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掲載内容については、新型コロナウイルス感染症拡大防止
のため、イベントの日程が変更、中止となる場合があります。
また、各施設の営業時間や定休日が通常と異なっている場合
もあります。詳細については、各イベントの主催者、団体、施
設までお問合せください。※当ガイドブックに掲載されている情
報は2022年11月～2023年5月のものです。（2022年10月31日現
在）商品内容、料金ほか各種データが変更となったり、時期によ
る変動や臨時休業等で利用できない場合があります。予めご利
用の際にご確認ください。※掲載写真はすべてイメージです。実
物と異なる場合があります。※天候・気象条件等により記事・写真
のような景色が見られない場合があります。※料理等は内容が変
わる可能性があります。※客室等は一例です。※掲載されている
地図の位置や縮尺、所要時間等はおおよその目安となるもので
す。※掲載の各観光施設・店舗等の休業日・営業時間及びイベント
の開催日時等は変更になる場合があります。予め出発前にご確
認ください。※実際の営業終了時間とは別に、最終入館時刻、ラ
ストオーダーの時刻が定められている場合があります。※掲載の
電話番号は、各施設のお問合せ用のため、現地の番号と異なる
場合があります。カーナビ等での位置検索で実際とは異なる場所
を示す場合があります。※掲載の表示金額はすべて税込です。変
更になる場合がありますので、掲載施設へご確認ください。※ガ
イドブックに掲載された内容により生じたトラブルや損害等につい
ては、補償いたしかねますので、予めご了承願います。

「あおもり観光新型コロナ
対策推進宣言施設」のポ
スターやステッカーが表示
されている施設は、新型コ
ロナウイルス感染症防止
対策を自主的に実施して
いる施設です。

※各施設、イベント等の定休日や開催日、営業時間、料金、内容の
詳細等については、それぞれの連絡先に直接お問合せください。

必ずお読みください
木古内
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　2020年の「弘前れんが倉庫美術館」開館と、翌年の「八戸市
美術館」リニューアルオープンを契機に、青森県内にある5つ
の美術館・アートセンターが連携し、青森発のアートを国内
外に発信するプロジェクト「5館が五感を刺激する̶AOMORI 
GOKAN」がスタートしました。県内外から訪れる多くの旅行者
に、５つのミュージアムとともに、青森を周遊する旅と滞在を楽し
んでもらい、青森の魅力をより奥深く知ってもらうための機会創
出を目的に掲げています。公式サイトでは、５館の展覧会やイ
ベントのほか、美術館巡りとともに楽しめるアートスポット情報
を発信。アートを軸に、さらなる展開の広がりを見せているこ
のプロジェクトに、多方面から熱い視線が注がれています。

　独自のコンセプトやコレク
ションを持ち、どれも個性豊か
な5つのミュージアム。作品鑑
賞だけでなく、一流の建築家
が手がけた構造美や、長い時
を刻んだ建築の記憶に触れる
のも醍醐味になるでしょう。さ
らに、各館を取り巻く街並み
を散策すれば、地域の特色を肌で感じながら、郷土が誇る作家
のルーツや青森アートの躍動に出会えるかもしれません。

世界を視野に推進する
青森のアートプロジェクトとは。

旅先でふれる美術館の楽しみ方。

　各館と周遊のアートスポッ
トをつなぐ周遊プランを企画
中。近い将来、５館の連携をよ
り深めた上で、共通のテーマ
で一斉開催する共同企画展
とともに街とアートを巡るアー
トプロジェクトの実施を目指し
ています。「見る」だけにとどま
らない、訪れる人のあらゆる感性を刺激し、新鮮な感動を与え
る青森ならではの旅を提案していきます。

プロジェクトの先に待つ未来と展望。

至 函館

至 北海道

青森県立美術館

八戸市美術館

十和田市
現代美術館

弘前れんが倉庫美術館

青森公立大学
国際芸術センター青森Art 

Museum
Map

Art Museum
ときめき旅へ。

世界に誇る芸術家を輩出し、
新進気鋭のクリエイターが
新たな未来を描く青森県。
代表的な5つのミュージアムを
ベースに各地を巡りながら、
郷土の風土と文化が培った
躍動するアートシーンに
触れてみませんか。

アートめぐりで
こころを
リセットしよう

©Daici Ano

AOMORI KIKOU01 02

青
森
県
立
美
術
館

弘
前
れ
ん
が
倉
庫
美
術
館

十和田市現代美術館
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青森公立大学国際芸術センター青森

奈良美智《A to Z Memorial Dog》
2007年 ©Yoshitomo Nara Photo:Naoya Hatakeyama 

十和田市現代美術館　
撮影：小山田邦哉

取材協力／青森アートミュージアム5館連携協議会

AOMORI GOKAN公式サイト  
https://aomorigokan.com/

５館連携

ロゴデザイン／アートディレクター・野間真吾



プラス

太古のパワーを秘めた縄文アートにふれよう！
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縄文のエネルギーが
息づく地で、芸術を通して
得る感動や郷土作家の
魅力を発信。

■017-783-3000
■JR東北新幹線新青森駅より
　バス約10分

三内丸山遺跡に近接していること
から、発掘現場のトレンチ（壕）をイ
メージした建築デザインを考案。棟
方志功や奈良美智など個性あふれ
る郷土作家のコレクションを収蔵し
ています。高さ19ｍ、4層吹き抜けの
アレコホールでは、シャガールの大
作に圧倒されます。

Art MuseumArt Museum

さきおりCHICKA／
南部裂織

TSUKUTTA／
偽顔絵作成・ねぶたの技法体験

天野琴音／
オリジナル木地デザイン・漆器制作

竹浪比呂央
ねぶた研究所
［青森市］

ねぶた師・竹浪比呂央が
主宰する創作活動の場。
アトリエの見学ができる
他（※要事前問合せ）、ね
ぶたグッズの販売も行っ
ています。

■017-752-1616
■JR奥羽本線青森駅より
徒歩約8分

13階展望台の
ステンドグラス風ねぶた絵
2025年の青森港開港400年を記
念して、ねぶた師の竹浪比呂央と
弟子の手塚茂樹が制作。港を中心
に栄えた青森市の成り立ちを3部
作で表現しています。

【青森県観光物産館アスパム】
■017-735-5311
■JR奥羽本線青森駅より徒歩約8分

廣田神社のデザイナーズお守り袋［青森市］
青森県内のクリエイターがデザインを手掛けた廣田神社の
御守り各種。袋と御神符の自由な組み合わせも楽しめます。

■017-776-7848　■JR奥羽本線青森駅より徒歩約15分

創造とコトがあふれる空間

machicotoba 
【マチコトバ】

アスパム2階「マチコト
バ」には、若手作家や
デザイナーが入居する
シェア・アトリエがあり、
創作活動やワークショッ
プなどを行っています。

津軽塗
津軽地方で受け継がれてきた
伝統漆器。漆芸家の天野琴音
はその技法を駆使しながら、オ
リジナルデザインの漆塗り作品
を生み出しています。

ここにART
見つけた！青森で工芸作家に会いに行こう！
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奈良美智 《あおもり犬》 2005年©Yoshitomo Nara
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新たな時代を担う国内外のアーティストたちが集い、まだ見ぬ傑作を手がける創生の場。

ギャラリーA SIDE CORE/EHS個展
「under pressure」（2021年）

ワークショップなど多彩なプログラムも実施 青木野枝「雲谷 -Ⅰ」

■017-764-5200
■JR奥羽本線青森駅よりバス約40分、
　「青森公立大学」下車後徒歩約5分

八甲田山麓の雄大な自然を背景に、巨
匠、安藤忠雄の設計による周囲の環境
とマッチした建築群が展開。直線型の
創作棟と宿泊棟、ギャラリーや円形の屋
外ステージを備えた馬蹄型展示棟の3
棟から構成されています。

　　　　  特別史跡 三内丸山遺跡［青森市］
日本最大級の縄文集落跡で、世界遺産に登録された「北
海道・北東北の縄文遺跡群」の中核たる遺跡です。

　　　　  縄文時遊館［青森市］
三内丸山遺跡で発掘された出土品を展
示。5,120個もの土器のかけらを配した「縄
文ビッグウォール」は必見です。

■017-766-8282（三内丸山遺跡センター）
■JR東北新幹線新青森駅よりバス約15分

浅虫水族館×GOMA 
アートすぎる水族館！ ［青森市］
平川市在住のアーティストGOMAが水
族館とコラボ。海の生き物たちが横断
幕や壁面に躍動感あふれるタッチで
描かれています。

■017-752-3377
■青い森鉄道浅虫温泉駅より
　徒歩約10分

青森市しんまち商店街の
街中アート［青森市］
アーケード街の各所に多彩なアートを
配置。土偶を象った車止めやねぶた師
が彩色した消火栓など、青森らしさを
感じる作品に出会うことができます。

■017-775-4134（青森市新町商店街振興組合）　
■JR奥羽本線青森駅より徒歩約3分

棟方志功記念館［青森市］
青森が生んだ偉大な板画家、
棟方志功の業績を紹介する記
念館。そのコレクションは国内
最多を誇り、関連資料も豊富
に展示されています。

■017-777-4567　■JR奥羽本線青森駅よりバス約15分、
　「棟方志功記念館通り」下車徒歩約4分

青森駅東口新駅ビル
工事仮囲いラッピングアート［青森市］
青森駅東口新駅ビル建設の工事仮囲い
に、青森県出身のアーティスト、豊川茅と
NOZ（野澤雄大）のラッピングアートが展開
されています。※2023年3月頃まで（予定）
■JR奥羽本線青森駅より徒歩すぐ

青森空港の大型パブリックアート［青森市］
（公財）日本交通文化協会と青森空港ビル（株）が（一財）
日本宝くじ協会の社会貢献広報事業の助成を受け、青
森空港旅客ターミナルビル１階チケットロビーにパブリッ
クアート「青の森 へ」を設置。原画制作・監修を、青森県
出身のアートディレクター森本千絵が務めました。
■017-739-2000（青森空港ビル株式会社）
■JR奥羽本線青森駅より空港連絡バス約35分

出典：JOMON ARCHIVES出典：JOMON ARCHIVES出典：JOMON ARCHIVES

■八甲田の森に包まれた印
象的な円形ステージ。
■敷地内では多種多様な
野鳥の観察も楽しめます。
■淺井裕介のワークショッ
プで描かれた、通路や施設
の床の作品。
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■「木」と「ａ」をモチーフにし
た美術館のシンボルマーク。
■アートなお土産が豊富に揃
うミュージアムショップ。
■併設のカフェ「4匹の猫」
で一番人気のアップルパイ。
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オリジナルデザインてぬぐい
「雪ななこ てぬぐい」（右）
「こぎん文様てぬぐい」（左）
各1,150円（税込）
津軽塗やこぎん刺しの
模様を元にした青森
ならではのデザインの
手ぬぐいです。

かわいい金狐金運おみくじで運試し！

重要文化財
大型板状土偶

マルク・シャガール バレエ『アレコ』のための背景画
第１幕《月光のアレコとゼンフィラ》、第２幕《カーニヴァル》、第３幕《ある夏の午後の麦畑》、第４幕《サンクトペテルブルグの幻想》
1942年©ADAGP, Paris & JASPAR, Tokyo, 2022, Chagall®E4904 
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青森県立
美術館／青森市

