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雪上トレッキングで冬山散策
05-06 湯の国あおもり探訪
青森・八甲田・十和田エリア
03-04

07-09 青森市街

10 浅虫温泉・平内・浪岡
11-12 八甲田・十和田湖・十和田湖冬物語
13-14 十和田・七戸
15-16 青森・八甲田・十和田 春めぐり

津軽・西海岸エリア
17-19 弘前市街

20 岩木山麓・西目屋
21-22 黒石・平川・大鰐・藤崎
23-24 五所川原・北津軽
25-26 津軽半島・西海岸
27-28 津軽・西海岸 春めぐり

県南・下北エリア
29-32 八戸市街
33-34 県南地方
35-36 県南 春めぐり
37-39 むつ・下北の食と温泉
40 下北・ゆかい村
41 下北 春めぐり
42-43 イベントスケジュール
44-46 観光・交通・問い合わせ
※掲載されている情報は平成26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い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。
※写真はすべてイメージです。
※料金については変更となっている場合もございますので、予めご了承ください。

青い森にすみついた妖精「いくべぇ」。りんごの花をモチー
フにした帽子をかぶり、ブナの葉のしっぽをふりふり。いく
べぇが青森を旅して見つけたおいしいもの、すてきな場所
をご紹介します。
「楽しいこといっぱい見つけるべぇ！」
ブログ「いくべぇの活動日記」で検索
ツィッター「＠ikube222」で検索
あおもり観光マスコットキャラクター「いくべぇ」Ⓡ

パンフレットに掲載している ROUTE 000 で、
らくらくルート検索
ができます。●問／トヨタレンタリース青森 ☎017-782-7100

オリジナル観光ルートがつくれます
1

行きたいスポットをいくつか選ぶ

2

スマフォ＆ケータイ de

http://rgd.jp/r-aom/2

スポット番号を入力する

紙面に記載のスポット番号を
入力してください。

340

3

最短ルート・走行時間・距離がわかる！

走行距離：48.4km
走行時間：1時間7分

>> 起点・終点を設定してください

追加

Myルート作成

A. ホテル竜飛

0174-38-2011 周辺情報

48.4km 車で1時間7分

B. よもぎた物産館マルシェ

0174-31-3040 周辺情報

選択したスポットを削除

スポット番号をスペースで区
切ると一括入力できます。
ケータイを閉じても再開でき
ます｡

全て削除

スポット順序を変更する

Servised By トヨタレンタリース青森 ※画面はイメージです
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八甲田山・田茂萢岳周辺

01

雪と氷の世界、蔦の森・奥入瀬・十和田湖。

冬色の十和田湖へようこそ
春を待つブナの冬芽。動物たちが残した
足跡。上を向いて、下を向いて、冬の森の
息吹を観察します。
●期間／1月中旬〜3月中旬
※積雪状況により異なります。
●所要時間／90分〜120分
●料金／3,000円
●場所／十和田湖畔休屋
●交通／JR七戸十和田駅より車約1時間
●問／十和田湖国立公園協会☎0176-75-2425

十和田・奥入瀬・八甲田
エコツアーガイドクラブ

スノーランブリング
雪の森をのんびり散策

雪の蔦の森や奥入瀬渓流をスノー
シューでのんびり散策。蔦の森で
は、斜面も登れる特殊なスキー「ス
ノーランブラー」も体験できます。

●期間／12月下旬〜4月上旬
●集合／奥入瀬湧水館2F ツアーデスク
●料金／大人6,000円
●交通／JR七戸十和田駅より車約1時間
●問／Nature Experience
GREENHOUSE ☎0176-70-5977
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

雪上トレッキングで
冬山散策

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

スノーシューで自然観察会

樹氷群を歩く。白い森を楽しむ。冬の快汗。

女子旅オススメ
プログラム

神秘の世界へご案内

雪原乗馬トレッキング

五感を通して神秘の世界と触れ合うと縮
こまった心がほぐれていくよう。自然の
中に身を置き、鈍った感覚を取り戻しま
せんか。

道なき道を進み、馬の背から眺める雪景
色。寒さを忘れるほどの感動があります。

白銀の雪原を馬でゆく

●期間／1月〜3月上旬（休：火曜）
●時間／45分（外乗のみ）
●料金／9,260円〜
●交通／JR七戸十和田駅より車約20分
●問／十和田乗馬倶楽部☎0176-26-2945

●問／自然公園財団十和田支部
☎0176-75-2368

白神の森を歩く。
マタギと歩く冬の白神山地
かんじきトレッキング
冬の世界遺産で、自然と食に感激
奥深い森にわけいり、自然に感謝し、恵みを
授かってきたマタギと一緒に散策する純白
のブナ林はワクワクと感動の連続。白神の
幸の夕食、弘前ではフレンチの昼食、酒蔵や
歴史建造物も探訪する贅沢ツアーです。

八甲田の樹氷

雪と氷が生んだ大迫力の冬景
八（たくさん）の甲（たて）状の峰と多く

●期間／12月20日〜21日（1泊2食）
●参加料／32,800円
●交通／JR弘前駅発着（バスにて移動）
●問／たびすけ合同会社☎0172-55-0268

の田代（湿原）をもつ「八甲田」は日本百
名山のひとつ。
「スノーモンスター」と
呼ばれる大きな樹氷をバックにウィン
タースポーツを楽しんでみませんか。
※樹氷の状況は天候により異なります。下記までご確認
下さい。
●交通／JR青森駅よりバス約1時間
●問／八甲田ロープウェー☎017-738-0343

十二湖スノーハイク
神秘の池をめざして

パワースポットとして有名な
「岩木山神社」と「高照神社」を結ぶ12.3kmでココロを
リフレッシュ。山あいから眺める岩木山も雄大です。
●期間／11月末〜翌4月上旬 ●時間／9：00〜17：00（要予約）
●料金／1,000円〜 ●交通／JR弘前駅より車約40分
●問／岩木山観光協会☎0172-83-3000
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●期間／1月10日〜5月10日（3日前まで要予約）
●時間／10：30〜11：30、13：30〜14：30（定員20名）
●料金／3,400円（参加料、保険料、レンタル料、ロープウェー往復料金含む）
●交通／JR青森駅よりバス約1時間 ●問／八甲田ロープウェー☎017-738-0343

八甲田の酸ヶ湯〜谷地区間の冬季閉鎖が解除される直
前、最高9mにも及ぶ雪壁がそびえる約8kmを歩く特別
イベント。終了後は、疲れた体に温泉が染みいります。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・
女子旅オススメ

岩木山
スノーシュー
トレッキング

プログラム

キラキラの冬を
み〜つけた
深く積もった雪の上
だってスノーシュー
ならスイスイ行けちゃいます。
岩木山麓のブナ林には新発見が
いっぱい。

●期間／12月中旬〜翌3月下旬
（3日前まで要予約）
●時間／9：30〜12：00
●料金／5,000円（スノーシュー等
レンタル料、保険料含む）
●交通／JR鰺ケ沢駅より車約25分
●問／ナクア白神ホテル＆リゾート
☎0173-72-1011
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

●八甲田山スキーツアー
●八甲田山・田茂萢岳
スノーシュートレッキング
●八甲田スノーハイキング
●八甲田
「雪の回廊と温泉」
ウォーク

岩木山神社参拝のみち
スノートレッキング

岩木山スノーシュー
トレッキング

十二湖スノーハイク
マタギと歩く
冬の白神山地
かんじきトレッキング

●期間／3月30日〜31日
●集合／アスパム、八戸駅西口、弘前バスターミナル
●料金／中学生以上3,900円（バス代、入浴料含む）※予定
●交通／集合場所よりバスにて送迎
●問／青森観光コンベンション協会☎017-723-7211

●十和田・奥入瀬・八甲田
エコツアーガイドクラブ
●スノーランブリング

雪原乗馬
トレッキング
スノーシューで
自然観察会

八甲田シャトルバス
青森空港と八甲田ロープウェー・八甲田スキー
場周辺のホテルを結ぶ直行便。八甲田山荘、八甲
田リゾートホテル、HOTEL Jogakura、酸ヶ湯温
泉旅館、八甲田ホテル宿泊者のみ利用できます。
●期間／12月00日〜4月30日（前日正午まで宿泊ホテル
に要予約）●料金／片道2,500円
●問／八甲田山荘
☎017-728-1512
八甲田リゾートホテル ☎017-738-2233
HOTEL Jogakura
☎017-738-0658
酸ヶ湯温泉旅館
☎017-738-6400
八甲田ホテル
☎017-728-2000

粉雪あびて大自然を滑走
ゲレンデを飛び出し八甲田の大自然で
スキーやスノーボードを滑る、心しび
れる体験。山を知り尽くしたガイドと
冬を遊び尽くします。
●期間／12月上旬〜翌5月上旬（予定）
●料金／要問合
●交通／JR青森駅よりバス約1時間30分
●問／八甲田パーク☎017-738-8591／
酸ヶ湯温泉☎017-738-6400
HOTEL Jogakura☎017-738-0658／八甲田山ガイドクラブ☎017-728-1511
八甲田リゾートホテル☎017-738-2233
女子旅オススメ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
プログラム

八甲田スノーハイキング
歩いてみえる、冬がある
雪に覆われた山には別世界が広がっています。白い森をプロ
のガイドと一緒に、八甲田の冬をダイジェストに体感します。
●期間／12月〜翌5月
●料金／6,000円 ※スノーシュー、ウェ
アなどのレンタル料含む
●交通／JR青森駅よりバス約1時間30分
●問／八甲田パーク☎017-738-8591
酸ヶ湯温泉☎017-738-6400

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

神秘の径に心きよめて

経験や技術がなくても雪山を楽しみた
いから、スノーシューに挑戦！山頂公
園駅周辺、フカフカの雪原を歩くだけ
でワクワクがつのります。※ウェア、手
袋、帽子、ゴーグル等は各自持参。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

岩木山神社参拝のみち
スノートレッキング

蛇行する路に、そびえる雪壁

前回のイベントで出された夕食の一部

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

●期間／1月4日〜3月30日（3日前
まで要予約、2名〜）
●時間／9：00〜12：00、
12：30〜15：30
●料金／3,000円（ストック、かんじ
き、長靴レンタル料、ガイド料、保
険料含）※現地払
●問／アオーネ白神十二湖
☎0173-77-3311

ふかふかの雪にワクワク

八甲田山スキーツアー
八甲田「雪の回廊と温泉」ウォーク
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

冬でも十二湖へ行けるってご
存じですか？静寂に包まれた
森や神秘的な色をたたえる青
池など、白神の冬をかんじき
で散策します。

八甲田山･田茂萢岳スノーシュートレッキング
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空気も凍えるような冬でも、青森の地はやさしく温かい。
千を越える源泉を有する、国内有数の温泉県へようこそ。

秘湯・名湯、泉質いろいろ、湯の国あおもり探訪

青森の温泉を
楽しむ

城ヶ倉温泉 ROUTE 103
（HOTEL Jogakura）
八甲田に抱かれ、雪見露天風呂

古牧温泉（星野リゾート青森屋）ROUTE

八甲田連峰・大岳の西麓に涌く、刺激
の少ない単純温泉と四季折々の大自
然が楽しめます。露天風呂から望む
雪景色に感動。

107

冬限定「ねぶり流し灯篭」は必見

●立寄入浴／11：30〜16：00
（15：00受付終了）
※メンテナンスのため入浴できない時間
帯があります。確認の上ご来館下さい。
●入浴料／500円
●交通／JR青森駅よりバス約1時間10分
●問／☎017-738-0658、0120-38-0658

とろり滑らか、美肌の湯。冬期間には庭園に囲まれた池
にねぶた祭りの山車や願い事を記した灯籠を浮かべ、
池に張り出した露天風呂「浮湯」を幻想的に彩ります。
●立寄入浴／大浴場=8：00〜23：00（最終受付22：00）、
元湯=5：00〜23：00（最終受付22：00）
●入浴料／大浴場=大人1,500円、元湯=大人310円
●交通／青い森鉄道三沢駅より徒歩約10分
●問／☎0176-51-2121

蔦温泉（蔦温泉旅館）ROUTE

ブナの森に抱かれ、趣ある「蔦温泉」。
ヒバの湯船は源泉の上につくられて
おり、総ブナ造りの床板の隙間から
新鮮な湯がポコポコ湧きあがり、気
泡が弾けるさまは蔦温泉ならでは。

百沢温泉 ROUTE 108
（アソベの森いわき荘）
宿ごとに異なる趣を
楽しむ
岩木山神社を囲むように立ち
並ぶ小さな湯治場はそれぞれ
独自の源泉を持ち、湯宿ごと
に異なる趣が楽しめます。

●立寄入浴／10：00〜16：00
※混み具合によっては繰上げて終了す
る事も有ります。
●入浴料／600円
●交通／JR新青森駅より車約1時間50分
●問／☎0176-74-2311

●立寄入浴／7：00〜16：00
●入浴料／500円 お得な「湯めぐ
り手形」
（1,000円で3軒入浴）、
「ぐるっと津軽 湯めぐり手形」
（1,200円で3軒入浴）をご利用下
さい。
※20ページをご参照下さい。
●交通／JR弘前駅よりバス約45分
●問／☎0172-83-2215

黄金崎不老ふ死温泉

105

ROUTE

101

温泉療養アドバイザーのいる温泉
江戸時代から湯治場として栄えた「酸ヶ
江戸時代から湯治場として栄えた
江戸時代から湯治場として栄え
「酸ヶ
湯温泉」。名物「千人風呂」には目隠しや衝
立などの気遣いがあり混浴が初めての女
性も気楽に楽しめます 全国でも珍しい
性も気楽に楽しめます。全国でも珍しい
「温泉療養アドバイザー」が体調にあわせ
た入浴法を教えてくれます。
●立寄入浴／7：00〜17：30
●交通／JR青森駅よりバス約1時間30分
●問／酸ヶ湯温泉旅館☎017-738-6400

●立寄入浴／8：00〜21：00（本館内風呂、
20：00受付終了）、10：30〜14：00（新館
内風呂）、8：00〜16：00（海辺の露天風呂、
15：30受付終了）
●入浴料／大人600円
●交通／JRウェスパ椿山駅より車約5分
（無料送迎あり）
●問／☎0173-74-3500

すべすべ感が長続きする温泉
は色とりどりのりんごが浮か
び甘酸っぱい香り漂う「りん
ご露天風呂」など様々な浴場
で楽しめます。

みちのく温泉

ROUTE

106

青森ヒバの巨大水車がお出迎え
鉄さび色の湯には美白効果があると
される天然のホウ酸がキラキラ浮か
び、湯上がりにはポカポカ感が長続
き。屋根付きの露天風呂からは日本
海と五能線を走る列車が見られます。

●立寄入浴／10：00〜15：00
（最終受付14：00）
●入浴料／350円
●交通／弘南鉄道平賀駅より徒歩
約15分 ※宿泊者には弘前駅・平
賀駅から無料送迎バスあり。要
予約
●問／☎0172-44-3711

●立寄入浴／11：00〜20：00
※時節により、雪のため露天風呂（離れ）
が使用できない場合があります。確認の
上ご来館下さい。
●入浴料／500円
●交通／JRウェスパ椿山駅より車約2分
●問／みちのく温泉旅館☎0173-75-2011

