
板留下車　徒歩约5分钟
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日期：10月中旬～11月上旬 日期：10月中旬～11月上旬



開催時期：2月中旬

場所：弘前公園

問：弘前市立観光館　0172-37-5501

Period：Mid February 개최시기：2월 중순

Place：Hirosaki Park 장소：히로사키공원

Inquiry：HirosakiMunicipal Tourist Center　0172-37-5501 문의：히로사키시립관광관　0172-37-5501
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Hirosaki Castle Snow Lantern Festival was started from 1997 aiming to
stimulate the winter tourism of northern region, and being recognized as
one of the 5 biggest Michinoku Snow Festivals. 500 of small and big snow
lanterns with Neputa festival styled paintings and snow statues made by
volunteers including local citizens and organizations are on display.
300 miniature igloos are made around the lotus pond. All the igloos are lit
up at night and produce the enchanting atmosphere with special
illumination. Various attractions such as giant snow statues and a big snow
slope can be enjoyed in Yonnomaru main festival area.

히로사키성 눈등롱 축제는, 북쪽 지방의 겨울철 관광 활성화와 그 정착
을 목적으로 1977년부터 개최되어, '미치노쿠 5대 눈축제'의 하나로 주
목받고 있습니다. 축제기간 중의 행사장내에는 시민과 각단체들이 네
부타 그림을 박아 넣어 제작한 500기에 이르는 크고 작은 눈등롱이나
눈조각상들이 장식되고, 약 300개에 달하는 미니 눈동굴도 열을 지어
만들어 집니다. 밤이 되면 이 모든 눈등롱과 눈조각상, 미니 눈동굴에
촛불이 밝혀져, 특수조명과 함께 공원내를 밝히고 있습니다. 메인 행사
장에서는 대설상이나 대형 미끄럼틀등 눈을 주제로 한 이벤트가 성황
리에 개최되고 있습니다.

弘前城雪燈籠まつりは、北国の冬季観光の活性化及び定着を目指すために1977
年から開催され、「みちのく五大雪まつり」の1つとして注目されています。まつり期
間中、会場内には市民や団体が製作した500基に及ぶ大小様々な武者絵をはめ込
んだ雪燈籠や雪像が並び、蓮池のまわりには、約300基のミニカマクラが連なって
います。夜になると、それら全てに灯が入り、特別照明とともに園内を幻想的に照ら
し出します。メイン会場の四の丸では、大雪像や大型滑り台など雪で楽しむイベント
が盛大に行われています。

히로사키성 눈등롱 축제

主要なお祭り (冬）

弘前城雪燈籠まつり

Hirosaki Snow Lantern Festival



開催時期：2月中旬

場所：弘前公園

問：弘前市立観光館　0172-37-5501

日期：2月中旬 日期：2月中旬

場所：弘前公園 场所：弘前公园

詢問：弘前市立觀光館　0172-37-5501 询问：弘前市立观光馆　0172-37-5501

弘前城雪燈籠まつりは、北国の冬季観光の活性化及び定着を目指すために1977
年から開催され、「みちのく五大雪まつり」の1つとして注目されています。まつり期
間中、会場内には市民や団体が製作した500基に及ぶ大小様々な武者絵をはめ込
んだ雪燈籠や雪像が並び、蓮池のまわりには、約300基のミニカマクラが連なって
います。夜になると、それら全てに灯が入り、特別照明とともに園内を幻想的に照ら
し出します。メイン会場の四の丸では、大雪像や大型滑り台など雪で楽しむイベント
が盛大に行われています。

弘前城雪灯笼节

主要なお祭り (冬）

弘前城雪燈籠まつり

弘前城雪燈籠節
弘前城雪燈籠節,是陸奧五大雪節之一。是為了振興北國冬季観光事業，
於1977年開始舉辦的。節慶期間，在弘前城內的會場裡,擺放著大小500個
由市民和各團體製作的雪燈籠及雪雕。在雪燈籠上鑲嵌著各種各樣「武者
絵」。在蓮花池的周圍分布著約300個小雪屋。夜幕降臨滿園燈火通明，色
彩繽紛，宛如進入了夢幻般的世界。在主會場，還有大型的雪雕和大型的
滑雪台，在那裡亦可盡享冬季的快樂。

弘前城雪灯笼节,是陆奥五大雪节之一。是为了振兴北国冬季观光事业，于1977
年开始举办的。节庆期间，在弘前城内的会场里,摆放着大小500个由市民和各
团体制作的雪灯笼及雪雕。在雪灯笼上镶嵌着各种各样“武者绘”。在莲花池的
周围分布着约300个小雪屋。夜幕降临满园灯火通明，色彩缤纷，宛如进入了梦
幻般的世界。在主会场，还有大型的雪雕和大型的滑雪台，在那里亦可尽享冬季
的快乐。
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開催時期：2月17日～20日

問：八戸市観光課　0178-46-4040　八戸観光コンベンション協会　0178-41-1661

Period：February 17-20 개최시기：2월17일～20일
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Hachinohe Enburi is designated as a national important intangible folk-
cultural property,  recognized as one of three major winter festivals in
Aomori, and as one of five major Michinoku Snow Festivals. Enburi is an
agricultural ceremony to pray for a good hervest of the year. Dancers
called Tayu put on tall hats reminiscent of horses and swing their heads.
The distinctive dance represent the movements of seeding and rice
planting. Also "Oniwa Enburi", held in the the garden of "Kojokaku", a
national tangible cultural property, reproduces the old dance performed by
the Enburi team at the residence of a leading merchant. The Enburi dance
can be enjoyed with Amazake hot drink and Hachinohe cracker soup.

Place：Downtown of Hachinohe City, Citizen's Square near Hachinohe City
          Office
Access：10 min walk from Hon-Hachinohe sta.

