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春の十二湖・青池（深浦町） 弘前さくらまつり
（弘前市）
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雪の街あおもりに無数の
キャンドルが灯される
あ お も り・ 冬 の 美
尻屋崎

あおもり
雪灯り

乳穂ヶ滝
十二湖

八甲田樹氷群
アーツトワダ

弘前雪明り

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も楽しめま
す。

■期間／ 2月3日〜5日（予定）
■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【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／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

弘前雪明り

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
会場や蓬莱広場では、市民手作りの
オブジェや、訪れた人の灯したキャ
ンドルが灯ります。

「かんじき」で神秘の
十二湖を探検

静寂の白い森と青い湖沼群を堪能
樹齢300年を超えるブナの原生林や
ウサギ、カモシカ、サルなどの動物の
足跡を見ることができ、冬山ならで
はの魅力が満載。小鳥の声や風の音
に耳を傾けながら贅沢な時間を過ご
せます。トレッキング後は温泉も堪
能できます。白神の四季の恵みを受
けた新鮮な海の幸、山の幸をふんだ
んに使用した食事も好評です。

■詳しくはP24を参照
■場所／弘前公園北の郭、吉野町緑地、
蓬莱広場（予定）
■交通／弘前駅より徒歩約15〜25分
■問／弘前市立観光館☎0172-37-5501

十和田湖冬物語2012
冬の夜を染め上げる
雪と光のファンタビスタ

■場所／十二湖
■問／アオーネ白神十二湖☎0173-77-3311
ウェスパ椿山☎0173-75-2261

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。イベントでは郷土の文化や祭
りの体験のほか、郷土料理を堪能したり、
かまくら内でお酒も楽しめます。期間中
は、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。
■詳しくはP20を参照
■場所／十和田湖畔休屋特設イベント会場
■交通／八戸駅よりバス約2時間15分
■問／十和田湖総合案内所
☎0176-75-2425

八甲田樹氷群

標高1,326mからの
樹氷の景観は感動もの
日本百名山の一つに数えられている
八甲田。八の（たくさんの）甲（たて）
状の峰と、山上に多くの田代（湿原）
から「八甲田」と呼ばれています。冬
は迫力ある樹氷をバックに、
「スノー
モンスター」と呼ばれる大きな樹氷
の間を滑るスキーやスノーボード、
スノーシュートレッキングが人気。
全長7kmもの雪と樹氷の大自然に、
圧倒されます。

身近に愉しむ冬の自然美︒
雪明かりの街を歩く︒

あおもり雪灯りまつり

■詳しくはP13・14を参照
■場所／八甲田ロープウェー山頂駅
■交通／青森駅よりバス約1時間20分
■問／八甲田ロープウェー
☎017-738-0343

かんだちめ

寒立馬と尻屋崎

厳冬の雪原に立ち、強風に
たたずむ敬虔な姿に感動
本州最果ての尻屋崎で力強く立
ちつくす寒立馬の姿は、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。
■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
☎0175-27-2111
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アーツトワダウィンター
イルミネーション

乳穂ヶ滝

アート広場に約30万個のLEDを設置。
幻想的なイルミネーションを演出し、
アート広場を訪れる誰もが「笑顔」に
なるような冬のイルミネーションを
展開します。

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33
ｍの氷結した滝が照明に浮かび上
がる姿は幻想的です。

幻想的な光のアートが広がる

■期間／ 12月3日〜25日
■時間／ 17：30〜22：00
■場所／十和田市官庁街通り周辺
■交通／十和田市駅より徒歩約20分
■問／十和田市観光推進課
☎0176-51-6770

に

お

氷結の滝柱は圧巻

【第18回乳穂ヶ滝氷祭】
■期日／ 2月19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／弘前駅よりバス約1時間
■問／目屋観光協会☎0172-85-2800
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りんごの剪定技術が日本一の桜花を咲かす
たわわなりんごを実らせるために施す枝打ちの技術が、
ふっくらとした桜花を咲かせます。丁寧に育てられた
約2,600本の桜が園内を埋め尽くす、名実共に日本一の
桜まつりです。夜は国重文の櫓や門が特別にライトア
ップされ、雅やかな景観を堪能できます。また、園内の
植物園では様々な種類の桜も観賞できます。

田代平湿原

八甲田の春の装いは5月下旬から

あ お も り・ 春 の 美

金木桜
まつり

菜の花フェ
スティバル
inよこはま
田代平湿原
天王つつじ
まつり

弘前さくらまつり
りんご花まつり

八甲田の春は里では初夏の頃、ツツ
ジやワタスゲが湿原や高原を彩りま
す。「田代平湿原」
「グダリ沼」がおす
すめ。田代平湿原や湧き水の宝庫グ
ダリ沼では、清流の傍らを染め上げ
る鮮やかな初夏の訪れを愛でること
ができます。

■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／弘前駅より100円バス約15分
■問／弘前市立観光館☎0172-37-5501

■ワタスゲの見頃／ 6月上旬
■場所／田代平湿原
■交通／青森駅より車約1時間10分
■問／青森市観光課☎017-734-5153

種差海岸
南部町ぼたんまつり

大鰐温泉つつじまつり

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、
83haの広大な菜の花畑を舞台に
マラソン大会、ヘリコプターの
遊覧飛行（有料）などが行われま
す。
「菜の花大迷路」は大人気の
コーナーです。
■期日／ 5月17日※16日は前日祭
■場所／大豆田特設会場
■交通／陸奥横浜駅より車約15分
■問／横浜町産業建設課
☎0175-78-2111

種差海岸

白砂青松、大小の岩礁、小島が続き、
海岸植物が咲き誇る景勝地
種差海岸は、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
本でも珍しい天然芝の海岸です。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。
■ガイドの詳細はP43を参照
■交通／種差海岸駅より徒歩約3分
■問／八戸市観光課☎0178-46-4040

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。りんご花まつ
りでは、りんごの押し花づくり、親子り
んご皮むき大会などのりんごにこだわ
った様々な体験、津軽三味線ライブ、ミ
ニSL運行（無料）、りんご選果場見学の
ほか、
多彩な催しが行われます。
■期間／ 5月上旬〜中旬
■時間／ 9：00〜17：00頃
■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／弘前駅よりバス約15分
■問／弘前市りんご公園☎0172-36-7439

春光うららかな桜花の景︒
生命が芽吹く躍動の春︒

弘前さくらまつり

金木桜まつり

太宰が遊んだ芦野公園で桜を満喫

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

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／七戸十和田駅より車約5分
■問／七戸町観光協会☎0176-51-6100
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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／三戸駅より車約4分
■問／南部町商工観光課☎0178-76- 3230

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。

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28日〜5月6日
■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

■期間／ 5月中旬〜下旬
■場所／大鰐町茶臼山公園
■交通／大鰐温泉駅・弘南鉄道大鰐駅
より徒歩約7分
■問／大鰐町企画観光課
☎0172-48-2111
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水に浮かんでいるような露天風呂で、
静寂を愉しむ
あ お も り・ 湯 ど こ ろ
奥薬研温泉

まかど温泉

城ヶ倉温泉
鰺ヶ沢温泉
青荷温泉

蔦温泉

酸ヶ湯温泉
古牧温泉

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／三沢駅より徒歩約10分
■問／星野リゾート青森屋☎0176-51-2121

す

か

ゆ

酸ヶ湯温泉

黄金崎不老ふ死温泉

まかど温泉

総ヒバ造りの大浴場「千人風呂」
に心身を癒す

青森ひば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。

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。

北前船が運んだ食と千古の名湯

あじがさわ

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、
白神の幸を愉しめる食事処・鰊番
屋では、津軽三味線の生演奏が楽
しめます。

