ゴスペルライブ

北の城下のまちあかり＆エレクトリカル・ファンタジー
古都が幻想的に浮かび上がり街が光に包まれます

歩いて体感、
津軽の魅力
歴史や伝統、文化、自然など見どころ
や観光スポットを地元ガイドがご案
内。津軽地域の魅力を体感できる個
性あふれる多数のコースがあります。

■期間／2月上旬
■時間／18：30〜（予定）
■場所／日本キリスト教団弘前教会、
カトリック弘前教会（予定）
■問／弘前市立観光館☎0172-37-5501

■期間／12月1日〜翌2月28日
※通年ライトアップされる施設もあります
■時間／17：00〜21：00（予定）
■場所／追手門広場他、弘前公園周辺
■交通／JR弘前駅よりバス約15分
■問／弘前市立観光館☎0172-37-5501

■期間／通年■料金／要問合
■場所／弘前市内、津軽地域
■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

津軽・西海岸エリア

ライトアップされた教会や厳粛な
礼拝堂で行われます。冬の澄んだ
空気に美しい歌声が響き渡ります。

弘前公園周辺の洋風・和風建築物がラ
イトアップされ、街路がイルミネーシ
ョンで彩られます。

ひろさき街歩き

冬を
遊ぶ

雪 と明りの街、津軽ひろさき冬の 旅

津軽・西海岸エリア

禅林街

座禅体験のイメージ
雪燈籠まつり「錦絵大回廊」

The津軽三味線2012
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魂の音、
体感！

カトリック弘前教会

マルシェよもぎた

蓬田村

旧弘前市立図書館

弘前昇天教会

健生病院

●

津軽家
霊廟

禅林街

旧弘前市立図書館
旧東奥義塾
外人教師館

青森銀行記念館

弘前大学医学部
附属病院

中央弘前駅

栄螺堂

●

朝陽小

弘前昇天教会

まちなか情報センター

中央病院

五重塔

吉井酒造煉瓦倉庫

市立病院
ベストウェスタンホテルニューシティ弘前
上土手スクエア

重要洋風建築

大成小

風車の丘白神展望台

アオーネ白神十二湖

陸奥岩崎

ブナの里白神館

十二湖

十二湖エコ・ミュージアムセンター

大崩
▲

賽の河原

白神山地ビジターセンター

弘前市

白神岳登山口
能代市・
秋田市

白神岳
▲

暗門の滝

世界自然遺産
白神山地

アクアグリーン
ビレッジANMON

西目屋村

弘前市りんご公園
藤田記念庭園

弘南鉄道弘南線

こみせ通り

田舎館村

黒石市

弘前

平賀温泉郷

黒石温泉郷
（温湯温泉郷・落合温泉郷・
板留温泉郷）

尾上

津軽伝承工芸館
津軽こけし館

平賀

平賀ねぷた
展示館
弘南鉄道
大鰐線

お山の
おもしぇ学校

黒森山浄仙寺
（文学の森）

黒石IC

田んぼアート

弘前公園

星と森のロマントピア
向白神岳
▲

●

大間越

道の駅いなかだて

藤崎町

百沢温泉郷

世界一の
桜並木

冬季閉鎖道路
猿賀神社・盛美園・清藤氏書院庭園

板柳町ふるさとセンター

乳穂ヶ滝

白神海彦山彦館

●

弘前大
（医学部）

嶽温泉郷

ウェスパ椿山

板柳町

岩木山神社 津軽藩ねぷた村
高照神社
四季彩館

深浦観光ホテル
艫作

十二湖

弘前パークホテル

弘前高

重要日本建築

鍋石温泉

弘前市
観光案内所

東北女子短大

弘前こぎん研究所

観光情報施設

みちのく温泉

弘前駅

長勝寺

黄金崎不老ふ死温泉

かだれ横丁

有料道路

狼野長根温泉

中央弘前

天満宮

太宰の宿ふかうら文学館

岩木山
▲

くろくまの滝

和徳小

観光館

津軽岩木
スカイライン

高速道路

道の駅・産直所

板柳

ミニ白神

主要県道・幹線道路

観光施設等

道の駅つるた

鰺ヶ沢高原温泉

主要国道

景勝地

黒石

日本基督教団弘前教会

その他の鉄道

川部

深浦町歴史民俗資料館・美術館

●

藤田家別邸洋館

光信公の館
（種里城跡）

JR線

体験施設

陸奥鶴田

くろもり館

風待ち舘
円覚寺
深浦

弘前市立博物館
弘前市民会館 ●
弘前市立
藤田記念庭園 ●

深浦町

行合崎

カトリック弘前教会

弘前公園

弘前工業高

第一中

温泉施設

五所川原市
五所川原東IC

藤崎

NHK
● 文化センター

●

鰺ヶ沢町

津軽金山焼
窯元

北常盤

天守閣
弘前城史料館

津軽富士見湖
鶴の舞橋

関の古碑郡
関の甕杉（かめすぎ）

驫木

五所川原

道

風合瀬

五能線

保健センター

弘前
中央高

弘前市民体育館 ●

北金ヶ沢日本一の大銀杏

■問／交通管制センター
☎017-773-3021

赤〜いりんごの
並木道

鶴田町

つがる地球村

海の駅わんど

津軽藩ねぷた村

城西小

第二中

鰺ケ沢

五所川原IC

車
動

●

イカのカーテン

津軽すこっぷ三味線快館

立佞武多の館

鳴沢

護国神社

誓願寺

熊野奥照神社

川﨑染工場

千畳敷

石場家

道の駅ふかうら
かそせいか焼き村

北金ケ沢

旧岩田家

はまなす公園
大戸瀬

仲町伝統的建造物群保存地区

旧梅田家
旧伊東家
革秀寺
津軽為信霊廟

千畳敷海岸

津軽三味線会館
金木観光物産館マディニー

五所川原市

鰺ヶ沢温泉

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。

太宰治記念館「斜陽館」
旧津島家新座敷

ベンセ湿原

五重塔

主要道路閉鎖区間

芦野公園
金木

稲垣温泉

縄文住居資料館カルコ
道の駅もりたアーストップ
森田歴史民俗資料館

蓬田

中泊町博物館

芦野湖・
川倉賽の川原

川倉

つがる市

世界最大規模の埋没林

郷沢

村の駅 よもっと

中野もみじ山
道の駅虹の湖

白岩森林公園

青荷温泉

志賀坊森林高原

大鰐弘前IC

道の駅ひろさき

大鰐温泉

不二やホテル

鰐come

大鰐温泉郷

星野リゾート 界 津軽
青森ロイヤルホテル
ひばのくに迎賓館

大鰐町

道の駅いかりがせき
碇ヶ関

碇ヶ関温泉郷
碇ヶ関IC

平川市

滝ノ沢
展望台

弘前市・黒石市・五所川原市・つがる市・平川市・今別町・蓬田村・外ヶ浜町・鰺ヶ沢町・

亀ヶ岡遺跡縄文館

津軽中里

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

高山稲荷神社
チェスボロー記念碑

弘高下
桔梗野小

弘南鉄道
大鰐線
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蟹田

よもぎ温泉

フリーエリア内の列車やバスが2日間乗り放題

■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2,000円（子供1,000円）
■有効期間／ 2日間
■問／津軽フリーパス運営協議会（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.tsugaru-freepass.jp/

道の駅十三湖高原

十三湖

村おこし拠点館フラット

長勝寺三門

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。

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。津軽フ
リーパスガイドブックに掲載されている観光施設や協賛施設で、お得な料金割
引やウェルカムドリンクなどのサービスが受けられます。

福島城跡

中泊町

奥
羽
本
線

■期間／12月1日〜翌3月下旬
■弘前市立観光館／9：00〜17：00（返却18：00）、
弘前市観光案内所／8：45〜17：00（返却18：00）、
まちなか情報センター／9：00〜20：00（返却21：00）
■長靴は、数やサイズに限りがあります。
■事前予約はできませんので、予めご了承下さ
い。滑り止めゴムの貸
出も行っております。
■問／弘前市立観光館
☎0172-37-5501

山王坊遺跡
中ノ島ブリッジパーク
ロマネスクドーム
市浦歴史民俗資料館

津軽線

道路の状態が悪いときには長靴が便利。
3つの観光ステーションで貸し出してい
ます。

し〜うらんど「海遊館」

自
津軽

弘前市観光案内所（駅）から弘
前市内ホテル・旅館まで手荷
物を配達します。お客様は、手
軽に観光をお楽しみください。

追手門広場

外ヶ浜町

五所川原市

木造

長靴無料貸出

道の駅いまべつ
半島プラザアスクル

小泊岬
（権現崎）

雪燈籠まつり「天守ライトアップ」

陸奥森田

弘前駅から手ぶらで観光！

■岩木・相馬地区を除きます。
■配達時間／18：00までに宿泊施設
に配達
■料金／手荷物1個300円
■受付時間／8：45〜14：00
■受付場所／弘前市観光案内所
（JR弘前駅中央口1F）
■問／弘前市観光案内所
☎0172-26-3600
※取り扱いできない荷物もあります。
（要問合）

弘前教会

旧松前街道
道の駅たいらだて

津軽二股
津軽今別

小説「津軽」の像記念館

津軽鉄道

■期間／2月8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

外ヶ浜町

七 里 長 浜

■期日／2月中旬 ■料金／要問合
■場所／弘前市立観光館集合
■問（上記すべて）／弘前観光コンベンショ
ン協会☎0172-35-3131

今別町

道の駅こどまり

雪の古城と燈籠が風雅を演出

厳冬の夜、雪化粧した天守閣と老松
がライトアップされ、大雪像や雪燈
籠が弘前公園内を彩ります。本丸か
ら岩木山に向かって望む蓮池の周り
にはローソクを灯したミニカマクラ
が並び、幻想的な光に包まれます。

七ツ滝

今別

津軽酒蔵めぐり

世界遺産白神山地や津軽富士岩木山
など、大自然に囲まれた津軽。ここで
育まれた原料米・伏流水を使った、伝
統とこだわりを極めた美味しいお酒
があります。※気象条件によりコー
ス内容を変更する場合があります。
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総合交流促進センター「かぶと」
三廐

ROUTE

龍飛崎観光案内所「龍飛館」

龍飛崎温泉

■期日／12月8日 ■料金／有料（要問合）
■場所／弘前市民会館
■問／The津軽三味線実行委員会事務局
（弘前商工会議所内）☎0172-33-4111

第37回弘前城雪燈籠まつり

竜飛海底駅

中泊町

■期間／2月中旬 ■料金／要問合
■場所／弘前市立観光館集合

青森銀行記念館

竜泊ライン

坐禅堂で坐禅体験をした後は地元ガ
イドとともに禅林33ヶ寺の歴史を辿
ります。散策後は精進料理で心と体
を調えます。凛とした空気が流れる
冬の津軽路で、禅の心に触れてみて
はいかがでしょう。

津軽三味線300人大合奏をメインに、
民謡や手踊りも織り込んだ魅力満載
のステージ。本場ならではの迫力と
感動を体験できます。

龍飛崎・階段の国道
道の駅みんまや
青函トンネル記念館
竜飛ウィンドパーク

←

冬の座禅体験と精進料理

弘前感交劇場

ROUTE

旧弘前偕行社
国立弘前病院
弘前大学

太宰治まなびの家
弘前厚生学院

●
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弘前、岩木山麓の温泉を愉しむ

津軽・西海岸エリア

岩木山神社

元旦の岩木山神社に参拝

ROUTE

弘前の食を堪能

309

旧暦8月1日に実施される「お山参詣」の
安全を祈願し、雪の降り積もった元旦
の参道を行進。雪を背景にしたお山参
詣は正月にふさわしい厳かな雰囲気が
あります。
一般参加者も募集しています。
【冬のお山参詣】
■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1,000円（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

かだれ横丁

ROUTE

303

かだって（仲間になって）
かだる（語る）べし
いろんな人が自然に集まり会話に花
が咲く、個性豊かな屋台村です。
■時間・休／要問合
■交通／JR弘前駅より徒歩約15分
■問／☎0172-38-2256

津軽三味線酒場

あわびのステーキ

耳で舌で、津軽を堪能

懐かしくて新しい弘前に逢いに行こう

津軽三味線の生演奏を聴きながら、
津軽の料理に舌鼓。弘前市内6店で愉
しめます。

岩木山麓の温泉を楽しむ
嶽温泉や百沢温泉など22の
温泉施設のうち３か所を湯
めぐり手形（1,000円）で入
湯できます。

津軽藩ねぷた村で体験

岩木山南麓豪雪まつり
岩木山ジビエを堪能

白神山地スノートレッキング

トレッキング後は、
温泉と白神の幸

嶽温泉郷

ROUTE

310

藩主の生母も訪れた名湯
藩政時代からの湯治場として名高く、
温泉郷近くの高原は石坂洋次郎の小説
「草を刈る女」の舞台にもなりました。
「雪下ろしツアー」には全国からたくさ
んの方が訪れています。

冬の白神山地をゆっくりトレッキン
グ。野ウサギやリス、猿などにも出会
えるかも。足跡ひとつない雪原に足
を踏み入れる感動の瞬間をお楽しみ
ください。
■期間／1月下旬〜3月下旬（要問合）
■時間／9：00〜13：30（トレッキング）
■場所／ブナの里白神館、白神山地
■料金／要問合
■交通／JR弘前駅よりバス約50分
■問／ブナの里白神館☎0172-85-3011

巨大滑り台やスノートレッキング、
かまくらライブなど冬の岩木山を満
喫できるメニューが盛りだくさん。
嶽きみスイーツや鹿や熊などの食材
を用いた狩人料理（ジビエ料理）が味
わえます。
■期間／1月下旬〜2月上旬の3日間
■場所／嶽・羽黒温泉会場、百沢温泉会場、
津軽岩木スカイライン他
■交通／JR弘前駅よりバス約55分
■問／岩木山観光協会☎0172-83-3000

西目屋村の温泉

ROUTE

308

白神山地のお膝元で愉しむ贅沢な湯

311

宿ごとに異なる泉質が愉しめる
岩木山神社を囲むように小さな湯治場
が立ち並ぶ百沢温泉郷。それぞれの宿
が独自の源泉をもち、
「熱の湯」として
有名な鉄分を含んだ赤っぽい湯が特徴。
■交通／JR弘前駅よりバス約50分
■問／百沢温泉旅館組合☎0172-83-2035

動物の足跡をたどってみたり、プチ
吹雪の体験をしたりと、津軽の冬を
満喫。岩木山サポートクラブの案内
で、高照神社から岩木山神社、アソベ
の森いわき荘までの約1.5kmをトレ
ッキングします。
■期間／1月5日〜3月31日（要予約）
（天候・積雪により変更あり）
■時間／9：00〜11：30
■料金／1人2,000円（2名〜）
■交通／JR弘前駅より車約40分
■問／アソベの森いわき荘☎0172-83-2215
お

氷結の滝柱
は圧巻

ロマントピア温泉

ROUTE

岩木山山麓、豪雪を歩く

に

しらかみの湯

百沢温泉郷

参拝のみちスノートレッキング

乳穂ヶ滝

■交通／JR弘前駅よりバス約55分
■問／嶽温泉旅館組合☎0172-83-2130

アソベの森いわき荘

ROUTE

白神山地散策の後や西目屋村へ訪れ
た際は温泉巡りもおすすめ。西目屋
村には、ブナの里白神館の「しらかみ
の湯」のほかにもグリーンパークも
りのいずみの「村いちの湯」、大白温
泉があります。
※湯治プランもあります（要問合）
■交通／JR弘前駅よりバス約50分
■問／ブナの里白神館
☎0172-85-3011

ROUTE

307

岩木山を望む絶景の湯
スキー場、温水プール、温泉施設を備
え、ホテルやコテージでゆったりく
つろげます。また、地元の食材を使っ
た料理は定評があります。浴場から
望む岩木山は絶景です。
■交通／JR弘前駅より車約30分
■問／弘前市星と森のロマントピア
☎0172-84-2288

ROUTE

306

乳穂のように
氷結する乳穂
ヶ滝では、昔
から津軽の作
物の豊凶占い
が行われてき
ました。祭り
の１週間前か
らライトアッ
プされ、高さ
33ｍの氷結した滝が照明に浮かび上
がる姿は幻想的です。

■期間／通年 ■場所／弘前市内
■問／弘前市立観光館☎0172-37-5501

和料理と和菓子の旅
古都ひろさき

304

あれもこれも！豊富な体験メニュー

■問／岩木山観光協会
☎0172-83-3000

山のホテル

レトロでモダンな洋館が多い弘前には
フランス料理店も多くあります。地元
の食材を活かしたフレンチを気軽に味
わえます。

■場所／ライブハウス山唄、杏、居酒屋・あ
どはだり、ふる里の響・あいや、津軽三味
線ダイニング・響（弘前パークホテル内）、
なじみ※なじみは週末のみ演奏
■問／弘前市立観光館☎0172-37-5501

湯めぐり手形

藩政時代の米蔵の中で金魚ねぷた・
津軽塗（箸研ぎ）
・下川原焼鳩笛・津軽
天然藍染などの伝統工芸の製作体験
ができるほか、ねぷた囃子や津軽三
味線の生演奏も楽しめます。石かま
どで炊いたご飯と津軽ならではの味
を楽しめる食事処がおすすめ。

