カトリック弘前教会［弘前市］

弘前公園（弘前城）
［弘前市］

冬は雪灯籠まつり、春は日本一の呼び声高い弘前さくらまつりが開催されます。
現在、石垣修理のため天守は本丸内側に移設中。今だけの光景を楽しめます。
9:00〜17:00（入園券販売は16:30まで）
※4月23日〜5月5日は7:00〜21:00
（入園券販売は20:30まで）
無休※天守は11月24日〜3月31日休み
大
人320円、子ども100円
（弘前城本丸・北の郭・弘前城植物園以外は無料）
☎0172-33-8739（弘前市公園緑地課）
JR奥羽本線弘前駅より徒歩約25
分、
バス約15分
弘前さくらまつりの詳細はP45・46へ
▲

津軽・西海岸

1910年（明治43）建造、尖頭のあるロマネスク様式の聖堂。祭壇
は、オランダのアムステルダムの聖トマス教会から譲渡されたも
の。
内部のステンドグラスも必見です。
8:00〜18:00（冬期は日没まで）
日曜、祝日、年末年始
無料 ☎0172-33-0175
JR奥羽本線弘前駅よりバス約15分

エリア紹介

TSUGARU / NISHIKAIGAN

︹弘前市・黒石市・五所川原市・つがる市・平川市・鰺ヶ沢町・深浦町・西目屋村・藤崎町・大鰐町・田舎館村・板柳町・鶴田町・中泊町︺

冬から春へ
季節を感じて歩く城下町

弘前エリア
HIROSAKI AREA

弘前学院外人宣教師館
［弘前市］

洋 館 で レト ロ 気 分 を 満 喫

日本メソジスト教会初代監督、東奥義塾
初代塾長の本多庸一により設立された
弘前学院。この館は1906年（明治39）に
建設され、南西隅に配置された八角形の尖塔が印象的です。
9:00〜16:00（土曜は12:00まで） 日・月曜、祝日、6月
25日、8月13日、年末年始
無料 ☎0172-38-6111
弘南鉄道弘前学院大学前駅より徒歩約3分

岩木山神社［弘前市］

歴代弘前藩主が建造し、約400年の
歴史を持つ社殿はヒバ造りで、本
殿・拝殿・奥門・楼門などが国の重要文化財に
指定されています。
参拝自由 ☎0172-83-2135
JR
奥羽本線弘前駅よりバス約40分

津軽藩ねぷた村［弘前市］

実物大の大型ねぷたを展示。津軽三味線、金魚ね
ぷた絵付け、津軽塗などの体験メニューも豊富。
9:00〜17:00
無休
一般550円、中・
高校生350円、小学生220円 ☎0172-39-15
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JR奥羽本線弘前駅よりバス約15分

体験
藤田記念庭園［弘前市］

1919年（大正８）、
日本商工会議所初
代会頭・藤田謙一が自邸につくらせた
江戸風庭園。洋館・和館などは、大正
期をしのぶ貴重な遺産となっていま
す。
9:00〜17:00
無休※11/24〜
4月上旬は高台部のみ無料開園
大人320円、子ども100円
※洋館・匠館は入館無料 ☎0172-37-5525
JR奥羽本線弘
前駅よりバス約15分

旧第五十九銀行本店本館
（青森銀行記念館）
［弘前市］

1904年（明治37）建設。洋風建造物
の第一人者・堀江佐吉の設計による
もので、ルネッサンス調を基本とし、
正面に装飾塔を設置するなど意匠的
にも優れており、国の重要文化財に指定されています。
9:30〜16:30
火曜、12月29〜1月3日
高校生以上200
円、小・中学生100円 ☎0172-36-6350
JR奥羽本線弘前駅
よりバス約10分

県内で最初に開校した私学校・
東奥義塾の外人教師のために
1900年（明治33）
に建てられた
もので、内部は当時の生活を再
現。1階には喫茶店もあります。
9:00〜18:00
年末年始
無料 ☎0172-37-5501
（弘前市立観光館） JR奥羽本線弘前駅よりバス約15分

りんごの旨みが凝縮したタルト。
じっくり煮詰めて飴色
になったりんごがたっぷり。甘さの中の自然な酸味が特
徴です。
店舗により異なる ☎0172-37-5501（弘前市
立観光館）
店舗により異なる

津軽藩ねぷた村
弘前公園（弘前城）

禅林街［弘前市］

各寺院により異なる※坐禅体験の詳
細は、
（ 公社）弘前観光コンベンション協会
（☎0172-35-3131）
JR奥羽本線弘前駅
よりバス約15分

ひろさき街歩きガイドツアー［弘前市］
地元を愛し、地元を知り尽くした個
性的なガイドが、選りすぐりの弘前
を案内します。コースについてはお
問い合わせください。
☎0172-35-3131
（(公社)弘前観光
コンベンション協会）
※事前予約制

津軽・西海岸エリア

〈夕暮れ路地裏散歩〉

「ワイルドサイドを歩け！」を合言葉に、
ガイドブッ
クに載っていない名店、街角の裏話を
「弘前路地裏
探偵団」
が楽しく紹介します。
4月1日〜11月30日 ※木曜は休み／17:30〜
19:00 ※事前予約
1,800円
（記念品付き）

弘前から津軽エリアへ
TICKET

津軽フリーパス

フリーエリア内の列車とバスが乗り降り自由！観光施設や協賛店でサービスも受けられます。
￥おとな 2,100円、
こども 1,050円※有効期間は2日間 ☎0172-40-7017
（弘前市観光部国際広
域観光課） 詳細はP40へ
▲
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高岡の森 弘前藩歴史館［弘前市］

弘前藩主津軽家の旧蔵品を展示。為信が秀吉
から拝領したと伝わる太刀銘「友成作」
などが
収蔵されています。
9:30〜16:30
第3月曜（祝日の場合は
翌日）
一般300円、高校・大学生150円、
小・中学生100円 ☎0172-83-3110
JR
奥羽本線弘前駅よりバス約40分

弘前城情報館

カトリック弘前教会（P22）

弘前市立博物館

藤田記念庭園（P22）
高岡の森 弘前藩歴史館
岩木山神社方面

弘前はフレンチ料理店の多い街として知られています。
地元食材を使用した旬のフレンチをお楽しみくださ
い。
店舗により異なる ☎0172-37-5501（弘前
市立観光館）
店舗により異なる

冬期間は高台部庭園・洋館・匠館のみ開放してお
り、津軽富士として地元の人々から親しまれている
岩木山を借景とした広大なお庭の雪景色を楽しむ
ことができます。

※新型コロナウイルスの感染予防と拡大防止の為当面中止しておりますが、
詳細についてはお問い合わせください。

弘前市中心街マップ

弘前城の鬼門を守るため、二代藩主信枚（のぶ
ひら）が曹洞宗の寺院三十三ヵ寺を結集。坐禅
体験も行われています
（10名以上、事前予約）。

ひろさきフレンチ
［弘前市］

タルトタタン
［弘前市］

雄々しい甲冑や華麗な打掛けなど和の装いをまとって、お殿様やお姫様の気分に。希望に
よって記念写真の撮影もできます。
弘前公園武徳殿（北の郭）
9:00〜16:30
着物500円、甲冑・打掛1,010円
☎0172-33-8733（弘前市みどりの協会）
JR奥羽本線弘前駅より徒歩約25分、バス約15分

旧東奥義塾外人教師館
［弘前市］

ひろさきグルメ

藤田記念庭園 冬季開園
［弘前市］

お殿様お姫様衣装着付け体験［弘前市］

旧弘前市立
図書館

旧東奥義塾
外人教師館
（P22）
禅林街

弘前市
りんご公園方面

旧第五十九銀行本店本館
（青森銀行記念館）
（P22）

弘前学院
外人宣教師館
（P22）

弘前れんが倉庫
美術館（P5）

ひろさきを楽しむアイテム
バスでお得に弘前めぐり

弘前駅と弘前公園など観光スポットを結ぶ循環バス。
どこから乗って、
どこで降りても100円です。
土手町循環バス／10:00〜18:00（冬期17:00まで）、10分間隔で運行。
ためのぶ号／9:15始発、
1日4便（冬期運休） 中学生以上100円、小学生50円 ※ためのぶ号の一部区間は200円 ※１
日乗車券も販売。大人500円、
中学生300円、小学生200円 ☎0172-36-5061（弘前バスターミナ
ル）
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中町こみせ通り
［黒石市］

エリア紹介

TSUGARU / NISHIKAIGAN

Seibien

こみせとは、軒を連ねる商家や往来する人を夏の日差しや冬の吹雪から
守るアーケード状の通路。江戸期のもので、中町こみせ通りは特に保存状
態のよさで知られています。
☎0172-52-2111
（黒石市観光課） 弘南鉄道黒石駅より徒歩約10分

津軽・西海岸

K
C H E C
盛美園［平川市］

︹弘前市・黒石市・五所川原市・つがる市・平川市・鰺ヶ沢町・深浦町・西目屋村・藤崎町・大鰐町・田舎館村・板柳町・鶴田町・中泊町︺

大石武学流の真髄を示すといわれ明治期三大庭
園に数えられる名園。庭園を眺めるために建てら
れた和洋折衷様式の盛美館と庭園が融和する独
特の景観が楽しめます。
夏期9:00〜17:00 冬期10:00〜17:00
令和2年11月中旬〜令和3年4月中旬
大
人500円、中・高校生330円、小学生220円 ☎
0172-57-2020
弘南鉄道津軽尾上駅より徒
歩約10分

IRODORI［黒石市］
実際に使用されたねぷた絵を使ったうちわや灯籠の制作体験ができ
ます。地元の作家による手づくり雑貨が並ぶショップも併設。
11:00〜15:00※土・日曜、祝日10:00〜16:00
火曜 ☎017
2-55-6188
弘南鉄道黒石駅より徒歩約10分

おトクに楽しむアイテム

豪華絢爛な「御宝殿」
わのパス Wano Pass

1917年（大正６）、清藤家25代・辨吉によって造営された位牌堂。
左右の壁の蒔絵は河面冬山作で、特に桜に孔雀の蒔絵は日本最大
のものです。

弘南鉄道弘南線(弘前〜黒石)一日乗車券に、沿線の「盛美園（平川
市）の入場券」＆「鳴海酒造（黒石市）でのお猪口１個プレゼント」が
ついたお得な切符。
2020年4月1日〜2021年3月31日
大人1,100円、小人 500円
※販売場所は弘前駅・弘前東高前駅・平賀駅・津軽尾上駅・黒石駅
☎0172-44-3136（弘南鉄道株式会社）

高橋家住宅［黒石市］

松の湯交流館［黒石市］

宝暦年間に建設された築270年以上の歴史的建造物。現在も
喫茶店として現役で、井戸水で淹れたコーヒーを楽しめます。
夏期9:00〜16:00 ※冬期は予約のみ
不定休
無
料 ☎0172-52-5374
弘南鉄道黒石駅より徒歩約10
分

屋根を突き抜けて伸びる松が目印。地域に愛されてきた銭湯を
再生利用した交流施設で、休憩所としても活用されています。
9:30〜18:00
年末年始
入館・休憩利用は無料
※占用の場合は有料 ☎0172-55-6782
弘南鉄道黒石
駅より徒歩約10分

体験 津軽伝承工芸館・
津軽こけし館
［黒石市］
約4000本のこけしが展示さ
れ、津軽系こけし工人が連日製
作実演を行っている
「津軽こけ
し館」。
「津軽伝承工芸館」
では
津軽塗の製作体験や足湯が楽
しめます。
9:00〜17:00
津軽こけ
し館：年末年始／津軽伝承工
芸館：12月〜3月の月曜、年末
年始
津軽こけし館1階、津
軽伝承工芸館無料。津軽こけ
し館 2 階 有 料 展 示 室は 大 人
320円、高校生270円、小中学
生160円 ☎0172-54-8181
（津軽こけし館）
弘南鉄道
黒石駅よりバス約30分

くろ い しグルメ
黒石つゆやきそば
［黒石市］
昭和30年代後半に誕生し、近年はご当地
グルメの定番メニューとして定着。市内約
15店舗で提供されていて、
お店ごとに異な
るいろいろな味が楽しめます。
店舗により異なる ☎0172-52-43
16（黒石商工会議所内「黒石つゆやきそば
伝紹会」）
店舗により異なる

津軽・西海岸エリア

道の駅内にある食品加工センター「味な工
房」
でつくられている
「白神生はちみつ」
が人
気。
白神そばのそばうち体験もできます。
売店：冬期9:00〜16:00、夏期9:00〜
17:00。
レストラン：平日11:00〜14:00、土・
日・祝日11:00〜15:00
無休 ☎017285-2855
JR奥羽本線弘前駅よりバス
約60分、
「西目屋村役場」下車徒歩約8分

くろい

清藤氏書院庭園［平川市］

津軽地方で多く見られる大石武学流庭園の源流とみなされる庭園。江戸末期の造園とされ、1873
年（明治６）建築の母屋とともに国名勝に指定されています。
９:00〜17:00
無休 ※個人宅のため事前連絡必要
一般300円、高校・大学200円、小・
中学生100円 ☎0172-57-2127
弘南鉄道津軽尾上駅より徒歩約10分

元祖旧正マッコ市［黒石市］
藩政時代から続く伝統の市。午前5時頃から市内の商店街・
郊外商店で開催され、買い物をすると日用品や食品詰め合
わせなどが入ったおまけ
（マッコ）
をもらうことができます。
黒石市の各中心商店街
毎年2月第１日曜日 ☎01
72-53-6030
（黒石商店街協同組合）

ガイド付きで
ディープにくろ
いしを知る

黒石まち歩きツアー
地域に眠っている宝物を活かした黒
石らしいまちづくり活動を展開して
いるNPOが企画する、地元愛あふれ
るツアーです。
通年 ※10日前までに要予約、期間
限定コースもあり
コースにより異
なる ☎0172-55-6782（松の湯交
流館内「横町十文字まちそだて会」）

客間の書院窓は、障子の桟が蜘蛛の巣模様。

道の駅津軽白神「ビーチにし
めや」
［西目屋村］

ト
しの冬を楽しむイベン

※令和3年3月31日まで休止いたします。
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客間から望む庭園は、撮影の人気スポット。

