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ｽﾎﾟｯﾄ順序を変更する

ホテルグランメール山海荘
周辺情報 0173-72-8111
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48.2km 車で1時間26分 

0173-74-3500 周辺情報
A. 黄金崎不老ふ死温泉
>> 起点・終点を設定してください

走行距離:48.2km 
走行時間:１時間26分

紙面に記載のｽﾎﾟｯﾄ番号を入力し
てください。

･ｽﾎﾟｯﾄ番号をｽﾍﾟｰｽで区切ると
一括入力できます。
･ｹｰﾀｲを閉じても再開できます｡

Myルート作成

追加7122

1 行きたいスポットをいくつか選ぶ 3 最短ルート・走行時間・距離がわかる！スポット番号を入力する2

オリジナル観光ルートがつくれます deスマフォ＆ケータイ

http://rgd.jp/r-aom/11/http://rgd.jp/r-aom/11/

Servised By トヨタレンタリース青森Servised By トヨタレンタリース青森 ※画面はイメージです

ストーブ列車（五所川原市～中泊町）

八戸前沖さば（八戸市）

十二湖・青池（深浦町）

C O N T E N T S

特集
03～04 東北新幹線八戸開業10周年 八戸の朝市と横丁探訪

05～06 街が彩られる、冬の青森

07～08 青森、春と花の風景

09～10 名湯秘湯の宝庫“湯の国”青森

11～12 青森の風土が育んだ、旬の味わい
　

青森・八甲田・十和田エリア
13～14 八甲田エリア

15～16 青森市街地エリア

17～18 青森市街地、浅虫温泉エリア

19～20 七戸・十和田市街地、十和田湖エリア

21～22 青森・八甲田・十和田エリア／春の見どころ
　

津軽・西海岸エリア
23～26 弘前、岩木山、西目屋エリア

27～28 黒石、平川、大鰐エリア

29～30 五所川原、津軽半島エリア

31～32 西海岸エリア

33～34 津軽・西海岸エリア／春の見どころ
　

県南・下北エリア
35～36 八戸エリア

37～38 南部、三沢・上北エリア

39～40 下北エリア

41～42 県南・下北エリア／春の見どころ
　

43～44 イベントスケジュール

45～46 青森県内の交通・問い合わせ

お庭えんぶり（八戸市）

こけし灯ろうと足湯（黒石市）

弘前さくらまつり（弘前市）

あおもり灯りと紙のページェント（青森市）

※掲載されている情報は平成24年9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にご

　確認ください。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。

パンフレットに掲載している
ができます。■問／トヨタレンタリース青森　☎017-782-7100

ROUTE 000 で、らくらくルート検索

観光イベントガイドブック 2013 冬・春編観光イベントガイドブック 2013 冬・春編

あおもり紀行

みそ貝焼き（むつ市）

ストーブ列車（五所川原市～中泊町）

十和田湖畔温泉（十和田市） 八戸前沖さば（八戸市） 種差海岸（八戸市）

睡蓮沼（十和田市）

十二湖・青池（深浦町）
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昔ながらの「八戸らーめん」
煮干をふんだんに使った、あっさりと
したしょうゆベースのスープと細めの
ちぢれ麺が特徴。70年あまりの歴史を
持つラーメンです。
■問／八戸らーめん会事務局
　（八戸商工会議所内）☎0178-43-5111

八戸の特選素材「はちのへ鮨」
新鮮な地魚を中心に、水揚げ日本一の
イカや脂の乗った八戸前沖さばをはじ
めとした旬の寿司を市内13店舗で提供。
■料金／11貫3,000円（店舗により種類は異な
　ります）
■問／八戸商工会議所☎0178-43-5111

北緯40度30分「八戸前沖さば」
日本のさば漁としては最北端に位置す
る八戸前沖の漁場では、低い水温で脂
肪分を蓄え、日本一脂の乗った美味し
いさばが水揚げされます。市内の飲食
店ではしめ鯖、棒ずしなど定番メニュ
ー以外にも、さば出汁のせんべい汁や
さばサンドといったユニークなさば料
理も食べられます。
■問／八戸前沖さばブランド推進協議会
　（八戸商工会議所内）☎0178-43-5111

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

八戸まちタク
タクシーチケットでお得に八戸を散策。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。時間制限がなく行きたい時
に自由に移動できます。
■料金／7,000円～14,000円（エリアにより異なります）
■販売・問／はちのへ総合観光プラザ（JR八戸駅）☎0178-27-4243
　八戸ポータルミュージアムはっち（中心街）☎0178-22-8228

八戸えんじょいカード
八戸市内のバス、JR八戸線（八戸～種差海岸）が1日乗り放題。ま
た約70か所の協賛店で割引やサービスもあります。利用交通機
関等を説明したガイドブックも進呈。
【販売所・料金・特典・他】
■JR東日本の「みどりの窓口」、「びゅうプラザ」にて、「八戸えんじょいカー
　ド引換券」を購入し、その引換券を「八戸えんじょいカード」と交換します。
■交換場所／JR八戸駅、JR本八戸駅、JR陸奥湊駅、JR鮫駅の「みどりの窓口」
　または「びゅうプラザ」など。
■料金／大人700円、子ども350円※鉄道でエリア外に乗り越しした場合な
　どは区間外の料金をお支払い下さい。バスでの乗り越しは乗車した地点
　から下車地点までお支払い頂きます。
■問／八戸カード運営協議会（八戸市観光課内）☎0178-46-4040

八食センター
B-1グランプリ
発祥の地
八戸ならではの新鮮な魚介類を
はじめ、青果や珍味、菓子などの
名物が一堂に揃う総合食品セン
ター。買った食材をその場で炭
火焼にして食べられる「七厘村」
もあります。
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八戸の旨いモン

上記3点の写真は平成14年12月1日の東北新幹線開業を迎え、賑わうJR八戸駅の様子

海が育んだ街「八戸」には、港町ならではの新鮮な食材が並ぶ「朝市」と、昭和の雰囲気を漂わせたレトロな「横丁」があります。
東北新幹線開業10周年を迎えた八戸ならではの楽しみを味わってください。

（八戸あさぐる） （八戸まちタク）

新鮮な魚介や青果、焼き魚にお惣菜。朝市は美味しくてお得なものばか
り。八戸市営魚菜小売市場（陸奥湊駅前）には飲食スペースもあり、オリ
ジナルの朝ご飯を楽しめます。館鼻岸壁朝市は350を超える出店と買い
物客であふれ、港町らしい活気をみせます。朝市と朝ぶろを楽しむなら
「八戸あさぐる」が便利。

八戸あさぐる 八戸の朝市と朝ぶろを満喫
早朝の八戸で朝市と銭湯を体験。前日の22時まで
に宿泊する協賛ホテルに申し込みをすると、翌朝
タクシーがホテルまで迎えにきてくれます。朝市と銭湯各1か
所を回るコースが1,500円と、気軽に楽しめます。
※上記料金は湊朝市・朝ぶろ満喫コース（中心街発着の場合）
■時間／6：00～9：00 ■料金／コースによって異なります
■休業／第2土曜（朝市付きコースのみ）、1～3月の日曜、12月29日～翌1月3日
■問／八戸観光コンベンション協会・八戸広域観光推進協議会☎0178-41-1661
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陸奥湊駅前にある「イ
サバのカッチャ」（漁
商のお母さん）の像

【館鼻岸壁朝市】
■期間／3月中旬～12月末ま
　での日曜
■開場／日の出～9：00頃 
■場所／館鼻岸壁
■交通／JR陸奥湊駅より徒歩
　約10分
【陸奥湊駅前朝市】
■開場／3：00～正午 
■場所／JR陸奥湊駅前
■休場／日曜、1月1・2日
※市営魚菜小売市場は第2土
　曜も休み
■朝市の問い合わせ
八戸市観光課☎0178-46-4040

炭火焼きで新鮮な魚介類が楽し
める「七厘村」。七厘焼セットも
販売。
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■開場／市場棟9：00～18：00、
　味横丁9：00～19：00、
　厨スタジアム9：00～21：00
■休場／水曜（祝日を除く、厨ス
　タジアムは無休）
■交通／JR八戸駅よりバス約10
　分
■問／☎0178-28-9311

「おいしい」、だけじゃない
八戸市の中心街には、昭和20年代に誕生した「たぬき小路」「ハーモニカ横町」や、新しい八戸の観光
スポットとしても知られる「みろく横丁」など個性的な8つの横丁があります。八戸地方を代表する
郷土料理はもちろんのこと、その店でしか味わえないレシピを揃えたお店が並びます。
■交通／JR本八戸駅より徒歩約15分 ■問／八戸横丁連合協議会☎0178-72-3311

長横町れんさ街
お寿司やラーメン、焼肉
などの食べ物屋さんが多
い横丁。映画館の脇に、鎖
をつないだ状態で飲食店
が並んだことから「長横
町れんさ街」と呼ばれま
した。
（昭和20年代後半より）

みろく横丁
26店が軒を連ねる横丁で、活気にあ
ふれています。三日町と六日町をま
たがる横丁であることから「みろく
横丁」と名づけられました。
（平成14年より）

ハーモニカ横町
老舗の小料理屋や居酒屋などの小さな店舗が集まり、
懐かしくもどこか新しいテイストが感じられます。名
前の由来は楽器のハーモニカのリード（吹吸口）のよう
に並んだ横丁だったことから呼ばれました。
（昭和20年代後半より）

たぬき小路
色とりどりの看板が並び、昭和の雰
囲気漂うレトロ感が味わい深い横丁。
一見、行き止まりと思わせる路地の
向こうは五番街に繋がっています。
粋でこだわりのある料理を味わえる
名店多数。（昭和20年代前半より）