ROUTE
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薬研温泉（ホテルニュー薬研）

110

本州最北の硫黄泉を湯めぐり

下風呂温泉

津軽海峡をのぞみ旅情をかきたて
る小さな温泉街には３系統の硫黄
泉の源泉があります。下風呂温泉
郷の共同浴場（2軒）やホテル・旅館
のうち、3施設に入浴できる「遊（湯）
めぐり」手形（宿泊者のみ利用可）
もあります。
●立寄入浴／8：00〜20：30（11月〜3月）、
7：00〜20：30（4月〜10月）
●休／共同浴場大湯＝月曜、
黄金崎不老ふ死温泉
共同浴場新湯＝火曜
みちのく温泉
●入浴料／お得な「遊（湯）めぐり湯札」
（800円）をご利用下さい。一湯入浴の場合は350円（大湯・新湯）
●交通／JR下北駅よりバス約1時間 ●問／風間浦村観光協会（風間浦村商工会内）☎0175-35-2010

酸ヶ湯温泉

日本海に突き出した名物「海辺の露
天風呂」はまるで大海原にいるかの
よう。茶褐色の濁り湯はしっかりと
した浴感で、体の芯から温まります。

ナチュラル美人度アップ

06

ROUTE

海風を感じ、潮騒にまどろむ

南田温泉 ROUTE 109
（津軽のお宿 南田温泉
ホテルアップルランド）

下風呂温泉（共同浴場）ROUTE
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足元から沸き出るやさしい湯

薬研温泉

城ヶ倉温泉
百沢温泉

酸ヶ湯温泉
蔦温泉

南田温泉

古牧温泉

原生林がひろがる癒しの湯
大畑川の渓流沿い、青森ヒバ原生林に囲
まれた静かな温泉郷。温泉の湧出口が漢
方の薬種をひく「薬研」に似ていることに
由来する「薬研温泉」は、
「本州の奥座敷」
と称されています。さらに2kmほど上流
にある「奥薬研温泉」では開放感たっぷり
の露天風呂が楽しめます。
●立寄入浴／12：00〜15：00
（宿泊状況により、遅くても17：00まで）
●入浴料／大人500円
●交通／JR下北駅より車約50分
●問／☎0175-34-3311
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・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

青森市・十和田市・平内町・七戸町

青森市街

三方の海から集まる旨い魚介が楽しめる青森市
あおもり寿司

魚じまんの街で、お得に贅沢
知らない街のお寿司屋さんって入
りにくいもの。でも、太平洋に日本
海、陸奥湾、津軽海峡と宝の海に恵
まれた青森に来たならお寿司が食
べたい！JR東日本のびゅうプラザ
などで買える握り中心の3,000円、
青森市内の販売所で買える5,000
円の「あおもり寿司クーポン」なら
定額だから安心です。
●撮影店舗／一八寿し（特上1人前：但し季節に
よりネタは異なります）
●問／青森商工会議所☎017-734-1311

青森・八甲田・十和田エリア

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

あおもり灯りと紙の
ページェント
ねぶた師の技が彩る冬

真白な世界を彩る色鮮やかな紙
のオブジェは、
「青森ねぶた」のね
ぶた師が制作。和紙が織りなす優
しく温かな光が夜闇を包みます。
●期間／12月下旬〜1月下旬
●時間／16：00〜21：00
●場所／八甲田丸、A-FACTORY、ねぶたの家
ワ・ラッセ周辺
●交通／JR青森駅より徒歩すぐ
●問／あおもりみなとクラブ（八甲田丸内）
☎017-735-8150

竹浪比呂央ねぶた研究所
あおもり雪灯りまつり

↑古川市場にて、
「自分流・のっけ丼」を作ってみました

古川市場「のっけ丼」ROUTE
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気ままに選んで、わがまま丼のススメ

七子八珍

生姜味噌おでん

青森っ子の活きな味

ピリッ、のち、ほっこり

青森近海で獲れる7種の魚卵（七子）と
8種の珍味（八珍）など、青森自慢の34
種の海の幸で旬のおいしいを大発見。

ピリリと生姜の風味が利いた甘めの味噌
ダレ。極寒の中で青函連絡船を待つ人々
のために考案したといわれ、身も心も温
まる味わいです。

●時間・料金・休店／各店で異なります。
●撮影店舗／日本料理 百代（ももよ）
●問／青森観光コンベンション協会
☎017-723-7211

●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
●休場／火曜（臨時休業する場合もあります）
●交通／JR青森駅より徒歩約5分
●問／青森魚菜センター古川市場のっけ丼案内所
☎017-763-0085

ROUTE

古い港町の風情あふれる市場が
あるのはショッピングビルの地
階。鮮魚やお肉、加工品に食堂な
ど約80店がずらり並びます。
●開場／5：00〜18：30
●交通／JR青森駅より徒歩約3分
●問／フェスティバルシティアウガ
☎017-721-8000

味噌カレー牛乳ラーメン

津軽煮干しラーメン

絶妙バランス、優しいハーモニー

ニボニボ中毒にご用心

インパクト大な名前ながら、コクのあ
煮干しの旨みが基本。昔ながらのあっさ
るまろやかさにスパイシーなカレーが
り味から豚骨がガツンと主張する濃厚な
利いた絶妙なバランスのラーメンです。 味わいまで様々。クセになるとファンの
心をつかんで離しません。
●撮影店舗／味の札幌大西
●問／青森味噌カレー牛乳ラーメン普及会
（担当・佐々木）☎017-766-8663
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●撮影店舗／中華そば ひらこ屋
●問／津軽ラーメン煮干し会事務局（五丈軒）
☎017-762-2255

ROUTE
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A-FACTORY

ROUTE

●時間／10：00〜22：00
●休／12/31、1/1
●交通／JR青森駅より徒歩約1分
●問／☎017-752-9454

青函連絡船メモリアル
シップ八甲田丸

204

青森グルメが大集結！
青森県産りんごのシードル工房、地元
食材のマルシェ（市場）が楽しめる複合
施設です。県産食材にこだわった料理
やスイーツを堪能できます。
●開館／9：00〜21：00
（施設により異なります）
●休館／不定期 ●入館料／無料
●交通／JR青森駅より徒歩約1分
●問／JR東日本青森商業開発☎017-752-1890

釣ったその場で、
鮮度抜群ホタテ三昧
新鮮な活ホタテが３分間釣り放題！
釣ったホタテは専用コンロで浜焼き
にしたりお刺身やお寿司でも味わえ
ます。釣れなくてもホタテを進呈。

●時間／10：00〜17：00（作業見学は期間限定）
●休館／月曜、年末年始
●交通／JR青森駅より徒歩約10分 ●問／ 017-752-1616（FAXのみ）

207

階段を下ると、昭和があった

あおもり帆立小屋

フロアライト
「NEBUTA STYLE」

↑マグロ、
サーモン、イカなど
をのせた「のっけ丼」の一例

アウガ新鮮市場

●問／株式会社丸石沼田商店
☎050-3785-3945

澄んだ空気が星々を美しく輝かせる冬
の夜。街に灯るキャンドルの光。広場を
雪灯りが照らし、雪国の冬を愉しむイ
ベントも開催されます。
●期間／1月下旬〜
●時間／17：00〜21：00（予定）
●場所／ねぶたの家 ワ・ラッセ西の広場
●交通／JR青森駅より徒歩約1〜5分
●問／青森市観光課☎017-734-5179

好きな具材を好きなだけ。夢のよう
な海鮮丼は古川市場内の「青森魚菜
センター」にありました。ご飯片手
に市場を巡り、魚介に珍味にお肉や
惣菜も入れて。自分だけの丼ができ
あがり。

205

青森を代表するねぶた師のひとり、竹浪比呂
央が主宰。精巧で躍動感あるねぶたの制作作
業風景を見学でき、ねぶた関連グッズも販売
しています。実際に運行された青森ねぶたの
彩色和紙の「かけら」から生まれたフロアライ
ト「NEBUTA STYLE」はすべて絵柄が異なるた
め、世界にひとつだけの作品です。

冬の夜に灯りがともる
↑「あおもり寿司クーポン」
のネタとは一部異なります。

ROUTE

匠の技を間近で拝見

ROUTE
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今年で就航50周年
実際に活躍した青函連絡船八甲田丸を
利用したミュージアム。船内の隅々ま
で見学でき、昭和30年代の様子を再現
した「青函ワールド」が海峡ロマンをか
きたてます。
●開館／9：00〜17：00（受付は16：30まで）
※4月からは19：00まで
●休館／月曜（祝日の場合翌日）、12/31、1/1、
3月第2週（月〜金曜）
●入館料／一般500円
●交通／JR青森駅より徒歩約5分
●問／あおもりみなとクラブ
☎017-735-8150

ねぶたの家 ワ・ラッセ

ROUTE
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青森県観光物産館アスパム

冬でも熱い、ねぶたを体感

青森の観光はおまかせ

勇壮なねぶた囃子や人々の喧騒はま
るで祭り会場にいるかのよう。大迫
力の大型ねぶたや個性あふれるねぶ
た面に、青森ねぶたの熱気が肌で感
じられます。

地上15階、高さ76m。海を望む巨大
な正三角形には青森の観光と物産
がぎっしり。360度の全周映像で青
森県を紹介するパノラマ映画や津
軽三味線の無料演奏、郷土料理も
も楽しめます。

●開館／9：00〜18：00
（施設により異なります）
●休館／12/31、1/1
●入館料／無料（ねぶたミュージアム・ね
ぶたホールは有料）
●交通／JR青森駅より徒歩約1分
●問／☎017-752-1311

ROUTE
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●開館／9：00〜22：00
（施設により異なります）
●休館／12/31、1月第4週の月・火・水曜
●入館料／無料（一部有料）
●交通／JR青森駅より徒歩約8分
●問／☎017-735-5311

NEP×NEBパスポート
津軽三大火祭りねぶた・ねぷた ぐる巡り

青森ベイエリア周遊券

アスパム、八甲田丸、ワ・ラッセの３館共
通券で、ベイエリアをお得に楽しめます。
●料金／一般1,300円
●問／観光物産館アスパム☎017-735-5311
青函連絡船八甲田丸☎017-735-8150
ねぶたの家 ワ･ラッセ☎017-752-1311

「ねぶたの家ワ・ラッセ」、
「津軽藩ねぷた村」、
「立佞武
多の館」を巡って祭りのとっておき情報や歴史を知り、
津軽の三大火祭りを極めてみませんか？
●問／ねぶたの家 ワ・ラッセ☎017-752-1311
津軽藩ねぷた村☎0172-39-1511
立佞武多の館☎0173-38-3232
07

ちょっと足を延ばせば、そこは名湯・秘湯の地

浅虫温泉・平内・浪岡

浅虫観光ホテル

ミュージアムで青森県を 楽習

青森市街
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ROUTE

南部屋・海扇閣

国特別史跡 三内丸山遺跡
雪原に縄文の姿が浮かぶ
縄文時代のイメージをがらりと変えた
三内丸山遺跡を綿帽子のような雪が覆
う冬。当時の人々の生活をあらわした
展示や縄文に因んだ体験で縄文時代が
より身近に感じられます。

女子旅オススメ
プログラム

ROUTE

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

浅虫という名称は布を織るための麻を蒸した「麻
蒸し」が転じたといわれています。太宰治や棟方志
功など多くの芸術家に愛された温泉郷を満喫する
なら「麻蒸湯札」がお得。加盟施設のうち1,000円で
2軒、1,500円では3軒まで湯巡りできます。
●交通／青い森鉄道浅虫温泉駅下車
●問／浅虫温泉旅館組合☎017-752-3259

道の駅 浅虫温泉「ゆ〜さ浅虫」

ROUTE

浅虫の「くじら」
はクルミが香る

ガラス張りの展望浴場から陸奥湾や「湯
の島」を一望。湯あがりほてった体には、
青森名産の黒房すぐり（カシス）のソフト
クリームがおすすめ。

ROUTE

青森県営浅虫水族館

ROUTE

観て、感じて、水の世界。

濃厚な甘みと弾力が自慢の青森ホタテ
三昧。熱々の焼きホタテや、珍しいほた
てソフトクリームなど養殖ホタテ生産
量日本一の平内町こだわりメニューが
あります。

東北唯一のダイナミックなイルカショー
や、大きなエイ・アジ・サバの群れが頭上
を行き交い、海中散歩気分が味わえるト
ンネル水槽は迫力満点です。青森県や世
界中の珍しい海の生き物も展示。

●開館／9：00〜17：00（4〜10月は18：00）
●休館／1月1日〜3日
●交通／青い森鉄道浅虫温泉駅より車約5分
●問／☎017-752-3220

●開館／9：00〜17：00（入館は16：30まで）
●休館／年中無休 ●入館料／大人1,020円
●交通／青い森鉄道浅虫温泉駅より徒歩約10分
●問／☎017-752-3377
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りんごジュースやジャム、パイなどり
んご加工品がずらり。観光りんご園で
は白い雪と真っ赤な「雪見りんご」が
幻想的な冬景色を織りなします。
●開館／9：00〜18：00（3/16以降は19：00）
●休館／1月1日
●交通／JR浪岡駅より車約3分
●問／☎0172-62-1170

ホットアップルサイダー
あったかいサイダーって？

「アップルサイダー」とは100％のり
んごジュースのことで、それを温め
たホットアップルサイダーはニュー
ヨークの冬の風物詩。ホットでおい
しくなるよう浪岡産完熟りんご果汁
をブレンドしています。
●問／PaSaPa青森・地域社会づくり研究会（担当：塚本）☎0172-69-1770

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

浅虫で はしご湯 を楽しもう。

ダイナミックな造形と鮮烈な色彩が表現する力
強い生命力。世界に誇る板画家・棟方志功の芸業
を紹介。板画はもちろん、倭画、書、油絵のほか板
木などの資料も展示しています。
「めでた尽くし」
をテーマにした冬の展示では、招福を願って描
かれた吉祥図を紹介します。
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●冬の展示期間／12月9日〜3月15日
●開館／9：30〜17：00 ●休館／月曜（祝日の場合開館）
●入館料／一般500円
●交通／JR青森駅よりバス約15分
●問／☎017-777-4567

●開館／9：00〜17：00（4月25日からは18：00まで）
●入館料／常設展一般310円（特別展は別料金）
●交通／JR青森駅より徒歩約20分 ●問／☎017-777-1585

太宰治に寺山修司、秋田雨雀など青森県出身作家の貴重な
資料を数多く収蔵。開館20周年を迎えた今年度は「名品展」
と題して特に貴重なもの、注目を集めた資料を展示します。

●受付時間／8：45〜15：00（当日20：00までにお届け）
●料金／大（キャリーバッグ）1個500円
小（ボストンバッグ）1個400円
●問／青森市観光交流情報センター☎017-723-4670

☎017-722-4321
青森市新町1-6-18
JR青森駅より徒歩約5分

ホテルサンルート青森
☎017-775-2321
青森市新町1-9-8
JR青森駅より徒歩約4分

●企画展期間／1月17日〜3月15日 ●開館／9：00〜17：00
●休館／第4木曜、12/29〜1/3、蔵書点検期間
●入館料／無料 ●交通／JR青森駅よりバス約20分
●問／☎017-739-2575

ホテルJALシティ青森
☎017-732-2580
青森市安方2-4-12
JR青森駅より徒歩約6分

アップルパレス青森

青森ワシントンホテル

☎017-775-7111
青森市本町2-1-26
JR青森駅より徒歩約15分

☎017-723-5600
青森県青森市本町5-1-5
JR青森駅より徒歩約20分

あおもりシャトルdeルートバス「ねぶたん号」
新青森駅・青森駅・フェリーターミナル・観光スポッ
ト・周辺市街地を巡る循環バスです。目的地に合わせ
選択できます。

☎017-775-4141
青森市堤町1-1-23
JR青森駅より徒歩約25分

ラ・プラス青い森

☎017-734-4371
青森市中央1-11-18
JR青森駅より徒歩約25分

● 青森港旅客船ターミナル

Ⓐゴール

駅前駐輪場

ⒸAOMORI/N・HCP

●

● ねぶたの家

青森県観光 ●
物産館アスパム

ワ・ラッセ

● 青森市観光交流情報センター

青森駅ビル ●
ラビナ

青森港

シップ八甲田丸
青森ベイブリッジ
青森ラブリッジ
A-FACTORY
青い海公園

● バスターミナル
駅前交番

安方

通り

●

Ⓐスタート
Ⓒスタート
●
アウガ
●
ニコ 新鮮市場
ニコ
●
通り
青森国際
古川市場 ● ホテル

●

ホテル
サンルート青森

●

アップルパレス青森
青森ワシントンホテル
青森警察署 ●

● ホテルJALシティ青森

さくら野
百貨店

Ⓒゴール

● 県警本部

青森県庁 ●

県庁通り

7

Ⓐ風景コース（青函連絡船と津軽海峡四季景
色を訪ねて）
Ⓑ歴史と文化コース（棟方志功と青森発祥の
地を巡る）
Ⓒ味とショッピングコース（観て！味て！！探
検！！！）