ガイド付きで
ディープにひら
かわを知る

はちみつかけ放題の
アイスクリーム

「味な工房」で手づくりされているイタリアン
ジェラートやソフトクリームを購入した人に
は、
「白神生はちみつ」のトッピングが無料に。
4月1日〜4月13日11:00〜15:00、4月14日
〜シーズンオフ10:00〜16:00
４月９日、
冬季（12月〜3月）

「ひらかわ案内人」
ガイドコース

平川市の魅力を知り尽くした案内人たちが、猿賀公園、
盛美園、羽州街道矢立峠、碇ヶ関歴史旧跡などの観光名
所を聞き取りやすい津軽弁で案内します。
通年※5日前までに要予約（コースにより期間限定あ
り） コースにより異なる ☎0172-40-2231
（（一社）
平川市観光協会）

猿賀神社［平川市］

坂上田村麻呂が建立。本殿は県重宝指定。藩政時代から農漁
業、交通、眼の守護神として祟敬されています。境内鏡ヶ池に群
生する蓮の花は8月が見頃。
参拝自由 ☎0172-57-2016
弘南鉄道津軽尾上駅
より徒歩約15分

ねぷた展示館［平川市］

高さ12メートル、横9.2メートルと扇ねぷたとしては世界一の大
きさを誇り、祭り期間以外でも見ることができます。
8:30〜16:30
6月中旬〜7月中旬 ※天候により臨時休
館あり
無料
☎0172-44-1111（平川市商工観光課）
弘南鉄道平賀駅より徒歩約10分
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津軽鉄道「ストーブ列車」
［五所川原市］

鶴の舞橋［鶴田町］
全長300メートル、木造では日本一の長さを誇る総ヒバ造りの三連太鼓橋。冬は雪を纏った荘厳な岩
木山が見られ、春には桜まつりが開催され、岩木山を背景に約2000本の桜と橋の共演が楽しめます。
☎0173-22-2111
（鶴田町企画観光課）
JR五能線陸奥鶴田駅から車約10分

津軽・西海岸

津軽鉄道の冬の楽しみ。
ダルマストーブで温
まりながら、車窓から地吹雪の景色を眺める
ノスタルジックな旅をどうぞ。車内でお酒や
スルメも購入できます。
■運行区間／津軽五所川原駅〜津軽中里駅
12月1日〜3月31日 ※12月：１日と平日
は２往復、土・日・祝は３往復。
１2月30日〜３
月：毎日３往復 ☎0173-34-2148（津軽鉄
道）

100年以上にわたり相伝されてきた全
編津軽弁の人形劇。掛け合いや民謡に
合わせた手踊りなどの演目があります。
毎月第1土曜 ※要問合せ／10:30、
13:00
大人1,000円、子ども500円
☎0173-58-3573（「金多豆蔵人形一
座」主宰 木村巌）
津軽鉄道津軽中
里駅構内

開湯800年以上の大鰐温泉を楽しめる日帰り湯のほか、地元食材を
使った食事処やお土産も扱う憩いの施設です。
9:00〜22:00
第3木曜
大人500円、子ども250円 ☎01
72-49-1126
JR奥羽本線大鰐温泉駅より徒歩約2分

温泉熱だけで地温を高め、栽培から洗
浄・仕上げまで水道水を一切使わず温
泉水のみで育てた大鰐町の特産品。鰐
comeや町内の飲食店で様々な料理が
楽しめます。
☎0172-88-6690（大鰐温泉観光案内所）

小説「津軽」の像
記念館

板柳町ふるさとセンター
［板柳町］

道の駅つるた
「鶴の里あるじゃ」
［鶴田町］
地元の農産物や加工品が人気。鶴田町が生
産量日本一を誇るスチューベンなどを活用し
たオリジナル商品も豊富です。
9:00〜17:00 ※レストラン11:00〜15:00、
農産物販売所8:00〜17:00
1月1日 ☎
0173-22-5656
JR五能線陸奥鶴田駅よ
り車約15分

体験

250種約800本のリンゴを栽培する品
種見本園の見学のほか、各種体験など
リンゴ尽くしの１日を過ごせる施設。
本館9:00〜17:00（体験学習の時期
は要問合せ)、売店 9:00〜17:45、
レス
トラン11:00〜15：00、17:00〜20:00、
温泉大浴場7:00〜21:00
12月
29日〜1月3日 ※温泉・宿泊施設は無
休 ☎0172-72-1500
JR五能線
板柳駅より徒歩約15分

津軽伝統金多豆蔵
人形劇場
赤い屋根の喫茶店
「駅舎」
（P27）

バケツに入った豆腐やジャンボメロンパンなど、破格のサイズで知ら
れる同駅名物ジャンボシリーズ。人気のシュークリームはなんと通常
の9個分の大きさ。
クリームもたっぷり入っています。

無農薬、無化学肥料栽培による5種類のミニトマト
でブレンドしたジュース、
ドレッシング、ジャムは甘く
て濃厚な味わい。弥生時代の水田跡に建てられた併
設の田舎館村埋蔵文化財センターも見どころです。
産直センター 8:30〜18:00
（12月〜3月は
1 7 : 3 0まで）、レストラン 1 1 : 0 0 〜 1 7 : 3 0
（LO16:30）
12月31日午後・1月1日 ☎
0172-58-4411
弘南鉄道田舎館駅より
徒歩約15分

大鰐町地域交流センター鰐come［大鰐町］

大鰐温泉もやし

津軽鉄道沿線マップ
権現崎

ジャンボシュークリーム

道の駅いなかだて
「弥生の里」
［田舎館村］

津軽で生まれ育った津軽半島観光アテンダントが、津軽鉄道沿線
を中心に、津軽半島各所の観光施設やお食事処を津軽弁で案内し
ながら一緒に街を歩きます。
9:00〜17:00
1時間1,500。1時間毎に1,000円加算。5時間
以上8,500円（要問合せ） ☎0173-26-7520（津軽半島観光アテ
ンダント推進協議会）

鶴の舞橋特別料金タクシー

JR陸奥鶴田駅と富士見湖パーク、道の駅つるた間で、
タ
クシーを特別料金で利用できます。
令和2年9月7日〜令和3年3月21日まで
①JR陸奥鶴田駅→富士見湖パーク：特別料金1,000円
②富士見湖パーク→JR陸奥鶴田駅：特別料金1,000円
③富士見湖パーク→道の駅つるた：特別料金1,000円
④道の駅つるた→JR陸奥鶴田駅：特別料金500円
☎ 0173-22-2111（鶴田町企画観光課）

津軽伝統金多豆蔵
人形劇場［中泊町］

津軽半島観光ガイド

︹弘前市・黒石市・五所川原市・つがる市・平川市・鰺ヶ沢町・深浦町・西目屋村・藤崎町・大鰐町・田舎館村・板柳町・鶴田町・中泊町︺

期間限定

津軽鉄道を楽しむアイテム

エリア紹介

TSUGARU / NISHIKAIGAN

髙山稲荷神社［つがる市］
七里長浜を見下ろす高台にある神社。朱色の鳥居が幾重にも重なる
「千本鳥居」
は、雪景色とのコン
トラストも幻想的。
8:30〜17：00 ☎0173-56-2015
JR五能線木造駅より車約30分

芦野公園

髙山稲荷神社（P25）
太宰治記念館
「斜陽館」
（P27）
史跡亀ヶ岡
石器時代遺跡

稲垣温泉

つがる市縄文住居
展示資料館カルコ

津軽金山焼
方面（P27）

立佞武多の館
（P27）

WANOワイナリー

鶴の舞橋（P25）
ふじさき食彩 水木城址
道の駅つるた
（P25）
テラス（P25）
「つるの里あるじゃ」
（P25）
板柳町ふるさと
センター（P25）
道の駅いなかだて「弥生の里」
（P25）方面
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な かど まりグルメ

太宰治疎開の家
（旧津島家新座敷）
（P27）

小説「津軽」
の像記念館［中泊町］
太宰治の小説「津軽」
にまつわる資料を展示。
同小説で
描かれたタケとの再会を再現した像が立っています。
9:00〜16:30（11月〜3月は16:00まで）
10月
〜3月の月・火曜（祝日の場合は翌日）、12月28日〜1
月4日
一般200円、大学・高校生100円、小・中学
生50円 ☎0173-64-3588
JR五能線五所川原駅
よりバス約100分

ふじさき食彩テラス［藤崎町］

中泊メバルの刺身と煮付け膳［中泊町］
高級魚メバル(ウスメバル)の水揚げ青森県ナンバーワ
ンを誇る中泊町が開発した新・ご当地グルメ。刺身姿盛
り・煮付け・潮汁に、
イカソーメンもついています。
※中泊町内5店舗で提供
1,800円 ☎0173-572111
（中泊メバル料理推進協議会）

水木城址・水木熊野宮［藤崎町］
浪岡北畠氏の重臣・溝城氏（後の水木氏）の居館と伝わる平城跡。周囲に八幡宮、熊野宮などもあり、龍
がからみついたような鳥居や熊の狛犬も見どころです。
☎ 0172-75-3111（藤崎町役場）
JR奥羽本線北常盤駅より徒歩約20分

農産物直売所と観光案内所までを備えた藤崎町の観光拠点施設。
スープカレー専門店「Spicy&Creamyふじさき食彩テラス店」
では、
地元産の食材を使った体に優しいスープカレーが楽しめます。
直売所9:00~18:00（1・2月は17：00まで）
カフェ・レストラン11：
00〜15：00
夏季及び年末年始 ☎0172-65-3660（直売所）
☎070-4815-5853（カフェ・レストラン）
JR奥羽本線北常盤駅
より車約５分
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エリア紹介

TSUGARU / NISHIKAIGAN

西海岸を楽しむアイテム
五能線

津軽・西海岸

青森県・川部駅と秋田県・東能
代 駅 を 結 ぶ ロ ーカル 線 。
「リ
ゾートしらかみ」
での快適な旅
からディーゼル列車での旅情
あふれる旅まで、
さまざまな列
車旅が堪能できます。車窓から
の日本海の風景は必見。
☎050-2016-1600（JR東日本
お問い合わせセンター）
▶リゾートしらかみの運行区
間・時間についてはP40へ

︹弘前市・黒石市・五所川原市・つがる市・平川市・鰺ヶ沢町・深浦町・西目屋村・藤崎町・大鰐町・田舎館村・板柳町・鶴田町・中泊町︺

太宰治記念館「斜陽館」
［五所川原市］
ノスタルジーあふれる文学のまち

太宰ミュージアム

北金ヶ沢の大銀杏［深浦町］
千畳敷海岸［深浦町］
「日本の夕日百選」
に選ばれています。昔、殿様が千畳の畳を敷き祝宴を催したといういわれが残っ
ています。
☎0173-74-3320
（（一社）深浦町観光協会）
JR五能線千畳敷駅より徒歩すぐ

高さ約31メートル、幹周約22メートル。
イチョウとしては日本一、
日本の巨樹でも第3位にランク
インした樹齢1,000年以上の老木。国天然記念物に指定されています。
☎0173-74-4412（深浦町観光課）
JR五能線北金ヶ沢駅より徒歩約10分※11月上旬〜11
月末の期間は、16:30〜20:30までライトアップされ、
「ビッグイエロー」
と称される美しい姿を見
ることができます。

アオーネ白神十二湖
［深浦町］

看板のイカ焼きのほか、鮮魚や海産
物加工品も充実。塩入ソフトクリー
ムやイカラーメンなどのメニューも
楽しめます。
9:00〜17:00
12月31日〜1
月3日 ☎0173-76-3660
JR
五能線風合瀬駅より車約5分

ガイド付きで
うらを知る
プ
ディー にふか

海の駅わんど＆
鰺ヶ沢相撲館
［鰺ヶ沢町］

北前船の湊町散策［深浦町］

春光山円覚寺［深浦町］
坂上田村麻呂が蝦夷東征のときに、厩戸皇子作の十一面観世音
菩薩を安置し、観音堂を建立したのに始まると伝わる県内屈指
の古刹。 ☎0173-74-2029

総合観光案内所「風待ち舘」
［深浦町］
北前船の風待ち湊として栄えた深浦の歴史を学べる観光案内
所。実寸の3分の1サイズの北前船のレプリカは迫力満点です。
☎0173-74-3553

太宰の宿 ふかうら文学館［深浦町］
太宰治が投宿した宿として小説『津軽』に登場する旧秋田屋旅
館を改装。太宰や深浦ゆかりの文人の資料を展示しています。
☎0173-84-1070
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1907年（明治40）、太宰の父・津島源右衛門によって建てられた太宰の生家。
内部を見学できるほか、
愛用のマントや執筆用具、直筆原稿、書簡などが展示されています。
4月〜9月9:00〜17:30、10月〜3月9:00〜17:00※入館は閉館30分前まで
12月29日
一
般600円、高・大学生400円、小中学生250円 ☎0173-53-2020
津軽鉄道金木駅より徒歩約7分

道の駅ふかうら
「かそせ
いか焼き村」
［深浦町］

白神山地・十二湖の麓にある宿泊施
設。冬期は、十二湖スノーハイクが楽
しめるガイド付き宿泊プランがおす
すめ。
施設により異なる ☎017377-3311
JR五能線十二湖駅か
ら車約３分

「北前船」
の風待ち湊として繁栄した歴史を物語る貴重な文化
財、太宰治が訪れた宿などを案内します。
4月1日〜11月
30日（前日までに要予約）／9:00〜17:00
3時間コース
2,300円、4時間30分コース2,800円 ※小中学生、高大学生
料金もあり。要問合せ ☎0173-74-3320（（一社）深浦町観
光協会）
JR五能線深浦駅前（集合場所）

作家 太宰治生誕の地、五所川原市金木地区。生
家をはじめ太宰ゆかりの場所が数多く現存し、
町全体が「太宰ミュージアム」。
あちこちで、太宰
の匂いと生きた証にふれることができます。

太宰治疎開の家［五所川原市］

津軽金山焼［五所川原市］

大正時代に建てられた津島家の離れ。戦時
中、疎開した太宰は、
ここで
『パンドラの匣』
な
ど23作品を執筆しました。太宰の書斎に座る
ことができます。
9:00〜17:00
要問合せ
大人500
円、小・中学生250円 ☎0173-52-3063
津軽鉄道金木駅より徒歩約4分