Inquiry： Tourism Section, Hachinohe City Office　0178-46-4040
Hachinohe Tourism and Convention Association　0178-41-1661

문의：하치노헤시 관광과　0178-46-4040
하치노헤관광콘벤션협회　0178-41-1661

장소：시의 중심가・시청앞 시민광장등
교통：하치노헤역에서 도보 약10분

일본의 중요무형문화재이며 아오모리의 겨울철 3대 축제중 하나이자 동북지방의 5대

눈축제중 하나입니다. 엔부리는 한 해의 풍년을 기원하는 춤으로, 말형상의 화려한 모

자를 쓴 '다유'라는 춤꾼이, 머리를 크게 흔들며 씨뿌리기나 모심기등의 동작을 표현하

며 추는 것이 특징입니다. 또한 일본의 유형문화재인 '고죠카쿠'에서 개최되는 '마당

엔부리'는, 그 옛날 대상인의 저택등에서 엔부리 춤꾼들이 추었던 춤을 재현한 것입니

다. 감주와 하치노헤지방의 향토요리인 센베이지루를 맛보면서 느긋하게 엔부리를 감

상할 수 있습니다.

主要なお祭り (冬）

八戸えんぶり
国の重要無形民俗文化財に指定されており、青森冬の三大まつり、みちのく五大
雪まつりに数えられています。えんぶりは、その年の豊作を祈願するための舞で、
太夫と呼ばれる舞手が馬の頭を象った華やかな烏帽子を被り、頭を大きく振る独特
の舞が大きな特徴です。その舞は、稲作の一連の動作である、種まきや田植えな
どの動作を表現したものです。
また、国の有形文化財「更上閣」で開催される「お庭えんぶり」は、かつて大商人の
家などでえんぶり組が舞っていたものを再現しています。甘酒と八戸せんべい汁を
味わいながらゆっくりとえんぶりを鑑賞できます。

Hachinohe Enburi 하치노헤 엔부리 축제

場所：八戸市中心街・八戸市庁前市民広場など
交通：本八戸駅より徒歩約10分



開催時期：2月17日～20日

問：八戸市観光課　0178-46-4040　八戸観光コンベンション協会　0178-41-1661

日期：2月17日～20日 日期：2月17日～20日

主要なお祭り (冬）

八戸えんぶり
国の重要無形民俗文化財に指定されており、青森冬の三大まつり、みちのく五大
雪まつりに数えられています。えんぶりは、その年の豊作を祈願するための舞で、
太夫と呼ばれる舞手が馬の頭を象った華やかな烏帽子を被り、頭を大きく振る独特
の舞が大きな特徴です。その舞は、稲作の一連の動作である、種まきや田植えな
どの動作を表現したものです。
また、国の有形文化財「更上閣」で開催される「お庭えんぶり」は、かつて大商人の
家などでえんぶり組が舞っていたものを再現しています。甘酒と八戸せんべい汁を
味わいながらゆっくりとえんぶりを鑑賞できます。

八戸沿步利 八户沿步利

場所：八戸市中心街・八戸市庁前市民廣場等處
交通：本八戸站  徒歩約10分鐘

詢問：八戸市觀光課　0178-46-4040　八戸觀光協議會　0178-41-1661 询问：八戸市观光课　0178-46-4040　八戸观光协议会　0178-41-1661

场所：八戸市中心街・八戸市庁前市民广场等处
交通：本八戸站  徒歩约10分钟

被日本政府指定为重要无形民俗文化财(文物),是青森冬季三大节日庆典之
一,(也是陆奥五大雪节之一)。沿步利是为了祈祷丰年的一种舞蹈。被称之为太
夫的舞手，头带象征马头的乌帽,用力摆头而舞是其最大的特征。其舞蹈的动作
与稻田的耕作有关，既表现了播种也表现了插秧。另外,在国家指定文物“更上
阁”举行的“庭园沿步利”,是过去在商人、财主等大户人家进行的舞蹈表演的再
现。一边吃八户煎饼汁、饮甘酒，一边观赏八户沿步利是一种很好的享受。

被日本政府指定為重要無形民俗文化財(文物),是青森冬季三大節日慶典
之一,(亦是陸奧五大雪節之一)。沿步利是為了祈禱豐年的一種舞蹈。被稱
之為太夫的舞手，頭帶象徵馬頭的烏帽,用力擺頭而舞是其最大的特徵。
其舞蹈的動作與稻田的耕作有關，既表現了播種也表現了插秧。另外,在
國家指定文物「更上閣」舉行的「庭園沿步利」,是過去在商人、財主等大戶
人家進行的舞蹈表演的再現。一邊吃八戶煎餅汁、飲甘酒，一邊觀賞八戸
沿步利是一種很好的享受。
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場所：八戸市中心街・八戸市庁前市民広場など　交通：本八戸駅より徒歩約10分



開催時期：5月上旬から中旬　　時間：9AM～5PM

入園料：無料　（一部有料イベントあり）　場所：弘前市りんご公園

交通：弘前駅よりバス約15分　　問：弘前市りんご公園　0172-36-7439

Period：Early to Mid May　　Time：9am-5pm 개최시기：5월 초순부터 중순　시간：9AM～5PM
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교통：히로사키역에서 버스로 약 15분.
문의：히로사키시 사과공원　0172-36-7439

りんごの花は、桜の花が散る頃に咲き始めます。「弘前市りんご公園」では岩木山
を背景にしたりんごの花畑の絶景を望むことができます。りんごの押し花つくり、親
子りんご皮むき大会など、りんごにこだわった様々な体験、津軽三味線ライブなど、
多彩な催し物が行われます。

Hirosaki Apple Blossom Festival 히로사키 사과꽃 축제
Flowers of apples start blooming when cherry blossoms are about to fall.
Hirosaki City Apple Park offers a spectacular scenery of apple blossom
orchard with Mt. Iwaki in the background. Various attractions such as
Tsugaru-shamisen live and hands-on experiences associated with apples
including pressing apple flowers and apple peeling family competition are
available.