花小路
みろく横丁とクロスする、三日町側
と六日町側のビルの間を通る路地。
ちょっとした路地裏感覚を味わいな
がらの酒場巡りがオススメ。
（昭和62年より）

五番街
旧映画館前に抜ける通り。アメリカ
映画の「五番街の出来事」が上映され、
大ヒットしたことから、この映画に
ちなんで「五番街」と名づけられまし
た。（昭和30年代後半より）

八戸昭和通り
昭和時代のぬくもりが感じられるよ
うに、との願いを込めて命名。昭和の
雰囲気を醸し出す焼き鳥屋やスナッ
クなど、バラエティー豊かな横丁。
（平成16年より）

ロー丁れんさ街
明るく開放的な横丁スタイルは初心
者にオススメ。映画館と映画館、ロー
丁銀座通りをつなぐ横丁で、連鎖状
態であったことからロー丁れんさ街
と呼ばれました。
（昭和30年代前半より）

ろーちょう
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ROUTE 101

ROUTE 102

ROUTE 103

八戸せんべい汁（上）、いちご煮（下）
■詳細はP12参照

東北新幹線八戸開業10周年記念イベント
JR八戸駅は平成24年12月1日に東北新幹線開業10周年を迎えます。これを記念して、郷土芸能披露や物産販売、ノベルテ
ィグッズのプレゼントなどの様々な催しが行われます。（実施時間等要問合）
■期日／12月1日～2日 ■場所／JR八戸駅 ■問／はちのへ観光復興委員会（八戸商工会議所内）☎0178-43-5111

【モデルコース】　ホテル　→　朝市での買い物と朝ご飯　→　朝ぶろ　→　市内観光　→　横丁探訪
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ROUTE 105

ROUTE 106

ROUTE 104

ROUTE 109

ROUTE 107

ROUTE 108
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十和田湖冬物語2013  雪と光のファンタビスタ
冬の夜を彩る花火とライトショー
雪と氷に覆われる神秘的な冬の十和田湖では、十和田湖のシンボ
ルともいえる乙女の像が闇に浮かび上がり、周辺の散策路も雪明
かりでほんのりと照らされて幻想的です。イベントでは「雪月花」
をテーマとした冬花火とライトショーが行われるほか、郷土芸能
や郷土料理、かまくら内でお酒も愉しめます。（P20参照）
■期間／2月1日～24日 ■場所／十和田湖畔冬物語特設会場
■交通／JR八戸駅よりバス約2時間15分、JR七戸十和田駅より期間限定
　シャトルバス有り（2/2～2/17、約1時間50分）※P46参照
■問／十和田湖総合案内所☎0176-75-2425

弘前雪明り2013
訪れた人の数だけ明かりが灯る
弘前公園北の郭をメイン会場に、木々
が光で彩られ、雪のオブジェにキャン
ドルが灯されます。奈良美智のメモリ
アルドッグのある吉野町緑地会場では
「ちいさなわんこ」がキャンドルととも
に広場を飾ります。灯りを目印に冬の
弘前を楽しみませんか？
■期間／2月上旬
■場所／弘前公園北の郭、吉野町緑地、蓬莱広場
■交通／JR弘前駅より徒歩約15～25分
■問／弘前市立観光館☎0172-37-5501

アーツトワダウィンター
イルミネーション
幻想的な光のアートが広がる
アート広場に約30万球もの青色
LEDを設置。幻想的なイルミネ
ーションを演出し、アート広場
が光に包まれ、様々な表情を見
せてくれます。
■期間／12月上旬～下旬
■時間／17：30～22：00
■場所／十和田市官庁街通り周辺
■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
　☎0176-51-6770

あおもり雪灯りまつり
雪の街あおもりに無数の
キャンドルが灯される
駅前より中心商店街にかけて
灯りの径、灯りの広場が演出
されます。棒パン作りやワッ
クスボウルの製作体験など青
森の冬を楽しめるイベントも
開催。
■期間／1月25日～27日
■時間／17：00～21：00
■場所／青森駅前公園【願いの広場】、
　ワ・ラッセ西側公園・アスパム【雪
　灯り広場】、パサージュ広場【体験
　空間】、新町通り【雪灯り回廊】
■交通／JR青森駅より徒歩約1～5分
■問／青森市観光課☎017-734-5179

十和田湖冬物語

アーツトワダ

●光の散歩道
●あおもり雪灯りまつり
●あおもり灯りと紙の
　ページェント

弘前雪明り

光の散歩道
あおもりの四季の美しさを光で表現
自然豊かで魅力にあふれる青森の四季の美し
さを雪と光で表現します。約20万球の色とり
どりのLEDイルミネーションが真冬の澄んだ
空気に照らし出され雪に反射してキラキラと
美しく光ります。
■期間／1月1日～27日（1/21～23は館内休館、イルミ
　ネーションは実施）
■時間／17：00～20：00（平日）
　　　　16：00～20：00（土日祝）
■場所／青森県観光物産館アスパム西側特設会場
■交通／JR青森駅より徒歩約8分
■問／青森県観光連盟☎017-735-5311

東北新幹線八戸開業10周年記念
イルミネーションイベント

あおもり灯りと紙の
ページェント
ねぶた師の技で彩る冬
モノトーンの雪景色の中に、「青森ねぶた
祭」で培われた技法で作られた和紙のオ
ブジェ。紙と光が織りなす陰影と鮮やか
な色彩のコントラストが、幻想的な世界
をつくり上げます。
■期間／12月21日～翌1月29日（予定）
■時間／16：00～21：00（予定）
■場所／八甲田丸・A-FACTORY周辺
■交通／JR青森駅より徒歩すぐ
■問／NPOあおもりみなとクラブ
　☎017-775-1430
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ROUTE 110

ROUTE 111

ROUTE 112

ROUTE 113

ROUTE 114

ROUTE 115

ROUTE 117

ROUTE 116

弘前さくらまつり
りんごの剪定技術が日本一の桜花を咲かす
弘前公園の桜は正徳5年（1715）、京都から持ち帰
った桜を植えたことに始まるといわれています。
たわわなりんごを実らせるために施す枝打ちの技
術により、現在では約2,600本の桜がふっくらとし
た花を咲かせます。夜は国重文の櫓や門が特別に
ライトアップされ、雅やかな景観に。また、園内の
植物園では様々な種類の桜も観賞できます。公園
内では、韓国ドラマ「チャカン男子」の撮影も行わ
れました。
■期間／4月23日～5月5日
■料金／本丸・北の郭のみ7：00～21：00まで有料
　（大人300円、小・中100円）
■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

菜の花フェスティバル　in　よこはま
広大な菜の花畑が一面を黄色に染める
５月上旬から中旬にかけて見頃となる横浜町の菜の花。
「菜の花フェスティバル in よこはま」は、広大な菜の花畑
を舞台にマラソン大会や人気の「菜の花大迷路」などが行
われます。「日本一の菜の花サポーター」によるガイドも
あります。
■期日／5月19日※18日は前日祭
■場所／大豆田特設会場　■交通／JR陸奥横浜駅より車約15分
■問／横浜町産業建設課☎0175-78-2111

大鰐温泉つつじまつり
「茶臼山」全山を300種のつつじが染め上げる
大鰐温泉郷を見渡せる春の「茶臼山公園」には、15,000本の
つつじの花が咲き乱れます。遊歩道沿いには俳句を刻んだ
69の石碑が頂上へ導く様に並び、「俳句の小径」として親し
まれています。園内には、つつじのほかに桜や300種類を超
える植物が植えられており、観察をしながらのトレッキン
グもおすすめです。
■期間／5月中旬～下旬
■場所／大鰐町茶臼山公園
■交通／JR大鰐温泉駅より徒歩約7分
■問／大鰐町企画観光課☎0172-48-2111

◀金木桜まつり
太宰が遊んだ芦野公園で桜を満喫
太宰が幼少の頃によく遊んだ場所として知
られる「芦野公園」は日本さくら名所百選に
選ばれ、約2,200本のソメイヨシノが咲き誇
ります。
■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／金木商工会☎0173-52-2611

南部町ぼたんまつり
かおり風景100選に認定
名久井岳県立自然公園の中腹に位置する長谷
ぼたん園。3.3haの園地には130種、8,000本の
ぼたんが植栽されています。見頃を迎える5月
下旬から６月上旬に大輪の花が華麗に咲き誇
る姿は東北随一の美しさともいわれます。
■期間／5月下旬～6月上旬　■時間／8：00～18：00
■入園料／一般300円　■場所／長谷ぼたん園
■交通／青い森鉄道三戸駅より車約4分
■問／南部町商工観光課☎0178-76- 3230

天王つつじまつり▶
樹齢300年のつつじが一面に咲き誇る
市街地にある天王神社の境内は、春になる
と約500本のつつじが咲き乱れます。樹齢
300年以上といわれるつつじトンネルの散
策や、向かい側の柏葉公園（七戸城跡）の展
望台からの眺望など、さまざまに観賞を楽
しむことができます。夜間はライトアップ
され、日中とは違う幻想的な空間を作り出
します。
■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

弘前りんご花まつり
青森ならではのりんごの花見を堪能
桜の花が散る頃に咲き始めるりんごの花は桜の美しさに負
けないほど。「弘前市りんご公園」ではりんごの花畑と岩木
山の絶景が望めます。津軽三味線の演奏や巨大アップルパ
イの実演販売、ミニSL運行や昔語りなどがおまつりムード
を盛りあげます。日本一の生産量を誇る弘前市の「りんご」
の花でお花見しませんか？
■期間／5月上旬～中旬　■時間／9：00～17：00
■入園料／無料（一部有料イベント有）
■場所／弘前市りんご公園　■交通／JR弘前駅よりバス約20分
■問／弘前市りんご公園☎0172-36-7439