青森公立大学国際芸術センター青森／青森市
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風土に溶け込んだ十和田アートをたどる街中散歩

Art Museum

弘前市民会館「青の時間」［弘前市］
管理棟ロビー吹抜け北側では、日本を代表する洋画家の一人・佐野ぬい
が手掛けたステンドグラスを観賞することができます。

■0172-32-3374　■JR奥羽本線弘前駅よりバス約15分

大正期建造の旧第八師団長官
舎で営業しているスターバックス 
コーヒー 弘前公園前店の店内
には、津軽こぎん刺しをあしらっ
たソファーが置かれています。

津軽の農民たちが受け継いでき
た伝統の手仕事。現代の職人た
ちは、新たな魅力を持つ工芸製
品を生み出しています。
■0172-32-8199（green）
■JR奥羽本線弘前駅より徒歩約10分

旧一戸時計店の
時計台［弘前市］
■0172-33-7001
　（中土手町商店街振興組合）
■JR奥羽本線弘前駅より
　徒歩約20分

旧弘前偕行社
［弘前市］
■0172-33-0588
■弘南鉄道大鰐線
　弘高下駅より徒歩約10分

旧第八師団長官舎
（弘前市長公舎）［弘前市］
■0172-39-4051
　（スターバックスコーヒー
　弘前公園前店）
■弘南鉄道大鰐線
　中央弘前駅より徒歩約15分
※現在はスターバックス  コーヒー
　弘前公園前店が営業しています。

旧弘前市立図書館
［弘前市］

■0172-82-1642
　（弘前市教育委員会
文化財課）

■JR奥羽本線弘前駅
よりバス約15分

こ
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ん
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し
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ー
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ここにART
見つけた！

「喫茶室バトン」のゼリーポンチ｢青の時間｣

「洋館の街」と呼ばれる
弘前市街。モダンで懐
かしい建築デザインの
名残を発見することが
できます。
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歩みを進める度に感嘆の声がもれる、見る者の感性を刺激する現代アート。
塩田千春《水の記憶》撮影：小山田邦哉 ©2021 JASPAR, Tokyo and Shiota Chiharu

■0176-20-1127
■JR東北新幹線七戸十和田駅
　よりバス約35分

アートによる新たな体験を提供する美術
館。建築や空間と一体となった大型のイン
スタレーション作品の数々が、来館者に感
動をもたらします。さらに、屋外に
も多彩な立体作品が佇み、独特
な世界を生み出しています。

Art Museum
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■明治期の名残を感じさせるエント
ランスのレンガ壁。
■カフェから見える弘前吉野町シー
ドル工房の醸造タンク。
■県産の食材にこだわったメニュー
やシードルを提供。
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煉瓦倉庫に刻まれた100年の記憶を継承し、訪れる人の創造性をかき立てる空間。

りんご帽子こけし
1,430円（税込）

美術関連の図書などを自由に閲覧可能な
ライブラリー

©Naoya Hatakeyama

受付カウンター

伝統的なスタイルと、モダンな
デザインとの絶妙な組み合わせ
が魅力の「イマドキ」なこけし！ ■0172-32-8950　■JR奥羽本線弘前駅よりバス

約10分、「蓬莱橋」下車後徒歩約5分

明治・大正期に建設された吉野町煉瓦倉庫を、
日本とフランスで活動する建築家・田根剛の設計
でリノベーションした地域の文化創造拠点。館
内は、5つの展示室の他、3つのスタジオ、市民
ギャラリーやライブラリーが設けられています。

松本茶舗［十和田市］
創業１００年を超える老舗店に一流アーティストの作
品が展示されています。運がよければ気さくな店主
に会えるかも。

■0176-23-2138

アクセス共通■JR東北新幹線七戸十和田駅より車約25分

市民交流プラザ 
トワーレ・
十和田市教育プラザ
（十和田市民図書館）［十和田市］
スタイリッシュなデザインの「ト
ワーレ」と「十和田市教育プラ
ザ」のどちらも世界的に著名な
建築家が手がけ、独特の空間設
計が施されています。

■0176-58-5670（トワーレ総合案内）
　0176-23-7808（十和田市民図書館）
■JR東北新幹線
　七戸十和田駅より車約20分

使われなくなったタバコ自販機を再
利用するインバウンド十和田の取り
組み。商品の箱には、おみやげピン
バッチやマップなどが入っています。

とわだばこ
［十和田市］

■0176-23-2255（相坂屋）
■JR東北新幹線七戸十和田駅より
　車約20分

右／マイダー・ロペス《トゥエルヴ・レヴェル・ベンチ》
左／リュウ・ジァンファ《マーク・イン・ザ・スペース》
撮影：小山田邦哉
※作品に関するお問い合わせは十和田市現代美術館にご連絡ください。

毛利悠子《モレモレ
ヴァリエーションズ》2018年

十和田市官庁街通り［十和田市］
十和田市のシンボルロードである官庁街通りでは、美
術館を拠点としたアートなまちづくり「Arts  Towada」に
取り組んでいます。
■0176-24-3006（十和田奥入瀬観光機構）
■JR東北新幹線七戸十和田駅よりバス約40分

ふくだ菓子舗 
［十和田市］

十和田市現代美術
館の企画展やイベ
ントに合わせ、美術
館内のカフェで限
定スイーツを提供。
食べられるアートと
して話題を集めて
います。

■0176-23-2523

桜田酒店［十和田市］
店内には、酒類や輸入食品が充実。特に十和田市現代美
術館とコラボしたオリジナルブレンドコーヒーがおすすめ。
アンティークな佇まいに、無国籍な空間が広がっています。

■0176-23-3201
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ここにART
見つけた！
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■敷地内に建物を分散して
配置し、ガラスの廊下でつ
ないでいます。
■カフェスペースの床に描か
れたマイケル・リンの作品。
■カフェで味わえる奥入瀬
ガーリックポークとりんごの
カレー。1,110円（税込）
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名和晃平《PixCell-Deer#52》ミクストメディア  
217.3×189.6×150cm  撮影：小山田邦哉

草間彌生《愛はとこしえ十和田でうたう》撮影：小山田邦哉

プラス

弘前のレトロ建築を求めてまちあるき

ここにART
見つけた！

マイケル・リン《無題》撮影：小山田邦哉

十和田市現代美術館
オリジナルマグカップ
1,834円（税込）

アート広場の草間彌生の
大規模野外インスタレー
ション《愛はとこしえ十和
田でうたう》をモチーフに
したオリジナルマグカップ。

津
軽

こ
ぎ
ん
刺
し
と
は
？
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十和田市現代美術館／十和田市弘前れんが倉庫美術館／弘前市



Art Museum

1

2

3

地域の人 の々盛んな交流と対話によって、八戸発信のアートを世界につなげる躍動の場へ。

■0178-45-8338
■JR八戸線本八戸駅より徒歩約10分、または
　JR東北新幹線八戸駅よりバス約20分

2021年11月、“出会いと学びのアートファー
ム”をコンセプトに全面リニューアル。約18ｍ
の天井高を持つ開放的な「ジャイアント
ルーム」が特徴。八戸ゆかりの作品を中心
に約3,000点を収蔵しています。

八戸ポータルミュージアムはっち［八戸市］
八戸の魅力を幅広く紹介する地域観光交流施設。
エントランスでは、八幡馬を288頭あしらったシンボ
ルオブジェ「八幡馬列柱」が来館者を出迎えます。

■0178-22-8228
■JR八戸線本八戸駅より徒歩約10分、
　またはJR東北新幹線八戸駅よりバス約25分

八戸酒造見学・利き酒と屋形船遊覧［八戸市］
大正年間に建設された6つの建造物は、文化庁登録有形文化財と
八戸市景観重要建造物に指定されています。試飲を楽しんだ後は、
風情あふれる屋形船で、海からの夜景を眺めてみませんか。

■【酒蔵見学】0178-33-1171（八戸酒造）
　【屋形船遊覧】0178-35-4415（ブルーカンパニー）
■JR八戸線陸奥湊駅より徒歩約5分※前日まで要予約（蔵見学のみも可能）

蕪嶋神社
幸福のウミネコお守り［八戸市］
ウミネコの繁殖地としても有名な蕪
島。金運を呼ぶ鳥として信じられてい
るウミネコをモチーフにした御守りが
人気です。
■0178-34-2730
■JR八戸線鮫駅より徒歩約15分

帆風美術館［八戸市］
特殊なカラーマネジメント技術を活用
し、デジタル光筆画の技法によって制
作した日本画を展示するユニークな
ミュージアムです。

■0178-20-1335
■青い森鉄道陸奥市川駅より車約5分

11ぴきのねこのまち［三戸町］
名作絵本「11ぴきのねこ」の作者、故
馬場のぼるは三戸町出身。ねこの石像
や観光情報を発信するスマホアプリな
ど、新たなまちづくりが進んでいます。

■0179-20-1117
　（三戸町まちづくり推進課）

おみくじ付き

蕪嶋神社の詳
細はＰ29へ！

■八戸市中心街との調和を
考えた設計デザインを採用。
■イラストレーターの新地
健郎が描いた美術館と街
並みの俯瞰図。
■美術館オリジナルグッズ
も続 と々展開中。
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八戸市美術館まめぐい
（サイダー飴）
1,100円（税込）
シンボルマークが散り
ばめられたちいさな手
ぬぐいハンカチで、お
菓子を包んだギフト
セット。 八戸市立湊中学校養護学級生徒《虹の上をとぶ船総集編II 

星空をペガサスと牛が飛んでいく》1976、八戸市美術館蔵
佐藤時啓 ̶八戸マジックランタン̶
10月29日～2023年1月9日開催

11ぴきの石像を巡ろう

鮫のモニュメント［八戸市］
JR八戸線「鮫駅」前には、その独
特の駅名にちなんだリアルな鮫の
モニュメントが設置されています。

ここにART
見つけた！

プラス

郷土の伝統に誇りを抱く八戸人の挑戦

©Daici Ano

©©Daici Ano
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青森市・十和田市・平内町・七戸町

青森・八甲田・十和田エリア

　冬の奥入瀬渓流を存分に楽
しみたいなら、日中だけでなく夜
のガイドツアーにもぜひ参加を。
太陽光とは違い、ライティングの
演出で闇に浮かび上がる氷の芸
術は見応え抜群です。