善知鳥神社 ●

パサージュ広場

八甲通
り

コース❶／ 三内丸山遺跡→県立美術館前→新青森駅
東口（③乗り場）→古川（国道沿いバス停）
→青森駅（⑦乗り場）→アスパム→県立郷
土館→ホテル青森→棟方志功記念館
コース❷／ 棟方志功記念館→ホテル青森→県立郷土
館→アスパム→青森駅（⑦乗り場）→古川
（一丁目バス停）→新青森駅東口（③乗り
場）→県立美術館前→三内丸山遺跡
コース❸／ 三内丸山遺跡→県立美術館前→新青森駅
東口（③乗り場）→津軽海峡フェリーター
ミナル→アスパム→青森駅→※以降は「コ
ース❶」と同様
コース❹／ 三内丸山遺跡→（途中はコース❸と同様）
→青森駅

● 青函連絡船メモリアル

新町通
●
り
アートホテル
カラー青森

●

さんふり横丁
●

●

Ⓑゴール

●

青森県立郷土館

● 青森市民美術展示館

Ⓑスタート
青い森
公園

柳町通り

●料金／1回200円、
1日乗車券500円
●時刻／始発：新青森駅7：16
発、終発：新青森駅発18：53
（全14便）
※便により始発・終着バス停
が異なる場合があります。
●問／青森観光バス
☎017-739-9384

ホテル青森

アス
パム
通り

●販売期間／3月31日まで ●料金／大人2,060円 ●販売場所／青い森鉄道の有人駅窓口
●問／青い森鉄道☎017-752-0330

駅前の観光交流情報センターから青森市内の
宿泊施設（浅虫・八甲田地区など除く）まで荷物
を配達。

☎017-775-4311
青森市新町2-5-6
JR青森駅より徒歩約10分

213

ROUTE

注目作家コーナーも必見

昭和
通り

青い森鉄道は、青森・岩手県境に近い目時（三
戸町）〜青森間の121.9kmの路線です。平成
26年3月に青森市内に開業した「筒井駅」を含
めて、27の駅があります。その青い森鉄道全
線の普通・快速列車が1日乗り放題となる「青
い森ホリデーフリーきっぷ」は、土・休日と特
定期間（12/23〜1/7、4/29〜30）に利用でき
る、お得なフリーきっぷです。

青森県近代文学館

気ままに「手ぶら観光」

アートホテルカラー青森 青森国際ホテル

211

中央
古川
通り
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●立寄入浴／ 13：00〜16：00
●入浴料／麻蒸湯札をご利用下さい
●交通／青い森鉄道浅虫温泉駅より徒歩
約6分
●問／☎017-752-2023

ROUTE

ROUTE

板の声を聞く、板画家・棟方志功の世界

青い森鉄道

●立寄入浴／ 6：30〜8：00、
13：00〜15：00
●入浴料／麻蒸湯札をご利用下さい
●交通／青い森鉄道浅虫温泉駅より徒歩
約5分
●問／☎017-752-3341

旅館 柳の湯

棟方志功記念館

青森
駅

青い森鉄道（青い森ホリデーフリーきっぷ）
休日は気ままな途中下車の旅を
お楽しみください

棟方志功ゆかりの宿 椿館

●交通／JR新青森駅より車約10分
●問／☎017-783-3000

歴史や民俗、自然など8つの常設展示で青森県を紹
介する総合博物館。特別展示室がある旧館は昭和
初期に建てられ、国の登録有形文化財に登録され
ています。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ROUTE

女子旅オススメ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
プログラム
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

りんごだらけの道の駅

210

216

ほたて王国を満喫

道の駅なみおか「アップルヒル」

ROUTE

看板も館名もない真白な外壁が雪景色にマッ
チ。巨大な吹き抜けに飾られた、シャガールに
よる舞台背景画『アレコ』は圧巻です。

モダンな旧館も要チェック

●問／永井元祖久慈良餅本店☎017-752-2144
永井久慈良餅店☎017-752-3228
森山菓子店☎017-752-4123 菊屋餅店☎017-752-3268

217

遺跡のなかの美術館

青森県立郷土館

浅虫温泉の定番お土産
「久慈良餅」は米粉に小
豆や砂糖、クルミを混
ぜて蒸しあげた、素朴
で懐かしいお菓子です。

●開館／7：00〜21：00（受付は20：30まで）
（物販コーナーは9：00〜19：00、12〜3月は18：00まで）
●休館／保守点検のため2月中旬に2日間休館あり
●入浴料／大人350円
●交通／青い森鉄道浅虫温泉駅より徒歩約2分
●問／☎017-737-5151

青森県立美術館

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

くじら餅

215

夕陽も夜景も、ぜいたく入浴

ほたて広場

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

雄大な陸奥湾を望む温泉郷

麻蒸湯札

【三内丸山遺跡】
●問／☎017-781-6078
【ガイド】
●休業／12/30〜1/1
●問／三内丸山応援隊（縄文時遊館内）
☎017-766-8282
【縄文時遊館】
●開館／9：00〜17：00※入館は30分前まで
●入館料／無料
●交通／JR新青森駅より車約10分
●問／☎017-781-6078

214
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

浅虫温泉郷

至 ホテル青森→

●

常光寺
正覚寺 ●

青森地方裁判所

●

蓮華寺

●

街てく●期間／毎週金・土・日曜、祝日（要予約）
●時間／10：30と14：00スタート
●問／青森市観光交流情報センター ☎017-723-4670

4
● 市役所

● ラ・プラス青い森
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雪と氷と光の幻想的世界を魅せる厳寒の十和田湖

イルミネーションに彩られた会場

2015

十和田湖冬物語2015

冬花火・ライトショー

224

雪と氷が蜜色の光に染まる、幻想の夜。
熱々のグリューワインや郷土料理、氷
のグラスでいただくカクテル。心ゆさ
ぶる郷土の芸能。冬の十和田湖は心も
体も温めてくれます。厳冬の澄んだ夜
空を照らす冬花火は迫力満点。

●毎日（19：50〜約20分）

ステージアトラクション
津軽三味線やねぶたハネト体験等、
郷土色溢れる数々の芸能を見るこ
とができます。

ROUTE

寒いからこそ、温かい

光のファンタジー「雪月花」と題し
て、ライトやイルミネーション、花
火や映像、音楽が一体となった幻
想的な世界を作り上げます。

天然温泉足湯

八甲田・十和田湖

冬花火
乙女の像とスノーランプ

かまくらBAR

雪と湯けむり、純白の世界に恋をして

●期間／2月6日〜3月1日
●時間／平日15：00〜21：00、
土日祝11：00〜21：00
●場所／十和田湖畔休屋 特設イベント会場
●交通／JR七戸十和田駅より車約1時間30分
●問／ 十和田湖総合案内所☎0176-75-2425

光のゲート

●毎日（時間・内容は日によって異なり
ます。）

かまくらBAR
氷のグラスを使ってカクテルをお
楽しみいただけます。

ステージアトラクション

●毎日（18：00〜・カクテル一杯￥500〜）

ウインターバー
グリューワインで冷たい体を温め
てください。グラスは記念として
お持ち帰りいただけます。
●毎日（18：00〜・￥500〜）
※イベントの内容については一部変更となる場合があります。

十和田湖畔温泉

ROUTE

桜のイルミ
ネーション

神秘的な十和田湖。自然の美に触れた後は、滑らかな湯でココロとカラダに溜まった疲れをゆったり癒しませんか。

●立寄入浴／10：00〜17：00
●休館／11月16日〜翌4月14日（予定）
●入浴料／大人600円
（らむね湯ご利用は800円）
●交通／JR青森駅より車約50分
●問／☎017-738-8288

●交通／JR七戸十和田駅より車約1時間30分 ●問／十和田湖旅館組合（ホテル十和田荘内）☎0176-75-2221 ※冬期間休業している施設もあります。
（要問合）

ホテル十和田荘

十和田湖レークサイドホテル

浴室中央にヒノキの矢倉が建つ、純和風の「御
倉」と古代神殿をモチーフにした「カルデラ」。
2つの大浴場は男女入れ替えで楽しめます。四
季の移ろいを感じる庭園露天風呂も併設。

一歩外に出ると、そこは十和田湖。湖畔に
建つ宿の浴場には清らかな湯が注いでい
ます。心安らぐ香りと青森ヒバのエキス
が体をリラックスさせてくれます、

●立寄入浴／15：00〜22：00
※12月〜3月は雪のため露天風呂は使用できません
●入浴料／大人500円 ●問／☎0176-75-2221

●☎0176-75-2336
※26年11月中旬〜翌4月中旬まで冬季休業

木の温もりにあふれ、敷き詰められた
玉石が心地良い大浴場は開放的で、四
季の移ろいを楽しめる中庭を眺めなが
ら湯浴みできます。十和田湖畔で唯一、
炭火ろばた焼き料理が楽しめます。
●立寄入浴／11：00〜21：00
●入浴料／大人500円
●☎0176-75-2711

●期間／11月1日〜翌3月31日の毎週金・土・日・祝日
●時間／約2時間30分
※十和田湖冬物語期間は毎日運行（7日前まで要予約）
●料金／片道3,000円、往復5,000円（予定）
●発着／弘前バスターミナル〜十和田湖休屋
●問／弘南バス☎0172-38-1212（弘前発着）
第一観光バス☎0186-35-2166（十和田湖発着）

12

ロープウェー山麓駅やゲレンデのすぐ
側にあり、雪遊びにもぴったり。透明度
が高い薄茶色の湯は肌がすべすべにな
ると人気です。

十和田湖畔を見渡す展望大浴場や月明か
りさしこむ月見露天風呂。木立の向こう
に十和田湖を眺め、湖畔の湯にゆったり
浸かる贅沢な時間を過ごせます。
●立寄入浴／6：00〜10：00、15：00〜20：00
●入浴料／大人800円
●☎0176-75-2501
※冬季は十和田湖冬物語期間中（2/6〜3/1）
のみ営業予定
女子旅オススメ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・プログラム

十和田湖ひめます料理
バリエーションも豊富
食欲をそそるサーモンピンクの身は甘みとろけるお
いしさ。実はベニザケと同種で、湖（淡水）の中だけで
育つため、冷凍せずに刺身で食べられるのです。十和
田湖に来たら、こだわりのひめます料理を召し上がれ。
●撮影店舗／ホテル十和田荘
●問／十和田湖増殖漁業協同組合☎0176-75-2612

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

冬の十和田湖をお得に観光。弘前と十和田湖
を結ぶシャトルバスを運行予定です。

大きい窓は開放感たっぷり

とわだこ遊月

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

弘前〜十和田湖シャトルバス

寒水沢温泉 ROUTE 221
（八甲田リゾートホテル）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

●立寄入浴／11：30〜16：00
●交通／JR青森駅よりバス約1時間
●問／☎017-738-2233

219

真っ白もこもこ、ふわふわ。樹木が雪と
氷に覆われてできる樹氷は、その姿か
ら「スノーモンスター」とも呼ばれます。
東北の一部の山でしか見られない樹氷
を眺めながらの空中散歩は冬しか味わ
えない醍醐味です。

樹齢200年を超える八甲田の木材を使用
した大浴場と山々を背景にした爽快な
露天風呂。
「ラムネ湯」をはじめ4種の源
泉が注がれています。冬季は休業です。

グリューワイン

ROUTE

標高で変貌するスノーモンスター

開放感ある巨大な温泉館

225

とわだこ賑山亭

八甲田ロープウェー

八甲田温泉（ぬぐだまりの里
秘湯 八甲田温泉） ROUTE 220

ROUTE

222

八甲田山雪中行軍遭難資料館

●料金／往復1,850円
●交通／JR青森駅よりバス約1時間
●問／八甲田ロープウェー☎017-738-0343

自然の脅威を知り、教訓に学ぶ
歴史に残る悲劇、八甲田山雪中行軍遭
難事件の記憶をとどめ、教訓を語り継
ぐ資料館。史実に関する資料展示のほ
か、当時の時代背景や遭難の様子を模
型や映像で解説しています。
●4月下旬〜11月上旬まではボランティアが解説
●入館料／一般260円
●開館／9：00〜18：00（10月まで）、9：00〜
16：30（11〜3月）
●交通／JR青森駅よりバス約30分
●問／☎017-728-7063

・城ヶ倉温泉・蔦
八甲田、奥入瀬で はしご湯 を楽しもう。酸ヶ湯温泉
温泉は5･6ページに記載

道の駅奥入瀬 ROUTE 223
（奥入瀬ろまんパーク）
十和田地方の「うまい」を満喫
奥入瀬の源流水で仕込んだ本格的な地
ビールや八甲田山麓で育った十和田湖
和牛ステーキなど美味が集結。十和田・
奥入瀬の美味をまるごと味わえます。

みちのく深沢温泉

●立寄入浴／7：00〜20：00
●入浴料／大人400円
●交通／JR青森駅より車約
1時間10分
●問／☎017-738-1464

湯治の宿 谷地温泉

●立寄入浴／9：00〜18：00
●入浴料／大人500円
●交通／JR青森駅より車約1時間40分
●問／☎0176-74-1181

元湯 猿倉温泉

野の花 焼山荘

●立寄入浴／9：00〜15：00
●立寄入浴／13：00〜17：00
●入浴料／大人500円
●入浴料／大人600円
●休館／10月末〜翌4月下旬
●問／☎0176-74-2345
●交通／JR青森駅よりバス約1時間30分
●問／☎0176-23-2030

●時間／9：00〜18：00（施設により異なります）
●交通／JR七戸十和田駅より車約50分
●撮影店舗／ステーキレストラン味蕾館
●問／☎0176-72-3201

11

シンプルかつ旨い！十和田・七戸のソウルフード

十和田・七戸

アートとミュージアムで冬を楽しむ

十和田・七戸

アーツトワダ ROUTE 226
ウインター
イルミネーション
十和田の街に光が宿る

青色LEDが散りばめられた官庁
街通りでは雪夜に青く浮かびあ
がる現代アートが幻想的な世界
へ誘います。
●期間／12月4日〜25日（予定）
●時間／16：30〜21：00
●場所／十和田市官庁街通り
（十和田市現代美術館前のアート広場）
●交通／JR七戸十和田駅よりバス約35分
●問／十和田市観光推進課☎0176-51-6772

女子旅オススメ
プログラム

んだすけ（だから）旨い、懐かしの味

桜弁当
がっつりウマい、七戸の味

醤油ベースの甘辛タレが絡んだ牛バラ肉とたっぷり玉ね

臭いを軽減したマイルドにんに
くやごぼうと共に柔らかく炊き
あげた馬肉がご飯の上にたっぷ
り。味噌の風味香る甘辛味に、ご
飯がすすみます。

ぎを鉄板でジュワー。音も香りも、もちろん味もたまらな

●販売期間／通年
（売切の際はご容赦ください）
●料金／1,000円
●販売場所・問／
七戸町観光交流センター（JR七戸
十和田駅隣）☎0176-51-6012、
七戸町物産協会（道の駅しちのへ）
☎0176-62-5777

