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寒 さ 厳 し き 冬 と ︑そ れ に 耐 え て き た

木々の若葉に心踊る青森の春︒

それぞれの季節ごとに見せる表情が

心 に 残 る 美 し さ ︑温 か な 人 情 ︑忘 れ ら れ な い 味 ︑

全てを魅力溢れるものにする︒

そ し て ︑青 森 な ら で は の 新 た な 出 会 い を 求 め て ︑

ひ と 旅 ふ た 旅 ︑め ぐ る 旅 ︒
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横浜町・菜の花（P.10掲載）

津軽・西海岸エリア
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

県南・下北エリア
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、風間浦村、佐井村、
三戸町、五戸町、田子町、南部町、階上町、新郷村

※掲載されている情報は平成28年10月1日現在のものです。
※掲載されているイベント等の詳細につきましては各お問い合わせ先までお願いい
たします。
なお、
イベント内容や時間については天候などの様々な事情により変
更・延期もしくは中止となる場合もございます。
※施設情報、商品・体験内容、料金等は変更になる場合がありますので、事前に
お問い合わせください。
※写真はすべてイメージです。 ※掲載されている地図は略図です。

青森・八甲田・十和田エリア
青森市、十和田市、平内町、今別町、蓬田村、外ヶ浜町、七戸町

ROUTE 000
スマートフォンで
ドライブルートプランをつくろう!
本誌の番号を使って周遊ルートを手軽につくれます
http://

ROUTE 301
ROUTE 401

Service By

本誌から
行きたい場所の番号を
いくつか入力します
（最大10個）

rgd.jp/r-aom/19
画面はイメージです︒

ROUTE 201

01

P1̲H1̲H4（204*206*210）

車や徒歩での
移動時間・距離

201 301 401

【

最短での
移動順序

問／トヨタレンタリース青森

キャッチフレーズ

】

青森県と北海道道南地域は、深い交流があり、様々
な文化・観光資源があります。2つのエリアを周遊す
る旅のメリットを「1つの旅（ひと度）で2つの旅＝ひ
と旅ふた旅」と表現し、1つの旅で2つのエリアを巡
ることにより、深みのある旅の思い出を作ってほしい
という願いを込めたキャッチフレーズとしました。

☎017-782-7100

204mm
204

【

】

青森を旅していた妖精。旅をする間に、青森をと
ても気に入り、青い森に棲みつきました。
最近では青森県のほか、北海道道南地域を旅し
ており、いろんな帽子やかぶり物を付けて2つの
エリアの魅力を紹介・案内しています。

青森市・八甲田山と地獄沼

五所川原市・金木桜まつり

206mm
206

210mm
210

は な い か だ

フェイスブックページ︑
﹁死ぬまでに行きたい！
世界の絶景﹂
に紹介され︑
人気を博している
弘前公園の花筏

2017 春・冬 イントロ 297×620（210+206+204）

弘前市

﹇弘前市﹈
ひ ろ さ き

弘前
さくらまつり
桜前線の北上にともなって︑弘
前公園の桜が咲き始めるのは４
月 中 旬から5 月 上 旬 頃︒長い冬
が終わり︑ようやく津軽に春が

ROUTE 101

訪れる季節がやってきたのです︒
個分に当た

万 平 方メートルの園 内に

東京ドームの広さ
る約

10

種約２６００本の

52

ばれるほどです︒ぜひ一度この光

に行きたい！世 界の絶 景﹂に選

ことから︑その景観が
﹁死ぬまで

多くの人の心を捉えて離さない

しく 訪れる人を感 動させます︒

かだ︶﹂とも言われ︑なんとも美

なっていく光景は﹁花筏︵はない

り︑まるでピンクの絨毯のように

に水 面を埋めてしまうほどにな

に水の上に浮かぶ花びらが徐々

特に外濠︵そとぼり︶
では︑次第

と︑風情ある光景が見られます︒

ピ ー ク を 迎 え 桜 が 散 り 始 める

いというのも 特 徴です︒満 開の

健康に保ち︑花の咲く期間も長

せているからです︒
さらには木を

な華やかさとボリューム感を見

には7個と多く︑それらが優美

管理技術により3個〜5個︑時

前 公 園のソメイヨシノは長 年の

く花の数は２〜４個ですが︑弘

シノは通常︑ひとつの花芽から咲

かせていること︒
また︑ソメイヨ

とで︑花を人の目線の高さで咲

かし︑枝を低く伸ばしているこ

栽培の剪定技術を桜の管理に生

呼ばれています︒
それは︑りんご

弘前公園の桜は︑日本一の桜と

選﹂
に選ばれています︒

と自然が織りなす日本の風景百

﹁日本さくら名所１００選﹂﹁人

ストを見せ美しいことなどから︑

ど︒
また︑老松と見事なコントラ

桜の名所﹂にも数えられているほ

良県吉野山と並んで﹁日本三大

県高遠︵たかとお︶城址公園︑奈

桜が咲き乱れ︑その景観は︑長野

八重桜など

は︑ソメイヨシノ︑シダレザクラ︑

49

景を目にしてみませんか︒

206mm

204mm
204mm
206mm
210mm
210mm
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一本釣りの全国ブランドをどんぶりに

大 間マグロ丼

コクのある脂がやみつきに！これぞ隠れた逸品

八戸前沖さばヅケ丼

02

「八戸前沖さば」
は八戸前沖漁場の低い水温で脂
肪分を蓄え、飲食業界からは「日本一脂ののった
サバ」と評価されています。その優れた素材を
たっぷり使い、各店が味の工夫をしながら競って
いるのが「八戸前沖さばヅケ丼」。特製ダレに漬
け込まれた味わい深いサバが口の中でとろけ、
いくらでもご飯が進みます。絶対に一度は味わう
べき価値がある丼です。
●撮影店舗／寿司と新・郷土料理「俵屋」
●問／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）☎0178-43-5111

大間マグロ

ove DONB
iL
U

どど〜んと丼大集合！

RI

青森県自慢！

【特集 01 】

自
分
ワガ だ
け
マ
の
出来 マ丼
上
が
り♪

「のっけ丼」

今︑
ご当地どんぶりが美味しい

自分だけのオリジナルなどんぶりを作ろう

04 佐井のウニ丼

01 大間マグロ丼
08 海峡サーモン丼

05 鰺ヶ沢ヒラメのヅケ丼

ROUTE 102

自分が食べたい具材を、好きなだけのせて食べること
ができるのが青森魚菜センターの「のっけ丼」。入口の
案内所で食事券を購入し、好きな具材を選びながらど
んぶりにのっけていきます。
その日に獲れた天然ヒラメ
やホタテ、ヤリイカなどの食材で、自分だけのオリジナ
ルなどんぶりを食べることができます。

06

!!

日本一美味しいと定評のある大間マグロを、
どんぶりとして
食べることができるのが「大間マグロ丼」です。お店によっ
て、中トロだけのものや、赤身・中トロ・大トロを組み合わせ
たものなど、様々な組み合わせがあります。赤身だけでも濃
厚な味で柔らかく、
まして大トロは口に入れただけでトロけ
てしまう美味しさです。

青 森 県は日本 海 ︑津 軽 海 峡 ︑陸 奥 湾 ︑
そ
して太 平 洋と４つの海に囲まれた県です︒
海の幸 ︑山の幸に恵 まれた 環 境にありま
す︒
こうした背景から地域ごとに独自の食
文 化が育まれてきました︒そのひとつにご
当地どんぶりが挙げられます︒
大 間 沖の津 軽 海 峡で良 質のマグロが獲
れるのは︑海底の地形や︑対馬暖流︑黒潮な
どが深く関わっているからだと言われてい
ます︒
さらに︑漁師さんたちがマグロの鮮度
を落とさないよう︑
マグロを水 揚げした後
すぐに船 上で血と神 経を抜 き ︑内 臓を取
り︑漁槽の水氷に入れ大間漁協の荷さばき
所まで時間をかけずに搬入することで︑鮮
度が保たれます︒
それを３日ほど置いて旨
味がのった最高級のマグロで作ったのが
﹁大
間マグロ丼﹂
なのです︒
サバの一番美味しい時期は９月から 月
にかけて︒八戸前沖は例年９月に入ると海
水温が低下し︑サバは脂肪を蓄えます︒そ
の脂ののったサバを地 域 ブランドとしてい
るのが﹁八戸 前 沖さば﹂︒八戸 市 内の飲 食
店では様々な調 理 法で提 供 されています
が︑その脂ののったサバを楽しむなら﹁八戸
前沖さばヅケ丼﹂がオススメです︒
青 森 市の古 川にある青 森 魚 菜センター
には ︑県 内 産の新 鮮 な 魚 介 類 や 山 菜 ︑野
菜 が 並 んでいます ︒ここで市 民 や 観 光 客
が気 軽に青 森の味を楽しめるのが﹁のっけ
丼﹂
です ︒
この
﹁のっけ 丼 ﹂を通して観 光 客
の皆 様に青 森の良さを体 感してもらいた
いと︑東 北 新 幹 線 新 青 森 駅 開 業に合わせ
て始めたものです︒
11

●開場／7：00〜16：00（お店によって異なります）
●場所／青森魚菜センター
●料金／最初に食事券の購入が必要です。
●休／火曜、1月1日・2日※臨時休業する場合があります。
●交通／JR奥羽本線青森駅より徒歩約5分
●問／のっけ丼案内所☎017-763-0085

大間町

07 三沢ほっき丼
03 のっけ丼

青森駅より

徒歩 約5分

青森市

【特集01】

●問／大間町産業振興課☎0175-37-2111

八戸前沖さば

青森魚菜センター

ま
さ
に
贅 、
沢
の
極
み

01

八戸市

03

P05̲P06

ご当 地ならではの
美 味 堪 能 巡り

2017 冬・春 特集（丼大集合）

00
K

09 八戸ばくだん

06 大鰐温泉もやし「特製うまか丼」

02 八戸前沖さばヅケ丼
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06

佐井村

●撮影店舗／ぬいどう食堂 ●問／佐井村観光協会☎0175-38-4515
※ウニは解禁中のみの提供のため、4月〜7月頃までとなります。

春の海の味 覚のひとつがウニ︒下 北 半 島
佐井村ではこの時期になると︑﹁佐井村う
に祭り﹂が行われるほどウニが特産です︒
キ
タムラサキウニという種類で︑津軽海峡の
潮の流れで良質な昆布や海藻が育ち︑それ
を餌にしているため︑色もよく美味しいウ
ニが獲れるのです︒
プリプリと身が締まっていて美味しいの
が日本海産のヒラメ︒高級魚といわれ︑鰺ヶ
沢町では一年中漁獲されていますが︑旬は
脂が一番のる 月から１月にかけて︒沿岸の
海底砂泥地を好むため︑白神山地からの
ミネラル溢れる清 流が流れ込む沿 岸で獲
れるヒラメを使ったどんぶりが﹁鰺ヶ沢ヒラ
メのヅケ丼﹂
で︑最高の味になります︒
大鰐町の
﹁大鰐温泉もやし﹂
は︑350年
以上前から温泉熱で栽培されている伝統あ
る野菜です︒
その収穫時期のピークは︑ 月
から翌年の春までの約半年間︒作られている
のは豆もやしとそばもやしの２種類︒長さが
約 センチと 普 通のもやしに比べて長 く︑
シャキシャキッとした歯ごたえが特長です︒
太平洋側に面した三沢沿岸は︑遠浅の
うえに砂地であることから︑ほっき貝の生
育に適した環境にあるといわれます︒年間
成長するのは１センチ程度で︑成貝になる
には 年かかるといわれます︒漁法は砂地
に潜っている貝 を 傷つけ ずに︑〝海 を 耕し〟
ながら 獲 る 方 法です︒刺 身 や 天 ぷら︑カ
レーの具にしても美味しいのですが︑町お
こしの一環として生まれたのが﹁三沢ほっき
丼﹂
です︒

獲る漁業から育てる漁業に取り組んできた

す︒淡水で育てられた﹁ドナルドソンニジマス﹂

のが︑むつ市 大 畑 町の北 彩 漁 業 生 産 組 合で

月に海水に慣れさせることから

08

八戸市

の幼魚を︑

●問／青森県どんぶり研究会☎0178-47-3575

津軽海峡の生け簀での養殖が始まります︒
潮

食べたとたんに、
「 口の中で美味しさがはじけ
た」
と言ったことから名前がついたともいわれ
ている
「八戸ばくだん」。
サイの目に切ったイカを、田子産にんにくと生
姜が入った特製醤油ダレに漬け込み、
ご飯の上
に盛り付け、その上にイクラ、青森県産の卵の
卵黄を乗せたどんぶりです。
イカの旨みを引き
立たせる特製醤油ダレと、歯ごたえのある新鮮
なイカの食感がたまりません。

うま
さ爆
発!
!