奥入瀬渓流氷柱・氷瀑めぐり
夜と昼、どちらが好き？

※「冬の奥入瀬氷瀑ナイトツアー」
　詳細はP13を参照ください。

青森・八甲田・十和田

　世界でも有数の豪雪地帯として知られる

八甲田。厳冬期を迎えると、草木や紅葉の鮮

やかな彩りは失われ、白銀一色に覆われます。

この時期、ぜひ間近で目にして欲しいのが、氷

点下の苛烈な風雪によって生み出される特異

な自然現象「樹氷」です。標高の高い地帯に

自生するアオモリトドマツなどの木々に雪が圧

着し、荒天が繰り返される度、大きく成長。大

きい物は3ｍを超えます。物言わぬままそそり

立つ姿は“スノーモンスター”の異名で呼ばれ、

同じ形状をしているものは皆無。広大な雪原

を掻き分けながら進み、青空とのコントラスト

や夕暮れの彩りに映える白い樹氷群をじっく

り鑑賞してみると、その表情の豊かさやユーモ

ラスなフォルムに魅了されるはずです。この時

期は、樹氷原を散策して温泉も楽しめるツ

アーが開催され、樹氷の間をスキーやスノー

ボードで滑走することができるコースが整備さ

れます。

　春から秋にかけて心地よいせせらぎが響く

奥入瀬渓流も、冬にはその景色を一変させま

す。盛んにしぶきをあげていた滝や水流は凍

てつき、まるで時が止まったかのような静寂が

支配します。岩壁をつたう流水は、見る者を圧

倒する巨大な氷柱や氷瀑に。日射しでキラキ

ラと青白く輝く様から、まさに神秘的な一枚の

絵画を見るような感動が得られるでしょう。幻

想的な光の演出が楽しめるナイトツアーも見

逃せません。

青森の冬が育てる雪と氷の造形美

八戸市美術館／八戸市
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青函連絡船メモリアルシップ八甲田丸

アウガ新鮮市場アウガ新鮮市場

パサージュ広場パサージュ広場

ねぶたの家 ワ・ラッセ
ホテルサンルート青森（P11）ホテルサンルート青森（P11）

ホテルJALシティ青森（P11）ホテルJALシティ青森（P11）

青森魚菜センター
（のっけ丼）（P11）

A-FACTORY

青森港

青い海公園
青森
ベイブリッジ

青森ラブリッジ

バスターミナル
青森市観光交流情報センター

駅前交番

青森市森林博物館

青森駅ビル
ラビナ

青森県庁

青森港旅客船ターミナル

青森警察署

さくら野百貨店

駅前駐輪場

青
森
駅

青い森
公園

青
い
森
鉄
道

奥
羽
本
線

ホテル青森（P11）ホテル青森（P11）

アップルパレス青森（P11）アップルパレス青森（P11）
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タッケン美術展示館
（青森市民美術展示館）

アートホテル青森（P11）

青森市役所

青森ベイ・プロムナード

聖徳公園

青森県観光物産館アスパム

竹浪比呂央ねぶた研究所（P04）

廣田神社（P04）

青
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・
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ア
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ねぶたの家 ワ・ラッセ
若佐谷 大樹さん

ねぶたホールには、開館10周年を記念し
て制作された直径1.8mもの「桶胴（おけど
う）6尺太鼓」が設置されており、その堂々
たる大きさで来館者を圧倒しています。

道の駅浅虫温泉
「ゆ～さ浅虫」［青森市］
陸奥湾や湯の島を眺めながら
入浴できる5階の展望浴場「は
だか湯」でリラックス。オリジナ
ルの黒房すぐりソフトクリーム
やジェラートが人気です。

■017-737-5151
■青い森鉄道浅虫温泉駅より
　徒歩約2分

青森市中心街MAP

ねぶたの家 ワ・ラッセ［青森市］
青森ねぶた祭の歴史や魅力を余すところなく紹介する文化観光交流
施設。広大なねぶたホールには、祭り本番に出陣した大型ねぶたを
常設展示しています。

■017-752-1311
■JR奥羽本線青森駅より徒歩すぐ

青函連絡船
メモリアルシップ
八甲田丸［青森市］
明治41年（1908年）から昭
和63年（1988年）まで青森
港と函館港を結び、1億6
千万人の乗客を運んだ青
函連絡船。ほぼ就航当時
の状態で係留保存されて
いる貴重な施設です。

■017-735-8150
　（あおもりみなとクラブ）
■JR奥羽本線
　青森駅より徒歩約5分

青森県観光物産館
アスパム［青森市］
AOMORIの「A」を形どった
正三角形の建物は、ベイエリ
アのランドマーク。13階の展
望台からは、陸奥湾や八甲
田の山々など360度の大パ
ノラマが満喫できます。

■017-735-5311
■JR奥羽本線青森駅より
　徒歩約8分

モヤヒルズ［青森市］
テニスコートやオートキャンプ場、温水プール
などを備える総合レジャー施設。冬は、最大
滑走距離1,800ｍもの広大なゲレンデで、ス
ノースポーツを楽しむ人たちで賑わいます。

A-FACTORY［青森市］
青森の美味しいお土産やお
しゃれな商品が豊富に揃う商
業施設。県産りんごを使った
シードル工房では、ガラス越し
に醸造工程が見学できます。

■017-752-1890
■JR奥羽本線青森駅より
　徒歩すぐ

青森県観光物産館アスパム（有料コーナー）、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、通常より約3割おトクに利用できます。

■大人1,380円、高校生970円、中学生770円、小学生570円
■017-735-5311（青森県観光物産館アスパム）
　017-735-8150（青函連絡船メモリアルシップ八甲田丸）
　017-752-1311（ねぶたの家 ワ・ラッセ）

おトクに観光！
青森ベイエリア周遊券［青森市］

街なかにあるオモシロ話、びっくりなあんな事、こんな物。
ボランティアガイドが皆さんの好奇心をくすぐりながら楽し
くナビゲート。棟方志功ゆかりの地や青森発祥の地を巡る
「歴史と文化コース」、商店街や市場を巡る「味とショッピン
グコース」など多彩なコースをご用意しています。

■毎週金・土・日曜、祝日 ※要予約
　（予約はホームページまたは電話。その他の曜日は要相談）
■10：30～、13：30～（所要時間：約2時間 ※コースにより異なる）
■無料
■017-723-4670
   （9：00～17：00受付/青森市観光交流情報センター内あおもり街てく）

ガイドとめぐろう！
あおもり街てく［青森市］

JR青森駅や新青森駅をはじめとする交通拠点と「青森県立美術館」「三内丸山遺跡」「青森
県観光物産館アスパム」など主要な観光施設を結びます。※交通系ICカードが使用可能。

■1回乗車／大人300円、小学生150円
　1日乗車券／大人700円、小学生350円
　2日乗車券／大人800円、小学生400円
　（1日乗車券・2日乗車券は、車内・青森市
　観光交流情報センター・主要観光施設・
　主要宿泊施設で販売）
■017-739-9384（青森観光バス）

観光施設を便利に移動
あおもりシャトルdeルートバス「ねぶたん号」［青森市］

JR青森駅前にある青森市観光交流情報センターに荷物
を預けると、青森市内の宿泊施設（一部青森市内と浅虫・
八甲田地区などを除く）まで配送します。

■8：45～12：00※一部ホテルは10：00まで（当日20：00頃までにお届け）
■大1個1,000円、小1個600円
■017-723-4670（青森市観光交流情報センター）
　※受付時間、除外日など要問合せ

手ぶらで観光
ホテル手荷物直行便［青森市］

■017-764-1110
■JR奥羽本線青森駅より車約30分

道の駅なみおか
「アップルヒル」［青森市］
手作りアップルパイやジェラートなどの美味し
いスイーツが大人気。レストランでは郷土の
特色を活かしたメニューを取り揃えています。

■0172-62-1170
■JR奥羽本線浪岡駅より車約5分

青い森鉄道
青森市と県南地方をつなぐローカル
鉄道。土・日・祝日と特定期間、全線が
1日乗り降り自由となる「青い森ワン
デーパス」などのおトクな切符も販
売しています。

区間／青森駅～八戸駅～目時駅
■017-752-0330
　（平日9：00～17：30）

八甲田スノーシューハイキング［青森市］
雪上をスノーシュー（西洋かんじき）で散策。雪原にそそり立つ樹氷
を間近で見ることができます。八甲田ロープウェー［青森市］

標高差約660ｍを結ぶロープウェーからは樹氷だけでなく、岩木山や陸奥湾を望むことが出来ます。

八甲田バックカントリーツアー［青森市］
田茂萢岳や前岳周辺の豪雪地帯を滑りま
す。パウダースノーでの滑走は格別です。

■9:00～15:40 ※3～11月上旬は16:20まで　■大人往復2,000円、小人700円
■017-738-0343（八甲田ロープウェー）　　 ■JR奥羽本線青森駅より車約1時間20分

■12月下旬～5月中旬
■1日7,000円、半日5,000円
■017-728-1511（八甲田山ガイドクラブ）

■12月～5月
■1人10,500円
■017-738-8591（八甲田スノーハイキングガイド連絡会）

　　　     史跡 小牧野遺跡 ［青森市］
約4,000年前の縄文時代後期前半に作られた
環状列石を主体とする遺跡。土偶や三角形岩板
など祭祀的役割の強い遺物が出土しています。

■017-757-8665
　（縄文の学び舎・小牧野館）
■JR東北新幹線新青森駅より車約30分

ねぶた囃子の
生演奏もございます。
より祭を体感することが

できます。

県産品を
使った

ジェラートも♡

土器棺 出典：JOMON ARCHIVES

エ ー フ ァ クトリ ー

ここに
見つけた！

　　　縄文の学び舎・小牧野館［青森市］
出土品の展示や保管、遺跡に関する情報発信
など小牧野遺跡の保存の拠点となる施設です。

■駅前駐輪場、アートホテル青森、ホテル青森、
　ホテルサンルート青森、県営駐車場
■4月29日～10月31日　■1台1回300円
■10：00～17：00 ※駅前駐輪場は9：00～、最終受付16：00 
■017-721-2111（パサージュ広場事務局）

おしゃれなミニサイクルと、乗り慣れた形の自転車の2種を
商店街で貸し出しています。まちなか散策や荷物が重い
時など、とても便利です。

フットワーク抜群！
まちなかレンタサイクル［青森市］
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■1月5日～3月15日
■1名参加：大人16,500円、
　2名以上参加：大人1人11,000円、小人1人5,500円
■080-1681-1036（Towadako Guidehouse 櫂）

Towadako Guidehouse 櫂
甲田さん

まるで雪の花を咲かせたような外輪山の
木々や、鏡のような湖面に映る森の影、岸
沿いに連なる日射しできらめく飛沫凍り（し
ぶきごおり）のカーテンなど、カヌー目線で
北国ならではの美観に出会えるはずです。

■４月中旬～11月中旬（予定）

十和田湖ウィンターカヌーツアー［十和田市］
雪と氷に支配された十和田湖を、ダブルカヌーで周遊。ハク
チョウやホシハジロの生態を間近で見ることもできます。

十和田湖［十和田市］
外輪山に囲まれたカルデラ湖で、奥入瀬渓流の源。周囲約46km、最深
部は327mに達し、国内で3番目の深さ。遊覧船やカヌーなどアクティビ
ティも充実。

■0176-75-1531（十和田湖観光交流センター 「ぷらっと」）
■①JR奥羽本線青森駅よりバス約3時間10分
　②JR東北新幹線八戸駅よりバス約2時間15分