心なごむ城下町の風情を感じに行こう

■期間／通年■休館／12月31日
■開館／9：00〜17：00
※12月〜翌3月は16:00まで
■入村料／一般500円
■体験料／体験により異なります
■交通／JR弘前駅よりバス約15分
■問／☎0172-39-1511

■期間／通年 ■場所／弘前市内
■問／弘前市立観光館☎0172-37-5501

弘前いがめんち

津軽のかっちゃ（お母さん）の味

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

こぎん刺し製作体験

ROUTE

弘前には落ち着きのある和料理・郷
土料理店がたくさんあります。そし
て職人が丁寧に作った、美味しい和
菓子のお店も多数あります。城下町
の風情を感じられる「和」を堪能して
みませんか。
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津軽乙女が紡ぐ伝統美

麻布を木綿糸で刺し綴った「こぎん
刺し」は、衣服の補強と津軽の厳しい
寒さを防ぐ農民の知恵から生まれた
芸術品です。説明と作業場の見学後、
しおりを製作します。

終戦直後の食糧難から生まれた「い
がめんち」。庖丁で叩いたイカのゲソ
を季節の野菜などと一緒に油で揚げ
たり焼いたりする家庭料理で、酒の
つまみや子供のおやつとしても重宝
されるかっちゃの味です。
■期間／通年 ■料金／各店で異なります
■問／弘前いがめんち食べるべ会事務局
☎0172-34-7121

■期間／通年（要予約・年末年始は除く）
■時間／9：00〜12：00、13：00〜15：00
■場所／弘前こぎん研究所
■体験料／1,500円（2名〜）
■交通／弘前市立観光館より徒歩約15分
■問／弘前こぎん研究所☎0172-32-0595

洋館とフランス料理の街
ひろさき

りんごの街のアップルパイ
ガイドマップを手に各店こ
だわりの味をどうぞ
日本一のりんご生産地
である弘前には、り
んごを使ったス
イーツが多彩。
なかでもアップ
ルパイは市内約
40店舗で独自の
味を味わえます。
■期間／通年
■料金／各店で異なります
■問／弘前市立観光館
☎0172-37-5501

珈琲の街 ひろさき

ガイドマップ

江戸時代の珈琲を再現した
「藩士の珈琲」
召し上がれ
江戸時代に幕府の命による北方警備の
ため、弘前藩士が北海道に赴き、浮腫病
の薬としてコーヒーを飲みました。庶
津軽弁（ばっちゃ御膳）
民としては日本で初めて飲んだと言わ
津軽弁
れています。また、弘前では大正〜昭和
こっちの「津軽弁」はおいしいぞ
時代、和装に白エプロンの女給のいる
津軽弁は津軽弁でも、この「津軽弁」
「カフェー」が流行し、東北最古の喫茶
は津軽の「おいしい！」が詰まったお
店「万茶ン」をはじめ、歴史ある喫茶店
弁当のこと。現在、郷土食材を活かし
が数多く残っています。江戸時代のコ
た約20種類の弁当を日替わりで販売
ーヒーを再現した「藩士の珈琲」は市内
しています。
10店舗の喫茶店で愉しめます。
■時間／8：00頃〜20：00頃（売切の場合あり）
■販売場所／あずましろ〜ど（JR弘前駅自
由通路）など
■問／駅弁・空弁・津軽弁プロジェクト実行
委員会事務局（弘前観光コンベンション
協会内）☎0172-35-3131

■期間／通年
■問／弘前は珈琲の街です委員会
（成田専蔵珈琲店）☎0172-28-2088

弘前カクテル

カクテルの街ひろさき

【第19回乳穂ヶ滝氷祭】
■期日／2月17日（氷結時期2月※要問合）
■時間／9：00〜15：00
■場所／西目屋村役場より暗門方面へ車約10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

クオリティの高いカクテルバーが数
多く存在する弘前は「カクテルの街」。
弘前の四季を表現したオリジナルカ
クテルをお楽しみください。
■問／弘前市立観光館☎0172-37-5501
写真は

26

イメージです

25

南津軽の温泉と風物詩を愉しむ

津軽・西海岸エリア

碇ヶ関温泉郷

ROUTE

雪のふるさと2013

弘南鉄道ラッセル車

320

自慢は
「七種の泉質」

鉄道ファンを魅了します

四方を山々に囲まれた碇ヶ関温泉郷は
名湯・秘湯、色も匂いも効能もさまざま
な7種類の泉質が自慢。温泉巡りが楽し
めます。

昭和4年製。昭和43年に弘南鉄道に入
線した現役のラッセル車「キ104」+E
D333。80年間も走り続けている「年
代物」で、鉄道ファンを魅了していま
す。

■交通／JR碇ヶ関駅より徒歩約10分〜車約12分
■問／平川市商工会碇ヶ関支所☎0172-45-2044

■期間／冬期間（ダイヤは表記されていません）
■問／弘南鉄道☎0172-44-3136

道の駅いかりがせきの温泉
「御仮屋御殿」

津軽南田温泉

ROUTE

ROUTE

321

自然薯そばは、そば粉と特産の自然薯
粉の絶妙な配合による、独特のコシの
強さと食味が自慢です。
■場所／JR碇ヶ関駅周辺
■問／道の駅いかりがせき☎0172-49-5020

毎分320ℓという豊富な湯量が自慢。
りんごが浮いた露天風呂や足湯等が
楽しめます。
■立ち寄り入浴時間／大浴場10：00〜15：00、
竹炭の湯9：00〜21：00
■入浴料／一般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／ホテルアップルランド☎0172-44-3711

藤崎町の白鳥

ROUTE

318

平川ねぷたは、心躍らせるような抑
揚のある囃子が特徴。10台のねぷた
が冬の夜道を練り歩き、
「ヤーヤドー」
の勇ましい掛け声が観客を熱くしま
す。高さ11ｍを誇る「世界一の扇ねぷ
た」も出陣！
■期間／12月8日・9日
※天候等により中止となる場合があります
■場所／弘南鉄道平賀駅前通り
■交通／弘南鉄道平賀駅前
■問／平川市商工観光課
☎0172-44-1111

ROUTE

316

じょっぱり殿様も愛した湯どころ
約800年前に円智上人が発見したと
いわれ、歴代の弘前藩主も湯治に訪
れた名湯。
「じょっぱり殿様」こと三
代藩主・津軽信義は正月もこの地で
過ごしました。

■期間／12月下旬〜翌3月上旬
■開場／8：30〜17：00
■交通／JR大鰐温泉駅より車約5分
■問／☎0172-49-1023

■交通／JR大鰐温泉駅より徒歩約1分〜車
約15分
■問／大鰐温泉観光協会
（大鰐町企画観光課内）☎0172-48-2111
不二やホテル

雪の大食卓会

盛美園・御宝殿

ROUTE

315

明治時代の三名園のひとつ
鹿鳴館を思わせる和洋折衷の盛美館
がある池泉枯山水廻遊式の庭園で、
大石武学流を代表する明治時代の名
園です。園内にある御宝殿は十畳敷
の堂内が金箔に覆われており、日本
最大の蒔絵は、漆芸の最高峰のもの
といわれています。
（冬季の御宝殿見
学は要問合）

大鰐温泉もやし

温泉熱を利用した
江戸時代からの名物
津軽のお殿様御用達！
シャキシャキとした歯触りが人気の
温泉もやしは、炒め物やお浸し、ラー
メンの具としても定評があります。
■場所／大鰐町内の食堂や居酒屋
（もやしラーメン600円〜）
■交通／JR大鰐温泉駅下車
■問／大鰐町企画観光課☎0172-48-2111
星野リゾート 界 津軽

冬のこみせ

313

ROUTE

「こみせ」本来の情緒を堪能
国の伝統的建造物群保存地区「中町こ
みせ通り」。こみせは雪の季節に重宝さ
れる、藩政時代からのアーケード街。週
末の夜にはライトアップされ、津軽の
冬ならではの幻想的な風景が楽しめま
す。2月には「全日本ずぐりまわし大会」
などのイベントも開催されます。

雪と炎が会場を盛り上げる

■期間／通年 ■提供店／市内約70軒
■交通／弘南鉄道黒石駅下車
（黒石市中心街の店舗）
■問／やきそばのまち黒石会（黒石商工会議
所内）☎0172-52-4316

新青森駅と南津軽を結ぶ

シャトルバス 津軽こけし号
「こみせ」
「盛美園」
「田んぼアート」
などの観光名所を経由し、新青森駅
と津軽南地域（黒石市・平川市・田舎
館村）を結びます。
■期間・コース・ダイヤ等は要問合
■料金／500円
■問／津軽南地域シャトルバス運営協議
会（事務局津軽伝承工芸館）
☎0172-59-5300
ROUTE

314

木造校舎で「おもしえぐ」
（面白く）公開中

ミネラルたっぷり「温泉なべ」
落合温泉の源泉水が旨さの決め手

■料金／1,500円
■販売所／津軽伝承工芸館、津軽こけし館
■問／小嵐山・黒石温泉郷活性化協議会
☎0172-59-5300
青荷温泉

貴重な落合温泉水と「温泉豆乳ゆば」
「 温泉豆腐」
「温泉豆乳うどん」
「温泉
豆乳こんにゃく」をベースに青森県
産の魚貝、肉、野菜をつかったミネラ
ルたっぷりの鍋をお楽しみください。

■イベント期間／2月上旬
■場所／中町こみせ通り付近（要問合）
■交通／弘南鉄道黒石駅より徒歩約10分
■問／黒石商工会議所☎0172-52-4316

お山のおもしえ学校

温湯温泉郷、青荷温泉、落合温泉郷、
板留温泉郷などにある６つの参加温
泉旅館と2か所の共同浴場のうち3か
所に入湯できます。また、湯札は地元
こけし工人が製作しており、
「壁かけ
こけし」としてお土産にもなります。

「黒石やきそば」は平打ち太麺が特徴。
ソースたっぷりなのに、なぜかしょ
っぱくない「つゆやきそば」は、隠し
味の中華スープ（そばつゆのお店も
あります）が決め手。

廃校を利用した施設で、懐かしい昭和
の道具、画家・孫内あつしの絵画、温泉
熱を利用した山草園を展示しています。

■料金／お一人様2,100円（2人前より・要予約）
■場所／黒石市落合・板留温泉の一部の旅館
■問／黒石観光協会☎0172-52-3488

津軽伝承工芸館・津軽こけし館

温湯こけし絵付けなどの ROUTE 312
津軽につたわる民・工芸を体験
黒石市内の「こみせ」をモチーフに作
られた津軽伝承工芸館では様々な民
工芸体験ができます。津軽塗、こけし
への絵付け、金魚ねぷたの絵付け、ヒ
バ加工、わら工芸などで津軽の心を
感じることができます。また、津軽三
味線生演奏（毎週土・日曜と祝日、各
日4回公演・有料）や足湯（無料）など
も楽しめます。
■期間／通年※体験は要予約
■開館／9：00〜17：00
■体験料金／1,200円 ■休館／不定休
■交通／弘南鉄道黒石駅より車約15分
■問／☎0172-59-5300

■開校／10：00〜16：00■入校料／一般100円
■休校／無休（12月〜翌3月は月曜）
■交通／黒石ICより車約15分
■問／☎0172-54-2505
鰐come

黒石温泉郷の名湯を満喫

昭和30年代からあるソウルフード
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大寒の厳しい自然の中、大たきびを
囲みながら地元の食材を使った山菜
料理や津軽の地酒などに舌鼓。雪上
ステージではゲストアーティストに
よるライブも楽しめます。

黒石温泉郷・湯めぐり湯札

黒石やきそば
黒石つゆやきそば

【冬季特別割引】
■期間／12月〜翌3月（休：1月1日〜3日）
■開園／10：00〜15：00
■料金／一般200円（通常400円）
※「御宝殿」は別途100円
■交通／弘南鉄道津軽尾上駅より徒歩約10分
■問／☎0172-57-2020

1923年、第1回全日本スキー大会東北予
選を開催したことに始まり、約90年の
歴史を有する県トップクラスのスキー
場。親子で楽しめるファミリーゲレン
デやソリ広場もあります。

ROUTE

■期間／2月上旬
■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

世界一の扇ねぷたが出陣！

大鰐温泉郷

青森県競技スキーの本場

郷土料理とお酒を旅のお供に

平川ねぷたまつり“冬の陣”

■交通／JR藤崎駅より徒歩約20分
■問／藤崎町生涯学習課☎0172-75-3311

322

けの汁列車

ライトアップされたこみせ通り

藤崎町を流れる平川には、毎年10月
下旬から翌３月上旬まで白鳥が飛来
します。河川敷の「白鳥ふれあい広場」
では白鳥を間近に観察することがで
きます。

ROUTE

個性あふれるたくさんの雪だるま、
こけし灯ろうが津軽伝承工芸館に立
ち並び、雪まつりを一層華やかに彩
ります。スノーモービルや雪上車な
どの乗車体験や雪あそびなど多彩な
イベントが行われます。

津軽工芸伝承館を灯す、こけし灯ろうと雪だるま

雄大な岩木山を背景に優雅に泳ぐ

大鰐温泉スキー場

312

■期間／2月8日（弘前駅発）
・15日（平賀駅発）
・
22日（黒石駅発）、3月1日（弘前駅発）
■料金／3,500円（弘前〜黒石間の往復乗車券付）
※定員各80名
■問／弘南鉄道☎0172-44-3136
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りんご風呂が自慢

平川市碇ヶ関地区は自然薯が特産

ROUTE

こけし灯ろう、
巨大かまくらが
雪の里を飾る

津軽の郷土料理「けの汁」を味わいな
がらお酒を楽しむ、約2時間の旅。車
内では恒例の抽選会やカラオケで盛
り上がります。

ホテルアップルランド

自然薯そば

古 都 、黒 石 の 食 と 温 泉 を 満 喫

青森ロイヤルホテル

■期日／2月9日 ■料金／当日券3,000円
■交通／JR大鰐温泉駅より車約15分（送迎
バス有り）
■問／ひばのくに迎賓館☎0172-48-5876

落合温泉郷・花禅の庄

黒石新名物「よされ鍋」

青森県産米で育てた県産鶏肉が
主役の鍋
味わい方は4種類。
「塩味」
「
、ポン酢」、
田舎風のなつかしい「醤油味」、そし
て「つけダレ」。
これらを特製鍋で2種
類の味を一度に楽しめます。最後は
青森県産米で作ったうどんでしめま
す。
「つがるの食彩・野田」
「粋酒場・と
らや」
「居酒屋・将軍」
「季節料理・船水」
の4店舗で提供しています。

温湯温泉郷・鶴の湯

■期間／11月〜翌3月（一部店舗は通年で提供）
■料金／お一人様1,400円（2人前より）
■場所／黒石市内4店舗
■問／黒石市商工観光課☎0172-52-2111
こけし絵付け体験
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ストーブ列車と奥津軽の旅

津軽・西海岸エリア

原市金木地区。この地に残る太宰の匂いや足跡を探してみませんか。
太 宰 ミュー ジ アム ・太宰治を育んだ五所川
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金木観光物産館「マディニー」
太宰の好物を食してみよう！

龍飛崎・階段国道

ROUTE

336

義経伝説の残るロマンの地
源義経が北海道へ渡ったという伝説
が残る地・龍飛。その龍飛の名もこの
伝説に由来するといわれています。
龍飛崎から灯台へ至る階段国道は全
国でも珍しい、車やバイク走行不可
の国道です。
■問／外ヶ浜町産業観光課☎0174-31-1228
※冬期間は凍結のため、足下にご注意ください

ROUTE
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龍飛岬観光案内所「龍飛館」
太宰治・棟方志功ゆかりの宿

太宰治や棟方志功が宿泊した「奧谷
旅館」を改修した施設。宿帳や太宰の
泊まった部屋を今日に伝える、味わ
い深い建物です。

小説「津軽」の像記念館

ROUTE
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タケと太宰の出逢いと生涯
太宰治が幼年時代の子守り・越野タ
ケと、国民学校の運動場で30年ぶり
に再会する小説『津軽』のラストシー
ン。舞台となった小泊小学校のグラ
ウンドが見下ろせる記念館には、二
人が並んで座る像や文学碑が建てら
れています。生前のタケが太宰の思
い出を語るビデオや太宰の長女・津
島園子さんの映像など貴重な資料を
展示しています。
■開館／9：00〜16：00（11月〜翌3月）、
9：00〜16：30（4月〜10月）
■休館／10月〜翌3月は月・火曜（祝日の場
合は翌日）、4月〜9月は無休、12月28日〜
翌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

■期間／4月25日〜11月30日
■時間／9：00〜16：30（最終入館16：00）
■入館料／無料 ■休館／無休
■交通／JR三厩駅よりバス約30分
■問／☎0174-31-8025

地元金木をはじめ津軽
半島など近隣の観光ス
ポット、観光ルートを
紹介。太宰にまつわる
数々のお土産や金木の
特産品を販売。レスト
ランでは、地元名産の
馬肉を使った馬肉寿司
や太宰治が好きだった
若生おにぎり、根曲が
り竹の入った太宰らう
めんなどが堪能できます。