벚꽃이 지기 시작할 무렵 사과꽃이 피기 시작합니다. 「히로사키시 사과
공원」에서는 이와키산을 배경으로 일대에 펼쳐진 사과꽃밭의 절경을
한 눈에 조망할 수 있습니다. 또한 사과공원에서는 사과꽃 눌러붙이기,
사과껍질벗기기 가족대항등 사과와 관련된 다양한 이벤트는 물론, 츠
가루샤미센의 라이브연주등 다채로운 행사가 열립니다.

Admission：Free（paid attractions: optional）
Place：Hirosaki City Apple Park

입장료：무료　（일부 유료 이벤트 있음）
장소：히로사키시 사과공원

Access：15 min from Hirosaki sta. by bus
Inquiry：Hirosaki City Apple Park　0172-36-7439

主要なイベント(春）

弘前りんご花まつり



開催時期：5月上旬から中旬　　時間：9AM～5PM

入園料：無料　（一部有料イベントあり）　場所：弘前市りんご公園

交通：弘前駅よりバス約15分　　問：弘前市りんご公園　0172-36-7439

日期：5月上旬～中旬　　時間：9AM～5PM 日期：5月上旬～中旬　　时间：9AM～5PM

費用：免費　（一部分活動收費）　場所：弘前市蘋果公園 费用：免费　（一部分活动收费）　场所：弘前市苹果公园

主要なイベント(春）

弘前りんご花まつり

交通：弘前站  巴士约15分钟　　询问：弘前市苹果公园　0172-36-7439

りんごの花は、桜の花が散る頃に咲き始めます。「弘前市りんご公園」では岩木山
を背景にしたりんごの花畑の絶景を望むことができます。りんごの押し花つくり、親
子りんご皮むき大会など、りんごにこだわった様々な体験、津軽三味線ライブなど、
多彩な催し物が行われます。

弘前蘋果花節 弘前苹果花节
弘前的蘋果花,是在櫻花謝落時,開始綻放的。在蘋果花盛開的時節,「弘前
市蘋果公園」舉行蘋果花節。在園內不僅可以觀賞頻果花，還可眺望岩木
山。在蘋果花節期間,舉行父母兒童共同參加的削蘋果皮大賽、貼蘋果花
體驗等與頻果有關的活動。此外，那裡還有津輕三味線的演奏等。

弘前的苹果花,是在樱花谢落时,开始绽放的。在苹果花盛开的时节, “弘前市苹
果公园”举行苹果花节。在园内不仅可以观赏频果花，还可眺望岩木山。在苹果
花节期间,举行父母儿童共同参加的削苹果皮大赛、贴苹果花体验等与频果有关
的活动。此外，那里还有津轻三味线的演奏等。
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交通：弘前站  巴士約15分鐘　　詢問：弘前市蘋果公園　0172-36-7439



開催時期：7月中旬

場所：十和田湖畔休屋

問：十和田市国立公園協会　0176-75-2426

Period：Mid July 개최시기：7월 중순

Place：Yasumiya, Lake Towada 장소：도와다호수 야스미야
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Inquiry：Towada City National Park Association　0176-75-2426 문의：도와다시 국립공원협회　0176-75-2426

도와다호수 호수축제는, 도와다호수에 여름관광시즌이 도래함을
알리는 축제입니다. 불꽃놀이가 열릴 때에는 일루미네이션으로
장식된 유람선이 운항되며, 낮에는 요사코이라는 춤축제와 콘서
트, 프리마켓등 다양한 이벤트가 호숫가 주변에서 열립니다.

主要なイベント（夏）

十和田湖湖水まつり
十和田湖湖水まつりは、十和田湖に夏の観光シーズンの到来を告げる祭りです。
花火大会ではイルミネーションに飾られた遊覧船が運航し、日中はよさこいやコン
サート、フリーマーケット等のイベントが湖畔沿いで行われます。

Lake Towada Firework Festival 도와다호수 호수축제
Lake Towada Firework Festival indicates that the summer tourism season
has come to Towada area. The illuminated sightseeing boat runs during the
firework festival, and in the daytime Yosakoi dance performance, concert,
flea market are held along the lakeside.



開催時期：7月中旬

場所：十和田湖畔休屋

問：十和田市国立公園協会　0176-75-2426

日期：7月中旬 日期：7月中旬

場所：十和田湖畔休屋 场所：十和田湖畔休屋

主要なイベント（夏）

十和田湖湖水まつり
十和田湖湖水まつりは、十和田湖に夏の観光シーズンの到来を告げる祭りです。
花火大会ではイルミネーションに飾られた遊覧船が運航し、日中はよさこいやコン
サート、フリーマーケット等のイベントが湖畔沿いで行われます。

十和田湖湖水節 十和田湖湖水节
十和田湖湖水節,是宣告十和田湖夏季観光季節到来的慶典活動。白天在
湖邊舉行各種演唱會、露天市場等。夜晚，焰火映紅天空，遊覽船在霓虹
燈的裝飾下顯得非常漂亮。

十和田湖湖水节,是宣告十和田湖夏季观光季节到来的庆典活动。白天在湖边举
行各种演唱会、露天市场等。夜晚，焰火映红天空，游览船在霓虹灯的装饰下显
得非常漂亮。

詢問：十和田市國立公園協會　0176-75-2426 询问：十和田市国立公园协会　0176-75-2426
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恐山大祭：7月20日～24日　恐山秋詣り：10月中旬