■泉質／カルシウム-硫酸塩泉
■交通／野辺地駅より車約10分
■問／まかど温泉富士屋ホテル
☎0175-64-3131

■泉質／ナトリウム-塩化物強塩泉
■交通／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

■泉質／酸性硫化水素泉
■交通／青森駅よりJRバス約1時間20分、
酸ヶ湯温泉前下車
■問／☎017-738-6400

じ ょう が くら

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／青森駅よりJRバス約1時間10分、城ヶ倉温泉前下車
■問／ホテル城ヶ倉☎017-738-0658
あおに

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／冬期間は道の駅虹の湖より送迎バス有り
■問／☎0172-54-8588

※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。
お くや げ ん

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。
「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。また、
混浴だった「元祖かっぱの湯」
（無料）も男女時間別で
楽しめるようになりました。
■泉質／単純温泉
■定休／夫婦かっぱの湯：火曜（1月〜 3月）、
元祖かっぱの湯：水曜
■時間（元祖かっぱの湯）／
（男性）7：00〜9：00・11：10〜13：00・15：10〜17：00、
（女性）9：10〜11：00・13：10〜15：00
■交通／バスの駅大畑より車約20分
■問／奥薬研修景公園レストハウス☎0175-34-2008

10

こ が ね ざ き ふ ろ う ふ し

黄金崎不老ふ死温泉
波打際の露天風呂で
迎える日没に感動

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／五能線舮作（へなし）駅
より徒歩約15分
■問／☎0173-74-3500

名湯秘湯の宝庫︑
湯の国あおもり︒
美の景観を傍らに心身を癒す︒

こま き

古牧温泉

つた

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。
湯船に体を横たえると、総ブナ造りの浴槽
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／七戸十和田駅より車約50分
■問／☎0176-74-2311
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大間本まぐろ丼

鮟鱇なべ

ヒラメの
ヅケ丼

あおもり寿司
のっけ丼
じゃっぱ汁
（県内全域）

三沢ほっき丼
はちのへ鮨
八戸せんべい汁
いちご煮
十和田バラ焼き

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

八戸せんべい汁

三沢市のほっき貝漁は12月〜3月。この時期、市
内34軒（2011年現在）の料理人が腕をふるい、日
本料理・中国料理風・韓国料理風ほか、さまざま
なほっき丼を提供します。この期間だけの工夫
を凝らした味をお楽しみください。

青森の寿司

手で割って入れたせんべいの
モチモチ感がたまらない

古川市場 のっけ丼

のっけて、つくって、究極のわがまま丼

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。

■期間／12月上旬〜翌3月下旬
■問／三沢市観光物産課☎0176-53-5111

「古川市場」は青森市民の台所として、昭和40
年代から賑わってきた旬の食材の宝庫。昭和
の懐かしさと活気を感じさせる3つの市場が
あり、その1つの青森魚菜センターでは、どん
ぶりご飯に刺身や惣菜、お肉など、お好みの
具材をのせる「のっけ丼」が好評です。

■問／八戸せんべい汁研究所☎0178-70-7185
八戸市観光課☎0178-46-4040

■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
■料金／ライス、具材それぞれ100円から
■休館／火曜、1月1日・2日
■交通／青森駅より徒歩約5分
■問／青森商工会議所☎017-734-1311

いちご煮

シンプルな料理は贅沢な逸品

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。
■あおもり寿司はP16を参照
■はちのへ鮨はP36を参照

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

大間本まぐろ丼
ヒラメのヅケ丼

10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、それぞれのお店が工夫をこ
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

じゃっぱ汁

まぐろの本場大間町ならではの逸品

体を芯から温める郷土の味わい

勇壮なまぐろの一本釣りで知られる大間町だからこそ
の逸品。まぐろ丼のほか、刺身や寿司でも存分にお愉し
みください。

■大間まぐろは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

あ ん こう

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！各施設の特
徴ある味付けで提供する鮟鱇鍋はも
ちろん、鮟鱇の共和え、刺身や旨み充
分のアンキモなど6品を堪能。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／風間浦村商工会
☎0175-35-2010

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」。味
噌仕立てのほか、塩味でいただく場
合もあり、青森を代表する鱈料理で
す。
■問／青森県観光総合案内所
☎017-734-2500

十和田バラ焼き

2010北海道・東北B-1グラ
ンプリでグランプリ受賞
玉ねぎと牛バラ肉を醤油ベースの甘
辛タレで味わう、十和田市民のソウ
ルフード「十和田バラ焼き」。市内80
店舗以上の飲食店で提供しています。
ほかに豚肉、馬肉バージョンも美味。

恵まれた漁場︑山里が育んだ旬の素材︒
風土・歴史に育まれた純朴な味わい︒

あ お も り・ 旬 の 食

■問／十和田バラ焼きゼミナール事務局
（十和田商工会議所内）☎0176-24-1111
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冬 のり
温も

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。

青森・八甲田・十和田エリア

青森・八甲田・十和田エリア

八甲田・樹氷の森を遊ぶ。

■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／青森駅よりバス約1時間 ■問／☎017-738-0343

龍飛崎温泉 18

龍飛岬観光案内所 18
竜飛海底駅

青函トンネル記念館 18
三廐

今別町
海峡いまべつ春まつり 22
今別

外ヶ浜町

三厩の
まぐろ

津軽二股
津軽今別

もずくうどん 18

津軽線

外ヶ浜町
蟹としろうお祭り 22

蟹田

蓬田村の
トマト

よもぎ温泉 18
よもぎた物産館マルシェ 18

郷沢

■期間／3月29日〜3月31日（事前に要予約）
■時間／ 8：00〜17：00
（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／アスパム（青森駅より徒歩10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／青森駅よりバス約1時間30分
■問／酸ヶ湯温泉☎017-738-6400
ホテル城ヶ倉☎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

■期間／ 1月14日〜5月13日
■時間／ 10：00 〜 11：00、13：00〜14：00
各回とも定員20名
■料金／ 1,000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／青森駅よりバス約1時間20分
■問／八甲田ロープウェー☎017-738-0343

■路線／新青森駅（または青森市街）〜八甲田
ロープウェー〜酸ヶ湯温泉（途中数カ所停
車）1日2往復
■期間／ 12月10日〜翌4月1日（12月30日〜
翌1月2日は運休）
■料金／大人1,200円、小人600円
■問／ JRバス東北青森支店
☎017-723-1621

新青森

奥羽本線

雪国体験「青森りんごかまくら村」

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（2店より1店選択）〜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／無料
■問／ホテル城ヶ倉☎017-738-0658

青森IC

青森自動車道

青森JCT

雪国の衣装「かくまき」
「はんちゃ」を着て
（無料貸し出し）、青森名物「生姜味噌おで
ん」を食べて雪国体験しませんか。

青森中央IC

浪岡IC

みちのく
有料道路

青森市

東北新幹線

ゆるりしちのへ七里ウォーキング 22

七戸町

八甲田
ロープ
ウェー

青森空港

青森県近代文学館 16
浪岡

北常盤

17
浅虫温泉郷
浅虫温泉スイーツ巡り
金魚ねぶた製作体験
津軽三味線ライブ
スノーシューハイキング
麻蒸湯札・ゆ〜さ浅虫・くじら餅

八甲田山雪中行軍遭難資料館 14

三内丸山遺跡・縄文時遊館 16
青森県立美術館
津軽自動車道

■問／交通管制センター
☎017-773-3021

平内町

15
八甲田丸
ワ・ラッセ
A-FACTORY
アスパム

青森東IC

棟方志功記念館 16

鶴ヶ坂

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。

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します。

■期間／ 1月上旬〜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／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

青森自然公園ねぶたの里

■体験実施時間（通年）／ 10：00、11：00、
13：00、15：00（冬季は10：00休み）
■開館／ 10：00〜17：30（最終受付は17：00）
■入館料／大人420円
■休館／ 12月1日〜翌1月14日
■交通／新青森駅より車約40分
■問／☎017-738-1230