ROUTE

330

馬肉寿司

雪国地吹雪体験

奥津軽ならではの冬体験

津軽三味線ライブ＆体験

■開店／マディニー9：00〜17：15（3月まで）、
9：00〜18：00（4月〜10月） ※休：無休
はな11：00〜16：00 ※休：12月30日
■交通／津軽鉄道金木駅より徒歩約7分
■問／マディニー
☎0173-54-1155
太宰らうめんと
郷土料理「はな」
☎0173-54-1160

馬まん

積もった雪が強風で舞い上がる「地
吹雪」。昔ながらのかくまき姿で吹き
すさぶ地吹雪を体験してみませんか。

太宰らうめん

ROUTE
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心に響く魂の音色を体感

かなぎ文学散歩

金木名物の馬肉が中華まんに

太宰ゆかりの地

太宰治の好物
五所川原市金木地
「根曲がり竹」
区には太宰治の生
が入った醤油
家「斜陽館」や戦禍を逃れて疎開した
味と、金木独
「新座敷」など、ゆかりの地がさまざ
特の「馬肉鍋」
ま残されています。由緒や歴史を地
の具材がその
元ガイドがご案内。散歩の途中で金
まま入った味噌味があります。芦野
木名菓の試食もあります。
（要問合）
公園駅の旧駅舎を改装した喫茶店
■時間／10：00〜12：00
「駅舎」でいただけます。
■料金／2時間コース2,400円、
■期間／通年 ■場所／喫茶店「駅舎」
■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

ROUTE
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津軽三味線発祥の地で津軽三味線の
歴史、民謡、郷土芸能等を紹介。生演
奏を聴いたり、津軽三味線の体験指
導を受けられます。津軽三味線発祥
の地で聴く三味線の音色は、津軽の
風土を感じさせてくれます。
■体験時間／9：30〜10：30・15：10〜17：00
（12月〜翌3月）
、
15：10〜17：00
（4月〜11月）
■体験料金／5,000円（1グループ30分）
■開館／9：00〜17：00（11月〜翌4月）
8：30〜18：00（5月〜10月）
■休館／12月29日
■入館料／一般500円（斜陽館との共通券有り）
■交通／津軽鉄道金木駅より徒歩約7分
■問／津軽三味線会館☎0173-54-1616

■期間／1月20日〜2月17日（金・土・日曜）
■料金／一般1,500円
■場所／金木地区
■問／津軽地吹雪会（代表・角田周）
☎0173-52-2012

スノーシュートレッキング体験
奥津軽の冬を体験

初心者でも気軽に冬の津軽を体感で
きます。津軽の冬の風物詩「地吹雪」
に出会えるかも。
（1週間前に要予約）

ふれあいセンターよもぎ温泉

村特産の薬草を使ったイベント湯が自慢
140人収容の大浴場や打たせ湯など
でゆったりとくつろげます。

龍飛崎温泉

ROUTE
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義経伝説の宿る風の岬

■時間／9：00〜21：00■入浴料／大人350円
■休館／火曜（祝日の場合翌日）、12月31日、
1月1日
■交通／JR郷沢駅より徒歩約15分
■問／☎0174-27-2170
ROUTE 334

津軽海峡の海がうねり風が吠える、
津軽半島最北端の温泉宿。晴れ渡っ
た日には大浴場と露天風呂から北海
道の山並みを一望できます。
■交通／JR三厩駅よりバス約30分
■問／ホテル竜飛☎0174-38-2011

総合交流促進センターかぶと
漁業資料の展示コーナーも

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、
薄く柔らかい1年ものの昆布「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
■問／☎0174-31-7021
ROUTE
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もずくうどん

ROUTE
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道の駅いまべつの
名物メニュー
町特産品のも
ずくうどんを
食べることが
できるのはこ
こだけ。道の駅
いまべつでは特産
品も販売しているほか、今別町の観
光情報や釣り情報がわかります。
■時間／道の駅9：00〜18：00、食堂11：00〜
15：00（11月〜翌3月は食堂のみ土・日休み）
■交通／JR津軽今別駅下車すぐ
■問／道の駅いまべつ☎0174-31-5200
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よもぎた物産館マルシェ＆
ROUTE 332
村の駅よもっと
蓬田村の特産品いっぱい

旬の農産物や魚介など多彩に取りそ
ろえる「よもぎた物産館マルシェ」。
なかでも特産のトマトを使った加工
品は贈答用にも人気。大きないけす
のある村の駅よもっとでは、陸奥湾
で獲れた鮮魚販売のほか、食堂では
新鮮な刺身定食も味わえます。
【よもぎた物産館マルシェ】
■時間／9：00〜17：00（11月〜翌4月）、8：00
〜18：00（5月〜10月）
■休館／11月〜翌4月は火曜（祝日の場合翌日）、
1月1日〜3日、5〜10月は無休
■交通／JR郷沢駅より徒歩約15分
■問／☎0174-31-3040
【村の駅よもっと】
■時間／8：00〜18：00
■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

十三湖産「寒シジミ」

板柳町ふるさとセンターで
“りんごの楽しさ”を学ぶ
すべてりんご！の体験

ROUTE

■時間／9：00〜17：00■休館／年末年始
■交通／JR板柳駅より徒歩約15分
■問／☎0172-72-1500

稲垣温泉

ROUTE
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源泉掛け流しの豊富な湯量
昭和25年に「稲の湯」という銭湯を開業
して以来、湯治場として親しまれてき
ました。青森産総ヒバ造りのロビーや、
木の温もりを活かした和風別邸花月亭
など、風趣が随所に感じられます。
■料金／400円（入浴料）
■交通／JR五所川原駅よりバス約25分
■問／稲垣温泉ホテル花月亭☎0173-46-2821
ROUTE
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お い の な が ね

特産スチューベン
の加工品が自慢

狼野長根温泉

生産量日本一を誇
るスチューベンを
原料としたジャム
や羊羹、大豆や米などの加工品など鶴
田町の特産品を取り揃えています。

大浴場からは、岩木山と津軽平野を一
望できます。露天風呂もあり、毎分1.5t
の豊富な湧出量の掛け流し温泉と、地
産地消にこだわった料理が自慢。

■時間／9：00〜18：00 ■休／1月1日
■交通／JR陸奥鶴田駅より車約5分
■問／☎0173-22-5656

323

ストーブ列車

津軽の冬の風物詩

■期間／12月上旬〜翌3月下旬
■時間／1日2往復ストーブ列車を運行
■料金／運賃+ストーブ列車料金300円
■場所／津軽五所川原駅〜津軽中里駅
■問／津軽鉄道☎0173-34-2148

石炭ストーブのイラスト入り掛紙
の「ストーブ弁当」
竹を編んで作った
弁当に、若生昆布
のおにぎりや納
豆昆布、石炭に見立
てた里芋など地元食材をふんだんに
使用したおかずが入っています。

7階建てのビルに相当する高さ約22
ｍの大型立佞武多を常時展示。らせ
ん状のスロープを下りながら立佞武
多を見ることができ、巨大スクリー
ンでは実際の祭りの臨場感を味わえ
ます。製作現場の見学や紙貼り・色つ
けのほか「金魚ねぷた」や「ミニ津軽
凧」の製作体験ができます。
（有料）
■開館／9：00〜17：00（3月まで）、9：00〜
19：00（4月〜9月）
■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

立佞武多製作参加体験
（無料）
夏の祭りに出陣する立佞武多の製作
作業に参加できます。体験できる作
業は紙貼りか色付け。体験された方
全員に
「作業証明書」をお渡しします。
■立佞武多製作期間／12月中旬〜5月上旬
（紙貼り体験※要問合）

■販売期間／12月〜翌3月（3日前要予約・2個から）
■料金／1,000円
■問／津軽鉄道☎0173-34-2148

厳寒の冬も旨い
328

お菓子作りや「りんご草木染め」、樹皮
を編み上げていく「林寿」製作体験など、
花、実、葉、茎などりんごを余すところ
なく利用した体験ができます。

道の駅つるた

ROUTE

迫力の威容が四季を通じて楽しめる

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
焼く光景は冬の風物詩です。

■期間／1月上旬〜2月下旬
■時間／10：00〜12：00頃
■休／1月1日〜3日■料金／2,900円
■定員／2〜15人（16名以上は要相談）
■場所／芦野公園
■問／太宰治記念館「斜陽館」☎0173-53-2020

3時間コース（4〜11月）5,000円
■場所／津軽鉄道金木駅集合
■問／太宰治記念館「斜陽館」☎0173-53-2020

立佞武多の館

ROUTE
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里山風情にくつろぐ天然温泉

■入浴料／300円
■交通／JR大釈迦駅より車約7分
■問／湯元津軽富士見ランドホテル
☎0173-29-3260

十三湖が結氷
する厳寒期、
湖面の氷を
割って行な
われるしじみ
漁。この時期採
れるしじみは「寒シ
ジミ」と呼ばれ、夏の「土用シジミ」に
比べると身は若干小さいものの、旨
みを蓄えて冬眠しているため出汁が
良く旬とされています。ラーメンや
様々な料理で提供されています。
■場所／道の駅や十三湖周辺のお店で販売。
（店によって料理は異なります）
■開店／9：00〜17：00（道の駅十三湖高原）
■問／道の駅十三湖高原☎0173-62-3556

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

津軽金山焼で陶芸体験
窯場の見学もできる

ROUTE

■15ページ参照
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かつてこの地にあった須恵器に強い
影響を受けた津軽金山焼は、釉薬を
一切使わず、1,350度の高温でじっく
りと焼き固める「焼き締め」の手法で
つくられ、深みのある独特の風合い
が特徴です。窯場はいつでも見学で
き、陶芸教室では陶芸体験を楽しめ
ます。れすとらん「山の風」では軽食
からコース料理まで金山焼の器で堪
能でき、ピザ作りやストラップ作り
も楽しめます。
■開館／9：00〜17：00、
レストラン10：00〜21：00
■料金／陶芸体験 一般500g・1,200円
■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

赤〜いりんご御所川原

珍商品、
果肉まで赤いりんご
五所川原市の
特産品「赤〜
いりんご」は、
皮だけでなく
果肉や花、若葉ま
で赤い大変珍しい
リンゴ。ジュース、
ワイン、ジャムのほか、
ドレッシングやサイダー、ゼリー
などバラエティに富ん
だ加工品があり、その
味わいは絶品です。
■問／五所川原市商工観光課☎0173-35-2111
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日本海と白神山地、自然と食を 満 喫

津軽・西海岸エリア

ROUTE
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「ふかうら雪人参」収穫体験
厳しくも豊かな自然が育む

かそせ いか焼き村

350

ROUTE

新鮮な海の幸が味わえる
活きの良い鮮魚やとれたて野菜、いか
焼きなど地元の特産品を販売する道の
駅。食事処ではイカにこだわったラー
メンやカレー、自然塩入りのオリジナ
ルソフト「ソルティー」など、こだわり
メニューが楽しめます。
■時間／9：00〜18：00（1月〜3月は17：00まで）
■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

冬のミニ白神トレッキング

１年の約半分を深い雪に覆われる白
神山地。樹齢300年を超えるブナ林は
自然の息吹を感じられます。白神山
地の素晴らしさを感じた後は、旬の
料理と温泉をご堪能ください。

世界自然遺産白神山地か
ら湧き出る水の恵みを受
けた「海の幸」
「山の幸」が
豊富な津軽西海岸。四季
折々豊かな旬の幸を地元
ならではの調理方法で提
供します。食材の揃わな
い日はのぼりを出さないほどのこだ
わりぶりです。

冬のミニ白神ブナ林をガイドと一緒
に歩き、ブナの冬芽や小動物の観察
をしながらのトレッキング。野ウサ
ギやカモシカに出会えるかも。

■期間／1月上旬〜3月下旬
■時間／9：00〜12：00、12：30〜15：30
（2名以上、3日前まで要予約）
■料金／3,000円〜
（日帰り、宿泊プランがあります）
■問／アオーネ白神十二湖☎0173-77-3311

グルメinふかうら
美味しい深浦を堪能

真冬の日本海で水揚げされた鮮度抜
群の食材の数々と「白神の詩」、
「夕陽
海岸」などの地酒が楽しめます。特産
品の「つるつるわかめ」
「各種寿司漬」
や「旅館・ホテル無料宿泊券」などが
当たるお楽しみ抽選会、アトラクシ
ョンなどもあります。
（料金：要問合）
■期間／2月毎週土曜・日曜（予定）
■場所／深浦町内各施設
■問／深浦町観光協会☎0173-74-3320

だまこ鍋定食

白神に育まれた幸を食す

冬のブナ林はひと味違う

■場所／鰺ヶ沢町・深浦町町内各提供店
■問／鰺ヶ沢町産業振興課☎0173-72-2111
深浦町観光課☎0173-74-2111

素朴ながらコクがある
県産米をすりつぶしてひ
とつひとつ丸めた「だま
こ」を旬の食材とともに鶏がらスー
プで煮込む料理です。

上方と蝦夷地を結んだ
交易船の軌跡に思いを馳せる。
「幻の船」と呼ばれる北国船が描かれた
国内唯一の絵馬がある円覚寺や、近世
の日本海で隆盛した弁財船（北前船）の
歴史を紹介する風待ち舘などの施設、
町の歴史・文化をガイドが紹介します。
■期間／通年（要予約）
■料金／一般2,300円〜（ガイド・入館料込み）
■集合場所／JR深浦駅
■問／深浦町観光協会☎0173-74-3320
ROUTE

351

ガラス創作体験

ROUTE

348

見て、触れて、体験するガラスの魅力
風力発電のクリーンエネルギーでガ
ラスを溶解する環境に優しい工房で、 黄金崎不老ふ死温泉
世界にひとつだけのオリジナルグラ
黄金崎不老ふ死温泉 ROUTE 122
スやアクセサリー作りに挑戦。ビー
水平線に近づく夕陽が神々しい
ズアクセサリーなど５種類の体験メ
ニューのほか、特別体験もあります。 広大な日本海の風景を望む高台の露
■時間／9：00〜11：00、13：00〜16：00
天風呂や、波打ち際の海岸露天風呂
■休館／火曜（11月〜翌3月）※4月から無休
が人気の温泉宿です。
■料金／1,260円〜3,990円
（体験メニューにより異なる）
■場所／ウェスパ椿山・ガラス工房
■交通／JRウェスパ椿山駅下車すぐ
■問／ウェスパ椿山☎0173-75-2261

風待ち舘

ROUTE

風待ち舘

■交通／JRウェスパ椿山駅下車すぐ
■問／ウェスパ椿山☎0173-75-2261
ウェスパ椿山

ROUTE

345

白神山地トレッキングなど十二湖観
光の拠点として利用されている「ア
オーネ白神十二湖」。トレッキングで
疲れた体を温泉が癒してくれます。

349

上方と蝦夷地を結び、近世の日本海
をかけぬけた弁財船（北前船）。館内
には全長7.5ｍにも及ぶ弁財船の縮
尺模型や黄金の仏壇、古伊万里など
船の積載品が展示され、風待ち湊と
して栄えた歴史を彷彿とさせます。
■開館／9：00〜17：00
■入館料／一般300円
（風待ち館、ふかうら文学館、歴史民俗資
料館・美術館の3館共通入場券もあり）
■交通／JR深浦駅より徒歩約25分
■問／☎0173-74-3553

■交通／JR十二湖駅より車約5分
■問／☎0173-77-3311

みちのく温泉

みちのく温泉

ROUTE

347

青森ヒバの露天風呂

鰺ヶ沢温泉

ROUTE

361

30万年前の海水が温泉として湧出
約30万年前の地層から湧き出る温泉
は体の芯から温まります。武家屋敷
を思わせる落ち着いた雰囲気の中、
新鮮な山海の幸と津軽の地酒を堪能
できます。

アオーネ白神十二湖

ROUTE

鰺ヶ沢町では、北海道の一部のみに
生息する「幻の魚」イトウの養殖に成
功。
サーモンピンクの身は
「川のトロ」
とも呼ばれ、刺身の他さまざまな料
理が楽しめます。

鰺ヶ沢近海の魚介類、地元の農産物
やわさおグッズがずらりと並びます。
あんきもアイスなどのオリジナル商
品も多彩。2 階の鰺ヶ沢相撲館では、
鰺ヶ沢町出身・舞の海関をはじめと
する郷土出身力士の活躍や化粧まわ
しなどを展示。

鰺ヶ沢の魅力がぎゅっと

ROUTE

342

日本海を見渡す露天風呂でリゾート
気分に浸ってみませんか。鰺ヶ沢産
の山海の恵みも味わえます。

JR木造駅舎に合築した施設で、つが
る市にある青森県を代表する縄文遺
跡「亀ヶ岡遺跡」から出土した「遮光
器土偶」を建物に貼り付けたインパ
クトある外観が目を引きます。この
土偶の目が列車の発着に合わせ点滅
し、夜にはライトアップされます。
■問／つがる市商工観光課
☎0173-42-2111

ROUTE

344

■時間／9：00〜18：00
（鰺ヶ沢相撲館は17：00まで）
■休館／第2・4水曜（1月〜3月）1月1日・2日
※4月から無休
■交通／JR鰺ケ沢駅より徒歩約15分
■問／☎0173-72-6661

■期間／2月1日〜2月28日※完全予約制
■時間／9：00〜15：00（要予約）
■料金／2,500円（スノーシュー等レンタル
料、保険料等含）
（予定）
■交通／JR鰺ケ沢駅より車約30分
■問／鰺ヶ沢町観光協会☎0173-72-5004