の流れの速い海峡で育てること約９ヶ月間︑こ

09 八戸ばくだん

セン

食べると口の中で美味しさが爆発する

うして脂がのり︑身の締 まった体長約

海峡サーモン

70

11

プ

ニを
ウ
の り♪
上
極 こ盛
てん

ウニを使ったどんぶりで人気があるのが、下北半島佐井村の「ウニ丼」。
その日獲ったウニを提供しているので、新鮮そのもの。殻に身が詰まって
味が濃く、
しかも甘いというのが特徴。醤油をかけなくてもちょうど良い
塩分で、大満足の逸品です。

鰺ヶ沢町を代表する魚「ヒラメ」

チ︑体重２〜４キロに育った﹁海峡サーモン﹂
に

むつ市

仕上がるのです︒刺身︑
カルパッチョでも美味し

●撮影店舗／奥薬研レストハウス
●問／北彩漁業生産組合☎0175-34-5374

いのですが︑﹁海峡サーモン丼﹂
も最高です︒

津軽海峡沖合いの生け簀で厳しい冬を乗り越
え、育てられた「海峡サーモン」。むつ市大畑の北
彩漁業生産組合が養殖をしているサーモンは、
「生で食べて美味しいサーモン」を目指し、身が
締まりあっさりとした程よい脂がのっているのが
特徴です。それをどんぶりで味わえるのが、
「海
峡サーモン丼」。サーモンの中落ちを使用し、上
質な脂の旨みが口中に広がります。

●撮影店舗／食事処 民宿なおじろう
●問／鰺ヶ沢町観光商工課☎0173-72-2111

イカの水揚げが日本一の八戸市︒
その八戸
市のご当地どんぶりが﹁八戸ばくだん﹂で
す︒
八戸港で水揚げされた新鮮な生イカを
たっぷり使ったどんぶりで︑2010年の

ROUTE 104

鰺ヶ沢町には、日本海産のヒラメのヅケ丼を提供す
るお店があり、それぞれ味付けやトッピングが異な
ります。提供各店で独自の漬けダレがあり、昆布締め
にしたヒラメのどんぶりや、
シンプルにヒラメと刻み
のりだけなど種類も様々。
いずれもヒラメのしっかり
した歯ごたえと、噛むほどに旨味が広がります。
お店
によっては後半、
カツオ出汁を入れお茶漬けにして、
一味違った美味しさが楽しめます。

﹁全国ご当地どんぶり選手権﹂で2位を受
賞した逸品です︒

08 海峡サーモン丼

05

どど〜んと丼大集合！

【特集01】

身が詰まって味が濃く︑
しかも甘い

身が締まり、
あっさりとした程よい脂

04
佐 井のウニ丼

ほっき貝は三沢市の特産のひとつで、 ●撮影店舗／星野リゾート 青森屋
漁期の12月から３月まで市内の30数 ●問／三沢市ほっき料理会
店舗で「三沢ほっき丼」が提供され、各 （三沢市観光物産課地産販売推進室内）
☎0176-53-5111
店それぞれのオリジナルの味を楽しむ
※「生ほっき丼」は産地の変更やご用意が
ことができます。統一レシピなどは無く、
出来かねる場合がございます。
三沢産のほっき貝を利用することのみ
【三沢ほっきまつり】
が条件。煮る、炒める、焼くなど様々な
●期日／3月実施予定
味がある中、お店によっては、ほっきそ ●時間／9：30〜なくなり次第終了
のものの美味しさを伝えたいと、生ほっ ●場所／三沢市魚市場
き丼も提供しています。
どのお店も、新 ●交通／青い森鉄道三沢駅より車約25分
鮮なほっきのシコシコした歯ごたえと ●問／三沢市漁業協同組合
甘みが口に広がっていくのが魅力です。 ☎0176-54-2202

鰺ヶ沢町

しっかりした歯ごたえと風味が絶妙

三沢市

ラメが盛 りだくさ
ヒ
の
ん!
リ
プ
ッ
リ

鰺ヶ沢ヒラメのヅケ丼

冬の味覚︑
ほっきの旨みを伝えたい

三沢ほっき丼

07

三沢産ほっき貝

P07̲P08
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地元産の素材をふんだんに使用した

「特製うまか丼」

大鰐温泉もやし

大鰐町

大鰐町特産のひとつ「大鰐温泉もやし」
を使ったどんぶりが「大鰐温泉もやし特製うま ROUTE 103
か丼」。
シャモロックの挽肉を炒め、温泉味噌と醤油、軽く豆板醤で味付けした上に、半
熟の温泉卵が乗ったどんぶりで、素材と調味料のほとんどが地元産です。温泉卵を具
材にかき混ぜスプーンで口に運ぶと、
ピリッとしたほどよい辛さにシャキシャキッとした
食感の温泉もやしの味が広がり、
まさに「うまか〜」
です。
●撮影店舗／お食事処花りんご（鰐come内）
●時間／11：00〜15：00（L.O14：30）
●休／毎月第3木曜
（※但し、休館日なしの場合あり）
●交通／JR奥羽本線大鰐温泉駅より徒歩約2分
●問／☎0172-49-1126
※大鰐温泉もやしは、収穫状況によりご提
供できない場合もございます。

大鰐温泉もやし

ROUTE 000 ※各スポッ
トの番号を使って自由に周遊ルートを作成できます。詳しくはP.1をご覧ください。
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※校正用として綴じ部分に点線を入れています。
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【特集02】

絶景スポット

日本三大
桜の名所
弘前公園の桜

桜めぐり

的!!
幻想
も
桜
夜の

太宰治が幼少
期
好んで遊んだ芦 、
野公園
写真提供：十和田市

十和田市春まつり［十和田市］
日本の道百選に選ばれた官庁街通りの156本
の桜が一斉に咲き誇り、桜のピンクと松のグ
リーンのコントラストが、訪れる人の目を楽しま
せます。期間中は市役所の5階展望ロビーが開
放され、幻想的な展望を楽しむことができます。

ROUTE 106

●期間／4月20日〜5月5日
●場所／十和田市官庁街通り
●交通／JR東北新幹線七戸十和田駅より車約20分
●問／（一社）十和田市観光協会
☎0176-24-3006

弘前駅より

バス 約15 分

弘前さくらまつり

岩木山麓
オオヤマザクラ並木

金木桜まつり［五所川原市］

［弘前市］
ROUTE 108

［弘前市］

ROUTE 107

百沢〜嶽間総延長約20kmに約6,500
本のオオヤマザクラ並木が続きます。途
中にはシバザクラも楽しめる遊歩道もあ
り、散策もできます。
ドライブにも最適な
コース。

日本さくら名所百選にも選ばれ、約1,500本の桜が咲き
誇ります。園内を通るローカル線「津軽鉄道」が桜のトン
ネルを走り抜ける姿には心が和みます。
●期間／4月下旬〜5月上旬 ●場所／芦野公園
●交通／津軽鉄道芦野公園駅下車すぐ
●問／金木桜まつり実行委員会（金木商工会内）
☎0173-52-2611

●開花時期／4月下旬〜5月上旬
※標高・場所により開花時期が多少異なります。
●問／岩木山観光協会☎0172-83-3000

西濠・桜のトンネル

s
er

春花

北 国 青 森の長い冬が終わり

暖かくなる４月 頃 ︑野や山には

命を取り戻したかのように︑色

とり どりの花 が 咲 きはじめま

す︒次々と目を覚ます植物たち

の

rnal flo
ve
w

【特集 0 2】

わいい
白くてか
花見♪
りんごの花でお

菜の花フェスティバル
inよこはま
金木桜まつり

天王つつじまつり

バス 約20 分

菜の花フェスティバル
inよこはま［横浜町］

114

標高740mの階上岳は、ヤマツツ
ジ、山菜、野鳥の宝庫です。陸中から
下北までの海岸線や、八戸市街、岩
手の山並みの眺望は壮大です。登
山道は町の中央部の登山口からの
コースと、観音堂のある寺下からの
コース、町の西部からのコースがあ
り、冬のハイキングも楽しめます。
●交通／JR八戸線階上駅より
車約15分（登山口まで）
●問／階上町産業振興課商工観光
グループ☎0178-88-2875
階上駅より

ほ

弘前シードル工房kimori

階上岳登山

車 約15 分

っこり散策

西濠（夜桜）

弘前駅より

［階上町］ ROUTE

10

は︑自然が豊かな青森の象徴で

●期間／5月〜10月 ●時間／9：00〜17：00
●入園料／4月下旬〜5月中旬・8月上旬〜10月下旬：
大人300円、5月下旬〜7月下旬：大人550円
●休／木曜、11月〜4月中旬
●交通／JR東北新幹線七戸十和田駅より車約20分
●問／手づくり村鯉艸郷☎0176-27-2516

もあります︒

●期間／5月上旬〜中旬 ●場所／天王神社
●交通／JR東北新幹線七戸十和田駅より
車約5分
●問／七戸町商工観光課
☎0176-62-2137

春の花は桜 だけではありま

4月下旬〜5月上旬にシラネアオイの群
生が楽しめます。時期により、山野草、花
菖蒲、ルピナス、芍薬などの花々が楽し
めます。また、古い茅葺民家では水車で
挽いた「手打ち水車そば」
も楽しめます。

せん︒黒 石のカタクリ︑一面 黄

樹齢300年以上といわれる古木を含め、約
500本の山つつじが咲き乱れます。神社の境
内ではつつじに囲まれた小道を散策でき、360
度つつじに囲まれながら春の風情を楽しめま
す。夜間はライトアップされ、更に幻想的です。

色い絨 毯のように咲く菜の花 ︑

●期間／5月中旬〜6月上旬
●時間／8：30〜18：00
●場所／長谷ぼたん園
●交通／青い森鉄道三戸駅より車約5分
●問／南部町商工観光交流課
☎0178-84-2119

ROUTE 109

燃 えるように真っ赤 な 花 を 咲

●期間／4月下旬〜5月上旬
※気候により開催期間が変更になることがあります。
●時間／9：00〜14：00頃
●料金／入山料500円（無料シャトルバスで
の往復となります）
●場所／黒石市雷山周辺
●交通／道の駅虹の湖から現地まで専用の
シャトルバスでの移動となります。道の駅虹の
湖までは東北自動車道黒石ICより車約20分
●問／カタクリの小径の会
（津軽伝承工芸館内）
☎0172-59-5300

［十和田市］

かせるツツジのほか ︑オオヤマ

長谷ぼたん園では、ぼたんが130種約8,000
本が植栽され、色とりどりに咲き競うぼたん
の美しさは東北有数とも称されます。環境省
の「かおり風景百選」にも認定されています。

ROUTE 110

●期間／4月23日〜5月5日
●場所／弘前公園（国指定史跡「弘前城跡」）
●交通／JR奥羽本線弘前駅よりバス約15分
●問／弘前市立観光館
☎0172-37-5501

ザクラ︑
シラネアオイ︑芍 薬 ︑
ル

カタクリの日本有数(自生で面積が広い)の
群生地を散策します。7〜8年という長い年
月をかけてやっと咲く可憐な「カタクリの
花」
を見て春を感じてみてはいかがですか。

［七戸町］

ピナス︑
ボタンなど多 種 多 様な

ROUTE 111

りそうきょう

手づくり村 鯉艸郷

花が咲き乱れるのです ︒なかで

［南部町］

天王つつじまつり

も ︑りんご畑一面が白 色に彩ら

ROUTE 112

南部町ぼたんまつり

れるりんごの花は︑心が洗われ

［黒石市］

るようでまばゆいばかりです︒

1万本に
咲かない 1本しか
と
白い花の いわれる
カタクリ

カタクリの
小径

ROUTE 101

ソメイヨシノを中心に、
シダレザクラ、八重桜など、52
種約2,600本の桜が咲き誇ります。
ライトアップされ
た夜桜は特に秀逸で、桜の薄ピンクと漆黒の夜空のコ
ントラストは必見です。
また、花びらが舞う中でくぐる
桜のトンネルや水面に映る桜、花筏などの絶景も、昼
夜問わず楽しめます。

ROUTE 113

陸奥横浜駅より

車 約10 分

岩木山麓オオヤマ
ザクラ並木

弘前りんご花まつり

［弘前市］

手づくり村 鯉艸郷
十和田市春まつり

ROUTE 105

黄色一色に染まった菜の花畑を中心に、
多彩なイベントが行われます。手間暇か
けて搾った「御なたね油」や菜の花畑から
採れた「菜の花生蜂蜜」は、特にお土産と
して人気です。

桜の花が終わり、
りんごの花の咲き始める5月
に開催されます。期間中は津軽三味線の生演奏
や夜間のライトアップなどイベントが盛りだくさ
ん。
「弘前シードル工房kimori」
ではシードルの
製造工程が見学でき、売店で購入もできます。

●期日／5月20日・21日
●場所／横浜町大豆田地区特設会場
●交通／JR大湊線陸奥横浜駅より車約10分
●問／菜の花フェスティバル実行委員会事務局
（横浜町産業振興課内）☎0175-78-2111

●期間／5月上旬〜中旬
●時間／10：00〜15：00（予定）
●場所／弘前市りんご公園
●交通／JR奥羽本線弘前駅よりバス約20分
●問／弘前市りんご課☎0172-40-7105
弘前市りんご公園☎0172-36-7439

弘前りんご花まつり

弘前さくらまつり

りんごのお酒
kimoriシードル

カタクリの小径

階上岳登山
南部町
ぼたんまつり

ROUTE 000 ※各スポッ
トの番号を使って自由に周遊ルートを作成できます。詳しくはP.1をご覧ください。
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＜津軽・西海岸エリア＞ ※校正用として折り部分に点線を入れています。
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Guide/
Tour

ハイカラ洋館めぐりと
ティータイム［弘前市］

●期間／通年（1週間前までに要予約）
※さくらまつり・ねぷたまつり期間・
年末年始を除く
●時間／13：00〜16：00
（喫茶時間含む3時間程度）
●料金／5,000円
（タクシー代、喫茶代、入館料含む）
●問／津軽まちあるき観光推進実行委
員会（（公社）弘前観光コンベンション協会）
☎0172-35-3131（土・日・祝日休み）

旧弘前市立図書館

弘前公園［弘前市］

［弘前市］
約150年前、北方警備
のため北海道に赴いた
弘前藩士が、浮腫病の
予防薬として配給され
たのが珈琲でした。市内
約10の喫茶店で当時の
珈琲を再現し、実際に味
わえます。

ROUTE 202

弘前城は、津軽氏代々の居城として、永く政治経済の中心でし
た。堀や石垣など城郭がほぼそのまま残り、現在は公園となっ
ています。昨年夏から秋にかけては石垣修理のため、約100年
ぶりとなる天守の移動（曳屋）が行われ話題になりました。
●有料時間／9：00〜17：00（入園券の販売は16：30まで）
※まつり期間は変更となります。
●入園料／無料（本丸・北の郭は有料）
●交通／JR奥羽本線弘前駅よりバス約15分
●問／弘前市公園緑地課☎0172-33-8739

荒ぶる冬から季節は春へ。
お城、岩木山、
そして日本一の桜…。
解放された春の喜びを満喫する
「新の旅」。

エリア

藩士の珈琲

15分

弘前駅
よりバス 約

はの
国ならで
りんご王 プルパイ!!
極旨アッ

厳寒のりんご畑が一転、
春に彩られる城下町。

津 軽・西海 岸

ハイカラな洋館が数多く残る街・弘
前を、おべ様（物識り）
タクシードラ
イバーがご案内。洋館を巡った後
は、喫茶各店自慢のスイーツで素
敵な昼下がりを満喫してください。

りんごの街のアップルパイ［弘前市］

●問／弘前は珈琲の街です
委員会事務局
（成田専蔵珈琲店内）
☎0172-28-2088

りんご王国弘前自慢のアップルパイ。市内約50
店舗の和洋菓子店、喫茶店、レストラン、ホテル
などで各店こだわりのアップルパイを提供。ガ
イドマップ片手に、お気に入りを召し上がれ。 弘前アップルパイ
ガイドマップ

を
ンチ い
フレ ださ
旬の 能く
堪
ご

●問／弘前市立観光館☎0172-37-5501

岩木山［弘前市］

津軽富士ともいわれる岩木山は、津軽平野南西部に位置する二重式火山で、
山容は円錐形、山頂は三峰に分かれ、標高は1625mと県内で一番高い山で
す。山頂からは八甲田連峰や津軽半島権現崎と十三湖、なだらかな弧を描く七
里長浜、そして鰺ヶ沢から大戸瀬、遠くは北海道の松前半島までを見渡せます。
●問／岩木山観光協会 ☎0172-83-3000
弘前駅より