見どころ満載、インスタ映えする十和田湖や奥入瀬渓流を
現地ガイドがご案内します。

貸し出し場所：JRバス子ノ口
返却場所：JRバス子ノ口、宇樽部キャンプ場、
　　　　  十和田湖観光交流センター「ぷらっと」

【奥入瀬渓流散策】
■0176-51-6597（十和田湖・奥入瀬GUIDEの会）
　0176-72-2780（NPO法人十和田奥入瀬郷づくり大学）
　0176-23-5866（FORESTON）
【十和田湖早朝散策】
■4月28日～11月3日※奥入瀬ガイドは5月～11月上旬
■090-5181-7658（十和田湖自然ガイドクラブ／事務局：吉崎）

ガイドとめぐろう！
十和田湖・奥入瀬渓流ガイド［十和田市］

十和田湖・奥入瀬MAP

渓流足ストサイクル楽チャリ

十和田湖遊覧船［十和田市］
雪におおわれた山々、切り立った断崖など、船上から眺める湖
畔は絶景の連続です。

■4月下旬～11月上旬（予定）
■0176-75-2909　
　（十和田観光電鉄（株）十和田湖遊覧船 団体予約センター）

十和田サウナ［十和田市］
ロシア製バレルサウナで全身を温めた後、十和田湖へ。外気
浴は森の息吹を感じながらリラックス。

全長約14kmの奥入瀬渓流を
電動アシスト自転車で！
★…貸し出し＆返却場所
■0176-74-1212（奥入瀬湧水館）

　　十和田湖畔温泉［十和田市］
青森と秋田の県境に位置する滑らかな肌触りが特徴の温泉。十和田湖観光の拠点にオススメです。

■0176-75-1531（十和田湖観光交流センター「ぷらっと」）
■JR東北新幹線七戸十和田駅より車約1時間30分

■HPの問い合わせフォームより予約  towadasauna.com
■JR東北新幹線八戸駅よりバス約2時間5分、
　「下宇樽部」下車後徒歩約15分
　 ※冬期のバスの運行状況はホームページ等でご確認ください。

十和田湖のレンタサイクル
E-Bike［十和田市］
環境に優しく、走行性能の高い
電動アシスト付き自転車。乗り捨
てに対応出来るので、東湖畔の
観光や、サウナ、カヌー体験への
移動に便利です。

■5月～10月（予定）  ■9：00～16：00  ■3,000円（4時間）  
■0176-74-1212（奥入瀬湧水館）
　0176-75-1531（十和田湖観光交流センター「ぷらっと」）
■①JR奥羽本線青森駅よりバス約2時間50分「子ノ口」下車すぐ
　②JR東北新幹線八戸駅よりバス約２時間「子ノ口」下車すぐ

【ホテル十和田荘】
■0176-75-2221

【とわだこ賑山亭（秋田県）】
■0176-75-2711

【十和田湖レークサイドホテル】
■0176-75-2336
　※立寄入浴／不可　

青森エリアのホテル

アップルパレス青森
青森の山海の幸をふんだんに
使用し、素材にこだわった日本
料理が存分に味わえます。

■017-723-5600
■JR奥羽本線青森駅より
　車約5分

ホテルJALシティ青森
1日の始まりは40品以上の朝
食ブッフェから。JALならではの
上質なサービスでおもてなし。

■017-732-2580
■JR奥羽本線青森駅より
　徒歩約6分

ホテル青森
「青森の迎賓館ホテル」として
名高く、ゆったり寛げる客室、
バラエティ豊かな料理が自慢。

■017-775-4141
■JR奥羽本線青森駅より
　車約5分

アートホテル青森
ねぶたの展示や津軽びいどろ
など、青森の文化に触れ合え
る空間が広がります。

■017-775-7111
■JR奥羽本線青森駅より
　徒歩約15分

ホテルサンルート青森
青森の郷土料理を提供する最
上階のレストランからは、美し
い陸奥湾が一望できます。

■017-775-2321
■JR奥羽本線青森駅より
　徒歩約5分

城ヶ倉温泉［青森市］
ブナ原生林に囲まれ、自然の
息吹を肌で感じながら湯浴み
を楽しめます。

寒水沢温泉［青森市］
八甲田の雄大な自然に抱かれ、
スノーリゾートを楽しむのに便利。
美肌効果があるといわれ、女性
客に好評です。

酸ヶ湯温泉［青森市］
豪雪の冬、湯けむりに包まれる「ヒバ千人風呂」（混浴）は夏とは違う雰囲気が漂います。中には源
泉が異なる２つの浴槽と打たせ湯、かけ湯があります。女性用湯あみ着（売店で販売）や女性専用
時間があるほか、男女別の小浴場もあります。併設する売店では青森名物「生姜味　おでん」、そば
処では「酸ヶ湯そば」を味わうことができます。

浅虫温泉郷［青森市］
陸奥湾に面し、穏やかな海の景観が心を癒やしてくれる温泉郷。
効能豊かな出で湯は、一部で飲泉も可能です。自分の好きな旅
館や民宿の温泉を3つ選べる「麻蒸（あさむし）湯札」を利用して、
のんびり湯巡りを満喫してください。

■017-752-2935（浅虫観光案内所）  ■青い森鉄道浅虫温泉駅より徒歩すぐ

【浅虫さくら観光ホテル】
■017-752-3355

【南部屋・海扇閣】
■017-752-4411

青森エリアの温泉

八甲田エリアの温泉

■017-738-6400　■JR奥羽本線青森駅よりバス約1時間10分

【八甲田リゾートホテル】
■017-738-2233
■JR奥羽本線青森駅より
　バス約1時間

【HOTEL Jogakura】
■017-738-0658
　0120-38-0658
■JR奥羽本線青森駅より
　バス約1時間10分

静かな
冬の十和田湖を
独り占めして
みませんか？

青森エリアのグルメ青森エリアのグルメ

■017-755-2118（平内ホタテ料理推進協議会）　
■店舗により異なる

のっけ丼［青森市］
市場内のお店に並ぶ新鮮な魚介をはじ
め、惣菜、地元の特産物や名物から、
自分の好きな具材をチョイスして温かい
ご飯にのせて召し上がれ。

■017-763-0085（のっけ丼案内所／青森魚菜センター内）
■JR奥羽本線青森駅より徒歩約5分

津軽
煮干しラーメン
［青森市、他］

全国的に人気の煮干しラーメンの本場はこ
こ津軽地方。煮干しや焼き干しに動物系
スープをあわせた濃厚魚介系や、煮干し本来
の旨味が際立つすっきり系などがあります。
青森市内外で食べることができます。

■017-762-2255
　（津軽ラーメン煮干し会事務局／五丈軒）
■店舗により異なる（最寄駅）JR奥羽本線青森駅 他

味噌カレー牛乳ラーメン［青森市］
コシのある麺、味噌のコク、カレーの刺激、牛
乳のまろやかさ、バターの風味が奇跡のコラ
ボ ! 全国でも類を見ない新感覚ラーメンです。

平内ホタテ活御膳［平内町］
平内町のご当地グルメとしての看板商品。活ホタテの刺身からホタテアイスまで、
育成ホタテ水揚げ日本一の町ならではのおもてなし膳です。

ほたて広場［平内町］
活ホタテや色々なホタテ加工
食品、地元で採れた山菜等も
販売しています。ホタテミルク
味のソフトクリーム「ホタミ」も
好評です。

■017-752-3220
■青い森鉄道浅虫温泉駅より
　徒歩約20分、または車約5分

ひら ない

■017-766-8663
　（青森味噌カレー牛乳ラーメン普及会事務局
　／担当：佐々木）
■店舗により異なる（最寄駅）JR奥羽本線青森駅 他

ホタテの塩気と
ミルクがマッチ！

ここに
見つけた！

十和田湖畔温泉

十和田サウナ
乙女の像乙女の像

●●●●
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奥入瀬川と蔦川が合流する地に引湯され、奥入瀬渓流の自然を
眺めながら存分に湯浴みが堪能できます。無色透明の温泉は保
温効果が高く、湯上り後もポカポカ。体の芯から温まります。

南八甲田のブナ林に抱かれる
名湯の宿。源泉の上に湯船が
あるので、底からお湯が湧き上
がる湯玉も体験できます。

八甲田山中にある秘境の宿。霊泉と名高い38度の「下の湯」と、
白濁した42度の「上の湯」の泉質が違う2つの温泉があります。

奥入瀬渓流温泉 ［十和田市］

十和田エリアの温泉 ［十和田市］

鷹山宇一記念美術館［七戸町］
七戸町出身の洋画家、鷹山宇
一の作品を収蔵する美術館。画
伯が収集した装飾卓上ランプ
や見町観音堂、小田子不動堂
の「南部小絵馬」をはじめとす
る国指定重要有形民俗文化財
を展示しています。

道の駅奥入瀬「奥入瀬ろまんパーク」［十和田市］
2022年春に、十和田の食の魅力が集まるクラフトフードマーケットとしてリニューアル。奥入瀬の
源流水で仕込んだビールが味わえる「奥入瀬ビールブルワリーレストラン」、青森りんごの専門店
「あら、りんご。青森ファクトリー」などの施設が新たに加わりました。

■0176-72-3201（代表）
■①JR東北新幹線八戸駅よりバス約1時間「奥入瀬ろまんパーク」下車
②JR東北新幹線七戸十和田駅より車約30分

奥入瀬渓流［十和田市］
冬には雪が降り積もって氷柱が岩崖に成長し、まるで
水墨画のような世界が見られます。大迫力の白銀の
景観に息を呑みます。

奥入瀬渓流館［十和田市］
奥入瀬渓流の玄関口にあるエコツーリズム拠点
施設。施設内にはこの地の動植物をテーマにし
た「奥入瀬フィールドミュージアムショップ」、青森
りんごの魅力を発信する専門店「あら、りんご。」が
あるほか、苔のインテリアを製作する体験プログ
ラム「奥入瀬テラリウム工房」も人気です。

■0176-74-1233（奥入瀬渓流館）
■奥入瀬渓流館まで
①JR奥羽本線青森駅よりバス約2時間25分
②JR東北新幹線八戸駅よりバス約1時間30分
③JR東北新幹線七戸十和田駅より車約1時間
※バスはP39みずうみ号・おいらせ号参照

■0176-70-5000
■東北新幹線七戸十和田駅より無料シャトルバス約40分

【奥入瀬 森のホテル】

【蔦温泉旅館】

■0176-74-1181
■JR東北新幹線新青森駅より車約1時間20分

谷地温泉

■0176-74-2311
■JR東北新幹線新青森駅より車約1時間30分

蔦温泉

■①JR奥羽本線青森駅より無料送迎バス約1時間３0分
②JR東北新幹線八戸駅より無料送迎バス約1時間１0分
③JR東北新幹線七戸十和田駅より車約50分

■0570-073-022（星野リゾート予約センター） 
※立寄入浴／不可（宿泊者限定）

（無料送迎バスの場合）

【星野リゾート　奥入瀬渓流ホテル】

冬の奥入瀬
氷瀑ナイトツアー
［十和田市］

ガイド付きのバスで夜
の奥入瀬渓流を巡り、
ライトアップされて輝く
氷柱や氷瀑を鑑賞。冬
限定の幻想的な景観
に出会えるでしょう。

奥入瀬渓流温泉スキー場の芝桜［十和田市］
焼山地区の春の風物詩で、5月中旬から6月上旬までが見頃。スキー場の麓から頂
上まで、白やピンク、赤紫、薄紫の芝桜が咲き乱れます。