冬の白神山地タクシープラン
雪のミニ白神まではタクシーが便利。
らくらくミニ白神へ、ゆったりトレ
ッキングを楽しめます。
■期間／1月中旬〜2月下旬※完全予約制
■時間／8：30〜11：30
■料金／1名4,500円
（運賃・入山料・ガイド料込み）
■場所／JR鰺ケ沢駅〜ミニ白神
■問／西海観光☎0173-72-4512

■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

道の駅もりたアーストップ

■交通／JR鰺ケ沢駅より徒歩約10分
■問／鰺ヶ沢温泉水軍の宿☎0173-72-6511

巨大な遮光器土偶がシンボル

白神山地・十二湖の麓で自然体験

海の駅わんど＆鰺ヶ沢相撲館

上品な味わいは川のトロとも

岩木山と日本海を一望する
高原リゾート

木造駅「ふれ愛センター」

■交通／JR艫作（へなし）駅より徒歩約15分
■問／ ☎0173-74-3500

日本海を舞台に栄華を運んだ湊町
円覚寺

ヨーロッパの風景を思わせる日本海
を望むリゾート施設「ウェスパ椿山」
内にあります。展望露天風呂からは
日本海の眺望が楽しめます。
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幻の魚「イトウ」

鰺ヶ沢高原温泉

■期間／12月〜翌3月（11：00〜21：00）
■場所／ウェスパ椿山レストラン「カミリア」
■問／ウェスパ椿山☎0173-75-2261

豊かな自然が魅了する

ROUTE

■場所／イトウ料理提供店（要予約）
■問／鰺ヶ沢町産業振興課
☎0173-72-2111

鍋石温泉

北前船の湊町散策

32

海彦山彦食の旅

静寂の十二湖を歩く

北国の厳しい寒さと豊かな自然が育
んだ、
甘くおいしい
「ふかうら雪人参」
。
白神山地を背景に、広大な農場の雪
の中から掘り起こします。収穫した
人参は、その場でしか味わえない生
絞りの人参ジュースで楽しみます。
■期間／12月下旬〜翌3月下旬
■時間／9：00〜12：00、13：00〜16：00
■料金／14,000円〜19,000円
（宿泊料込み。
ご利用日、
人数により異なる）
■場所／ウェスパ椿山近辺
■交通／JRウェスパ椿山駅下車すぐ
■問／ウェスパ椿山☎0173-75-2261

十二湖スノーハイク（かんじき）

田園風景の中の安らぎ空間
ナクア白神ホテル＆リゾート

ナクア白神スキーリゾート
海に飛び込むような爽快感

抜群の雪質と整備が行き届いた3.4k
m のロングコース。初級者から上級
者まで安心して楽しめます。
■期間／12月上旬〜翌4月上旬
■時間／8：30〜17：00、ナイター21：00まで
（12月下旬〜3月下旬）■休業／無休
■交通／JR鰺ケ沢駅より車約20分
■問／☎0173-72-1011
ROUTE 343

「つがる地球村」の先端に位置するこ
とからその名が付けられました。新
鮮野菜のほか、レストランでは地場
産品を使ったメニューが豊富。名物
の「弥三郎ラーメン」がおすすめ。
■時間／レストラン10：00〜17：00
地場産品9：00〜18：00
■休館／1月1日
■交通／JR陸奥森田駅より徒歩約20分
■問／☎0173-26-4488
ROUTE

イカのカーテンと
映画「わさお」のふるさと

焼きイカの香り漂う鰺ヶ沢の海岸
海岸沿いを走る国道101号線は焼き
イカ店が軒を連ねる「焼きイカ通り」。
生干しのイカが潮風にたなびく様子
から ”イカのカーテン ”と呼ばれてい
ます。鰺ヶ沢町駅前観光案内所では、
これらの名所や、映画「わさお」のロ
ケ地を記載したハンドブックを配布
しています。
■交通／JR鰺ケ沢駅より車約5〜15分
■問／鰺ヶ沢町産業振興課☎0173-72-2111

341

346

豊富な湯量と優れた泉質の天然温泉。
夕景を望む高台にあり、直径22 mも
の青森ヒバの水車が迎えてくれます。
■交通／JR艫作（へなし）駅より車約3分
■問／☎0173-75-2011
31

春を
遊ぶ

桜 の 名 所・津 軽 。風 光 と 春 の イ ベ ン ト を 愉 し む 。

津軽・西海岸エリア

ロケ地：鰺ヶ沢町
「菜の花畑」

岩木山麓菜の花畑

津軽富士見湖桜まつり
岩木山を背景に
日本一の木橋が浮かぶ

白神海ものがたりと漁師の朝飯

漁師の気分で海中を覗いてみよう
箱メガネで海中を覗いたり、海上か
ら白神山地を眺めたり、遊漁船に揺
られて海遊び。船から下りた後には、
新鮮な魚介類を贅沢に使った漁師の
朝飯をいただきます。
■期間／4月下旬〜9月中旬
■時間／7：00〜9：00
■料金／12,000〜17,000円（宿泊料込み）
※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すぐ
■問／ウェスパ椿山☎0173-75-2261

ROUTE

秀峰「岩木山」を背景に広がる、
映画のロケ地

360

「津軽富士」岩木山の雄大・秀麗な姿
を湖面に美しく映す津軽富士見湖は、
その景観から「逆さ富士」の名称でも
亀ヶ岡さくらまつり ROUTE 358
有名。1年で最も美しい景観を見せる
春には「津軽富士見湖桜まつり」が開
つがる市の隠れた桜の名所
催され、全国へら鮒つり大会などが
ソメイヨシノやヤエザクラ、シダレ
行われます。
ザクラなど計1,200本の桜が平滝沼
■期間／5月3日〜5日
公園と亀ヶ岡公園を彩ります。
■場所／富士見湖パーク
■交通／JR陸奥鶴田駅より車約10分
■問／鶴田町観光協会☎0173-22-3414

小説『津軽』を巡る

■期間／5月上旬■場所／つがる市木造館岡
■交通／JR木造駅より車約30分
■問／つがる市観光協会事務局
（つがる市商工観光課内）☎0173-42-2111

深浦の町で太宰に出逢う

津軽すこっぷ三味線快館

小説『津軽』をガイドブック代わりに、
太宰治が訪れた円覚寺や投宿した旧
秋田屋旅館など、深浦の町をガイド
がエスコートします。昼食には、太宰
が食した膳をアレンジした「ふかう
ら御膳」を堪能。宿泊は、温泉付きコ
テージです。

曲に合わせて栓抜きなどですこっぷ
をたたいて演奏するすこっぷ三味線。
演奏体験では１曲演奏できるように
楽しく指導します。演奏する本人も
思わず笑ってしまう楽しさ。

■期間／4月〜11月 ■時間／11：00〜15：00
■料金／15,000〜20,000円（宿泊料込み）
※利用日、人数により異なります
■問／ウェスパ椿山☎0173-75-2261

岩木山の麓に広がる菜の花は、春の風
物詩として知られ、青森・東京・北京の
３都市を中心に撮影が行われた日中友
好40周年記念作品映画「明日に架ける
愛」のロケ地となりました。この菜の花
を残そうと地元農家で「山田野アグリ
プロジェクト」を立ち上げ、作付維持の
ために、
「菜の花サポーター」
を募集して
います。
「菜の花畑」は、連作障害回避の
ため、毎年違う場所に作付しています。
■場所／鰺ヶ沢町山田野地区（岩木山の麓）
■問／鰺ヶ沢町観光協会☎0173-72-5004

光信公の館ぼたん祭り

ROUTE

弘前市の桜の名所

紅紫色のカタクリの花が咲き誇る群生
地。私有地につきシャトルバスをご利
用ください。

桜の古木・銘木が随所にある弘前公
園。弘前市には公園以外にも桜の見
どころが多々あります。ソメイヨシ
ノ・枝垂れ桜が雅に咲き誇る五重塔。
樹齢700〜800年ともいわれる弘前
天満宮の枝垂れ桜。5代藩主信寿の時
代から花見の宴を催した長勝寺の霞
ざくら。弘前市の桜花爛漫をお愉し
みください。

カタクリの群生はツアーで愉しむ

思わず笑いがこぼれるライブショー

■期間／4月〜11月（12月〜翌3月は休館）
■開館／10：00〜16：00
■体験料／700円 ■休館／第2火曜
■交通／JR五所川原駅より車約20分
■問／☎0173-52-4450
ROUTE 359

カタクリの小径

357

■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。
■料金／一般1,000円（バス代等含）
■場所／黒石市雷山周辺
■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／津軽伝承工芸館☎0172-59-5300

清藤氏書院庭園

ROUTE

355

悲恋の妃を弔う奥ゆかしい庭園

■開園／4月〜11月■時間／9：00〜17：00
■入園料／300円
■交通／弘南鉄道津軽尾上駅より徒歩約10分
■問／☎0172-57-2127

34

■期間／5月下旬〜10月上旬（見頃は7月中
旬〜8月中旬）
■料金／第1アート・第2アート共通券：一般
300円（個別券200円）
■場所／田舎館村役場東側水田、ほか2か所で開催
■交通／弘南鉄道田舎館駅より車約5分
■問／田舎館村むらおこし推進協議会（事務
局：田舎館村産業課）☎0172-58-2111
ROUTE

354

世界一の桜並木

奥州の藤原秀衛や津軽為信をはじめ、
多くの人物に尊崇を受けた猿賀神社。
4月下旬からは「鏡ケ池」と「見晴ヶ池」
ROUTE 352
白岩まつり
の2つの大池を縁取るように桜が咲
真白な岩肌に木々の緑が映える
き誇ります。
雪のように白い凝灰岩の岩肌の「白
■料金／境内見学自由
岩」は、四季折々に美しいコントラス
弘南鉄道津軽尾上駅より徒歩約15分
■交通／弘南鉄道津軽尾上駅より徒歩約15分
■問／☎0172-57-2016
トをみせる景勝地。山開きを兼ねて
パワー
行われる白岩まつりでは県無形民俗
スポット
文化財に指定されている「尾崎獅子
文化財に指定されてい
踊」の演舞や地元ガイドが案内する
踊
遊歩道散策などが行われます。
■期日／5月下旬■場所／白岩森林公園
■交通／弘南鉄道平賀駅より車約20分
■問／平川市観光協会事務局
（平川市商工観光課内）☎0172-44-1111

■開花時期／4月下旬〜5月上旬
※標高・場所により多少開花が異なります
■問／岩木山観光協会☎0172-83-3000

ROUTE

白神・暗門を歩く

秘境と呼ばれた暗門・白神を歩く
「アクアグリーンビレッジANMON」を
基地として、太古の姿を残す暗門の滝
や樹齢400年のマザーツリーのほか白
神山地を様々にトレッキングできます。
ガイドによる動植物などの説明を聞き
ながら豊かな自然を楽しめます。
■期間／4月下旬〜※暗門の滝歩道の開通は遅
延する可能性が高いため要問合。
■ガイド料金／コースにより異なる（要問合）
■交通／JR弘前駅よりバス約1時間30分
■問／アクアグリーンビレッジANMON
☎0172-85-3021

356

白神山地ビジターセンター

巨大スクリーンがリニューアル
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白神山地の生態系や人間との関わり
を学ぶミュージアム。300ｍ²の超巨
大スクリーンと臨場感あふれるサウ
ンドが、四季折々の白神山地の表情
や動植物の生態を圧倒的な迫力で映
し出します。
■時間／9：00〜16：30（11月〜翌3月）、
8：30〜17：00（4月〜10月）
■入館料／無料（大型映像観覧は有料）
■休館／第2月曜（4〜12月）、月曜と木曜
（1〜3月）※祝日の場合は翌日、年末年始
■交通／JR弘前駅よりバス約1時間
■問／☎0172-85-2810

12

十二湖トレッキング

爽やかな十二湖の森を散策
青池やブナの自然林や動植物など
魅力あふれる十二湖を、経験豊富
なガイドと一緒にトレッキング。
気軽に参加できるコースから上級
者も納得のコースまで４つのコー

スから選べます。
■期間／4月上旬〜11月下旬
■時間及び料金／コースにより
異なります
■問／ウェスパ椿山
☎0173-75-2261
アオーネ白神十二湖
☎0173-77-3311
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周年

■問／☎0173-34-2148

■問／☎0172-44-3136

田んぼをキャンバスに見立て、紫稲・
黄稲・つがるロマンなど異なる種類
の稲を手植えして描かれた絵は圧巻。
５月末に行われる「田植え体験ツア
ー」は無料で参加できます。
（7日前ま
で要予約）

平成 年 月
﹁白神山地﹂世界自然遺産登録

弘前駅〜黒石駅を結ぶ弘南線と、中央弘前駅〜大鰐駅を
結ぶ大鰐線があり、どちらも車窓からのどかな田園風景
が楽しめます。大鰐線では終点・大鰐温泉で日帰り入浴が
楽しめるほか、電車内に自転車を持ち込める「サイクルト
レイン」が人気です。弘南線沿いは、尾上の「盛美園」や「猿
賀公園」、終点・黒石の「こみせ」などが見どころ。また、黒
石焼きそば・つゆやきそばと弘前〜黒石間の往復乗車券
がセットになった「食べレール券」
（1,500円）も発売して
います。

のんびり
ローカル線の旅

弘南鉄道

自然の恵みを受けて変化する
ROUTE 353
巨大アート

歴史と自然が融合する霊社

岩木山を周遊する道路は絶好のドラ
イビングスポットです。バス停「小森
山入口」辺りから「嶽温泉郷」辺りに
かけては「並木の遊歩道」もあり、世
界一の桜並木を眺めながらゆったり
と散策できます。

■期間／5月下旬〜6月中旬
■時間／9：00〜17：00
■入館料／一般300円
■交通／JR鰺ケ沢駅より車約20分
■問／鰺ヶ沢町教育委員会☎0173-72-2111

田んぼアート田植え体験

猿賀神社

20km、約6,500本が魅せる

弘前藩始祖・大浦光信公の居城があっ
た国史跡「種里城跡」に建つ光信公の館。
前庭には津軽家の家紋にちなみ500本
のぼたんが植えられ、色とりどりの大
輪の花が咲き誇ります。

青森県屈指の風光明媚なローカル線。
白神山地と日本海、豊かな津軽平野
を「リゾートしらかみ」が走ります。
海沿いは奇岩怪石が連なる風景が楽
しめ、内陸に入ってからは田園風景
が望めます。景勝ポイントでは速度
を落とし、美しい風光を車窓から楽
しむことができます。また、普通列車
津軽鉄道
では、ひなびた駅舎やホームの趣あ
ストーブ列車で有名な津軽鉄道は、
る風情に浸ることができます。
津軽五所川原駅〜津軽中里駅間20.7
■詳しくはP46参照
kmを45分で結ぶローカル線。昔は津
■問／JR東日本お問い合せセンター
軽半島の木材を運ぶ森林鉄道として
☎050-2016-1600
栄えました。沿線は田園に囲まれ、冬
は壮大な白銀の世界が広がります。
春は芦野公園の桜まつりに多くの観
光客が訪れ、この時期発売される駅
弁「花見弁当」も好評を博しています。

■期間／4月下旬〜5月上旬
■場所／弘前公園・五重塔・天満宮・長勝寺、ほか
■問／弘前市立観光館☎0172-37-5501

北条時頼の愛妾・唐糸御前の霊を弔う
ため清藤家の先祖によって植えられた
ケヤキを中心に、江戸時代に作庭され
ました。
「大石武学流」の源流であると
され、明治末期に建築された母屋とと
もに国名勝に指定されています。

歴史の地を彩る大輪の花

JR五能線

弘前公園のほかにも桜の名所が沢山
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新羅神社での大黒舞

あかいとおどしよろいかぶとおおそでつき

1334年、南部師行（もろゆき）により
築城された根城南部氏の城を復元し
た城址公園。南部家文書や出土品・遺
物などを手がかりに、当時の生活の
場面を設定・展示。専門のボランティ
アガイドが根城南部の歴史などを詳
しく説明します。

国宝・赤糸威鎧兜大袖付

■開館／9：00〜17：00（入館16：30まで）
■入館料／一般250円
■休館／月曜（第1月曜・祝日の場合は開館）、
祝日の翌日（土日の場合は開館）、12月27日
〜翌1月4日、月末休館の場合あり
■交通／JR八戸駅より車約10分
■問／☎0178-44-8111

しろいとおどしつまどりよろいかぶとおおそでつき

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
ROUTE 405
史跡根城の広場
する史跡根城の広場には安土桃山時代
是川縄文館・外観
安土桃山時代の生活を
の城を復元展示しています。
現代に伝える

国宝・白糸威褄取鎧兜大袖付

歴史を知り、
未来がひらく

■開館／9：00〜17：00（入館16：30まで）
■入館料／一般250円
■休館／月曜（第1月曜・祝日の場合は開館）、
祝日の翌日（土日の場合は開館）、年末年
始 ※月末休館の場合あり
■交通／JR八戸駅より車約10分
■問／☎0178-41-1726