青い森鉄道

浅虫水族館 17

青森県立郷土館 16

ねぶた運行体験ショー

冬の八甲田を満喫

湯の島カタクリ 22
16
七子八珍食べある記
あおもり寿司クーポン
味噌カレー牛乳ラーメン
生姜味噌おでん
さんふり横丁
アウガ新鮮市場

アウガ
新鮮市場

■期間／ 1月15日〜2月29日

スノーハイキング

後潟

村の駅よもっと 18

浪岡ホットアップルサイダー 16

旧正まける日 19
七戸バーガー
スノートレッキング 19

道の駅しちのへ 19
七戸町文化村

手作り村鯉艸郷 22

青森自然公園ねぶたの里 13
八甲田スキー＆トレッキング 14
春の八甲田
21

八甲田“雪の回廊と温泉”ウォーク 14

蔦沼 21

食楽街三本木1955 19

七戸町の
絵馬

十和田市

酸ヶ湯

新渡戸記念館 19

十和田市
21
春の奥入瀬渓流
十和田湖奥入瀬ボランティアの会

十和田湖
乙女の像

かだれ！山菜収穫体験 22

鷹山宇一記念美術館 19

春の山菜＆そばまつり 21

ホット
アップル
サイダー

桜弁当 19

青森市・十和田市・平内町・今別町・蓬田村・外ヶ浜町・七戸町

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30〜40分
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）

蓬田村

八甲田山麓の温泉・スキー・ウィンター
スポーツを楽しむ方に便利な路線バス。

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。

椿とサボテン祭り 22

七戸十和田

14

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にもおよぶ雪の大回
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。

新青森〜八甲田をダイレクトアクセス

主要道路閉鎖区間

ほたて広場 18
小湊

■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・木曜日
■料金／一般260円
■交通／青森駅より車約30分
■問／☎017-728-7063

樹氷を楽しむトレッキング

東北自動車道

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。 ※11月3日まではボラ
ンティアが解説します。

青森の屋根、雪の大回廊を歩く

八甲田樹氷号

浅虫温泉

自然の脅威を知り、教訓に学ぶ

八甲田山・田茂萢岳
スノーシュートレッキング

青森

八甲田山雪中行軍遭難資料館

第22回八甲田
“雪の回廊と温泉”ウォーク

蓬田

20
十和田湖冬物語2012
冬の湖上遊覧
十和田湖畔温泉
スノーランブリング
体の記憶を取り戻す旅
エコツアーガイドクラブ
21
春の十和田湖
湖上遊覧・占い場 20

十和田市現代美術館 19
とわっちクーポン
十和田市春まつり
22

伝統工芸体験 19

雪原乗馬トレッキング 19
奥入瀬麦酒 19

13

青森・八甲田・十和田エリア

青森市の食と歴史と文化を遊ぶ。

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あるいてみませんか。

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」。

青函連絡船メモリアルシップ
八甲田丸

出発地で買えるお得に味わう3,000円

「機械遺産」認定

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。

七子八珍食べある記キャンペーン
青森っ子の活きな味を食べて
特産品・お食事券を当てよう！

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」。会員店（青森
市内）が食材を活かした料理を提供。ア
ンケートに答えると、抽選で特産品や
食事券が当たります。

写真はイメージです

■問／青森商工会議所☎017-734-1311

■期間／ 12月1日〜翌2月29日
■時間・料金・休店／各店で異なります。
■問／青森観光コンベンション協会
☎017-723-7211

さんふり横丁

味噌カレー牛乳ラーメン

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
ならではの愉しみです。

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。

個性あふれる郷土の味が勢揃い

アウガ新鮮市場

■交通／青森駅よりタクシー約8分
■問／☎017-745-4242

レトロな市場の風情が漂う

■開場／ 5：00〜18：30
■交通／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

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

棟方板画館・棟方志功記念館
合併記念特別展Ⅱ「女人菩薩」

浪岡ホットアップルサイダー

生姜味噌おでん

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。

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。

一年中青森ねぶたの魅力を体感できるスポッ
ト。今年の祭りで賞をとった5台の大型ねぶた
の前で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。
■開館／ 9：00〜18：00（5〜8月は19：00まで）
■入館料／無料（ねぶたミュージアム・ねぶたホールは有料）
■休館／ 12月31日、1月1日（メンテナンス休館あり）
■交通／青森駅より徒歩約1分
■問／☎017-752-1311

気ままが嬉しい手ぶら観光
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・浪岡地区など除く）まで配
達します。

■期間／平成24年3月31日まで（4月1
日以降要問合）
■料金／ 1回200円、1日乗車券500円
■問／青森市総合都市交通対策協議会
☎017-761-4488

■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

青森県立美術館

「縄文／創造の原点から」を開催
●

Ⓐゴール

青森港旅客船ターミナル
青森港

青函連絡船メモリアルシップ八甲田丸
●

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。

青森ベイブリッジ
青森ラブリッジ
青い海公園

A-FACTORY ●

●

青森市観光交流情報センター

●

バスターミナル

●

Ⓒスタート

通り

Ⓐスタート
アウガ ●
新鮮市場

ニコ
ニコ
通

り

パサージュ広場

善知鳥神社

●

Ⓒゴール
新町通
り

●

さくら野百貨店

Ⓑゴール

●

●

青い森鉄道
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青森県庁 ●

●

青森市民美術展示館

県警本部

●

県庁通り

青森まちなか
おんせん

●

常光寺

●

蓮心寺

Ⓑスタート

正覚寺 ●

青い森公園
青森地方裁判所
●

●

青森県立郷土館

●

中三青森本店
●

さんふり横丁

青森警察署 ●

●

古川市場

聖徳公園

安方

●

駅前交番

青森県観光物産館アスパム

柳町通り

■イベント期間／ 10月15日〜翌3月25日
■開館／ 9：30〜17：00
■料金／一般500円
■休館／ 12/27〜31、1/10・23、2/13・27、3/12
■交通／新青森駅よりバス約10分
■問／☎017-783-3000

●

●

ねぶたの家ワ・ラッセ

八甲通
り

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。年に4回、テーマ別
の企画展も開催しています。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。

観る！跳ねる！学ぶ！
ねぶたを体感できる新名所

ホテル手荷物直行便

アス
パム
通り

新収蔵資料展開催

ねぶたの家ワ・ラッセ

■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23日〜25日
■交通／青森駅より徒歩約8分
■問／☎017-735-5311

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。

秋には青森県にゆかりのある前衛芸術
家・工藤哲巳や小野忠弘、現在も活躍す
る彫刻家・金沢健一らの造形表現に縄
文の精神との共鳴をみる「縄文／創造
の原点から」を開催。冬は本県出身の近
現代を代表する作家を個展形式で紹介
するコレクション展が催されます。

■イベント期間／ 1月21日〜3月25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／青森駅よりバス約20分
■問／☎017-739-2575
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■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

観光も！お買い物も！

青森県の優れた遺産や郷土の魅力を情
報発信するプロジェクト。選定された
名品約100点を展示します。

青森県近代文学館

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
演奏会も1日2回実施中。

ねぶたん号

特別展 青森県博物館ロード「青い森
の宝箱：県内博物館名品大集合 ! !」

■イベント期間／ 12月9日〜翌1月29日
■開館／ 9：00〜17：00
■入館料／一般310円
■休館／ 12月29日〜翌1月3日（会期内）
■交通／青森駅より徒歩約20分
■問／☎017-777-1585