■0176-74-2008（奥入瀬渓流温泉スキー場）
■青い森鉄道三沢駅より車約50分

十和田湖ひめます［十和田市］
十和田湖の清らかな湖水で育った銀
鱗に輝くひめます。脂がのり身が引き
締まってとても美味しいです。

十和田バラ焼き［十和田市］
牛バラ肉と大量の玉ねぎを、醤油ベースの甘辛いタレで味付けし
て、鉄板で焼いて食べるご当地グルメ。

■0176-75-2612（十和田湖増殖漁業協同組合）
■店舗により異なる（最寄駅）JR東北新幹線七戸十和田駅 他

十和田乗馬倶楽部
「雪上乗馬トレッキング」［十和田市］
広大な敷地で、初心者体験から上級者、競技
レッスンまで受け入れている乗馬クラブ。冬限
定で雪上乗馬のメニューを用意しており、北
国ならではの景観の中、馬と一緒にのんびり
と散策を満喫できます。

■0176-26-2945
■JR東北新幹線七戸十和田駅より車約25分

十和田市馬事公苑（駒っこランド）［十和田市］
全国的にも貴重な馬の文化資料館「称徳館」や、馬と触れ合える「駒っこ牧場」などで構
成される複合施設。乗馬、馬車（積雪期は馬そり）、ポニーとお散歩など、体験メニューが
豊富です。広大な敷地内にはローラー滑り台や数多くの遊具（積雪期は休止）も。

■資料館／0176-26-2100（称徳館）、体験／0176-20-6022（駒っこ牧場）
■JR東北新幹線七戸十和田駅より車約25分

旧南部縦貫鉄道レールバス
［七戸町］

「レールバス」の愛称で親しまれてきたレ
トロな車両が動態保存されているのは
日本でここだけ。撮影会や乗車体験な
どのイベントも開催しています。

■旧七戸駅構内
■0176-58-7109（しちのへ観光協会）
■JR東北新幹線七戸十和田駅より
車約10分

■080-6059-8015（司バラ焼き大衆食堂）
■JR東北新幹線七戸十和田駅より車約20分

十和田エリアのグルメ

り   そう きょう

手づくり村「鯉艸郷」［十和田市］
花菖蒲、ルピナス、芍薬、山野草など四
季折々の花を楽しめるほか、ピザ作りや
そば打ち、ジュンサイ摘みなどの体験メ
ニュー、うさぎとのふれあいなども人気で
す。園内には茅葺民家やカフェがあり、
ゆったりとした時間を過ごすことができ
ます。

■0176-27-2516
■JR東北新幹線七戸十和田駅より
車約20分

史跡 二ツ森貝塚・二ツ森貝塚館［七戸町］
約5,500年前～4,000年前の、青森県最大級の貝塚
を伴う集落跡。出土品の中には精巧に加工された鹿
角製の櫛も発見されており、展示施設「二ツ森貝塚
館」で実物を見ることができます。

■0176-68-2612（二ツ森貝塚館）
■JR東北新幹線七戸十和田駅より車約15分

■0176-62-5858
■JR東北新幹線七戸十和田駅より徒歩約5分

東八甲田ローズカントリー［七戸町］
広大な敷地で初夏から秋にかけて見頃を
迎えるローズガーデン。ショップでは毎朝摘
み採ったバラやドライフラワーのほか、バラ
石鹸などバラ商品が豊富に取り揃えられ、
ローズソフトなどのカフェメニューも充実。

■0176-62-5400
■JR東北新幹線七戸十和田駅・
道の駅しちのへより車約11分
※ショップ営業は4月から11月末まで

■12月16日～3月12日　■大人3,000円、小人1,500円
■0176-24-3006（十和田奥入瀬観光機構）

FORESTONネイチャーツアー
［十和田市］

奥入瀬・十和田湖エリアを天然の野外
博物館と見立て、ネイチャーツアーを実
施。冬季はスノーシューを履いて、雪の
奥入瀬を歩くガイドツアーを実施します。

■1月8日～3月31日
■1名参加：1人6,500円、
2名以上の場合：1人5,000円
■0176-23-5866

■0176-74-1233
■①JR奥羽本線青森駅よりバス約2時間25分
②JR東北新幹線八戸駅よりバス約1時間30分
③JR東北新幹線七戸十和田駅より車約1時間

冬は野生の
「てん」に
会えるかも？

奥入瀬モスボールパーク［十和田市］
「小さな奥入瀬」を体感できるテーマパーク。パーク内にある「奥入瀬モスボール工房」では、渓
流に点在する苔むした岩を「こけ玉」に見立て、体験や展示販売しています。「奥入瀬ランプ工
房」は、「苔のデザイン」をモチーフに、乾燥ひょうたんに穴を開け、ひょうたんランプの灯りで「灯
りの森」を表現。奥入瀬ならではの思い出を作ってみましょう。

■080-2165-7454
 ※冬季期間中休業（12月～4月中旬頃まで）

■①JR奥羽本線青森駅よりバス約2時間20分
 「奥入瀬渓流温泉」下車後徒歩約1分
②JR東北新幹線八戸駅よりバス約1時間30分
  「奥入瀬渓流温泉」下車後徒歩約1分
③JR東北新幹線七戸十和田駅より車約50分
※バスはP39みずうみ号・おいらせ号参照

【こけ玉作り体験】～苔を丸めて“小さな奥入瀬”を表現しよう～
■1名2,000円～
　（作業時間30分程度お好きな苗木を選べます）

県重宝鹿角製櫛

出典：JOMON ARCHIVES

























青森市民が製作したたくさんの雪灯ろうが、ねぶた
の家ワ・ラッセ周辺でやさしい光を放ちます。期間
中はキャンドルホルダーに願い事などを描いて飾る
「WISHキャンドル」体験も実施予定です。
■ねぶたの家ワ・ラッセ 西の広場
■2月3日～5日
■17:00～21:00
■017-734-5179（青森市観光課）
■JR奥羽本線青森駅より徒歩すぐ

あおもり雪灯りまつり［青森市］
ねぶた制作の技法で市民が手作りした和紙オブジェ
「雪だるま～る」に明かりを点し、青森ベイエリアを彩
ります。雪景色を背景に、色とりどりの光が通行客を
魅了します。
■駅前公園、八甲田ロープウェー、Ａ－ＦＡＣＴＯＲＹ、
　ねぶたの家ワ・ラッセ、ＪＲ青森駅前、ＪＲ新青森駅、
　新町通り商店街 等
■１２月９日～２月１２日　■16:00～21:00
■017-735-8150（あおもりみなとクラブ（八甲田丸内））
■JR奥羽本線青森駅より徒歩すぐ

あおもり灯りと紙のページェント［青森市］
アスパムを舞台に繰り広げられる、雪と光が演出す
るクリスマスの祭典。期間中、大型クリスマスツリー
が登場します。木製ヒュッテ（山小屋）では、県産食材
を使った料理やドリンクなどが販売されます。
■青森県観光物産館アスパム
■12月9日～25日
■16:00～20:30、土・日曜11:00～20:30　
■017-735-5311（青森県観光物産館アスパム）
■JR奥羽本線青森駅より徒歩約8分

CHRISTMAS MARKET in アスパム［青森市］

下風呂温泉郷のホテルや旅館で旬のアンコウ料理を
提供する「風間浦鮟鱇まつり」期間中に開催。漁港内
に特設会場を設け、雪中切りや吊るし切りの実演を披
露するほか、鮟鱇鮨や鮟鱇汁の販売を行います。
■下風呂漁港内特設会場
■2月4日（予定）　■11：00～14：00
■鮟鱇汁300円（200食限定※前売券あり）、
　鮟鱇鮨500円（3貫）
■0175-35-2010（風間浦村商工会）
■JR大湊線下北駅から車約40分

風間浦鮟鱇感謝祭［風間浦村］
豊作を祈願するための郷土芸能で、国の重要無形民俗
文化財に指定。長者山新羅神社での「奉納」に始まり、
３０数組のえんぶり組による「一斉摺（ず）り」や、登録有形
文化財「更上閣」での「お庭えんぶり」などが行われます。
■八戸市中心街、市庁前市民広場、新羅神社、更上閣など
■2月17日～20日　■会場により異なる
■0178-70-1110（八戸地方えんぶり保存振興会事務局／
　（一財）VISITはちのへ内）
■JR八戸線本八戸駅より徒歩約10～20分

八戸えんぶり［八戸市］
弘前公園内に約150基の武者絵をはめ込んだ雪燈
籠と、蓮池の周囲に約300基のミニカマクラ群を設
置。メイン会場である四の丸には、大雪像や大型滑
り台なども登場します。
■弘前公園（国指定史跡「弘前城」）
■2月9日～12日
■10:00～21:00
■0172-37-5501（弘前市立観光館）
■JR奥羽本線弘前駅よりバス約15分

弘前城雪燈籠まつり［弘前市］
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■十和田市現代美術館アート広場
　（十和田市官庁街通り沿い）
■12月中旬～2月中旬　
■16:30～21:00
　  ※点灯初日は点灯式を開催予定

■0176-51-6773
　（十和田市商工観光課）
■JR東北新幹線七戸十和田駅より
　バス約35分

54 6

7 8 9

木造三連太鼓橋として日本一の長さを
誇る「鶴の舞橋」。この橋が架かる富士
見湖パーク周辺には約2,000本もの桜
が植樹されており、開花シーズンには
花見イベントが開催されます。

■富士見湖パーク
■4月下旬～5月上旬
■0173-22-3414（鶴田町観光協会／鶴田町
　商工会内）、0173-22-2111（鶴田町企画観光課）
■JR五能線陸奥鶴田駅より車約10分

鶴の舞橋桜まつり［鶴田町］3

約2,600本、52種の桜が園内に植えられており、樹齢
100年を超えるソメイヨシノは400本以上。最盛期を
迎えると、あたり一面華やかな桜色一色に。外濠の
花筏（はないかだ）など、フォトスポットが満載です。

■弘前公園
　（国指定史跡「弘前城跡」）
■4月23日～5月5日（予定）
■0172-37-5501
　（弘前市立観光館）
■JR奥羽本線弘前駅より
　バス約15分

弘前さくらまつり［弘前市］1

十和田市官庁街通り沿いでは春になると、155
本の桜と161本の松が織りなす艶やかな景色が
展開。別会場では、桜花の下で凛 し々い女流
騎手が駆け抜ける「桜流鏑馬®」も行われます。

■十和田市官庁街通り、十和田市中央公園
■4月下旬～5月上旬、桜流鏑馬：4月23日・24日
■0176-24-3006（十和田奥入瀬観光機構）
■JR東北新幹線七戸十和田駅より車約40分

日本で指折りの桜の名所である弘前公園
で、降り積もる雪を桜に見立てたユニーク
なイベント。雪をまとった外濠の木々がピン
ク色にライトアップされた光景は、まるで満
開の桜を見ているよう。