場所：恐山

問：恐山寺務所　0175-22-3825

Place： Mt. Osore 장소：오소레잔

Inquiry：Mt. Osore Temple Office　0175-22-3825 문의：오소레잔 절사무소　0175-22-3825
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오소레잔 대제：7월20일～24일　오소레잔 가을 참배：10월 중순

恐山大祭・恐山秋詣り
むつ市には、比叡山・高野山とともに日本の三大霊場と呼ばれる霊場「恐山」があ
ります。荒涼とした光景が広がり地蔵信仰に基づく死者供養の場として、薬師の湯
等を持つ湯治湯として昔も今も県内外から多くの人が訪れます。恐山大祭（7月20
日～24日）、恐山秋詣り（10月中旬）で、イタコ（霊媒を行う女性）が死者の霊を呼ぶ
口寄せは有名で、亡き人の言葉に触れたいと願う人々が列をつくります。宿坊に泊
まり温泉で旅の疲れを癒すことができます。

Mt. Osore Grand Festival/Autumn Visiting 오소레잔 대제 • 오소레잔 가을 참배
Mt. Osore located in Mutsu City is said to be one of Japan's three major
sacred sites along with Mt Hiei and Mt. Koya. The site with a desolate
scenery is known as the place for the repose of the soul of the deceased,
and with the therapeutic bath. Many people visit here from all over Japan.
Itako(female mediums) are well known for calling up the dead spirits during
Mt. Osore Grand Festival（July 20-24） and the Autumn Visiting（Mid-
October). Visitors who are willing to hear the words from the decreased
stand in line. Lodging at the temple and relieving the fatigue from trip by
soaking in the hot spring is available.

Mt. Osore Grand Festival：July20-24
Mt. Osore Autumn Visiting：Mid October

무쯔시에는, 히에이잔, 코야산과 더불어 일본의 3대 영장이라고 불리는
오소레잔이 있습니다. 황량한 풍경속에서 지장보살신앙으로 죽은 자를
공양하는 곳으로써,  또한 병을 치료하는 온천이 있는 온천치료장으로
써, 옛날이나 지금이나 많은 사람들이 찾는 곳입니다. 오소레잔 대제（7
월20일～24일）나 오소레잔 가을 참배（10월 중순）에는 이타코라는 무
당이 죽은 자의 혼을 부른다는 '구찌요세'가 유명하여, 죽은 사람의 말
을 듣고 싶어하는 사람들이 많이 찾아옵니다. 절방에서 머물며 여행의
피로를 풀 수도 있습니다.

主要なイベント（夏）



恐山大祭：7月20日～24日　恐山秋詣り：10月中旬

場所：恐山

問：恐山寺務所　0175-22-3825

場所：恐山 场所：恐山

詢問：恐山寺務所　0175-22-3825 询问：恐山寺务所　0175-22-3825

陆奥市的“恐山”与比睿山、高野山被称之为日本三大灵场。按照地藏信仰的习
俗，人们把这荒凉的山野做为死者的祭祀之地。由于那里有可治疗疾病的温泉，
所以很久以来许多人专门到这里拜访。在恐山大祭（7月20日～24日）、恐山秋季
参拜（10月中旬）时,巫女施法呼唤死者的灵魂、传达亡人的话语。许多人为了与
逝者“交流”排一列。夜晚还可在宿坊住宿，天然温泉可解除一天的疲劳。

恐山大祭‧恐山秋季参拜
陸奧市的「恐山」與比叡山、高野山被稱之為日本三大霊場。按照地蔵信
仰的習俗，人們把這荒涼的山野做為死者的祭祀之地。由於那裡有可治
療疾病的溫泉，所以很久以來人專門到這裡拜訪。在恐山大祭（7月20日
～24日）、恐山秋季參拜（10月中旬）時,巫女施法呼喚死者的霊魂、傳達亡
人的話語。許多人為了與逝者「交流」排一列。夜晚還可在宿坊住宿，天然
温泉可解除一天的疲勞。

主要なイベント（夏）

恐山大祭：7月20日～24日　恐山秋季参拜：10月中旬

恐山大祭・恐山秋詣り
むつ市には、比叡山・高野山とともに日本の三大霊場と呼ばれる霊場「恐山」があ
ります。荒涼とした光景が広がり地蔵信仰に基づく死者供養の場として、薬師の湯
等を持つ湯治湯として昔も今も県内外から多くの人が訪れます。恐山大祭（7月20
日～24日）、恐山秋詣り（10月中旬）で、イタコ（霊媒を行う女性）が死者の霊を呼ぶ
口寄せは有名で、亡き人の言葉に触れたいと願う人々が列をつくります。宿坊に泊
まり温泉で旅の疲れを癒すことができます。

恐山大祭・恐山秋季參拜

恐山大祭：7月20日～24日　恐山秋季參拜：10月中旬
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期間：9月上旬

場所：弘前市岩木庁舎から岩木山神社

問：岩木山観光協会　0172-83-3000

Period： Early September 개최시기：9월 초순

Place：From Hirosaki City Iwaki Branch to Iwaki-yama Shrine 장소：히로사키시 이와키청사에서 이와키야마신사 사이

Inquiry：Mt. Iwaki Tourism Association　0172-83-3000 문의：이와키산 관광협회　0172-83-3000
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旧暦8月1日を目指して集団で岩木山に登拝する行事で、江戸時代には、庶民に定
着したのではないかと言われています。大勢の参拝者が黄金色の御幣や色鮮やか
な幟(のぼり)を掲げ練り歩きます。白装束に身を包んだ参拝者たちは、登山囃子が
響く中｢サイギ、サイギ｣の掛け声を響かせ、岩木山神社を目指します。1984年に
「岩木山の登拝行事」として国の重要無形民俗文化財に指定されました。

음력 8월 1일에 집단으로 이와키산에 등정 참배하는 행사로, 에도시대
때 서민들에 의해 정착되었을 것이라고 알려져 있습니다.  흰 옷을 두
른 참배객들이 황금색의 신장대나 화려한 색의 깃발들을 들고, 악기연
주와 함께  ｢사이기 사이기｣라는 함성을 울리며 이와키야마 신사를 향
해 행진합니다. 1984년에 「이와키산 등정참배행사」로 일본의 중요무형
문화재로 지정되었습니다.