バス 約40 分

岩木山神社［弘前市］
ROUTE 201

ROUTE 203

お殿様・お姫様の本格的な着付け体験と記念撮影をお楽しみいただけます。
●時間／9：00〜16：30
●体験料／甲冑・打掛：1,000円、陣羽織・お殿様・振袖・こども用着物：500円
●場所／弘前公園内 武徳殿（北の郭）
●交通／JR奥羽本線弘前駅よりバス約15分
●問／弘前市みどりの協会☎0172-33-8733

弘前シードル［弘前市］
りんごのおいしさが詰まったお酒を味わってみません
か。市内の飲食店でも味わえるほか、弘前りんご花ま
つりなどのイベントでは、地元産シードルの飲み比べ
が開催されるなど、
「シードルの街 弘前」
として地域ブ
ランド確立を目指しています。
●問／弘前市立観光館☎0172-37-5501

弘前フレンチ［弘前市］

ハイカラな街・弘前は、フランス料理のお店
が多いことでも有名。地元食材をたっぷり
使った旬のフレンチで、心も体も大満足です。

●撮影店舗／レストラン山崎
※コース料理の一例です。内容は季節等により異なります。
●問／弘前市立観光館☎0172-37-5501

交通情報!
な
利
弘前市内観光に便

10分

弘前駅
よりバス 約

完成例

ROUTE 204

テープ状のブナ材を巻き重ね、
ずらすユニークな製法で作られ
る
「ブナコ」は、独特の曲線美が特徴です。
アイデア次第で、
さま
ざまな形状の「ブナコ」
を製作できます。
●期間／通年（要予約） ●時間・料金・集合場所・休／要問合
●場所／ブナコショールームBLESS、本社工場
●交通／JR奥羽本線弘前駅よりバス約10分
●問／ブナコショールームBLESS☎0172-39-2040

他コースや詳細については上記へお問い合わせください。

コース例

サイクルネットHIROSAKI［弘前市］
午前

プラン

午後

プラン

弘前城2時間1本勝負！
歴史ある城郭が、弘前公園としてほぼ現存する弘
前城。広大な園内には興味深いエピソードや秘密
が盛り沢山。100年ぶりに移動した天守もあり、充
実した2時間です。

●時間／［午前］10：00〜12：00［午後］13：30〜15：30
●料金／お一人様1,000円（ガイド料含む）
※弘前観光ボランティアガイドの会がご案内いたします。

コース例

2

3

午前

午後

女子旅限定！土手町界隈ぶらぶら散歩 プラン プラン
弘前の中心商店街「土手町」を、弘前路地裏探偵団
のかっちゃ（主婦）ユニットが津軽弁混じりでご案内。
市場や商店のある街並みを、女性目線で闊歩します。

●時間／［午前］10：00〜12：00［午後］13：30〜15：30
●料金／お一人様2,000円（ガイド料含む・記念品付）
※ガイド団体「弘前路地裏探偵団チームアパ・テ・ドラ」が
ご案内いたします。
※女性限定のツアーですが、カップルでの参加は受け付けます。

DEEPな弘前は
まかせ！
路地裏探偵団にお
夕暮れ路地裏散歩
ディープな弘前がここにある！夕暮れ時のバックスト
リートを迷探偵と突き進む90分。
ガイドブックに載って
いない名店、路地裏の裏話をご紹介します。

●時間／17：30〜19：00
●料金／お一人様1,500円（ガイド料含む・記念品付）
※ガイド団体「弘前路地裏探偵団」
が
ご案内いたします。

旧笹森家
旧梅田家 ● ●
旧伊東家 石場家 ● 旧岩田家 ●

● 革秀寺

津軽為信霊廟

弘前市内をのんびり巡るには自転車が便利。
サイクルステーションは市内
５ヶ所にあり、貸出・返却はいずれの場所でもOKです。

●

護国神社 ●

津軽藩ねぷた村
●

【5月上旬〜11月末】
●貸出返却場所／弘前市立観光館（下白銀町）、弘前市観光案内所（弘前駅1F）、
まちなか情報センター
（土手町）、弘前市りんご公園（清水富田）、
津軽藩ねぷた村（亀甲町）

NHK

弘前城天守

●

●

弘前市立博物館

健生病院 ●

文化センター

カトリック弘前教会

弘前市立観光館 ●

●

● 日本基督教団弘前教会

弘前市民会館 ●

青森銀行記念館

藤田記念庭園 ●
藤田家別邸洋館 ●

●返却時間／当日17：00まで
（貸出時間は場所により異なります）
●料金／普通自転車1回500円、電動自転車1回1,000円
※電動自転車は弘前市立観光館と弘前市観光案内所のみの貸出・返却
●問／弘前市立観光館☎0172-37-5501

川﨑染工場

弘前公園

弘前市民体育館

【さくらまつり期間】●貸出返却場所：弘前駅前特設テントのみ

仲町伝統的
建造物群保存地区

●

誓願寺 ●

【4月1日〜4月22日】●貸出返却場所：弘前市観光案内所（弘前駅1F）のみ

●

旧弘前市立図書館

●

●

かだれ横丁
●

●

レストラン山崎

旧東奥義塾外人教師館

●

バスでお得に弘前めぐり［弘前市］

●
●

中央弘前駅

禅林街

●

栄螺堂

津軽家
霊廟

●

弘前昇天教会 ●

●

弘前大 弘前市まちなか
（医学部） 情報センター

●

弘前こぎん研究所

津軽藩ねぷた村（弘前公園・弘前城）
と弘前駅・りんご公園を乗り換えなしで
スイスイ回れる便利なバス。
●時間／10：00〜18：00（冬期は17：00まで）
●土手町循環バス／10：00バスターミナル始発。以後10分間隔で運行。
●料金／大人100円・小学生50円※1日乗車券（大人500円）
も販売。
●ためのぶ号／9：15弘前駅前始発。1日4便運行。
（12月〜3月は運休）／
一部区間200円
●問／弘前バスターミナル☎0172-36-5061

弘前市
観光案内所

一戸時計店

長勝寺

弘前市

五重塔

弘前市
● りんご公園
サイクルネット
HIROSAKI
自転車貸出場所

●

●
●

弘前パークホテル

●

●
●

中央病院

市立病院
アートホテル弘前シティ
● 上土手スクエア
●

線
弘南
鉄道
弘南
本線
奥羽

れ
老いも若きも集ま 女子達よ！
街ぶらしたい

平成の大工事
弘前城が動いた！

弘高下駅

●期間／通年
●時間／各施設により
異なります。
（要問合）
●問／弘前市観光政策課
☎0172-35-1128

●問／津軽まちあるき観光推進実行委員会
（（公社）弘前観光コンベンション協会）
☎0172-35-3131（土・日・祝日休み）
※コース例①②③は3日前までにお申込みください。

1

弘
南
鉄道
大鰐線

イルミネーションに飾ら
れた街路の光の中で、
弘前城をはじめ、洋風・
和風建築物を特別にラ
イトアップしています。
城下町・弘前が華麗に
彩られます。

「和」
と
「洋」が交錯する街・弘前を散策。地元の人
も知らない歴史や隠れスポット、女性目線での弘
前の魅力など、多彩なコースを個性的なガイド達
がご案内します。

コース例

ぶらり歴史探訪 弘前市

駅
弘前

洋風・和風建築物の
ライトアップ［弘前市］

ひろさき街歩き［弘前市］

満喫！
ぷり

奥
羽
本
線

ブナコ製作体験［弘前市］

Guide/
Tour

岩木山

●交通／JR奥羽本線弘前駅より
バス約40分
●問／☎0172-83-2135

たっ

お殿様お姫様衣装
着付け体験［弘前市］

岩 木 山 の ふ もとに あり、創 建 約
1200余年の歴史があります。鳥居
から本殿までの参道は杉並木で荘
厳な雰囲気。社殿は重厚で
「奥の日
光」
とも言われます。

ブナコショールーム
BLESS
弘前市内循環バス凡例
ためのぶ号
土手町循環バス

城東環状バス和徳回り
城東環状バス大町回り

日本基督教団弘前教会

12

ROUTE 000 ※各スポッ
トの番号を使って自由に周遊ルートを作成できます。詳しくはP.1をご覧ください。
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「あおもり紀行」2017冬・春号

P13̲P14

＜津軽・西海岸エリア＞ ※校正用として折り部分に点線を入れています。

06

昔から伝わる郷 土 料 理に舌 鼓

津 軽・西海 岸

Gourmet

弘前をはじめとした

津軽の味
黒石やきそば

中町こみせ通り［黒石市］

鳴海醸造店
「菊乃井」

黒石やきそば［黒石市］

ROUTE 210

「こみせ」とは、雪や雨をしのぐために作られたアーケード状の通路で、雪国特有のものです。
中町通りの家々は、保存状態の良さで知られており、
「日本の道百選」にも選ばれています。
●場所／黒石市中町 ●交通／弘南鉄道黒石駅より徒歩約10分
●問／（一社）
黒石観光協会☎0172-52-3488 黒石市商工観光課☎0172-52-2111

［黒石市］

ROUTE 209

黒石市内約70店舗で食べられます。甘辛
ソースに太平麺の「黒石やきそば」。それに、
そばつゆやラーメンスープがかかった「黒石
つゆやきそば」
も独特の味で人気です。

創業文化3年。約200年の歴史を持つ
老舗の蔵元です。事前に連絡すれば、
酒造時期を除く4月下旬〜10月下旬
に、酒蔵や日本庭園の見学もできます。

●場所／黒石市内約70店舗
●問／黒石つゆやきそばHAPPY（はっぴー）
麺恋゛
（めごい）
ジャー事務局
☎0172-52-4316

●時間／8：30〜16：30 ●休／不定休
●交通／弘南鉄道黒石駅より
徒歩約10分
●問／☎0172-52-3321

こけしの絵付け
体験

【ツアー内容】

風情を感じさせる城下町・黒石のまち
なかを散策。歴史・文化・グルメなど多
彩なコースを、
ガイドがご案内します。
●主催／NPO法人 横町十文字まちそだて会
●問／同会理事・端田☎090-7562-3336

房・鳴海醸造店・第三屯所・松葉堂などから4ヶ所程度を見学
●開催日／2月5日 ●時間／9：30〜12：30（3時間）
●集合場所／松の湯交流館（黒石市中町33）
●参加料／大人3,500円（中学生以上）、
小人2,800円（小学生以下）
●予約・定員／実施日の5日前まで・20名程度
●含む内容／ガイド、昼食、スイーツ、マッコ福引券、津軽三味線生演奏
※参加される方へ：当日はすべらない靴でお越しください。

●問／弘前市立観光館
☎0172-37-5501

水で戻した「棒たら」を醤油と砂
糖などで味付けし、お好みで野菜
も加えじっくり煮込みます。お魚
の旨味が味わえる素朴な味です。

けの汁

たらたま

にしん漬け

貝焼き味噌

大きなホタテの貝殻を鍋として使い、だし汁に、ホタテ、卵、長ネ
ギなどを入れ味噌で味付けした、津軽を代表する郷土料理です。

ROUTE 212

ROUTE 211

だいこん、にんじん等の野菜類、 といた生卵に醤油を入れ、むしっ
ふき、わらび等の山菜類、油揚げ、 た干し鱈をつけて食べる素朴な
凍み豆腐などを刻んで煮込み、味 料理。卵に浸したり、軽くつけた
噌で味付けした家庭料理です。 りなどで味の違いも楽しめます。

米の研ぎ汁で戻した身欠きにし
んを、大根や鷹の爪、麹で漬け
た漬物。にしん特有の味と香り
が口いっぱいに広がります。

津軽伝承工芸館［黒石市］ 津軽こけし館［黒石市］
伝承工芸館では、津軽塗や津軽こけしの各種体験、職人による実演
も行われます。
また、
こけし館では、
日本一の4m21cmジャンボこけ
しや、
こけし作りも見学でき、
こけし絵付け体験も行っております。
●時間／9：00〜17：00 ※足湯は11：00〜14：00
●入館料／伝承館：無料、
こけし館：1階無料、
2階 大人320円
●体験料／全コース1,500円
（2名〜、
10日前まで要予約）
●休／無休（工房は定休日あり） ●交通／弘南鉄道黒石駅より車約20分
●問／津軽伝承工芸館☎0172-59-5300 津軽こけし館☎0172-54-8181

Guide/
Tour

「弘南鉄道」

じゃっぱ汁

青森の冬を代表する魚・鱈（タ
ラ）のじゃっぱ（アラ）
と野菜など
を煮込み、塩や味噌で味付けし
た汁物。芯から体が温まります。

︿ 弘前市・黒石市・平川市・板柳町 ﹀

お買い物をすると、大きなオマケ
（マッコ）
がもらえちゃう、
黒石に藩政時代から続いている旧正名物「マッコ市」。
ツ
アーではマッコ市名物「福まき」やマグロの解体ショーを
見学しながらまち歩きを楽しみます。

黒石まち歩きツアー［黒石市］

棒たらの煮付け

おしゃ
れでか
こけし わいい
の魅力
を
再発見し
ましょっ!!

［コースの一例］
「藩政時代から続く風物詩冬の黒石マッコ市ツアー」

（福まき・マグロ解体ショーなど）
・ボッコ靴工
ROUTE 213 横町マッコ市見学

いがめんち

イガゲソ（イカの足）を包丁でたた
き、季節の野菜・小麦粉と混ぜて、
油で焼いたり揚げたりした料理で
す。お店により味もさまざまです。

エリア

【こみせ観光ボランティアガイド】
●期間／4月下旬〜10月下旬まで
（土・日・祝日のみ、予約対応可）
●時間／9：30〜11：30、13：30〜15：30 ●交通／弘南鉄道黒石駅より徒歩約10分
●問／（一社）黒石観光協会☎0172-52-3488

Guide/
Tour

黒石つゆやきそば

トロふわ卵と味噌が絶妙にコ
ラボした「貝焼き味噌」、干し
た真ダラの素材を活かした
「たらたま」、イカの味と食感
が絶妙な「いがめんち」など、
弘前の素朴な味はどこか懐
かしくホッとします。

ほっけの飯ずし

干したほっけをもち米や麹で漬け
込んでおり、独特な香りと旨味、
酸味が特徴。軽く炙れば柔らかい
ホクホクの食感も楽しめます。

城下町に伝わる
和菓子と和食

けの汁列車

地元の私鉄弘南鉄道が開催。津軽の郷土料
理「けの汁」を味わいながら津軽の冬景色
を楽しむ、約2時間のプチ旅行。厳冬期に
熱々の汁を乗客みんなで味わうので雰囲気
も格別、心も体もぽっかぽか!