■弘前公園追手門付近外濠
■12月1日～2月28日（予定）
■日没～22:00
■0172-40-0236（弘前市観光課）
■JR奥羽本線弘前駅よりバス約15分

冬に咲くさくらライトアップ［弘前市］2

平成10年より十和田湖畔で始まったイ
ベント。寒い冬だからこそ生まれる美し
い風景と、雪と遊ぶアクティビティが楽
しめます。

十和田湖冬物語［十和田市］3

■十和田湖畔休屋
■1月下旬～2月中旬（予定）
■0176-75-1531
　（十和田湖観光交流センター「ぷらっと」）
■JR東北新幹線七戸十和田駅より
　車約1時間30分

十和田市春まつり・桜流鏑馬®［十和田市］2

弘前市りんご公園には、約80品種、約
2,300本ものりんごの木が栽培されて
おり、暖かくなると白い可憐な花を開
花させます。園内では、りんごを楽しめ
る様々なイベントが開催されます。

■弘前市りんご公園
■5月上旬
■0172-40-2354（弘前市りんご課）、
　0172-36-7439（弘前市りんご公園）
■JR奥羽本線弘前駅よりバス約20分

弘前りんご花まつり［弘前市］6

日本最大級の作付面積を誇る横浜町
の菜の花畑が一斉に開花する時期に
催されるイベント。マラソン大会をメイ
ンに、菜の花大迷路やステージショー
などで来場者を楽しませます。

■横浜町大豆田地区特設会場
■5月21日※20日は前日祭
■0175-78-2111（菜の花フェスティバル実行
　委員会事務局／横浜町産業振興課内）
■JR大湊線横浜駅より車約15分

菜の花フェスティバルinよこはま［横浜町］8

芦野公園には、ソメイヨシノを中心に北
海道松前からもたらされた里桜など約
1,500本もの桜と約1,800本の黒松が
植えられ、花盛りの時期になると芦野
湖畔を趣深く彩ります。

■芦野公園　■4月下旬～5月上旬
■0173-52-2611
　（金木桜まつり実行委員会／
　金木商工会内 ※祭り期間中）
■津軽鉄道芦野公園駅下車すぐ

金木桜まつり［五所川原市］4

名久井岳県立自然公園の中腹にあり、
約130種、約8,000本のぼたんを栽培し
ている長谷ぼたん園。その大輪の花々が
咲き誇る光景を目の当たりにすれば、まさ
に別天地の心地を味わえるはずです。

■長谷ぼたん園
■5月中旬～下旬
■0178-38-5965
　（南部町商工観光課）
■青い森鉄道三戸駅より車約7分

南部町ぼたんまつり［南部町］9
40数品種、約15,000本ものツツジが
咲く茶臼山公園。その見ごろにハイキ
ングを満喫しながら花々を愛でること
ができ、中間広場では歌謡ショーなど
が披露されます。

■茶臼山公園　■5月下旬
■0172-55-6561（大鰐温泉観光協会／
　大鰐町企画観光課内）
■JR奥羽本線大鰐温泉駅より
　徒歩約20分

大鰐温泉つつじまつり［大鰐町］10
天王神社境内には約500本もの山つつじ
が植えられ、例年5月になると樹齢300年
以上の大木とともに開花。祭り期間中は、
108段の石段に絵馬灯篭やつつじを詠んだ
短歌が飾られ、ライトアップも行われます。

■天王神社
■5月上旬～中旬
■0176-62-2137（七戸町商工観光課）
■JR東北新幹線七戸十和田駅より
　車約5分

天王つつじまつり［七戸町］7

青森県立自然公園名久井岳の山麓に鎮
座している法光寺を主会場として開催さ
れている南部町春まつり。子どもたちによ
る「稚児入山行列」や芸能伝統「南部手
踊り」など、多彩な行事でにぎわいます。

南部町春まつり［南部町］5

Winter©十和田湖冬物語実行委員会／撮影 ： 小山田邦哉

提供：（一財）VISITはちのへ

提供：弘前さくらまつり情報サイト

©十和田奥入瀬観光機構

アーツ・トワダ 
ウインター
イルミネーション
［十和田市］

1

十和田市現代美術館
アート広場が、無数の
青色LEDの光で覆われ
幻想的な雰囲気に。広
場内に設置されている
様々なアート作品が、
昼間とはまた違った姿
で見物客の目を楽しま
せてくれます。

1

AOMORI KIKOU37 38

■法光寺
■5月3日・4日
■0178-38-5965（南部町春まつり
　実行委員会（南部町商工観光課内））
■青い森鉄道剣吉駅より車約20分



高速バス
■JRバス東北（東京駅・東京ディズニーランド®⇔盛岡・青森）
　☎017-773-5722（青森きっぷ売場）営業時間7：10～11：00、12：00～13：30

■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
【津輕号】東京・新宿⇔弘前・青森　【パンダ・スカイ号】上野⇔弘前・青森
【パンダ号 東京・新宿線】東京・新宿⇔弘前・五所川原
【ニューノクターン号】横浜・新宿⇔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
【ブルーシティ号】仙台⇔青森

■十和田観光電鉄
　（仙台⇔青森） ☎017-787-1558
　（東京⇔八戸・十和田・七戸、仙台⇔八戸） ☎0178-43-4521

■南部バス
　（東京⇔八戸・青森・弘前） ☎0570-000-737（MEXコールセンター）
　（仙台⇔八戸、盛岡⇔八戸） ☎0178-24-1121（高速バス予約センター）

料金（円）

大人3,480
小人1,740

大人3,050
小人1,530

便名／コース
みずうみ号（青森～十和田湖）／
青森駅～新青森駅～酸ヶ湯～
奥入瀬渓流～十和田湖

運行期間

4月11日～
11月7日
（予定）

【青森・八戸・十和田湖フリーきっぷ2日間乗り放題】
　  大人5,800円、小人2,900円
　  017-723-1621（JRバス東北青森支店）

おいらせ号（八戸～十和田湖）／
八戸駅～六戸町～十和田市まちなか交通広場～
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

路線バス／青森・八戸～十和田湖

バス

貸切バス
■青森県バス協会
　☎017-739-0571［平日（月～金）8：30～17：00 ※祝日、年末年始を除く］
　※詳しくは青森県バス協会のホームページをご覧ください。
■弘南バス ☎0172-38-2255　■北都観光 ☎0173-29-2112
■下北交通むつ営業所観光部 ☎0175-22-3221
■三八五バス ☎0178-24-3331
■十和田観光電鉄 観光十和田営業所 ☎0176-23-3137
■岩手県北自動車南部支社 貸切部（みちのりバス東北） ☎0178-20-0160

観光案内所等
観光案内

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
青森空港インフォメーションセンター ☎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
弘前市まちなか情報センター ☎0172-31-5160
はちのへ総合観光プラザ ☎0178-27-4243
八戸ポータルミュージアム はっち ☎0178-22-8228
黒石観光案内所 ☎0172-88-8815
五所川原観光案内所（五所川原駅舎内） ☎0173-38-1515
十和田奥入瀬観光機構 ☎0176-24-3006
奥入瀬渓流館 ☎0176-74-1233
十和田湖観光交流センター ぷらっと ☎0176-75-1531
三沢市観光案内所 ☎0176-27-0337
むつ来さまい館 ☎0175-33-8191
下北観光案内所 ☎0175-34-9095
七戸町観光交流センター ☎0176-51-6100
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
青森県観光国際交流機構 ☎017-734-2500
JR東日本  駅たびコンシェルジュ青森 ☎017-722-6679

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
青森県民宿連合会 www.aominren.jp/
浅虫温泉旅館組合  ☎017-752-3259

ホテル・旅館・民宿

青森県レンタカー協会 ☎017-739-0560
トヨタレンタリース青森  ☎0077-78-0100
JR東日本レンタリース予約センター  www.ekiren.co.jp/

レンタカー

みちのく有料道路 青森市～七戸町
青森空港有料道路　青森市街～青森市浪岡
第二みちのく有料道路 六戸町～おいらせ町
津軽岩木スカイライン 
羽黒温泉～岩木山八合目
NEXCO東日本

有料道路

青森県道路公社
☎017-777-7331

岩木スカイライン
☎0172-83-2314

☎0570-024-024

ロープウェー
八甲田ロープウェー ☎017-738-0343

冬の奥入瀬ネイチャーガイドツアー

名　称 概　要

※ガイドの申し込みについて／通年であっても、基本的に年末年始を除きます。ガイドを依頼する場合は、余裕をもって申し込みください。
詳細や予約・申し込みは各団体に事前にご確認ください。

主な観光ガイド

三内丸山応援隊
青森市観光ボランティアガイド　あおもり街てく
青い森ネイチャーガイド協会
幸畑墓苑ボランティアガイド協会
今別町観光応援隊
十和田湖自然ガイドクラブ（事務局：吉崎方）
十和田奥入瀬郷づくり大学
十和田湖・奥入瀬 GUIDEの会
七戸町文化ガイドの会
二ツ森貝塚ボランティアガイドの会
弘前観光ボランティアガイドの会
こみせ観光ボランティアガイドの会
ひらかわ案内人の会
西目屋村観光ガイド会
安藤の郷応援隊
津軽半島観光アテンダント推進協議会
OH！！鰐 元気隊
つがる縄文遺跡案内人
八戸史跡根城ボランティアガイドグループ
縄文是川ボランティア
OUTDOORBOX RIVERRUNS
八戸さんぽマイスター
市民ガイド八戸協会
ACプロモート
ACTY
日本一の菜の花サポーター
下北を知る会
北の防人大湊ボランティアガイドグループ
下北ジオパークガイドの会
Yプロジェクト
くるくる佐井村
三戸町観光ガイドツアー

三内丸山遺跡の解説、「縄文時遊館」の体験工房での学習指導等
知識の豊富なガイドと一緒に青森駅前をゆっくり散策
八甲田ロープウェー山頂駅を中心に案内
雪中行軍遭難史実と史跡等の案内（4月下旬～11月上旬）
今別町内の寺社や太宰治ゆかりの建物、昭和の面影が残る町並等を案内
十和田湖や奥入瀬渓流の美しい自然や隠れた歴史を案内（5月～11月まで）
奥入瀬渓流や蔦の森を十和田奥入瀬認定ガイドが案内（4月～11月）
奥入瀬渓流石ヶ戸～子ノ口、蔦沼周辺を案内（4月下旬～11月中旬頃）
七戸町内の史跡・名所・施設を案内
史跡 二ツ森貝塚及び二ツ森貝塚館を案内
弘前城の案内や弘前市内の寺町を巡るコース等を案内
津軽の商家の伝統的街並み「こみせ通り」等を案内
盛美園や猿賀神社等、平川市内の名所や史跡を案内
ブナ林散策道・暗門渓谷ルート・高倉森登山道をメインに各コースを案内
十三湊を拠点に交易で隆盛を極めた日之本将軍安倍安藤氏の史跡を巡る（4月～10月）
津軽半島の観光施設やお食事処を津軽弁で案内
温泉文化に育まれた大鰐町の温泉街を案内
亀ヶ岡石器時代遺跡・田小屋野貝塚を案内（4月下旬～11月）
南北朝時代、北奥羽の中心であった「根城」。復原建物や史跡を案内
是川縄文館の展示解説・体験学習の指導
馬淵川、小川原湖、蕪島、白浜等でSUP＆カヤック体験
地元ガイドが八戸の横丁や朝市、陸奥湊駅周辺、蕪島、種差海岸を楽しく案内
八戸えんぶり、三社大祭を中心に案内。街歩きガイドも実施
八戸の街の究極の遊び方、大自然の中のトレッキング等を案内
種差海岸インフォメーションセンターにて地域情報の案内
菜の花畑や横浜町全域を案内（5月の菜の花開花期間中）
下北半島の歴史や文化、斗南藩ゆかりの史跡等を街歩きで案内
重要文化財、大湊と海軍の歴史、周辺の自然等を案内（4月中旬～11月）
下北ジオパークの魅力を案内
マグロの町･大間を拠点に「浜まぢあるき」ツアーを実施
本州最北端の村の歴史や暮らしを感じる体験ツアー
三戸町の魅力的な見どころ、四季折々のイベントや祭りなどを案内