主要なイベント (秋）

お山参詣

Oyama Sankei
Oyama Sankei is a ceremony climbing to Mt. Iwaki in a group, on August1
by the old calendar. It is said to be established among ordinary people in
the Edo Period. A large number of worshippers march holding golden
sacred wands and colorful banners. Worshippers in white clothing keep
calling "Saigi-Saigi" and head for Iwaki-yama Shrine. This ceremony was
designated as a national important folk cultural property in1984.

오야마산케이



期間：9月上旬

場所：弘前市岩木庁舎から岩木山神社

問：岩木山観光協会　0172-83-3000

日期：9月上旬 日期：9月上旬

場所：弘前市岩木庁舎～岩木山神社 场所：弘前市岩木庁舎～岩木山神社

詢問：岩木山觀光協會　0172-83-3000 询问：岩木山观光協会　0172-83-3000

拜山
從江戸時代開始,每年的旧暦8月1日,當地的人們都要在岩木山舉行登山
祭拝活動。眾多的参拝者皆為白色装束, 舉著黄金色御幣和各色祭典用幡
旗，在登山號子聲中有節奏地向岩木山神社慢慢走去。1984年,「岩木山之
登拝行事」被指定為国家重要無形民俗文化財(文物)。

主要なイベント (秋）

お山参詣

从江户时代开始,每年的旧历8月1日,当地的人们都要在岩木山举行登山祭拜活
动。众多的参拜者皆为白色装束,举着黄金色御币和各色祭典用幡旗，在登山号
子声中有节奏地向岩木山神社慢慢走去。1984年,“岩木山之登拜行事”被指定为
国家重要无形民俗文化财(文物)。

拜山

旧暦8月1日を目指して集団で岩木山に登拝する行事で、江戸時代には、庶民に定
着したのではないかと言われています。大勢の参拝者が黄金色の御幣や色鮮やか
な幟(のぼり)を掲げ練り歩きます。白装束に身を包んだ参拝者たちは、登山囃子が
響く中｢サイギ、サイギ｣の掛け声を響かせ、岩木山神社を目指します。1984年に
「岩木山の登拝行事」として国の重要無形民俗文化財に指定されました。
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開催時期：10月中旬

場所：十和田市中央公園緑地他

問：十和田乗馬クラブ　0176-26-2945

Period：Mid October 개최시기：10월 중순

Place：Green Space of Chuo Park, Towada City 장소：도와다시 중앙공원녹지와 그 외

Inquiry：Towada Horse Riding Club　0176-26-2945 문의：도와다 승마클럽　0176-26-2945
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The festival is associated with the history of Towada City, that the branch
of Army War-HorseBureau was founded in 1885 and prospered by taking
care of 3000 horses. Yabusame Tournament which many prize winners
come gather from all over Japan and competing for the first prize is
spectacular. Other horse-related activities such as horse riding
experience and a horse buggy service are available.

도와다시는 1885년 육군의 군마국 출장소가 설치되어, 3000여마리의
말을 관리하는 「말의 고장」으로 번성했던 곳입니다. 고마훼스타는 이
도와다시의 말에 얽힌 역사를 기념하는 축제입니다. 전국 각지의 상위
입상자들이 모여, 우승을 겨루며 벌이는 「야부사메(말을 타고 달리며
활을 쏘아 과녁을 맞추는 무예) 선수권」은 실로 압권입니다. 그 밖에
「승마 체험」이나 「마차운행」등, 말과 함께 즐길 수 있는 이벤트가 개최
되고 있습니다.

1885年に陸軍軍馬局出張所が開設され、3000余頭の馬を管理していた「駒の里」
として栄えた十和田市の歴史にちなんだまつりです。全国各地の上位入賞者が集
い、日本一を目指す「流鏑馬選手権」はまさに圧巻です。他にも「体験乗馬」や「馬
車運行」など馬にこだわったイベントが開催されます。

Horse Festival in Towada

主要なイベント (秋）

고마훼스타 in 도와다

駒フェスタ　in 十和田



開催時期：10月中旬

場所：十和田市中央公園緑地他

問：十和田乗馬クラブ　0176-26-2945

日期：10月中旬 日期：10月中旬

場所：十和田市中央公園緑地等 场所：十和田市中央公园绿地等

詢問：十和田乗馬俱樂部　0176-26-2945 询问：十和田乗马俱乐部　0176-26-2945

駒フェスタ　in 十和田

十和田马节

1885年に陸軍軍馬局出張所が開設され、3000余頭の馬を管理していた「駒の里」
として栄えた十和田市の歴史にちなんだまつりです。全国各地の上位入賞者が集
い、日本一を目指す「流鏑馬選手権」はまさに圧巻です。他にも「体験乗馬」や「馬
車運行」など馬にこだわったイベントが開催されます。

十和田馬节

主要なイベント (秋）

十和田市有較長的養馬歷史，曾被称之為「馬之故鄉」。1885年日本陸軍
軍馬局出張所在該市開設,多時曾有3000余頭馬匹在那裡飼養。馬節期間,
全國各地的一流的騎手匯集于此，爭當日本一,「流鏑馬選手権」大赛,将整
个節日推向高潮。此外，还舉辦「體驗乗馬」、「馬車運行」等與馬相關的活
動。