釉薬を使わず高温の登り窯で焼いた焼締陶
器。購入できるほか窯場も見学可能。
レストラ
ンでは本格ピザも楽しめます。
9:00〜17:00
レストラン山の風：10月
〜3月／ギャラリー：無休 ☎0173-29-33
50
JR五能線五所川原駅より車約15分

地元特産品の販売のほか、名
物「ヒラメのヅケ丼」も味わえ
ます。2階は、同町出身の舞の
海を紹介する相撲資料館。
海の駅わんど：4月〜11月
9 : 0 0 〜 1 8 : 0 0 、1 2月〜 3月
9:00〜17:00。鰺ヶ沢相撲館：4月〜11月9:00〜17:00、12月〜3月9:00〜
16:00
1月1日〜1月3日 ※臨時休業あり ☎0173-72-6661
JR五
能線鰺ヶ沢駅より徒歩約15分

立佞武多の館［五所川原市］
実際の祭に出陣する立佞武多を常時展示。立佞武多の周りのスロープを降りながら鑑賞するので、
祭では見られない角度からその迫力を味わうことができます。
4月〜9月9:00〜19:00、10月〜3月9:00〜17:00 ※五所川原立佞武多祭り期間等は変更あり、
要問合せ
1月1日
大人650円、高校生500円、小中学生300円 ☎0173-38-3232
JR
五能線五所川原駅より徒歩約5分

ふ か うらグルメ
ふ か うら 雪 人 参
ジュース［深浦町］
冬期間、土の中で2ヶ月以上
熟成させてから収穫する人
参。雪の下で低温にさらされ
ることにより糖度が上がり、
香りもよく、生でもおいしい
と評価されています。
☎0173-84-1001（JAつがる
にしきた深浦事業所）

赤い屋根の喫茶店「駅舎」
［五所川原市］
小説「津軽」に登場する芦野公園駅の旧駅舎。現在は喫茶店
となっており、太宰が訪れた当時の面影が残されています。
10:00〜17:00（LO16:30）
水曜 ☎0173-52-3398
津軽鉄道芦野公園駅より徒歩すぐ

馬まん
［五所川原市］
金木地区特産の馬肉入り中華まんじゅう。
しょうゆ味は太宰
治の好物「ねまがりだけ」、
みそ味は金木地区の郷土料理「馬
肉鍋」
がそのまま入っています。
赤い屋根の喫茶店「駅舎」 ☎0173-52-3398

ご しょ が わ らグルメ
ミサオおばあちゃんの笹
餅［五所川原市］
趣味で作っていた笹餅の味が評判を呼
び、地域の名物に。笹の葉を摘むところ
からすべて桑田ミサオさんの手作り。餅
にあんこを練りこんだなめらかな食感
が特徴です。
スーパーストア金木タウンセンター
店 ☎0173-54-1147
（9:00〜21:00）
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KENNAN / SHIMOKITA

可愛い
御朱印帳も
あります！

櫛引八幡宮［八戸市］
ふたつの国宝を有し、重要文化財
に指定される5棟の社殿が見事。
拝観自由、国宝館9:00〜17:00
無休
国宝館：大人400円、
中・高校生300円・小学生200円、
幼児無料 ☎0178-27-3053
JR東北新幹線八戸駅より車約
10分

三浦哲郎の文机

国宝 赤糸威鎧

あかいとおどしよろい
（かぶとおおそでつき）

八戸出身の芥川賞作家、三
浦哲郎が使用した文机の
レプリカを設置。作家気分
で読書を。

国宝 白糸威褄取鎧

HACHINOHE AREA

新鮮な魚介、八戸のお土産などが揃う食品市
場。買った食材を炭火で焼いて食べる七厘村
が人気。
市場棟9:00〜18:00、味横丁9:00〜18:00
(L.O.17:30)、厨スタジアム9:00〜21:00
水曜（祝日、繁忙期を除く） ☎0178-289311
JR東北新幹線八戸駅よりバス
（八
食100円バス）約10分

鶏や魚、
たっぷりの野菜でとったダシに鍋
用の南部せんべいを割り入れ煮込む郷土
料理。せんべいの食感はアルデンテ。やみ
つきになるおいしさです。
店舗により異なる ☎0178-701110（（一財）VISITはちのへ）
店舗
により異なる

八戸前沖さば
［八戸市］

いちご煮
［八戸市・階上町］
潮の香りと青ジソの風味で味わうウニと
アワビのぜいたくな吸い物。乳白色の汁に
浮かぶウニが野イチゴのように見えること
から呼ばれた漁師の浜料理です。
店舗により異なる ☎0178-701 1 1 0（（ 一 財 ）V I S I T はちの へ ）／ ☎
0178-88-2045（階上町商工会)
店
舗により異なる

県南・下北エリア

館鼻岸壁朝市（P30）
浜市場みなとっと

八戸酒造（P14）
陸奥湊駅前朝市
（P30）
八戸ポータル
ミュージアムはっち

八戸まちなか広場

「マチニワ」

八戸横丁
ユートリー
（P30）

更上閣

八戸市博物館・
史跡根城の広場
（P30）

八戸市博物館・史跡根城の広場［八戸市］
「八戸市博物館」
では八戸地域の歴史や文化を紹介。隣接する
「史跡根
城の広場」
では、
日本100名城にも選ばれた安土桃山時代、南部氏の居
城跡を復原しています。

八戸市博物館

櫛引八幡宮
金装獅噛三累環頭
大刀柄頭

（P30）

八戸
ブックセンター

グランドサンピア八戸
（さわ里温泉）
（P12）

9:00〜17:00（入場は16:30まで） 月曜
（第1月曜・祝日は開館）、祝日の翌日（土・日曜
は開場）、12月27日〜1月4日
大人250円、
高・大学生150円、小・中学生50円 ※八戸市
博物館との共通券あり ☎0178-41-1726
JR東北新幹線八戸駅よりバス約10分

八 戸 ポ ー タルミュ ー ジアム
「はっち」
［八戸市］

「はっち」の向かいにある交流の場。
シンボル
オブジェ
「水の樹」が水の音色を奏でるほか、
さまざまなイベントが行われています。
6:00〜23:00
無休 ☎0178-22-8228
（八戸ポータルミュージアム はっち）
JR八
戸線本八戸駅より徒歩約10分

八戸の魅力を体感できる観光施設。
１階にあ
る法霊神楽からくり時計の１時間ごとに始ま
る一斉歯打ちは必見！
9:00〜21:00
※店舗により異なる
第2火曜（祝日の場合は翌日）、12月31日、1月
1日 ☎0178-22-8228
JR八戸線本八
戸駅より徒歩約10分

八戸市埋蔵文化財センター
是川縄文館方面（P30）

史跡根城の広場

9:00〜17:00(入館は16:30まで)
月曜
（第1月曜・祝日は開館）、祝日の翌日
（土・日曜
は開場）、12月27日〜1月4日
大人250
円、高・大学生150円、小・中学生50円 ※特
別展期間中は別料金 ※史跡根城の広場と
の共通券あり ☎0178-44-8111
JR東
北新幹線八戸駅よりバス約10分

長者山新羅神社

八戸まちなか広場「マチニワ」
［八戸市］

八戸横丁めぐり［八戸市］
八戸の街なかには８つの横丁があり、
レトロからイマドキまで個性的な店が揃っています。
ま
た、横丁を知り尽くしたガイドが地元ならではの路地裏を案内してくれます。
店舗により異なる ☎0178-72-3311（八戸横丁連合協議会）
JR八戸線本八戸
駅より徒歩約10分※ガイドに関する問い合わせは☎0178-38-8420(ACプロモート)まで

たぬき小路

みろく横丁

種差海岸周辺

八戸前沖さばブランド推進協議会が認定
した期間に、三陸沖以北の日本近海で漁
獲し八戸港で水揚げされたサバ。
日本一と
言われる脂のりが美味しさの秘密。
店舗により異なる ☎0178-435111（八戸前沖さばブランド推進協議会
事務局・八戸商工会議所内）
店舗によ
り異なる

のグッズも
など
あ
織

む つ み なと

史跡根城の広場

八戸せんべい汁
［八戸市］

30

蕪島・種差海岸方面

八食センター（P30）

八食センター［八戸市］

は ち の へ グルメ

八戸エリア
ます
り

八戸三社大祭の山車展示のほか、土産店、レスト
ラン、体験コーナー、宿泊施設もある旅の拠点。
施 設 により異 なる
1 2 月3 1 日 ☎
0178-27-2227
JR東北新幹線八戸駅隣
接

本棚の間に吊り下げられた
ハンモックに座って、
ユラユラと揺られながら読書。

しろいとおどしつまどりよろい
（かぶとおおそでつき）

八戸市中心街マップ
一般財団法人VISITはちのへ
「ユートリー」
［八戸市］

港町で本を読んだり
まちを歩いたり

ハンモック席

南部
裂

風張1遺跡から出土した国宝合掌土偶や、史跡是川石器時代遺跡の優れた土器や漆器を展示し、縄
文の美を間近に鑑賞できます。
9:00〜17:00(最終入館16:30)
月曜（第1月曜、祝日・振替休日の場合は開館）、祝日・振替休
日の翌日（土・日の場合は開館）、年末年始
一般250円、高・大学生150円、小・中学生50円
☎0178-38-9511
JR東北新幹線八戸駅よりバス約23分(土・日・祝運行)

八戸ブックセンター［八戸市］
「本のまち八戸」の拠点として市が運営するスタイリッシュな
書店。幅広いジャンルの本が並び、館内で購入したドリンクを
飲みながら読むことができます。本にまつわるイベントも開催。
10:00〜20:00
火曜（祝日の場合翌平日）、12月29日
〜31日、1月1日 ☎0178-20-8368
JR八戸線本八戸
駅より徒歩約10分

八戸といえば朝市！

陸奥湊駅前朝市［八戸市］
八戸の台所として親しまれている朝市。元気
な浜の母さん達“イサバのカッチャ”が迎えて
くれます。
朝市3:00〜12:00、食事処5:00〜10:00頃
※店舗により異なる
日曜 ※八戸市営
魚菜小売市場は第2土曜も休み ☎0178-3
3-6151（八戸市営魚菜小売市場）
JR八
戸線陸奥湊駅より徒歩すぐ

館鼻岸壁朝市［八戸市］
市民や観光客でにぎわう日本最大級の朝市。300
以上の店が立ち並び、毎回1万人以上が訪れます。
3月14日〜12月末までの毎週日曜 ※臨
時開催日
（5月5日、7月23日、8月12日・13日、
9月21日、12月30日） 日の出〜9:00頃
5月9日、1月〜3月7日 ☎080-5734-3251
（湊日曜朝市会事務局）
JR八戸線陸奥湊
駅より徒歩約10分

八戸市水産科学館マリエント 種差海岸
［八戸市］
［八戸市］
八戸の海の魅力を伝える大水槽があるほか、
子どもから大人まで人気の実験や体験企画
も開催。
9:00〜18:00(9月〜5月は17:00まで)
無休 ※臨時休館日あり
大人300円、
シニア150円、高校生200円、小・中学生100
円 ☎0178-33-7800
JR八戸線鮫駅よ
り徒歩約15分

天然芝生と岩礁、砂浜や松原が続く風光明媚
な地。海岸沿いに遊歩道が整備されています。
☎0178-51-8500（種差海岸インフォメー
ションセンター） ☎0178-70-1110（（一財）
VISITはちのへ )
JR八戸線種差海岸駅
より徒歩約3分

蕪島物産販売施設
「かぶーにゃ」
［八戸市］
さば缶やウミネコグッズなどの販売のほか、
鯖ご飯やスルメ出汁こんにゃくなども食べら
れます。
10:00〜16:00 (11月〜3月)、10:00〜
17:00 (4月〜10月)
10月〜3月火曜、12
月29日〜1月3日 ☎0178-38-5228
JR
八戸線鮫駅より徒歩約15分、またはバス「う
みねこ号」約2分（運行日要確認）

蕪嶋神社
［八戸市］
春から夏にかけてウミネコの繁殖を間近に観
察できます。
「ウミネコおみくじ」
で占ってみる
のも。
9:30〜16:30 ☎0178-34-2730（蕪嶋神
社）
JR八戸線鮫駅より徒歩約15分、
また
はバス
「うみねこ号」約2分（運行日要確認）
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︹八戸市・三沢市・むつ市・野辺地町・六戸町・横浜町・東北町・六ヶ所村・おいらせ町・大間町・東通村・佐井村・風間浦村・三戸町・五戸町・田子町・南部町・階上町・新郷村︺

八戸市埋蔵文化財センター是川縄文館［八戸市］

県南・下北

次々と 生 まれる 本との 出 会 い

エリア紹介

KENNAN / SHIMOKITA

県南・下北

あっちでもこっちでも
11ぴきのねこが
「ニャゴニャゴ」
11ぴきのねこ［三戸町］
三戸南部氏の居城。南部氏ゆかりの11城館のひとつとして
「御城印」巡りが人気です。
☎0179-23-4711（聖寿寺館跡案内所） 青い森鉄道三戸駅より車約7分

国重要文化財 南部利康霊屋［南部町］

史跡聖寿寺館跡案内所［南部町］

南部利康は三戸南部27代利直の4男で、24歳で逝去しました。南部氏一
族の霊廟では唯一極彩色に彩られ、桃山様式の華麗な霊廟建築の一端
を示す貴重な歴史遺産です。
9:00〜16:00
12月29日〜1月3日
大人300円、団体(20名以
上)200円、
中学生以下無料 ☎0179-23-4711（聖寿寺館跡案内所）
青い森鉄道三戸駅より車約7分

なんぶを楽しむアイテム

体験

北のフルーツパーラーin南部町［南部町］

農園でのフルーツ狩り
（旬のフルーツの試食・収穫）
ができるほか、収穫し
たフルーツで「マイ・スイー
ツ」を作り、その場で味わえ
る体験メニューです。
通年 ※冬期間はフルー
ツ狩り利用不可の場合あり
60分〜120分 ※フルーツ
狩りなしの場合は60分
中学生以上2000円〜、小学
生以下1500円〜※催行人
数／10名〜、10日前までに
予 約 ☎0 1 7 8 -7 6 -1 0 0 1
（南部町農林漁業体験実習
館チェリウス）
青い森鉄
道諏訪ノ平駅より車約8分