更上閣お庭えんぶり

野辺地町立
歴史民俗資料館

一斉摺りでのえんこえんこ

櫛引八幡宮

ROUTE

402

まかど温泉

ユートリーで伝統工芸を体験

七戸十和田

その他の鉄道
主要国道

三沢市

三沢空港

高速道路

東北新幹線

有料道路
冬季閉鎖道路

403

八食センター

青い森鉄道

新郷村

名川チェリーセンター
キリストの墓
キリストの里伝承館

■問／交通管制センター
☎017-773-3021

水芭蕉群生地

三戸町

三戸

法光寺

タプコプ創遊村
目時

大黒森

田子町

田子ガーリック
センター

蕪島

八戸ポータル
ミュージアム
「はっち」

八戸公園
是川縄文館

八戸JCT

種差海岸芝生地
種差海岸

大蛇

道の駅
はしかみ

階上町

階上

フォレストピア階上

わっせ交流センター

南郷IC

南郷朝もやの館
山の楽校

道の駅なんごう
グリーンプラザなんごう
体験実習館チェリウス
そばの里けやぐ

城山公園（三戸城）
三戸町立歴史民俗資料館

八戸市水産科学館
マリエント
葦毛崎展望台

鮫

東北自動車道
八戸線

南部町
道の駅さんのへ

八戸市

八戸IC

櫛引八幡宮

大石神ピラミッド

八戸市博物館
史跡根城の広場
（根城跡）

八戸

地場産業振興センター
「ユートリー」

道の駅しんごう
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。

八戸北IC

五戸町

【八戸酒造】八戸市湊町本町9
■時間／10：00〜16：00■問／☎0178-33-1171
【八戸酒類】八戸市八日町1
■時間／8：00〜17：00■問／☎0178-43-0010
【桃川】おいらせ町上明堂112
■時間／9：30〜15：30■問／☎0178-52-2241

大山将棋記念館

下田百石IC
下田

道の駅ろくのへ

線
戸
八

■開館／9：00〜17：00
■入館料／一般300円
■交通／JR鮫駅より徒歩約15分
■問／☎0178-33-7800

舘野公園

年明けから２月の八戸えんぶりにかけ
て、新酒の仕込み時期には多くの人が
見学に訪れます。タイミングが良けれ
ば新酒の試飲ができるかも。
（事前に要申込）

主要道路閉鎖区間

下田公園
いちょう公園

向山

カワヨグリーン牧場

苫米地

イカやウミネコ、近海に棲む魚など
八戸の海について学ぶことのできる
科学館。大水槽では日曜・祝日の正午
からマリンレンジャーによる餌付け
が行われます。広大な太平洋を眺め
ながら食事を楽しむことのできる展
望レストランもあります。

十和田下田IC

■期間／2月9日〜10日
■場所／南部芸能伝承館野外広場
■交通／青い森鉄道剣吉駅より徒歩約2分
■問／南部町商工観光課
☎0178-76-3230

陸奥湊

ROUTE

おいらせ町

三沢IC

六戸町

日本酒をもっと楽しもう

八戸市水産科学館マリエント

青森県立
三沢航空
科学館

古牧温泉

三沢

酒蔵見学

八戸の海を科学する

小川原湖公園

主要県道・幹線道路

一斉摺りでのえびす舞

寺山修司記念館

道の駅おがわら湖
上北町

東北新幹線
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■料金／ガイド1人につき1,000円
（要予約・11月まで）
■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
種差海岸ボランティアガイドクラブ
☎0178-39-3137

JR線

【国宝館】
■開館／9：00〜17：00
■拝観料／一般400円
■交通／JR八戸駅より
車約10分
■問／☎0178-27-3053

剣吉

■日時／菱刺し＝月・木・金曜10：00〜12：00・
13：00〜15：00、裂織＝火・木・土曜10：00〜
12：00・13：00〜14：30（上記以外要相談）
■所要時間／菱刺し40〜60分、裂織90分
■場所／ユートリー２階（JR八戸駅隣）
■料金／1,000円（材料費、税込み）
■申込／予約不要（裂織は2名以上は要予約）
■問／八戸地域地場産業振興センター
ユートリー☎0178-27-2227

■開館／9：00〜21：00 ■入館料／無料
■休館／第2火曜（祝日の場合翌日）
12月31日、1月1日
■交通／JR本八戸駅より徒歩約10分
■問／☎0178-22-8228

乙供

東北新幹線

諏訪ノ平

古くなった布や着古した着物を細かく
裂いて紐状にしたものを材料にして作
られる南部裂織や南部菱刺しは、この
地方に古くから伝わる伝統工芸の一つ。
現在は現代風のデザインで普段使いの
作品が作られています。

荒々しい岩礁。鳴砂の浜。天然の芝生
地。変化に富んだ約12kmの海岸線に
は、春から秋にかけて約600種もの植
物が生育します。葦毛崎展望台から
種差天然芝生地までの約5kmは遊歩
道が整備され、
ニッコウキスゲやハマ
ナスなど多様な植物を観察できます。
（P8参照）

道の駅みさわ
斗南藩記念観光村

南部町のえんぶりは動きが激し
く摺りのテンポが速い「どうさ
い」系。雪景色の中、唄にあわせ
て勇壮な舞や「一斉摺り」が披露
されます。合間には子どもたち
による愛らしい祝舞も行われ、
野外ステージで行われる「かが
り火えんぶり」では、えんぶりの
魅力を思う存分満喫できます。

本八戸

「南部裂織」
「南部菱刺し」
を体験

国立公園指定間近の景勝地

東北温泉

401

温泉施設
体験施設
景勝地

八戸市・三沢市・むつ市・野辺地町・六戸町・横浜町・東北町・六ケ所村・おいらせ町・

409

404

東北町
千曳

日本中央の碑
歴史公園

ROUTE

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

ROUTE

八戸の自然や食、祭りや歴史など、魅
力をぎゅっと凝縮した観光交流拠点
施設。朝市や横丁を紹介する屋台型
のブースや街歩きの休憩に嬉しいカ
フェ、八戸の伝統工芸を現代風にア
レンジした工房など、新しい八戸の
魅力を発見できます。

ROUTE

マテ小屋

小川原湖

八戸の魅力を総合的に紹介

種差海岸

勇壮な舞を披露

愛宕公園
鉄道防雪林

野辺地

国宝を展示する南部藩の総鎮守

南部地方えんぶり

野辺地町

常夜燈

南部氏の創建とされ、南部領総鎮守
として信仰を集めた櫛引八幡宮。国
宝館には国宝「赤糸威鎧兜大袖付」、
「白糸威褄取鎧兜大袖付」をはじめ、
多数の文化財が収められています。

八戸ポータルミュージアム
ROUTE 406
「はっち」

県南・下北エリア

がっしょうどぐう

408

ROUTE

■期間／2月17日〜20日
■場所／八戸市中心街、市庁前市民広場等
■交通／JR本八戸駅より徒歩約10分
■問／八戸観光コンベンション協会
☎0178-41-1661
八戸市観光課☎0178-46-4040

冬を
遊ぶ

国宝・合掌土偶

■開館／9：00〜17：00（入館16：30まで）
■入館料／一般250円
■休館／月曜（第1月曜・祝日は開館）、
祝日の翌日（土日の場合は開館）、年末年始
■交通／JR本八戸駅よりバス約20分
■問／☎0178-38-9511

よる松の舞やえびす舞などの可愛らしい祝福舞も人気があります。

国の有形文化財「更上閣」で開催
される「お庭えんぶり」は、かつ
て大商人の家の庭などでえんぶ
り組が舞っていたものを再現し
たもの。甘酒と八戸せんべい汁
を味わいながらゆっくりとえん
ぶりを鑑賞できます（予約制）。
期間中は奉納摺り、えんぶり行
列、一斉摺り、御前えんぶり、え
んぶり公演、かがり火えんぶり
などの行事があります。

縄文の里・八戸から文化を発信

八戸市博物館

動作で稲作の様子を舞います。太夫の舞の合間に行われる子供たちに

八戸えんぶり

407

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。縄文人の芸術性に触れる「縄文の
美」や国宝「合掌土偶」を展示する「国宝
展示室」、縄文時代を学ぶ「縄文の謎」な
どで構成される常設展示室のほか、企
画展示室では埋蔵文化財に関わるテー
マの特別展や企画展が催されます。

国指定重要無形民俗文化財

馬の頭をかたどった烏帽子をかぶった太夫が、頭を大きく振る独特の

八戸地方に春を呼ぶ
豊作祈願のお祭り

八戸市埋蔵文化財センター
ROUTE
是川縄文館

えんぶり

八 戸の歴史と文化を愉しむ

県南・下北エリア

観光施設等
道の駅・産直所
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三 沢・上北の文化を愉しむ

県南・下北エリア

三沢のほっき

ROUTE

寺山修司記念館

422

ROUTE

青森シャモロック

415

テラヤマワールドが凝縮

名物
「ほっき丼」
も併せて楽しもう
三沢のほっきが食べられるのは12月
1日〜翌3月31日までの期間だけ。肉
厚でプリップリのほっきを、それぞ
エアフォースバーガー
れのお店が独自の料理法・味付けを
基地の街ならではの味 ROUTE 419
した「三沢ほっき丼」が食べられます。
米軍三沢基地のアメリカ人シェフの
ほっきイベント盛りだくさんの「三
アドバイスを受けて考案。焼き目や
沢ほっきまつり」も好評です。
提供するスタイルにまでこだわった
【三沢ほっきまつり】
日米合作バーガーが味わえるのは、
■期日／3月中旬 ■場所／三沢市魚市場
道の駅みさわ「くれ馬ぱ〜く」だけ。
■交通／青い森鉄道三沢駅より車約10分
■問／三沢ほっきまつり実行委員会（三沢
市漁業協同組合内）☎0176-54-2202

南 部 地方 の 食 を 堪 能

■料金／エアフォースバーガーセット640円
■問／三沢市観光協会☎0176-59-2311

独特の世界観で多彩な表現活動を展開
してきた寺山修司。
「言葉と発想の錬金
術師」と称された彼の12,000点にも及
ぶ遺品を展示・公開しています。5月3日
から5月5日は「寺山修司記念館フェス
斗南藩記念観光村 ROUTE 417
ティバル2013／春
（仮）
」
にて、
造形作家・
清水一忠制作の体験型遊具を展示。命
明治初期に日本初の西洋牧場を
日にあたる5月4日には献花や伝統芸能
立ち上げた人物を紹介
日本初の民間西洋牧場を立ち上げた、 の神楽と舞踏のコラボなどを予定。
■開館／9：00〜17：00
旧斗南藩出身の廣澤安任の功績を展
■休館／月曜（祝日の場合翌日）、年末年始
示した「先人記念館」は必見。三沢の
■常設展入館料／一般300円
特産を楽しめる「くれ馬ぱーく」、
「六
■交通／青い森鉄道三沢駅より車約15分
■問／☎0176-59-3434
十九種草堂」など、見どころ多彩。
■開館／9：00〜19：00
（11月〜翌3月は18：00まで）
■休館／月曜（祝日の場合翌日）、
「くれ馬パ
ーク」は年中無休
■料金／有料施設あり
■交通／青い森鉄道三沢駅より車約30分
■問／☎0176-59-2711

キメが細かく、深みのある濃厚な味
わい。味よし、ダシよし、歯ごたえよ
しの三拍子揃った味を楽しんでくだ
さい。
■場所／五戸町内
■問／五戸町観光協会☎0178-62-7155

南郷雪蛍まつり

ROUTE

アメリカンな雰囲気漂う

主に米軍のアメリカ人向けのバーが
多数ある三沢市。もちろん日本人の
入店もOKで、日米の交流の場にもな
っています。
■問／三沢市観光協会☎0176-59-2311

カワヨグリーン牧場

ROUTE

雪を利用した灯籠やすべり台、かまく
らなど見て、触れて楽しめます。夜には
キャンドルが灯され、温かな炎が、幻想
的な世界を演出します。
■期間／2月15日・16日
■時間／15：30〜20：00（ライトアップは17：30
〜）※予定
■場所／グリーンプラザなんごう・山の楽校・
朝もやの館
■交通／南郷ICより車約3分〜10分
■問／グリーンプラザなんごう☎0178-82-2902

搾りたての味わいそのままに低温殺
菌製造されたミルクやヨーグルトシ
ャーベット、アイスクリーム。牧場産
や県産牛のみ使用し、冷燻製造され
たハムなど、こだわり商品が多彩。
■開店／9：00〜17：30（売店・案内所）
※その他は要問合
■交通／青い森鉄道向山駅より徒歩約10分
■問／☎0178-56-4111
こ ゆ う

道の駅おがわら湖・湖遊館
小川原湖の幸がいっぱい
ROUTE

423

大山将棋記念館・王将館

将棋を指せるSHOGIラウンジも
おいらせ町の名誉町民でもある故・
大山康晴十五世名人ゆかりの将棋資
料などを展示、将棋の面白さや奥深
さを知ることができます。大山と兄
弟子・升田幸三との「高野山の決戦」
を再現したシアターも必見。
■開館／9：00〜17：00
■入館料／一般200円
■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15分
■問／☎0178-52-1411

38

ROUTE

しじみやわかさぎなど小川原湖の魚
介類や加工品、町内で収穫された長
芋などの農産物を販売。店内の農家
レストランでは、しじみラーメンや
長芋すいとんなど、東北町の地場産
品を使ったメニューが人気です。
■時間／9：00〜19：00
（11月〜翌3月は18：00まで）
■交通／ 青い森鉄道上北町駅よりバス約5分
■問／☎0176-58-1122
ROUTE

421

416

航空機の歴史を学ぶ、体験する

ちゃがゆ

茶粥

ROUTE

418

北前船が伝えたソウルフード
南部藩随一の商港で湊町として栄え
た野辺地町は、豆科の植物・カワラケ
ツメイの草茶を使う茶粥が名物。県
内では野辺地だけに残る食文化です。
商家を中心に、朝食として貝焼き味
噌と一緒に食べたといわれています。
■問／食事処「まつうら」☎0175-64-3004

シャモロック料理

青森県が誇る最高品質の地鶏
青森県畜産試験場が研究・開発した
青森シャモロック。肉質がしっとり
ときめ細かく、濃厚で良いダシが出
るため、六戸町では炊き込みご飯や
シャモロックチャーシューの入った
そばが人気。
■場所／道の駅ろくのへ、食事処水無月
■交通／青い森鉄道三沢駅より車約10分
■問／道の駅ろくのへ☎0176-55-4134
食事処水無月☎0176-55-4074

■開館／9：00〜17：00（入館は16：30まで）
■入館料／一般500円※格納庫内のゼロ戦展示
及び企画展示は別途料金
■休館／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15分
■問／☎0176-50-7777

蛇沼大黒舞

春を呼ぶ、子どもたちの舞
きらびやかな大黒様の衣装をまとった
子ども達が独特の歌に合わせて小槌や
扇子をふりながら踊り、地区の家々で
門付けを行います。
■期間／2月上旬■場所／三戸町蛇沼地区
■問／三戸町総務課まちづくり推進室
☎0179-20-1117

東北温泉

ROUTE

414

日本中で最も色の黒い「モール温泉」
モールとはドイツ語で「亜炭」のこと。
その亜炭層を通過して湧出する「モー
ル温泉」。東北温泉は、日本のモール温
泉の中でも「最も色が黒い温泉」といわ
れています。
■交通／青い森鉄道乙供駅より徒歩5分
■問／☎0175-63-3715

三戸ひっつみ

もちもち食感、
つるり喉ごし
小麦粉を練った弾力のある生地をち
ぎってつくる「ひっつみ」。ダシのき
いたしょうゆ味の汁には野菜や肉が
たっぷり入って栄養満点です。

ROUTE

411

田子町ガーリックセンター

全国的に有名な田子のにんにく
田子町の自慢はやっぱりにんにく。
加工品の販売のほか館内のレストラ
ンでは、名物のにんにくラーメンや
にんにくカレーなどのにんにくを使
用した料理が味わえます。
■時間／レストラン：11：00〜15：00
（土・日曜、祝日は16：00まで）、
売店：9：00〜18：00（冬期は17：00まで）
■休館／12月31日〜翌1月2日・選挙時（選
挙会場のため）
■交通／JR八戸駅より車約1時間
■問／☎0179-32-3165

青森県立三沢航空科学館

戦後初の国産旅客機「YS-11」やミス・ビ
ードル号（復元）の展示のほか、最新ソ
フトによるフライトシミュレーターで
疑似飛行などを体験。科学実験工房に
は、約200テーマの科学実験やワークシ
ョップがあり、子供から大人まで楽し
めます。

身の色が鮮やかな桜の花に似ている
ため「さくら肉」とも呼ばれる馬肉。
グリコーゲン、必須アミノ酸を効率
よく含んでおり、貧血気味の方には
特におすすめ。

雪中に灯る温かな光

420

自然の中で健康に育った牛から生まれる

低カロリー・高タンパクの
ヘルシーフード

■場所／五戸町内
■問／五戸町観光協会☎0178-62-7155

413

カワヨグリーン牧場

三沢市内のアメリカンバー

馬肉料理

青森県産地鶏の代表格

北のフルーツパーラー
ROUTE
in南部町

ROUTE

410

新郷村こだわりの酪農製品

乳製品・ハム・ベーコンなど多彩
地元酪農家による朝しぼりの新鮮な
生乳を原料にしたアイスクリームや
チーズなどの乳製品や、ハム、ベーコ
ン、生キャラ煎餅など、商品は多彩。
なかでも飲むヨーグルトは絶品です。