弘前さくらまつり
弘前りんご花まつり 種差海岸

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

南部町
ぼたんまつり

青
森
、春
と
花
の
風
景

ロケ地：弘前市
「弘前公園」

種差海岸
白砂青松、大小の岩礁、小島が続き、
海浜植物・高山植物が咲き誇る景勝地
種差海岸は、約12kmに及ぶ海岸とその後
背地を含めた約880haが国の名勝に指定
されています。南限、北限、湿地、砂丘、平
地、高山等の多種多様な植物を観賞でき
る日本でも珍しい海岸です。司馬遼太郎
は、「どこかの天体から人がきて地球の美
しさを教えてやらねばならないはめにな
ったとき、一番にこの種差海岸に案内し
てやろうとおもったりした。」（『陸奥のみ
ち』1978年・朝日文庫）と賞賛しています。
現在、平成25年5月の三陸復興国立公園指
定に向け、様々な取組が進められていま
す。
■ガイドの詳細はP36を参照
■交通／JR種差海岸駅より徒歩約3分
■問／八戸市観光課☎0178-46-4040

大鰐温泉つつじまつり

ハマボッス（5月中旬頃開花）

カタクリ（3～5月頃開花） フクジュソウ（3～4月頃開花）

ハマエンドウ（5～8月頃開花）
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ROUTE 124

ROUTE 123 ROUTE 122

ROUTE 119

ROUTE 120

ROUTE 118

ROUTE 121

ROUTE 127

ROUTE 126

ROUTE 125

まかど温泉
北前船が運んだ食と
千古の名湯
青森ヒバの大浴場と烏帽子岳
の麓に湧く名湯を愉しめます。
また、北前船が伝えたという
特産のけつめい茶やこかぶ、
陸奥湾の旬の幸などの会席料
理が好評です。
■泉質／カルシウム-硫酸塩泉
■交通／青い森鉄道野辺地駅より
　車約10分 
■問／まかど温泉ホテル
　☎0175-64-3131 

黄金崎不老ふ死温泉
波打際の露天風呂で迎える日没
名物・海岸露天風呂は波打際にあ
り、水平線に近づく夕陽は神々し
いほどの風光。波打際の露天風呂
とは別に、高台にある本館の露天
風呂からも日本海の絶景を見渡せ
ます。
■泉質／含鉄‒ナトリウム‒
　塩化強塩物泉
■交通／JR艫作（へなし）駅より徒歩
　約15分
■問／☎0173-74-3500

鰺ヶ沢温泉
高台の露天風呂で夕景を満喫
日本海を一望できる、ノスタルジ
ックな和洋風ホテル。お部屋は日
本海、津軽の秀峰・岩木山のいずれ
かを望むことができます。日本海、
白神の幸を楽しめる食事処・鰊番
屋では、津軽三味線の生演奏が楽
しめます。
■泉質／ナトリウム-塩化物強塩泉
■交通／JR鰺ケ沢駅より車約7分
■問／ ホテルグランメール山海荘
　☎0173-72-8111

酸ヶ湯温泉

城ヶ倉温泉

蔦温泉

薬研・奥薬研温泉

古牧温泉

まかど温泉

青荷温泉

黄金崎不老ふ死温泉

鰺ヶ沢温泉

※冬期間は気象状況により夕陽が見えない場合があります。

酸ヶ湯温泉
総ヒバ造りの大浴場「千人風呂」に心身を癒す
国民保養温泉第１号の指定を受けた温泉。硫黄の香
りが漂うなか、浴効を楽しむ人々で賑わっています。
全国でも珍しい「温泉療養アドバイザー」がおり、湯
治客などに対し個々の体調に合わせた入浴法をアド
バイスしています。
■泉質／酸性硫化水素泉
■交通／JR青森駅よりJRバス約1時間30分
■問／☎017-738-6400

す 　 か 　 ゆ

蔦温泉
明治・大正の歌人、大町桂月がこよなく
愛し晩年を過ごした温泉
トチノキやブナを用いて建てられた本館、磨き込ま
れた廊下や柱、造作の隅々にまで重厚感が漂い風格
を感じさせてくれます。湯殿に体を横たえると、ブナ
造りの浴槽の底板の隙間から湯が湧き出て、心地よ
く肌をくすぐります。
■泉質／ナトリウム-硫酸塩・炭酸水素塩・塩化物泉
■交通／JR七戸十和田駅より車約1時間
■問／☎0176-74-2311

つ た

城ヶ倉温泉
城ヶ倉渓谷近くに湧く温泉
城ヶ倉大橋のほど近く、山手にある白壁造りの贅沢な空
間が広がる山小屋風のホテル。深閑としたブナの森に囲
まれたロケーションが魅惑的です。八甲田で採れた山菜
や八甲田牛など、地場産の料理も定評があります。
■泉質／単純温泉
■交通／JR青森駅よりバス約1時間10分
■問／HOTEL Jogakura ☎017-738-0658

じょうがくら

青荷温泉
八甲田の西麓、谷深くにあるランプの一軒宿
南八甲田山系の谷深く、青荷渓流沿いにたたずむ一軒宿
の青荷温泉は、ランプの宿として全国的に有名。夕方と
もなれば館内にランプが灯され、幻想的な雰囲気に包ま
れます。あえてテレビも冷蔵庫も設置していないこの宿
では、近くを流れる渓流のせせらぎに心が癒されます。
■泉質／単純温泉　
■交通／冬期間（12月1日～3月31日）は道の駅虹の湖より送迎バス有り
■問／☎0172-54-8588

あ お に

古牧温泉
水に浮かんでいるような
露天風呂で、静寂を愉しむ
露天風呂・浮湯は、庭園の池に大きく
張り出しており、まるで水の上に浮
かんでいるような気分に浸れます。
素朴な温泉情緒を楽しめる元湯もあ
ります。また、青森県の食材を使用し
た80種類の料理をバイキング形式で
楽しむ「ぬくもり亭」や青森の三大祭
りも楽しめる「みちのく祭りや」など
の食も自慢です。
■泉質／アルカリ性単純温泉
■交通／青い森鉄道三沢駅より徒歩約10分 
■問／星野リゾート青森屋☎0176-51-2121

こまき

あ じ が さ わ こ が ね ざ き ふ ろ う ふ し

名
湯
秘
湯
の
宝
庫〝
湯
の
国
〞青
森

薬研温泉（ホテルニュー薬研）

奥薬研温泉（夫婦かっぱの湯）

薬研・奥薬研温泉
自然との一体感が魅力の野趣あふれる露天風呂
下北半島の山あいにある静寂な温泉郷。本州の奥座敷と称さ
れる薬研温泉と、「夫婦かっぱの湯」のある奥薬研温泉があり
ます。森閑とした原生林に抱かれた大畑川の渓流美を愉しめ
る「夫婦かっぱの湯」は「奥薬研修景公園レストハウス」内にあ
り、男女別露天風呂（200円）と足湯（無料）があります。
【薬研温泉】
■泉質／単純温泉　■交通／バスの駅大畑より車約20分 
■問／ホテルニュー薬研☎0175-34-3311
【奥薬研温泉】
■泉質／単純温泉　■交通／バスの駅大畑より車約20分 
■定休／夫婦かっぱの湯：火曜（1月～3月）、年末年始
■時間（夫婦かっぱの湯）／10：00～17：00（11月11日～3月31日）、8：30～
　18：00（4月・9月1日～11月10日）、8：30～19：00（5月1日～8月31日）

■問／奥薬研修景公園レストハウス☎0175-34-2008

薬研・奥薬研温泉
自然との一体感が魅力の野趣あふれる露天風呂
下北半島の山あいにある静寂な温泉郷。本州の奥座敷と称さ
れる薬研温泉と、「夫婦かっぱの湯」のある奥薬研温泉があり
ます。森閑とした原生林に抱かれた大畑川の渓流美を愉しめ
る「夫婦かっぱの湯」は「奥薬研修景公園レストハウス」内にあ
り、男女別露天風呂（200円）と足湯（無料）があります。
【薬研温泉】
■泉質／単純温泉　■交通／バスの駅大畑より車約15～20分 
■問／むつ市旅館組合☎0175-22-6121
【奥薬研温泉】
■泉質／単純温泉　■交通／バスの駅大畑より車約25分 
■問／奥薬研修景公園レストハウス☎0175-34-2008

や げん おくや げん
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ROUTE 128

ヒラメの
ヅケ丼

青森の寿司
魚介が新鮮だから寿司が旨い
三方を海に囲まれた青森県でとれた魚介は、
種類が豊富で鮮度抜群。食にこだわる客を
満足させる職人の多いすし自慢の県です。
■はちのへ鮨はP03を参照
■あおもり寿司はP16を参照

古川市場　のっけ丼
のっけて作る、究極のわがまま丼「のっけ丼」
昭和の懐かしさと活気を感じさせる古川市場の中
の一つ、「青森魚菜センター」で好評を博している
のが「のっけ丼」。旬の刺身をどんぶりご飯にのせ
大胆にいただきます。旬の美味しい具材は、お店の
やさしいお母さんたちに気軽に聞きましょう。
■時間／7：00～17：00（お店によって異なります）
■場所／青森魚菜センター　■休館／火曜、1月1日・2日
■料金／500円・1,000円の食事券制（具材100円～）
■交通／JR青森駅より徒歩約5分
■問／古川市場のっけ丼案内所☎017-763-0085
　　　青森魚菜センター☎017-777-1367