階上岳［階上町］
別名「臥牛山」。頂上からの眺め
は絶景で、冬でも登れるとあっ
て多くの登山客が訪れていま
す。
☎0178-88-2875（階上町商工
観光グループ）
JR八戸線階
上駅より車約15分(登山口ま
で)

室町・戦国期の主殿をイメージした外観。南部氏の歴史をは
じめ、聖寿寺館跡から出土した食器や武具などを展示してい
ます。
9:00〜16:30
12月29日〜1月3日
史跡聖寿寺館
跡や霊屋の見学者は無料 ☎0179-23-4711
青い森鉄
道三戸駅より車約７分

関根ふれあい公園にある
「ぶどう畑のアオさん」。
町内には
「11ぴきのねこ」
にちなんで、11体のねこの石像が設置されています。

ほのぼの館「馬場のぼるの部屋」
［三戸町］

郵便局前のポストには
「とらねこたいしょう」
の
しっぽ。

城を訪れた記念に
「御城印」
お城へ登城した記念となる御城印。史跡聖寿寺館跡案内所では、
弘前出身の書道家・中
堂佳音氏の書に、南部氏の家紋「向鶴」
があしらわれた御城印(300円)を購入できます。

六戸町の地鶏・青森シャモロックと大玉日本一六戸産にんにく
入りの
「シャモロックカレー」
が味わえます。
3月〜10月9:00〜18:00、11月〜2月9:00〜17:00、食堂「六
味庵」11:00〜15:00(L.O.14:30)
12月31日〜1月3日
☎0176-55-4134
JR東北新幹線八戸駅より車約20分

アグリの里おいらせ
［おいらせ町］
1年中楽しめる体験型総合観光
農園。新鮮野菜や加工品の販
売、
イチゴ狩りが楽しめます。
直売所8:30〜17:30、観光イ
チゴ園10:30〜15:00 ※施設
により異なる、体験は事前予約
入場無料 ※体験料別途
年末年始 ☎0178-56-288
4
青い森鉄道三沢駅より車
約10分

体験

ぬいぐるみやマグカップ
などグッズも豊富。道の
駅さんのへ、文海堂など
で販売中。

中心街の店の店頭幕にも
11ぴきのねこのキャラクター。

案内板の上に座る11ぴきのねこ。

馬場のぼるさんの絵本やキャラクター達に会える、
ファン必見の記念館。代表作の絵本「11ぴきのねこ」
シリーズや、7.7メートルもの絵巻絵本もあります。
9:00〜17:00
12月28日〜1月3日
無料 ☎
0179-20-1500
青い森鉄道三戸駅より車約5分

は
おみやげ
これ！

八戸市〜三戸町を運行中の
ラッピングバス

道の駅ろくのへ
「メイプルふれあいセンター」
［六戸町］

︹八戸市・三沢市・むつ市・野辺地町・六戸町・横浜町・東北町・六ヶ所村・おいらせ町・大間町・東通村・佐井村・風間浦村・三戸町・五戸町・田子町・南部町・階上町・新郷村︺

漫画家・馬場のぼるさんは三戸町出身。
その縁で
絵本シリーズ「11ぴきのねこ」を活用した町づく
りを進めており、町内各所で11ぴきのねこ達が
お出迎えしてくれます。
☎0179-20-1117（三戸町まちづくり推進課）
青い森鉄道三戸駅ほか

史跡 聖寿寺館跡［南部町］

三戸城跡・城山公園［三戸町］
春には県内随一の桜の名所となる城山公園。戦国時代、三戸南部氏
の居城として築城された三戸城跡では、石垣や堀跡・土塁などの遺
構が往時を偲ばせます。
☎0179-20-1117（三戸町まちづくり推進課）
青い森鉄道三戸
駅より車約15分

三戸町立歴史民俗資料館・三戸城温故館
［三戸町］

田子町ガーリックセンター［田子町］

資料館には縄文時代から近代に至る町の歴史資料を展示。隣接す
る城郭を模した温故館では南部藩主や家臣の武具、装束、古文書な
どを見ることができます。
4月〜11月9:00〜16:00
月曜、祝日の翌日、冬期（12月〜3
月）
一般220円、大学生・高校生110円、小・中学生60円 ☎01
79-22-2739
青い森鉄道三戸駅より車約15分

特産品のニンニクにこだわったご当地グルメ
「田子ガーリック
ステーキごはん」
が味わえます。
ショップ9:00〜18:00、
レストラン11:00〜15:00（土・日曜、
祝日〜16:00）
12月30日〜1月3日 ※臨時休業あり ☎
0179-32-3165
青い森鉄道三戸駅より車約20分

けん な ん グルメ
飲むヨーグルト ザ・プレミアム
［新郷村］
青森県酪農発祥の地で育まれた生乳100％を使用。添加
物は一切使用しない48時間熟成によるなめらかで深いコ
ク。
オリゴ糖だけの上品な甘さが特徴です。
店舗により異なる ☎0178-78-2511（新郷村ふ
るさと活性化公社）
店舗により異なる

馬肉料理・五戸義経鍋・桜鍋
［五戸町］
南部藩の馬産地として知られる五戸町。馬肉料理の老
舗もあり、馬刺しや桜鍋、兜の形をした鍋で焼き肉と水
炊きを楽しむユニークな
「義経鍋」
が名物です。
店舗により異なる ☎0178-62-7155（五戸町
観光協会)
店舗により異なる
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県南・下北エリア

先人の知恵から生まれた北国の〝粉もん〟文化［八戸市・三戸町・南部町・階上町・五戸町］
八戸エリアでは古くから冷害に強い小
麦・蕎麦・雑穀などを栽培し、粉に挽いて
郷土食として工夫しながら食べていまし
た。
「粉もん」の代表格がお馴染みの南部
せんべい。
そのほか、階上早生そばやきん
か餅、
ひっつみ、せんべい汁、かっけなど、
この地域でしか味わえない素朴なおいし
さに出会うことができます。
店舗により異なる ☎0178-701110（（一財）VISITはちのへ)
店舗
により異なる

きんか餅

ひっつみ

てんぽ煎餅

かっけ

体験

そば打ち体験［階上町・南部町・八戸市］
八戸周辺はそばの産地。風味豊かな地元産そば粉を使い、職
人から指南を受けて挑戦するそば打ち体験は好評です。
体験により異なる ※事前予約 ☎0178-88-2709
（階上町わっせ交流センター）☎0178-76-1060（そばの里け
やぐ）☎0178-82-2902（道の駅なんごう）☎0178-82-2222
（山の楽校） 店舗により異なる
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海と生きる
「まさかり」の大地

恐山
［むつ市］

ジオパークとは、ジオ（大地）とパーク

青森県立三沢航空科学館［三沢市］

所です。
「下北ジオパーク」
は本州最北に
位置し、太平洋・陸奥湾・津軽海峡に囲
まれた下北の大地と自然、独自の風習や
文化を感じることができます。

おみやげはこれ！

海軍ゆかりのまちで
ご当地メニューを楽しむ

下北エリア

下北半島マップ

SHIMOKITA AREA

科学や演劇に浸る

ミニ ミス・ビードル号紙飛行機

宇宙食

ホチキスと輪ゴムを使って作る紙飛行機。
子どもでも簡単に製作できます。

宇宙食人気の味は1位たこやき。2位チョコレート
ケーキ。えびピラフや赤飯など色々なメニューが
あって楽しめます。

上北エリア
KAMIKITA AREA

大間崎（P36）

尻屋埼灯台

下風呂温泉郷(P11)

仏ヶ浦

︹八戸市・三沢市・むつ市・野辺地町・六戸町・横浜町・東北町・六ヶ所村・おいらせ町・大間町・東通村・佐井村・風間浦村・三戸町・五戸町・田子町・南部町・階上町・新郷村︺

大空と飛翔をテーマにした施設。見どころは旅客機YS-11の実機や、太平洋無着陸
横断飛行を成し遂げたミス・ビードル号のレプリカ。
9:00〜17:00（入館は16:30まで） 月曜（祝日の場合は翌日）
一般510円、
高校生300円 ☎0176-50-7777
青い森鉄道三沢駅より車約15分
※展示リニューアルのため、2020年12月から2021年春まで休館します。

自然と人々の暮らしを学び、楽しめる場

協議会）

県南・下北

日本三大霊山のひとつ。硫黄孔から噴
き出す蒸気、宇曽利山湖の岸辺に積ま
れた石など、幻想的な光景が広がって
います。
5月〜10月6:00〜18:00 ※10月
中旬以降6:00〜17:00
11月〜4
月
500円 ☎0175-22-38
25（恐山寺務所）
※冬期は☎0175-22
-1091（円通寺）
JR大湊線下北駅
より車約45分

（公園）を組み合わせた言葉で、大地や

☎0175-22-1111（下北ジオパーク推進

エリア紹介

KENNAN / SHIMOKITA

尻屋崎
（寒立馬生息地）

津軽海峡文化館
アルサス

奥薬研温泉
（P11）

むつ来さまい館
(P36)

薬研渓流

恐山

むつバスターミナル

湯野川温泉
川内川渓谷

むつグランドホテル
（P12）
ミルク工房

釜臥山
展望台

ボン・サーブ

安渡館、海望館、
水源池公園、弐番館 北洋館（P35）

（P35）

仏ヶ浦［佐井村］

サンマモル
ワイナリー
(P13)

下北名産センター

路線バスルート
下北交通
JRバス東北
脇野沢交通
ぐるりんしもきた号

「五百羅漢」
「如来の首」
などと名付けられた奇岩の数々、全体が見渡せる船からの眺めに圧倒され
ます。
☎0175-38-2111（佐井村役場）
JR大湊線下北駅より車約120分、
またはJR大湊線下北駅より
バス約140分。下車後観光船約30分

道の駅
よこはま
（P33）

寺山修司記念館［三沢市］

寺山食堂［三沢市］

道の駅おがわら湖［東北町］

詩・短歌・評論・演劇など死の直前まで創作活動を続けた、寺山修
司の魅力を紹介するファンの聖地。
9:00〜17:00(入館は16:30まで)
月曜（祝日の場合は翌
日）、12月29日〜1月3日
一般550円、高・大生110円、小・中
学生60円 ※土曜は中学生以下無料 ☎0176-59-3434
青い森鉄道三沢駅より車約20分

寺山修司が愛したスペシャルメニューを再現。
「寺山盆カレーセッ
ト」は大食漢だった寺山のために盆に盛られたからとか。※市内9
店舗で提供。
メニューの詳細・価格は店舗により異なります。
店舗により異なる ☎0176-53-5111（三沢市産業観光
課）

人気のしじみラーメンは、小川原湖産大和しじみが殻ごとたっ
ぷり入り、
スープには濃厚なしじみダシを使用。
身も食べられる
しじみを余すことなく堪能できる人気メニューです。
10月〜3月9:00〜17:30、4月〜9月8:30〜18:00、
レストラン
は10：00〜16：00
年末年始 ☎0176-58-1122
JR東
北新幹線七戸十和田駅より車約20分

みさわを楽しむアイテム

※路線バスは新型コロナウイルスの影響に伴い、運休または減便(一部便の運休)で運行させていただく場合がございます。

各フェリー、観光船の詳細は
P40をご覧ください。

▲

船で下北旅情を楽しむ

MISAWAぐるっと
バス
［三沢市］

浜町の常夜燈［野辺地町］

尻屋崎に生息する寒立馬［東通村］
雪の中で寒風に耐える姿を見せる寒立馬。春になると、青い海に純白の尻屋埼灯台の近くで芝生の
草を食む愛らしい姿を見せます。
4月1日〜 4月3 0日8 : 0 0 〜 1 5 : 4 5 、5月1日〜 1 1月3 0日7 : 0 0 〜 1 6 : 4 5
冬期間 ☎
0175-27-2111（東通村つくり育てる農林水産課）
JR大湊線下北駅より車約50分
※寒立馬から離れて見学ください。
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県南・下北エリア

①津軽海峡フェリー「大函丸」

②③④仏ヶ浦定期観光船

1964年（昭和39）
に日本初の外洋フェリーとし
て就航。本州と北海道を最短の90分で結ぶ、下
北の住民の生活航路であり観光航路でもあり
ます。

奇岩奇石が海にせり出す景勝地。仏ヶ浦への
上陸では船員さんたちのガイドで、
自然が作り
だした“神のわざ、鬼の手づくり”をじっくり鑑
賞できます。

⑤シィライン
「ポーラスター」

⑥むつ湾フェリー「かもしか」

青森市と自然美が広がる下北を結ぶ定期航路
を運行。牛滝や福浦にも寄港するので、
自分だ
けのアレンジで下北旅が楽しめます。

津軽と下北を60分で結ぶカーフェリー。陸奥湾を
横断する航路らしく、4月下旬〜6月下旬にはフェ
リーに並走するイルカの群れに出会えるかも。

船が安全に出入りできるよう文政10年（1827）
に野辺地の北前船主
「野村治三郎」
によって建立されました。北前船の寄港地として栄えた
歴史を伝える町のシンボルです。
※日本遺産「荒波を越えた男たちの
夢が紡いだ異空間」
の構成文化財となっています。
☎0175-64-2111（野辺地町地域戦略課）
青い森鉄道野辺地駅
より徒歩約20分

寺山修司記念館、三沢航空科学館など市
内の観光施設をつなぐ無料シャトルバス。
パンフレットではバス停周辺の飲食店など
も紹介。●路線／三沢駅東口‒スカイプラ
ザミサワ‒三沢空港‒三沢航空科学館‒市
民の森温泉浴場‒寺山修司記念館‒屋内温
水プール‒斗南藩記念観光村
土・日
曜、祝日、
ゴールデンウィーク、夏休み期間
※ 運 行 時 間 など 詳 細 は 要 問 合 せ ☎
0176-50-7777（三沢航空科学館）

道の駅よこはま
「菜の花プラザ」
［横浜町］
人気は菜の花をペース
トにして練り込み、菜種
油で揚げた
「菜の花ドー
ナツ」。色が美しく甘さ控
えめです。
物 産 館：4 月〜 1 2 月
8:00〜18:00・1月〜3月
9:00〜17:30、
レストラ
ン：4月〜12月11:00〜
17:00・1月〜3月11:00
〜15:30
12月31日・1月1日、1月2日〜3月31日の火曜（祝日の場
合は翌日） ☎0175-78-6687
JR大湊線陸奥横浜駅より車約2分