三角形が目印、
観光＆物産の情報基地

■問／青森おでんの会（丸石沼田商店）
☎050-3785-3945

青森県立郷土館

八甲田丸・車両甲板

青森県観光物産館
アスパム

青森ベイエリア周遊券

昭和
通り

【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
■交通／新青森駅よりバス約10分
■問／☎017-782-9462
【縄文冬祭り】
■期間／ 2月18日・19日
【ガイド】
■問／三内丸山応援隊（縄文時遊館内）
☎017-766-8282

青森の温もり、めしあがれ

■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／青森駅より徒歩約1分
■問／ JR東日本青森商業開発☎017-752-1890

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が堪能できます。

中央
古川
通り

■イベント期間／ 12月6日〜翌3月11日
■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／青森駅よりバス約15分
■問／☎017-777-4567

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、
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。

県産素材を使った食が大集合！

青森
駅

仏をふくよかな女性の姿で描き表した
棟方。それらには慈悲深い母のイメー
ジが投影されています。祈りの想いを
込めて描かれた棟方の菩薩像を紹介。

■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

■問／ PaSaPa青森・地域社会づくり研究会
担当：塚本☎0172-69-1770

■開館／ 9：00〜19：00 ■入館料／一般500円
■休館／無休 ■交通／青森駅より徒歩約5分
■問／☎017-735-8150

A-FACTORY

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。

青森市民のソウルフード

温めたときに、もっとも美味しくなる

鮮魚や精肉、食堂など約80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。

棟方志功記念館

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、
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。

蓮華寺

■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
■集合場所／青森市観光交流情報センター
■問／青森市観光課☎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。
※上記以外の曜日、時間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。

市役所
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青森・八甲田・十和田エリア

浅虫温泉郷・津軽半島を遊ぶ。

浅虫温泉郷
青森の奥座敷

龍飛岬観光案内所「龍飛館」
太宰治・棟方志功ゆかりの宿

海扇閣

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。

浅虫観光ホテル

多くの文人たちが愛し
た温泉としても有名で、
特に棟方志功は浅虫温
泉に逗留し、板画や随
筆などの作品にも浅虫
温泉を記しています。

津軽三味線ライブ
毎日開催される津軽三味線の
生演奏。ダイナミックな音色
を間近で感じてください。
■期間／通年（無料）
■時間／ 20：30〜21：00
■問／海扇閣☎017-752-4411
浅虫観光ホテル
☎017-752-3355

■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／三厩駅よりバス約30分
■問／☎0174-31-8025

義経寺

厩石

龍飛崎・階段国道

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

厩石・義経寺

もずくうどん

金魚ねぶた製作体験

道の駅いまべつの名物メニュー

仲居さんと一緒に製作

町特産品のもずくうどんを食べること
の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。

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。

■時間／ 9:30〜16:00（12月〜3月）
■交通／津軽今別駅下車すぐ
■問／道の駅いまべつ☎0174-31-5200

奥州平泉で命を絶った源義経。実は生
き延びてこの地から北海道へ渡ったと
いう説があります。義経が北海道へ渡
る際、三頭の龍馬（羽がある馬）を与え
られ、無事北海道へ渡ったとか。その龍
馬をつないだ岩が厩石だそうです。さ
らに後年、円空が、義経が祈りの際に掲
げた観音像を見つけ、現在の「義経寺」
に木像とともに祀ったともいわれてい
ます。

■時間／ 9：00〜17：00（11月〜 3月）
■休館／ 1月1日〜3日
■交通／浅虫温泉駅より車約5分
■問／☎017-752-3220

よもぎた物産館マルシェ＆
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。

■交通／三厩駅よりバス約10分
■問／龍馬山義経寺☎0174-37-2045

青函トンネル記念館

青函トンネルをダイナミックに体験

龍飛崎温泉

義経伝説の宿る風の岬
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
なみを一望できます。
■交通／三厩駅より町営バス約30分
■問／ホテル竜飛☎0174-38-2011
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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。

義経伝説が、生き生きと

ホテル竜飛

ほたて広場

昭和63年に開業した日本一の海底トンネ
ル。構想から完成までを音と映像、立体モ
デルなどでわかりやすく展示しています。
ケーブルカーで行く、
海面下140mの体験
坑道も迫力たっぷり。
■期間／ 4月25日〜11月30日（8：40〜17：00）
※12/1〜翌3/31（展示ホールのみ開館）
■入館料／一般400円・ケーブルカー 1,000円
■交通／三厩駅よりバス約30分
■問／☎0174-38-2301

よもぎ温泉

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。

■時間／ 9：00〜21：00
■入浴料／大人350円
■休館／毎週火曜（祝日の場合翌日）、12月31
日、1月1日
■交通／郷沢駅より徒歩約7分
■問／☎0174-27-2170

【よもぎた物産館マルシェ】
■時間／ 9：00〜17：00（11〜翌4月）、8：00
〜18：00（5〜10月）
■休館／ 11〜翌4月は火曜
（祝日の場合翌日）
、
5〜10月は無休
■交通／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
■交通／蓬田駅より徒歩約10分
■問／☎0174-31-3115

麻蒸湯札

15の加盟施設のうち、
3件の湯殿が愉しめる

道の駅 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郷土料理、名
物の久慈良餅など、県産品が一堂に
■料金／ 1,500円
浅虫水族館
■問／浅虫温泉旅館組合
揃う道の駅です。4月28日からの支
「トンネル水槽のご飯」は迫力満点
☎017-752-3259
援セールでは、県産食材を使ったメ
大きなエイやアジ、サバの群れが頭上を
ニューを提供するテント村も登場。
浅虫のくじら餅
行き交い、海の中にいるような気分を味
■時間／ 9：00〜21：00
わえる長さ15mのトンネル水槽。餌が投
「くじらのもち」って？
（レストランは11：00〜17：30）
げ込まれた瞬間、大小2,500匹以上の魚た
浅虫温泉のお土産と言えば、
「く
■休館／無休 ■入浴料／一般350円
ちが一斉に群がる大迫力の光景をご覧く
【東日本大震災復興支援1周年セール】
じら餅」。海の鯨とは全く関係が
ださい。
なく、浅虫のくじら餅は、米の粉、 ■期間／ 4月28日〜5月6日
■時間／テント村は10：00〜16：00
【トンネル水槽のご飯】
小豆、砂糖にクルミを混ぜて蒸
■交通／浅虫温泉駅より徒歩約1分
■期間／ 12月と2月の日曜日
し上げるのが特徴。クルミの香
■問／☎017-737-5151
■時間／ 9：00〜17：00
ばしさと控えめな甘さが長い人
（トンネル水槽のご飯は12：00〜12：05）
気の秘密です。
■入館料／一般1,000円
スノーシューハイキング
浅虫温泉郷内の15の個性ある温
泉を気軽に楽しめる湯札です。

■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

心地よい疲労のあとは
温泉を楽しんでください

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
しながらの雪上散策。休憩をとりな
がらゆっくり歩きます。宿泊ホテル
のフロントや浅虫支部までお申し込
みください。
■期間／ 2月上旬〜下旬
（前日16：30までに要申込）
■集合時間／ 9：30〜10：00
■体験料／ 1,000円、レンタル料（スノー
シュー・ウェア・手袋など）1,000円。
■集合場所／道の駅あさむし4F
■問／青森観光コンベンション協会
浅虫支部☎017-752-3250

■交通／浅虫温泉駅より徒歩約10分
■問／☎017-752-3377

■期間／ 12月1日〜翌5月31日
■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

浅虫のおいしい水ゼリー

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9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、旅館
柳の湯、椿館、ヘルシーインあさむし）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1日〜翌5月31日（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

青の森 湯巡愉札

青森の温泉をぜいたくに楽しめる
浅虫・小川原湖・奥入瀬。豊かな
自然に恵まれた風光明媚な３エ
リアの加盟施設21軒の中から3
軒の温泉を楽しめます。

■期間／ 2月29日まで
■料金／ 1,500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
浅虫温泉旅館組合☎017-752-3259
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青森・八甲田・十和田エリア