道の駅しちのへ

ROUTE

店舗以上で提供されています。お店の場所がわからなく
ても大丈夫。前日までの予約で、七戸十和田駅からお店へ
直行するお得なタクシープランもあります。
●期間・
（タクシープラン時間・料金）／通年・
（タクシープランは
9：30〜21：00、2名6,200円、前日の17：00までに要予約）
●撮影店舗／大昌園
●問／十和田観光タクシー☎0176-23-5151
●問／バラ焼きについては十和田バラ焼きゼミナール事務局
（企業組合ラビアンローズ内）☎0176-25-7758

定額で気軽に楽しめる 美味しい十和田

近隣で収穫された農産物目白押しの
道の駅しちのへ。特産のそば粉を使
用した「そばもち」や名物の馬肉ラー
メンなど人気メニューが満載です。

十和田と日本酒が好きな女性、その名も『和酒
女子』がオススメする十和田市内の飲食店で
利用できるお得なクーポンを作りました。居
酒屋・Bar・ランチ・スイーツの4種類あります。

●開館／9：00〜18：00 ●休館／年末年始
●交通／JR七戸十和田駅より徒歩約5分
●問／☎0176-62-5777

●期間／10月1日〜翌3月31日
●料金／居酒屋1,500円、Bar・ランチ1,000円、
スイーツ600円
●問／十和田市観光協会☎0176-24-3006
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十和田市現代美術館／ロン・ミュエク「スタンディング・ウーマン」

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

十和田市現代美術館
迷いこんだら、
アートの世界でした
真っ白な建物に映える鮮やかな花の
馬がお出迎え。カラフルでユニーク、
あっと驚く作品たちに出会えます。
●開館／9：00〜17：00（入館は16：30まで）
●休館／月曜（祝日の場合翌日）
●観覧料／常設一般510円、高校生以下無料
●交通／JR七戸十和田駅よりバス約35分
●問／☎0176-20-1127

とわだ匠工房

ROUTE

228

美と味の手しごと体験
古民家を思わせる工房内で南部裂
織など十和田の手仕事を体験して
みませんか。地元産のお米や大豆
のソフトクリームをベースに旬を
味わう「農アイス」も人気です。
●時間／10：00〜16：00
●休館／月曜（祝日の場合翌日）、年末年始
●場所／道の駅とわだ隣
●交通／JR七戸十和田駅より車約40分
●問／☎0176-20-8700

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

和酒女子イチオシ！飲食店クーポン
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鷹山宇一記念美術館

旧南部縦貫鉄道レールバス

七戸町文化ガイドの会

レトロ可愛い車輌を保存

願いかなう絵馬の町へようこそ

これはバス？それとも電車？小さく
てかわいいレールバスを動態保存し
ているのは日本でもここだけ。

パワースポットを巡り、南部小絵
馬にお願い。古都の面影と香りを
求めて、歴史散策。七戸町の魅力あ
る旧跡をガイドが案内します。

●開館／土日の10：00〜16：00
※平日の見学は1週間前まで要予約
●場所／旧七戸駅構内
●交通／JR七戸十和田駅より車約8分
●問／七戸町観光協会☎0176-58-7109

14

い一皿です。豚肉や馬肉バージョンもあり、十和田市内80

人気メニューが満載

ROUTE

227

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・

ROUTE

十和田バラ焼き

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・

「第10回ご当地グルメでまちおこしの祭典！B-1グランプリ in 十和田」、青森県十和田市で平成27年秋に開催。

●期間／通年（2週間前まで要申込）
●ガイド料／無料（昼食・入館料は別途）
●問／七戸町文化ガイドの会（七戸町
商工観光課内）☎0176-62-2137

十和田市馬事公苑「駒っこランド」

新渡戸記念館

独特の透明感が夢幻の世界へ誘う

つぶらな瞳に癒される

親子3代が築いた十和田の礎

現代日本の希有な幻想画家と称された鷹山宇一
の油彩画をはじめ、画伯が集めた、19世紀後半西
洋や20世紀初頭日本の装飾オイルランプを展示。
また、見町観音堂・小田子不動堂の国指定重要有
形民俗文化財「南部小絵馬」を保管、一部を公開
しています。

馬の背や馬そりに乗って雪路を行く体験乗馬や人
参あげ、全国でも珍しい馬の資料館「称徳館」など、
馬の里ならではの公苑。愛らしい馬とのふれあい
は癒しと元気をくれます。

江戸時代末期。不毛の原野だった三本木原を開拓し
て現在の十和田市の基礎を築いた新渡戸氏の偉業を
紹介しています。その子孫であり、教育者や国際人と
して活躍した新渡戸稲造の遺品や蔵書なども展示。

●開苑／称徳館 9：00〜16：30、駒っこ牧場 10：00〜15：00、
交流館9：00〜17：30（11〜3月は16：30まで）
●休苑／月曜（祝日の場合翌日）、12/29〜1/3
●交通／JR七戸十和田駅より車約25分
●問／称徳館☎0176-26-2100
交流館☎0176-20-6020
駒っこ牧場☎0176-20-6022

●開館／9：00〜16：00
●休館／ 月曜（祝日の場合翌日）、12/29〜1/3
●入館料／一般210円
●交通／JR七戸十和田駅よりバス約40分
●問／☎0176-23-4430

ROUTE

231

●開館／10：00〜18：00（入館は17：30まで）
●休館／月曜（祝日の場合翌日）●入館料／一般500円
●交通／JR七戸十和田駅より徒歩約5分
●問／☎0176-62-5858

ROUTE

230

ROUTE

229

13

青森・八甲田・十和田エリア
春めぐり

春の十和田湖

ROUTE

春の奥入瀬

239

「春もみじ」に染まる湖畔

●交通／JR青森駅・八戸駅・七戸十和田駅より路線バスあり
●問／十和田市観光推進課☎0176-51-6772

十和田湖湖上遊覧

●交通／JR青森駅・八戸駅・七戸十和田駅より路線バスあり
●問／十和田市観光推進課☎0176-51-6772

船でしかたどり着けない美

静寂の早朝は格別
十和田湖総合案内所から乙女の像を
抜けて十和田神社までの湖岸を地元
ガイドがご案内。朝もやが漂い、静寂
に包まれた十和田湖は幻想的です。
●期間／4月下旬〜11月3日まで毎日開催
（荒天時を除く）
●料金／無料
●問／十和田湖自然ガイドクラブ事務局
（代表：吉崎）☎090-5181-7658

蔦沼散策道

ROUTE

241

十和田湖温泉郷 ROUTE 240
（星野リゾート奥入瀬渓流ホテル）

透明度の高さと深い水深から瑠璃
色に染まる「中湖」や220mに及ぶ
絶壁の「千丈幕」、湖面を抱くよう
に突出した２つの半島など船上か
らしか観られない絶景があります。
【休屋発着】
●運航期間／4月中旬〜11月中旬（予定）
●料金／大人1,440円
●問／十和田観光電鉄☎0176-75-2201
【子の口〜休屋】
●運航期間／4月中旬〜11月中旬 ●料金／大人1,400円
●交通／JR新青森駅よりバス約2時間30分（冬季運休）
●問／十和田湖遊覧船企業組合☎0176-75-2588

女子旅オススメ
プログラム

残雪に春の息吹を感じて
冬の眠りから醒めた八甲田の
山肌を萌黄色の木々が彩る春。
風にふわふわ揺れるワタスゲ
やグダリ沼の清流を色鮮やか
に染めるツツジなどが遅い春
の訪れを告げます。
●交通／JR青森駅より車約1時間

236

ロマンチックな夜もみどころ
七戸町を見下ろす天王神社の境内を彩る約500本の山ツツジ。石段を
絵馬灯籠が飾り、灯りに照らされた夜間は幻想的な趣きです。

ROUTE

234

駒の街に出現！桜の回廊
156本の桜と約165本の松が鮮やかなコントラストを織りなす官
庁街通り。様々な馬のオブジェも配置され桜を際立たせています。
●期間／4月下旬〜5月5日（予定）●時間／展望ロビー9：00〜20：00（予定）
●場所／十和田市官庁街通り ●交通／JR七戸十和田駅より車約20分
●問／十和田市観光推進課☎0176-51-6772
りそうきょう

手づくり村 鯉艸郷

ROUTE

茅葺き屋根の古民家やそばを挽く水
車小屋が建ち並び、タイムスリップ
したかのような園内に日本の固有種
シラネアオイの群生をはじめ四季の
花々が季節の訪れを告げます。
●開園／9：00〜17：00
●休園／11月〜4月下旬（予定）
●入園料／大人200円（4月の場合。その他
の月は要確認。）
●交通／JR七戸十和田駅より車約20分
●問／☎0176-27-2516

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ネイチャー体験
自然をさらに深く楽しく体験
緑の回廊をのんびり観て、聴いて、
自然を味わうランブリングや十和
田湖をカナディアン・カヌーで散
策するツアーなど、体いっぱいに自然を満喫できます。
●問／ネイチャーエクスペリエンス グリーンハウス（奥入瀬湧水館2F）
☎0176-70-5977

渓流足スト楽チャリ
奥入瀬は自転車で軽やかに散策
電動アシスト自転車だから約14
kmの道のりも楽ちん。躍動感あふ
れる自然の姿や爽やかな風を感じ
ながら散策できます。
●時間／8：30〜16：30 ●料金／4時間1,000円
●貸出場所／奥入瀬渓流館、石ヶ戸休憩所、JRバス子ノ口
●問／奥入瀬渓流館☎0176-74-1233

235

「りそう」の田舎へようこそ

奥入瀬渓流の渓路
に建つ唯一のホテ
ル。南八甲田を望
む展望岩風呂や渓
流沿いの露天風呂
のほか名瀑「九重
の瀧」を間近に望
む別湯「八重九重
の湯」が楽しめま 八重九重の湯
す。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

16

十和田市春まつり
ROUTE

●期間／5月中旬〜下旬 ●場所／天王神社 ●交通／JR七戸十和田駅より車約5分
●問／七戸町商工観光課☎0176-62-2137

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

春の八甲田

天王つつじまつり

●休館／11月25日〜4月中旬（予定）
●交通／JR七戸十和田駅より車約1時間
※宿泊者には無料送迎バスがあります。
（完全予約制、
3日前まで要予約）
●問／星野リゾート奥入瀬渓流ホテル☎0176-74-2121
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

●交通／JR青森駅よりバス約1時
間40分、JR七戸十和田駅より車
約1時間

十和田市官庁街通り

癒しの森の
リゾートホテル

野鳥さえずる秘境の森
蔦温泉の北にはブナの森が広
がり、蔦沼、鏡沼、月沼、長沼、
菅沼、瓢箪沼、赤沼が点在して
います。全長2.8kmの「沼めぐ
りの小路」で生命力にあふれ
た手つかずの自然を感じてみ
ませんか。

238

清冽な水の流れが躍動感あふれる景観を生み、
若草色のブナの森が麗らかな陽に輝きます。国
の特別名勝・天然記念物に指定される「焼山」か
ら「子ノ口」までの約14kmを散策する時は足元
にも注目。エンレイソウやニリンソウなど可憐
な花々が踊っています。

十和田湖の湖岸のほとんどが断崖に囲まれており、周辺の樹木はほ
ぼ原生林。樹木のトンネルのような周遊道から空を見上げると、ブ
ナやカエデの梢が幾重にも重なり、木漏れ日のなか新葉がまぶしく
輝きます。

十和田湖早朝ガイド

ROUTE

陽光を浴びる新緑のシャワー

写真のルピナスの花期：6月下旬〜7月上旬。山野草は4月
中旬〜、クリスマスローズ、シラネアオイの他エビネ、エ
ンレイソウ、アツモリソウ等の山野草も見られます。

ひらないの春まつり
海に、山に、春が咲く

湯の島カタクリ祭り

ROUTE

夏泊半島の椿山に北限のヤブツバキが
咲き、夜越山公園を桜やツツジが彩る、
平内町の春。景勝地をトレッキングす
る遠足や浅瀬でホタテ拾いなど海も山
も満喫できます。
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「春の妖精」が集まる島へ
春の訪れを告げるカタクリは「春の妖精」
とも呼ばれ、淡紫色の可憐な花を咲かせ
ます。浅虫海岸の沖合いに浮かぶ湯の島
に渡り、専門解説員とともに散策。珍しい
「白いカタクリ」に出会えるかも。
●期間／4月4日〜26日
●時間／9：00〜15：00（荒天中止）
●渡船料／往復1,000円（保険料含）
●乗船場所／「海の駅」あさむし
●交通／青い森鉄道浅虫温泉駅より徒歩約5分
●問／浅虫温泉観光協会☎017-752-3250

七戸十和田奥入瀬シャトルバス
七戸十和田駅から奥入瀬渓流の玄関口「十和田湖温泉郷・焼山」を結びます。
●期間／4月下旬〜11月上旬 ※期間中毎日運行
●料金／片道500円 ※途中下車は料金が多少割引になります
●問／七戸十和田奥入瀬シャトルバス運行協議会☎0176-51-6711

●期間／5月下旬〜6月上旬（予定）
●交通／青い森鉄道小湊駅より車約10分
●問／ひらないの春まつり実行委員会事務局
(平内町水産商工観光課内)☎017-755-2118

かだれ収穫体験
あったかのんびり、田舎体験
「かだれ」とは「仲間になろう」という意味の方
言。澄んだ空気の中、土とふれあい自然に親し
む田舎暮らしをプチ体験してみませんか。山
菜採りや郷土料理つくりなど、その時期にし
かできない体験が待っています。
●期間・料金・場所／体験により異なります。
（1組2名〜、1週間前要予約。）
●交通／JR七戸十和田駅よりバス（体験場所により
異なります）
●問／七戸町かだれ田舎体験協議会事務局
（七戸町農林課）☎0176-68-2116

15

・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

弘前市・黒石市・五所川原市・つがる市・平川市・今別町・

弘前市街

蓬田村・外ヶ浜町・鰺ヶ沢町・深浦町・西目屋村・藤崎町・

古都、弘前ならではの散策を楽しむ

気軽に味わう本格派
ハイカラな弘前の街にはフラ
ンス系の料理店もたくさん点
在。青森県の豊かな自然に育
まれた食材にこだわる、弘前
でしか味わえない本格フレン
チがあります。
●撮影店舗／ポルトブラン
※コース料理の一品です。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

りんごの街のアップルパイ
迷う時間もたのしい
生産量日本一のりんご王国弘前はアッ
プルパイも自慢のひとつ。洋菓子店や喫
茶店、ホテルに和菓子店まで約50もの店
がアップルパイを焼いています。甘みや
酸味、シナモンの強弱などを5段階であら
わしたガイドマップを片手にお気に入り
を探してみてはいかが。
●撮影店舗／右上：フランス食堂シェ・モア、右下：イタリアントマト イトーヨーカ堂弘前店、
左下：ル・ショコラ、左上：ル・キャッスルファクトリー ●問／弘前市立観光館☎0172-37-5501

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

弘前フレンチ

大鰐町・田舎館村・板柳町・鶴田町・中泊町

女子旅オススメ
プログラム

灯りで楽しむ弘前の街

歴史ロマンあふれる城下町・弘前は、
明治・大正時代の教会や洋風建築も
数多く残っています。和洋の建物が
ライトアップ、街中をイルミネーシ
ョンが飾ります。
●期間／12月1日〜翌2月28日（予定）
※通年ライトアップされる施設もあります。
●時間／日没〜23：00※オールナイト点灯日あり
●場所／弘前市役所周辺、追手門広場、弘前駅周辺など
●問／冬を彩る光のまちづくり運営委員会
（弘前市観光政策課内）☎0172-35-1128
【弘前プロジェクションマッピング】
●期間／12月23日〜25日
●時間／18：00〜20：00（30分毎・予定）
●場所／追手門広場
●問／弘前市観光政策課☎0172-35-1128