か み き た グルメ
三沢ほっき丼
［三沢市］
旨みをたっぷり含む三沢産
のほっき貝を使った冬のご
当地グルメ。店舗ごとに工
夫を凝らした丼が味わえま
す。市内約20店舗で提供。
内容と価格は店舗によって
異なります。
店 舗 により異 なる
※提供期間は12月3日〜3
月末まで ☎0176-53-51
11(三沢市産業観光課)

黒づくし御膳
［東北町］
「日本一黒い湯」
の東北温泉
な らで は の 名 物 御 膳 。ブ
ラックタイガーの海老フラ
イや黒豆腐など、黒づくしを
味わえます。
「黒づくし御膳付き・1泊2
食プラン」9,980円（２名１
室 ）、食 事 付き入 浴パック
「黒づくし御膳プラン」5000
円〜 ☎0175-63-3715
（東北温泉）
青い森鉄
道乙供駅より徒歩約5分
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大間崎［大間町］

県南・下北

北の防人大湊［むつ市観光
交流センター安渡館、海望
館 、水 源 池 公 園 、弐 番 館 ］
［むつ市］

安渡館

本州最北端。
マグロのモニュメントや、
日本の灯台
50選のひとつ大間埼灯台などの撮影スポットも。
☎0175-37-2111（大間町産業振興課）
JR大
湊線下北駅より車約60分、函館より津軽海峡フェ
リー約90分

エリア紹介

KENNAN / SHIMOKITA

海軍の歴史を学べる
「北の防人大湊」。明治時代からの面影
を残した海軍施設が点在しています。安渡館は、旧海軍大湊
要港部庁舎をイメージしたレトロな建物で、大湊地区の観
光の拠点として、
グッズやカフェがあります。
［安渡館・海望館］ 10:00〜20:00、
カフェテリアは10:00
〜18:00（L.O.17:00）
12月31日〜1月1日 ※カフェテリ
ア火曜休
無料 ☎0175-29-3101
JR大湊線大湊駅より車約10分
［弐番館］ 10:00〜18:00
12月29日〜1月3日 火曜
無料 ☎0175-31-1137

︹八戸市・三沢市・むつ市・野辺地町・六戸町・横浜町・東北町・六ヶ所村・おいらせ町・大間町・東通村・佐井村・風間浦村・三戸町・五戸町・田子町・南部町・階上町・新郷村︺

海望館

むつ来さまい館［むつ市］
田名部まつりを彩る山車のモニュメントのほ
か、観光名所などを映像やパネルで紹介して
います。
9:00〜21:00
年末年始、特別清掃のた
めの不定休（年3回）
無料 ☎0175-338191
JR大湊線下北駅より車約10分

2020年度は運行中止

バスで下北旅情を楽しむ

ぐるりんしもきた号

JR大湊駅からむつ市内のホテルを経由し、下北半島の人気観光地をのんびりと巡る観
光ルートバス。下北満喫旅からお手軽旅まで全11コースから選べます。

運行コース 下北満喫コース、佐井・大間発 下北満喫コースなど

5〜10月 ※乗車の5日前までに申込必要
大人4,500円〜10,000円、小人4,200円〜
8,500円 ※区間利用も可能。料金には乗車から降
車までに発生する仏ヶ浦遊覧船・弁当・恐山入山
料などを含む ☎0175-31-1270（（一社）
しもき
たTABIあしすと）

詳しくはお問合せください。
▶

▶

水源池公園は、桜の名所として、
市民の憩いの場として知られていま
す。沈澄池堰堤を含む旧大湊水源地
水道施設があり、かつて海軍専用水
道施設として使用されていました。

しもきたを楽しむアイテム
漁師の娘さんや奥さんたちで結成された「お
おまエスコートクラブ（OEC）」による観光ガ
イド。地元民しか知らない大間のあちこちを
案内します。
ユニークなコースも。
9:00〜15:00（所要時間／約1時間） ※1
週間前までに予約
不定休
2名2,000
円 〜（ バ ス 1 台 に 付 き 5 , 0 0 0 円 〜 ） ☎
090-7931-4509（おおまエスコートクラブ）
JR大湊線下北駅より車約60分、函館より津
軽海峡フェリー約90分

布海苔採り体験ツアー
［風間浦村］

▶

OEC観光ガイド
［大間町］

重厚な石造りの弐番館は、現在
は交流施設として活用されていま
す。

厳寒の津軽海峡の岩場での体験は漁師気
分を味わえます。地元の人たちの人情に触
れ、冷えた体を下風呂温泉で温め、
夕食は
新鮮な海の幸が堪能できます。
2 月 上 旬 〜 3 月 下 旬（ 1 泊 2 日 ） ☎
0175-35-2111（風間浦村産業建設課）
JR大湊線下北駅より車約60分

▶安渡館では、自衛隊グッズを購
入することができます。
マグカップ
をはじめ、大湊海自レトルトカレー
や海軍カレースプーンなど、
おみや
げにぴったりなものばかり。

しもき た グルメ
鱈鍋［むつ市］

安渡館に隣接する海望
館からの眺めは必 見 。
陸奥湾や芦崎湾に停泊
する自衛隊の艦艇を望
むことができます。

昔から鱈漁が盛んな脇野沢ならではの料理。
脂が乗る冬場に身と一緒に卵や肝などを煮込
んだもので濃厚な味わいです。
店舗により異なる ☎0175-34-9095
(下北観光案内所)
店舗により異なる

北洋館［むつ市］
海上自衛隊大湊地方隊の史料館。海軍士官の社交場として建てられたもので、北方の海上防衛を
テーマとした史料約1000点を展示。
平日9:00〜16:00、休日9:00〜16:00
年末年始※訓練等による臨時休館あり
無料
☎0175-24-1111
JR大湊線大湊駅より車約10分

鮟鱇鍋［風間浦村］
生きたまま水揚げされる風間浦の鮟鱇。7つ道
具といわれる身・肝・皮・胃などを煮込む鍋は
冬の定番。
店舗により異なる ☎0175-35-2111
（風間浦村役場）
店舗により異なる
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自 衛 隊 グルメ

みそ貝焼き
［むつ市］

東通天然ヒラメ刺身重［東通村］

大間のマグロ
［大間町］

大きなホタテの貝殻に水と焼干し・味噌を入れ、
ホタテや地元
の旬の食材を溶き卵でとじる郷土料理。
店舗により異なる ☎0175-22-2282（むつ商工会議
所）
店舗により異なる

天然ヒラメなど、村の自慢の食材で作ったコース重。刺身5点
盛りは、異なる調理方法と味付けで提供されます。
店舗により異なる ☎0175-27-2111（東通ヒラメ料
理推進協議会）
店舗により異なる

全国的に有名なブランドマグロ、大きさと味の良さでは天下一
品。贅沢な丼や握りなどでいただけます。
店舗により異なる ☎0175-37-2233（大間町観光協
会）
店舗により異なる

県南・下北エリア

から

大湊海軍コロッケ［むつ市］

大湊海自カレー［むつ市］

大湊Sora空っ！［むつ市］

明治時代に大湊の旧海軍部隊で誕生したというコロッケ。揚
げ油に牛脂と下北の新鮮な具材をたっぷり使うのが決まり。
店ごとのこだわりも楽しめます。
店舗により異なる ☎0175-31-0244（大湊海軍コ
ロッケ普及会）
店舗により異なる

大湊基地所属の艦艇等でつくられてきたカレー。秘伝のレシ
ピを基に忠実に再現、店ごとに提供するカレーの部隊が違う
ので食べ歩きも楽しみです。
店舗により異なる ☎0175-22-1111（大湊海自カ
レー普及会）
店舗により異なる

県産すりおろしリンゴとニンニク入り醤油ダレに、大きめ70g
から
から
の下北産鶏肉を漬け込みもち粉で2度揚げ。
「唐揚げ」
を
「空上
げ」
にかけた航空自衛隊自慢の味！
店舗により異なる ☎0175-22-1111（大湊Sora
空っ！普及会）
店舗により異なる
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観 光 案 内
観光案内所等

ホテル ･ 旅館 ･ 民宿

青森市観光交流情報センター ( 青森駅正面 )

☎ 017-723-4670

三沢市観光案内所

☎ 0176-27-0337

全旅連「宿ネット」

http://www.yadonet.ne.jp/

あおもり観光情報センター ( 新青森駅 )

☎ 017-752-6311

むつ来さまい館

☎ 0175-33-8191

青森県旅館ホテル生活衛生同業組合

☎ 017-777-3411

青森空港インフォメーションセンター

☎ 017-739-2007

下北観光案内所

☎ 0175-34-9095

青森県民宿連合会 十和田湖山荘内

☎ 0176-75-2710

弘前市観光案内所 ( 弘前駅 )

☎ 0172-26-3600

七戸町観光交流センター

☎ 0176-51-6100

浅虫温泉旅館組合

☎ 017-752-3259

弘前市立観光館

☎ 0172-37-5501

青森県東京観光案内所

☎ 03-5276-1788

はちのへ総合観光プラザ

☎ 0178-27-4243

青森県東京事務所 ( 流通観光課 )

☎ 03-5212-9113

☎ 0172-88-8815

青森県大阪情報センター
( 北東北三県大阪合同事務所 )

☎ 06-6341-2184

黒石観光案内所
五所川原市観光案内所 ( 五所川原駅舎内 )

☎ 0173-38-1515

青森県名古屋情報センター
( 北東北三県名古屋合同事務所 )

☎ 052-252-2412

大鰐温泉観光案内所 ( 鰐 come 内 )

☎︎ 0172-88-6690

青森県福岡情報センター
( 北東北三県福岡合同事務所 )

☎ 092-736-1129

☎ 0176-24-3006

青森県観光連盟 ( 観光情報センター )

☎ 017-734-2500

（一社）十和田奥入瀬観光機構

レンタカー

青森県観光情報ホームページ ( アプティネット )

☎ 017-739-0560
☎ 0077-78-0100

JR 東日本レンタリース予約センター

☎ 0800-888-4892

ロープウェー

☎ 0176-75-1531

十和田湖観光交流センターぷらっと

青森県レンタカー協会
トヨタレンタリース青森

八甲田ロープウェー

☎ 017-738-0343

青森県のあらゆる観光情報を掲載したサイト。英語 ･ 韓国語 ･ 中国語にも対応！●問い合わせ／青森県観光連盟 ( ☎ 017-722-5080) http://www.aptinet.jp/

主な観光ガイド
青森 ･ 八甲田 ･ 十和田エリア

県南 ･下北エリア

三内丸山応援隊

☎️ 017-766-8282 遺跡の解説や「縄文時遊館」の体験プログラムを担当。

八戸根城史跡ボランティアガイド
グループ

☎️ 0178-24-9114 中世、北奥羽の中心だった「根城」の史跡を巡ります。

青森市観光ボランティアガイド
あおもり街てく

☎️ 017-723-4670 地元ネタに豊富なガイドの案内で青森駅周辺を街歩き。

縄文是川ボランティア

☎️ 0178-38-9511 遺跡のガイドや是川縄文館の展示解説など。

青い森ネイチャーガイド協会

☎️ 080-3338-1585 八甲田山麓を中心とした自然ガイド。

種差海岸ボランティアガイドクラブ ☎ 0178-39-3137 花咲き誇る葦毛崎から種差芝生地までを案内。

幸畑墓苑ボランティアガイド協会

☎️ 017-728-7063 八甲田山雪中行軍遭難事件の史跡と史実のガイド。

OUTDOORBOX RIVERRUNS

今別町観光応援隊

☎️ 0174-35-3005 今別町内にある、太宰治ゆかりの建物や寺社を案内。

八戸さんぽマイスター

☎️ 080-1808-2138 地元ガイドが八戸の横丁や朝市を楽しく案内。

十和田湖自然ガイドクラブ

☎️ 090-5181-7658
( 事務局 : 吉崎方 )

市民ガイド八戸協会

☎️ 0178-45-5571 八戸えんぶり、八戸三社大祭を中心に案内。街歩きガイドも OK。

十和田奥入瀬郷づくり大学

☎️ 0176-72-2780 十和田 ･ 奥入瀬認定ガイドが案内する、奥入瀬渓流と蔦の森。

AC プロモート

☎ 0178-38-8420 八戸の街の究極の遊び方、大自然の中のトレッキングなどご案内

TMG48(トワダもてなしガールズ ) ☎️ 090-4555-4848 アートの街 ･ 十和田を愛する女性たちによる街なかガイド。

ACTY

☎ 0178-38-8455 種差海岸インフォメーションセンターにて地域情報のご案内

七戸町文化ガイドの会

日本一の菜の花サポーター

☎️ 0175-78-2111

伝説が残る十和田湖の美しい自然や隠れた史跡を案内。

☎️ 0176-62-2137 「願いがかなう絵馬の町」の史跡 ･ 名所 ･ 施設を案内。

☎️ 0178-20-0234 川や海で SUP ＆カヤック体験。

菜の花畑と横浜町の魅力を発信！

下北自然ボランティアガイドクラブ ☎️ 0175-42-2411 宇曽利山湖をはじめとした下北半島各地のジオを案内。

津軽 ･ 西海岸エリア

下北を知る会

☎️ 090-9742-6476
下北の歴史や文化、斗南藩ゆかりの史跡を巡る街歩き。
( 会長 ･ 中川方 )

こみせ観光ボランティアガイドの会 ☎️ 0172-52-3488 津軽地方特有の伝統的街並み「こみせ通り」をガイド。

北の防人大湊ガイドグループ

☎️ 0175-29-3101 海軍にゆかりのある大湊の地理や歴史を案内。

ひらかわ案内人の会

☎️ 0172-40-2231 猿賀神社、庭園で有名な盛美園など、平川の名所を案内。

しもきた TABI アシスト

☎️ 0175-31-1270 下北半島の観光、食の魅力を情報発信中！

西目屋村観光ガイド会

☎️ 0172-85-3021 世界遺産の径ブナ林散策道など、各コースを案内。

Y プロジェクト

☎️ 0175-37-5073 マグロの町 ･ 大間を拠点に「浜まぢあるき」ツアーを実施。

安藤の郷応援隊

☎️ 0173-62-3556 市浦歴史民俗資料館を拠点に「安藤の郷」をご案内。

くるくる佐井村

☎️ 0175-33-0014 本州最北端の村の歴史や暮らしを感じる体験ツアー。

津軽半島観光アテンダント
推進協議会

☎️ 0173-26-7520 津軽半島の観光施設やお食事処を、津軽弁でご案内。

■ガイドの申し込みについて／通年であっても、基本的に年末年始を除きます。ボランティアガイドを依頼する場合は、
余裕をもって申し込みください。詳細や予約 ･ 申し込みは各団体に事前にご確認ください。