■時間／店舗により異なる（要問合）
■休店／年末年始
■場所／SAN・SUN産直ひろば、割烹白山
■交通／青い森鉄道三戸駅より車約5分
■問／三戸町総務課まちづくり推進室
☎0179-20-1117

そば打ち体験

芳醇な香りが根強い人気

冷涼な丘陵地帯で栽培される「階上
早生」に代表される南部地方のそば
は風味豊か。手打ちそばを味わえ、そ
■場所／道の駅しんごう（HPから購入できます）
ば打ちの体験（要予約）もできます。
■交通／八戸ICより車約1時間
■問／新郷村ふるさと活性化公社
☎0178-78-2511

412

オリジナルスイーツをつくろう！
農園で旬のフルーツを味わい、もぎ
たてフルーツでMYスイーツ作り。旬
「いちご狩り」
の素材を使うため毎回内容が変わり、 北国の
多彩なバリエーションが楽しめるの
ひと足はやい春を感じて
も魅力。
農家が丹精込めて育て上げた、粒が
■期間／通年（時間は要問合）
大きくおいしいいちご。ハウスに入
■料金／大人2,000円〜
った時に感じる甘い香りや、食べた
■場所／農林漁業体験実習館チェリウス
時の甘酸っぱさを心ゆくまでお楽し
■問／南部町観光協会☎0178-76-3230
みください。ほぼ通年にわたって、季
節ごとの果物狩りが楽しめます。

【道の駅はしかみ】
（階上町）
■開店／9：00〜19：00
（1〜3月は18：00まで、体験は13：30〜）
■休店／12月31日〜翌1月1日
■問／☎0178-88-1800
【わっせ交流センター】
（階上町）
■開店／10：00〜15：00（毎週土・日曜）
※体験は第2・4土・日曜
■休店／12月29日〜1月31日
■問／☎0178-88-2709
【グリーンプラザなんごう】
（八戸市南郷区）
■開店／8：00〜19：00
（体験は要予約10：00〜、14：00〜）
■休店／不定休■問／☎0178-82-2902
【山の楽校】
（八戸市南郷区）
■開店／8：30〜16：30（体験は希望時間）
■休店／月曜（祝日の場合翌日）
■問／☎0178-82-2222
【そばの里けやぐ】
（南部町）
■開店／10：00〜15：00（体験は希望時間）
■休店／火曜、年末年始
■問／☎0178-76-1060

【八戸市南郷区】
■期間／1月上旬〜5月下旬（要予約）
■時間／9：00〜16：00
■料金／一般1,500円 ■休／火曜・木曜
■問／グリーンプラザなんごう
☎0178-82-2902
【南部町】
■期間／1月中旬〜6月下旬（要予約）
■時間／10：00〜16：00
■料金／一般1,500円 ■休／期間内無休
■問／ながわ観光案内所
☎0178-76-3020
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美 味しい下北、食楽の旅

県南・下北エリア

みそ貝焼き 鱈のじゃっぱ汁

下
北
Hot spring of Shimofuro in Shimokita peninsura

「湯」と「海」で身も心もときほぐす“ゆかい村”
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いのしし料理

共同浴場
「大湯」

下北半島のみそ貝焼き

脇野沢のじゃっぱ汁

旬の魚介を粋に仕立てる

むつ来さまい館

旬の真鱈を食べ尽くす

大きなほたて貝を鍋がわりに、たっ
ぷりの具材を味噌で煮炊きする「貝
焼き（かやぎ）」。ほたてはもちろん、
鱈や海藻など旬の魚介類をふんだん
に使い津軽海峡の旨さを贅沢に味わ
うのが下北流です。

か

ROUTE

432

本物の山車がお出迎え

いのしし肉

■問／みそ貝焼き研究会（むつ商工会議所）
☎0175-22-2282

“ 来さまい ” は「お越しください」と
いう方言。田名部まつりで実際に運
行した山車の展示のほか、下北の自
然や歴史、海洋科学、観光名所などを
映像やパネルで紹介しています。

極上の風味を味わう

中骨、内臓、頭など残さず利用する鱈
のじゃっぱ汁は下北の冬の定番料理。
味噌や酒粕仕立ての濃厚な味わいに
体の芯から温まります。
■期間／12月〜翌2月（要予約）
■場所／むつ市脇野沢の旅館・民宿など
■交通／JR大湊駅より車約1時間10分
■問／むつ市脇野沢庁舎産業振興課
☎0175-44-2111
【わきのさわ朝市（たらまつり）】
■期日／1月下旬
■場所／脇野沢村漁業協同組合荷捌所
■問／鯛島塾むらおこし会議（むつ市脇野
沢庁舎管理課）☎0175-44-2111

北国では難しいとされるいのししの飼
育。脇野沢産のいのししの肉質は柔ら
かく、極上の風味が楽しめます。いのし
し肉の販売のほか、脇野沢地区の食堂
などでぼたん鍋などを味わえます。
■期間／11月〜翌3月
■場所／いのししの館、旅館・民宿・食堂（脇
野沢地区）、インターネット「てっぺん下北」
■交通／JR大湊駅より車約1時間10分
■問／むつ市脇野沢農業振興公社
☎0175-31-5011

ROUTE

鮟鱇の雪中切り

424

あんこう

ゆかい村鮟鱇まつり

古くから湯治場として栄えてきた下
風呂温泉郷。３系統の泉質があり、そ
れぞれの違いを愉しむことができま
す。宿泊利用者限定の遊めぐり札で
温泉郷内12 軒の宿と大湯・新湯の共
同浴場のうち３か所に入浴できます。

津軽海峡の荒波に育まれた布海苔は
2〜3月が一番おいしい時期。採った
布海苔はすべてお持ち帰りできます。
体験後は温泉で温まり、新鮮な海の
幸に舌鼓うつ、冬の魅力を堪能する
大人気ツアー。

■期間／通年 ■休館／大湯：月曜、新湯：火曜
■交通／JR下北駅よりバス約1時間
■問／下風呂温泉旅館組合☎0175-35-2010

■期間／2月頃〜3月末頃（数度開催予定。要問合）
■料金／未定（要問合）■場所／風間浦村内
■問／風間浦村産業建設課☎0175-35-2111

活きたまま捕獲される風間浦の鮟鱇。下
風呂温泉の各施設ではフルコースや「共
和え」、
「刺身」、各施設こだわりの「鮟鱇
鍋」などを存分に味わえます。2月には特
別イベントも開催。鮟鱇鮨など鮟鱇料理
が安価で提供されるほか、なかなかお目
にかかれない「鮟鱇の雪中切り」も見る
ことができます。

3つの泉質、3施設を800円で愉しむ

厳冬の恵み「布海苔」を存分に摘み取る

ROUTE

430

青森ヒバを使った柾目の芸術品

いろどり豊かな郷土の味

■時間／8：00〜17：00（要相談）
■料金／2,000円
■場所／下北名産センター
■交通／JR下北駅より車約10分
■問／下北名産センター☎0175-22-3231

431

本州最北のワイン醸造所
下北の気候に合わせ、青森県で初め
てピノノワール種などのワイン専用
品種の栽培に成功。
「国産ワインコン
クール」で賞を受賞した様々な種類
のワインが楽しめます。
■時間／10：00〜17：00（GWは9：00〜18：00）
■休館／不定休（1月〜3月）、無休（4月〜12月）
■場所／サンマモルワイナリー
■交通／JR大湊駅より車約20分
■問／☎0175-42-3870

第12回冬の下北半島食の祭典
下北の食が一堂に集結
と な み

斗南温泉

ROUTE

429

女性に人気の「美人の湯」
むつ市を見おろす高台にあり、湯冷
めしにくく、肌がすべすべになる掛
け流しのお湯は女性に人気です。
■時間／5：00〜22：00
■入浴料／平日500円、土・日・祝600円
■交通／JR下北駅より車約10分
■問／むつグランドホテル☎0175-22-2331

下北半島の郷土料理、ご当地ラーメン、
地場産品の販売など、食
の魅力が満載。ステージ
イベントや来場者プレゼ
ントも実施します。
■期間／1月26日・27日
■時間／10：00〜15：00（予定）
■場所／むつグランドホテル
■交通／JR下北駅より車約10分
■問／むつ商工会議所振興課
☎0175-22-2282

ぐるりんしもきた Winter 号
むつ・尻屋崎・下風呂・大間と、下北の観光名所
を地元のボランティアガイドと巡る観光バス。
下北の食や温泉を楽しむ旅です。
■コース／むつ市（一部ホテル）〜尻屋崎〜大間崎〜下風
呂温泉〜むつ市（JR大湊駅・下北駅・むつ市内一部ホテル）
■時間／8：00〜16：20（1日1便）
■期間／12月2・9・16・22〜24日・30日、1月5・6・12〜14・17〜29日、2月3・10・17・24日
■料金／大人3,800円(小人1,900円) ■問／下北観光協議会☎0175-22-1111

40

大間温泉

ROUTE

425

■時間／9：00〜21：00 ■入浴料／370円
■交通／JR下北駅よりバス約1時間40分、
タクシー10分
■問／大間温泉海峡保養センター
☎0175-37-4334

大間の魅力をまるごと体験
大間温泉で大間のマグロを味わい、
ベコもち作りを体験。マグロ漁師の
話や、大間から望める北海道の夜景
（天候による）を楽しめます。
■期日／1月26・27日
■料金／20,000円（予定）※1泊3食、JR七戸
十和田駅・青い森鉄道野辺地駅〜大間温
泉の往復交通費含む
■場所／大間温泉 海峡保養センター
■問／大間町産業振興課☎0175-37-2111

牛滝

かんだちめ

寒立馬と尻屋崎

厳冬の雪原に立つ、
愛宕山公園
敬虔な姿に感動

道の駅
かわうち湖

恐山

野牛川
レストハウス
下北観光案内所

ヒバ原生林

早掛沼公園

釜臥山展望台

水源池公園

斗南温泉
八戸屋

大湊

川内川渓谷
遊歩道

芦崎湾

むつ下北観光物産館
「まさかりプラザ」
むつ来さまい館

東通村

下北名産センター

猿ヶ森
ヒバ埋没林

中西建具センター

むつ市陶芸センター

道の駅わきのさわ
リフレッシュセンター「鱈の里」
野猿公苑・いのししの館

サンマモルワイナリー

脇野沢

■場所／尻屋崎アタカ越冬放牧地■交通／むつ市より車約35分
■問／東通村つくり育てる農林水産課商工振興グループ☎0175-27-2111

427

薬研温泉郷

むつ市

野平高原

鯛島（海中公園）
本州最果ての尻屋崎
フェリー
高速船ポーラスター
で力強く立ちつくす かもしか （至青森）
（至蟹田）
寒立馬の姿は、命の
尊さと自然に生きるものの躍動を感じさせてくれま
す。また、尻屋崎は難破岬と呼ばれており、本州最北
端に位置する尻屋埼灯台は、東北最古の洋式灯台。レ
ンガ造りの灯台としては日本一の高さを誇ります。

ROUTE

薬研渓流遊歩道

奥薬研温泉

湯野川温泉

仏ヶ浦

大浴場のほか、食堂や宿泊施設もあり、
時期によってはマグロも堪能できます。

尻屋崎
寒立馬

佐井村

福浦

本州最北端の温泉

大間マグロ食ツアーと
ベコもち作り体験の旅

あすなろライン

カモシカ
ライン

冬季閉鎖道路

道の駅・産直所

物見崎

ROUTE

426

たかほこ

鷹架温泉

中山崎

道の駅よこはま

ゆったりのんびり楽しめる
浮き浮き風呂やひば風呂など
10種のユニークなお風呂が楽
しめる大浴場。雪を眺めなが
らゆったり入れる屋根付きの
露天風呂もあります。

横浜町

陸奥横浜

吹越

■時間／10：00〜21：00
※入浴締切は30分前
■休館／毎月最終月曜
（祝日・イベント開催等の場合は営業）
■交通／青い森鉄道野辺地駅より車約40分
■問／スパハウスろっかぽっか
☎0175-69-1126

菜の花ロード

「ベコ餅」は下北全域でつくられる郷
土料理。金太郎飴のように、カラフル
な模様が次々とあらわれます。

■場所／むつ市内各提供店
■問／大湊海軍コロッケ普及会（下北地域
県民局地域支援室）☎0175-22-1195

■期間／通年（要予約）■料金／2名様2,000円〜、団体バス1台5,000円〜
■問／大間エスコートクラブ（蛯子良子）☎090-7931-4509

主要県道・幹線道路

湊線

434

■時間／10：00〜、14：00〜
■場所／八戸屋
■交通／JR下北駅より車約10分
■問／八戸屋☎0175-22-3324

旧海軍のコロッケのレシピをきっかけ
に再現された「海軍コロッケ」。レシピ
を再現したレトロなものから、フレン
チの技法を取り入れモダンにアレンジ
したものまで下北産の食材にこだわっ
たさまざまなコロッケを提供。

主要国道

観光施設等

風間浦村

願掛岩

JR線

体験施設
景勝地

下風呂温泉郷

易国間渓流

温泉施設

R大

ROUTE

南部鉄器の焼き型を使ってオリジナ
ルせんべいを焼き上げます。

活イカ備蓄センター

J

ベコ餅づくり体験

海軍料理が原型

南部藩につたわる銘菓を体験

津軽海峡文化館
アルサス

夢の平成号

■開館／9：00〜18：00
■交通／JR下北駅より車約10分
■問／☎0175-22-9161

ROUTE

大湊海軍コロッケ

高速船ポーラスター

田名部まつりのミニチュア山車が展
示される、下北観光の情報発信基地。
下北の各市町村の特産が食べられ、
お土産や山海の珍味など特産品の販
売もあります。下北駅前に「まさかり
プラザおみやげ広場」もオープン。

下北ワイン

428

大間町

海峡ライン

下北観光の情報館

ROUTE

桑畑温泉

下北

433

塩辛作り体験

わいどの木

仏ヶ浦観光船

ROUTE

■時間／9：00〜17：00
※30〜120分所要（要予約）
■料金／400円〜
■交通／JR下北駅より車約10分
■問／中西建具センター☎0175-26-3778

手焼きせんべい体験

【木工体験】
通年、要予約、休：第3土・日曜、1,000円〜
■場所／わいどの木
■問／村口産業☎0175-35-2147
【ベコ餅作り体験】
通年、要予約、2,000円
■問／ベコ餅工房かさい
☎0175-36-2653
【マイ塩辛作り体験】
9月〜12月末頃、7日前ま
で要予約、1,200円
■問／風間浦村観光協会
☎0175-35-2010

大間崎
大間温泉

面白い大間をご案内します

高速船ポーラスター

削った後の木肌を晩秋の雨・時雨に
みたてた「時雨彫り」は、厚さ数ミリ
の木の柾目を生かした透かし彫りを
する芸術品。地元産のヒバ・スギ材を
使います。

風間浦村下風呂温泉郷は、津軽海峡
に面した古くからの湯治場。この地
ならではの食や風物が、様々な体験
メニューに活かされています。

■期間／12月中旬〜翌3月末頃（2名以上、5日前
まで要申込）
■料金／13,000〜16,000円
（宿泊なしの場合7,000円）※時化等により鮟
鱇の入荷がない場合があります。
■場所／風間浦村下風呂
■問／風間浦村産業建設課☎0175-35-2111

共同浴場
「新湯」

大間の食や文化、魅力をご案
内。漁師の娘や奥さんたちで
結成された「おおまエスコー
トクラブ（OEC）」は、笑いが絶
えない楽しいガイドです。

遊快で楽しい、それがゆかい村です

鮮度抜群の鮟鱇をフルコースで

大間町の観光ガイド

し ぐ れ

「ゆかい村」を体験

布海苔採り体験ツアー

大間
漁港

時雨彫り体験

木工体験

下風呂温泉 遊（湯）めぐり札

■時間／9：00~21：00
■交通／JR下北駅より車約10分
■問／☎0175-33-8191

むつ下北観光物産館
まさかりプラザ

鮟鱇料理

六ヶ所村
六ヶ所村立郷土館
六ヶ所原燃
PRセンター

鷹架温泉

マテ小屋

39

春を
遊ぶ

早 春 の 県 南・下 北 を 探 訪

県南・下北エリア
三戸城温故館

早掛沼公園

むつ桜まつり

や げ ん

薬研渓流

ROUTE

450

大地の息吹が描く早春絵巻
若草色、萌葱色、深緑…。早春の薬研
渓流を包むとりどりの緑は瑞々しく
華やかな香気さえ漂わせます。
約6km
の遊歩道で、川のせせらぎを聞きな
がら柔らかな「春もみじ」をお楽しみ
ください。

ROUTE

449

むつ市の桜の名所を訪ねる

恐山

国の重要文化財に指定された「旧大
湊水源地水道施設」がある水源池公
園と早掛沼公園の2か所で開催。早掛
沼公園は360本の桜が咲く花見の名
所で、ソメイヨシノから1週間ほど遅
れて咲く「御衣黄（ギョイコウ）」も植
えられており、緑色の珍しい花を咲
かせます。

日本三大霊場恐山に訪れる春
慈覚大師が開山し、天台宗の修験道場
として栄えた恐山。硫黄の香が立ちこ
め荒涼たる岩場と翡翠色の湖面に蓮華
八葉の山影を写す宇曾利山湖の対比は、
地獄と浄土に見立てられています。冬
ごもりを解き開山を迎える５月には多
くの人が訪れます。