十和田市有较长的养马历史，曾被称之为“马之故乡”。1885年日本陆军军马局
出张所在该市开设,多时曾有3000余头马匹在那里饲养。马节期间,全国各地的
一流的骑手汇集于此，争当日本一, “流镝马选手权”大赛将整个节日推向高潮。
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開催時期：10月中旬～下旬

場所：大間港

問：大間町商工会　0175-37-2233

Period：Mid October-Late October 개최시기：10월 중순～하순

Place：Oma Port 장소：오오마 항구
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오오마 참치 축제(오오마 마찌)

大間の超マグロ祭り（大間町）

This festival has started in 2001, held in late October every year which
visitors can savor Oma Tuna and the blessings from the ocean. If you are
lucky, you might be able to see the boats coming back with freshly caught
tuna. The Tuna Cutting Show is very popular that a large number of
tourists crowd around the show and they send up a cheer while watching
the show.
Also, the night view of Hakodate can clearly be seen from Oma.

Inquiry：Oma Town Commerce & Industry Association  0175-37-2233

2001년부터 시작된 「오오마 참치축제」는, 10월 하순에 개최되는 축제
로 오오마의 참치와 해산물을 마음껏 맛볼 수 있는 이벤트입니다. 운이
좋으면 대형 참치를 잡아 부두로 들어오는 어선을 볼 수도 있습니다.
축제중에 열리는 참치해체쇼는 서서 봐야할 만큼 많은 관광객이 모여,
환성을 울리며 흥겨워하는 인기있는 이벤트입니다. 또한 오오마 마을
에서는 츠가루해협을 사이로 건너편에 있는 하코다테시의 멋진 야경도
즐길 수 있습니다.

Oma Super Tuna Festival（Oma-Town）

2001年にスタートした「大間の超マグロ祭り」は、10月下旬に開催される「大間のマ
グロと海の幸」を存分に味わえるイベントです。運が良ければ、大物を仕留めて
帰ってくる漁船を見ることもできます。マグロ解体ショ―には立ち見ができるほど多
くの観光客が集まり、歓声が上がり人気があります。
また、大間からは津軽海峡を挟んで向こうにある函館の夜景も綺麗に見えます。

主要なイベント(秋）

문의：오오마마찌 상공회　0175-37-2233



開催時期：10月中旬～下旬

場所：大間港

問：大間町商工会　0175-37-2233

日期：10月中旬～下旬 日期：10月中旬～下旬

場所：大間港 场所：大间港

询问：大间町商工会　0175-37-2233

2001年にスタートした「大間の超マグロ祭り」は、10月下旬に開催される「大間のマ
グロと海の幸」を存分に味わえるイベントです。運が良ければ、大物を仕留めて
帰ってくる漁船を見ることもできます。マグロ解体ショ―には立ち見ができるほど多
くの観光客が集まり、歓声が上がり人気があります。
また、大間からは津軽海峡を挟んで向こうにある函館の夜景も綺麗に見えます。

大間鮪魚節 大间金枪鱼节

大間の超マグロ祭り（大間町）

每年的10月下旬舉辦的大間鮪魚節，始於2001年。屆時,人們可以品嚐到
大間鮪魚和各種海鮮。如果運氣好的話，還可能看到滿載著海鮮歸來的
漁船。在解体鮪魚的現場集聚了許多的觀光客,隨著鮪魚的被解體，人們
不斷地發出了歡呼聲。另外,在夜晚還可以隔著津輕海峡眺望函館的美麗
夜景。

問：大間町商工會　0175-37-2233

主要なイベント(秋）
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每年的10月下旬举办的大间金枪鱼节，始于2001年。届时,人们可以品尝到大间
金枪鱼和各种海鲜。如果运气好的话，还可能看到满载着海鲜归来的渔船。在解
体金枪鱼的现场集聚了许多的观光客,随着金枪鱼的被解体，人们不断地发出了
欢呼声。另外,在夜晚还可以隔着津轻海峡眺望函馆的美丽夜景。



開催時期：1月下旬～3月中旬

開催場所：五所川原市　金木地区　イベント料金：大人1,000円　小人：500円

問：津軽地吹雪会　0173-52-2012（9AM～5PM）

Period：Late January - Mid March 개최시기：1월 하순～3월 중순

Inquiry：Tsugaru Brizzard Association 0173-52-2012（9am-5pm） 문의：츠가루 지후부끼 모임　0173-52-2012（9AM～5PM）

고쇼가와라시  지후부끼(땅눈보라) 체험
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Goshogawara Blizzard Tour
츠가루지방의 혹독한 추위 속에서 눈보라를 맞으며 걷는 체험형 투어입니다.
설국이기에 체험할 수 있는 이 독특한 투어는 몸베에 각반, 두루마기, 설피등
일본의 옛 복장으로 몸을 두르고 온통 새하얀 설원을 걷습니다. 향토요리인 자
파지루(대구잡탕)로 추위를 달래는 것도 좋습니다. 츠가루지방의 명물인 땅눈
보라를 체험할 수 있느냐 없느냐는 운에 달려 있지만, 땅에 쌓인 눈이 강풍에
휩쓸려 부는 지후부끼(땅눈보라)를 체험하고 싶은 분에게는 꼭 추천하고 싶은
투어입니다.