七 戸十和田の風物、雪と氷の十和田湖を 遊 ぶ 。
十和田湖冬物語2012
雪と光のファンタビスタ

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、見町観音堂・小
田子不動堂の国指定重要有形民俗文化
財の小絵馬など、数々の作品を展示し
ています。

2012

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。クライマックス
には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。

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／七戸十和田駅より車約50分
■問／ノースビレッジ☎0176-70-5955

青森の伝統的な食生活や湯治
文化で体の記憶を取り戻す旅
湯治・プチ断食・閑静
な森をトレッキング

湯治文化の根付く蔦
温泉や十和田湖温泉
郷で地産地消の健康
食（プチ断食・マクロ
ビ食）、蔦・奥入瀬な
どでの散策、栄養士
の指導を通じたダイエットやアンチエ
イジングを体験できます。

■期間／通年（但し、各宿泊施設の休館に準ずる）
■料金／ 2泊3日お一人様52,500円〜
■場所（宿泊施設）／蔦温泉・野の花焼山荘・奥
入瀬渓流ホテル
■問／ノースビレッジウエルネス
☎0176-51-6351

■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／七戸十和田駅より徒歩約7分
■問／☎0176-62-5858

■期間／2月3日〜26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／八戸駅よりバス約2時間15分
■問／十和田湖総合案内所☎0176-75-2425

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。

十和田湖冬物語・主なイベント
ステージアトラクション

■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）
■交通／十和田市駅より徒歩約20分
■問／☎0176-20-1127

メインステージでは、津軽三味線やねぶ
たハネト体験、なまはげ他、郷土色溢れる
数々の芸能を見ることができます。
■毎日（19：00〜19：45）

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
持ち帰り頂けます。

■毎日
（17：00〜・￥500）

冬花火
凛とした透き通る冬空に打ち上げられる
花火。漆黒の夜空に華開く光の乱舞は、フ
ァンタジックな世界を作り出します。

かまくらBAR
ポニー乗馬体験

天然温泉足湯

ゲートとLEDの
イルミネーション

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。ご当地Ｂ級グル
メのバラ焼きや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
お店が多く集まっています。

雪に覆われる外乗コースで雪国乗馬を
体験。馬上から見渡す雪の世界は感動。

■交通／十和田市駅より徒歩約15分
■問／☎0176-23-2249

■毎日（17：30 〜・カクテル一杯￥500）

酒かま蔵（さけかまくら）
青森、秋田の地酒
が味わえます。こ
たつに入り、花火
を見ながら飲むお
酒は格別。

雪原乗馬トレッキング

懐かしい時代にタイムスリップ

■毎日（20：00〜約10分）

氷のグラスを使ってカクテルをお楽しみ
頂けます。

食楽街三本木1955

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
イドたちが森と水が織りなす神秘的な
世界へ案内します。

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。

鷹山宇一を記念した美術館が併設され
ており、本州屈指の馬産地ならではの
光景を至るところで目にすることがで
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。名物
の馬肉ラーメンも味わえます。

■期日／ 2月4日・5日 9：00〜
■場所／七戸町中央商店街
■交通／七戸十和田駅より車約5分
■問／七戸町商工会☎0176-62-2521

津軽三味線

冬の湖上遊覧・占い場
神秘的な佇まいを見せる冬の十和田湖を遊覧船で楽しん
でみては。雪の降り積もった湖岸は幻想的です。またコー
スの途中には占い場があり、古くから
神力によって世の安泰を祈り、占いが
行われてきました。願を書いた「およ
り」を遊覧船から湖面に投げ込み、沈め
ば誓願成就とされています。

■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。

■期間／12月1日〜翌3月31日
■時間／ 9：00、10：00、12：00、14：00
■問／十和田湖遊覧船☎0176-75-2909

地元食材と、
こだわり地ビールに舌鼓
八甲田の清涼な大気、選び抜かれた麦
芽とホップを奥入瀬の源流水で仕込ん
だ、爽快なのどごしが楽しめます。

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）
（匠工房は要問合）
■場所／道の駅とわだ
■休館／匠工房：月曜（祝日の場合翌日）
■交通／十和田市駅よりバス約20分
■問／道の駅とわだ☎0176-28-3790

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。
■期日／ 2月26日 9：00〜
■場所／七戸町営スキー場
■料金／ 2,000円
（スノーシューレンタル・ガイド料含む）
■交通／七戸十和田駅より車約10分
■問／七戸町営スキー場（南部縦貫）
☎0176-62-5612

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 ヶ月有効
■問／十和田市観光協会☎0176-24-3006

十和田湖ホテル

とわだこ賑山亭

七戸の新名物を食べ比べ
にんにくや長いも、カシスなどの七戸
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／七戸町商工会☎0176-62-2521

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。

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・新渡戸稲造博士の遺品、新渡
戸家に代々伝わる武具甲冑、その他の
資料を展示しています。

奥入瀬渓流ホテル

七戸バーガー

■料金／ 1,000円
（通年販売）
■販売場所／七戸町
観光交流センター
（七戸十和田駅内）
■問／七戸町物産協会☎0176-62-5777

新渡戸記念館
ホテル十和田荘

■開館／ 9：00〜18：00
■休館／年末年始、3月31日
■交通／七戸十和田駅より徒歩約7分
■問／☎0176-62-5777

■期間／ 1月〜3月 ■時間／ 45分
■場所／十和田乗馬倶楽部
■料金／ 9,000円 ■休／火曜
■交通／七戸十和田駅より車約15分
■問／十和田乗馬倶楽部☎0176-26-2945

かまくらBAR

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。

十和田湖レークサイドホテル

馬肉ラーメンは馬の里ならではの味わい

奥入瀬麦酒

十和田湖畔温泉

■問／十和田市観光協会
☎0176-24-3006
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旧正月の初売りの名残を留める商店街
最大のお祭り。各商店での特売品販売
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。

■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

■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

十和田湖温泉郷

道の駅しちのへ七戸町文化村

300余年の伝統を誇る祭り

真っ白に広がる大雪原を体験

■毎日（18：00 〜・一杯￥500 〜）

十和田湖・奥入瀬・八甲田エコ
ツアーガイドクラブ

旧正まける日

■開館／ 9：00〜16：00
■休館／月曜（祝日の場合開館）、年末年始
■入館料／一般210円
■交通／十和田市駅より徒歩約15分
■問／☎0176-23-4430

十和田奥入瀬まるごとシャトルバス
七戸十和田駅より奥入瀬・十和田湖へ
七戸十和田駅から十和田湖・奥入瀬を
結ぶ便利でお得なシャトルバス。アテ
ンダントによる観光案内のほか、十和
田市現代美術館の見学時間や奥入瀬渓
流自由散策時間も設けられています。

※最小催行人数2名、2日前までに要予約
■期間／〜3月31日まで（4/1以降要問合）
■料金／片道2,500円、
往復4,000円
（七戸十和田 休屋間）
■問／十和田奥入瀬まるごとシャトル予
約センター☎0176-23-7765
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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。春の風物詩で、ツツ
ジやワタスゲが代表格。広範囲で臨むことが
でき、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つつじで春の訪れを
感じることができます。

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 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／七戸十和田駅より車約5分
■問／七戸町商工観光課☎0176-51-6100

■交通／青森駅よりJRバス約1時間10分

春の山菜＆そばまつり

十和田市春まつり

春の食を体験で楽しむ

日本の道百選の官庁街通りが桜に染まります

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
を満喫してください。

■時間／ 9：00〜15：30
■期日／ 5月下旬（予定）
■料金／大人1,500円
■場所／七戸町本庁舎前集合
■交通／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