八戸せんべい汁
手で割って入れたせんべいの
モチモチ感がたまらない
鶏肉・野菜がタップリ入った汁の中に、鍋専
用の南部せんべいを入れて煮込む、八戸市
を中心に約200年前から食べられている郷
土料理。地域やお店によって、ダシの取り方、
せんべい以外の具材も異なります。八戸市
内には160以上の提供店があります。
■問／八戸せんべい汁研究所☎0178-70-7185
　　　八戸市観光課☎0178-46-4040

いちご煮
シンプルな料理は贅沢な逸品
新鮮なウニとアワビを贅沢に使った「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、まるで朝もやにかすむ野いちごに
見えることから、名付けられました。磯の香りと
添え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
　　　階上町産業振興課☎0178-88-2111

三沢ほっき丼
肉厚！プリプリ！
各店自慢のほっき丼が勢揃い
三沢市のほっき貝漁は12月～3月。この時期、市
内約30軒で蒸す、炒める、揚げるなど工夫を凝ら
した味を楽しめます。「ほっき丼スタンプラリー」
では、制覇数に応じて学位と記念品を進呈。
■期間／12月1日～翌3月31日
■問／三沢市ほっき料理会（三沢市観光物産課内）
　☎0176-53-5111

十和田バラ焼き
旨し香ばし懐かしの味
たっぷり玉ねぎと牛バラ肉を
醤油ベースの甘辛タレに絡め、
鉄板で焼く「十和田バラ焼き」
はご当地Ｂ級グルメでもおな
じみ。市内80店舗以上の飲食
店で提供しています。七戸十
和田駅からバラ焼きタクシー
プランもあります。
■問／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）
　☎0176-25-7758

大間本マグロ丼
マグロ本場大間町ならではの逸品
勇壮なマグロの一本釣りで知られる大間
町だからこその逸品。マグロ丼のほか、刺
身や寿司でも存分にお愉しみください。
■大間マグロ水揚げ及び時期により、お店によ
　っては取り扱っていない場合がありますので
　事前にご確認ください。
■問／大間町産業振興課☎0175-37-2111

ヒラメのヅケ丼
各店舗が味を競い合う鰺ヶ沢町新名物
鰺ヶ沢を代表する海の幸「ヒラメ」。ほぼ一年を
通して水揚げされる鰺ヶ沢産ヒラメは、白神山
地の清流が流れ込む日本海が育んだ逸品。ヅケ
丼は極上ヒラメを、町内11店舗がそれぞれ工夫
をこらした独自の漬けダレで贅沢にヅケにし、
たっぷりご飯にのせた鰺ヶ沢町の新名物です。
■問／鰺ヶ沢町産業振興課☎0173-72-2111

あおもり寿司
のっけ丼

はちのへ鮨
八戸せんべい汁
いちご煮

三沢ほっき丼

十和田バラ焼き

大間本マグロ丼 鮟鱇なべ

じゃっぱ汁
体を芯から温める郷土の味わい
鱈の代表的な料理といえば、身をおろした後の
頭、中骨、内臓などに野菜を加えて鍋にした「じ
ゃっぱ汁」。青森を代表する鱈料理で、県内全域
で食べられます。

鮟鱇なべ
獲れたての鮟鱇を食べられるのはここだけ！
鮟鱇の故郷・風間浦。活きたまま漁獲された鮟鱇は鮮
度抜群！この鮟鱇を各施設の特徴ある味付けで提供
する鮟鱇鍋は最高の味わいです。鮟鱇の共和え、刺身
や旨み充分のアンキモなどもあります。生キモの刺
身を食べられるかも。
■期間／12月中旬～翌3月下旬
※12月29日前後～翌1月7日は除く
■場所／下風呂温泉郷 ■問／風間浦村☎0175-35-2111

あんこう

じゃっぱ汁
（県内全域）

青
森
の
風
土
が
育
ん
だ
、旬
の
味
わ
い
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青森市

平内町

十和田市

七戸町

十和田湖

東
湖

中
湖

西
湖

中
山
半
島

御
倉
半
島

奥入瀬渓流（遊歩道）

青森空港

青森IC

後潟

小
湊

浪岡IC

浪岡

北常盤

青森東IC
青森自動車道

みちのく
　　　有料道路

青い森鉄道

青森中央IC

新青森

青
森

浅虫温泉

東
北
自
動
車
道

奥羽本線

青森JCT
鶴ヶ坂

東北新幹線

千曳みちのく
有料道路

七戸十和田

十和田市

東八甲田家族旅行村

七戸町役場

アスパム

八甲田丸

みちのく
北方漁船
博物館

青森森林
博物館

棟方志功記念館

浅虫水族館

ねぶたの里

八甲田山雪中行軍
遭難資料館

常田健 土蔵のアトリエ美術館

青森県立美術館

夜越山公園

中世の館

昭和大仏・青龍寺

十和田市
現代美術館

馬事公苑駒っこランド
十和田市称徳館

東八甲田ローズカントリー

NonoUe人形の館

十和田市立
新渡戸記念館

奥入瀬渓流館

A-FACTORY
ワ・ラッセ

道の駅
アップルヒル

道の駅ゆ～さ浅虫

ほたて広場

道の駅しちのへ
鷹山宇一記念美術館

道の駅奥入瀬

道の駅とわだ
匠工房

手づくり村鯉艸郷

浅虫温泉郷

八甲田温泉

雲谷高原温泉

酸ヶ湯温泉
城ヶ倉温泉

十和田湖畔温泉

蔦温泉

十和田湖温泉郷

寒水沢温泉

萱野高原

大島

八甲田
ロープウェー

城ヶ倉大橋
地獄沼

三内丸山遺跡

蔦沼自然観察
教育林遊歩道

日本の道百選
十和田市官庁街通り梅のカヤ人形

七戸城跡

ROUTE 201

ROUTE 202

ROUTE 203

ROUTE 236

ROUTE 237

八甲田・樹氷の森を遊ぶ

青
森
・
八
甲
田
・
十
和
田
エ
リ
ア

青
森
市
・
十
和
田
市
・
平
内
町
・
七
戸
町

青森・八甲田・十和田エリア

寒水沢温泉
八甲田ロープウェーのすぐ目の前
八甲田国際スキー場のゲレンデの真
下、八甲田ロープウェー山麓駅まで
徒歩1分という好条件。リゾート感覚
あふれるホテルです。
■交通／JR青森駅よりバス約1時間
■問／八甲田リゾートホテル
　☎017-738-2233

第23回八甲田
「雪の回廊と温泉」ウォーク
青森の屋根、雪の大回廊を歩く
冬期間通行止めとなる八甲田の酸ヶ
湯～谷地区間が一般開通する4月1日
の前に、除雪したての高さ最高9ｍに
も及ぶ雪の大回廊8kmを歩く春の風
物詩イベント。ゴール地点では鍋物
サービスもあり、ウォーク終了後に
は温泉も楽しめます。
■期間／3月30日～3月31日（事前に要予約）
■時間／8：00～17：00（予定）
　※コースにより多少異なります
■料金／一般3,900円（バス・入浴料込、予定）
■集合／青森県観光物産館アスパム（JR青
　森駅より徒歩約8分）
■場所／酸ヶ湯～谷地区間
■問／青森観光コンベンション協会
　☎017-723-7211

八甲田山・田茂萢岳
スノーシュートレッキング
樹氷を楽しむトレッキング
ロープウェー山頂駅から樹氷原地帯
へ。スノーシューを装着して、約1時
間の散策で八甲田の大自然を体験。
※ウエア・手袋・帽子・ゴーグル等は
各自持参。（3日前まで要予約）
■期間／1月12日～5月12日
■時間／10：00～11：00、13：00～14：00
　各回とも定員20名
■料金／1,500円（スノーシュー、ポール、ブ
　ーツのレンタル料含む）※ロープウェー
　乗車料金は別途
■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

八甲田ロープウェー
約10分で樹氷の世界へ
山麓駅から標高1,324mの田茂萢岳山頂
までの2,459mを約10分で結ぶ八甲田ロ
ープウェー。岩木山・むつ湾など360度
の展望や樹氷群などの大自然を体感で
きます。
■運行時間／9：00～15：40（11月中旬～翌2月）
　9：00～16：20（3月～）
■料金／往復：一般1,800円、片道：一般1,150円
■交通／JR青森駅よりバス約1時間 
■問／☎017-738-0343

青森自然公園ねぶたの里
雪国体験！りんごの香りを楽しむ
「かまくら村」
雪国の衣装「か
くまき」「はん
ちゃ」（無料貸
出）を着て、り
んごの香りが
漂うかまくらの中で、熱々の青森名
物「生姜味噌おでん」を味わって「ぬ
ぐだまって」（暖まって）みませんか。
■期間／1月15日～2月28日
■時間／10：00～16：00
　
ねぶた運行体験ショー
祭りに使用した本物のねぶたで運行
体験。紙貼り体験などもできます。
■体験実施時間（通年）／11：00、13：00、
　15：00（4/21～11/30は10：00にも実施）
■開館／10：00～16：00
　（4月21日からは9：30～17：30まで）
■入館料／一般420円 
■休館／12月1日～翌1月14日、3月1日～31日
■交通／JR新青森駅より車約40分
■問／☎017-738-1230

スノーハイキング
冬の八甲田を満喫
八甲田の大自然の中をスノーシューを装
着してガイドとともに散策を楽しみます。
■期間／12月上旬～翌5月上旬
■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

八甲田山スキーツアー
自然のままの雪を楽しむ
八甲田のスキー場以外のエリアをガイド
とスキーやスノーボードなどで楽しみま
す。バックカントリーならではの自然の
ままの斜面や新雪・深雪を楽しむスキー
ツアーです。
■期間／12月中旬～翌5月中旬 ■料金／要問合
■交通／JR青森駅よりバス約1時間30分
■問／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
　　　八甲田パーク☎017-738-8591
　　　八甲田リゾートホテル☎017-738-2233