■見頃（祭り）／4月下旬〜5月上旬頃
■問／むつ市観光協会☎0175-23-1311

■期間／5月〜10月
（※積雪状況により開山時期は不定期）
■時間／6：00〜18：00（大祭期間は別設）
■入山料／500円
■交通／JR下北駅よりバス約45分
■問／恐山寺務所☎0175-22-3825

■問／むつ市大畑庁舎産業建設課
☎0175-34-2111

蕪島

ROUTE

443

湯ん湯ん

菅場の水芭蕉

水芭蕉の群生地

青森市・外ヶ浜から下北半島脇野沢・佐井への船旅

441

北東北では最大規模の水芭蕉

桑畑温泉

ROUTE

444

津軽海峡を見渡す高台の湯
下風呂温泉にほど近く、津軽海峡を
見渡せる高台に建つ桑畑温泉。晴れ
た日には遠く北海道や大間崎に沈む
夕陽の景観を楽しむことができます。
■時間／11:00 〜 21:00
■休館／第2月曜（祝日の場合翌日）
※露天風呂：12月〜翌3月閉鎖
■料金／350円
■問／湯ん湯ん☎0175-32-6045

御衣黄（ギョイコウ）

ROUTE

川内川渓谷

ROUTE

「道の駅しんごう」にほど近い、国道
454号沿いに、北東北で最大級とい
われる水芭蕉の群生地はあります。
遊歩道が整備されているため、気軽
に観賞できます。
■見頃／4月下旬〜5月上旬
■場所／新郷村菅場地区
■交通／八戸ICより車約1時間15分。
■問／新郷村産業建設課☎0178-78-2025

三戸城・県立城山公園

ROUTE

439

蕪島

ROUTE

437

蕪島春の風物詩

南部氏の居城跡で、
青森県南随一の桜の名所
南部藩の由緒ある歴史と文化を誇る三
戸町。1,600本の桜が咲き誇る県立城山
公園は県南随一の桜の名所としても有
名です。
■見頃／4月下旬〜5月上旬
■料金／歴史民俗資料館＆三戸城温故館入館
料一般200円
■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

ウミネコの繁殖地として有名な蕪島
では、黄色いノラナタネの花が咲く
頃に鮮やかな景観を見せます。また、
4月中旬（予定）には蕪嶋神社の例大
祭の附祭「蕪嶋まつり」が行われます。
■ノラナタネの見頃／5月
■交通／JR鮫駅より徒歩約15分
■問／八戸市観光課☎0178-46-4040

ROUTE

447

満開の桜の向こうにむつ湾を臨む

フェリーかもしか

ポーラスター

むつ湾フェリー
「かもしか」

本州の最北端・下北半島への旅の足
として、早くて便利な高速旅客船。青
森発、脇野沢・牛滝・福浦経由、佐井港
へは約2時間20分。

津軽半島・蟹田と下北半島・脇野沢を
約60分でつなぐ、むつ湾フェリー「か
もしか」では、
「イルカいないかキャン
ペーン（4月21日〜6月30日）」を開催。
船上からイルカを見ることができた
場合、乗船者全員に記念品をプレゼ
ントします。

標高719mの大黒森を約10万本の山
つつじが紅に染め上げます。山頂の
展望台からは天気がよければ岩手山
も眺望でき、ハイキングもおすすめ。
■見頃／5月下旬〜
■問／田子町観光協会☎0179-32-2177

445

■運航期間／通年（1日2往復）※但し10月
中旬〜翌3月は脇野沢〜佐井間が1日1
往復
■料金／青森〜佐井：大人3,460円、青森
〜脇野沢：大人2,540円
■問／シィライン☎017-722-4545

■問／むつ湾フェリー☎0174-22-3020

脇野沢・佐井から仏ヶ浦への船旅

ROUTE

42

仏ヶ浦に着岸する遊覧船

遊覧船
「夢の平成号」

遊覧船
「仏ヶ浦観光船」

脇野沢港発、奇勝「鯛島」や断崖美な
ど下北半島の西海岸約20kmの風光
を堪能し仏ヶ浦へ。往復約2時間（仏
ヶ浦探索約30分）。

仏ヶ浦を約30分で探勝する佐井港発
着の高速観光船。佐井港には下北の
文化・資料を展示する海峡文化館ア
ルサスや食事処もあります。

■期間／4月15日〜10月14日
■料金／片道2,000円、往復3,800円
■問／むつ市脇野沢庁舎産業建設課
☎0175-44-2111

■期間／4月20日〜11月10日、
定期便：4月20日〜10月31日
■料金／往復2,300円
■問／仏ヶ浦海上観光☎0175-38-2244
佐井定期観光☎0175-38-2255

■問／むつ市川内庁舎産業建設課
☎0175-42-2111

南部町春まつり

仏ヶ浦の巨岩・奇岩は凝灰岩でできて
おり、気の遠くなるような長い年月を
かけて荒波や風雪に削られてできた地
形。国の天然記念物にも指定されてい
ます。海岸に沿って約2km続く景観の
全体像はぜひ観光船で。一つ仏、如来の
首、五百羅漢などと命名された岩の連
なりが立体的に迫ります。途中、上陸し
て極楽浜などを歩くこともできます。

愛宕公園

愛宕公園

いちょう公園
ROUTE

442

夜には常夜燈型灯籠で
ライトアップ

■見頃（祭り）／4月下旬〜5月上旬
■交通／青い森鉄道野辺地駅より車約5分
■問／野辺地町観光協会☎0175-64-9555

448

ROUTE

下田公園・いちょう公園

ROUTE

440

桜花が彩る「おいらせ町春まつり」
日本一の自由の女神像がある「いちょ
う公園」と、白鳥飛来地の間木堤がある
「下田公園」の2会場で開催。
■見頃（祭り）／4月29日〜5月5日
■交通／下田公園：青い森鉄道下田駅より徒歩
約20分、いちょう公園：青い森鉄道下田駅よ
り車約10分
■問／おいらせ町観光協会☎0178-56-4703

JR東日本から分離した青森〜八戸間の
並行在来線は「青い森鉄道」に生まれ変
わりました。そして、新たに青森〜目時
（めとき）間121．9kmを結ぶ鉄道として
スタート。浅虫温泉・野辺地・三沢・八戸
などの主要地を結びます。

446

ひなびた雰囲気が人気を集める
300年ほど昔、川内町泉龍寺の和尚に
よって発見された温泉。周囲はヒバ
やブナの森に包まれています。映画
「飢餓海峡」の舞台にもなった静かな
山の湯です。
■問／濃々園☎0175-42-5136

436

■問／☎017-752-0330

JR大湊線
野辺地駅から大湊駅へと走る大湊線
は、
「はまなすベイライン大湊線」と
いう愛称で呼ばれています。ほぼ全
線が陸奥湾に沿って走り、途中の車
窓からは、陸奥湾の穏やかな風光を
望めます。5月中旬には陸奥横浜駅付
近で一面の菜の花畑、夏は緑の丘陵
が広がり心を和ませてくれます。

桜を愛でるイベント「ろくのへ春ま
つり」では魚のつかみ取りや東北馬
力大会、クラシックカーの展示など
多彩な催しが行われます。

名峰・名久井岳山麓
に鎮座する、古刹・法
光寺を主会場に行わ
れます。稚児による
入山行列が行われる
参道は、老松と桜が
見事なコントラスト
を見せます。

■見頃（祭り）／4月下旬〜5月上旬（予定）
■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

■見頃／4月下旬〜5月上旬（祭り：5月3・4日）
■場所／法光寺周辺
■交通／青い森鉄道剣吉駅より車約10分
■問／南部町商工観光課☎0178-76-3230

舘野公園

青い森鉄道

湯野川温泉

ROUTE

必見！
稚児・入山行列

愛宕公園で行われる「のへじ春まつ
り」ではホタテ駅伝、出店で賑わいま
す。常夜燈型灯籠で浮かび上がる夜
桜は幻想的です。

自然が創り出した荘厳な景色に感動

■問／佐井村観光協会☎0175-38-4515

断崖美を間近に見る遊覧船

渓谷沿い約4.4kmにわたって遊歩道
が整備され、福寿草やカタクリなど
可憐な花々を楽しみながら散策でき
ます。途中には大滝や八ツ橋といっ
た展望ポイントもあります。

■見頃（祭り）／4月下旬〜5月上旬頃
■交通／脇野沢港より車約3分
■問／脇野沢地区観光協会☎0175-44-2217

仏ヶ浦

435

舘野公園

ROUTE

438

「東北・夢の桜街道」八十番札所

JR八戸線
白いボディに赤いペイントが「赤ベゴ（牛）」の愛称でも親
しまれている八戸線。八戸駅〜久慈駅を結ぶ64.9kmの旅
は、太平洋の海岸景勝を楽しませてくれます。八戸線のな
かでも特に海沿いは、海の幸を満喫できる食材の宝庫で、
「いちご煮」の発祥地でもあり、最近では「磯ラーメン」が
話題。
「陸奥湊」や「鮫」駅周辺は、海の幸を満喫できる食事
処や、朝市が多数開かれています。沿線には磯料理でもて
なす民宿や旅館があります。
■問／JR東日本お問い合せセンター☎050-2016-1600

のんびり
ローカル線の旅

高速船
「ポーラスター」

むつ湾を望む小高い丘にある愛宕山公
園からは満開の桜と鯛島を眺めること
が出来ます。ニホンザルやニホンカモ
シカが姿をあらわすこともあります。

ROUTE

約10万本の山つつじが染め上げる

雄大な渓谷美と可憐な野の花を楽しむ

愛宕山公園

大黒森つつじ

■問／JR東日本お問い合せセンター
☎050-2016-1600
磯ラーメン
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観光・交通／問い合わせ
観光タクシー
（南部地方／八戸駅・市内中心部発）

「認定乗務員」
がご案内／青森市観光ガイドタクシー
観光バス

遊覧船

青森県バス協会

017-739-0571
www.aomoribus.or.jp/

ホテル・旅館
全旅連
「宿ネット」

www.yadonet.ne.jp/

青森県旅館ホテル生活衛生同業組合

017-777-3411

民宿
青森県民宿連合会

0175-38-2631
www.aominren.jp/

レンタカー
青森県レンタカー協会

休 屋

中山半島

御倉半島

中 湖

子ノ口

トヨタレンタリース青森

0120-485-100
www.r-aom.co.jp/

ロープウェー
八甲田ロープウェー

017-738-0343

観光案内所等

中山半島

中 湖

休 屋

■運航期間／A：4月1日〜11月20日頃まで、
B：4月1日〜11月30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
■料金／大人1,400円
（グリーン室500円）
・小人700円
（グリーン
室250円）
※8名以上団体割引有り。
■問／十和田湖遊覧船運航事務所☎0176-75-2909
●夢の平成号
（2時間）
45分
脇野沢
仏ヶ浦
（探勝30分）

45分

脇野沢

■運航期間／4月15日〜10月14日
（10：45発、
14：55発）
■往復料金／大人3,800円・小人1,900円※15名以上1割引
（要問合）
■問／むつ市脇野沢庁舎産業建設課☎0175-44-2111
●佐井港〜仏ヶ浦探勝
（1時間30分）

青森市観光交流情報センター
（青森駅正面）

017-723-4670

あおもり観光情報センター
（新青森駅）

017-752-6311

青森空港総合案内所

017-739-2007

弘前市観光案内所
（弘前駅）

0172-26-3600

弘前市立観光館

0172-37-5501

はちのへ総合観光プラザ

0178-27-4243

十和田湖総合案内所

0176-75-2425

五所川原市観光案内所
（五所川原駅舎内）

0173-38-1515

七戸町観光交流センター

0176-51-6100

むつ来さまい館

0175-33-8191

むつ市観光案内所

0175-34-9095

青森県東京観光案内所

03-5276-1788

青森県東京事務所
（流通観光課）

03-5212-9113

青森県大阪情報センター（北東北三県大阪合同事務所）06-6341-2184
青森県名古屋情報センター（北東北三県名古屋合同事務所）052-252-2412
青森県福岡情報センター（北東北三県福岡合同事務所）092-736-1129
青森県観光連盟

017-734-2500

青森県観光情報ホームページ（アプティネット）

第2みちのく有料道路 六戸町〜おいらせ町

017-777-7331
岩木スカイライン
0172-83-2314

0173-34-2148
0172-44-3136

青森〜目時

017-752-0330

青い森鉄道

脇野沢

牛 滝

佐 井

福 浦

函 館

青 森

函 館

■運航期間／通年：函館〜青森
（1日8往復）
、
函館〜大間
（1日2往復）
■車両運賃
（6m未満）
／函館〜青森20,000円、
函館〜大間16,000円
■問／青森フェリーターミナル☎017-766-4733
大間フェリーターミナル☎0175-37-3111
函館フェリーターミナル☎0138-43-4545

017-752-1311

5観光コンシェルジェ ワードナー

青森市・弘前市・黒石市や平川市尾上地区を案内。

017-744-3912

6幸畑墓苑ボランティアガイド協会

199名が犠牲となった雪中行軍の歴史的背景やその行動等を案内。

017-728-7063

城下町の街並み、
洋館など和洋折衷の街・弘前を案内。

0172-35-3131

7弘前観光ボランティアガイドの会

0西目屋村観光ガイド会

ブナ林散策道・暗門の滝遊歩道・自然観察道をメインに各コースを案内。

0172-85-3021

-八戸根城史跡ボランティアガイドグループ 中世において北奥羽の中心であった
「根城」
。
復元物や史跡を案内。

0178-24-9114

=縄文是川ボランティア

0178-38-9511

是川遺跡のガイドや是川縄文館の展示解説・体験学習の指導。

葦毛崎から種差芝生地までの景勝地を、
約800種ある草花を中心に案内。 0178-39-3137

e十和田湖・奥入瀬観光ボランティアの会

奥入瀬渓流焼山〜子ノ口を案内。

0176-73-2521

r十和田湖自然ガイドクラブ

十和田湖の美しい自然や隠れた史跡を案内

0176-75-2368

0178-45-5571

JR東日本リゾート列車
弘前駅

秋田駅

13：34着

◀12：50発 12：45着◀

8：25発

④９時間コース

2号

8：18発

▶8：54着

9：02発▶

13：16着

Aコース／発〜八甲田
（萱野高原・ロープウェー・城ヶ倉大橋・酸ヶ湯温泉・すいれん沼・そ

4号

13：54発

▶14：30着 14：35発▶

18：52着

の他車窓）
〜蔦温泉〜奥入瀬渓流
（散策・車窓）
〜子ノ口
（遊覧船）
〜休屋〜田代平
（雪中行

5号

19：19着

◀18：29発 18：23着◀

14：10発

軍遭難記念像）
〜八甲田山雪中行軍遭難資料館〜青森駅

1号

0175-42-2411

o下北を知る会
（下北地域県民局内）

下北半島の歴史や文化、
斗南藩ゆかりの史跡などを街歩きで案内。

0175-22-1195

pあじがさわ白神山地ガイド倶楽部

ミニ白神、
津軽森、
くろくまの滝など魅力あふれる自然を案内。

0173-79-2009

[深浦町観光ガイド風待ち湊案内人

風待ち湊・深浦町の歴史・文化を散策を兼ねガイドします。

0173-74-3320

]安藤の郷応援隊

十三湊を拠点に、国内外の交易で隆盛を極めたを安倍安藤氏の史跡を巡る。 0173-62-3556

青森駅

蟹田駅

10：44発

▶10：51着 11：01発▶

11：43着

2号

13：00着

◀12：54発 12：49着◀

12：19発

青森駅

大湊駅

1号

10：44発

▶10：51着 11：09発▶

12：43着

2号

14：59着

◀14：54発 14：41着◀

13：00発

3号

13：14発

▶13：21着 13：25発▶

15：02着

4号

17：41着

◀17：35発 17：28着◀

15：50発

リーンビレッジANMON
（暗門の滝）
〜アップルヒル〜青森駅
●出発地／青森駅、
青森県観光物産館アスパム、
市内中心街ホテル
●問合せ／青森市タクシー協会☎017-781-4015 FAX017-783-3011
●HP／http://www5.ocn.ne.jp/~acts/
※このモデルコースには、
移動時間と標準的な施設見学時間が含まれています。
※コース内の施設は休館する場合があります。
※料金は小型タクシーの運賃です。
※観光タクシーは、
周遊コースが原則です。

コース

10：16発

▶12：04着 12：30発▶

13：20着

◀14：46発 14：28着◀

13：35発

16：44着

2時間

乗合タクシー

10,000
12,000
38,000
津軽海峡フェリー
至 函館

38,000

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

航空
1時間15分 ❶
1時間30分 ❶

大阪（伊丹）

❶JAL国内線予約・案内 ・・・・・・☎0570-025-071・☎03-5460-0522
❷FDAコールセンター ・・・・・・・☎0570-55-0489・☎054-903-3110
❸大韓航空青森支店・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・☎017-732-3313