雲谷そばのそば打ち体験
や山菜教室、乗馬体験な
どが行われます。

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。期間中は市役所と商工会議所の5階ロ
ビーが開放され幻想的な展望を楽しむことがで
きます。

合い言葉は「かだれ（仲間にならないか）」

手作り村鯉艸郷

■期間／ 4月20日〜5月5日
■時間／ 9：00〜20：00（ロビー開放）■料金／無料
■場所／十和田市官庁街通り
■交通／十和田市駅より徒歩約15分
■問／十和田市観光推進課☎0176-51-6770

1,000株のシラネアオイ

官庁街ガイドツアー

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。

日本の道百選にも選ばれ、季節により様々な表
情を見せる十和田市官庁街通りをご案内します。

■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／七戸十和田駅より車約20分
■問／手づくり村鯉艸郷☎0176-27-2516

■期日／ 5月3日〜6日
9：00〜17：00（予定）
■料金／入場無料※参加料別途。
■交通／青森駅よりバス約50分
■問／モヤヒルズ☎017-764-1110

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

■期間／ 4月〜12月 ■時間／ 8：00〜17：00（要問合）
■料金／無料（コースにより一部有料）
■場所／十和田市官庁街通り
■交通／十和田市駅より徒歩約15分
■問／十和田ボランティアガイドの会
☎0176-23-3354

蔦沼

春の奥入瀬渓流
足下で可憐な花々が踊る

津軽地方の花見に欠かせない食材
しろうおの躍り食いや天ぷら、トゲクリガニなど、津軽の春
の味覚が存分に堪能できます。しろうおの「ヤナ漁」の風景
も見られるかも。

■期間／ 4月下旬〜5月中旬 ■開店／ 10：30〜17：00
■場所／蟹田川河川敷
■料金／しろうお料理（単品600〜800円）、トゲクリガニ（700円前後）
■交通／蟹田駅より徒歩約15分
■問／外ヶ浜町産業観光課☎0174-31-1228

■交通／青森駅より路線バスあり

沼めぐりの
小路

一周：約1時
間30分

春の夜越山公園
夜越山洋ランまつり
990㎡というマンモス温室に
は3,000余種の多肉植物が群
生しています。隣接する2棟は
400種の洋ラン温室となって
おり、華やかに香る花々が次
々と咲き誇ります。
■期間／ 3月上旬〜下旬

椿とサボテン祭り
国天然記念物「ツバキ自生北限地
帯」である夏泊半島椿山のツバキ、
夜越山森林公園内の各種サボテン
や桜が楽しめます。乗馬体験やホ
タテ釣り大会、ライブなどファミ
リーでも楽しめる祭りです。
■期間／ 5月3日〜5日
（毎年イベントは5月4日のみ）
■入場料／無料（一部有料イベント有）

■交通／夜越山森林公園（小湊駅より車約10分）
・椿山（小湊駅より車約30分）
■問／☎017-755-2663
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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ガイド
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。
■料金／渡航料往復1,000円（保険料含む）。
■期間／ 4月初旬〜下旬 9：00〜15：00（荒天中止）
■場所／浅虫温泉船着場
■交通／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

蔦温泉

●

出発・ゴール ●

● 出発・ゴール

瓢箪沼

野鳥の
小路
菅沼

アウトドア体験

十和田湖奥入瀬観光
ボランティアの会

■期間／ 5月上旬 12：00〜17：00
■場所／海峡さざなみ公園
■交通／今別駅より徒歩約15分
■問／今別町観光協会☎0174-35-2014

ビジター
センター

鏡沼

長沼

海峡いまべつ 春まつり
海峡の桜と県無形文化財「荒馬」を
楽しめます。各種芸能・屋台で津軽
半島北端の桜まつりを満喫ください。

蔦沼

月沼

■交通／青森駅・八戸駅・七戸十和田
駅より路線バスあり

津軽海峡を望み桜を愛でる

← 八甲田ロープ
ウェー

蔦沼散策マップ

奥入瀬

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、ワラビ・ゼンマイなどが
可憐に咲き、早春の森の息吹を
感じさせてくれます。

蟹としろうお祭り

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。

←

かだれ！山菜収穫体験

十和田湖の自然の中で
カヌー体験

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」まで約9kmを案内
しています。日本的で繊細な渓流
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。

カヌーのこぎ方を丁寧にレクチ
ャー。十和田湖ではガイドが別
カヌーに乗ってサポートするの
で初心者でも安心。ツアー途中、
秘密のスポットでスイーツと紅
茶でティータイム。

早 春 の 八 甲 田・蔦・奥 入 瀬・十 和 田 湖 ︑花 の 津 軽 半 島 を 散 策 ︒

青森・八甲田・十和田エリア
グダリ沼

■期間／ 4月29日〜11月13日
■時間／約3時間
■料金／大人5,250円（税・保険料込み）
■交通／七戸十和田駅より車約50分
■問／ノースビレッジ
☎0176-70-5977

■料金／ガイド1人5,000円〜（2週間前
までに要予約・4月下旬〜10月末）
■問／☎0176-73-2521（田中方）

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。 春の十和田湖
乙女の像や十和田神社を巡る約１
コバルトブルーが新葉に映える
時間のコースで、誰でも参加でき
十和田湖の湖岸のほとんどが断崖に囲まれており、周
ます。
辺の樹木はほぼ原生林。樹木のトンネルのような周遊
■料金／無料（4月中旬〜11月上旬・毎
道から空を見上げると、ブナやカエデの梢が幾重にも
日開催。荒天時を除く）
重なり、木漏れ日のなか新葉がまぶしく輝きます。
■問／十和田湖自然ガイドクラブ
☎0176-75-2368

■交通／青森駅・八戸駅・七戸十和田駅より路線バスあり
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北の城下のまちあかり＆
エレクトリカル・ファンタジー

予約制ボランティアガイドと街歩き【無料】

津軽・西海岸エリア

古都が幻想的に浮かび上がり
街が光に包まれます

ひろさき街歩き

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。期間中、オールナイ
ト点灯
（12/24・25、
12/31〜1/3、
2/14）
も
あります。

弘前洋館めぐりコース、禅林街散策コース、
弘前公園と津軽藩ねぷた村コースなどを無
料でご案内します。
■開催期間／通年（年末年始を除く）

■期間／ 12月1日〜翌2月29日（予定）
※通年ライトアップされる施設もあります
■時間／日没〜22：00
■場所／追手門広場他、弘前公園周辺
■交通／弘前駅よりバス約15分
■問／弘前市立観光館☎0172-37-5501

散歩で巡るツアー
禅林街

冬 のり
温も

津軽・西海岸エリア

雪と明りの街「津軽ひろさき冬の旅」

街なか散策とティータイム（通年）、リンゴ
のつまみ食いコース（毎週、日・水・金・土曜）、
夕暮れ路地裏散歩（通年）ほか、様々なツア
ーがあります。

旧弘前市立図書館

■開催期間／通年（年末年始を除く）

タクシーで巡るツアー

世界で一番小さなりんごの博物館
座禅体験のイメージ

話題の「弘前フレンチ」と洋風建築を散策す
るツアー、津軽氏ゆかりの神社仏閣を巡り
和料理の昼食を堪能するツアー、津軽三味
線体験と津軽三味線酒場でのライブを鑑賞
するツアーなどがあります。
■開催期間／通年（年末年始を除く）

冬を楽しむ特別ツアー
明治・大正期の文化財のライトアップをタ
クシードライバーが案内するツアー、津軽
の地酒の試飲や酒蔵の見学を楽しめるツア
ーなどがあります。
■時間・料金／コースにより異なります（要問合）
■申込／参加日の3日前迄（定員になり次第締切）
■問／弘前市立観光館☎0172-37-5501