電話番号

☎017-766-8282
☎017-723-4670
☎080-3338-1585
☎017-728-7063
☎0174-35-3005
☎090-5181-7658
☎0176-72-2780
☎0176-51-6597
☎0176-62-2137
☎0176-68-2612
☎0172-35-3131
☎0172-52-3488
☎0172-40-2231
☎0172-85-3021
☎0173-62-3556
☎0173-26-7520
☎0172-49-1126
☎0173-49-1194
☎0178-24-9114
☎0178-38-9511
☎0178-20-0234
☎080-1808-2138
☎0178-45-5571
☎0178-38-8420
☎0178-38-8455
☎0175-78-2111
☎090-9742-6476
☎0175-29-3101
☎0175-31-1270
☎0175-37-5073
☎0175-33-0014
☎0179-22-0777

タクシー ※以下のコース以外にも様々なコースがあります。詳しくはお問合せください。

観光タクシー（津軽地方）
コース

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
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）
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）

所要時間 料金（円）普通車
16,860
19,670
50,580

3時間
3時間30分
9時間

※お問合せ先は電話照会の窓口です。別途、タクシー会社に予約が必要となりますので、予めご了承ください。
　  0172-27-7778（弘前市タクシー協会）

乗合タクシー
①はやぶさ便（新青森駅⇔弘前市内）　  4,500円～（片道・お一人様あたり）※要予約（WEB可）
②青空便（青森空港⇔弘前市内）　  3,500円～（片道・お一人様あたり）※要予約（WEB可）
　  0172-33-3333（北星交通）

市内２時間コース（新青森駅・青森駅・市内中心部発）
Aコース／発～三内丸山遺跡～棟方志功記念館～市内中心部
Bコース／発～昭和大仏青龍寺～八甲田山雪中行軍遭難資料館～市内中心部
市内３時間コース（新青森駅・青森駅・市内中心部または青森空港発）
Aコース／発～八甲田ロープウェー～萱野茶屋～市内中心部
Bコース／発～三内丸山遺跡～近代文学館～棟方志功記念館～市内中心部
5時間コース（新青森駅・青森駅・市内中心部または青森空港発）
八甲田コース／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～市内中心部
津軽Aコース／発～弘前公園～鶴の舞橋～立佞武多の館～市内中心部
津軽Bコース／発～盛美園～弘前公園～立佞武多の館～市内中心部
弘前コース／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・明治の西欧建築）～
 アップルヒル～市内中心部

　  017-781-4015、FAX.017-783-3011（青森市タクシー協会）

「認定乗務員」がご案内／青森市観光ガイドタクシー
コース 料金（円）

10,000

15,000

25,000

※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。拝観・入館料、有料道路は別料金となります。
※観光コースは、周遊コースが原則です。※料金は普通車タクシーの運賃です。

観光タクシー（南部地方／八戸駅・市内中心部発）
コース

※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、普通車・ジャンボタクシーの料金設定です。他に大型・特定大型車があります。※料金要問合せ
　  0178-24-3335、FAX.0178-44-3529（八戸市タクシー協会／三八五交通（株）内）

所要時間

2時間

2時間

3時間

3時間

3時間

4時間

4時間

5時間

5時間

6時間

6時間

8時間

8時間

八戸市Aコース／歴史と遺跡めぐり
八戸市Bコース／蕪島と種差海岸めぐり
八戸市Cコース／歴史・史跡と八戸食彩めぐり
八戸市Dコース／蕪島・種差海岸と八戸食彩めぐり
義経北方伝説コース／義経北方伝説めぐり
八戸市Eコース／歴史と史跡、縄文遺産めぐり
八戸市Fコース／八戸食彩と海浜自然めぐり
八戸市Gコース／歴史と自然、八戸ひとめぐり
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）
三戸コース／南部の歴史と自然満喫めぐり
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）
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
下北コース／原燃と北の最果て、旅情めぐり（薬研温泉着）

料金（円）普通車／ジャンボ

10,000／13,000

10,000／13,000

13,000／17,000

13,000／17,000

13,000／17,000

18,000／25,000

18,000／25,000

22,000／31,000

29,000／42,000

34,000／50,000

34,000／50,000

46,000／68,000

46,000／68,000

観光タクシー（下北地方／むつ市発）
コース

恐山コース／むつ～恐山～釜臥山（展望台）～むつ
尻屋崎・寒立馬コース／むつ～尻屋崎～むつ
大間・仏ヶ浦コース／むつ～恐山～薬研温泉～下風呂～大間崎～佐井・仏ヶ浦遊覧～むつ
脇野沢・仏ヶ浦コース／むつ～脇野沢野猿公苑～仏ヶ浦～佐井～大間崎～恐山～むつ

所要時間 料金（円)普通車
14,700（4名まで）
17,640（4名まで）
44,100（4名まで）
44,100（4名まで）

2時間30分
3時間

7時間30分
7時間30分

※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。
　  0175-22-0401（むつ市タクシー協会／平日8：30～15：30）

愛乗タクシー
JR北海道新幹線奥津軽いまべつ駅と津軽鉄道津軽中里駅を結ぶ予約制乗合タクシー。
　  600円～2,400円（大人） ※乗車区間により異なる
　  0174-31-0205（道の駅いまべつ「半島プラザアスクル」／乗合タクシー専用ダイヤル） ※前日17:00まで要予約

フリーエリア内の列車とバスが2日間乗り放題。
協賛店でうれしいサービスがいっぱい！

津軽フリーパス あおもりホリデーパス

※きっぷ、フリーパスの詳細は駅係員にお尋ねください。

●利用交通機関／フリーエリア内のJR東日本、弘南鉄道、津軽鉄道の普通列車（快速含む）の普通車自由
席と弘南バスの指定区間（路線バス）が乗り降り自由。
●発売箇所／青森県内のフリーエリア内と深浦駅、鰺ケ沢駅および秋田県内（十和田南駅、鹿角花輪駅を
除く）にあるJR東日本みどりの窓口、指定席券売機設置駅、駅たびコンシェルジュ、主な旅行会社
　  発売期間／通年、有効期間／2日間、利用期間／通年
　  おとな2,100円、こども1,050円
　  ※こども料金は6歳以上12歳未満（小学生）のお子様が対象となります。
　  0172-26-3600（弘前市観光案内所／JR弘前駅1F）［受付時間8：45～18：00］
　  0172-40-7017（津軽フリーパス運営協議会事務局／弘前市国際広域観光課内）
　  ［受付時間9：00～17：00※平日のみ対応可能］

弘南鉄道弘南線企画切符 わのパス WanoPass

土日祝、1日乗り放題！ デジタル版も発売中！

詳しくはホームページをご覧ください。デジタル版あおもりホリデーパスは、スマートフォンから購入いただけます。
詳しくは「TOHOKU MaaS」で検索。

三厩
大湊

蟹田

五所川原

弘前 川部

新青森

青森
野辺地

八戸

目時
久慈

JR東日本線
青い森鉄道線

●主な効力／フリーエリア内の普通列車（快速含む）普通車自由席が乗り降り自由。
●発売箇所／フリーエリア内のみどりの窓口（指定席券売機）、
　駅たびコンシェルジュ及び主な旅行会社へ。
●指定席券売機設置駅はこちら／本八戸駅・八戸駅・青森駅・新青森駅・弘前駅・五所川原駅
　  発売期間／通年※ご利用日の1ヶ月前からお求めになれます。
　  有効期間／1日間
　  利用期間／土・日・祝日（8月1日～7日は除く）と特定期間
　  （4月29日～5月5日、7月20日～31日、8月8日～31日、12月23日～1月7日）
　  おとな2,520円、こども1,260円

●フリーエリア／青い森鉄道全線
●主な効力／フリーエリア内の普通列車（快速含む）、自由席が乗り降り自由。
●発売箇所／青い森鉄道の駅の自動券売機（当日券のみ）や窓口、セブン-イレブン、ローソン、ファミリーマート、
　ミニストップの端末設置店
　  有効期間／1日間
　  利用期間／土・日・祝日（8月1日～7日は除く）と特定期間（4月29日～5月5日、7月20日～31日、8月8日～31日、12月23日～1月7日）
　  おとな2,100円、高校生・中学生1,530円（要学生証携帯）、こども1,050円
　  017-752-0330（青い森鉄道）[受付時間 平日（月～金）9：00～17：30まで※祝日、年末年始を除く］

その他、おトクなきっぷの情報は、青い森鉄道ホームページをご覧ください。

土・日・祝日とゴールデンウィーク・夏休み・年末年始を中心とした特定期間は、
青い森鉄道線の普通・快速列車の自由席が1日乗り降り自由。

青い森ワンデーパス※フリーエリア内であっても、ご利用できないバス路線がございます。詳しくは専用パンフレットまたは
ホームページをご覧ください。

おトクなフリーパス

観光・交通・お問合せ

弘南鉄道弘南線（弘前～黒石）一日乗車券に、沿線にある
「盛美園（平川市）の入場券」と「鳴海醸造店（黒石市）での
お猪口1個プレゼント」がセットになった、おトクなきっぷです。
●利用交通機関／弘南鉄道弘南線（弘前～黒石）
●発売箇所／弘南線有人駅（弘前・弘前東高前・平賀・津軽尾上・黒石）
　  発売期間／2022年4月1日～2023年3月31日まで
　  ※盛美園・鳴海醸造店の休業日をご確認の上ご利用ください。
　  おとな1,100円、こども500円
　  0172-44-3136（弘南鉄道株式会社）

青森県観光国際交流機構　旅行商品予約WEBサイト AOMORI REAL TRAVEL

【アート県青森】
世界の板画家！ 
棟方志功縁の地めぐり

●お問合せ／（公社）青森県観光国際交流機構（☎017-722-5080）　●受付時間／月-金9:00～17:30（祝日を除く）　※詳しい旅行条件を記載した書面をお渡ししますので事前にご確認の上お申し込みください。
【旅行企画・実施】（公社）青森県観光国際交流機構　青森県知事登録第２-１５７号　（一社）全国旅行業協会正会員　青森県青森市安方一丁目１番４０号