八甲田山雪中行軍遭難資料館
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
　解説します。（開始時期は要問合）
■時間／9：00～18：00（4～10月）、
　9：00～16：30（11～翌3月）
■休館／12月31日、1月1日、2月第4水・木曜
■入館料／一般260円
■交通／JR青森駅より車約30分
■問／☎017-728-7063

主要道路閉鎖区間
特に山間においては冬期間は閉鎖され
る道路があります。また通行可能路線
でも積雪、天候の状況によっては、通
行止めになる場合や時間制限によって
通行できない場合もあります。道路状
況をご確認いただき、ご通行ください。

■問／交通管制センター
　　　☎017-773-3021

居酒屋号
アフタースキーは、飲んで食べて東京へ
八甲田でスキーを楽しんだあと、その
まま飛行場へ直行はもったいない。津
軽三味線・郷土料理店に立ち寄って青
森の料理を楽しみませんか。
■路線／八甲田ホテル～酸ヶ湯温泉～ホテル
　城ヶ倉～八甲田山荘・八甲田リゾートホテ
　ル～郷土料理店～青森空港（最終便）
※当日10：00までに要予約
■期間／12月中旬～翌4月下旬（毎日運行）
■料金／送迎バス無料
■問／HOTEL Jogakura☎017-738-0658
 　炉端焼居酒屋「水里園」☎017-735-3988

温泉施設
体験施設
景勝地
観光施設等
道の駅・産直所

冬
を
遊
ぶ

東北新幹線
JR線
その他の鉄道
主要国道 
主要県道・幹線道路
高速道路
有料道路
冬季閉鎖道路

津軽三大火祭りねぶた・ねぷた
ぐる巡り4館共通入場券対象施設
■15ページ参照

雲谷高原温泉
高原の夜空が楽しめる露天風呂
モヤヒルズや青森市内を一望。青森
県産ヒバを使用した大浴場と八甲田
連峰を望む露天風呂があります。
■交通／JR青森駅より車約30分
■問／ホテルヴィラシティMOYAパサージュ
　☎017-738-2121
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本町

しあわせプラザ

（東北本線）

旭町通り

青森銀行

青森観光
コンベンション
協会

平和公園

青森銀行本店

NTT 橋本

平
和
公
園
通
り

橋本小学校
青森市
文化会館 青森中央郵便局

堤町

旭橋

青柳橋

青柳
石森橋

莨町小学校

4

（東北本線）
旭町通り

青森ラブリッジ

青森ベイブリッジ

新町通り昭
和
通
り

八
甲
通
り

県
庁
通
り

青森県立郷土館

さんふり横丁

聖徳公園

青い海公園

青森港

青森県観光物産館アスパム

青森ベイブリッジ

青函連絡船メモリアルシップ八甲田丸

青森ラブリッジ
A-FACTORY

バスターミナル
青森市観光交流情報センター

アウガ
新鮮市場

駅前交番青森駅ビル
ラビナ

ねぶたの家ワ・ラッセ

中
央
古
川
通
り

柳
町
通
り

青森県庁 青い森公園
青森地方裁判所

青森市民美術展示館

Ⓑゴール

Ⓑスタート

ニコニコ通り

県警本部
古川市場

7

青森港旅客船ターミナル

善知鳥神社

ア
ス
パ
ム
通
り

青
森
駅

青森警察署

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

青
い
森
鉄
道

青森国際
ホテル

Ⓒスタート

Ⓒゴール

Ⓐスタート

Ⓐゴール

●

●

常光寺

●正覚寺

●

蓮心寺

蓮華寺

●

●

4

市役所●

至　ホテル青森→

ホテル
サンルート青森

●
アップルパレス青森→

ラ・プラス青い森●

青森グランドホテル●

ホテルJALシティ青森●

青森県観光物産館アスパム

青森ワシントンホテル

●

青森ベイブリッジ

青函連絡船メモリアルシップ
八甲田丸
青森ラブリッジ

A-FACTORY

青森市観光交流情報センター

ねぶたの家ワ・ラッセ青
森
駅

●

●

●

●

青森県観光
物産館
アスパム

アートホテル
カラー青森

●

ROUTE 205

ROUTE 206

ROUTE 208

ROUTE 104

ROUTE 204

ROUTE 207

青森ベイエリア周遊券
青森駅前をお得に楽しむ
ベイエリアにある、アスパム、
青函連絡船メモリアルシップ
八甲田丸、ねぶたの家ワ・ラッ
セの３施設をお得に楽しめる
周遊券です。
■料金／一般1,300円
■問／青森県観光物産館アスパム
　　　☎017-735-5311
　　　ねぶたの家ワ・ラッセ
　　　☎017-752-1311
　　　青函連絡船メモリアルシップ
　　　八甲田丸
　　　☎017-735-8150

ねぶたん号
観光も！お買い物も！
JR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。
 ■料金／1回200円、1日乗車
 　券500円
 ■問／青森観光バス
 　☎017-739-9384

A-FACTORY
県産素材を使った食が大集合！
工場と市場を兼ね備えた青森の新名所。
工房では県産りんごで作るシードル等
の醸造工程の見学と購入ができます。
県産食材にこだわった料理やスイーツ
なども堪能できます。
■開館／9：00～21：00（店舗により異なります）
■入館料／無料 ■休館／不定休
■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

青森市の「名所」・「旧跡」・「名物」・「地元でこよなく愛されているお
店」・「市民も知らない隠れた魅力」などなど、気軽にまち歩きが楽
しめる3コースを用意。市民ボランティアがご案内いたします。
　
Ⓐ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！！！）
■期間／毎週金・土・日曜、祝日 ■時間／10：30と14：00スタート
■料金／無料（傷害保険加入の場合は参加者負担。1名30円）
■予約／定員(15名)で締切りますので電話で予約をお願いします。
■集合場所／青森市観光交流情報センター
■問／青森市観光交流情報センター☎017-723-4670
※気象状況により通行できない場合がございます。事前にご確認ください。
※平日のご利用希望はご相談ください。
※当日参加もできますが、定員で締め切りますのでご予約をお願いします。

七子八珍
青森っ子の活きな味
三方を海で囲まれた青森は新鮮な魚
介類が豊富な「おさかな天国」！青森
近海で獲れる海の幸34種類の魚介類
を総称した「七子八珍」を使用した料
理を味わってみませんか。
■時間・料金・休店／各店で異なります。
■問／七子八珍の会事務局（青森観光コン
　ベンション協会）☎017-723-7211

ホテル手荷物直行便
気ままが嬉しい手ぶら観光
JR青森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）まで配達します。
■受付時間／8：45～15：00（当日20：00まで
　にお届けします）
■料金／大（キャリーバッグ）1個400円、
　　　　小（ボストンバッグ）1個300円
■問／青森市観光交流情報センター
　☎017-723-4670

青函連絡船メモリアルシップ
八甲田丸
「青函ワールド」がオープン
青函連絡船八甲田丸の船体を利用した
日本初の鉄道連絡船ミュージアム。操
舵室、機関室、鉄道車両を運んだ車両甲
板などが展示されています。平成24年
7月31日からは、昭和30年代の「駅前朝
市」や「青森駅舎」、「青函連絡船乗り場」
の様子を等身大の人形で再現したテー
マパーク「青函ワールド」もオープン。
青函連絡船80年の歴史と、人や物が行
き交った海峡ロマンが感じられます。
■開館／9：00～19：00 ■入館料／一般500円 
■休館／毎週月曜（祝日の場合翌日、～3月）、
　3月第2月曜～金曜 
■交通／JR青森駅より徒歩約5分
■問／☎017-735-8150

青森県観光物産館アスパム
三角形が目印、
観光＆物産の情報基地
360度パノラマ映画が全面リニュー
アル！９面全周映像で世界遺産白神
山地や十和田湖、ねぶた祭などが臨
場感たっぷりに！展望レストランや
郷土料理店などもあり、県内最大級
のお土産コーナーは定番からこだわ
り品まで品数豊富。津軽三味線無料
演奏会は1日2回実施。冬はイルミネ
ーションイベントも開催（詳細はP5）。
■開館／9：00～22：00（施設により異なります）
■入館料／無料（一部有料）
■休館／12月31日、1月21日～23日
■交通／JR青森駅より徒歩約8分
■問／☎017-735-5311

ねぶたの家ワ・ラッセ
観る！跳ねる！学ぶ！
ねぶたを体感できる新名所
１年中青森ねぶたの魅力を体感でき
るスポット。祭りで受賞したねぶた
を中心に5台の大型ねぶたを紹介し、
ハネト体験をしたり、資料や映像で
ねぶたの起源や歴史、製作技術など
を学ぶことができます。ショップも
あります。
■開館／9：00～18：00（5月からは19：00まで）
■入館料／一般600円〔ショップは無料）
■休館／12月31日、1月1日
■交通／JR青森駅より徒歩約1分
■問／☎017-752-1311

さんふり横丁
個性あふれる郷土の味が勢揃い
昭和30年代の雰囲気漂う屋台村。隣
り合ったお客さん同士のふれあいも
屋台ならではの楽しみです。
■交通／JR青森駅より車約5分
■問／☎017-775-4242

アウガ新鮮市場
レトロな市場の風情が漂う
鮮魚や精肉、食堂など約90店が軒を
連ねる市場がおしゃれなビルの地下
に。古き良き港町の市場の風情の中
で新鮮な魚介を味わえます。
■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

生姜味噌おでん
青森の温もり、めしあがれ
青函連絡船を待つ乗客を少しでも温
めようと、味噌だれに生姜をすりお
ろして入れたのが始まりと言われて
います。気軽に味わえるおでん缶も
大好評です。
■問／青森おでんの会（丸石沼田商店）
　☎050-3785-3945