文化と歴史の祭典・温故知新をテーマ
に行われてきた「弘前城築城400年
祭」もいよいよ12月にフィナーレを
迎えます。

The津軽三味線2011

錦絵大回廊

弘前雪明り

第36回弘前城雪燈籠まつり
＆津軽錦絵大回廊

訪れた人の数だけ明かりがともる

詩情豊かな雪の古城と燈籠が風雅を演出

弘前公園北の郭をメイン会場に、木が
光で彩られ、雪のオブジェにキャンド
ルが灯されます。吉野町緑地会場では、
奈良美智のメモリアルドッグの周囲に
市民手作りの「ちいさなわんこ」が並び、
キャンドルと共に広場を飾ります。訪
れた人の灯したキャンドルが会場を彩
ります。

大雪像や雪燈籠が弘前公園内を彩ります。
また、夏のねぷたまつりに出陣したねぷた
の見送り絵を活用した大回廊が幻想的な空
間を演出します。
■期日／ 2月9日〜12日
■時間／日没〜21：00 ■場所／弘前公園
■交通／弘前駅よりバス約15分
■問／弘前市立観光館☎0172-37-5501

■期間／ 2月9日〜12日（予定）
■時間／日没〜21：00
■場所／弘前公園北の郭、吉野町緑地公園、
蓬莱広場（予定）
■問／弘前市立観光館☎0172-37-5501

中泊町
小説「津軽」の像記念館 30

ゴスペルコンサート

■期日／ 12月10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

風合瀬

城西小
驫木

保健センター

朝陽小

中央弘前駅

昇天教会
●

吉井酒造煉瓦倉庫

吉野町緑地公園
観光案内所

中央病院

市立病院

五重塔
上土手スクエア

弘前高

冬の
お山参詣

ウェスパ椿山

雪の白神かんじきトレッキング 32
「ふかうら雪にんじん」収穫体験
ガラス創作体験
鍋石温泉
小説『津軽』を巡る 34
春の十二湖白神トレッキング
白神海ものがたり

十二湖

ネックレスロード 34

重要日本建築
重要洋風建築

弘高下
桔梗野小

旧弘前偕行社

白神岳登山口
大間越

国立弘前病院
弘前大学

↓能代市・
秋田市

太宰治まなびの家
弘前厚生学院

●

藤崎町の白鳥 29

弘前市

弘南鉄道
弘南線

藤崎町

弘前城雪燈籠まつり＆ 24
津軽錦絵大回廊
弘前雪明り
弘前城築城400年祭
藤田記念庭園 33

白神山地スノートレッキング 26
西目屋村の温泉
白神山地ビジターセンター 34
洋館とフランス料理の街ひろさき 25
カクテルの街ひろさき
りんごの街のアップルパイ
古都ひろさき和料理と和菓子の旅
いがめんち
津軽弁
津軽三味線酒場
珈琲の街ひろさき
弘前市の桜の名所 33

よされ鍋
27
黒石焼きそば
黒石つゆ焼きそば
冬のこみせまつり

板柳

津軽ねぷた村で体験 25

黒石市
盛美園・御宝殿 28
清藤氏書院庭園 34

田舎館村
かだれ横丁 25
弘前

こぎん刺し製作体験 25

お山のおもしえ楽校 27

黒石IC
津軽尾上

猿賀神社 33
平賀

ロマントピア温泉 26

平川市の温泉 28
大鰐弘前IC

白神・暗門を歩く 33

大成小

観光情報施設

板柳町
板柳ふるさとセンターで 29
りんごを学ぶ

深浦町

艫作

陸奥岩崎

まちなか情報センター

道の駅つるた 29
田んぼアート田植え体験 33

黒石

弘前大学医学部
附属病院
弘前大
（医学部）

鰺ヶ沢町

冬のミニ白神トレッキング 31
ナクア白神スキーリゾート 31
鰺ヶ沢高原温泉

五所川原東IC

鶴田町

北常盤

津軽家
霊廟

栄螺堂

蓬莱広場 ●
東北女子短大

こけし
灯ろう

狼野長根温泉 30

陸奥鶴田

岩木山神社 26

みちのく温泉 32

青森銀行記念館

旧市立図書館
旧東奥義塾
外人教師館

津軽富士見湖桜まつり 34

岩木山南麓豪雪まつり 26
湯めぐり手形
百沢温泉・嶽温泉

深浦

黄金崎不老ふ死温泉 32

和徳小

世界で一番小さな
りんごの博物館

立佞武多
の館

五所川原

中央弘前

禅林街

●

鰺ケ沢

スノートレッキング 26

円覚寺 32

日本基督教団弘前教会

藤田家別邸洋館

津軽金山焼で 29
陶芸体験

川部

弘前市立博物館 ●
弘前市民会館 ●
弘前市立
藤田記念庭園 ●
観光館

長勝寺

健生病院

グルメinふかうら 32
北前船の湊町散策

カトリック弘前教会

弘前公園

弘前工業高

天満宮

第一中

NHK
● 文化センター

●

五所川原IC

藤崎

天守閣
弘前城史料館

五能線

←

弘前市民体育館 ●

ストーブ列車 29

津軽自動車道

津軽藩ねぷた村

弘前
中央高

スコップ三味線 29

カタクリの小径 33

平川市
弘南鉄道 28
ラッセル車

西目屋村
北の城下のまちあかり＆ 23
エレクトリカル・ファンタジー
ゴスペルコンサート
ひろさき街あるき 24

大鰐温泉郷 28
大鰐温泉もやし
ノスタルジックな街並み散策

雪燈籠
まつり
大鰐温泉スキー場 28
雪の大食卓会 28

小嵐山・黒石温泉郷雪まつり 27
日本一のこけし灯ろう祭
津軽伝承工芸館
温泉なべ
黒石温泉郷・湯めぐり湯札

大鰐温泉

弘前市・黒石市・五所川原市・つがる市・平川市・鰺ヶ沢町・深浦町・西目屋村・

誓願寺
第二中

馬まん 30

五所川原市

●

陸奥森田

川﨑染工場

護国神社

光信公の館ぼたん祭り 34

■問／交通管制センター
☎017-773-3021

熊野奥照神社

鰺ヶ沢温泉 31
鳴沢
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旧岩田家
石場家

木造駅「ふれ愛センター」31

海の駅わんど＆相撲館 31

千畳敷

旧梅田家
旧伊藤家
革秀寺
津軽為信霊廟

弘南鉄道
大鰐線

■販売所／「津軽フリーパス」販売箇所・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）および深浦駅、鯵ヶ沢駅にあるJR東日本のみどりの窓口、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（弘前市観光物産課内）☎0172-35-1111（代）
内線250（受付時間 9：00〜17：00※土・日・祝日を除く）

仲町伝統的建造物群保存地区

弘前駅

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。145の協賛施
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。

白神海彦山彦食の旅 31
幻の魚「イトウ」
イカのカーテンと映画
「わさお」のふるさと

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。

長勝寺三門

立佞武多の館 29
つくね芋三昧
赤〜いりんご御所川原

木造

弘前雪明り
（吉野町緑地）

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

フリーエリア内の列車やバスが2日間乗り放題

つがる市

主要道路閉鎖区間

奥
羽
本
線

■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
（弘前駅中央口1F）
■問／弘前市観光案内所（弘前駅1F）
☎0172-26-3600
※取り扱いできない荷物もあります。
（要問合）

■弘前市立観光館／ 9：00〜17：00
（終了18：00）、弘前市観光案内所／
8：45〜17：00（終了18：00）、まちな
か情報センター／ 9：00〜20：00（終
了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