［弘前市］

●期日／2月10日（弘前駅発）、2月17日（平賀駅発）、
2月23日（黒石駅発）、2月24日（弘前駅発）
●料金／お一人様3,500円（完全予約制、各回定員90名）
●時間／18:30頃〜約2時間
●場所／弘南鉄道弘南線（弘前駅〜黒石駅間）1往復
●問／弘南鉄道☎0172-44-3136

初代が豊臣家の家臣だっ
た「大阪屋」をはじめ、弘前
の和菓子は手間ひまかけ
た逸品揃い。市内各所で味
わえる和料理も、歴史と伝
統に育まれた城下町ならで
はの趣が感じられます。
●問／弘前市立観光館
☎0172-37-5501

（サイクルトレイン）

ROUTE 216

「ひらかわ案内人」
と
愉しむ庭園［平川市］

古くから造園が盛んな平川市尾上地
区。庭園を取り囲む生け垣を眺めなが
ら、
「盛美園」や猿賀神社、猿賀公園を
観光ガイドが案内します。

あ
っ
さり
スー
モ
チ
モチ プと
コラボ 麺の
が

たまらない♪

●問／平川市商工観光課
☎0172-44-1111

ROUTE 215

清藤氏書院庭園［平川市］

北条時頼の側室・唐糸御前を弔うため、
清藤家の先祖によって江戸時代に作庭。
「大石武学流」の源流とされ、母屋ととも
に、国名勝に指定されています。
●期間／4月〜11月
（不定休）
●時間／9：00〜17：00
●入園料／大人300円、高校生200円、
小中学生100円※各団体割引有り
●交通／弘南鉄道津軽尾上駅より
徒歩約10分
●問／☎0172-57-2127

盛美園［平川市］

ROUTE 214

「大石武学流」
を代表する名園。その一角
にある盛美館は鹿鳴館時代の特徴を持
つ和洋折衷の珍しい建物で、庭園と融合
した趣があります。
●時間／9：00〜17：00（4月上旬〜11月中旬）
10:00〜15:00（11月中旬〜4月上旬）
●観覧料／一般430円
（11月中旬〜4月上旬は210円）
●休／12月29日〜1月3日
●交通／弘南鉄道津軽尾上駅より徒歩約10分
●問／☎0172-57-2020

弘南鉄道は、弘前駅〜黒石駅を
結ぶ弘南線と中央弘前駅〜大
鰐 駅を結 ぶ 大 鰐 線 の 2 路 線で
す。大鰐線は全駅で電車内に自
転車を持ち込めます。※サイク
ルトレインは平日上り9:30〜
14:30まで、下り9:50〜14:30
まで、土・日・祝日は終日可能。
●利用期間／4月1日〜11月30日
（予約不要）※桜まつりとねぷた
まつり期間中は中止
●利用区間／
大鰐線（大鰐駅〜中央弘前駅）
●問／弘南鉄道
☎0172-44-3136

津軽三味線酒場［弘前市］

マタギ飯［弘前市］

市内にある居酒屋などのお店で、津軽人
の魂・津軽三味線が堪能できます。力強
い生演奏の迫力に酔いしれながら、
お料
理に舌鼓を打つ至福の時間です。

山を知り尽くしたマタギ（狩人）たちが好
んで食べた山菜入りの混ぜご飯を現代
風にアレンジしたものです。キジ肉や舞
茸、山菜など山の恵みをたっぷりと堪能
できる、炊き込みご飯です。

●場所／津軽三味線と郷土料理の店 杏、
津軽三味線ダイニング 響（弘前パークホ
テル内）、旬鮮肴処なじみ、津軽三味線ラ
イブ ふる里の響 あいや
●問／弘前市立観光館☎0172-37-5501

ROUTE 205

●時間／平日・土曜11：00〜16：00（L.O15：00）、
日・祝日11：00〜17：00（L.O16：00）
●場所／マタギ亭 山のホテル内
●交通／JR奥羽本線弘前駅より
バス約50分
●問／山のホテル☎0172-83-2329

こぎん刺し製作体験［弘前市］

ROUTE 206

自然薯ラーメン［平川市］

滋養たっぷりの自然薯（山芋）を練り
こんだ麺はもっちり食感。麺に絡んだ
あっさりスープがやみつき。碇ヶ関地
区で食べられます。
●場所／道の駅いかりがせき「御食事処彩里いろり」
「麺どころ杉作」ほか、碇ヶ関地区内の各食事処
●時間／10：30〜19：00（4〜11月）、10：30〜18：00
（12〜3月）
（「御食事処彩里いろり」）
●交通／JR奥羽本線碇ケ関駅より徒歩約2分
（道の駅いかりがせき）
●問／道の駅いかりがせき☎0172-49-5020
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ROUTE 218

ROUTE 217

猿賀神社［平川市］

monoHAUS［板柳町］

板柳町ふるさとセンター［板柳町］

蝦夷征伐の際、坂上田村麻呂が「神蛇宮」
として建立した、
と伝えられています。藩政
時代から邪気祓、農漁業、交通、眼の守護
神として、信仰を集めています。

青森県民が懐かしさを感じる
「りんご箱」
を使った家具や、
ブナコ、北欧雑貨などを
販売している、おしゃれなセレクトショッ
プです。

りんごの里・板柳の拠点施設です。世界250
種約800本のりんごを栽培する品種見本園
や資料室、加工場などが見学できます。宿泊
施設や温泉もあり、1日中楽しく過ごせます。

●交通／弘南鉄道津軽尾上駅より
徒歩約15分
●問／猿賀神社社務所☎0172-57-2016

●時間／10：00〜17：00※りんごの木箱
づくり体験は5名以上、
1週間前まで要予約
●休／水曜
●交通／JR五能線板柳駅より徒歩約1分
●問／キープレイス
（株）
☎0172-72-1321

●時間／9：00〜17：45（体験学習の時間は要問合）
●体験料／100円〜3,000円
（各種体験により異なります）
●休／年末年始（施設により異なる）
●交通／JR五能線板柳駅より徒歩約15分
●問／☎0172-72-1500

15分

弘前駅
よりバス 約

ROUTE 208

弘前市立博物館［弘前市］

津軽藩ねぷた村［弘前市］

弘前城跡三の丸の一角にあり、津軽の歴史、
美術工芸資料を展示。貴重な資料を通して、
津軽の歴史と美術を知ることができる博物館
です。

実物大の弘前ねぷたが展示され、太鼓の演奏体験や津軽
三味線の生演奏も楽しめます。伝統工芸では金魚ねぷた
製作、鳩笛の絵付けなどを体験。野菜の産直販売やおみや
げも充実しています。

●時間／9：30〜16：30
●入館料／一般280円
●休／第3月曜（祝日・休日の場合翌日）
●交通／JR奥羽本線弘前駅よりバス約15分
●問／☎0172-35-0700

●時間／9：00〜17：00（4月〜11月）、9：00〜16：00（12月〜3月）
●入村料／一般550円※体験料は別途（内容により異なります。）
●休／12月31日
●交通／JR奥羽本線弘前駅よりバス約15分
●問／☎0172-39-1511

大人気

ROUTE 219

●期間／通年（要予約）
●時間／約120分（見学時間を含む）
●料金／1,600円（入村料を含む）
●場所／津軽藩ねぷた村
●交通／JR奥羽本線弘前駅よりバス約15分
●問／☎0172-39-1511

!!

素朴な
のにモダ
ン。
色遣いもオシャレで

江戸時代に農民が野良着の防寒や補強のため、麻の布地に木
綿糸で
「刺し子」
をしたのが始まりです。ただ刺すだけでなく、綺
麗な幾何学模様にしたオシャレごころが素敵です。

ROUTE 207

※製作体験は
「コースター」
と
なります。

ROUTE 000 ※各スポッ
トの番号を使って自由に周遊ルートを作成できます。詳しくはP.1をご覧ください。
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＜津軽・西海岸エリア＞ ※校正用として折り部分に点線を入れています。

新しい魅力との出会いをつなぐ
富士見湖パークにある、木造の三連太鼓橋としては、
全長300mと日本一の長さを誇る
「鶴の舞橋」。
季節の移り変わりと共に人々を魅了し続ける。

●問／NPO法人
かなぎ元気倶楽部
（津軽三味線会館内）
☎0173-54-1616

陸奥鶴田駅より

鶴の舞橋［鶴田町］
小説「津軽」
の像
記念館［中泊町］

車 約10 分
ROUTE 220

全長300m、木造の三連太鼓橋としては、日本一の長さを誇ります。樹齢
150年以上の青森県産ヒバを使用し、鶴が翼を広げた様な優雅な姿です。

タケとの再会
の
思い出がここ
に!

●期間／冬期間は展望のみ ●交通／JR五能線陸奥鶴田駅より車約10分
●問／鶴田町産業観光課☎0173-22-2111※平成29年4月より担当課名
が「企画観光課」へ変更となります。
（電話番号は変更しません）

ROUTE 228

金木名物といえば馬肉。芦野公園内の旧駅
舎を使った喫茶店「駅舎」では、太宰の好
物・根曲がり竹入りの醤油味と、馬肉鍋風の
みそ味、
カレー味の「馬まん」が味わえます。

太宰治の小説「津軽」にま
つわる数々の品を展示。復
元した太宰の声や、小泊で
再会した子守の「タケ」が
思い出を語る映像などを
ビデオシアターにて上映。

●時間／10：00〜17：00（L.O16:30）
●場所／赤い屋根の喫茶店「駅舎」
●料金／1個200円 ●休／水曜
●交通／津軽鉄道芦野公園駅下車すぐ
●問／喫茶店「駅舎」☎0173-52-3398

●時間／9：00〜16：30（11月〜3月は16：00まで）
●入館料／一般200円（20名様以上団体割引あり）
●休／9月まで無休、10月〜翌3月は月・火曜（祝日の場合翌日）
●交通／バス停小泊小学校前より徒歩約2分
●問／☎0173-64-3588

馬まん［五所川原市］

思い出の公園で
あなたも太宰気分!

ROUTE 229

津軽三味線散歩

文学碑

芦野公園
野公園

［五所川原市］

ROUTE 231

太宰が少年時代や疎開時代に遊
んだといわれる
「芦野公園」。津軽
「芦
鉄道芦野公園駅を下車すると、も
うそこは公園内です。ゆかりの文
学碑や遊歩道もあります。

ROUTE 221

［五所川原市］
岩木川の川沿いを巡りなが
ら、津軽三味線発祥の地や
点在するゆかりの土地を訪
ね歩きます。地元ガイドとの
散策で、津軽三味線が生まれた原風景が見えてきます。

ROUTE 222

丹頂鶴自然公園［鶴田町］

津軽富士見湖畔に広がる12.4ヘクタールの公園
で、360度のローラーすべり台、遊具などがあり
ます。他にも、丹頂鶴自然公園、鶴の舞橋、わんぱ
く広場、バーベキューを楽しむピクニック広場も。

一年を通じて鶴とふれあえる自然公園。
ここ
で見ることの出来る丹頂鶴は町名の由来に
も縁があります。中国やロシアから贈られた
他、現在9羽の丹頂鶴が飼育されています。

●期間／冬期間以外
●交通／JR五能線陸奥鶴田駅より車約10分
●問／鶴田町産業観光課☎0173-22-2111
※平成29年4月より担当課名が「企画観光課」へ
変更となります。
（電話番号は変更しません）

●期間／年中無休
●交通／JR五能線陸奥鶴田駅より車約10分
●問／鶴田町産業観光課☎0173-22-2111
※平成29年4月より担当課名が「企画観光課」へ
変更となります。
（電話番号は変更しません）

●期間／4月下旬〜5月上旬 ●場所／富士見湖パーク
●交通／JR五能線陸奥鶴田駅より車約10分
●問／鶴田町観光協会☎0173-22-3414
鶴田町産業観光課☎0173-22-2111※平成29年4月より担当課名が
「企画観光課」へ変更となります。
（電話番号は変更しません）

泰山庭・自然庭園
鶴の里ふるさと館

●時間／8：30〜18：00（5月〜10月）、9：00
〜17：00（11月〜4月）※体験は7日前まで
要予約（5,000円〜）
●入館料／一般500円 ●休／12月29日
●交通／津軽鉄道金木駅より徒歩約10分
●問／☎0173-54-1616

153

つがる富士見荘

丹頂鶴自然公園
富士見湖
パーク

太宰治の像

鶴の舞橋

リゾートしらかみ「青池」編成
※他「くまげら」編成「橅」編成もあり

道の駅もりた
「アーストップ」
［つがる市］

朝一番で採れたての新鮮野菜や果物の販売、津軽各
地のお土産も豊富に揃えています。施設内のレスト
ランでは名物弥三郎ラーメンや津軽の郷土料理であ
る帆立を玉子でとじた貝焼き味噌セットがおすすめ。
●時間／9：00〜18：00（1・2月は17：00まで）
●休／無休
●交通／JR五能線陸奥森田駅より徒歩約25分
●問／☎0173-26-4488
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金多豆蔵［中泊町］

ROUTE 232

「津軽伝統 金多豆蔵人形芝居」は「金多」と「豆蔵」による全編
津軽弁での掛け合い漫才や、民謡にあわせた人形の手踊りな
ど、バラエティに富んだ、笑いの途切れることの無い舞台です。
【金多豆蔵人形芝居】
●開演時間／午前の部10：30、午後の部13：00
●料金／大人1,000円・子供500円
●期間／毎月第1土曜（事前に電話で要確認）
●場所／津軽鉄道津軽中里駅構内
●問／金多豆蔵人形一座：主宰者・木村巌☎0173-58-3573

中泊メバルの刺身と煮付け膳（中泊メバル膳）
［中泊町］

地元中泊で獲れた高級魚メバルを丸々1尾使い、お頭付きの刺身姿盛り、熱々煮付
け、イカ刺しごはん（イカもごはんも中泊産）、と素材にこだわり、更にお膳や盛り付
ける皿、鍋までルールを細かく定めた中泊究極のお膳。中泊町内5軒で味わえます。

●提供店舗／レストラン竜泊（冬期休業：11月上旬〜4月下旬）、
おさかな海
岸（冬期休業：11月下旬〜4月中旬）、はくちょう亭 奈良屋、
くつろぎダイニ
ング 哲、
ピュアレストラン
●料金／1,400円（6月2日〜9月1日）、1,600円（9月2日〜12月31日、1月1日〜6月1日）
●問／中泊メバル料理推進協議会（中泊町小泊支所内）☎0173-64-2111