弘前観光ボランティアガイドの会

☎️ 0172-35-3131 城下町 ･ 弘前の歴史や街並み、洋館など案内。

深浦町観光ガイド
「風待ち湊案内人」☎️ 0173-74-3320 北前船の風待ち港だった深浦町の歴史 ･ 文化をガイド。
OH!! 鰐 元気隊

☎️ 0172-88-6690 温泉文化に育まれた大鰐町の温泉街をガイドします。

青森県内のホテルご案内
アートホテル青森

ラ・プラス青い森

ホテル JAL シティ青森

ホテル青森

アートホテル弘前シティ

ホテルサンルート青森

ホテルクラウンパレス青森

アップルパレス青森

JR 東日本ホテルメッツ八戸

弘前パークホテル

☎ 017-775-7111
交 通 ／ JR 奥 羽 本 線 青 森
駅より徒歩約 15 分

☎ 017-775-2321
交 通 ／ JR 奥 羽 本 線 青 森
駅より徒歩約 4 分

宿泊プランの比較・検索サイト「青森への旅の予約
■ 20 の大手予約サイトと連携した国内最大級の比較＆検索

☎ 017-734-4371
交 通 ／ JR 奥 羽 本 線 青 森
駅より車約 5 分

☎ 017-775-1151
交 通 ／ JR 奥 羽 本 線 青 森
駅より車約 5 分

RESERVATION TRIP TO AOMORI」

☎ 017-732-2580
交 通 ／ JR 奥 羽 本 線 青 森
駅より徒歩約 10 分

☎ 017-723-5600
交 通 ／ JR 奥 羽 本 線 青 森
駅より車約 5 分

■多彩な絞り込み条件によりニーズにあった選択が可能！

☎ 0120-75-2230
交 通 ／ JR 奥 羽 本 線 青 森
駅より車約 5 分

☎ 0178-70-7700
交 通 ／ JR 東 北 新 幹 線 八
戸駅より徒歩すぐ

☎ 0172-37-0700
交 通 ／ JR 奥 羽 本 線 弘 前
駅より徒歩約 1 分

☎ 0172-31-0089
交 通 ／ JR 奥 羽 本 線 弘 前
駅より徒歩約 15 分

便利に使って楽しい旅に出よう！
■空室カレンダーにより混雑時の空室状況を簡単にチェック！ http://www.aomori-kanko.or.jp/kankorenmei/

鉄
津軽鉄道( 津軽五所川原～津軽中里 )

●問い合わせ／☎ 0173-34-2148

弘南鉄道( 弘前～黒石／中央弘前～大鰐 )

●問い合わせ／☎ 0172-44-3136

青い森鉄道( 青森～目時 )

●問い合わせ／☎ 017-752-0330

快速リゾートしらかみ
●運転区間／秋田～弘前～青森
※途中停車駅省略 全車指定席

2号

青森駅 8:09 発

秋田駅 13:27 着

4号

青森駅 13:51 発

秋田駅 18:56 着

6号

弘前駅 16:06 発

秋田駅 20:44 着

1号

秋田駅 8:20 発

青森駅 13:29 着

3号

秋田駅 10:51 発

弘前駅 15:49 着

5号

秋田駅 13:58 発

青森駅 19:40 着

運転日など詳しい情報は JR 東日本「のってたのしい列車ポータル」HP をご覧ください

道
リゾートあすなろ下北
●運転区間 八戸〜大湊
●全車指定席

1号

八戸駅

10：54 発

大湊駅

12：40 着

3号

八戸駅

13：23 発

大湊駅

15：05 着

4号

大湊駅

15：59 発

八戸駅

17：53 着

運転日など詳しい情報は JR 東日本「のってたのしい列車ポータル」HP をご覧ください。

時刻 ･ 運賃 ･ 料金 ･ 空席情報の問い合わせ／☎ 050-2016-1600( 案内時間／ 6:00 ～ 24:00)
英 語 ･ 韓 国 語 ･ 中 国 語で のお 問 い合わせ (JR EAST InfoLine) ／☎ 050-2016-1603( 案 内 時 間 ／
10:00 ～ 18:00･ 年末年始を除く )

神戸
※リゾート列車の情報は 2020 年 10 月 1 日現在のものです。運転日 ･ 時刻 ･ 区間は変更になる場合が
あります。詳細はあらかじめ駅窓口にてお尋ねいただくか、大型時刻表でご確認ください。
※全車指定席列車をご利用の際は、事前に指定席券をお求めください。

※掲載の路線図は
2020年10月1日現在の
ものです

有料道路
青森県道路公社
みちのく有料道路／青森市～七戸町
青森空港有料道路／青森市街～青森市浪岡
第二みちのく有料道路／六戸町～おいらせ町

津軽岩木スカイライン
青森県道路公社 ☎ 017-777-7331

津軽岩木スカイライン／羽黒温泉～岩木山八号目

岩木スカイライン

NEXCO 東日本

☎ 0172-83-2314

☎ 0570-024-024

フェリー ･ 定期船 ･ 遊覧船
フェリー「かもしか」／津軽半島･ 蟹田～下北半島･ 脇野沢(1 時間)
●期間／4 月21 日～11 月5 日 ※要予約
●料金／大人1,950 円･ 小人980 円(2 等普通) ※特別室、自動車航送賃は別途
●問い合わせ／むつ湾フェリー( ☎0174-22-3020)
高速旅客船「ポーラスター」／青森～脇野沢(55 分～1 時間)
●期間／通年(1 日2 往復)
●料金／大人2,660 円･ 小人1,330 円 ※往復は復路運賃を1 割引、15 名以上1 割引( 要問い合わせ)
青森〜脇野沢〜牛滝〜福浦〜佐井（2 時間30 分）
●期間／通年(1 日2 往復) ※10 月1 日～4 月30 日は脇野沢～佐井間が1 日1 往復
●大人3,620 円･ 小人1,810 円 ※往復は復路運賃を1 割引、15 名以上1 割引( 要問い合わせ)
●問い合わせ／シィライン(☎017-722-4545)･脇野沢営業所(☎0175-44-2233)･佐井営業所(☎017538-2590)

津軽海峡フェリー ／函館～青森(3時間40分～45分)
●期間／通年(1日8往復)
●料金／旅客:大人(スタンダード)2,260～3,450円、車両(6m未満):17,760～25,100円

十和田湖湖上遊覧(約50分)・Aコース／休屋･子ノ口航路・Bコース／おぐら･中山半島巡り航路
●期間／4月下旬（予定）～11月上旬（予定）
●料金／大人1,430円(グリーン室500円増)、小人720円(グリーン室250円増) ※11名以上団体割引
●問い合わせ／十和田観光電鉄十和田湖遊覧船(☎0176-75-2909)
夢の平成号(2時間)／脇野沢～仏ヶ浦(探勝30分)～脇野沢
●期間／4月15日～10月14日 10:45発･15:05発
●料金／往復:大人4,370円･小人2,190円、片道:大人2,300円･小人1,150円
合わせ)
●問い合わせ／シィライン脇野沢営業所(☎0175-44-2233)

三厩

※15名以上1割引(要問い

高速観光船「ニューしもきた」(1時間30分)／佐井～仏ヶ浦(探勝30分･ガイド案内あり)～佐井
●期間／4月25日～10月31日 9:00発･10:30発･13:00発
●料金／大人:往復2,500円･片道1,300円 ※臨時便15名以上対応可(4月1日～11月10日･5日前までに
要予約)
●問い合わせ／仏ヶ浦海上観光(☎0175-38-2244)

鰺ケ沢
（鳴戸）

仏ヶ浦行き観光船「サイライト」(1時間30分)／佐井～仏ヶ浦(探勝30分･ガイド案内あり)～佐井
●期間／4月20日～10月31日 9:00発･10:40発･14:00発
●料金／大人:往復2,500円･片道1,300円 ※15名以上割引･臨時便対応可(要問い合わせ)
●問い合わせ／佐井定期観光(☎0175-38-2255)

函館～大間(1時間30分)
●期間／通年(1日2往復)
●料金／旅客:大人(スタンダード)1,840～2,810円／車両(6m未満):14,200～20,070円

鰺ケ沢
鰺ケ沢

●問い合わせ／青森フェリーターミナル(☎017-766-4733)･大間フェリーターミナル(☎0175-37-3111)･
函館フェリーターミナル(☎0138-43-4545)
※船舶法定検査のため運休する場合あり ※年末年始はダイヤ変更あり
※料金は時期により変動あり。 ※詳細は各ターミナルまでお問い合わせください。

牛滝～仏ヶ浦観光船「夢の海中号」
●期間／５月１日～10月31日
●料金／大人1,000円（往復）
●問い合わせ／夢の海中号事務所（☎ 0175-38-5818）

青森中央IC

鰺ケ沢IC

鰺ケ沢高原
黒石IC

フリーエリア内の普通列車（快速含む）の普通車自由席とバスが2 日間乗り放題。津軽の名所・温泉・観
光施設をぐるっと回って楽しもう！！ 津軽フリーパスがあれば協賛店でうれしいサービスがいっぱい！

（十和田南駅、鹿角花輪駅を除く）
にあるJR東日本みどりの窓口、指定席券売機設置駅、びゅうプラザ、主な旅行会社

奥入瀬渓流

道の駅ひろさき

おトクなフリーパス

大鰐弘前IC

碇ケ関IC
■発売期間／通年※ご利用日の1 ヶ月前からお求めになれます。 ■料金／おとな2,520 円、こども1,260 円
■有効期限／1日間 ■利用期間／土・日・祝日
（4/29 〜5/5、7/20 〜31、8/8 〜31、12/23 〜1/7 は毎日利用可）
■利用制限期間／8/1〜7
■主な効力／フリーエリア内の普通列車（快速含む）普通車自由席が乗り降り自由。
■発売箇所／フリーエリア内の指定席券売機・みどりの窓口、びゅうプラザ及び主な旅行会社
■指定席券売機設置駅／本八戸駅・八戸駅・青森駅・新青森駅・弘前駅

南郷IC

詳しくはホームページをご覧ください。その他、おトクな旅の情報は、JR 東日本ホームページをご覧下さい。

10月1

JR東日本 おトクなキップ
事務局
（弘前市観光部国際広域観光課内）

土・日・祝日とゴールデンウィーク・夏休み・年末年始を中心とした特定期間は、青い森鉄道線の普
通・快速列車の自由席が1日乗り降り自由。ご乗車前限定発売のおトクで便利なフリーパスです。
駅の自動券売機（当日券のみ）や窓口ほか、コンビニエンスストアでもお求めいただけます。

要学生証携帯
土・日・祝日（8 月1 日〜7 日は除く）と特定期間（4 月29 日〜5 月5 日、7 月20 日〜31 日、8 月8 日〜31 日、12 月23 日〜1 月7 日）

青い森鉄道の駅の自動券売機（当日券のみ）や窓口、セブン- イレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップの端末設置店

①JAL国内線予約･案内／
※三沢⇔札幌(丘珠)は／
② F D Aコー ルセンター ／
③ANA国内線 予約・案内センター／

航空

☎0570-025-071 ・ ☎03-5460-0522
☎0570-025-071
☎0570-55-0489 ・ ☎054-903-3110(IP電話)
☎0570-029-222

東京

1時間15分〜20分①

大阪(伊丹)

1時間25分〜35分①･1時間40分〜50分③

札幌(千歳)

45分〜55分①③

名古屋小牧

1時間20分〜25分②

神

戸

ソウル
台

北

青森

④大韓航空青森支店／ ☎017-732-3313
⑤HAC予約センター／ ☎0570-025-071
☎03-5460-0522
⑥ エ バ ー 航 空 ／ ☎0570-666-737

東京

1時間20分〜25分①

大阪(伊丹)

1時間30分〜45分①

札幌(丘珠)

1時間⑤

1時間50分②
2時間20分〜35分④
3時間35分⑥

●JR東日本お問い合わせセンター／☎050-2016-1600(案内時間／6:00〜24:00)

鉄道

JR

新大阪
三沢

※英語･韓国語･中国語での問い合わせ(JR East Infoline)
☎050-2016-1603(案内時間／10:00〜18:00･年末年始を除く)

東

京

新函館
北斗

新青森

東海道新幹線のぞみ 東北新幹線はやぶさ
(約2時間30分)
(約3時間)

北海道新幹線
(約1時間)

札

特急北斗
(約3時間30分)

※列車の情報は2020年10月1日現在のものです。 ※所要時間の目安を掲載しております。
利用される列車や日時によって、
目的地までの所要時間が変わる場合があります。
※詳細はあらかじめ駅窓口にてお尋ねいただくか、大型時刻表でご確認ください。

幌

レストランそのままの車両空間で、絶景と料理に舌鼓

バ

【募集型企画旅行】青森市内発着 貸切タクシープラン

路線バス／青森 ･ 八戸 ･ 七戸～十和田湖
列車に乗ることが目的のひとつとなるような旅。
「TOHOKU EMOTION」
は、
そんな新しい旅のカタチを提案します。
ライブ
キッチンスペースをはじめ、列車全体がレストラン空間となる
「東北レストラン鉄道」。車窓を流れる三陸の海を眺めながら、
東北の旬の食材をふんだんに使ったこだわりのメニューをお楽しみいただけます。
※「TOHOKU EMOTION」
は旅行商品となり、事前予約が必要です。
出発日など詳しい情報は、JR東日本「のってたのしい列車ポータル」HP又は
「TOHOKU EMOTION」商品パンフレットをご確認ください。