味噌カレー牛乳ラーメン
青森市民のソウルフード
青森市民に愛されて30年以上。味噌
のコク、カレーの刺激、牛乳のまろや
かさ、バターの風味が絶妙なバラン
スです。
■問／青森味噌カレー牛乳ラーメン普及会
　（事務局長・須郷）☎090-4040-4794

あおもり寿司クーポン
魚が新鮮だから寿司も旨い
地元ホテルスタッフおすすめ！青森市
内のお寿司屋さん（利用店限定）で使え
る「あおもり寿司クーポン」。
　出発地で買えるお得に味わう3,000円
JR東日本のびゅうプラザ等で購入でき、
にぎり中心のメニューをご用意。
　青森市内で買えるおいしさ満喫5,000円
青森市内の販売所（ホテルのフロント
や観光案内所等）で購入でき、にぎりの
他に一品料理なども楽しめます。クー
ポン購入時にスタッフが寿司店に予約
してくれます。
■問／青森商工会議所☎017-734-1311

八甲田丸・車両甲板

写真はイメージです

津軽三大火祭りねぶた・ねぷた
ぐる巡り4館共通入場券
津軽の三大火祭りを極める！
「ねぶたの家ワ・ラッセ」、「ねぶ
たの里」、「津軽藩ねぷた村」、「立
佞武多の館」のお得な4館共通入
場券。祭りのとっておき情報や
津軽地域の見どころ、グルメ情
報などが詰まったガイドブック
と佞武多周遊パスもゲットでき
ます。4館全てのスタンプを押す
と、佞武多之達人の称号が刻印
された記念カードを進呈。
■料金／1,800円
■問／
　ねぶたの家ワ・ラッセ
　☎017-752-1311
　青森自然公園ねぶたの里（P14）
　☎017-738-1230
　津軽藩ねぷた村
　（P25）
　☎0172-39-1511
　立佞武多の館
　（P29）
　☎0173-38-3232

青森市の食を堪能青森・八甲田・十和田エリア 新しい観光スポット ベイエリア

青森市の歴史、文化、祭り、物産が集結するベイエリアを歩いてみませんか。

青函ワールド
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浅虫温泉スイーツ巡り
あおもり味のスイーツでおもてなし
浅虫温泉の8つの宿（辰巳館、南部屋、海
扇閣、宿屋つばき、ホテル秋田屋、浅虫
観光ホテル、本陣の宿柳の湯、椿館）で
は、県特産のりんごやカシスを使った
自慢のスイーツがワンコインで楽しめ
ます。
■期間／12月上旬～翌5月下旬（11：00～15：00）
■料金／500円（ドリンク付）
■問／浅虫温泉旅館組合☎017-752-3259

金魚ねぶた製作体験
仲居さんと一緒に製作
ねぶた祭りで子供が持ち歩
いたり、街に飾られる「金魚
ねぶた」を、旅館の仲居さん
と一緒に製作します。
■期間／12月上旬～翌5月下旬
■時間／11：00～15：00（所要時間：約1時間） 
■料金／1,000円 ■場所／浅虫温泉旅館組合加盟施設
■問／浅虫温泉旅館組合☎017-752-3259

浪岡産愛情林檎パイ

浅虫水族館
トンネル水槽は迫力満点
大きなエイやアジ、サバの群れが頭
上を行き交い、海の中にいるような
気分を味わえる長さ15mのトンネル
水槽。餌が投げ込まれた瞬間、大小
2,500匹以上の魚たちが一斉に群が
る大迫力の光景をご覧ください。
【トンネル水槽のランチ】
■期間／12月と2月の日曜日
■時間／9：00～17：00
　（トンネル水槽のランチは12：00～12：05）
■入館料／一般1,000円
■交通／青い森鉄道浅虫温泉駅より徒歩約10分
■問／☎017-752-3377

道の駅浅虫温泉 ゆ～さ浅虫
展望浴場からの眺めが最高
陸奥湾を一望する展望浴場が絶景。
また、青森名産黒房すぐりスイーツ、
県産ほたてを使用した加工品、名物
の久慈良餅など、県産品が一堂に揃
う道の駅です。
■開館／展望浴場7：00～21：00、物販コーナー
　9：00～18：00（～3月）・9：00～19：00（4月～）
■休館／2月12日 ■入浴料／一般350円
■交通／青い森鉄道浅虫温泉駅より徒歩約1分
■問／☎017-737-5151

浅虫のくじら餅
「くじらのもち」って？
浅虫温泉のお土産と言えば、「くじら
餅」。海の鯨とは全く関係がなく、浅
虫のくじら餅は、米の粉、小豆、砂糖
にクルミを混ぜて蒸し上げるのが特
徴。クルミの香ばしさと控えめな甘
さが長い人気の秘密です。
■問／
永井元祖久慈良餅本舗☎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

麻蒸湯札
温泉のハシゴが
愉しめる
浅虫温泉郷内の
14の個性ある温泉を気軽に楽しめる
湯札です。
■料金／1,500円（3軒）、1,000円（2軒）の2種
■問／浅虫温泉旅館組合☎017-752-3259

浅虫温泉郷
津軽の殿様も愛した温泉
昔は布を織る麻を蒸すためだけにお
湯を使っていたといわれている青森
のいで湯・浅虫温泉。多くの文人たち
が愛した温泉としても有名です。
■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

海扇閣

浅虫観光ホテル

スノーシューハイキング
心地よい疲労のあとは
温泉を楽しんでください
冬の浅虫森林公園をスノーシューで
散策。陸奥湾や浅虫温泉街を一望し
たり、さまざまな動物の足跡や野鳥
を観察しながらゆっくり歩きます。
■期間／2月3日～17日
　（前日16：30までに要申込）　
■集合時間／9：30～10：00
■体験料／1,000円（保険料、豚汁、入浴
　券含）、レンタル料（スノーシュー・ウェ
　ア他）1,000円。
■集合場所／道の駅浅虫温泉4F
■問／青森観光コンベンション協会
　浅虫支部☎017-752-3250

浅虫のおいしい水ゼリー

青の森 湯巡愉札
青森の温泉を
ぜいたくに楽しめる
浅虫・八甲田・奥入瀬・
小川原湖・三沢。豊かな
自然に恵まれた風光明
媚な５エリアの加盟施
設24軒の中からお好き
な2～4軒の温泉を愉しめます。
■料金／1,000円
■問／新たな青森の旅・十和田湖広域
　観光協議会事務局☎0176-51-6772

ほたて広場
ほたて養殖発祥の地でほたてづくし
陸奥湾で獲れた旨みたっぷりのほた
て貝や新鮮な魚介類・加工品がずら
り。その場で食べられる貝焼コーナ
ーが人気。
■時間／9：00～17：00（11月～翌3月）、
　9：00～18：00（4月～）
■休館／12月31日～翌1月2日
■交通／青い森鉄道浅虫温泉駅より車約5分
■問／☎017-752-3220

青森の奥座敷　浅虫温泉郷青森・八甲田・十和田エリア 青森市の文化・歴史に触れる

棟方志功記念館
生命力あふれる作品を展示
青森が生んだ世界に誇る板画家・棟
方志功（1903～1975）の記念館。青森
県内唯一の文化勲章受章者である棟
方の業績を讃え、その幅広い芸業を
紹介しています。代表作「釈迦十大弟
子」をはじめとした板画作品のほか、
倭画、書、油絵、石版画、絵付陶器など、
初期から晩年までの約600作品（約1,
800点）を収蔵。年4回テーマを決めて
衣替えをしています。
■開館／9：30～17：00 ■入館料／一般500円 
■休館／月曜（祝日の場合開館）※年末年始要問合
■交通／JR青森駅よりバス約15分 
■問／☎017-777-4567 

青森県立美術館
地下2階、地上2階からなるスペース
に、「土の壁」と「白い壁」が表情豊か
な展示空間を生み出しています。シ
ャガールの『アレコ』の舞台背景画を
展示する「アレコホール」は圧巻です。
■開館／9：30～17：00
■休館／12月10日・29～31日、1月15～18日・
　28日、2月12日・25日、3月11～15日
■交通／JR新青森駅よりバス約10分
■問／☎017-783-3000　
「奈良美智：君や僕にちょっと似て
いる　NARA Yoshitomo a bit like 
you and me...」
若い世代を中心に絶大な人気を誇る
弘前市出身の美術作家・奈良美智。絵
画やブロンズ彫刻など古典的な手法
を用いながらも、あらたな世界観を
感じさせる新作約110点を展示。
■開催期間／10月6日～翌1月14日

青森県近代文学館
「新収蔵資料展」
太宰治や寺山修司など青森県を代表
する13人の作家について、年間を通
して紹介。冬は近年寄贈を受けた資
料の中から貴重な数々を紹介する
「新収蔵資料展」を開催。
■企画展開催期間／1月19日～3月20日
■時間／9：00～17：00 ■入館料／無料 
■休館／第4木曜、蔵書点検期間、年末年始
■交通／JR青森駅よりバス約20分 
■問／☎017-739-2575

青森県立郷土館
文化や自然、民俗など8つのテーマで
青森県を紹介する総合博物館。昭和
６年に建造された旧館の大ホールは
国の登録有形文化財に登録。
■開館／9：00～17：00
■入館料／一般310円
■休館／12月17日・21日・29日～翌1月3日、1
　月28日、2月4～10日・14日・18日・22日
■交通／JR青森駅より徒歩約20分
■問／☎017-777-1585　
「さしこ～田中忠三郎着物コレク
ション～」展を開催
青森県を代表する民俗研究家・田中
忠三郎氏が長年にわたり収集した津
軽や南部の刺し子着物786点から厳
選した200点あまりを一堂に展示。
■開催期間／12月22日～翌1月27日
　
「新収蔵コレクション」
青森県立郷土館の収集活動や最新の
研究状況を紹介する企画展。
■開催期間／2月23日～4月14日