50分 ❶

札 幌

2時間20分 ❸

ソウル

竜飛海底駅

札幌

1時間20分 ❶

東 京

三 沢
函館

至 ソウル

新青森
弘前

至 函館

青森 三沢
八戸

秋田
新幹線

秋田

■時刻、
運賃、
料金、
空席情報のお問い合せ
（6：00〜24：00）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・ ☎050-2016-1600
■ご意見承りセンター（9：00〜18：00 年末年始を除く）☎050-2016-1651
■英語・ハングル・中国語でのお問い合せ
（年末年始を除く）
・
・
・
・ ☎050-2016-1603
JR EAST InfoLine
（10：00〜18：00）
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至 安代・盛岡

至 久慈

至 大館・秋田・新潟

冬季閉鎖道路

三沢空港
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至 能代・秋田

主要県道・幹線道路

かみきたちょう
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主要国道

大鰐弘前IC

おおわにおんせん

世界自然遺産
「白神山地」

記載した道路は、工事や未舗装等に
より、悪路もあります。車で旅行す
る際は、事前に交通地図等で、道路
状況をご確認下さい。
※この地図は2012年9月1日現在の
情報です。

黒石IC
おのえ
弘南鉄道弘南線
ひらか

むついわさき

しらかみだけ
とざんぐち

問／交通管制センター
☎017-773-3021

ふっこし

み
ち
の
路
青森自動車道
青森JCT
く有料道
青森中央IC

なみおか

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。

むつよこはま

青森IC

きたときわ
ふじさき

主要道路閉鎖区間

津軽自
動車道
浪岡IC

いたやなぎ
岩木山
▲
津軽岩木
スカイライン

ふかうら

陸 奥 湾

うしろがた

新横浜

鹿児島中央

路線バス／青森・八戸・七戸〜十和田湖

ごうさわ

つがるなかさと

大宮
線 東京
新幹

道

東海

湾
むつ
かにた

福島

長野

おおみなと

か」
し
かも
ー「
リ
フェ

盛岡

新庄

高速バス

①はやぶさ便
（新青森駅⇔弘前市内）
■料金／3,000円〜
（片道）
※要予約
②青空便
（青森空港⇔弘前市内）
■料金／2,000円
（片道）
※要予約
③夜ぷらす
（七戸十和田駅⇒十和田市内）
■料金／1,500円
（片道）
※予約
不要、
七戸十和田駅発21：22・23：32のみ
④三沢空港シャトル便
（三沢空港⇔横浜町・むつ市）
■料金／3,500円〜
（片道）
※要予約
●問／①②北星交通☎0172-33-3333 ④尻屋観光☎0120-22-5310
③七戸町企画財政課☎0176-68-2940
十和田市企画調整課☎0176-51-6711

青函トンネル
（JR海峡線）
至 函館

1時間20分 ❷

名古屋小牧

※上記リゾート列車の時刻・運転日は2012年9月1日現在のもの
です。運転日が変更になる場合がございます。最新の時刻表を
ご覧いただくか、
駅係員にお問い合せください。
※3月以降の運転日につきましては大型時刻表でご確認ください。

●みずうみ号
（青森駅〜新青森駅〜酸ヶ湯〜奥入瀬渓流〜十和田
湖）
■運行期間／通年■料金／3,000円
（片道）
●おいらせ号
（八戸駅〜六戸町〜十和田市現代美術館〜奥入瀬ろ
まんパーク〜奥入瀬渓流〜十和田湖）
■運行期間／通年■料金／2,600円
（片道）
●青森・八戸・十和田湖フリーきっぷ2日間
（乗り放題）
■料金／4,800円■問／バス東北青森支店☎017-723-1621
●十和田湖満喫シャトルバス
（七戸十和田駅〜十和田市現代美術
館〜奥入瀬渓流〜十和田湖）
■運行期間／2013年2月2日〜2月17日■料金／2,000円
（片道）
■問／十和田観光電鉄乗合課☎0176-23-6103

小29,760 中34,560

●①〜③の問合せ／青森県タクシー協会弘前支部☎0172-27-7778 FAX.0172-28-1238
●④〜⑥の問合せ／黒石タクシー☎0172-52-3101 FAX.0172-52-5555
●各社・協会とも他にも様々なコースを用意しています。
気軽にお問い合わせ下さい。
※なお、
お問い合わせ先は電話照会の窓口となっております。別途、
タクシー会社に予約が必要とな
る場合がありますので、
予めご了承下さい。

2時間30分
大間・仏ヶ浦コース／恐山〜薬研温泉〜下風呂〜大間崎〜佐井・仏ヶ浦遊覧〜むつ 7時間30分
脇野沢・仏ヶ浦コース／脇野沢野猿公苑〜仏ヶ浦〜佐井〜大間崎〜恐山〜むつ 7時間30分

■運転日／12月1・2・8・9・15・16・22〜24・29〜31日、
1月1〜6・12
〜14・19・20・26・27日、
2月2・3・9〜11・16・17・23・24日

●JRバス
（東京⇔青森、
仙台⇔青森）
■問・予約／☎017-773-5722
●弘南バス■問／弘南バス弘前バスターミナル☎0172-36-5061
■予約・弘南バス予約センター☎0172-37-0022
【津軽号】
東京⇔青森、
【パンダ・スカイ号】
上野⇔青森、
【ノクタ
ーン号】
横浜・品川・浜松町⇔弘前・五所川原、
【キャッスル号】
仙
台⇔弘前、
【あすなろ号】
盛岡⇔青森、
【ヨーデル号】
盛岡⇔弘前
※あすなろ号・ヨーデル号以外の路線は要予約
●十和田観光電鉄
（仙台⇔青森）
■問／☎017-787-1558）
●十和田観光電鉄
（東京⇔八戸・十和田・七戸）
■問／☎0178-43-4521
●南部バス
（仙台⇔八戸、
盛岡⇔八戸）
■問／☎0178-24-1121

小39,680 中46,080

6時間

⑥津軽こけしコース／こみせやりんご試験場、黒石周辺の名所と体験 2時間30分 小12,400 中14,400

恐山コース②／恐山〜薬研温泉
（渓流）

東 京
田野畑駅

8時間

⑤関所とお湯の旅コース／黒石〜大鰐〜碇ヶ関の名所・景勝地と温泉

所要時間 料金（円：小型）

恐山コース①／むつ〜恐山〜むつ

●リゾートうみねこ
（八戸〜久慈〜田野畑）
久慈駅

④縄文の里コース／斜陽館、十三湖、木造などの史跡・資料館、津軽富士見湖、他

観光タクシー
（下北地方／むつ市発）

■運転日／1号・2号＝12月1・2・8・9・15・16・22〜24・29〜31日、
1月1〜6・12〜14・17〜29日、
2月2・3・9〜11・16・17・23・24日
3号・4号＝12月1・2・8・9・15・16・22〜31日、
1月1〜6・12〜14・17〜29日、
2月2・3・9〜11・16・17・23・24日

八戸駅

小14,880 中17,280
3時間
3時間30分 小17,360 中20,160
③白神山地コース／ビジターセンターや暗門の滝（散策）
、
白神ライン（弘前着） 9時間
小44,640 中51,840
②岩木山コース／岩木山神社や高照神社、
岩木山山頂駅
（弘前着）

Cコース／発〜弘前
（弘前城・津軽藩ねぷた村）
〜白神山地ビジターセンター〜アクアグ

●リゾートあすなろ下北号
（新青森〜青森〜浅虫温泉〜野辺地〜
陸奥横浜〜下北〜大湊）

所要時間 料金（円）小型／中型

①弘前市内観光コース／りんご公園や長勝寺、
津軽藩ねぷた村、
他

パーク）〜竜泊ライン（車窓）〜十三湖〜ベンセ湿原〜金木(斜陽館・三味線会館）
〜青森駅

■運転日／1号・2号＝12月1・2・8・9・15・16・22〜24・29〜31日、
1月1〜6・12〜14・17〜29日、
2月2・3・9〜11・16・17・23・24日

新青森駅

コース

42,000円

Bコース／発〜陸奥湾車窓〜平舘〜三厩
（義経寺）
〜龍飛
（青函トンネル記念館・ウィンド

●リゾートあすなろ津軽蟹夫号
（新青森〜青森〜蟹田）
新青森駅

観光タクシー
（津軽地方）

東北自動車道
八戸線

■通年であっても、
基本的に年末年始は除かせて頂きます。
（要問合）
■ボランティアガイドを依頼する場合は、
余裕をもってお申し込み
下さい。
■詳細についても、
それぞれの組織に、
事前にご確認下さい。

建築）
〜アップルヒル〜青森駅

■運転日／1号・4号＝12月1〜31日、
1月1〜7・11〜29日、
2月1〜3・
8〜11・15〜17・22〜24日 2号＝12月1〜31日、
1月1〜7・12〜
29日、
2月2・3・9〜11・16・17・23・24日 5号＝12月1〜31日、
1月
1〜6・11〜28日、
2月1・2・8〜10・15・16・22・23日

1号

●施設利用料金・観光船料金・昼食料金等は含まれません。
●全コース、
小型・中型車の料金設定です。
他に大型・特定大型車があります。
※料金要問合
●八戸市内観光は、
身障者割引があります。
（1割引）
●問合せ／八戸市タクシー協会
（三八五交通内）
☎0178-24-3335 FAX.0178-44-3529

Cコース／発〜弘前
（弘前城・藤田記念庭園・最勝院・禅林三十三ヶ寺・長勝寺・明治の西欧

青森駅

小38,000 中44,000

さめ

0175-78-2111

恐山・宇曾利山湖、
陸奥湾、
仏ヶ浦、
薬研渓流、
川内川渓谷などを案内。

Bコース／発〜浅虫水族館〜夏泊半島（大島・椿山・浅所）〜夜越山森林公園〜合浦公園〜青森駅

●リゾートしらかみ
（青森〜弘前〜秋田※途中停車駅省略）

8時間

小28,000 中32,000

むつみなと

菜の花開花中に、
横浜町全域を対象に菜の花畑を案内。

i下北自然ボランティアガイドクラブ

小38,000 中44,000

24,000円

ほんはちのへ

u日本一の菜の花サポーター

下北コース／原燃と北の最果て、
旅情めぐり
（薬研温泉着）

れん沼・その他車窓）〜田代平（雪中行軍遭難記念像）〜八甲田山雪中行軍遭難資料館〜青森駅

けんよし 東北新
幹線

0176-62-2137

小28,000 中32,000

Aコース／発〜ねぶたの里〜八甲田（萱野高原・ロープウェー・城ヶ倉大橋・酸ヶ湯温泉・すい

とまべち

0176-72-2780

町の史跡・名所・施設を案内。

北三陸コース／北リアス式海岸の大自然と神秘の琥珀めぐり（久慈着） 6時間
十和田湖往復コース／奥入瀬渓流と神秘のカルデラ湖めぐり
8時間

③５時間コース

道
動車
自
北
東

奥入瀬渓流を十和田・奥入瀬認定ガイドがご案内。

y七戸町文化ガイドの会

小24,000 中27,000

館〜文芸の小道〜合浦公園〜アスパム〜八甲田丸〜青森駅

J R 五 能 線

tNPO法人十和田奥入瀬観光ガイド

十和田湖片道コース／奥入瀬渓流と神秘のカルデラ湖めぐり（休屋着） 5時間
三戸コース／南部の歴史と自然満喫めぐり
6時間

至 苫小牧
川崎近海汽船

えんぶり、
三社大祭を中心に案内。

w種差海岸ボランティアガイドクラブ

小18,000 中20,000

Cコース／発〜郷土館〜棟方志功ゆかりの地
（生家・生育・就業の各跡地）
〜棟方志功記念

とわだし

q市民ガイド八戸協会

5時間

小 川 原 湖

0172-52-3488

八戸市Gコース／歴史と自然、
八戸ひとめぐり

JR奥
羽線

0172-83-2215

津軽の商家の伝統的街並み
「こみせ通り」
等を案内。

小15,000 中17,000

館〜みちのく北方漁船博物館〜アスパム〜八甲田丸〜青森駅

線
九州新幹

8岩木山サポートクラブ（アソベの森いわき荘内） 岩木山登山やトレッキングに同行します。
9こみせ観光ボランティアガイドの会

4時間

11,000円

JR
大湊
線

青森ねぶたの歴史や制作工程、
祭の仕組みなど楽しく案内。

小15,000 中17,000

八戸市Fコース／八戸食彩と海浜自然めぐり

Bコース／発〜郷土館〜棟方志功ゆかりの地
（生家・生育・就業の各跡地）
〜棟方志功記念

こみなと

4ねぶたガイド隊

4時間

あおもり

017-764-1713

八戸市Eコース／歴史と史跡、
縄文遺産めぐり

津軽鉄道

017-752-3250

八甲田山麓のブナ林、
湿原、
高原などを案内。

小11,000 中12,000

Aコース／発〜三内丸山遺跡〜ねぶたの里〜青森駅

むつもりた

早朝、
約1時間かけて浅虫温泉の名所を散歩。

3青い森ネイチャーガイド協会

新青森

きづくり

2浅虫温泉早朝散歩の会

3時間

あじがさわ

電話番号
017-783-3339

義経北方伝説コース

せんじょうじき

概
要
遺跡の解説、
「縄文時遊館」
の体験工房での学習指導等。

小11,000 中12,000

②市内３時間コース

JR津軽線

称

3時間

東北新幹線

名
1三内丸山応援隊

八戸市Dコース／蕪島・種差海岸と八戸食彩めぐり

シイラ
イン
︵旅客
船︶

青森県観光ボランティアガイド

東北新幹線 はやぶさ

※上記所要時間は通常運転時のものです。
ご利用される列車や日
時によって、
目的地までの所要時間が変わる場合がありますの
で、ご旅行の際はあらかじめ駅窓口にてお尋ねいただくか、大
型時刻表でご確認ください。

上り
大 間

東 京

所要時間：約6時間

下り

●津軽海峡フェリー
（函館〜青森3時間40分〜50分、
函館〜大間1時間40分）

小11,000 中12,000

Cコース／発〜郷土館〜みちのく北方漁船博物館〜八甲田丸〜青森駅

リー
津軽海峡フェ

津軽鉄道

弘前〜黒石／中央弘前〜大鰐 弘南鉄道

青 森

■運航期間／通年
（1日2往復）※但し10月16日〜3月は脇野沢〜
佐井間が1日1往復
■料金／青森〜佐井：大人3,460円・小人1,730円、
青森〜脇野沢：
大人2,540円・小人1,270円※往復は復路運賃を1割引。
15名以上
1割引
（要問合）
■問／シィライン☎017-722-4545
脇野沢営業所☎0175-44-2233・佐井営業所☎0175-38-2590

新大阪

新青森

いまべつ

津軽五所川原〜津軽中里

●高速旅客船ポーラスター（青森〜脇野沢55分、青森〜佐井2時間20分）

所要時間：約5時間20分
東海道新幹線 のぞみ

特急スーパー白鳥

函 館

みんまや

民営鉄道

むつ市脇野沢

3時間

シイライン
︵旅客船︶

嶽温泉〜岩木山八合目

外ヶ浜町蟹田

■運航期間／4月21日〜11月5日
（1日2往復）
■料金／大人1,420円・小人710円
（2等普通）
※特別室、
自動車航送
賃は別。
要予約
■問／むつ湾フェリー蟹田本社営業所☎0174-22-3020
脇野沢営業所 ☎0175-44-3371

八戸市Cコース／歴史・史跡と八戸食彩めぐり

しもきた

津軽岩木スカイライン

青森県道路公社

フェリー・定期船
●フェリーかもしか
（津軽半島・蟹田〜下北半島・脇野沢1時間）

小 8,000中 9,000

Bコース／発〜ねぶたの里〜アスパム〜青森駅

8,000円

森

青森市〜七戸町

【高速観光船ニューしもきた】
（仏ヶ浦海上観光☎0175-38-2244）
■運航期間／4月25日〜10月31日
（9：00発、
10：30発、
13：00発）
■往復料金／大人2,300円・小人1,150円
※臨時便20名以上対応可
（4月1日〜10月31日、
要予約）
【高速観光船サイライト】
（佐井定期観光☎0175-38-2255）
■運航期間／4月20日〜10月31日
（9：00発、
10：40発、
13：40発）
■料金／往復2,300円・片道1,200円
※15名以上割引あり・臨時便対応可
（要問合）

小 8,000中 9,000

2時間

青

有料道路

佐 井

2時間

八戸市Bコース／蕪島と種差海岸めぐり

Aコース／発〜三内丸山遺跡〜青森駅

新青森

シイライン
︵旅客船︶

青森県の観光情報はここからアクセス。
名所、
祭り、
イベント、
食、
温泉、
四季の花…。もっと青森県を知っていただくために県内各
地のあらゆる観光情報を網羅しています。
英語・韓国語・中国語に
も対応！情報検索、
地図情報、
公共交通情報など、
便利で役立つ情
報が満載。
●HP／www.aptinet.jp/ ●問／青森県観光連盟☎017-722-5080

仏ヶ浦
（探勝30分）

佐 井

所要時間：約3時間10分
特急スーパー北斗

札 幌

●十和田湖湖上遊覧:B
（約50分）
休 屋

東北新幹線 はやぶさ

所要時間 料金（円）小型／中型

八戸市Aコース／歴史と遺跡めぐり

①市内２時間コース

東 京

017-739-0560
www4.ocn.ne.jp/~aorekyo/

みちのく有料道路

●十和田湖湖上遊覧:A
（約50分）

コース

料金（円）

コース

JR

45