全長147.2kmの、一度は乗ってみたい人
気のローカル線。奇岩に打ち寄せる波や
白神の山々などの美しい風景、各駅での
観光体験メニューやご当地グルメも楽し
い列車の旅です。
●区間／秋田駅〜弘前駅・青森駅
（リゾートしらかみ号は全車指定席です。）
●問／JR東日本お問い合わせセンター
☎050-2016-1600

ROUTE 224

道の駅つるた「鶴の里あるじゃ」［鶴田町］
生産量日本一を誇るスチューベンを原料とし
たソフトクリームや大福が大人気! また大豆
や米などの加工品、びっくりパンなど鶴田町
の特産品を豊富に取り揃えています。
●時間／9：00〜18：00（おみやげコーナー）
●休／1月1日
●交通／JR五能線鶴泊駅より徒歩約5分
●問／☎0173-22-5656

鶴寿公園

200

道の駅つるた
「鶴の里あるじゃ」

浄林寺の
シナノキ

200
37

徒歩 約5 分

リゾートしらかみ
（五能線）
ROUTE 233

37

保安橋

話題の
ズ!!
ビッグサイ
ジャンボ
シュークリーム

びっくり
焼きそばパン

240

鶴泊駅

339

至板柳

贅沢に
丸々 尾1！

鶴泊駅より

陸奥
鶴田駅

鶴寿橋
桜づつみ公園

鶴田町
歴史文化伝承館

廻堰大溜池
（津軽富士見湖）

至五所川原

鶴田町役場

五能線

●期間／4月〜11月（除外日：8月13日）
●時間／10：00〜12：00、13：00〜15：00（3日前まで要予約）
●料金／2名様以上9名様まで1名様3,000円
（※1名様の
場合3,600円）
15名様までの団体：ガイド1名7,000円
●場所／「かなぎ元気村」集合
●交通／津軽鉄道金木駅より車約10分
●問／津軽三味線会館☎0173-54-1616

津軽三味線会館

［五所川原市］
津軽三味線の歴史や
民謡、郷土芸能を紹介
している施設です。世
ROUTE 230
界各地の弦楽器を展
示しており、それぞれの音色を聞ける他、津軽三
味線の迫力あるライブも毎日行われています。

ROUTE 223

富士見湖パーク［鶴田町］

富士見湖パークを会場に開
催。周辺約2,000本の桜が
咲き誇る様子は圧巻です。
「 全 国 へら鮒 釣り大 会 」や
「津軽富士見湖一周マラソ
ン＆ウォーキング大会」
「「鶴
の舞橋」全国カラオケ大会」
など、
イベントも多彩です。

岩木川

●交通／津軽鉄道芦野公園駅
下車すぐ
●問／（一社）五所川原市観光協会
☎0173-38-1515

津軽富士見湖
桜まつり［鶴田町］

津 軽 三 味 線 発 祥 の地めぐり

Guide/
Tour

︿ 鶴田町・五所川原市・中泊町・つがる市 ﹀

●時間／8：30〜18：00（5月〜10月）、
9：00〜17：00（11月〜4月）
※入館は30分前まで
●入館料／一般500円 ●休／12月29日
●交通／津軽鉄道金木駅より徒歩約10分
●問／☎0173-53-2020

エリア

ROUTE 225

太宰の生家として有名な「斜陽館」。幼少期の太宰を回想できる貴重な場
所です。蔵を利用した展示室には生前着用していたマントや直筆原稿、書
簡などの他、初版本や翻訳本も展示。

季 節 の 彩 りを
楽 し める 憩いの 場 ︒

●時間／マディニー9：00〜18：00（11月〜4月19日は17：00
まで）、太宰らうめんと郷土料理「はな」11：00〜16：00
●交通／津軽鉄道金木駅より徒歩約10分
●問／金木観光物産館「マディニー」☎0173-54-1155
太宰らうめんと郷土料理「はな」☎0173-54-1160

太宰治記念館「斜陽館」
［五所川原市］

06

津 軽・西海 岸

金木観光物産館「マデ
「マディニー」
ニー」

［五所川原市
五所川原市］ ROUTE 227
「斜陽館」の向かいにあり、太宰ゆかりのおみやげ品や
文庫、
オリジナルグッズ、青森の特産品も展示・販売。食
事処では太宰が愛した、津軽の郷土料理も味わえます。

10分

津軽鉄道金木駅
約
より徒歩

P15̲P16

富 士 見 湖パーク

●時間／10：00〜（3日前まで要予約）
●
料金／2時間コース：2,400円（2名様以上※1名様の場合
●料金／2時間コース：2,400円
3,600円）、3時間コース：5,000円（2名様以上※1名様の場合
6,800円）※3時間コースは4月〜11月の実施となります。
●休／8月13日、12月29日〜1月3日
●定員／2〜9名（10名以上は要相談）
※2名以上、3日前まで要予約
●場所／津軽鉄道金木駅集合
●問／太宰治記念館「斜陽館」☎0173-53-2020

文 豪・太 宰 治 が 生 ま れ 育 っ た 地 ︑五 所 川 原 市 金 木 地 区 ︒

太 宰 治 ゆ かりの 地を 、作 品
「思ひ出」や明治高等小学校
時代の綴方などを紹介しな
がら巡ります。
「 斜陽館」を始
め「旧津島家新座敷」など太
旧津島家新座敷 宰ファン必見の場所も多数。

太 宰 ゆ か り の 場 所 や 景 色 ︑も の が 数 多 く 残 る 金 木 は ︑

!!

ROUTE 226

町 全 体 が〝 太 宰 ミ ュ ー ジ ア ム 〟︒こ の 地 発 祥 で あ る

津 軽 三 味 線 と と も に ︑奥 津 軽 の 魂 ︑風 土 が 感 じ ら れ ま す ︒

太宰治ゆかりの地
文学散歩［五所川原市］

の
多く
から が
全国
ン
ファ
太宰 ます
れ
訪

Guide/
Tour

太 宰 ミュージアム
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＜津軽・西海岸エリア＞ ※校正用として折り部分に点線を入れています。

06

津 軽・西海 岸

自然の神秘や美しさに魅了されて
ROUTE 241

平成25年に十二湖は次の2つの条件を満たし、青
森県内で初めて
「森林セラピー® 基地」に認定され
ました。①「リラックス効果が森林医学の面から専門
家により実証された森」。②「関連施設の自然・社会
条件が一定の水準で整備されている地域」。森林セ
ラピー® 基地では、来訪者のための心身のリラック
スや健康増進を目的とした様々なプログラムが用
意されています。科学的に「癒し効果」
が認められた
十二湖エリアを散策し、
さらに、地域農水産物を活
用した健康料理を食すことで心身のリフレッシュを
図ってみませんか。

●交通／JR五能線十二湖駅より車と徒歩約25分
●問／深浦町観光課☎0173-74-4412

津軽鉄道・ストーブ列車

釉薬を一切使わず1350度の高温で
じっくりと焼きあげる、深みのある独特
の風合いが特徴です。電動ろくろや手
びねりによる陶芸体験ができます。

昭和5年の開業以来運行されてきたス
トーブ列車。石炭があかあかと燃えるダ
ルマストーブの上でスルメを焼く光景
は、津軽の冬の風物詩です。

●時間／9：00〜17：00
※体験は16：00まで受付
●体験料金／電動ろくろ 4,104円、
手びねり
（粘土500g）1,296円
●休／無休（12月30日〜1月3日は体験は休み）
●交通／JR五能線五所川原駅より車約15分
●問／（株）津軽金山焼
☎0173-29-3350
【春の陶器祭り】
●期間／4月29日〜5月7日（予定）
●時間／9:00〜18：00
●料金／見学無料

●期間／12月1日〜3月31日
●時間／1日3往復運行
（12月の平日は1日2往復）
料金／運賃+ストーブ列車料金400円
●料金／運賃+ストーブ列車料金400円
区間／津軽五所川原駅〜津軽中里駅
●区間／津軽五所川原駅〜津軽中里駅
問／☎0173-34-2148
●問／☎0173-34-2148

エリア

青池

津軽金山焼［五所川原市］

熱い
お楽し 演奏を
みあれ
！
五所川原駅より

︿

徒歩 約5分
たちね ぷた

ROUTE 246

深浦町白神十二湖
エコ・ミュージアム［深浦町］

ROUTE 245

アオーネ白神十二湖［深浦町］

十二湖と白神山地の自然に関するハイビジョ
ン映像や、ジオラマなどの展示物を見学でき
ます。また、白神山地や十二湖の自然や登山・
散策・森林セラピー等の情報が取得できます。

●時間／施設により異なります。
●休／無休 ●料金／施設により異なります。
●交通／JR五能線十二湖駅より車約5分
●問／☎0173-77-3311

30分

鰺ケ沢駅
より車 約

津軽国定公園十二湖全体のジオラマを
展示、付近に住む動植物の資料も閲覧で
きます。裏手には幻の魚「イトウ」の養殖
場があり、間近で見ることもできます。

ROUTE 235

●時間／8：30〜16：30
●料金／入館無料
●休／12月〜4月
●交通／JR五能線十二湖駅より車約10分
●問／☎0173-77-2138

鰺ヶ沢エリア

津軽すこっぷ三味線快館［五所川原市］

十三湖しじみラーメン

ROUTE 242

イカのカーテン［鰺ヶ沢町］

海岸沿いに各店が軒を連ねる
「焼きイ
カ通り」。生干しイカが潮風にたなびく
様子から
「イカのカーテン」
と呼ばれ、
町の風物詩となっています。
●期間／通年
●場所／国道101号線沿い
●交通／JR五能線鰺ケ沢駅より車約10分
●問／鰺ヶ沢町観光商工課
☎0173-72-2111

［五所川原市］

特産品である大和しじみのエキスがたっ
ぷり入ったラーメンです。汽水湖で育つ十
三湖のしじみは味が濃く、旨味たっぷり！
●場所／十三湖周辺
●料金／店舗によって異なります。
●問／道の駅十三湖高原☎0173-62-3556
ドライブイン和歌山☎0173-62-2357
しじみ亭奈良屋☎0120-135-443

ROUTE 234

高さ約23m、迫力の立佞武多を常時展示。周りを囲むスロープ状の
通路から様々な角度で、間近にじっくりと見学ができます。

●時間／9：00〜19：00
（4月〜9月）
、
9：00〜17：00
（10月〜3月）
※8月4日〜8日＝9：00〜17：00、8月13日＝9：00〜19：00、12月31日＝9：00〜15：00
※お囃子実演は毎週日曜10：10〜、11：10〜、13：10〜、14：10〜（約10分〜15分）
●入館料／立佞武多展示室一般600円
●交通／JR五能線五所川原駅より徒歩約5分 ●問／☎0173-38-3232

すこっぷ三味線とは、農作業や雪かきなど
で使うスコップをバチ代わりの栓抜きで叩
いて演奏します。常設劇場での迫力満点、
爆笑のライブをご堪能ください。

【新作立佞武多の紙貼り体験】
●期間／4月下旬〜6月上旬（要問合）
●時間／9：00〜12:00、13:00〜16:00
●場所／立佞武多の館3F 立佞武多製作所
●料金／無料 ●休／要問合

●期間／5月1日〜11月30日
●時間／10：00〜16：00
●体験料／大人1,000円
（要予約）
●休／不定休（冬季休館、要問合）
●交通／JR五能線五所川原駅より車約20分
●問／☎0173-54-2260

究極
マグロ尽の
くし！

︿

●時間／9：00〜17：00 ●料金／入館無料
●休／月曜（祝日の場合翌日）
●交通／JR五能線十二湖駅より車約5分
●問／☎0173-77-3113

白神山地・十二湖の麓にある自然体験型
リゾート宿泊施設。白神山地トレッキング、
十二湖観光の拠点として活用できます。

ROUTE 244

十二湖ビジターセンター［深浦町］

五所川原市・西目屋村・
鰺ヶ沢町・深浦町

立佞武多の館［五所川原市］

Guide/
Tour

日本海
十二湖
ビジターセンター

漁師体験&漁師の朝飯［深浦町］

森の物産館
「キョロロ」

Guide/
Tour

ROUTE 247

白神の森 遊山道（旧ミニ白神）［鰺ヶ沢町］
白神山地の魅力を体感できるスポットです。歩道も
整備されており、専門ガイドと一緒に白神山地核心
部とほぼ同様の森林景観をトレッキングできます。
●期間／4月20日〜10月31日
●時間／9：00〜16：00（10月は15：00まで）
●入山料／一般500円、小中学生400円
（ガイド料別途）要問合
●交通／JR五能線鰺ケ沢駅より車約30分
●問／総合案内休憩所「くろもり館」
☎0173-79-2009

青池

Beech
にしめや

深浦（十二湖）
エリア
西目屋エリア

至 秋田県

深浦町白神十二湖
エコ・ミュージアム
アオーネ白神十二湖

幻の魚「イトウ」
［鰺ヶ沢町］

北海道の一部のみで生息している
「幻の
魚」。鰺ヶ沢町では日本で初めての養殖
に成功しました。ピンクの身は「川のト
ロ」
と呼ばれ、町内各店で刺身や丼の他、
さまざまな料理で提供されています。
●期間／通年（要予約）
●問／鰺ヶ沢町農林水産課
☎0173-72-2111

こののぼりが

目印!