藩士の珈琲

しっとり更ける、弘前の夜

この味わい、未体験

洗練された大人の夜を過ごせる格調高い
バーや、気軽に楽しめるカジュアルバー
も。クオリティの高いバーが集まる弘前
でリッチな時間を過ごしませんか。弘前
らしい、オリジナルカクテルもあります。

初めてコーヒーを飲んだ庶民は弘前藩士？
幕府の命で北方警備におもむいた弘前藩士
らが薬として飲んだコーヒーを再現しまし
た。未体験の味わい、ぜひお試しあれ。

追手門広場のイルミネーションと
ライトアップされた旧弘前図書館

●撮影店舗／成田専蔵珈琲店
●問／弘前は珈琲の街です委員会
（成田専蔵珈琲店内）☎0172-28-2088

●撮影店舗／BAR BLOCK HOUSE
（カクテル名：白神・樹幹流）
●問／弘前市立観光館☎0172-37-5501

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

弘前エレクトリカル
ファンタジー

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

弘前のカクテル

津軽・西海岸エリア

JR弘前駅の観光案内所から市内の宿泊施設（岩
木・相馬地区を除く）へ手荷物を配達。手ぶらで
ゆっくり観光できます。
●受付／8：45〜14：00
●配達／宿泊施設には18：00までに配達
●受付場所／弘前市観光案内所（弘前駅中央口1F）
※取り扱いできない荷物もあります（要問合）
●料金／手荷物1個309円
●問／弘前市観光案内所（弘前駅）☎0172-26-3600
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

バスでお得に弘前めぐり
弘前市中心街を循環す
る「土手町循環バス」。
禅林街やりんご公園な
どへは「ためのぶ号」。
「城東循環」で郊外に。
便利＆お得な100円バスが弘前めぐりをサポー
トしてくれます。

こぎん研究所

ROUTE
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ぬくもりの伝統美に挑戦

麻布にひと針ひと針、木綿糸を刺し綴る
「こぎん刺し」は衣服の補強と寒さをしの
ぐ智恵から生まれた伝統の手しごと。実
直で素朴な幾何学模様は津軽娘が伝えてきました。
●開館／9：00〜16：30（体験は要予約）●休館／土・日・祝日
●交通／弘前市立観光館より徒歩約10分 ●問／☎0172-32-0595

ブナコ

ROUTE

302

想いを形に、BUNACOが叶えます。
しなやかな曲線に自由な造形。テープ状にした薄いブ
ナ材をコイルのように巻き重ね、少しずつずらして形
をつくる「ブナコ」なら自由自在な発想を形にできます。
●期間／通年（要予約）●時間・料金／要問合
●交通／JR弘前駅よりバス約10分
●問／ブナコショールームBLESS☎0172-39-2040

日本聖公会
弘前昇天教会

ひろさき街歩き 歩いたら、もっと好きになるかも
弘前の隅々を知り尽くす、ちょっと怪しい「路地裏探偵団」と夕暮れのバックストリートを探索する「夕暮れ路地
裏散歩」やアパ（ご婦人）が案内する女子限定の「土手町界隈ぶらぶら散歩」をはじめ、スイーツを食べ歩いたり、
手しごとを体験したり、歴史を深く訪ねるもよし。歩いて旅して、弘前が好きになる多彩なコースがあります。

護国神社
●

弘前工業高

弘前パークホテル

☎0172-31-0089
弘前市土手町126
JR弘前駅より徒歩約12分

弘前
中央高

天守閣
弘前城史料館

●
●

城東循環100円バス
（和徳経由）

カトリック弘前教会

日本基督教団弘前教会
和徳小

藤田家別邸洋館
●

天満宮

津軽家
霊廟

東北女子短大
中央弘前駅

弘前大学医学部附属病院

禅林街

栄螺堂

●

弘前昇天教会

弘前大（医学部）

朝陽小

重要日本建築
重要洋風建築

●

弘前パークホテル

五重塔

●

市立病院
ホテル ナクアシティ 弘前
上土手スクエア

ためのぶ号

観光情報施設

まちなか情報センター

吉井酒造煉瓦倉庫
中央病院

弘前こぎん研究所

弘前市
観光案内所
弘前駅

長勝寺

かだれ横丁

青森銀行記念館

土手町循環100円バス

☎0172-37-0700
弘前市大町1-1-2
JR弘前駅より徒歩約1分

健生病院

文化センター

弘前市立観光館

藤田記念庭園 ●
旧弘前市立図書館
旧東奥義塾外人教師館

ホテル ナクアシティ 弘前

第一中

NHK

弘前市立博物館 ●
弘前市民会館 ●

ハイカラ洋館めぐりと
ティータイム

津軽藩ねぷた村
奥
羽
本
線

弘前市民体育館 ●

川﨑染工場

保健センター

弘前公園

第二中

●問／津軽・ひろさき街歩き観光推進実行委員会（弘前観光コンベンション協会）☎0172-35-3131

仲町伝統的建造物群保存地区

旧岩田家

弘前高

桔梗野小

弘高下

大成小
弘南鉄道
大鰐線
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旧笹森家
石場家

城西小

誓願寺

JR奥羽本線・五能線、津軽鉄道、弘南鉄道及び弘
前市・黒石市・五所川原市の循環バスなど、エリ
ア内の列車やバスが乗り降り自由で、連続する
2日間有効。津軽の名所や個性的な温泉の数々、
観光施設をぐるっとまわって楽しみませんか。
※一部利用できない交通機関があります。詳し
くはチラシ、ホームページをご覧ください。
●有効期間／2日間 ●発売期間／通年
●発売箇所／フリーエリア内・秋田県内（東大館駅、十和
田南駅、鹿角花輪駅を除く）及び深浦駅、鯵ケ沢駅にあ
るJR東日本のみどりの窓口、指定席券売機設置駅、び
ゅうプラザ、主な旅行会社
●料金／津軽フリーパス大人2,060円（子供1,030円）
●問／津軽フリーパス運営協議会事務局（弘前市国際広
域観光課内）☎0172-40-7017（受付時間 9：00〜17：00
※土・日・祝日を除く）
http://www.tsugarunavi.jp/freepass/

旧梅田家
旧伊東家

革秀寺
津軽為信霊廟

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

弘前を拠点に津軽を観光するのに、とって
も便利でおトクです。

イルミネーションに彩られた街角の
ツリーと日本基督教団弘前教会（奥）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

●土手町循環／10：00バスターミナル始発。以後10分間
隔で運行。
／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

フリーエリア内の列車や
バスが2日間乗り放題

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

駅から先は手ぶらで観光

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

女子旅オススメ
プログラム
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

旧弘前偕行社
国立弘前病院

城東循環100円バス
（大町経由）
●

太宰治まなびの家

弘前路地裏探偵団と歩く
「冬の夜の洋館散歩」

明治・大正時代の洋風建築が数多く
のこるハイカラ街をタクシーでめぐ
り、自慢のスイーツでティータイム
を楽しみます。

雪化粧の樹木に明かりが灯り、洋館
がライトアップ。温かな光と雪が織
りなすメルヘンの旅を路地裏探偵団
がご案内します。

●期間／通年（1週間前まで要予約）
※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）

●期間／12月1日〜2月28日
（3日前まで要予約）
●時間／17：30〜19：00
●集合場所／弘前市立観光館
●料金／1,500円

タクシーで行く！
夜の洋館めぐり〜冬〜
明治・大正時代の洋風建築や雪の街
を鮮やかな光が包む、ロマンティッ
クな冬の弘前をタクシーで巡ります。
●期間／12月1日〜2月28日
（3日前まで要予約）
●時間／18：00〜19：00
●料金／2,500円（タクシー代含む）

青森銀行記念館
日本基督教団弘前教会

カトリック弘前教会

弘前城夜桜探偵団
〜桜満開時期限定ツアー〜
日本一の桜の名所、弘前公園。ライト
アップされる夜は、ひと味違う趣き
です。弘前城の桜の秘密を迷探偵が
解き明かします。
●期間／4月25日〜5月6日
（3日前まで要予約）
●時間／19：15〜20：45
●集合場所／弘前市立観光館
●料金／1,800円（ガイド料、記念品含む）

弘前公園にて古木を
説明する夜桜探偵団

※旧梅田家、旧伊東家は年内休館中。旧弘前偕行社は平成29年まで休館。
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岩木山神社参詣と山麓の温泉めぐり

岩木山麓・西目屋

マタギ飯

ROUTE

弘前の飾らない味に舌鼓

※料理は日によってかわります。あらかじめご了承下さい。

弘前の味惑

306

山を知り尽くしたマタギ（狩人）の
好物を現代風にアレンジ。きじ肉
や舞茸、竹の子など7種の具がたっ
ぷり入った釜飯は１人前ずつ目の
前で炊きあげます。

真鱈の濃厚な旨みが染みた「じゃっぱ汁」。凍えた
体に染み渡ります。大きなホタテ貝を器に、とろと
ろ卵と味噌が絶妙な「貝焼き味噌」や、イカの旨み
を凝縮した「いがめんち」で一杯やるもよし、弘前
の おかあさん の手作り惣菜と気の置けない会話
を楽しむもよし。幻の「一町田のセリ」など冬野菜
は趣向を凝らした和料理で。他にも真ダラを乾燥
させた干しタラの素材の味を生かしシンプルに調
理した「タラたま」や「棒タラの煮付け」など、弘前
は、あなたを惑わせる味な街。

女子旅オススメ
プログラム

雪で温泉で、冬山を遊び尽くす

今年の初詣はお山参詣で

馬そりやスノーモービルに乗って
雪路を行き、迫力とスピード感満
点のチューブそりに大興奮。冷え
た体に温泉がじんわり染みわたり
ます。夜には各施設に燈籠がとも
り、淡い光が辺りを包みます。

笛や太鼓、手平鉦で囃し立て、御
幣や幟を持った一団が雪降り積
もる元日の参道を行進。旧暦8月
1日に行われる「お山参詣」の安
全を祈願します。
●期日／1月1日
●時間／8：00集合
●場所／岩木山神社
●料金／一般参加者無料（予定）
●交通／JR弘前駅よりバス約45分
●問／ 岩木山観光協会
☎0172-83-3000

ROUTE

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

冬のお山参詣

●期間／2月21日〜22日
●時間／10：00〜16：00
●場所／嶽温泉郷、岩木青少年スポーツ
センター他
●交通／JR弘前駅よりバス約50分
●問／ 岩木山観光協会☎0172-83-3000

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

岩木山南麓豪雪まつり

い わ き や ま

岩木山神社

ROUTE
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お山がパワーをくれる場所

津軽の人々が古くから崇め敬ってき
た岩木山をめざすように石畳の参道
が続きます。1200余年の歴史を有し、
「奥の日光」とも称される岩木山神社は清らか
な空気に満ちた場所。玉垣にしがみつく狛犬
は、上向きの方が金運、下向きは恋愛運をアッ
プさせると人気です。
●交通／JR弘前駅よりバス約45分
●問／☎0172-83-2135

良質の湯が湧く温泉天国、岩木山麓

稲を円錐形に積み上げる「にお」のよ
うに高さ33mの滝が氷結。その凍り
方で作物の豊凶が占われてきました。
祭り1 週間前からライトアップされ、
神々しい姿をみせます。

硫黄が香る白濁の湯や鉄分を多く含む赤茶色の湯、とろみがあり
細かな泡が体中につく湯など、様々な泉質の温泉が湧く岩木山麓
はまさに温泉天国。湯巡りするなら21の温泉施設から3ヶ所に入
浴できる手形（1,000円）が便利です。
【湯めぐり手形】●料金／1,000円 ●販売場所／加盟施設、岩木山観光協会
●問／岩木山観光協会☎0172-83-3000

嶽温泉郷
つるもち美肌に大変身
岩木山中腹から湧き出す白濁湯の香が温
泉情緒を醸しています。酸性湯ですが柔
らかく、肌にしっとり馴染む温泉です。

白神山地の麓・西目屋村
は目を奪われる自然美と、
「しらかみの湯」、
「村いち
の湯」、
「大白温泉」が点在
する癒しの里。温泉めぐ
りに出かけてみませんか。

水で戻した「棒タラ」
（干し鱈）をじっくり
煮込み、魚の旨みと
やさしい甘さが口の
中に広がります。
●撮影店舗／
郷土料理しまや

豆漬け
津軽独特の枝豆「毛
豆」を茹でてさやの

弘前市内わずかに残るおばんざいの店。郷土料理や津軽の
家庭料理が日替わりで並ぶ。●撮影店舗／郷土料理しまや

●撮影／郷土料理しまや

豆の甘みとコク、塩
気が妙味を生み出し
ます。
●撮影店舗／
季節料理 焼鳥 川﨑

じゃっぱ汁

いがめんち

貝焼き味噌

ほっけの飯ずし

一町田のセリ

真鱈の頭や内臓、骨などの

包丁で叩いたイカの足（ゲソ）に野菜

弘前の家庭では「貝焼き味噌」を「玉

干したホッケをもち米や米麹で漬け

豊富な湧き水で、冬でも田が凍ること

子味噌」と呼び、ホタテを入れず出汁、 込む、海から遠い津軽内陸部で食べ

のない一町田地区で、藩政時代から栽

「じゃっぱ」
（アラ）を煮込み、 や小麦粉を混ぜて焼いたり揚げたり
鱈の旨みを余すところなく

する「いがめんち」。おかずにもよし、 味噌、玉子のみでシンプルに作るこ

られてきた保存食。独特な香りと旨

培してきたのが「一町田のセリ」です。

満喫できる料理。時には白

おつまみやおやつにと大活躍。

とが多い。玉子味噌は病気や産後の

み、酸味があり、そのままでも食べら

独特の強く爽やかな香り、シャキシャ

子が入ることもあります。

●撮影店舗／居酒屋 土紋
●問／弘前いがめんち食べるべ会
☎0172-34-7121

滋養食にもなりました。ホタテに限

れますが、軽くあぶれば身がホクホ
らず様々な魚介などを入れることも。 クと柔らかくなります。

キの歯ごたえ。茎や葉はもちろんです

●撮影店舗／居酒屋 はな

●撮影店舗／すゞめのお宿

●撮影店舗／居酒屋 夢地

硫黄の香りが温泉気分を盛り上げる嶽温泉郷

気分は出陣！

遊んで泊まれる、絶景の湯

湯段温泉（ゆだんの宿）

●立寄入浴／ 8：00〜19：00
●入浴料／大人350円
●交通／ JR弘前駅よりバス約50分
●問／☎0172-83-2234

三本柳温泉
●立寄入浴／ 8：00〜20：30
●入浴料／大人300円
●交通／ JR弘前駅よりバス約50分
「岩木山神社前」
下車、
徒歩30分
●問／☎0172-83-2508

思いっきり遊んで、温泉でのんびり。
天井が高く開放的な大浴場でくつろ
ぎ、露天風呂からは
雄大な岩木山を一望
できます。
●立寄入浴／6：00
〜21：00
●入浴料／大人360円
●交通／JR弘前駅よ
り車約30分
●問／☎0172-84-2288

が、長くのびた根も美味しいのです。

ROUTE
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高さ10ｍの超大型ねぷたをはじ
め20台のねぷたや江戸時代の燈
籠型ねぷたを展示。笛にあわせ
て太鼓を叩けば気持ちも盛り上
がります。金魚ねぷたや壁掛扇
ねぷたの絵付けなどの体験がね
ぷた気分を盛り上げます。