イカの
カーテン＆
わさお

北金ケ沢

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。

川倉
芦野公園
金木

大戸瀬

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。

稲垣温泉 30

亀ヶ岡
縄文文化

■HP ／ www.city.hirosaki.aomo
ri.jp/hirosaki400th/

長靴無料貸出

津軽中里

藤崎町・大鰐町・田舎館村・板柳町・鶴田町・中泊町

弘前城雪燈籠まつり

津軽三味線ライブ＆体験
30
金木観光物産館「マディニー」
かなぎ文学散歩
スノーシュートレッキング
かなぎ元気村で田舎体験
津軽鉄道

弘前雪明り
（北の郭）

スノーシュー
トレッキング

中泊町
十三湖産「寒シジミ」29

■期間／ 2月9日〜12日（予定）
■時間／ 18：30〜（予定）
■場所／追手門広場、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

上記以外のイベントはHP参照

弘前駅から手ぶらで観光！

し〜うらんど海遊館 30

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。

エンディングセレモニー

■期間／ 12月23日 ■料金／無料
■場所／弘前公園内
※上記の他にもイベントが行われます。
■問／弘前城築城400年祭実行委員
会☎0172-40-7017

弘前昇天教会

五所川原市
ゴスペルコンサート

大鰐町

りんご
風呂

碇ヶ関
碇ヶ関IC

道の駅いかりがせき 28
自然薯そば・ラーメン
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津軽・西海岸エリア

津軽の食と風物詩、温泉を堪能。

岩木山神社
元旦の岩木山神社に参拝
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。

洋館とフランス料理の街
ひろさき
地元の旬の食材を使った
フレンチをどうぞ

【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／弘前駅よりバス約45分
■問／岩木山観光協会☎0172-83-3000

珈琲の街 ひろさき

山のホテル

嶽温泉郷
そまふ

百沢の杣夫が偶然発見したとも弘前藩
4代藩主・津軽信政が開湯したとも伝え
られています。藩政時代から湯治場と
して名高く、水戸光圀の命を受けた家
臣が残した記録には湯治客で賑わう様
子が記されています。
■交通／弘前駅よりバス約50分
■問／嶽温泉旅館組合☎0172-83-2329

アソベの森いわき荘

岩木山南麓豪雪まつり

参拝のみちスノートレッキング

岩木山ジビエを堪能

岩木山山麓、豪雪を歩く

嶽温泉・百沢温泉など21施
設の温泉のうち3ヶ所を 湯
めぐり手形（1,000円）で入
湯できます。

それぞれの宿が独自の源泉をもち、鉄
分を含んだ赤っぽい泉質は「熱の湯」と
して有名。周囲には国重要文化財指定
の岩木山神社や高照神社があります。

雪のオブジェ・大型滑り台のほか、馬そ
り運行やスノーモービル体験など冬の
岩木山を満喫できるメニューが盛りだ
くさん。鹿や熊などの食材を用いた地
元料理を現代風にアレンジした狩人料
理（ジビエ料理）が味わえます！（内容
は予定）

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。
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の道程をトレ
ッキングします。

■交通／弘前駅よりバス約45分
■問／岩木山観光協会☎0172-83-3000

西目屋村の温泉

■期日／ 2月9日〜12日
■場所／嶽温泉、岩木山神社、岩木スカイライン（予定）
■交通／弘前駅よりバス約45分
■問／岩木山観光協会☎0172-83-3000

白神山地のお膝元で愉しむ贅沢な湯

白神山地スノートレッキング
星と森のロマントピア
「白鳥座」

ロマントピア温泉
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、
宿泊施設はホテルの他、コテージもあ
り、ゆったりくつろげます。また、地元
の素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。
※浴場工事により入浴できない場合がございます。
■交通／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
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■時間・休／要問合
■交通／弘前駅より徒歩約15分
■問／☎0172-38-2256

あわびのステーキ

■「洋館とフランス料理の街ひろさき」
「和料
理と和菓子の旅古都ひろさき」
スタンプラリー
完走者へ「弘前城さくら写真集」をプレゼント。
■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

和の情緒にふれ、温かな気分に浸れます
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」を堪能してください。

写真は

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

イメージです

弘前色のカクテル
弘前の観光資源がテーマとなったオリ
ジナルカクテルを提供。
市内のカクテル
バーで愉しい一時をお過ごしください。

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。

ジビエ料理（鹿肉ハンバーグ）

宿ごとに異なる泉質が愉しめる

グリーンパークもりのいずみ

いろんな人が自然に集まり会話に花が
咲く、そんな場所がカタチになりまし
た。個性豊かな屋台村です。

耳で舌で、津軽を堪能

百沢温泉郷

■交通／弘前駅よりバス約1時間5分、畳平下車徒歩約5分
■問／西目屋村総務課☎0172-85-2800

江戸時代に幕府の命により北方警備の
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
民としては日本で初めて飲んだと言わ
れています。また、弘前では大正〜昭和
時代、和装に白エプロンの女給のいる
「カフェー」が流行し、東北最古の喫茶
店「万茶ン」をはじめ、歴史ある喫茶店
が数多く残っています。江戸時代のコ
ーヒーを再現した「藩士の珈琲」は市内
の喫茶店（提供店）で愉しめます。

津軽三味線酒場

岩木山麓の温泉を楽しむ

世界自然遺産に登録されている広大な
白神山地。その青森県側の表玄関にあ
たる世界遺産と水源の里・西目屋村に
は、豊かな自然のなか、田代温泉、村市
温泉、白沢温泉の3つの温泉が湧きます。
※湯治プラン（3泊9食15,450円）要問合

かだって（仲間になって）
かだる（語る）べし

カクテルの街ひろさき

湯めぐり手形

■問／岩木山観光協会
☎0172-83-3000

江戸時代の珈琲を再現した
「藩士の珈琲」召し上がれ

■期間／通年
■料金／藩士の珈琲は500円前後
■問／弘前は珈琲の街です委員会
（成田専蔵珈琲店）☎0172-28-2088

藩主の生母も訪れた名湯

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。美味
しいフレンチを気軽に味わえます。

かだれ横丁

トレッキングあとは、温泉と白神の幸
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／ 2月中旬〜3月下旬
■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／大人お一人様10,000円（昼食、ガイ
ド、入浴料、白神館〜現地の送迎代含む）
※防寒着等は各自持参下さい。
■交通／弘前駅よりバス約50分
■問／ブナの里白神館☎0172-85-3011

■問／弘前観光コンベンション協会
☎0172-35-3131

■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
■問／弘前市立観光館☎0172-37-5501
藩士の珈琲の
イメージです

津軽藩ねぷた村で体験
あれもこれも！豊富な体験メニュー
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ほか、ねぷた囃
子体験もできます。食事処ではかまど
炊きのご飯と県産食材にこだわった料
理を提供。

■期間／ 1月5日〜3月31日（要予約）
■時間／ 9：00〜11：30
（天候・積雪により変更あり）
■料金／お一人様2,000円（2名〜）※予定
■交通／弘前駅より車約40分
■問／アソベの森いわき荘☎0172-83-2215
写真は「白神山地スノートレッキング」のイメージです

津軽弁

津軽弁（ばっちゃ御膳）

こっちの「津軽弁」はおいしいぞ
津軽弁は津軽弁でも、この「津軽弁」は
津軽の「おいしい！」が詰まったお弁当
のこと。現在、郷土食材を活かした21種
類の弁当を販売しています。

■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（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 ■開館／ 9：00〜17：00
■休館／年末年始
■入村料／一般500円
■体験料／体験により異なります
■交通／弘前駅よりバス約15分
■問／津軽藩ねぷた村☎0172-39-1511

いがめんち
津軽のかっちゃ（お母さん）の味
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ていま
す。弘前市内30店以上の飲食店や惣菜
店で提供しています。
■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

こぎん刺し製作体験

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
りんごの生産量が日本一の弘前では、
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44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

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。
■期間／通年（要予約・年末年始は除く）
■時間／要問合 ■場所／弘前こぎん研究所
■料金／体験観光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
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