主要なイベント (冬）

五所川原市　地吹雪体験
津軽の厳寒の中を地吹雪体験しながら巡るという雪国ならではのユニークな体験
ツアーです。モンペに角巻き､カンジキといった昔ながらの格好で、白一色の雪原を
歩く体験をします。馬ソリに乗車し、昼食は郷土料理･じゃっぱ汁定食で温まりま
す。地吹雪になるかどうかは運次第ですが、地面に積もった雪が強風で舞い上が
る津軽名物「地吹雪」を体験してみたい方におすすめのツアーです。

This is very unique tour to experience the severe winter in the blizzard.
Participants put on the traditional warm clothing and walk on a white
snowfield.  Then getting on a horse buggy and savor the hot local cuisine
"Jappa-jiru" soup set. It is up to your fortune if you encounter a blizzard,
but if you are interested in experiencing the blizzard blowing the snow up
from the ground, this tour is highly recommended.

Where：Kanagi area, Goshogawara City
Fee： Adult/1,000yen Child/500yen

장소：고쇼가와라시 가나기마을,
참가요금：어른 1,000엔　어린이：500엔



開催時期：1月下旬～3月中旬

問：津軽地吹雪会　0173-52-2012（9AM～5PM）

日期：1月下旬～3月中旬 日期：1月下旬～3月中旬

場所：五所川原市　金木地区　 費用：成人1,000日幣　兒童：500日幣 场所：五所川原市　金木地区　 费用：成人1,000日元　儿童：500日元

詢問：津輕地吹雪會　0173-52-2012（9AM～5PM） 询问：津轻地吹雪会　0173-52-2012（9AM～5PM）

主要なイベント (冬）

五所川原市　地吹雪體驗
在津轻的严冬里体验地吹雪,是雪国青森所独有的观光旅程。穿上日本传统的防
寒裤,披上毛披肩，脚踏雪地行走具在银白色的雪地里进行踏雪体验。是否能够
体验到真正的地吹雪，那要看天气的情况(积雪与强风)，还有你的运气。体验了
地吹雪后还可以乘马爬犁,品尝风味独特的乡土料理(杂烩汤等)。

五所川原市　地吹雪体験
津軽の厳寒の中を地吹雪体験しながら巡るという雪国ならではのユニークな体験
ツアーです。モンペに角巻き､カンジキといった昔ながらの格好で、白一色の雪原を
歩く体験をします。馬ソリに乗車し、昼食は郷土料理･じゃっぱ汁定食で温まりま
す。地吹雪になるかどうかは運次第ですが、地面に積もった雪が強風で舞い上が
る津軽名物「地吹雪」を体験してみたい方におすすめのツアーです。

在津輕的厳冬裡體驗地吹雪,是雪国青森所獨有的觀光旅程。穿上日本傳
統的防寒褲,披上毛披肩，腳踏雪地行走具在銀白色的雪地裡進行踏雪體
驗。是否能夠體驗到真正的地吹雪，那要看天氣的情況(積雪與強風)。體
驗了地吹雪後還可以乘馬爬犁,品嚐風味獨特的郷土料理(雜燴湯等)。
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開催場所：五所川原市金木地区　イベント料金：大人1,000円　小人：500円

五所川原市地吹雪体验



開催時期：2月第1金曜日前後から第3日曜日前後

場所：十和田湖畔休屋特設イベント会場

問：十和田湖国立公園協会　0176-75-2425

Period：Around the first Friday to the 3rd Sunday of February 개최시기：2월 제1금요일 전후부터 제3일요일 전후까지

Place：Yasumiya Special Event Space in Lake Towada 장소：도와다호수 야스미야 특설 이벤트 행사장

Inquiry：Lake Towada National Park Association　0176-75-2425 문의：도와다호수 국립공원협회　0176-75-2425
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도와다호수 겨울이야기 축제
매년 2월에 24일 동안 개최되는 도와다호수의 겨울철 최대 이벤트。 무대에서
는 츠가루샤미센 연주나 축제 공연이 펼쳐지고, 밤이 되면 눈과 빛을 테마로
한 스노우램프나 일루미네이션등 다양한 조명이 라이트업되어 불꽃놀이와 함
께 환상적인 분위기를 연출합니다. 또한, 눈조명의 선술집에서는 향토요리를,
눈동굴 Bar에서는 칵테일등을 즐길 수 있으며, 그 밖에도 눈으로 체험할 수 있
는 다양한 이벤트가 개최되고 있습니다.

Lake Towada Winter Stories
This is the biggest winter festival in Lake Towada held for 24 days in
February every year. Tsugaru Shamisen performance and local festivals
can be experienced at the stage. Snow-and-light-themed snow lamps and
various illumination light up the area at night, and winter fireworks produce
the romantic atmosphere. Food stalls serve the local cuisine, and cocktails
are served in the ice glass on the snow table in the Igloo Bar. Various
attractions such as playing with snow experience and hands-on workshop
are available.

主要なイベント (冬）

十和田湖冬物語
毎年2月に24日間にわたって開催される十和田湖冬期の最大イベント。ステージで
は津軽三味線や祭りを体験できます。夜には、雪と光をテーマにスノーランプやイ
ルミネーションなど様々な明かりでライトアップがされ、花火も打ち上げられ、幻想
的な雰囲気が広がります。また、ゆきあかり横丁では、郷土料理も堪能でき、かまく
らBarでは、氷のグラスと雪のテーブルでカクテルなどが楽しめます。その他にも、
雪で遊ぶことのできる体験イベントやワークショップが多数開催されています。



開催時期：2月第1金曜日前後から第3日曜日前後

場所：十和田湖畔休屋特設イベント会場

問：十和田湖国立公園協会　0176-75-2425

日期：2月第1個星期五～第3個星期日前後 日期：2月第1个星期五～第3个星期日前后

場所：十和田湖畔休屋特設會場 场所：十和田湖畔休屋特设会场

詢問：十和田湖國立公園協會　0176-75-2425 询问：十和田湖国立公园协会　0176-75-2425

十和田湖冬物語
毎年2月に24日間にわたって開催される十和田湖冬期の最大イベント。ステージで
は津軽三味線や祭りを体験できます。夜には、雪と光をテーマにスノーランプやイ
ルミネーションなど様々な明かりでライトアップがされ、花火も打ち上げられ、幻想
的な雰囲気が広がります。また、ゆきあかり横丁では、郷土料理も堪能でき、かまく
らBarでは、氷のグラスと雪のテーブルでカクテルなどが楽しめます。その他にも、
雪で遊ぶことのできる体験イベントやワークショップが多数開催されています。