青森県内の観光地を巡るタクシープランや青森らしい体験プランが予約できるWEBサイト。
右記URLもしくは右下のQRコードよりアクセスください。　http://aomori-travel.aomori-kanko.or.jp/jp/

棟方志功記念館【青森市】

■出発日／2023年4月15日（土）～10月31日（火）
■出発時間／12：00発・12：30発【４時間コース】
■料金に含まれるもの／小型タクシー代、棟方志功記念館・青森県立美術館
　入館料（常設展入館料含む）
■添乗員／同行しません
■運行会社／三八五観光タクシー　
■最少催行人員／2名
■旅行代金（１名様）／2人利用：11,000円/人、3人利用：8,000円/人

・感染症対策のため小型タクシー1台に3名様定員とさせていただきます。４名様以上の場合は2台に分かれてご乗車いただきます。
・タクシーでは乗務員の検温・手指消毒・マスク着用、換気、室内消毒の感染対策を行っております。感染症対策のため、現地ではマスクの着用を  
　お願いいたします。（タクシー車内含む）。
・旅行代金に食事代は含まれません。各自でご負担ください。
・交通事情により所要時間が変更となる場合があります。ご了承ください。
・新型コロナウイルス感染症等の影響により入場施設が休館となった場合ツアーキャンセルとなります。
※青森市内とは青森駅から約2ｋｍ圏内となります。（但し、青森空港・新青森駅も含みます）

フェリー・定期船・遊覧船
問

むつ湾フェリー ☎0174-22-3020

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

青森ターミナル ☎017-782-3671
函館ターミナル ☎0138-42-5561

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

4月21日～11月5日※運休日あり

運航期間

※船舶法定検査等のため
運休する場合あり
※時期により料金・ダイヤ変更あり
※詳細は各ターミナルまでお問合せください

※2023年3月31日で運航終了

通年（1日2往復）

通年（1日8往復）

便　名

フェリー「かもしか」／1時間
津軽半島・蟹田～下北半島・脇野沢

津軽海峡フェリー
函館～青森／3時間40分～45分
函館～大間／1時間30分

青函フェリー／3時間50分～4時間
函館～青森

予約センター ☎0120-539-468
八戸ターミナル ☎050-3821-1478
苫小牧ターミナル ☎050-3821-1490 

通年（1日4往復）
シルバーフェリー
八戸～苫小牧／7時間15分～8時間30分

高速旅客船「ポーラスター」
青森～脇野沢／55分～1時間

青森～脇野沢～牛滝～
福浦～佐井／2時間30分

通年（1日1往復）

函館～青森は1日8往復、
函館～大間は1日2往復

4月下旬（予定）～
11月上旬（予定）

4月15日～10月14日
10：45発・15：05発

4月25日～10月31日
10：30発・13：00発

5月1日～10月15日
11：30発・12：30発

運航期間便　名

十和田湖湖上遊覧／約50分 
Aコース／休屋・子ノ口航路
Bコース／おぐら・中山半島めぐり航路

仏ヶ浦観光船「夢の平成号」／2時間
脇野沢～仏ヶ浦（探勝30分）～脇野沢

仏ヶ浦観光船「夢の海中号」／約15分
牛滝～仏ヶ浦

高速観光船「ニューしもきた」／1時間30分
佐井～仏ヶ浦（探勝30分）～佐井

問

十和田観光電鉄十和田湖
遊覧船団体予約センター
☎0176-75-2909

シィライン脇野沢営業所
☎0175-44-2233
むつ市経済部観光戦略課（団体予約）
☎0175-22-1111

夢の海中号事務所
☎0175-38-5818

仏ヶ浦海上観光
☎0175-38-2244※30名以上の場合、佐井～仏ヶ浦～

　脇野沢も運航（要予約）

棟方志功出生の地
（見学5分）

善知鳥神社
（見学20分）

平和公園
（見学10分）

棟方志功記念館
（見学40分）

三内霊園
（見学10分）

青森県立美術館
（見学70分）青森市内

酸ヶ湯温泉

青森市内

浅虫温泉

【七戸十和田駅・市街地・焼山発着ツアー】
2022年12月17日～2023年2月26日 ※土・日・祝日運行
大人3,000円、小人1,500円
0176-24-3006（十和田奥入瀬観光機構）

AOMORI KIKOU39 40
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東北新幹線

JR線

その他の鉄道

主要国道

主要県道・幹線道路

高速道路

有料道路

フェリー・観光船
掲載した道路は、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、道路状況をご確認ください。※この
地図・路線図は2022年10月31日現在の情報です。※一部路線図の
駅名および高速・有料道路のICを省略しており、主な駅名・ICのみ記
載しております。※道路・鉄路については、災害等の影響により一部
不通となっている場合があります。事前に交通事業者のホームペー
ジなどでご確認下さい。
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北 海 道

東日本各地でコンシェルジュが対面でご案内

JR東日本の駅にある観光情報発信や各種旅行相談を行う拠点です。
対面で相談できるから安心。旅先で現地ならではの観光情報の収集にご利用ください。

旅前のご準備にも！

●JR東日本お問い合わせセンター
【列車時刻、運賃・料金、空席情報】〈ご案内時間〉6：00～24：00 ☎050-2016-1600
※英語・中国語・韓国語でのお問合せ ☎050-2016-1603
〈JR East InfoLine〉10：00～18：00（年末年始を除く）

●JR北海道電話案内センター
【列車時刻、運賃・料金、空席情報】
〈ご案内時間〉6：30～22：00 ☎011-222-7111

J R

鉄
道

※列車の情報は2022年10月31日現在のものです。　
※所要時間の目安を記載しています。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、最新の時刻表でご確認ください。

特急北斗

約3時間30分

北海道新幹線「はやぶさ」

約1時間

東海道新幹線「のぞみ」

約2時間30分 約3時間

東北新幹線「はやぶさ」東  

京
新
大
阪

新
青
森

札  

幌

新
函
館
北
斗

■リゾートしらかみ
　（青森～新青森～弘前～秋田 ※途中停車駅省略）
　リゾートしらかみの運転日など詳しい情報はJR東日本「のって
　たのしい列車ポータル」ホームページをご覧ください。

全車指定席 全車指定席
■リゾートあすなろ
　（主な運転区間：八戸～大湊駅間など）
　リゾートあすなろの運転日など詳しい情報はJR東日本「のって
　たのしい列車ポータル」ホームページをご覧ください。

運転日・時刻・区間は変更になる場合がございます。最新の情報並びに運転日につきましては、最新の時刻表をご覧いただ
くか駅係員にお問合せください。
※全車指定席列車をご利用の際は、事前に指定席券をお求めください。

❶JAL国内線予約・案内
　☎0570-025-071・☎03-5460-0522 
　※三沢⇔札幌（丘珠）は
　☎0570-025-071
❷FDAコールセンター
　☎0570-55-0489
❸ANA国内線予約・案内センター
　☎0570-029-222　
❹大韓航空☎0570-05-2001
❺エバー航空☎0570-666-737

航
空

1時間15分～20分❶
1時間25分～40分❶
1時間40分～50分❸
45分～55分❶❸

1時間20分～25分❶

2時間20分～35分❹

1時間20分～30分❷

1時間30分～45分❶
55分～1時間❶

東京（羽田） 三
　
沢

大阪（伊丹）

札幌（新千歳）
名古屋小牧

　ソウル ※
3時間35分❺　台  北 ※

東  京
大阪（伊丹）
札幌（丘珠）青

　
　
森1時間40分～50分❷神  戸

※2022年10月31日現在運休中

■津軽鉄道（津軽五所川原～津軽中里）☎0173-34-2148
■弘南鉄道（弘前～黒石／中央弘前～大鰐）☎0172-44-3136
■青い森鉄道（青森～目時）☎017-752-0330（平日のみ9：00～17：30）

民営鉄道JR東日本リゾート列車
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TOHOKU
EMOTION

新青森新青森

リゾート
しらかみ

※地図は略図です。

※列車の運行状況など詳しい情報はJR東日本「のってたのしい列車ポータル」のホームページまたは「五能線の旅」パンフレットをご覧ください。 

◆片道利用／八戸駅⇒久慈駅（ランチコース付） ◆片道利用／久慈駅⇒八戸駅（デザートブッフェ付） 

列車に乗ることが目的のひとつとなるような旅。「TOHOKU EMOTION」は、そんな

新しい旅のカタチを提案します。ライブキッチンスペースをはじめ、列車全体がレス

トラン空間となる「東北レストラン鉄道」。車窓を流れる三陸の海を眺めながら、東

北の旬の食材をふんだんに使ったこだわりのメニューをお楽しみいただけます。

これまでびゅう旅行商品として販売して
いた「TOHOKU EMOTION」を含む一部
の食事付き「のってたのしい列車」旅行商
品の販売方法が2022年4月以降の出発
分より変更となりました。

八戸線 TOHOK U EMOT ION

世界自然遺産白神山地の麓、風光明媚な日本海沿いの五能線を走る「リゾー

トしらかみ」。白神山地の自然や日本海の夕陽などをイメージした「青池」「橅」
「くまげら」の3編成が運行されています。ワイドビューの大きな窓からは、奇岩

に打ち寄せる白波や白神の山々の見事な眺望がご覧いただけるほか、各編成

には展望室も備えています。

※料理の写真は10月～12月分のイメージです。予告なく変更になる場合がございます。
※「TOHOKU EMOTION」は旅行商品となり、事前予約が必要です。出発日など詳しい情報はJR東日本「のってたのしい列車ポータル」のホームページをご覧ください。

レストランそのままの車内空間で、
絶景と料理に舌鼓

申
込
先

のってたのしい列車

からお申し込みください。

白神山地の山々と日本海が
車窓に広がる

リゾート列車で絶景に出会う旅

リゾートしらかみ「橅」編成

五能線 リゾートしらかみ

●ランチコースメニュー／
前菜、魚料理、メイン
ディッシュ、プティ・フール
●お飲物／ビール、白ワ
イン、赤ワイン、ソフトドリ
ンク、コーヒー&紅茶など
をお好きなだけ

●デザートとアフタヌーンティー／デザートの
アソートプレート、デザートブッフェ、オードブル
※現在、デザートブッフェとオードブルはお席
での提供に変更させていただいております。
●お飲物／ソフトドリンク、コーヒー&紅茶、
ハーブティーなどをお好きなだけ
※アルコールの提供もございます。前菜 魚料理 メインディッシュ デザートのアソートプレート

運行
ルート
マップ

TOHOKU EMOTIONの旅行商品はオンライン販売へ

予約サイト

Facebookの公式アカウントを通じて
地元発の“とれたて”の情報を
お届けします！
ぜひフォローや投稿内容の
シェアをお願いいたします！

「五能線の旅」Facebook

「いいね！」
お待ちして
ます！

お近くの店舗は
こちらから検索

詳しくはこちら

《主なサービス》

・東日本エリアの観光情報のご案内
・大人の休日倶楽部に関する各種ご案内
・Web商品のオンライン予約のサポート
・訪日旅行者、外国籍のお客さまへのご案内
・各種イベントやセミナー開催 など
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