復路（久慈▶八戸）

〈MENU例〉●ランチコースメニュー／前菜、サラ
ダ、スープ、
メイン、プティフール●お飲物／ビー
ル、
白ワイン、赤ワイン、
ソフトドリンク、
コーヒー＆紅
茶などをお好きなだけ

沿線有

〈MENU例〉●デザートとアフタヌーンティー／デ
ザートのアソートプレート、デザートブッフェ、
オード
ブル●お飲物／ソフトドリンク、
コーヒー＆紅茶、
ハーブティーなどをお好きなだけ ※アルコール
の提供もございます。
※現在、デザートブッフェとオードブルは、
お席での
提供に変更させていただいております。

志住民

乗車の
や手を振
際はぜひ
って乗客
手を振り
を歓迎
返してみ
。
て。

おいらせ号 ( 八戸～十和田湖 )
八戸駅～六戸町～十和田市現代美術館～奥入瀬ろまん
パーク～奥入瀬渓流～十和田湖

ライブキッチンスペース

オープンダイニング

1号車は7室のコンパートメン
ト個室席とし、壁面ファブリッ
クは福島県の「刺子織」
をモ
チーフとしています。

2号車は目の前で調理を行うライブキッチンス
ペースとし、
キッチン背面は青森県の「こぎん刺
し」、
カウンター壁面は岩手県の「南部鉄」や青
森県の
「南部姫鞠」
をモチーフとしています。

3号車はレストランのようなオープンダイニングス
ペースとし、床には青森県の
「こぎん刺し」、照明
は岩手県の「琥珀」、什器の仕上げ材は宮城県
の
「雄勝硯」
をモチーフとしています。

11 月 15 日まで運行

大人
小人

3,140 円
1,570 円

11 月 15 日まで運行

大人
小人

2,720 円
1,360 円

■弘前市内 〇土手町循環 100 円バス：弘前バスターミナル発着で土手町、弘前公園を経由 〇城東環状 100 円
バス ( 大町回り、和徳回り )：弘前バスターミナル発着で弘前駅城東口、さくら野、カブセンターを経由 ●問い
合わせ / 弘南バス弘前バスターミナル営業所（☎ 0172-36-5061）
■五所川原市内 〇 ELM120 円バス：ＥＬＭ発着で市内各地を結ぶ循環バス 五所川原駅前⇔ＥＬＭ、若葉環状線
( 東回り、西回り）、みどり町環状線 ●問い合わせ / 弘南バス五所川原駅前案内所（☎ 0173-35-9121）

路線バス / むつ市内ほか～下北半島
●問い合わせ／下北観光案内所（☎ 0175-34-9095）、下北交通むつ営業所（☎ 0175-22-3221）、
（一社）しもきた TABI あしすと（☎ 0175-31-1270）

七戸十和田奥入瀬シャトルバス

高速バス
( 東京駅・東京ディズニーランド⇔青森 ) ●問い合わせ ･ 予約／青森きっぷ売場 ( ☎ 017773-5722)
【津輕号】東京 ･ 新宿⇔青森 【パンダ ･ スカイ号】上野⇔弘前 ･ 青森
【パンダ号 東京 ･ 新宿線】東京 ･ 新宿⇔弘前 ･ 五所川原
【ノクターン号】横浜 ･ 品川⇔弘前 ･ 五所川原
【キャッスル号】仙台⇔弘前 【あすなろ号】盛岡⇔青森 【ヨーデル号】盛岡⇔弘前
●問い合わせ／弘南バス弘前バスターミナル ( ☎ 0172-36-5061)
●予約／弘南バス予約センター ( ☎ 0172-37-0022) ※あすなろ号 ･ ヨーデル号以外の路
線は要予約

弘南バス

絶景と一緒に旅する
特別なひととき。

料金（片道）

青森 ･ 八戸 ･ 十和田湖フリーきっぷ 2 日間 ( 乗り放題 )
料金／大人 5,000 円、小人 2,500 円
●問い合わせ／ JR バス東北青森支店 ( ☎ 017-723-1621)

十和田観光電鉄

コンパートメント個室

運行期間

みずうみ号 ( 青森～十和田湖 )
青森駅～新青森駅～酸ヶ湯～奥入瀬渓流～十和田湖

JR バス東北

による
「洋野
エモーシ
運行にあ
ョン」
わせて、
沿線から
旗

( 仙台⇔青森 ) ●問い合わせ／☎ 017-787-1558
( 東京⇔八戸 ･ 十和田 ･ 七戸、仙台⇔八戸 ) ●問い合わせ／☎ 0178-43-4521

南部バス

( 東京⇔八戸、仙台⇔八戸、盛岡⇔八戸 ) ●問い合わせ／☎ 0178-24-1121
※盛岡⇔八戸は予約不要

国際興業バス

( 新宿 ･ 大宮⇔八戸 ･ 三沢 ･ 野辺地 ･ むつ ) ●問い合わせ／☎ 0570-048-985

七戸十和田駅〜東八甲田ローズカントリー〜奥入瀬渓流温泉〜焼山〜奥入瀬渓流館前
●期間／ 8 月〜 11 月中旬 ※事前予約不要
●料金／片道 500 円、未就学児無料
●問い合わせ／七戸十和田奥入瀬シャトルバス運行協議会 ( 十和田市政策財政課内 ･ ☎ 0176-51-6710)

冬の奥入瀬ネイチャーガイドツアー
七戸十和田駅、
市街地、焼山発着ツアー

2020 年 12 月 19 日～ 2021 年 2 月 28 日

問い合わせ／（一社）十和田奥入瀬観光機構（☎ 0176-24-3006）

①市街地、焼山発着ツアー

2020 年 12 月 19 日～ 2021 年 2 月 28 日

大人 3,000 円、小人 1,500 円

②十和田湖発着ツアー

2020 年 12 月 19 日～ 2021 年 1 月 31 日

大人 3,000 円、小人 1,500 円

問い合わせ／（一社）十和田奥入瀬観光機構（☎ 0176-24-3006）

冬のおいらせ号（臨時運行）

貸切バス

八戸駅～奥入瀬渓流～十和田湖
●運行期間／ 11 月 16 日～ 1 月 31 日（1 日 2 往復）
、2 月 1 日～ 2 月 28 日（1 日 1 往復）
●料金／大人 2,720 円、小人 1,360 円（片道）※フリーきっぷ 2 日間（乗り放題）は大人 3,000 円、小人 1,500 円
●問い合わせ／ JR バス東北青森支店（☎ 017-723-1621）

■青森県バス協会 ☎ 017-739-0571 ※月～金曜 8:30 ～ 17:00( 祝日、年末年始を除く )
※詳細は青森県バス協会のホームページをご覧ください
■弘南バス ☎ 0172-38-2255 ■北都観光 ☎ 0173-29-2112
■下北交通むつ営業所 観光部 ☎ 0175-22-3221 ■三八五バス ☎ 0178-24-3331

青森市観光ガイドタクシー

日本海の絶景を味わう

①弘前市内観光コース 3 時間

Aコース

発～三内丸山遺跡～棟方志功記念館～市内中心部

Bコース

発～昭和大仏青龍寺～八甲田山雪中行軍記念館～市内中心部

10,000円
(普通車)

海の夕日などをイメージした
「青池」
「橅」
「くまげら」
の3編成が運行されています。
ワイドビューの大きな窓からは、奇

Aコース

発～八甲田ロープウェイ～萱野茶屋～市内中心部

Bコース

発～三内丸山遺跡～近代文学館～棟方志功記念館～市内中心部

Cコース

岩に打ち寄せる白波や白神の山々の見事な眺望がご覧いただけるほか、各編成には展望室も備えています。
※車内イベントなどは、実施できない場合があります。詳しくは、JR東日本「のってたのしい列車ポータル」HPをご覧

15,000円
(普通車)

発～三内丸山遺跡～郷土館～棟方志功記念館～市内中心部

５時間コース
（新青森駅・青森駅・市内中心部又は青森空港 発）

津軽三味線生演奏

「ORAHO(おらほ)」
カウンター

車内では、独特の速いテンポで叩きつけるようにバチを
弾き
「津軽じょんがら節」
など代表的な民謡を津軽三味
線の生演奏でお楽しみいただけます。※演奏区間:1・2・
3号 鰺ケ沢駅〜五所川原駅間

「橅」編成3号車の
「ORAHO(おらほ)」
カウンターでは、
白
神山地の自然水で淹れたコーヒーや地酒、
スイーツなど
沿線の特産品を販売。車窓からの景色を楽しみながらご
堪能ください。

りんご公園や長勝寺、津軽藩ねぷた村ほか

16,860 円

岩木山神社や高照神社、岩木山山頂駅 ( 弘前着 )

19,670 円

ビジターセンターや暗門の滝 ( 散策 )、白神ライン ( 弘前着 )

50,580 円

②岩木山コース

3 時間 30 分

③白神山地コース

9 時間

●問い合わせ／弘前市タクシー協会 ( ☎ 0172-27-7778)
※ほかにもさまざまなコースを用意しています。お気軽にお問い合わせください。
※なお、お問い合わせ先は電話照会の窓口となっております。
※別途、タクシー会社に予約が必要となりますので、あらかじめご了承ください。

市内３時間コース
（新青森駅・青森駅・市内中心部又は青森空港 発）

世界自然遺産白神山地の麓、風光明媚な日本海沿いの五能線を走る
「リゾートしらかみ」。
白神山地の自然や日本

■青森県タクシー協会☎ 017-739-0545

観光タクシー ( 津軽地方 )

市内2時間コース
（新青森駅・青森駅・市内中心部 発）

※2020年9月現在の情報です。最新情報はＪＲ東日本「のってたのしい列車 ポータル」
ＨＰをご覧ください。

八甲田
コース

発～八甲田(萱野高原・ロープウェイ・城ヶ倉・酸ヶ湯温泉・すいれん沼車窓)～
田代平
（雪中行軍遭難記念像）
～八甲田山雪中行軍遭難資料館～市内中心部

津軽A
コース

発～弘前公園～鶴の舞橋～立佞武多の館〜市内中心部

津軽B
コース

発～成美園～弘前公園～立佞武多の館〜市内中心部

弘前
コース

発～弘前
（弘前城・藤田記念庭園・最勝院・禅林三十三ｹ寺・長勝寺・明治の西
欧建築）
～アップルヒル〜市内中心部

25,000円
(普通車)

●問い合わせ／青森市タクシー協会(☎017-781-4015)
●受付時間／月～金曜8:00～17:00(祝日を除く)
※拝観、入園(場)料･有料道路は別料金となります。
※このモデルコースには、移動時間と標準的な施設見学時間が含まれます。
※コース内の施設は休館する場合がありますので、
ご確認ください。
※高速･一般道路の利用別及び気象、道路状況などにより異なることがありますのでご了承下さい。
※観光タクシーは周遊コースが原則です。目的地までの片道乗車はできかねますので、
ご容赦下さい。

観光タクシー ( 南部地方／八戸駅 ･ 市内中心部発 )
コース

時間

料金（円）

2 時間

普通車 10,000 円 大型車 12,000 円

八戸市 B コース／蕪島と種差海岸めぐり

2 時間

普通車 10,000 円 大型車 12,000 円

八戸市 C コース／歴史 ･ 史跡と八戸食彩めぐり

3 時間

普通車 13,000 円 大型車 15,000 円

八戸市 D コース／蕪島 ･ 種差海岸と八戸食彩めぐり

3 時間

普通車 13,000 円 大型車 15,000 円

義経北方伝説コース

3 時間

普通車 13,000 円 大型車 15,000 円

八戸市 E コース／歴史と史跡、縄文遺産めぐり

4 時間

普通車 18,000 円 大型車 22,000 円

八戸市 Fコース／八戸食彩と海浜自然めぐり

4 時間

普通車 18,000 円 大型車 22,000 円

八戸市 G コース／歴史と自然、八戸ひとめぐり

5 時間

普通車 22,000 円 大型車 27,000 円

十和田湖片道コース／奥入瀬渓流と神秘のカルデラ湖めぐり ( 休屋着 )

5 時間

普通車 29,000 円 大型車 37,000 円

三戸コース／南部の歴史と自然満喫めぐり

6 時間

普通車 34,000 円 大型車 43,000 円

八戸市 A コース／歴史と史跡めぐり

北三陸コース／北リアス式海岸の大自然と神秘の琥珀めぐり ( 久慈着 )

6 時間

普通車 34,000 円 大型車 43,000 円

十和田湖往復コース／奥入瀬渓流と神秘のカルデラ湖めぐり

8 時間

普通車 46,000 円 大型車 60,000 円

下北コース／原燃と北の最果て、旅情めぐり ( 薬研温泉着 )

8 時間

普通車 46,000 円 大型車 60,000 円

●問い合わせ／八戸市タクシー協会 ( 三八五交通内 ･ ☎ 0178-22-1181)
※施設利用料金 ･ 観光船料金 ･ 昼食料金等は含まれません。※ほかにジャンボタクシーもあります ( 料金要問い合
わせ )。※八戸市内観光は、身障者割引があります (1 割引 )。

観光タクシー (下北地方／むつ市発 )
コース

乗合タクシー
①はやぶさ便 ( 新青森駅⇔
弘前市内 )

●料金／ 3,500 円～ ( 片道 1 名 ) ※要予約 (WEB 可 )
●問い合わせ／北星交通 ( ☎ 0172-33-3333)

はお客さまの思い出に残る旅をお手伝いすること。お客さまが

②青空便 ( 青森空港⇔弘前
市内 )

●料金／ 2,500 円 ( 片道 1 名 ) ※要予約 (WEB 可 )
●問い合わせ／北星交通 ( ☎ 0172-33-3333)

常を少しでも安心して楽しむために。私たちは旅と暮らしの新し

③夜ぷらす ( 七戸十和田駅
⇔十和田市内 )

●料金／ 1,500 円 ※要予約
※七戸十和田駅南口発 21:31･23:30 のみの出発
●問い合わせ／縦貫タクシー ( ☎ 0176-62-2121)

日常が変わっても、私たちには変わらない使命があります。それ

日々の暮らしを快適に過ごすチカラになること。
この新しい日
いカタチをつくっていきます。

お客さまへのお願い

黒石市中町こみせ（イメージ）

雪の古津軽

※「ダイナミックレールパック」
で
「TOHOKU EMOTION」
と
「リゾートしらかみ」の予約はできません。

恐山コース②

むつ～恐山～薬研温泉 ( 渓流 )