白神海彦山彦料理

［深浦町］

山菜や魚介類など、白神の山海の旬
の恵みを地元の調理でいただくの
が海彦山彦料理。深浦町内のホテ
ル・旅館・食堂等の「緑ののぼり」が
目印です。
●問／深浦町観光課☎0173-74-4412

深浦マグロステーキ丼［深浦町］
マグロは大間だけじゃない！深浦町産の
天然本マグロを三個の小どんぶり
（マグロ
刺身丼、マグロ片面焼きステーキ丼、マグ
ロ両面焼きステーキ丼）
で楽しむ、天然マ
グロの産地ならではのマグロ尽くし御膳
です。町内7店舗で通年提供。
●料金／1,350円 ●期間／通年
●問／深浦マグロ料理推進協議会
（深浦町役場内）☎0173-74-2111

ROUTE 248

白神山地ビジターセンター［西目屋村］

物産センターBeechにしめや［西目屋村］ アクアグリーンビレッジANMON

白神山地の自然や生態系が学べる展示館。
「映像
体験ホール」では、巨大スクリーンの迫力映像で、
臨場感あふれる白神の四季を紹介しています。

旬の新鮮な野菜や特産品が勢ぞろい。特に春
から秋は山菜が豊富です。併設のレストランで
は西目屋村産の「白神そば」を使用した十割そ
ばや味噌ラーメン、津軽ダムカレーが人気です。

●時間／8：30〜17：00（4月〜10月）、
9：00〜16：30（11月〜3月）
●入館料／無料（映像体験ホールは一般200円）
●休／第2月曜（4月〜12月：祝日の場合翌日、8月は第
4月曜）、毎週月・木曜（1月〜3月：祝日の場合翌日）
●交通／JR奥羽本線弘前駅よりバス約50分
●問／☎0172-85-2810

18

●時間／売店9：00〜17：00（1月1日〜3月
31日は16：00まで）レストラン11：00〜
15：00（11月1日〜3月31日は14：00まで）
●料金／入館無料 ●休／無休
●交通／JR奥羽本線弘前駅よりバス約50分
●問／☎0172-85-2855

［西目屋村］
世界自然遺産登録地域に隣接した西目
屋村にある施設で、
レストランや土産コー
ナー、入浴施設、コテージ、キャンプ場の
施設もあり、釣り堀や遊具もあります。
●時間／9：00〜17：00
●料金／施設により異なります。
●休／11月中旬〜翌4月下旬
●交通／JR奥羽本線弘前駅よりバス約90分
●問／☎0172-85-3021

海の駅わんど＆
鰺ヶ沢相撲館［鰺ヶ沢町］

●期間／4月1日〜11月30日（要前日まで予約） ●時間／9：00〜17：00
●集合場所／JR五能線深浦駅前 ●料金／2,300円〜（ガイド料・施設入館料込）
●問／深浦町観光協会☎0173-74-3320
深浦町
歴史民俗資料館・美術館

ROUTE 238

太宰の宿
ふかうら文学館

ROUTE 237

1階では新鮮な農産物や海産物、手作り
惣 菜 、わさおグッズ などを販 売 。2 階
「鰺ヶ沢相撲館」は町出身の舞の海をは
じめ、郷土力士や相撲の資料を展示。縮
小サイズの土俵もあり雰囲気満点です。
●時間／海の駅わんど9：00〜18：00（1月
〜3月は17：00まで）鰺ヶ沢相撲館9：00
〜17：00（1月〜3月は16：00まで）
●入館料／無料
●休／1月1日・2日（その他臨時休業あり）
●交通／JR五能線鰺ケ沢駅より徒歩約15分
●問／☎0173-72-6661

●時間／9：00〜18：00
（12月〜2月は17：00まで）
●休／年末年始
（要問合）
●交通／JR五能線風合瀬駅より
車約5分
●問／☎0173-76-3660

北海道と大阪を結ぶ交易の要「北前船」の、
「風待ち湊」
として繁栄した湊町・深
浦。資料館や美術館、文学館などを散策できます。円覚寺では多くの「船絵馬」
を見ることができます。

ROUTE 243

ROUTE 249

●期間／4月上旬〜9月中旬
●時間／7：00〜9：00
●料金／12,000円〜17,000円（宿泊料
込、人数・ご利用日により異なります）
●休／要問合
●場所／ウェスパ椿山発着
●交通／JR五能線ウェスパ椿山駅下車すぐ
●問／ウェスパ椿山☎0173-75-2261

国道101号線沿いに位置し、大き
なイカの看板が目印。目の前の海
で獲れた新鮮な魚介類や新鮮な
野菜などを販売しています。屋台
の生干し焼きいかは定番人気！

北前船の湊町散策（風待ち湊案内人）［深浦町］

Guide/
Tour

ROUTE 250

遊漁船に乗船、世界自然遺産「白神
山地」を海から眺望。大型定置網の
網起こし操業を船上から見学した後
は 新 鮮 な 海 の 幸「 漁 師 の 朝 飯 」が
待っています。

ROUTE 236

道の駅ふかうら
「かそせいか焼き村」［深浦町］

春光山円覚寺

ROUTE 240

風待ち舘

ROUTE 239

【太宰の宿 ふかうら文学館】
【深浦町歴史民俗資料館・美術館】
●問／☎0173-84-1070
●問／☎0173-74-3882
太宰治が宿泊した旧秋田屋旅館を改築し
北前船が行き交い、商人で賑わった江
たもので、太宰治、大町桂月、成田千空の三
戸時代の町の様子や文化、歴史を鑑賞
人の作家をメイン展示とし、深浦にゆかり
できるミュージアム。美術館では県内で
活躍する作家の絵画などを多く展示し のある文人たちも紹介しています。太宰が
宿泊した当時を再現した部屋もあります。
ています。
【春光山円覚寺】
●問／☎0173-74-2029
本尊は聖徳太子の作と伝えられる十一面
観音。船人の信仰を集め、海上安全の祈
願寺として、約70点もの船絵馬が残され
ています。中でも日本最古といわれる
「北
国船の船絵馬」は日本唯一のものです。

【風待ち舘】
●問／☎0173-74-3553
北前船の歴史を、3分の1の縮尺で複製し
た模型（700石積弁才船、全長7.5m）や、
航海の道具、船絵馬、船が運んだ仏壇や
古伊万里など交易でもたらされた品々も
展示しており、見所が満載です。

ROUTE 000 ※各スポッ
トの番号を使って自由に周遊ルートを作成できます。詳しくはP.1をご覧ください。
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＜県南・下北 エリア＞ ※校正用として折り部分に点線を入れています。

【花小路】
昔に思いを馳せながら、

【長横町れんさ街】

たまにはゆっくりはしご酒。

【口一丁れんさ街】

【五番街】

そこにはあります。

陸奥湊駅前朝市［八戸市］ ROUTE 303
「イサバのカッチャ
（魚売りのお母さん）」の元気な声が
響き渡る朝市。市場内にはお刺身やお惣菜を食べたい
だけ購入して、炊きたてのご飯と味噌汁（具材によって
100円〜200円）
と組み合わせて
食べられる食堂もあり、究極の
朝ご飯が味わえます。

さぁ!「八戸横丁めぐり」
で
楽しいひとときを
【ハーモニカ横町】

【八戸昭和通り】

八戸横丁めぐり［八戸市］

!!

●開場／3：00〜昼頃
（各店舗異なります）
※ごはんは5:00〜10:00頃まで。
●休／日曜、1月1日・2日
※八戸市営魚菜小売市場は
第2土曜も休み
●交通／JR八戸線陸奥湊駅下車すぐ
●問／八戸市営魚菜小売市場
☎0178-33-6151

【たぬき小路】

ROUTE 304

八戸市の中心街にはレトロで個性的な8つの横丁があり、地元に愛
される名店がズラリと並んでいます。ネオンの華、旨い酒と料理、自
分好みのお店を探してみませんか。
●交通／JR八戸線本八戸駅より徒歩約10分 ●問／八戸市観光課☎0178-46-4040

Guide/
Tour

陸奥湊駅より

徒歩 約15 分

Guide/
Tour

コース例

2

酒蔵見学

プラン

13：30八戸酒造に集合 → 酒蔵見学 → 女性が喜ぶ日
本酒の試飲 → 酒粕スイーツ堪能 → 酒粕ハンドパック
体験 → 14：40八戸酒造にて解散

※20歳以上の方限定
（日本酒の試飲体験のため）
※男性のお申込みも可能です。

●料金／お一人様2,000円 ●所要時間／約70分
●人数／2名から16名まで ●申込締切／7日前

20

午前 10：00史跡根城の広場集合・開始 → デコ八幡馬

プラン

づくり → 11：30史跡根城の広場終了解散

午後 14：00史跡根城の広場集合・開始 → デコ八幡馬

プラン

づくり → 15：30史跡根城の広場終了解散

●料金／お一人様1,900円 ●所要時間／約90分
●人数／1名から5名まで ●申込締切／7日前

コース例

3

食体験

彼氏が自慢したくなる和食料理が
得意な料理美人に大変身!?
民宿で女将と調理体験付きランチ
民宿の女将さんがやさしく教えて
くれるので安心。八戸の旬の魚介でランチ作りに挑戦しましょう。
11：00民宿石橋に集合 →民宿女将と一緒に調理体
プラン 験、
自分で調理した魚介でランチタイム（約2時間）→
13：00民宿石橋にて解散
※画像はイメージです。※時期によって調理する魚介は変わります。

●料金／お一人様3,000円 ●所要時間／約120分
●人数／2名から5名まで ●申込締切／4日前

●期間／3月中旬〜12月までの日曜
●開場／日の出〜9：00頃
●交通／市内よりワンコインバス
「いさば号」、
乗合タクシー
「あさぐる」等
●問／湊日曜朝市会☎0178-27-3868

うみねこ号

種差海岸・蕪島等の
観光に便利！

満喫！
ぷり

ぶらり美酒美食八戸市

交通情報!
な
利
八戸市内観光に便

●区間／鮫駅−種差海岸駅
●期間／4月1日〜11月13日
期間／4月1日〜11月13日
本数=往路：7本、復路：7本（約28分）
※冬期運行期間11月19日〜3月26日の土・日・祝日（1月1日〜
1月3日を除く）
本数=往路：4本、復路：4本
●運賃／大人100円、小人50円
●問／八戸市交通部☎0178-25-5141

八戸あさぐる

［八戸市］

朝風呂と朝市がセッ
トになった乗合タク
シーツアー。早朝営
業の銭湯でさっぱり
した後は、活気あふ
れる朝 市で地 元グ
ルメを堪能します。

●期間／通年 ●出発時間／6：00
●料金／3,100円〜
料金／3,100円〜
※予定（コースにより異なります。
（コースにより
飲食代別）
※前日22時までにご宿泊のホテルにお申し出ください。
※前日22時までにご
●問／
問／（公社）八戸観光コンベンション協会☎0178-41-1661
八戸観光コンベンション協会

八戸市水産科学館マリエント

フリーエリア内のJR八戸線（八戸駅〜種差海岸駅間）
・市営バ
ス・南部バス
（南郷の一部区間を除く）
が1日乗り放題となるお得
なカード。観光施設や宿泊施設、飲食店などの協賛店では、
カー
ドの提示で割引等の優遇サービスが受けられます。
●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700円、
こども350円
●有効期間／1日間 ●利用期間／通年
●主な効力／JR八戸線（八戸駅〜種差海岸駅間）、
八戸市営バス・南部バス
（南郷の一部区間を除く）の市内路線、
種差
海岸遊覧バス
「うみねこ号」、
日曜朝市循環バス「いさば号」、八食
100円バス・200円以下バスが乗り降り自由。
●発売箇所／JR東日本の主なみどりの窓口、
びゅうプラザ
●問／八戸カード運営協議会（八戸市観光課内）
☎0178-46-4040

八戸まちタク
エリア内の施設から施設へ、
タクシーを3回利用できます。
時間制限
が無いので、
行きたい時に自由に移動できます。
●料金／7,500円〜14,500円（エリアにより異なるため要確認）
●問／
（公社）
八戸観光コンベンション協会☎0178-41-1661
【チケット販売所】
●はちのへ総合観光プラザ
（八戸駅東口2階）
☎0178-27-4243 ※12月31日休み
●八戸ポータルミュージアム はっちインフォメーション
（旅行商品専用ダイヤル）
☎0178-51-8184 ※12月31日、
1月1日休み

八戸市

●

八戸えんじょいカード

JR八戸線鮫駅とJR八戸線
種差海岸駅を往復し、八
戸市の観光名所である種
差 海 岸 や 蕪 島 などを 巡
る、
ワンコインバスです。

Guide/
Tour

●時間／市場棟9：00〜18：00、味横丁9：00〜18：30、厨スタジアム9：00〜21：00
●休／1月1日・水曜（厨スタジアムは無休）※お盆期間・年末年始は営業時間が異なります。
●交通／JR東北新幹線八戸駅よりバス約10分（八食100円バスあり、1月1日は運休）
●問／八食センター事務局☎0178-28-9311

●

八戸港

八食センター

八戸酒造
●

八戸線
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八戸
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女子にうれしい酒粕スイーツ付き！
ほろ酔い美人 女子的酒蔵見学
お気に入りの地酒探し。さらに酒粕
ハンドパック体験で、しっとり美肌に。

ラインストーンでかわいく♡
デコ八幡馬
小さな八幡馬をラインストーンやペンで
飾り付け、自分だけの八幡馬が作れます。

ROUTE 305

朝市目当てのお客さまが毎週1万人以上に及ぶ、全国最
大規模の朝市です。新鮮な魚介や焼き魚はもちろん、格
安の野菜、炊き込みご飯やうどんといったお食事もの、手
作りの民芸品まで、ありとあらゆるものが揃っています。

岸
差海
至種

コース例

モノづくり

たてはながんぺきあさいち

館鼻岸壁朝市［八戸市］

ROUTE 301

水揚げされたばかりの魚介類はもちろん、
青果や銘菓、飲食店まで約60店が軒を連
ねる総合食品センター。購入したものをそ
の場で炭火焼きにして食べられる「七厘
村」
も好評です。

八
戸
駅

他コースや詳細については上記へお問い合わせください。

●期間／通年 ●時間／9：00〜17:00
●料金／酒蔵見学
（土産付き）
1,080円
（60分）
、
屋形船乗船
（餌付き）
2,160円
（90分）
、
酒蔵見学+屋形船乗船3,240円
（150分）
※屋形船のお食事
（松花堂弁当
（お吸物・お茶付き）
）
は
別途2,160円より承ります。
●予約／2日前の午前中まで要予約※酒蔵見学1名以上、
屋形船乗船10名以上50名まで
（乗合い）
●交通／JR八戸線陸奥湊駅より徒歩約15分（八戸酒造近く）
●問／ブルーカンパニー（株）☎0178-35-4415

八食センター［八戸市］

鮫駅

●期間／通年
●申込／「はちのへLocal旅」HP
各プラン詳細ページからお申込みください。
●問／（公社）八戸観光コンベンション協会☎0178-41-1661

八戸酒造は「陸奥男山」や「陸奥八仙」で有名。国の
有形文化財にも指定されている由緒ある酒蔵を見
学した後は、利き酒を楽しみます。休憩をはさんで、
屋形船で八戸港内・新井田川をのんびり遊覧。別料
金でお食事も楽しめます。

東
北
新
幹
線

女子にオススメ、八戸をもっと楽しむ各種モデルコースと、デコ八幡
馬などのモノづくり体験をはじめ自分だけのミニボトルが付いた酒
蔵見学体験、民宿女将の手ほどきでの食（調理）体験などの各種体験
プランが充実しています。パワースポットや美肌効果、ご当地グルメ
など、地元の人が企画した現地発のオプショナルプランが満載です。

八戸駅より

バス 約10 分

306

青い
森鉄
道

はちのへLocal旅［八戸市］

1

八戸酒造見学・
利き酒と屋形船遊覧［八戸市］ ROUTE

たっ

を
深さ
の奥
酒
お 味が格別！
知ると

エリア

吹き飛ぶぬくもりが

って て
寄 てっ
見

冬の寒さも、
旅の疲れも、

本八戸駅より

徒歩 約10 分

06

県 南・下 北

【みろく横丁】

●時間／9：00〜21：00
※館内施設により時間が異なります。
●入館料／無料
●休／第2火曜（祝日の場合翌日）、
12月31日、1月1日
●交通／JR八戸線本八戸駅より
徒歩約10分
●問／☎0178-22-8228

朝 市の活 気 ︑屋 台の温かさ︑美 味しい料 理 ︒

昭和の匂い漂う、昔なつかしの空間。
そこは、いつもどんなときも笑顔と美味しさで溢れています。

新 鮮な魚 介は人を幸せにする︒そして︑海へ …
︒

ROUTE 302

八戸観光はココから！八戸の人、
物、食、文化、
自然といったたくさ
んの見どころや魅力をわかりや
すく紹介。
カフェ、
ショップ、
ギャラ
リーなどがあり、
イベントも随時
開催されています。

春を告げる海 岸 線の緑と寒 立 馬に心うたれる
﹁ 新の旅 ﹂︒

おいで
おい
でヨ! 八戸横
八戸横丁
丁!!
!!