●料金／1,200円
●問／南田温泉ホテルアップルランド
☎0172-44-3711

ロマントピア温泉 ROUTE 309
（星と森のロマントピア）

●撮影店舗／郷土料理しまや

津軽藩ねぷた村

岩木山麓や大鰐、黒石、西海岸など津
軽各地の温泉を1枚で楽しめます。16
の温泉施設から 3 ヶ所を湯巡りでき、
手形は旅の記念に。

岩木山麓で はしご湯 を楽しもう。百沢温泉は6ページに記載
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棒たらの煮付け

☎0172-33-5066
☎0172-32-1697
☎0172-36-8700
☎0172-36-3059
☎0172-35-8584
☎0172-35-2281

ニシンの頭や内臓を
除いて干した「身欠
きにしん」をゆっくり煮込みます。甘辛い
味が染みた身がほろほろとほぐれます。

手形を片手に津軽めぐり

●立寄入浴／ 10：00〜15：00
●入浴料／大人500円
●交通／ JR弘前駅よりバス約50分
●問／☎0172-83-2045

●撮影店舗／
郷土料理しまや

まま漬けこむことで

ぐるっと津軽 湯めぐり手形

嶽温泉（嶽ホテル）

がら味わい深い一品。

身欠きにしん
の煮付け

●交通／JR弘前駅よりバス約50分
●問／嶽温泉旅館組合（小島旅館）
☎0172-83-2130
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【ブナの里白神館】
●立寄入浴／8：00〜21：00 ●入浴料／大人350円
●交通／JR弘前駅よりバス約1時間 ●問／☎0172-85-3011

で食べるシンプルな

「湯めぐり手形」で秘湯・名湯三昧
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白神の麓で癒される

●立寄入浴／ 10：00〜16：00
●入浴料／大人350円
●交通／ JR弘前駅よりバス約50分
●問／☎0172-83-2130

●撮影店舗／郷土料理しまや
季節料理 焼鳥 川﨑
居酒屋 はな
居酒屋 土紋
すゞめのお宿
居酒屋 夢地

醤油をかけた溶き卵

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

神々しく滝が凍る

【第21回乳穂ヶ滝氷祭】
●期日／2月15日 ●時間／9：00〜15：00
●場所／西目屋村役場より暗門方面へ
車約5分
●交通／JR弘前駅よりバス約1時間
●問／目屋観光協会☎0172-85-2800

嶽温泉（小島旅館）

むしった干し鱈を、

しばれる冬こそ、弘前が旨い

●撮影店舗／山のホテル
●問／嶽温泉山のホテル
☎0172-83-2329

西目屋村の温泉 ROUTE
（ブナの里白神館）

たらたま

おいしい待ち時間

乳穂ヶ滝

弘前市街

●開村／9：00〜16：00
（4〜11月は17：00まで）
●入村料／一般550円
●交通／JR弘前駅よりバス約15分
●問／☎0172-39-1511

津軽ほろ酔い紀行
地酒と地シードルでほろ酔い気分
6つの造り酒屋があり、青森
県内でも有数の地酒どころ
弘前市は、日本酒だけでな
く、りんごのお酒・シードル
造りも盛ん。オリジナルの
ぐい呑みをつくり、弘前の
お酒でほろ酔い気分を楽しむツアーです。
●期間／2月7日・8日・11日（1週間前まで要予約）
●時間／13：00〜17：15 ●集合／弘前市立観光館
●参加料／9,800円 ●交通／JR弘前駅よりバス約20分
●問／弘前観光コンベンション協会☎0172-35-3131

津軽三味線酒場

弘前城雪燈籠まつり

五感を酔わせる津軽の夜

モノクロの世界にあかりを灯して

耳に心に焼きつくような大迫力の津
軽三味線生ライブを聴きながら津軽
の料理や地酒に舌鼓。津軽を五感で
味わえるお店があります。

夏のねぷたまつりに出陣した武者
絵などを飾った約50ｍもの「津軽
錦絵大回廊」や大小200基の灯籠が
描く幽玄の夜。雪をまとった天守
閣と老松が浮かぶ姿は幻想的です。

●場所／津軽三味線ライヴあいや、津軽三
味線と郷土料理の店 杏、津軽三味線ダイニ
ング 郷の音・響（弘前パークホテル内）、津
旬鮮肴処なじみ、ライブハウス山唄
●問／弘前市立観光館☎0172-37-5501

ROUTE

303

●期間／2月7日〜11日
●時間／日没〜21：00 ●場所／弘前公園
●交通／JR弘前駅よりバス約15分
●問／弘前市立観光館☎0172-37-5501
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ゆるり巡りたい、いで湯の里

平川・大鰐・藤崎

平川ねぷたまつり冬の陣

盛美園

冬のねぷた祭りは平川だけ

明治の名園を雪が包む

「ヤーヤドー」と威勢のよいかけ声
とともに雪舞う中にねぷたが出陣。
高さ11mを誇る「世界一の扇ねぷ
た」も運行します。
●期間／12月6日・7日 ※天候等により
中止となる場合があります。
●時間／18：00〜20：00
●場所／弘南鉄道平賀駅前通り
●交通／弘南鉄道平賀駅より徒歩すぐ
●問／平川市商工観光課
☎0172-44-1111

白鳥ふれあい広場

ROUTE

321

ROUTE

軒を長く張り出した「こみせ」は
道ゆく人を吹雪から守るために
自分たちの敷地に作った木造の
アーケードのこと。2月には津軽
独特のコマ「ずぐり」を回してタ
イムを競う「全日本ずぐり回し
選手権大会」が行われます。

●開園／10：00〜15：00（11月中
旬〜翌4月上旬、それ以外の期
間は9：00〜17：00）
●休園／12/29〜1/3
●入園料／210円（11月中旬〜4
月上旬、それ以外は430円）
●交通／弘南鉄道津軽尾上駅よ
り徒歩約10分
●問／ ☎0172-57-2020

雪の降るさと2015

温泉熱で温めた土で温泉水をかけて育
て、収穫後も温泉で洗う。大鰐温泉の力
を活用した伝統野菜です。独特の香り
とシャッキリの歯ごたえで炒め物やお
浸し、ラーメンの具としても人気です。

ノスタルジィあふれる温泉郷
津軽の殿様も愛した湯の郷は、ゆるやかに時が流れる場所。江戸時代の温泉番付
では熱海温泉とともに「行司」として掲載されるなど古い歴史を持つ温泉郷です。

●撮影店舗／山崎食堂
●問／大鰐町企画観光課☎0172-48-2111

●問／大鰐温泉観光協会（大鰐町企画観光課内）☎0172-48-2111
ROUTE

美肌をつくる温泉郷

●期間／12月下旬〜翌3月上旬（予定）
●時間／8：30〜16：45 ※気象状況、
その他により開始・終了時間を変更する場合があります。
●交通／JR大鰐温泉駅より車約5分 ●問／☎0172-49-1023

自然薯ラーメン

ROUTE

●問／黒石観光協会☎0172-52-3488

島田温泉（青森ロイヤルホテル）

●立寄入浴／13：00〜21：00
（冬期間、
イベント開催
時期は変更あり）●入浴料／大人500円
●交通／JR大鰐温泉駅より車約20分 ●問／☎0172-48-2881

平川・黒石で はしご湯 を楽しもう。南田温泉は6ページに記載

●立寄入浴／11：00〜15：00※木曜は立寄入
浴不可 ●入浴料／大人700円
●交通／弘南鉄道黒石駅よりバス約30分
●問／☎0172-54-8226
ROUTE

●入浴料／大人500円
●立寄入浴／11：00〜19：30
●交通／弘南電鉄黒石駅よりバス ●入浴料／大人500円
約25分
●交通／JR碇ヶ関駅より
●問／☎0172-54-8021
徒歩約10分
●問／☎0172-45-2244

22

相乗温泉
（羽州路の宿 あいのり）

古遠部温泉

●立寄入浴／9：00〜20：00
●入浴料／大人260円
●立寄入浴／6：00〜20：00
●交通／JR津軽湯の沢駅より
●入浴料／大人300円
車約5分
●交通／JR碇ヶ関駅より車約10分
●問／☎0172-46-2533
●問／☎0172-49-5005

●交通／JR碇ヶ関駅より徒歩約10分
●問／平川市碇ヶ関総合支所☎0172-44-1111

313

●場所／黒石市内約70店舗
●撮影店舗／すずのや
●問／やきそばのまち黒石会事務局
（黒石商工会議所内）☎0172-52-4316

つゆやきそば

けの汁列車
約2時間のおいしい旅

（入館21：30まで）
●入浴料／大人200円
●交通／弘南鉄道黒石駅より車約20分
●問／☎0172-54-8591

お米で育てた「ごまどり」と呼ばれる県
産鶏をメインに、米うどんで締める「よ
され鍋」は塩味、ぽん酢、しょうゆ味、つ
けダレの中から２つの味を一度に味わ
えます。

新屋温泉

自慢の泉質
板留温泉（岩魚の宿 丹羽旅館） 三笠山温泉
●立寄入浴／11：00〜20：00
（あづましの宿関の湯）

ROUTE

弘前駅ー黒石駅間約16.8kmを結ぶ、
田園とりんご畑が続くのどかなロー
カル線。野菜や山菜などを細かく切
った味噌仕立ての郷土料理「けの汁」
とお酒を楽しむ冬の名物列車です。

温泉で癒された後は鍋料理

碇ヶ関温泉郷
その効き目の高さから幕府巡
見使が長逗留し、困った奉行
が「何さも効がない」、と嘘を
ついたという温泉地。幅広い
泉質と効能が自慢。

●開館／9：00〜17：00
（12/1〜3/31は16：00まで）
●体験料／1,500円（10日前まで要予約）
●交通／弘南鉄道黒石駅より車約15分
●問／津軽伝承工芸館☎0172-59-5300
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

よされ鍋

314

趣きいろいろ、まちの温泉

●問／平川市商工観光課☎0172-44-1111

素朴で優しい顔立ちに癒されると若い女性を中心に伝統こけし人気
が高まっています。津軽系をはじ
め全国11系統、4,000点の伝統こけ
しを見学したり、自分だけの「温湯
こけし」を製作できます。

無色透明な湯はミネラルたっぷりでク 湿効果の高い温泉。温泉成分を逃がさ
レンジング効果のある「落合温泉」。肌 ず、肌をコーティングしてくれます。
に優しく、じわり汗がにじみます。
●営業時間／4：00〜22：00

平賀温泉郷

57もの泉源がひしめく平川市
の平賀地区は良質な天然温泉
の宝庫。透明、エメラルドグリ
ーンなど湯色や泉質も様々。
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おやつの焼きそば が発祥です。

温湯温泉（鶴の名湯 温湯温泉）
落合温泉（津軽・花詠みの宿 花禅の庄） つるっとした感触が心地良い、保温・保
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ヘルシーで優しい自然薯パワー

●場所／道の駅いかりがせき他、碇ヶ関内の各食事処
●交通／JR碇ヶ関駅より徒歩約2分（道の駅いか
りがせき）
●撮影店舗／道の駅いかりがせき「彩里」
●問／道の駅いかりがせき☎0172-49-5020
●立寄入浴／不可
●交通／JR大鰐温泉駅より車約5分
●問／☎050-3786-0099
（界 予約センター）

ROUTE

こけし好き、じわじわ増えてます。

食事にもおやつにも、黒石っ子お馴染み
の焼きそばはモチモチで太くて平らな麺
が特徴。ちまたで人気の「つゆやきそば」
は昭和30年代後半に誕生。残念ながら発
祥の店は無くなってしまいましたが、懐
かしの味を受け継ぐ店があります。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

疲労回復や若返りに効くと話題の自然薯
は碇ヶ関地区の特産品。地元で採れた自
然薯を練り込んだもっちり麺にスープが
よく絡みます。

萢頭温泉（星野リゾート界 津軽）

津軽伝承工芸館＆津軽こけし館

黒石やきそば（つゆやきそば）

山すそに建ち並ぶ黒石の奥座敷「落合
温泉」で肌の汚れを落とし、古くから景
勝地で知られる「板留温泉」でしっとり
保湿。ランプの宿で有名な山あいの秘
湯「青荷温泉」は肌を整えたら仕上げは
400年以上の歴史を持ち、ひなびた湯治
場の風情が残る「温湯温泉」へ。塩分を
含んだ湯が有効成分を逃しません。

ビギナーやファミリーにも安心な傾
斜の穏やかなコースから超上級者好
みのハードなコースまで変化に富ん
だゲレンデが自慢。思いっきり遊ん
だ後は温泉ですっきり。

●立寄入浴／10：30〜14：00（日・祝のみ）
●入浴料／大人 500円
●交通／JR大鰐温泉駅より徒歩約15分
●問／☎0172-48-3221

●期間／2月中旬
●場所／津軽伝承工芸館
●交通／弘南鉄道黒石駅より車約15分
●問／津軽伝承工芸館☎0172-59-5300

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

黒石温泉郷

319

スキーの後も大満足

●立寄入浴／9：00〜22：00 ●入浴料／大人500円
●交通／JR大鰐温泉駅より徒歩約2分
●問／☎0172-49-1126

311

個性あふれるたくさんの雪だるま
にろうそくが灯され、カラフルな
こけし灯籠が彩りを添えます。南
極大陸で使用されたものと同型の
雪上車に乗ったり炭火を囲んでの
雪上バーベキューなど雪を遊べる
イベント盛りだくさん。

温泉力で育つ、伝統の冬野菜

大鰐温泉（四季の湯 不二やホテル）

ROUTE

やさしい光が雪の里を彩る

大鰐温泉もやし

大鰐温泉スキー場

女子旅オススメ
プログラム

●イベント期間／2月
●場所／黒石市横町
●交通／弘南鉄道黒石駅より徒歩約10分
●問／黒石観光協会☎0172-52-3488

320

大鰐温泉（鰐come）

310

「こみせ」に雪国の人情をみる

雪の重みから木々を守るた
めの雪つりや板囲いなどの
冬支度を終えた庭園は雪国
ならではの風情。盛美館は
尖塔やドーム屋根など一見
すると洋館ですが、1階は純
和風の様式で、和洋が融和
した独特の景観を醸します。

●交通／JR藤崎駅より徒歩約10分
●問／藤崎町企画財政課☎0172-75-3111

大鰐温泉郷

ROUTE

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

岩木山を背景に、白鳥たちがのんび
り泳ぐ平川。河川敷に降りれば、白鳥
やカモがやってきます。白鳥が飛来
する12月〜3月末は土手の建物内で
も観察できます。

中町こみせ通り

317

黒石

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

冬の使者に会いに行こう

ROUTE

いにしえの路をつつむ雪あかり
つつむ雪あかり

青荷温泉

ROUTE

315

ランプの宿で知られる山狭の秘湯は時
忘れの場所。包みこむような滑らかな
温泉が、肌をしっとり保ってくれます。
●立寄入浴／10：00〜15：00
●入浴料／520円
●交通／黒石ICより車約30分
●問／☎0172-54-8588

津軽関の庄温泉

●問／ つがるの食彩 野田☎0172-53-1444

●期間／2月（要問合・要予約）
●場所／弘南鉄道弘南線
●料金／3,500円（各回定員90名）
●問／弘南鉄道☎0172-44-3136

お山のおもしぇ学校

ROUTE

316

廃校がレトロでアートに変身
チャンネルを回すテレビなど昭和の生活
道具や黒板いっぱいに描かれたクレヨン
画など、それぞれの教室に独特の雰囲気
が漂います。マタギ小屋を再現した「マタ
ギ資料館」もオープン。
●開校／10：00〜15：00
●休校／11月中旬〜翌3月末、
4月以降は火曜（予定）
●入校料／大人100円
●交通／東北自動車道黒石ICより車約15分
●問／☎0172-54-2505