大間 ･ 仏ヶ浦コース
むつ～恐山～薬研温泉～下風呂～大間崎～佐井 ･ 仏ヶ浦遊覧～むつ
脇野沢 ･ 仏ヶ浦コース
むつ～脇野沢野猿公苑～仏ヶ浦～佐井～大間崎～恐山～むつ

青森
市内
※

タクシー
約70分

irodori
うちわ製作体験
約60分

黒石こみせそぞろ歩きと
ねぷた絵うちわ作り体験
徒歩

黒石こみせ通り
自由散策

タクシー
約70分

青森
市内
※

約40分

4時間

盛岡支社

料金（円）

2 時間

普通車 11,760 円

2 時間 30 分

普通車 14,700 円

7 時間 30 分

普通車 44,100 円

7 時間 30 分

普通車 44,100 円

【募集型企画旅行】青森発着 貸切タクシープラン

弘前市世界一長い
桜並木（イメージ）

※青森市内とは、青森駅から
約2km圏内となります。お申
込時にご相談ください。また
青森空港または新青森駅発
着も可能です。

青森
市内
※

5時間

世界一長い桜並木を
見に行こう！

コース

制作体験費■食事／無■添乗員／同行しません■最少催行人員／2名■運行会社／三八五観光タクシー(株)■旅行代金（１名様
当たり）／大人･小人同額・2人利用：12,000円／人・3人利用：9,000円／人・4人利用：7,500円／人

所用時間

●問い合わせ／むつ市ハイヤー協会 ( ☎ 0175-22-0401)
※料金は概算となります。※施設利用料金 ･ 観光船料金 ･ 昼食料金等は含まれません。
※恐山は 11 月上旬～ 4 月下旬まで入山できません。※その他、さまざまなコースを用意しています。

■出発日／2020年12月1日〜2021年3月31日■出発時間／10：00〜12：00出発■料金に含まれるもの／タクシー代・うちわ

まずは、 ダイナミックレールパック で検索。

むつ～恐山～むつ

コース行程

コース行程

JR東日本・北海道の営業エリア内の新幹線・特急列車とホテルを自由に組
み合わせて一括で予約できる
「ダイナミックレールパック」価格変動型商品
なので、
タイミングによってはおトクになることも！最短、出発日前日の18時
まで予約できるので、急な出張にも便利です。

恐山コース①

連盟タクシープラン

安心してご利用いただくために
JR東日本の取組み

大人 3,000 円、小人 1,500 円

冬の奥入瀬氷瀑ナイトツアー

タクシー

移動時間はいつしか贅沢な時間へ。
絶景とともに感動あふれる列車旅。

ください。

路線バス / 弘前市内 100 円バス・五所川原市内 120 円バス

コース

往路〈八戸▶久慈〉

ス

タクシー
約80分

岩木山神社
下車・自由参拝
約40分

タクシー
約10分

世界一長い
桜並木
車窓及び下車

タクシー
約30分

約20分

コース

りんご公園
自由散策・
自由昼食等

タクシー
約70分

青森
市内
※

約50分

※青森市内とは、青森駅から約2km圏内となります。
（ただし青森空港・新青森駅も含みます）

■設定期間／2021年4月25日〜2021年5月5日■出発時間／9：00〜12：00出発■所要時間／約5時間■料金に含まれるもの
／タクシー代■食事／なし■添乗員／同行しません■運行会社／三八五観光タクシー(株)■最少催行人員／2名■旅行代金（１名
様）／大人･小人同額（小型タクシー利用）
・2人利用：11,000円／人・3人利用：7,500円／人・4人利用：5,500円／人

●問い合わせ／
（公社）
青森県観光連盟
（☎017-722-5080） ●受付時間／月-金9：00〜17：30
（祝日を除く） ※詳しい旅行条件を記載した書面をお渡し致しますので事前にご確認の上お申し込み下さい。
【旅行企画・実施】公益社団法人青森県観光連盟 青森県知事登録第２－１５７号 （一社）
全国旅行業協会正会員 青森県青森市安方一丁目１番４０号

4月下旬〜5月上旬

0173-22-3414（鶴田町観光協会）

JR五能線陸奥鶴田駅より車約10分

横浜町の

富士見湖パーク

シンボル的風景

日本一長い木造三連太鼓橋として知られる
「鶴の舞橋」。約2,000本の桜と橋の景観を楽しめます。

鶴の舞橋

鶴田町

岩木山

桜の絶景

鶴の舞橋桜まつり

横浜町

菜の花フェスティバル in よこはま
全国的にも有名な横浜町の菜の花畑。名物の「菜の花大迷路」は、
菜の花開花期間中、毎日開催。
横浜町大豆田地区特設会場
5月第3土・日曜（見頃：5月上旬〜下旬）
0175-78-2111（横浜町産業振興課内菜の花フェスティバル実行委員会事務局）
JR大湊線陸奥横浜駅より車約10分

シャトルバスを利用してのみ行くことができる
カタクリ群生地。ウォーキングの準備をして、
散策を楽しみましょう。

アートのまちで

繰り広げられる

キロ続く
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桜流鏑馬
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黒石市

カタクリの小径

黒石市雷山周辺
4月下旬〜5月上旬
1名500円
（入山料・維持管理料込み）
0172-54-2405
（道の駅虹の湖公園事務所）
道の駅虹の湖よりシャトルバス利用
（道の駅虹の湖までは東北自動車道黒石ICより車約20分）
十和田市

奥入瀬渓流温泉スキー場の芝桜
ゲレンデいっぱいに植えられた約7万2千
株の芝桜。鮮やかな花のじゅうたんは、十和
田市の新名所として注目を集めています。

奥入瀬渓流温泉スキー場
5月下旬〜6月上旬
0176-24-3006（（一社）十和田奥入瀬観光機構）
JR東北新幹線七戸十和田駅より車約60分

岩木山麓オオヤマザクラ並木

弘前市

十和田市春まつり

弘前りんご花まつり

十和田市官庁街通りのアートな街並みと桜が彩る
風景が魅力。伝統の
「桜流鏑馬®」
も有名です。

約20kmにわたって続く、
オオヤマザクラの並木道。
桜を眺めながらのトレッキングを楽しめます。

趣ある風景

十和田市官庁街通り
4月下旬〜5月上旬
0176-24-3006（（一社）十和田奥入瀬観光機構）
JR東北新幹線七戸十和田駅より車約20分

五所川原市

のへじ春まつり
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野辺地町

東北町桜まつり

東北町

約700本の桜の景勝地。
ホタテ駅伝大会や観
桜会などが開催されます。夜のライトアップも
おすすめ。

花切川から小川原湖公園まで続く桜並木は
「湖畔の千本桜」
と呼ばれ、見応えあり。期間
中は多彩なイベントが開催されます。

愛宕公園
4月下旬〜5月上旬
0175-64-9555（野辺地町観光協会）
青い森鉄道野辺地駅より車約5分

小川原湖公園
4月下旬〜5月上旬
0176-56-4148（東北町観光協会）
青い森鉄道上北町駅より車約5分

むつ桜まつり

むつ市

早掛沼公園・水源池公園は桜の名所。桜ボン
ボリとライトアップがあり、夜桜も楽しめます。
早掛沼公園・水源池公園
4月下旬〜5月上旬
0175-23-1311（むつ市観光協会）
早掛沼公園・JR大湊線下北駅より車約15分、
水源池公園・JR大湊線大湊駅より車約10分

金木桜まつり
約1,500本の桜が咲く
「芦野公園」。桜のトン
ネルの中を走る津軽鉄道は人気の撮影ス
ポットです。
芦野公園
4月下旬〜5月上旬
0173-52-2611（金木商工会内金木桜まつり実行委員会）
津軽鉄道芦野公園駅下車すぐ

桜とローカル電車の

岩木山県道3号線周辺
4月下旬〜5月上旬（標高差により場所によって開花時期が異なります）
0172-83-3000（岩木山観光協会）
JR奥羽本線弘前駅より車約45分

広大な菜の花畑と

岩木山の絶景

十和田市

弘前市

津軽では、桜の次はりんごの花。弘前市りんご
公園では、約80品種、約2,300本のりんごが花
を咲かせます。残雪の岩木山を背景にりんご
の花をお楽しみください。
弘前市りんご公園
5月上旬〜中旬
0172-40-7105（弘前市りんご課）
0172-36-7439（弘前市りんご公園）
JR奥羽本線弘前駅よりバス約20分

鰺ヶ沢町

岩木山麓の菜の花畑
地元農家が守る春の風物詩。植える場所が毎年変わ
るので、
その年ごとの表情を楽しむことができます。

十和田市

鰺ヶ沢町山田野地区（岩木山麓）
5月上旬〜下旬
0173-72-2111（鰺ヶ沢町政策推進観光商工班）
JR五能線鰺ケ沢駅より車約15分

七戸町

南部町

手づくり村鯉艸郷

天王つつじまつり

南部町ぼたんまつり

ルピナス、芍薬、花菖蒲などの花が咲き乱れる
観光農園。茅葺民家「鯉艸亭」では、手打ちそ
ばをいただけます。

天王神社の境内が約500本の山つつじに包ま
れる光景は圧巻。夜は石段を絵馬灯籠が飾り、
ライトアップされます。

約130品種、約8,000本ものぼたんが植えられ
ている
「長谷ぼたん園」。
かおり風景100選にも
認定された美しい景色を楽しんで。

4月下旬〜10月下旬 9:00〜17:00
高校生以上・4月下旬〜5月中旬400円、5月下旬
〜7月下旬700円、8月上旬〜10月下旬350円
0176-27-2516
JR東北新幹線七戸十和田駅より車約20分

天王神社
5月上旬〜中旬
0176-62-2137（七戸町商工観光課）
JR東北新幹線七戸十和田駅より車約5分

長谷ぼたん園
5月下旬〜6月上旬予定・8:30〜18:00
0178-84-2119（南部町商工観光課）
青い森鉄道三戸駅より車約5分
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電子書籍版のお知らせ

弘前公園は夜桜もすてき。ライトアップされた
西濠の桜は、幻想的で人気スポット。

本紙はパソコン、スマートフォン、
タブレット等の端末でご覧いただけます。
HP

TEL

MAP

電子書籍版では各情報に掲載されている
HP、TEL、MAPのマークをクリックまたは
タップすると、関連情報の閲覧、電話発信、
位置情報の確認をが出来ます。

西濠には手漕ぎの貸しボートも。
水上からの花見も楽しもう。

電子書籍版はQRコードから

6

りの
あおも
り
花まつ

弘前さくらまつり 【弘前市】
弘前公園（国指定史跡「弘前城跡」）
4月下旬〜5月上旬
0172-37-5501（弘前市立観光館）
JR奥羽本線弘前駅よりバス約15分

桜の花びらが外濠の水面を埋め尽くす「花筏」。
桜の散り際にのみ見られる美しい光景。

「あおもり観光新型コロナ対策推進宣言施設」のポスターや
ステッカーが表示されている施設は、新型コロナウィルス
感染症防止対策を自主的に実施している施設です。
必ずお読みください。

掲載内容については、新型コロナウィルス感染症拡
大防止のため、イベントの日程が変更、中止となって
いる場合がございます。また、営業時間や定休日が
通常と異なっている場合もございます。詳細につき
ましては、各主催者、団体までお問い合わせください。
※当ガイドブックに掲載されている情報は2020年11月〜
2021年5月のものです。
（2020年10月1日現在）商品内容、
料金ほか各種データが変更となったり、時期による変動や臨
時休業などで利用できない場合がございます。予めご利用の
際にご確認ください。※掲載写真はすべてイメージです。実物
と異なる場合があります。※天候・気象条件等により記事・
写真のような景色が見られない場合があります。※料理等は
内容が変わる可能性もございます。※客室等は一例です。※
掲載されている地図の位置や縮尺、所要時間等はおおよその
目安となるものです。※掲載の各観光施設・店舗等の休業
日・営業時間及びイベントの開催日時等は変更になる場合が
ございます。予め出発前にご確認ください。※実際の営業終
了時間とは別に、最終入館時刻、ラストオーダーの時刻が定
められている場合もございます。※掲載の電話番号は、各施
設の問い合わせ用のため、現地の番号と異なる場合がありま
す。カーナビ等での位置検索で実際とは異なる場所を示す場
合があります。※掲載の表示金額はすべて税込です。※ガイド
ブックに掲載された内容により生じたトラブルや損害等につ
いては、補償いたしかねますので、予めご了承願います。
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美しい桜が自慢、
日本随一の桜まつり

さくらまつりを楽しむ

露店・出店

百花繚乱
春 を迎 えて
芽吹 く花々

特集

公園内に
隠れている
ハートを
探そう！

岩木山が見える絶景スポットも。

まつり期間中、会 場の弘前公 園内には 、およそ20 0もの
店 が 並 び ます。縁 日 や 団 子、いちご 飴 、生 姜 味 噌 お で
ん、こんにゃくなど地元の味も販売されます。

約 2 , 6 0 0 本 、5 2 種もの 桜 が 城 跡 に 咲き誇ります。弘 前 公 園 の 桜 は 、岩 木 山 や 弘 前 城
の風 景とともに楽しめるのはもちろん のこと、桜自体 の 美しさも評 判です。3 名の 樹 木
医 からなる「チ ーム桜 守」が 一 年を 通して世 話をするため 、園 内に4 0 0 本 以 上 ある 樹
齢 10 0 年を超 える老 木も、生き生きとして、たくさん の 花をつけます。この 全 国 屈指の
桜 を見に 、まつり期 間中はたくさん の 観 光 客 が 訪 れます。園 内 約 2 0 0 店の出 店 や人 力
車 、観 光 舟、ボートなど、さまざまに楽しめるまつりの 規模も、日本最 大 級です。

「ガイド」と楽しむさくらまつり

弘前観光ボランティアガイドの会
まつり期 間中、公 園の歴 史や見どころなど、地 元ガイド
ならではの案内を楽しめます。
9：00〜17：00
集合場所／追手門、東門（詰所テント）
無料
0172-35-3131
（
（公社）
弘前観光コンベンション協会）
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モバイル端末で見られる
電子書籍版付き

青森県観光ガイドブック
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