十和田湖冬物语
每年的2月份，在十和田湖举办历时24天的大型冬季庆典。白天既可以体验身处
冰雪世界的乐趣,还可欣赏津轻三味线的演奏。夜晚,整个会场在灯光的映照下，
色彩缤纷分外迷人。霓虹灯和聚光彩灯令人眼花缭乱，空中的焰火仿佛把人带
入了梦幻般的世界。此外,在雪明横丁(饮食街)还可品尝到当地的乡土料理。还
可在小雪屋的酒吧里用冰制的酒杯,品尝鸡尾酒。

十和田湖冬物語
毎年的2月份，在十和田湖舉辦歷時24天的大型冬季慶典。白天既可以體
驗身處冰雪世界的樂趣,還可欣賞津輕三味線的演奏。夜晚,整個會場在燈
光的映照下，色彩繽紛分外迷人。霓虹燈和聚光彩燈令人眼花繚亂，空中
的焰火彷彿把人帶入了夢幻般的世界。此外,在雪明横丁(飲食街)還可品
嚐到當地的郷土料理。還可在小雪屋的酒吧裡用冰製的酒杯,品嚐雞尾
酒。

主要なイベント (冬）
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開催時期：3月下旬（事前に要予約）　時間：8AM～5PM（コースにより異なる）

料金：3,900円（バス・入浴料込）　開催場所：酸ケ湯から谷地区間　

問：青森観光コンベンション協会　017-723-7211

Inquiry：Aomori Tourism and Convention Association　017-723-7211 문의：아오모리관광콘벤션협회　017-723-7211
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冬期間通行止めとなる八甲田の酸ケ湯から谷地区間は、4月1日から一般開通しま
す。このイベントは、その直前に、除雪したての高さ9ｍにも及ぶ雪の大回廊8kmを
歩く春の風物詩です。ゴール地点では鍋物サービスもあり、ウォーク終了後に入る
温泉は格別です。

八甲田”雪の回廊と温泉ウォーク”

The road between Sukayu and Yachi in Hakkoda is closed in winter time,
and re-open to the public from April 1. This tour is to enjoy walking 8
kilometers along the snow corridor reaching a height of 9 meters. Free
warm pot dish is offered at the goal, and soaking in the hot spring after
the long is utter bliss.

겨울동안 통행이 금지되었던 스카유온천에서 야치온천사이의 구간은, 4월 1일
부터 일반 통행이 개통됩니다. 이 이벤트는 개통되기 바로 전,  막 제설작업이
끝난 높이 9ｍ에 달하는 거대한 눈터널을 걷는 봄의 풍물시입니다. 골인 지점
에는 찌게요리 서비스도 있으며, 걷기가 끝난 후에 즐기는 온천은 각별합니다.

Hakkoda”Walking Along Snow Corridor” 핫코다산 "눈터널과 온천 걷기"

主要なイベント (冬）

Period：Late March（Reservation Required)
Time：8am-5pm（varies with courses）

Fee：3,900yen（bus fare & hot spring admission included）
Where: between Sukayu and Yachi

요금：3,900엔（버스・온천요금 포함）
개최장소：스카유온천부터 야치온천 구간

개최시기：3월 하순（사전 예약 필수）
시간：8AM～5PM（코스에 따라 다름）



開催時期：3月下旬（事前に要予約）　時間：8AM～5PM（コースにより異なる）

料金：3,900円（バス・入浴料込）　開催場所：酸ケ湯から谷地区間　

問：青森観光コンベンション協会　017-723-7211

詢問：青森觀光協議會　017-723-7211 询问：青森观光协议会　017-723-7211

費用：3,900日幣（含巴士費、溫泉入場費）　場所：酸湯至谷地区間  费用：3,900日元（含巴士费、温泉入场费）　场所：酸汤至谷地区间

日期：3月下旬（事前預約）
時間：8AM～5PM（因路線不同，時間有所變化）

日期：3月下旬（事前预约）
时间：8AM～5PM（因路线不同，时间有所变化）

八甲田的酸湯溫泉地区,冬季通行禁止。每年從4月1日開始通行。雪回廊
與温泉健行活動在道路正式開通之前舉行。屆時,高達9ｍ、長8km的雪迴
廊，呈現在人們的眼前。人們沿迴廊健行，迎接春天的到來。到達健行的
終點後,還可泡天然溫泉、品風味兒火鍋。

八甲田的酸汤温泉地区,冬季通行禁止。每年从4月1日开始通行。“雪回廊与温泉
健行”活动在道路正式开通之前举行。届时,高达9ｍ、长8km的雪回廊，呈现在人
们的眼前。人们沿回廊健行，迎接春天的到来。到达健行的终点后,还可泡天然
温泉、品风味儿火锅。

八甲田「雪迴廊與温泉健行」 八甲田“雪回廊与温泉健行”

冬期間通行止めとなる八甲田の酸ケ湯から谷地区間は、4月1日から一般開通しま
す。このイベントは、その直前に、除雪したての高さ9ｍにも及ぶ雪の大回廊8kmを
歩く春の風物詩です。ゴール地点では鍋物サービスもあり、ウォーク終了後に入る
温泉は格別です。

八甲田”雪の回廊と温泉ウォーク”

主要なイベント (冬）
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