21

太宰治の面影を訪ねて

五所川原・北津軽

文豪・太宰治が生まれ、豊か

ROUTE

327

で繊細な感性を育んだ五所

町全体がミュージアムのよ
うです。地区内には太宰の
好物をアレンジした「太宰
らうめん」や金木名物の馬
肉を使用した「馬まん」が食
べられるお店もあり、舌で
斜陽館 館内

●問／NPO法人かなぎ元気倶楽部
☎0173-54-1616

津軽三味線会館

ROUTE

新座敷

328

発祥の地に魂の音色が響く
津軽三味線発祥の地、五所川原
市金木地区で津軽三味線の迫力
を肌で感じてみませんか。
事前予
約でプロの指導も受けられます。
●開館／9：00〜17：00
（5〜10月は8：30〜18：00）
※体験は7日前まで要予約（5,000円〜）
●休館／12月29日
●入館料／一般500円
●交通／津軽鉄道金木駅より徒歩約7分
●問／☎0173-54-1616

がたん、ごとん。レトロな旅へ

青森ひばをふんだんに使用した重厚
感ある和洋折衷の家。太宰治が多感
な時期を過ごした生家は、様々な作
品の場面を思い起こさせます。太宰
が着用したマントや執筆道具、直筆
原稿や書簡など約600点を展示。

記憶や面影が数多く残り、

ノスタルジックな車内には石炭が
あかあかと燃えるダルマストーブ。
焼いたスルメをかじりながら車窓
を流れる雪景色を眺める津軽路の
旅はいかがですか。竹の皮を編ん

●開館／8：30〜18：00（10月まで）、9：00
〜17：00（11月〜） ※入館は30分前まで
●休館／12/29
●入館料／一般500円
●交通／津軽鉄道金木駅より徒歩7分
●問／☎0173-53-2020

だ弁当箱に若生昆布のおにぎりな
ど郷土の味をたっぷり詰めた「ス
トーブ弁当」が旅情を誘います。

太宰治ゆかりの地文学散歩
太宰治の面影を探して
生家や戦時中に疎開していた家など
太宰治ゆかりの地が数多く残る五所
川原市金木地区を地元ガイドと歩い
てみませんか。

●時間／10：00〜
●料金／2時間コース2,400円、
3時間コース5,000円（4〜11月）
●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
太宰治の像
（芦野公園）

立佞武多の館

スノーシュートレッキング体験
太宰治が幼少の頃、よく遊ん
だ場所といわれる芦野公園を
ハイキング。雪と氷に覆われ
た冬景色は幻想的です。
●期間／1月下旬〜2月下旬
（1週間前まで要予約）
●時間／10：00〜12：00頃
●休／1月1日〜3日
●定員／2〜15名（16名以上は要相談）●場所／芦野公園●料金／2,900円
●問／太宰治記念館「斜陽館」内スノートレッキング係☎0173-53-2020

津軽の雪は下から襲う
空から降ってくる、とは限らない
のが津軽の雪。激しい風に舞い上
がり、地面から吹きあげてくる「地
吹雪」を体験してみませんか。

金木にこだわるウマい味
金木の名産品、馬肉が中華ま
んに。太宰治の好物「根曲がり
竹」が入った醤油味、金木の名
物料理・馬肉鍋そのままの味
噌味、スパイシーなカレー味
があります。
●開店／10：30〜16：30
●休店／12月29日
●場所／喫茶店「駅舎」
●料金／1個150円
●交通／津軽鉄道芦野公園駅より
徒歩約1分
●問／喫茶店「駅舎」
☎0173-52-3398

金木観光物産館
「マディニー」

ROUTE

小説「津軽」の像記念館

330

329

太宰とタケの絆に感動

太宰の好物を食べるなら
薄くやわらかな若生昆布でご飯を
包んだ「若生おにぎり」や根曲がり
竹とわかめの入った「若竹汁」をア
レンジした「太宰らうめん」など、
太宰が愛した郷土の味がここに。
太宰にまつわるお土産もあります。

馬まん

ROUTE

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・
女子旅オススメ

●開館／9：00〜18：00（11〜3月は
17：10まで）、
「はな」11：00〜16：00
●交通／津軽鉄道金木駅より徒歩約7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

津軽を旅した太宰が、母と慕
う子守り・越野タケと数十年
ぶりに再会を果たす小説「津
軽」のクライマックスシーン
は小泊が舞台になりました。
タケが太宰との思い出を語る
映像や小説「津軽」にまつわる
貴重な資料を展示しています。
●開館／9：00〜16：30（11〜3月は16：00まで）
●休館／月・火曜日（10〜3月）、12月28日〜1月4日
●入館料／一般200円
●交通／バス停小泊小学校前より徒歩約2分
●問／☎0173-64-3588

津軽金山焼

ROUTE

プログラム

324

使うほどに艶がでる
釉薬を使わず、1350度という高温の炎と
アカマツの灰から生まれる模様は素朴な
温かさがあります。手びねりの陶芸体験
で思い通りに自由な形を作ってみません
か。手ろくろの貸出しもあります。
●開館／9：00〜17：00
（体験は16：00まで受付）
●体験料金／一般1,200円
（粘土500g）
※手びねりでの体験
●交通／JR五所川原駅より
車約15分
●問／津軽金山焼窯業協同
組合☎0173-29-3350

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

若生おにぎり

331

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

道の駅つるた

ROUTE

334

ROUTE

333

板柳町ふるさとセンター

ROUTE

332

鶴田のぶどうは日本一

ご当地ソフトが大人気

りんごは楽しい、美しい

スチューベン生産量日本一の鶴
田町ならでは、スチューベンを
使った珍しい加工品がずらり。
一番人気の大福は、甘い餡とス
チューベンの酸味が絶妙です。

黒大豆と玄米粉のコクと食感が
ひきたつオリジナルソフトクリ
ームは、その名も「若返りソフト
クリーム」。濃厚なミルクの味わ
いと和のテイストが相性バツグ
ンです。

りんご繊維を練りこんだ健康的なお菓子づくり
やりんご樹皮を編み上げる民芸品、りんご木灰
の釉薬で仕上げる陶芸や草木染め。余すところ
なく、りんごだらけ
の体験メニューです。

●開館／9：00〜18：00
（おみやげコーナー）
●休館／1月1日
●交通／JR鶴泊駅より徒歩約5分
●問／☎0173-22-5656

右上／道の駅もりたのご当地
ソフトクリーム。
右下／道の駅つるた名物、
ス
チューベンほか、
地元の素材
を使用した各種大福。

24

道の駅もりた

●開館／9：00〜18：00
（1・2月は17：00まで）
●休館／無休
●交通／JR陸奥森田駅より徒歩
約25分
●問／☎0173-26-4488

●時間／10：00〜12：00
13：00〜15：00 （所要
時間は要問合）
●休館／年末年始
●交通／JR板柳駅より
徒歩約15分
●問／☎0172-72-1500

322

７階建てのビルに相当する高さ約
23ｍの立佞武多がお出迎え。らせ
ん状のスロープで立佞武多を間近
に見られます。祭り本番の迫力と
臨場感を体感できる巨大スクリー
ンや時期があえば製作作業を体験
できる製作所があり、立佞武多を
存分に味わえます。

【ストーブ列車】
●期間／12月1日〜翌3月31日
●時間／1日2往復運行
●場所／津軽五所川原駅〜
津軽中里駅
●料金／運賃+ストーブ列
車料金400円
【ストーブ弁当】
●販売期間／12月1日〜
翌3月31日
●料金／1,100円（3日前要予約・2個〜）
●問／津軽鉄道☎0173-34-2148
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

●期間／1月下旬〜2月下旬の金・土・日曜 ●体験料／大人1,500円（5日前までに要予約）
●場所／五所川原市金木地区 ●問／津軽地吹雪会☎080-3195‐4036
ROUTE

ROUTE

大迫力！威容に圧倒

地吹雪に出会えるかも

雪国地吹雪体験

馬まん

五所川原・つがる

ストーブ列車

太宰治記念館「斜陽館」
この家で生まれ、文豪になった

川原市金木地区には太宰の

も太宰を感じられます。

雪ふかい津軽路をゆく汽車の旅

太宰
ミュージアム

稲垣温泉（稲垣温泉ホテル花月亭）ROUTE

325

田園に建つ、奥津軽の名湯
さらりと澄みき
った湯が豪快に
注がれ、温泉の
香りがほんわり
漂います。小ぶ
りの岩組み露天
風呂で雪の庭園
を眺めながらの
湯浴みは冬だけ
の楽しみ。
●立寄入浴／13：00〜17：00 ●入浴料／大人400円
●交通／JR五所川原駅より車約15分 ●問／☎0173-46-2821

●開館／9：00〜17：00（10〜3月）
※4月以降は19：00まで）
●料金（有料エリア）／一般600円
●交通／JR五所川原駅より徒歩約5分
●問／☎0173-38-3232

赤〜いりんご「御所川原」
真っ赤に実る、
健康フルーツ
果肉も花も、枝まで真っ
赤な珍しいりんごはポリフェ
ノールやアントシアニンがた
っぷり。ジュースやワイン、ジ
ャムにドレッシングなど様々な
加工品があります。
●問／ 五所川原市観光物産課☎0173-35-2111

スコップ三味線世界大会

ROUTE

323

津軽が生んだ爆笑芸能
曲にあわせて栓抜きなどでスコップを叩い
て演奏する「スコップ三味線」の腕前を競い、
全国各地や海外の奏者が熱い熱戦を繰り広
げます。
●期日／12月7日 ●時間／10：00〜16：00
●場所／ELMの街ショッピングセンター
●交通／JR五所川原駅よりバス約15分
●問／スコップ三味線世界大会事務局
☎0173-54-2260

十三湖しじみラーメン
最後の1滴まで飲み干したい
海水と淡水が混じり合う十三湖から、おいしい
ヤマトシジミを使用した体に染みる一杯を味わ
ってください。しじみの旨みたっぷりの深いス
ープがたまりません。
●場所／十三湖周辺
●撮影店舗／ドライブイン和歌山
●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☎0173-58-3581

23

冬の日本海へグルメ旅

西海岸

美味の旬は西海岸にあり
荒波にもまれて身が引き締まり、上質な脂がしたたる地魚
を求めて日本海に足を運んでみませんか。2月には鮮度抜群
の海の幸と地酒に酔いしれる「グルメ inふかうら」を開催。
また、極上のヒラメをこだわりの漬けダレでヅケにし、ご飯
にのせた鰺ヶ沢町名物「鰺ヶ沢ヒラメのヅケ丼」や水揚げ量
青森県一の深浦マグロをふんだんに使用した「深浦マグロ
ステーキ丼」もあります。このほか、深い雪の中で甘みを増
した「ふかうら雪人参」はまるでフルーツのようで、生搾り
ジュースは体が喜ぶ美味しさ。さらには、地元の山海の恵み
を活かした郷土の味「白神海彦山彦料理」など、津軽西海岸
には目移りする美味があります。

鰺ヶ沢ヒラメのヅケ丼
通年提供（鰺ヶ沢町）

【白神海彦山彦料理】●撮影店舗／地産地消の宿 白神海彦山彦館
●問／深浦町観光課☎0173-74-4412
【ふかうら雪人参収穫体験】
●期間／12月中旬〜翌2月下旬 ●時間／9：00〜12：00、13：00〜16：00
●料金／12,000円〜（宿泊料込み、ご利用日・人数により異なります）
●交通／JRウェスパ椿山駅下車 ●問／ウェスパ椿山☎0173-75-2261
【鰺ヶ沢ヒラメのヅケ丼】
●撮影店舗／じょじょ長屋 ●問／鰺ヶ沢町観光商工課☎0173-72-2111
【深浦マグロステーキ丼】
●撮影店舗／匠屋
●問／深浦マグロ料理推進協議会（深浦町役場内）☎0173-74-2111
【道の駅ふかうら かそせいか焼き村】
●時間／9：00〜18：00 ●休館／年末年始（要問合）
●交通／JR風合瀬駅より車約5分 ●問／☎0173-76-3660
【グルメinふかうら】
●期間／2月の毎週土・日曜（予定）●場所／深浦町内参加施設
●問／深浦町観光協会☎0173-74-3320

の
を
く
・
店

-4412

深浦マグロステーキ丼
通年提供（深浦町）

ROUTE

342

スキー＆スノボ初心者もOK！

世界自然遺産・白神山地と日本海
の海岸線を望む「リゾートしらか
み」がオススメ。
「青池編成」
「橅編
成」
「くまげら編成」の3編成があり、
絶景ポイントでは速度を落として
運転します。

穏やかで広々斜面に良質のパウダース
ノー、天気が良ければ日本海の漁り火
に向かって滑り降りるロングクルージ
ングが楽しめます。

●問／JR東日本お問い合せセンター
☎050-2016-1600

●期間／12月中旬〜翌4月上旬
●時間／8：30〜17：00、ナイター21：00まで
●交通／JR鰺ケ沢駅より車約20分
●問／ナクア白神ホテル＆リゾート
☎0173-72-1011

津軽西海岸で はしご湯 を楽しもう。黄金崎不老ふ死温泉・みちのく温泉旅館は6ページに記載
鰺ヶ沢温泉（鯵ヶ沢温泉 水軍の宿）

鍋石温泉（ウェスパ椿山） ROUTE

太古のロマンに浸かる

日本海と岬の絶景が目の前に

346

343

とても塩辛い無色透明な湯は30万年前の地層
から湧き出ています。体の芯から温まり、湯冷
めしにくい冬にぴったりの温泉です。

見渡す限りの日本海が広がる大浴場。昼は輝
く海と岬の絶景を、夜には水平線に沈む夕陽
や漁り火を眺めながら入浴できます。

●立寄入浴／8：00〜21：00 ●入浴料／大人420円
●交通／JR鰺ケ沢駅より徒歩約10分
●問／☎0173-72-6511

●立寄入浴／7：00〜21：00（11〜3月）、6：00〜22：00
（4〜10月）※15：00〜（第2・4火曜）
●入浴料／500円 ●交通／JRウェスパ椿山駅下車すぐ
●問／☎0173-75-2261

鳴戸温泉（ホテルグランメール山海荘）

鍋石温泉（アオーネ白神十二湖）

日本海の絶景をひとりじめ

白神の自然にリフレッシュ

347

ROUTE

344

淡い黄褐色の湯で体が芯から温まります。露
天風呂からは日本海の絶景が望め、津軽三味
線の生演奏も楽しめます。

十二湖にほど近く、窓からは白神山地の山々
を望むロケーション。ヒノキで縁取られた趣
ある浴槽は透明な湯で満たされています。

●立寄入浴／11：00〜21：00 ●入浴料／11：00〜13：00
は420円、13：00〜21：00は1,000円（タオルセット付）
●交通／JR鰺ケ沢駅より車約7分
●問／ ☎0173-72-8111

※立寄入浴は休業中
●交通／JR十二湖駅より車約3分
●問／☎0173-77-3311

ROUTE 348
鰺ヶ沢高原温泉
（ナクア白神ホテル＆リゾート）

鍋石温泉（深浦観光ホテル）
黄金に染まる海を眺めて

ROUTE

345

津軽平野と日本海を望む見晴らし抜群の温泉。
余分な皮脂などを洗い流してくれるクレンジ
ング効果でツルツルの素肌をつくります。

日本海に面した高台にあり、弁財天が見守る
岩組みの露天風呂には鮑の貝殻があしらわれ
海辺の風情を醸します。ぬるめの湯にじっく
り浸かりながら海を眺める癒しのひと時を。