国特別史跡・三内丸山遺跡
縄文時遊館
北海道・北東北の縄文遺跡群が
世界遺産の国内候補遺産リストに
約4000～5500年前、この場所では長期
間に渡り定住生活が営まれました。住
居や墓、道路跡、装身具、漆器など当時
の生活の様子を伝えるもの、遠隔地と
の交流を示すもの、栽培が行われた跡
等、これまでの縄文時代のイメージを
大きく変える出土品が多数発見されて
います。ガイド（無料）が見どころをご
紹介する他、「縄文時遊館」では出土品
の展示、工房では縄文にちなんだ製作
体験ができます。2月に行われる縄文冬
祭りは縄文草木染めや雪像コンテスト
などで多彩なイベントが行われます。
【三内丸山遺跡・縄文時遊館】
■開館／9：00～17：00※入館は30分前まで
■休館／12月30日～翌1月1日
■交通／JR新青森駅よりバス約10分
■問／☎017-781-6078
【縄文冬祭り】
■期間／2月16日・17日（予定）
【ガイド】
■問／縄文時遊館（三内丸山応援隊）
☎017-766-8282

ゆ～さ浅虫

浪岡ホットアップルサイダー
温めたときに、もっとも美味しくなる
ニューヨークなどで、冬の風物詩と
して親しまれている「ホットアップル
サイダー」をヒントに、浪岡産の旬の
完熟リンゴ果汁をブレンドしました。
■問／PaSaPa青森・地域社会づくり研究会
　担当：塚本☎0172-69-1770
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天然温泉足湯

七戸バーガー
七戸の新名物を食べ比べ
にんにくや長いも、ブルーベリーな
どの七戸の特産品を使ったご当地バ
ーガー。それぞれ工夫を凝らしたこ
だわりの味は町内の飲食店で提供し
ています。
■問／七戸バーガー協議会☎090-6626-4498

駅弁”桜弁当”
馬肉とごぼうの味噌煮込みが絶品
馬肉や長いも、にんにくなど町の特
産をふんだんに使用。馬肉ご
はん、付け合わせの
漬物、人参
の南蛮味噌
が後をひく
美味しさ。
■料金／1,000円
　（通年販売）
■販売場所／七戸町
　観光交流センター（JR七戸十和田駅隣）
■問／七戸物産協会☎0176-62-5777

食楽街三本木1955
懐かしい時代にタイムスリップ
昭和30年代をモチーフにしたレトロ
な雰囲気が漂う屋台村。十和田地方
のおもてなし料理をはじめ、地産地
消にこだわるお店が軒を連ねます。
■交通／JR七戸十和田駅よりバス約30分
■問／☎0176-23-2249

十和田市現代美術館
建築・アート・都市が一体化した
新感覚の美術館
ガラスの廊下で繋がれた展示室には、
国内外で活躍するアーティストの作品
が展示されています。
■開館／9：00～17：00（入館は16：30まで）
■入館料／一般500円、高校生以下無料（常設展）
■休館／月曜（祝日の場合翌日）、
　12月26日～翌1月1日
■交通／JR七戸十和田駅よりバス約35分
■問／☎0176-20-1127

鷹山宇一記念美術館
19世紀後半西洋や20世紀初頭
日本の装飾オイルランプも必見
現代日本の希有な幻想画家と称され
た故・鷹山宇一の油彩画をはじめ、画
伯が集めたオイルランプを展示。ま
た、見町観音堂・小田子不動堂所蔵の
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。
■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10分
■問／☎0176-62-5858

道の駅しちのへ
馬肉ラーメンは馬の里ならではの味わい
鷹山宇一を記念した美術館が併設さ
れており、七戸町ゆかりの美術文化
に触れることができます。近隣市町
村の特産品を揃えた物産館や、新鮮
野菜を取り揃える七彩館などでお買
い物も楽しめます。馬肉ラーメンも
おすすめ。
■開館／9：00～18：00 
■休館／無休
■交通／JR七戸十和田駅より徒歩約10分
■問／七戸物産協会（道の駅しちのへ）
　☎0176-62-5777

スノートレッキング
冬の静寂に包まれた東八甲田を探索
七戸町営スキー場から東八甲田家族
旅行村の広葉樹林を散策。ウサギや
カモシカなどの野生動物に出会える
かも。（所要時間：約2時間）
■期間／1月中旬～2月下旬 9：00～（要予約）
■料金／2,000円
■場所／七戸町営スキー場
　（スノーシューレンタル・ガイド料含む）
■交通／JR七戸十和田駅より車約10分
■問／七戸町営スキー場
　☎0176-62-5612

旧正まける日
300余年の伝統を誇る祭り
旧正月の初売りの名残を留める商店
街最大のお祭り。特売品販売のほか、
豚汁・お汁粉・甘酒の無料サービス、
雪像コンテストや太鼓演奏などが催
され多くの人で賑わいます。
■期日／2月上旬
■場所／七戸町中央商店街
■交通／JR七戸十和田駅より車約5分
■問／七戸町商工会☎0176-62-2521

スノーランブリング
滑らないスキーで
幻想的な雪のブナ林を散策
滑らないスキーだから初心者でも安
心。雪の森を楽しんだ後は温泉でマ
ッタリ。「蔦の森」など全3コースがあ
ります。
■期間／12月下旬～翌4月上旬※積雪状況
　により異なります
■時間／9：30開始、所要3～5時間
■料金／大人6,000円～8,500円（温泉・ラン
　チ付もあります。コースにより異なります）
■場所／ノースビレッジ起点
■交通／JR七戸十和田駅より車約50分
■問／ノースビレッジ☎0176-70-5977

伝統工芸体験と十和田の旬を体感
伝統工芸「南部裂織」の機織体験
道の駅とわだに隣接する「匠工房」では
機織りやきみがらスリッパの製作体験
ができ、道の駅では地場農産物や十和
田土産を豊富に取り揃えています。
■開館／6：00～21：00（11月～2月は
　7：00～20：00）（匠工房は10：00～16：00）
■場所／道の駅とわだ
■休館／匠工房：月曜（祝日の場合翌日）、年末
　年始（道の駅は無休）
■交通／十和田市中央よりバス約15分
■問／道の駅とわだ☎0176-28-3790

雪原乗馬トレッキング
真っ白に広がる大雪原を体験
雪に覆われる季節ならではの乗馬体験。
馬上から見渡す雪の世界は感動。
■期間／1月13日～3月上旬 ■時間／60分
■場所／十和田乗馬倶楽部及びその周辺
■料金／9,000円 ■休／火曜
■交通／JR七戸十和田駅より車約35分
■問／十和田乗馬倶楽部☎0176-26-2945

十和田湖冬物語2013
雪と光のファンタビスタ
花火が冬の夜を染め上げる
郷土の文化や祭りを体験できるイベ
ントのほか、郷土料理を堪能したり、
かまくら内でお酒も楽しめます。連
日、厳冬の十和田湖を染め上げる冬
花火が打ち上げられます。
■期間／2月1日～24日
■時間／平日15：00～21：00
　土日祝11：00～21：00
■場所／十和田湖畔冬物語特設会場
■交通／JR八戸駅よりバス約2時間15分、JR
　七戸十和田駅より期間限定シャトルバス
　有り（2/2～2/17、約1時間50分）※P46参照
■問／十和田湖総合案内所☎0176-75-2425

十和田湖冬物語・主なイベント
冬花火・ライトショー
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。
■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。
■毎日（時間及び内容は日に
　よって異なります。）　
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。
飲み終えたグラスは記
念としてお持ち帰りいただけます。
■毎日（18：00～・￥500～）　
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。
■毎日（18：00～・
　カクテル一杯￥500～）　
酒かま蔵
青森、秋田の地酒が味わえます。こた
つに入りながら、飲むお酒は格別。
■毎日（19：00～・一杯￥500～）

ステージアトラクション
かまくらBAR

ライトアップとイルミネーション

2013

十和田湖・奥入瀬・八甲田エコ
ツアーガイドクラブ
ベテランガイドが冬山を案内
十和田八幡平国立公園の十和田湖、
奥入瀬渓流、八甲田山エリアを中心
に、地元の自然を知り尽くした経験
豊富なガイドたちが森と雪が織りな
す幻想的な世界へ案内します。
■内容・期日・料金・催行人数は要問合 
■問／自然公園財団十和田支部
　☎0176-75-2368

ホテル十和田荘十和田湖レークサイドホテル

とわだこ遊月 とわだこ賑山亭

十和田湖畔温泉
十和田湖畔一の規模を誇る旅館街です。十和田湖観光の拠
点となっています。
■問／十和田湖畔活性化事業協同組合☎0176-75-3355
※冬期間は一部休業している施設もあります。（要問合）

奥入瀬ビール
本格派の味わい
道の駅奥入瀬では奥入瀬源流水仕込
みのピルスナー、ダーク・ラガー、ヴ
ァイツェンが楽しめます。
■時間／11：00～19：00
■場所／奥入瀬麦酒館（道の駅奥入瀬）
■交通／JR八戸駅よりバス約1時間
■問／道の駅奥入瀬地ビールレストラン奥
　入瀬麦酒館☎0176-72-3231

新渡戸記念館
国際親善に残した大きな足跡を見る
「太素の森」の境内にある新渡戸記念
館。三本木原開拓の資料をはじめ、五
千円札の肖像にもなった新渡戸稲造
博士の遺品、新渡戸家に代々伝わる
武具甲冑など貴重な資料を展示して
います。
■開館／9：00～16：00
■休館／月曜（祝日の場合翌日）、年末年始
■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