の
観光
八戸 口
玄関

八戸ポータルミュージアム
八戸ポータル
はっち［八戸市］

今宵は、どののれんをくぐろうか
どののれんをくぐろうかな…

P19̲P20

港町の温かなおもてなし︑
本州最北端への春の訪れ︒

00
C

●

● 八戸グランドホテル

八戸ポータル
ミュージアム
はっち

八戸是川I.C

八戸市埋蔵文化財センター
是川縄文館

みろく横丁
花小路
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340

たぬき小路

ハーモニカ
横町
八戸昭和
通り
五番街

ROUTE 000 ※各スポッ
トの番号を使って自由に周遊ルートを作成できます。詳しくはP.1をご覧ください。
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「あおもり紀行」2017冬・春号

※校正用として折り部分に点線を入れています。

05

南部氏の創建とされ、南部領総鎮守として
信仰を集めてきました。
しろいとおどし

日ノ出岩
鯨石の
西宮神社

鮫駅

八戸市水産科学館
マリエント

種差天然芝生地
高岩展望台
弁天島

熊野神社

大久喜駅
金浜駅

北のフルーツパーラー

Guide/
Tour

［南部町］ ROUTE 317
農業体験とスイーツ作りを一
緒に楽しめる参加型ツアー企
画。果樹園で季節ごとに変わ
る旬の果物をもぎ取り、
オリジ
ナルのスイーツを作ります。

●期間／通年（7日前まで要予約）
●料金／一般2,000円〜
●場所／南部町農林漁業体験
実習館チェリウス
●交通／青い森鉄道剣吉駅より
車約20分
●問／☎0178-76-1001

20分

青い森鉄道
剣吉駅より車 約

パフェ作りはP.20の「はち
のへLocal旅」でも参加で
きます。詳細はHPをご覧く
ださい。

そば打ち体験

八戸市埋蔵 国宝「合掌土偶」
文化財センター是川縄文館

［八戸市］

【そば打ち体験】
●道の駅はしかみ☎0178-88-1800
●階上町わっせ交流センター
☎0178-88-2709
●そばの里けやぐ☎0178-76-1060
●道の駅なんごう☎0178-82-2902
●山の楽校☎0178-82-2222

ROUTE 316

隣接する是川遺跡や風張1遺跡など
を通して、東北地方の優れた縄文文
化を発信しています。常設展示の国
宝「合掌土偶」は一見の価値あり。
●時間／9：00〜17：00（入館16：30まで）
●入館料／一般250円
●休／月曜（第1月曜、祝日・振替休日は開
館）、祝日・振替休日の翌日（土・日・祝日の
場合は開館）、年末年始
●交通／JR八戸線本八戸駅よりバス約20分
●問／☎0178-38-9511

●時間／9：00〜17：00
●入館料／一般300円
●休／無休※臨時の工事その他で休館
する場合があります。
●交通／JR八戸線鮫駅より徒歩約15分
●問／☎0178-33-7800

種差天然芝生地

みちのく潮風トレイル

［八戸市］

東北地方太平洋沿岸地
域で整備されているトレ
イルコースです。
トレイル
とは、森林や原野、里山な
ど に あ る「 歩 くた め の
道」。歩くことで、車の旅で
は見えない風景、歴史、風
俗や食文化などの奥深さ
を知り、体験できます。

ROUTE 309

八戸市水産科学館
マリエント［八戸市］

八戸近海の魚や、アオウミガメが
泳ぐ大水槽や、イカやウミネコに
ついて学べるコーナーや磯の生き
物に触れられるタッチ水槽などが
あります。はちのへ「ちきゅう」情報
館では、地球深部探査船「ちきゅ
う」に関する展示を行っています。

階上駅

種差海岸
インフォメーション
センター［八戸市］

ROUTE 315

［階上町・南部町・八戸市］
南部地方は、良質で風味豊かな蕎
麦の産地として知られています。各
地では手打ちそばを味わえ、実際に
そば打ち体験もできます。

大蛇駅

三陸復興国立公園の見
所 や自 然・暮らしの 情
報、地域の旬な情報を
発信しています。種差海
岸階上地域とみちのく
潮風トレイルの情報収
集にも便利です。

鮫駅より

徒歩 約15 分

蕪嶋神社［八戸市］

ROUTE 310

ウミネコの繁殖地として有名な蕪島の頂に鎮座してい
ましたが、火災により社殿が全焼したため、現在は島の
入口に仮の社殿が設けられ、再建を目指しています。

八戸市・階上町・南部町・
︿
新郷村・三戸町

陸奥
白浜駅

階上海岸

JR八戸線

種差海岸駅

︿

蕪嶋神社

八戸シーガル
ビューホテル

種差キャンプ場
白浜

【国宝館】
●時間／9：00〜17：00 ●入館料／一般400円
白糸威褄取鎧（兜大袖付）
しろいとおどしつまとりよろい
●交通／JR東北新幹線八戸駅より車約10分
（かぶとおおそでつき）
●問／☎0178-27-3053
【国宝】

葦毛崎展望台
タイヘイ牧場
大須賀海岸

褄取鎧（兜大袖付）」の他、多数の文化財が
見学できます。

イタコマイマイ岩

●期間／3月〜11月（要予約）
●場所／葦毛崎〜種差芝生地（約5.2km）
●料金／ガイド1人につき1,000円
●問／種差海岸ボランティアガイドクラブ
☎0178-39-3137

エリア

あかいとおどしよろい

国宝「赤糸威鎧（兜大袖付）」、国宝「白糸威

【八戸市博物館】
●時間／9：00〜17：00（入館は16：30まで）
●入館料／一般250円（特別展開催中は別料金）
●休／月曜（第1月曜・祝日の場合開館）、祝日・振替休日の翌日
（土・日曜の場合開館）、年末年始（12月27日〜1月4日）
●交通／JR東北新幹線八戸駅よりバス約10分 ●問／☎0178-44-8111
【史跡 根城の広場】
●時間／9：00〜17：00（入館は16：30まで）
●入場料／一般250円 ●休／月曜（第1月曜・祝日の場合開館）、祝日・振替
休日の翌日（土・日曜の場合開館）、年末年始（12月27日〜1月4日）
●交通／JR東北新幹線八戸駅よりバス約10分
●問／史跡 根城の広場管理事務所☎0178-41-1726

●交通／JR八戸線種差海岸駅
より徒歩約3分
●問／種差海岸
インフォメーションセンター
☎0178-51-8500

県 南・下 北

縄文から中世、藩政時代そして現代と、八戸の歴史をわかりやすく紹介。隣
接する史跡 根城の広場には安土桃山時代の城を復原、展示しています。
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つまとりよろい

ROUTE 311

北 部の蕪 島や小 舟 渡 ︑葦 毛 崎 付 近では

櫛引八幡宮［八戸市］ ROUTE

史跡 根城の広場

荒々しい岩 肌が露 出した磯が見られる一方 ︑

「八戸三社大祭」の山車が展示されたメインホールの他、
「南
部せんべいの手焼き」
「南部裂織制作」
「南部菱刺制作」が体
験できます。バラエティに富んだ土産品も販売しています。

●問／☎0178-27-2227
【南部裂織体験・南部菱刺体験】
●日時／裂織＝毎日10：00〜15：00（3日前まで要予約）、
菱刺＝月・木・金曜10：00〜14：30（要予約）
●休／12月31日 ●場所／ユートリー2階（八戸駅隣接）
●料金／一般1,000円（材料費込）
【南部せんべい焼き体験】
●日時／毎日11：00〜15：00（前日まで要予約）
●休／12月31日
●場所／屋外いか加工実演場（プレハブ2棟目）※1〜4人
●料金／1枚120円

車 約10 分

あかいとおどしよろい
（かぶとおおそでつき）

ROUTE 312

八戸市博物館・史跡 根城の広場［八戸市］

八戸駅より

眺望が素晴らしい「葦毛崎展望台」か
ら、
くつろぎの場「種差天然芝生地」
ま
で約5.2kmの遊歩道を、ガイドさん
の楽しいお話を聞きながら巡ります。

大 須 賀 海 岸 ︑白 浜は穏やかで

ROUTE 314

八戸市博物館

【国宝】

赤糸威鎧（兜大袖付）

ROUTE 307

美しい砂 浜が続きます︒

八戸地域地場産業振興センター「ユートリー」

［八戸市］

その南 側には天 然の芝 生が広 大に自 生し︑

裂織体験

Guide/
Tour

波 打ち際まで広がっています︒

荒々しい岩礁と鳴砂の浜、天然
の芝生地など、変化に富んだ
約12kmの海岸線には、季節
により約650種もの植物が生
育します。遊歩道も整備され、
多様な植物を観察できます。

ガイドと歩く
種差海岸

異 国 情 緒さえ感じる独 特の景 観は︑

ROUTE 308

見る人を別 世 界へいざないます︒

種差海岸［八戸市］

（南部裂織・菱刺体験）
［八戸市］

P21̲P22

●時間／9：00〜17：00（12月〜3月は9:00〜16：00／1月2日・3日は10:00〜15:00）
●休／12月29日〜1月1日 ●入館料／無料 ●交通／JR八戸線種差海岸駅より徒歩約5分 ●問／☎0178-51-8500

●交通／JR八戸線鮫駅より徒歩約15分 ●問／☎0178-34-2730

Gourmet

海の恵みがもらたす美味しさを贅沢に

さんのへ散歩
歴史民俗資料館

三戸城跡・城山公園

［三戸町］

ROUTE 319

ROUTE 318

キリストの里伝承館［新郷村］

戦国時代、三戸南部氏が築いた居城
で今も石垣や堀跡、土塁などの遺構
が残っています。今は城山公園とし
て、町民の憩いの場となり、園内の歴
史民俗資料館などの見学もできます。

さんのへ春まつり［三戸町］

ROUTE 320

約1,600本の桜が咲き誇る城山公園での開催。
三戸町出身の漫画家である馬場のぼるさんにち
なんだ「11ぴきのねこバスツアー」が人気です。
●開催／4月下旬〜5月上旬 ●場所／城山公園
●交通／青い森鉄道三戸駅より車約10分
●問／三戸町観光協会☎0179-22-0777

【三戸町立歴史民俗資料館】
●期間／4月〜11月
●時間／9：00〜16：00
●資料館入館料／一般210円
●休／月曜、祝日の翌日
●交通／青い森鉄道三戸駅より車約10分
●問／三戸町立歴史民俗資料館
☎0179-22-2739

キリスト伝説が今も残り「キリストの墓」がある新郷村。そ
の言い伝えの源となった古文書や当時の村の様子、風
習、村の文化や民俗芸能などの資料を紹介しています。

●期間／4月中旬〜11月上旬
●時間／9：00〜17：00
●入館料／一般200円、小中学生100円 ●休／水曜
●交通／JR東北新幹線八戸駅より車約1時間
●問／☎0178-78-3741

八戸前沖さば ［八戸市］

リゾートうみねこ

沿線には波打ち際まで広がる天然芝
生が特徴的な「種差海岸」、久慈の物
産や豊かな海の幸を楽しめる「やませ
土風館」などがあります。列車の大き
な車窓からは、三陸の風光明媚な景
観が存分に楽しめます。
●区間／八戸駅−久慈駅

八戸ブイヤベース［八戸市］

八戸港で水揚げされた魚介類を4種類以上使った、各店オリジナルの
ブイヤベースを期間限定で提供。八戸の冬の新たな定番料理です。

●問／（公社）八戸観光コンベンション協会☎0178-41-1661
【八戸ブイヤベースフェスタ2017】
●期間／2月1日〜3月31日 ●時間・料金・休／参加店舗により異なります。
●場所／八戸市内レストラン十数店舗

10分

青い森鉄道
三戸駅より車 約

「八戸前沖さば
八戸前沖さば」
」とは八戸前沖さば
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のこ
とです。脂にコクがあり、各方面から
は「日本一脂がのったサバ」と評価
されています。特に大きなものは
「銀鯖
「銀
鯖」と呼ばれ、プレミアムブラン
ドです。焼サバはもちろん、しめサ
バ、棒ずし、サバの串焼きなど、ぜひ
味わって欲しいオススメの味です。

いちご煮［八戸市・階上町他］
新鮮なウニとアワビを贅沢に使っ
た潮汁「いちご煮」は県南地方の
郷土料理。乳白色のスープからの
ぞくウニが、朝もやにかすむ野い
ちごに見えることから、この名が
つけられました。磯の香りと、添え
られた青ジソの香りが相まって、
贅沢な風味を醸し出しています。
●問／八戸市観光課☎0178-46-4040
階上町商工会☎0178-88-2045

●問／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）
☎0178-43-5111

Guide/
Tour

東北レストラン鉄道
「TOHOKU EMOTION」
佐瀧別邸

三戸街歩き奉行所［三戸町］
三戸せんべい［三戸町］

南部せんべいと違い、薄くてサクサクした食感の
三戸せんべい。代表的なごま入りの他、エゴマや
クルミなどせんべい店ごとに味はさまざまです。

●問／三戸町まちづくり推進課☎0179-20-1117

22

ROUTE 321

大正時代の建築物、昭和レトロを感じさせる店舗・看板など、歩かないと立ち寄
れない場所、観光パンフレットに掲載されていない街の見どころを、地元の街歩
きガイドがうんちくも交えながら楽しくご案内します。
●時間／9：00〜18：00（所要時間約90分）※5日前まで要予約
●料金／中学生以上1,000円、中学生未満500円、未就学児無料
●交通／青い森鉄道三戸駅よりバス約15分 ●問／三戸町観光協会事務局☎0179-22-0777