●立寄入浴／12：00〜17：00 ●入浴料／大人1,000円
●交通／JR鰺ケ沢駅より車約20分
●問／☎0173-72-1011

●立寄入浴／15：00〜22：00 ●入浴料／大人400円
●交通／JR深浦駅よりバス約10分
●問／☎0173-74-3511

日本海を見渡す絶景で癒す

26

津軽半島北端の旨いものたち。
あづべ汁

もずくうどん

海や山、里のおいしいものを「あづ
べ」
（集め）てつくる今別町の郷土
料理です。焼き干しや昆布のダシ
が利いたしょうゆ味のスープにワ
ラビや竹の子、ニンジンなどの具
がたっぷり。

シャキシャキ歯ごたえ
の天然岩もずくを練り
込んだ麺はツルっ、モ
チッ。ミネラル豊富で
磯が香るヘルシーな一
杯です。

●交通／JR今別駅より徒歩約11分
●問／食事処「ひまわり」
☎0174-35-4880

●問／今別町商工会
☎0174-35-2014

若生昆布
義経海浜公園海水浴場が目の前に広がる「かぶと」。地元の特産品
である、昆布や、薄く柔らかい１年ものの「若生昆布」で包んだおに
ぎりが人気です。
●開館／8：30〜17：00
●休館／水曜、12月29
日〜翌1月3日
●交通／JR三厩駅より
車約5分
●撮影店舗／総合交流
促進センター
「かぶと」
●問／☎0174-31-7021

津軽半島

奥津軽いまべつ駅 ROUTE 335
（平成27年度末開業予定）
青函トンネルの本州側入り口手前に新駅
が誕生、新幹線の駅としては本州最北の
駅となります。駅舎デザインは、青函トン
ネルをイメージしたアーチ状の窓がつく
予定です。奥津軽いまべつ駅からは、龍飛
岬や階段国道、青函トンネル記念館、今別
ならではの食材・料理など数々あります。
奥津軽の旅がここから始まります。

写真提供：鉄道建設・運輸施設整備支援機構

ナクア白神スキーリゾート

車窓の景色に胸おどる

ROUTE

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

JR五能線

ROUTE

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

白神海彦山彦料理（深浦町・鰺ヶ沢町） ふかうら雪人参収穫体験（12月中旬〜翌2月下旬）
通年提供 ※写真は海彦山彦館
加工商品はウェスパ椿山ほか各所で販売
（深浦町）の料理（イメージ）です

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

西海岸食紀行

旅ごころ誘われる最果ての地

龍飛崎＆階段国道

ROUTE

339

国道なのに車両通行NG！
うなる風が旅情をかきたてる本州最
果ての岬は源義経北行伝説の舞台の
ひとつ。龍飛崎から灯台に至る階段
道はなんと国道に指定されおり、全
国で唯一、車やバイクが通行できな
い国道です。
●問／外ヶ浜町産業観光課
☎0174-31-1228
※冬期間は凍結のため足元にご注意く
ださい。
ROUTE

龍飛崎温泉（ホテル竜飛）
津軽海峡を一望

ROUTE

336

青函トンネル記念館

340

海底世界へようこそ

ガラスの向こうに津軽海峡と晴れた
日には北海道の山なみを一望する開
放感満点の大浴場と露天風呂には磯
の香りがふんわり漂う、さらり爽や
かな湯が注がれています。

本州と北海道を結ぶ世界最長の海
底トンネルの軌跡を紹介する記念
館。地上と海底をケーブルカーが
結び、
「体験坑道駅」の先には海面
下140mの世界が広がります。

●立寄入浴／11：00〜20：00（受付終了19：00）
●入浴料／大人500円
●交通／JR三厩駅よりバス約35分
●問／☎0174-38-2011

龍飛岬観光案内所「龍飛館」

ROUTE

●開館／9：00〜16：00
●休館／12/26〜1/3
●交通／JR三厩駅よりバス約27分
●問／☎0174-38-2301

龍飛崎から津軽海峡を望む。遠くに見
える陸地は北海道。海峡下は「青函トン
ネル」が通る。

341

太宰も泊まった旧奧谷旅館

マルシェ＆よもっと

太宰治や棟方志功が宿泊した旅館を改修。津軽半
島の北端にある観光案内所です。太宰が友人の N
君と過ごした部屋では当時の宴席の様子が再現さ
れています。

蓬田の幸、ここで発見

●期間／4月25日〜11月30日
●開館／9：00〜16：30（入館は16：00まで）
●休館／無休（冬季は要確認）
●交通／JR三厩駅よりバス約27分 ●問／☎0174-31-8025

海と山に囲まれた蓬田村で旬の幸を探すならココ！
「よもぎた物産館マルシェ」のおすすめは特産トマト
の美味しさを活かした手作りケチャップなどの加工
品。大きな生け簀がある「村の駅よもっと」は陸奥湾
で獲れた新鮮な海の幸が自慢です。
【よもぎた物産館マルシェ】 ROUTE

337

●開館／9：00〜17：00（5月以降は8：00〜18：00）
●休館／11〜4月の火曜（祝日の場合翌日）
●交通／JR郷沢駅より徒歩約15分
●問／☎0174-31-3040
【村の駅よもっと】 ROUTE

338

●開館／8：00〜18：00※食堂は11：00〜16：00
●休館／1月1日〜3日
●交通／JR蓬田駅より徒歩約10分 ●問／☎0174-31-3115

25

津軽富士見湖桜まつり
湖に浮かぶ春の景

ROUTE

津軽・西海岸エリア
春めぐり

357

秀麗な姿から「津軽富士」と呼ばれる岩
木山を湖面に映す津軽富士見湖が最も
美しい景観をみせるのが春。総ヒバ造
りの日本一長い木造の三連太鼓橋「鶴
の舞橋」と岩木山が桜を引き立てます。

弘前さくらまつり

ROUTE

正徳5年（1715）に京都のカスミザクラを
城内に植えたのが始まりといわれ、現在
は約50種、2,600本の桜が彩る弘前公園に
は樹齢100年を越えるソメイヨシノの古

358

木が300本以上あり、たわわに花を咲かせ

新緑の白神を気軽に満喫

ます。今春のさくらまつり終了後には、石

白神山地の核心地同様の景観を
保つ森を周回するような遊歩道
や東屋が設置され、白神山地の
雰囲気が気軽に楽しめます。

垣修理のため足場が組まれ、
天守が約70m
移動します。移動後、翌年以降のさくらま
つりでは、岩木山と桜と天守を一緒に見

●期間／4月20日〜9月30日
●時間／9：00〜16：30
（受付16：00まで）
●入山料／一般500円（ガイド料別途）
●交通／JR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

られる予定です。

355

春の十二湖・青池

ROUTE

約1,500本のソメイヨシノが咲き誇る
芦野公園は芦野湖の湖面に揺れる薄紅
色の花と老松、吊り橋が独特の風情を
醸します。園内を鉄道が縦断し、桜花の
下を走る津軽鉄道の景観も人気です。

359

ひと足早く、白神の早春めぐり
雪の間からカタクリなどの山野草が顔をの
ぞかせ、芽吹いた木々は柔らかな新緑をま
といます。白神山地で最も早く春が訪れる
十二湖で春の息吹を感じてみませんか？
【ガイド案内】
●期間／通年 ●時間／コースにより異なります
●料金／利用日、人数、コースにより異なります
●交通／JR十二湖駅より車約15分
●問／アオーネ白神十二湖☎0173-77-3311
ウェスパ椿山☎0173-75-2261
ROUTE

漁協直営だから鮮度バツグン
近接の漁港から仕入れた新鮮な魚介や
食欲をそそるイカ焼き、とれたて野菜
など特産品がずらり。自慢の海鮮丼や
ほのかな塩味が甘さをひきたてるオリ
ジナルソフトクリーム「ソルティ」など
こだわりグルメも楽しめます。

28

ROUTE 361
【鰺ヶ沢町】
（電動アシスト自転車のみ）
●期間／9月30日頃まで
●場所／鰺ヶ沢町駅前観光案内所
●問／鰺ヶ沢町駅前観光案内所
☎0173-72-7000
ROUTE 362
【深浦町】
●期間／4月中旬〜10月下旬
●場所／深浦駅観光案内所
●問／深浦駅観光案内所
☎0173-74-3064

スコップと栓抜きを手にノリノリで演
奏する「すこっぷ三味線」は聴いてびっ
くり見て笑い、やって楽しい新感覚芸
能。一緒に演奏できるライブショーも
公演中。

エコに巡る、弘前市内自転車旅のススメ
受付票の記入と身分証明書を提示すれば手続き完了。貸
出場所は市内5ヶ所、返却場所が違ってもOKです。坂道が
気になる方には電動自転車も準備しています。
●期間／4月23日〜11月末（予定）
●返却時間／17：00（貸出時間は場所により異なります）
●貸出場所／弘前市立観光館、弘前市観光案内所、津軽藩
ねぷた村、まちなか情報センター、弘前市りんご公園
※電動自転車は弘前市観光案内所、弘前市立観光館のみ
貸出・返却 ※弘前さくらまつり期間中は弘前市観光
案内所のみにて、普通自転車のみ貸出
●料金／普通自転車1回500円、電動自転車1回1,000円
●問／弘前観光コンベンション協会☎0172-35-3131

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

北前船の湊町散策

●場所／JR鰺ケ沢駅より車約10分
●問／鯵ケ沢町商工会☎0173-72-2376

ロマンの町を歩いてみよう
北前船の寄港地として栄えた深
浦の町に遺る海や歴史のロマン
感じる名所を「風待ち湊案内人」
がご案内。3時間コースと4時間
30分のコースがあります。

春光山円覚寺

風待ち舘

350

東京ドームより広い園内で65品種・
1,300本ものりんごが次々と可憐
な花を咲かせます。まだ雪残る岩
木山を背景に楽しいイベント盛り
だくさん。ライトアップされたり
んごの花は妖艶な美しさ。
●期間／5月中旬（予定）
●時間／10：00〜15：00（予定）
●場所／弘前市りんご公園
●交通／JR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

お腹の中から春爛漫

清藤氏書院庭園

白神海ものがたり
（漁師体験＆漁師の朝飯）

ROUTE

ROUTE

354

霊社の池を春がふちどる
古くから津軽の有力者たちの尊崇
を受けてきた猿賀神社の春は、2つ
の大池を縁取るように咲き誇る桜
とともに訪れます。ボートで漕ぎ
出し、水上から見る桜も格別です。
●桜の見頃／4月下旬〜5月上旬
（天候によります）
●交通／弘南鉄道津軽尾上駅より徒歩
約15分
●問／☎0172-57-2016

351

東西南北にのびる超ロングコース
の山岳スキー。白神山地や、晴れた
日には遠く北海道まで見渡せます。
●期間／4月中旬〜5月上旬
●交通／8合目まで岩木スカイ
ラインでアクセス
●問／岩木スカイライン☎0172-83-2314
岩木山観光協会☎0172-83-3000

352

カタクリの小径

静寂の庭園に心あらわれる

可憐な花が山あいを染める

悲恋の妃・唐糸御前の霊を弔うため、京
都の公家が植えたケヤキを中心に作庭。
津軽地方独特の造園流派「大石武学流」
の源流とされています。明治初期に建
築された母屋とともに国名勝となって
います。

春告げ花と呼ばれるカタクリは長い年月を
かけて花を咲かせます。日本有数の群生地
へは専用シャトルバスで入山します。

●開園／9：00〜17：00※事前に要申込
●入園料／一般300円
●交通／弘南鉄道津軽尾上駅より徒歩約10分
●問／☎0172-57-2127

猿賀神社

ROUTE

ポカポカ陽気の
春こそスキー日和

●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

●問／外ヶ浜町産業観光課☎0174-31-1228

●期間／4月下旬〜9月中旬
●時間／7：00〜9：00
●場所／ウェスパ椿山発着
●料金／12,000円〜（宿泊料込、人数・ご利用
日により異なります）
●交通／JRウェスパ椿山駅下車すぐ
●問／ウェスパ椿山☎0173-75-2261

岩木山春スキー

岩木山の裾野に鮮やかな紅色を添える
オオヤマザクラ。岩木山南麓20km、約
6,500本の桜並木が続く道の一部には
遊歩道も整備され、高原の春風を感じ
ながら散策できます。

遊漁船に乗り込んで、気分は漁師さん。
白神山地を海から眺め、箱メガネで海
中をのぞき見。港には漁師ならではの
新鮮で豪快な朝ご飯が待っています。

ふかうら文学館

ROUTE

桜の次はりんごのお花見

山麓を飾る桜の径

蟹としろうおまつり

海からの白神はひと味ちがう

●期間／4月〜11月（事前要予約）
●時間／9：00〜17：00
●集合場所／JR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

弘前りんご花まつり

岩木山麓の
オオヤマザクラ並木

蟹田の春はトゲクリガニと透き通るシ
ロウオが旬。獲れたてのシロウオは躍
り食いや天ぷらなどで、トゲクリガニ
青い空と青い海にイカ、イカ、イカ…。
は濃厚なみそが絶品です。
「焼きイカ通り」の異名を持つ国道101
●期間／4月下旬〜5月中旬
号線の海岸沿いには至るところでイカ
●開店／10：30〜18：00
が生干しされ、漂う香りが食欲をそそ ●場所／蟹田川河川敷、
「かにた川」
●交通／JR蟹田駅より徒歩約15分
ります。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

女子旅オススメ
プログラム

マジメにふまじめ、新快感

サイクルネットHIROSAKI

おいしい珍ロード

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

電動アシスト自転車に音声ナビがつ
いた「ナビチャリ」は3時間500円と手
頃な価格も嬉しい街中散策の強い味
方。電車を降りたら自転車でGO！

津軽すこっぷ三味線快館

●期間／4月23日〜5月6日
●交通／JR弘前駅よりバス約15分
●問／弘前市立観光館☎0172-37-5501

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

イカのカーテン

●開館／9：00〜18：00（1〜3月は17：00まで）
●休館／12/31〜1/3
●交通／JR風合瀬駅より車約5分
●問／☎0173-76-3660

知らない街もらくらく散策

356

●期間／4月21日〜12月9日
●開館／10：00〜16：00
●休館／第2火曜 ●体験料／大人1,000円
●交通／JR五所川原駅より車約20分
●問／☎0173-54-2260
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ナビチャリで港町散策

ROUTE

●期間／4月下旬〜5月上旬
●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
☎0173-52-2611

女子旅オススメ
プログラム

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ROUTE

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

金木桜まつり

桜のトンネルを電車が走る

道の駅ふかうら

349

下乗橋からの絶景は、今春でしばしお別れ

●期間／5月3日〜5日
●場所／富士見湖パーク
●交通／JR陸奥鶴田駅より車約10分
●問／鶴田町産業観光課☎0173-22-2111

白神の森 遊山道

ROUTE

●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。
●場所／黒石市雷山周辺
●料金／一般1,000円（バス代等含）
●交通／津軽伝承工芸館・虹の湖公園より専用シャ
トルバスを利用
●問／ 小嵐山・黒石温泉郷活性化協議会
（津軽伝承工芸館内）☎0172-59-5300

大鰐温泉つつじまつり

ROUTE

353

つつじと文化が薫る
爽やかな初夏の風がそよぐ頃、大鰐温泉を
見下ろす茶臼山公園を満開のつつじが彩り
豊かに染めます。俳句を刻んだ碑が山頂へ
と導くように立ち並ぶ「俳句の小径」は文化
の風を感じさせてくれます。
●期間／5月下旬〜6月上旬 ●場所／茶臼山公園
●交通／JR大鰐温泉駅より徒歩約7分
●問／大鰐温泉観光協会（大鰐町企画観光課内）
☎0172-48-2111
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