十和田湖温泉郷
奥入瀬渓流遊歩道の起点「焼
山」にある温泉郷。泉質も硫黄
泉と単純泉の2種。
■問／十和田市観光協会
　☎0176-24-3006
※冬期間は一部休業している施設も
　あります。（要問合）

とわっちクーポン
十和田市内の飲食店や観光施設、温
泉施設やタクシーなど
さまざまな場所で使用
できるクーポンです。
１冊10枚綴りで、使い
方や組合せ次第でとて
もお得に楽しめます。
■料金／2,000円
■期間／購入月より6か月有効
■問／十和田市観光協会☎0176-24-3006

十和田湖ヒメマス
こだわりの料理を堪能
サケ科の淡水魚であるヒ
メマスは、料理のバリエ
ーションが豊富。旅館や
民宿、食堂やホテルなど
では、お刺身や塩焼き、カ
ルパッチョやムニエルな
どこだわりのヒメマス料
理で提供しています。
■問／十和田湖増殖漁業協同
　組合☎0176-75-2612

Art Station TOWADAｰASTｰ
中心街から魅力発信
館内にある十和田市観光物産センター
は、観光情報発信の拠点施設で特産品
の販売も行っています。厨房スペース
では、十和田産品を使ったベーグルな
ど、旬の十和田の味を提供。
■開館／9：00～19：00
■交通／JR七戸十和田駅よりバス約35分
■問／十和田市観光物産センター☎0176-58-6707

スノーシューで自然観察会
ブナの森をスノーシューで散策
冬のブナの森をスノーシューで散策。
樹木の冬芽や雪上に残された動物の
足跡を観察します。※積雪状況によ
り異なります。
■期間／2月上旬～3月中旬
■所要時間／2時間
■場所／十和田湖畔休屋
■料金／1,500円（2日前まで要予約）
■交通／JR八戸駅よりバス約2時間15分
■問／十和田湖国立公園協会
　☎0176-75-2425

感動の十和田湖冬物語青森・八甲田・十和田エリア 十和田・七戸の食と文化を堪能

奥入瀬渓流ホテル

酒かまくら
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春の山菜＆そばまつり
 春の食を体験で
 楽しむ
 雲谷そばのそば打
 ち体験や山菜教室、
 乗馬体験などが楽
 しめます。
■期間／5月上旬 ■時間／9：00～17：00（予定）
■料金／入場無料※参加料別途。
■交通／JR青森駅よりバス約50分
■問／モヤヒルズ☎017-764-1110

春の八甲田
八甲田の春を告げる水芭蕉、ツツジ、
ワタスゲ
4月上旬には約9mもあった「雪の回廊」
も、1mばかりになる4月下旬、残雪の山
肌に萌黄色の木々が春の到来を告げま
す。春の風物詩のツツジやワタスゲを、
広範囲で臨むことができます。また、湧
き水の宝庫グダリ沼では清流の傍らを
染め上げる色鮮やかなツツジで春の訪
れを感じることができます。
■交通／JR青森駅より車約1時間

春の奥入瀬渓流
足下で可憐な花々が踊る
千変万化の水の流れが生む躍動感あ
ふれる景観が魅力の「奥入瀬渓流」。
「焼山」から「子ノ口」までの約14 km
は、国の特別名勝・天然記念物に指定
されています。足元には、エンレイソ
ウやニリンソウなどが可憐に咲き、早
春の森の息吹を感じさせてくれます。
■交通／JR青森駅・八戸駅・七戸十和田駅より
　路線バスあり

十和田湖畔早朝ガイド
早朝の十和田湖周辺を案内します。
乙女の像や十和田神社を巡る約１時
間のコースで、誰でも参加できます。
■料金／無料（4月中旬～11月上旬・毎日開催。
　荒天時を除く）
■問／十和田湖自然ガイドクラブ
　☎0176-75-2368

春の十和田湖
コバルトブルーが新葉に映える
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。
■交通／JR青森駅・八戸駅・七戸十和田駅よ
　り路線バスあり

春の蔦沼散策
蔦沼周辺の森は、樹齢数百年の
ブナが生い茂る自然林
蔦温泉の北に点在する蔦七沼は、蔦沼、
鏡沼、月沼、瓢箪沼、菅沼、長沼などから
なる沼群。ビジターセンターを起点に
約1時間30分ほどで歩ける全長2.8kmの
「沼めぐりの小路」は、渡り鳥で賑わう
5月、新緑散策におすすめのコースです。
■交通／JR青森駅より路線バス約1時間40分

渓流足スト楽チャリ
電動アシスト自転車のレンタサイクル
です。貸出場所は奥入瀬渓流館と石ヶ戸
休憩所、子ノ口遊覧船のりばの３か所。
■料金 ／4時間1,000円
■貸出所／奥入瀬渓流館・石ヶ戸休憩所・子ノ
　口遊覧船のりば
■問／奥入瀬渓流館☎0176-74-1233

湯の島カタクリ
漁船で渡る湯の島で春を満喫
浅虫温泉の象徴「湯の島」へ船で渡り、
樹齢400年のケヤキの巨木をはじめ、全
島に咲き乱れるカタクリの花を、専門
解説員の説明を受けながら観賞。数万
株のうち、1本しか咲かないといわれる
「白花のカタクリ」に出会えるかも。
■渡航料／往復1,000円（保険料含む）。
■期間／4月上旬～下旬 
■時間／9：00～15：00（荒天中止）
■乗船場所／サンセットビーチあさむし駐車場側
■交通／青い森鉄道浅虫温泉駅より徒歩約5分
■問／青森観光コンベンション協会浅虫支部
　☎017-752-3250

手作り村鯉艸郷
1,000株のシラネアオイ
シラネアオイの群生が楽しめる「手
作り村鯉艸郷」の山野草園は、他にも
時期により花菖蒲園や芍薬・ルピナ
ス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。
■シラネアオイ見頃／4月下旬～5月上旬
■時間／9：00～17：00 
■入村料／一般300円 
■交通／JR七戸十和田駅より車約20分 
■問／☎0176-27-2516

かだれ！山菜収穫体験▼
合い言葉は「かだれ（仲間にならないか）」
ガイドが付き添うため、山菜採りを
したことのない方でも安心。収穫し
た山菜は茹でてお土産に！きれいな
空気と自然の恵みを満喫できます。
■期日／5月下旬■時間／9：00～15：30
■料金／大人1,500円
■場所／七戸町本庁舎前集合
■交通／JR七戸十和田駅より車約10分
■問／七戸町かだれ田舎体験協議会
　事務局（七戸町農林課内）☎0176-68-2116

ゆるりしちのへ
七里ウォーキング▶
七戸の歴史を訪ね、昼食は郷土料理を
つつじロードや天王神社、七戸城跡
などつつじに彩られた景色を楽しみ
ながら歴史香る街並みを散策してみ
ませんか。
■期日／5月中旬 ■時間／9：00～ 
■参加料／1,000円（昼食料込み）
■場所／七戸体育館を出発（4コース）
■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

十和田市春まつり
日本の道百選の官庁街通りが
桜に染まる
春には156本の桜が一斉に咲き誇り
ます。桜のピンクと松のグリーンの
コントラストが目を楽しませます。
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。
■期間／4月20日～5月5日（予定）
■時間／9：00～20：30（予定） 
■料金／無料 ■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☎0176-51-6770

十和田湖奥入瀬観光ボランティアの会
奥入瀬渓流のなかでも特に美しい景
観が続く、「石ヶ戸」から十和田湖畔
の「子ノ口」までの約9kmを案内。繊
細な渓流美や、ブナのトンネルを眺
めながら遊歩道を散策。森と水の景
色を五感で満喫できます。
■料金／6,000円～（2週間前まで要予約・4月
　下旬～11月上旬）
■問／☎0176-72-2642

銚子大滝

グダリ沼

蔦沼

アウトドア体験
十和田湖の自然の中でカヌー体験
カヌーのこぎ方を丁寧にレクチャー。
ガイドが別カヌーに乗ってサポートす
るので初心者でも安心。
■期間／4月中旬～11月上旬
■時間／約3時間
■料金／大人5,250円（税・保険料込み）
■交通／JR七戸十和田駅より車約50分
■問／ノースビレッジ☎0176-70-5977

早春の八甲田・蔦・奥入瀬・十和田湖を散策青森・八甲田・十和田エリア春
を

遊
ぶ

手作り村鯉艸郷

十和田湖湖上遊覧
湖の美は湖岸の景にあり
遊覧船は、十和田湖の中でも最も深
い中湖をめぐり、豪快な景観の「御倉
半島」や女性的な優しさを醸し出す
「中山半島」、200メートルにも及ぶ絶
壁の「千丈幕」の眺めを堪能できます。
子ノ口～休屋間を運航するＡコース
と休屋発着のBコースがあります。
■運航期間／4月1日～ ※2013年の詳しい運
　航ダイヤについてはお問い合せください。
■時間／8：00～17：30　※季節により早発便
　もあります
■料金／一般1,400円
■交通／JR新青森駅よりJRバス約2時間30分
　（子ノ口まで）
■問／十和田湖遊覧船運航事務所
　☎0176-75-2909

十和田市官庁街通り十和田神社占い場
遊覧船コースの占い場
江戸時代までは「十和田青龍大権現」
を祀り、現在では「日本武尊」を祭神と
しています。神社からもらい受けた
人型の和紙「おより」に願いを書き、占
い場で船から湖面に流し祈願します。
■問／十和田湖総合案内所☎0176-75-2425

遊覧船コースの占い場
江戸時代までは「十和田青龍大権現」

パワー
スポット
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