新郷村のこだわり商品［新郷村］

ご当地ヨーグルトグランプリで金賞受賞の「飲むヨーグ
ルト・ザ・プレミアム」は、朝搾りたての新鮮な生乳100%
使用、厳選した地元酪農家直送にこだわった逸品です。

●場所／間木ノ平グリーンパーク
●休／11月上旬〜4月下旬（冬期間閉鎖予定）
●交通／JR東北新幹線八戸駅より車約1時間10分
●問／新郷村ふるさと活性化公社☎0178-78-2511

目の前で調理するライブキッチンを中心
とした全席レストラン空間と、東北各地の
伝統工芸をモチーフにしたインテリアは
視覚を刺激。三陸の海を眺めながら、東
北の食材をふんだんに使ったフレンチの
コースを堪能できます。
●区間／八戸駅−久慈駅

問／JR東日本お問い合わせセンター
☎050-2016-1600

八戸らーめん

はちのへ鮨［八戸市］

日本一脂が乗っていると言われる
「八戸前沖さば」や「イカ」をはじ
め、四季折々の旬のネタを使った
鮨11貫を、3,000円の統一料金
で楽しむことができます。
●問／八戸商工会議所
☎0178-43-5111

八戸せんべい汁［八戸市］
魚や鶏で出汁をとり、旬の野菜などを入れ
た具だくさんの汁に、鍋用の南部せんべ
いを割り入れて煮込む郷土料理。汁の旨
みが染み込んだせんべいは、独自のモチ
モチした食感で、やみつきになる味です。
●問／八戸市観光課
☎0178-46-4040

磯ラーメン［八戸市］

地元で獲れた魚介をふんだんに使った
スープは磯の旨味と風味が凝縮されて
います。種差海岸一帯の約10軒の食堂
で、各店こだわりの味を堪能できます。
●場所／JR八戸線種差海岸駅周辺
●問／八戸市観光課☎0178-46-4040

［八戸市］
煮干しや鶏ガラでダシを
取った八戸伝統のスー
プに細ちぢれ麺。
スッキ
リとした飽きのこない味
が食欲をそそります。
●問／八戸らーめん会
（八戸商工会議所内）
☎0178-43-5111

ROUTE 000 ※各スポッ
トの番号を使って自由に周遊ルートを作成できます。詳しくはP.1をご覧ください。
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※校正用として折り部分に点線を入れています。
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青森県立三沢航空科学館

気ままに三沢めぐり
「ぐるっとバス」

「三沢市寺山修司記念館」
「青森県立三沢航空科学館」
「三沢空港」など、三沢市の様々な見どころを巡る無料
バスです。季節によって時刻表が変わるのでご注意を。

●時間／9：00〜17：00（入館は16：30まで）
●入館料／一般510円
※格納庫内の特別展示は別途料金
●休／月曜（祝日の場合翌日）、12月30日〜1月1日
●交通／青い森鉄道三沢駅より車約15分
●問／☎0176-50-7777
【企画展】
「最強の名機零戦を生んだ堀越二郎」
〜永遠不滅のMade in Japanを造った
天才技術者の全貌〜
●場所／三沢航空科学館本館格納庫特設展示場
●期間／11月1日〜5月14日

15分

青い森鉄道
三沢駅より車 約

ROUTE 322

南部藩随一の商港、野辺地の商家では古くから
「かわらけつめい」という薬草を乾燥させ、
「茶粥」
にしていました。程よい苦味と優しい味です。
●時間／11：00〜19：00 ●休／日曜
●場所／松浦食堂 ●料金／1,550円、
けいらん付2,100円
（前日まで要予約）
●交通／青い森鉄道野辺地駅より徒歩約2分
●問／松浦食堂☎0175-64-3004

田子ガーリックステーキごはん ［田子町］

田子町が誇る3大食材(ニンニク・肉・米)を使った「ニンニク
フルコースランチ」。
ウエルカムドリンクから始まり、前菜、
メ
イン料理、食後のデザートの4つで構成しています。
メインの
「ガーリックステーキ寿司」
は、
自分で焼いたステーキをシャ
リに巻いて食べます。

︿
田子町・東北町・野辺地町・横浜町・
︿
五戸町・六戸町・おいらせ町・三沢市

●時間／10：00〜20：00（店舗により異なります）
●休／第2火曜
●交通／青い森鉄道三沢駅より徒歩約25分
●問／☎0176-51-1712

寺山盆カレーセット

茶粥［野辺地町］

三沢市
寺山修司記念館

［三沢市］

［三沢市］
寺山修司の叔父がかつ
て経営していた「寺山食
堂」をモチーフにしたコ
ラボ企画。三沢市内5店
舗で、
寺山の好物やエピ
ソードにちなんだ5つの
料理が味わえます。

SkyPlazaMISAWA
（スカイプラザミサワ）
［三沢市］

ここでしか味わえない人気のご当
こでしか味わえない人気のご当
か味わえない人気のご当地
地グルメ !

●提供店舗／田子町ガーリックセンター、御食事処なくい、勇鮨
●料金／全店1,350円
●問／田子ニンニク料理推進協議会☎0179-20-7114

寺山食堂

ROUTE 332

Gourmet

エリア

●路線／星野リゾート青森屋〜三沢駅〜スカイプラザミサワ〜
三沢空港〜青森県立三沢航空科学館〜三沢市寺山修司記念館
〜道の駅みさわ斗南藩記念観光村（所要時間：最長約1時間）
※停留所は一部省略※便により停車しない停留所もあります。
●期間／土・日・祝日運行
（通年運行）
。
GW期間および夏休み期間は青森県立三沢航空科学館
休館日（月曜）
を除く毎日運行。
詳しくは青森県立三沢航空科学館HPをご確認ください。
●料金／無料
●問／青森県立三沢航空科学館☎0176-50-7777

三沢といえば米空軍基地。そのメインゲート
前にあるショッピングゾーン。輸入食品、輸入
雑貨、ミリタリーショップなど、個性的なお店
が特徴。地元のお土産品も充実しています。

ROUTE 330

設計主任が五戸町出身で、青森県にもゆかり
のある戦後初の国産旅客機YS-11の他、多く
の航空機が展示されています。また、紙飛行
機製作やワークショップ、サイエンスショーな
ど、参加体験型のプログラムも人気です。

県 南・下 北

［三沢市］

ROUTE 331

道の駅おがわら湖

詩人・劇作家・映画監督・
作詞家・エッセイストな
ど、
「職業は寺山修司」
と
自らを称するほど多彩な
活躍をした寺山修司。そ
の仕事を網羅する豊富
な資料とユニークな展
示 は 、まさ に テ ラヤ マ
ワールド！

●問／三沢市観光物産課
☎0176-53-5111

●時間／9：00〜17：00
（入館は16：30まで）
●入館料／一般530円（企画展料含む）、
一般団体430円（20名以上）、
高大生100円、小中学生50円※小中学生は土曜無料
●休／月曜（祝日の場合翌日）、年末年始
●交通／青い森鉄道三沢駅より車約20分 ●問／☎0176-59-3434

①寺山盆カレーセッ
寺山盆カレーセット／お盆に盛ったカレーライスとコーラのセット。
②寺山定食／三沢産ごぼうを使った汁物
（すいとん、
またはけんちん汁）
がついた餃子定食。
③寺山セット／三沢産長芋を使ったとろろ蕎麦とかつ丼のセット。
④天井桟敷ラーメン／中華麺の代わりに細いパスタを使ったラーメン。
⑤寺山修司ラーメン／小川原湖名産のしじみを使ったラーメン。

【企画展】
『映画監督・寺山修司』
●場所／寺山修司記念館エキジビットホール

［東北町］

ROUTE 324

オススメは「宝湖わんこ丼」。特産の
大和しじみ、
しらうお、わかさぎな
どを贅沢に使った定食です。道の駅
レストランの他、町内7店舗で提供
しており、各店それぞれのこだわり
があります。特産のしじみを使った
名物「しじみソフト」
も人気です。
●時間／8：30〜18：00
（10月〜3月は
9：00〜17：30）
●休／12月31日・1月1日（予定）
●交通／青い森鉄道上北町駅より
車約5分
●問／☎0176-58-1122

宝湖わんこ丼

●期間／10月1日〜3月31日

黒づくし御膳［東北町］

ROUTE 323

日本一黒いと言われるモール温泉、東北温泉にちなんで、
国内初の漢方食品竹炭を使った黒こんにゃくおでん、茶碗
蒸しを始め、黒ソイの刺身、黒ガレイの煮付け、黒豚カツな
どまさに黒づくしの御膳。
●交通／青い森鉄道乙供駅より徒歩約5分
●問／東北温泉☎0175-63-3715

のへじ春まつり［野辺地町］

その土 地を彩る満 開の花たちをめぐる

ROUTE 333

約700本の桜が咲き誇る、愛宕公園で開催。夜
間は堤灯約300個、常夜燈型灯篭約150基に
灯がともされ幻想的です。期間中はホタテ駅伝
や剣道大会、観桜会などのイベントもあります。
●期間／4月下旬〜5月上旬
●場所／愛宕公園
●交通／青い森鉄道野辺地駅より車約5分
●問／（一財）野辺地町観光協会
☎0175-64-9555

東北町桜祭り［東北町］

青森シャモロック［青森県全域］

養鶏が盛んな五戸町にあった旧県畜産試験場(現
在の畜産研究所)が、20年もの歳月をかけて開発
したオリジナルブランドです。青森県が認定する指
定農場のみで生産される特産地鶏で、
きめ細やか
な肉質と、濃厚なダシの旨みに定評があり、鍋や
親子丼などの料理に人気があります。

ROUTE 334

花切川から小川原湖湖水浴場まで広がる「湖畔
の千本桜」と呼ばれる桜並木を眺めることがで
きます。会期中は野点、地引網引き体験、花切川
へら鮒釣り全国大会などいろいろ楽しめます。

●期間／4月下旬〜5月上旬
●場所／小川原湖公園
●交通／青い森鉄道上北町駅より
車約5分、徒歩約15分
●問／東北町観光協会（東北町商工観光課内）
☎0176-56-4148

おいらせ町春まつり

［おいらせ町］
ROUTE 336

自 由 の 女 神 像 の ある「 い
ちょう公園」、白鳥飛来地の
間木堤がある「下田公園」
の2会場での春まつりです。
●期間／4月29日〜5月7日
●場所・交通／いちょう公園
（青い森鉄道下田駅より車約15分）、
下田公園
（青い森鉄道下田駅より車約5分）
●問／おいらせ町観光協会
☎0178-56-4703

●問／青森シャモロック生産者協会（青森県畜産協会内）
☎017-723-2775

鉄分やグリコーゲンが豊富で低カロリー、低脂肪な
馬肉は五戸地区では昔から食べられてきた「郷土
の味」。人気の桜鍋は、お店によって多少の違いは
ありますが、
メインの馬肉とキャベツ、
ゴボウ、
ネギ、
豆腐、
糸こんにゃくなどが入った美味しい鍋です。
●撮影店舗／（有）尾形精肉店
●問／五戸町観光協会☎0178-62-7155

田子町ガーリックセンター［田子町］

新商品の黒にんにくのお酒「クロシュ」や、話題
のにんにく入り炭酸飲料「ジャッツ！タッコーラ」
など、約100種類のにんにく関連商品を販売する
ギフトショップと、田子産にんにくを使った料理が楽しめるレス
トランがあります。にんにく好きにはたまらないお店です。
●時間／9：00〜18：00（レストランは平日11：00〜15：00、土・日・祝日11：00〜16：00）
●休／臨時休業あり
（要問合）、12月31日〜1月2日
●交通／青い森鉄道三戸駅より車約30分 ●問／☎0179-32-3165

5分

青い森鉄道
野辺地駅より車 約

ろくのへ春まつり［六戸町］
ROUTE 335

山桜を中心に、約1,000本の
桜が咲き乱れます。期間中は
さつき沼に鯉のぼりが掲げら
れ、魚のつかみどり、
クラシック
カーの大展示会などイベント
が盛りだくさん。
●期間／4月下旬〜5月上旬
●場所／舘野公園
●交通／青い森鉄道三沢駅より
車約15分
●問／六戸町観光協会事務局
（六戸町産業課内）
☎0176-55-4495

カワヨグリーン牧場 ［おいらせ町］

ROUTE 329

東京ドーム約10個分に相当する約50haの広大な観光牧
場です。
レストランや売店などの他、バターやパン、
アイス
クリームなどの手づくり体験もできます。期間限定で宿泊
施設（ユースホステル）やパークゴルフも利用できます。

●時間／9：00〜17：00（売店の営業時間12月〜3月は10：00〜16：30）
※パークゴルフオープン期間は4月〜11月
※ユースホステルは12月〜3月休館
●交通／青い森鉄道向山駅より徒歩約10分 ●問／☎0178-56-4111
【春の牧場まつり】
●期間／5月上旬 ●時間／10：00〜15：00
●料金／入場無料※体験メニューは有料
（一部無料あり）
【手づくり体験】※団体（10名以上）
での予約にて承っております。
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ROUTE 325

桜鍋［五戸町・十和田市］

ROUTE 328

ROUTE 327

ROUTE 326

故・大山康晴15世名人の貴重な将棋資
料を展示。
兄弟子との対戦を再現したシ
アターもあり、
ファンは必見です。

六戸産の野菜や果物、農産物加工品などを
販売している産直施設です。特産の「ながい
も」や「黒にんにく」などを使った8種類のア
イスは一年を通して人気があります。

「菜の花プラザ」。
「菜の花ドーナツ」や菜の
花の新芽とはちみつを使った、生乳100%
の「菜の花ソフトクリーム」が大人気です。

大山将棋記念館・王将館［おいらせ町］ 道の駅ろくのへ
道の駅よこはま「菜の花プラザ」［横浜町］
百石町（現・おいらせ町）の名誉町民、 「メイプルふれあいセンター」
［六戸町］ 特産品の菜の花を使った加工品がそろう、
●時間／9：00〜17：00
●入館料／無料（一部有料コーナー有）
●休／月曜（祝日の場合翌日）、年末年始
●交通／青い森鉄道下田駅より車約10分
●問／☎0178-52-1411

●時間／9：00〜18：00（12月〜3月は17：30まで）
●休／12月31日〜1月3日
●交通／JR東北新幹線八戸駅よりJRバス約30分
●問／☎0176-55-4134

●時間／8：00〜18：00
（11月〜3月は9：00〜17：30）
●休／1月〜3月の火曜、12月31日、1月1日
●交通／JR大湊線陸奥横浜駅より徒歩約15分
●問／☎0175-78-6687

ROUTE 000 ※各スポッ
トの番号を使って自由に周遊ルートを作成できます。詳しくはP.1をご覧ください。
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