●見学時間／9：00〜17：00
●休館日／無休
●入館料／無料
●弘前市下白銀町2-1
所在地／追手門広場
TEL0172-37-5501

●見学期間／4月1日〜11月30日、雪燈籠まつり期間 ●見学時間／9：30〜16：30
●休館日／火曜日、8月13日、
12月1日〜3月31日 ●入館料／大人200円、小・中学校
100円、団体割引あり ●弘前市元長町26 TEL0172-33-3638

管轄・お問合せ／弘前市岩木庁舎文化
財課 TEL0172-82-1642

街歩きガイドが観光客と一緒に街中を歩き、歴史と伝統・文化・
自然などの見どころやおすすめ観光スポット、弘前の雰囲気を味
わえるところなどを巡るコースがたくさん用意されています。時
間や目的などに応じて利用してみては。それぞれのコースの参
加料、申込み締切日、催行期間などはお問合せください。
●ホームページ／URL：http://machi-aruki.sakura.ne.jp/
ひろさき街歩き で検索 ※上記サイトから予約もできます。
●お問合せ先／津軽・ひろさき街歩き観光推進実行委員会
（
（公社）
弘前観光コンベンション協会内）Tel. 0172-35-3131

弘前市立観光館

（有料）

●場所／市内各寺院
●申込方法／7日前までに申込
※10名以上より申込可能
（完全予約制）

●見学時間／9：00〜18：00
●休館日／無休 ●入館料／無料
●弘前市下白銀町2-1
TEL0172-37-5501（弘前市立観光館）

津軽三味線
津軽三味線は、
「ボサマ」
と呼ばれる盲目の門づ
け芸人が、津軽の各地をまわり、家の前で三味
線を弾いて、唄を歌い、お金や食べ物を貰う門
づけから生まれました。明治に入ると民謡の伴
奏となり、やがては単独楽器として独自の世界
を確立しました。その哀調を帯びた厳しさは、聴
く人の心に響く魂の音色です。

弘前市出身で日本商工会議所初代会頭
の藤田謙一氏が大正10年（1921）
に建
て さ せ た 別 邸 で す。総 面 積 は 約 2万
1800㎡で、その広大な敷地の高台は、
岩木山を眺望できる借景式庭園、低地
部は花菖蒲が美しい池泉廻遊式庭園に
なっています。

袋宮寺にまつられている、
この立像は、
像高595

津軽藩ねぷた村

弘前の夏の夜を彩る重要無形民
俗文化財 弘前ねぷたまつりをは
じめ、津軽の民工芸品、津軽三昧
線の生演奏、大石武学流庭園な
ど、津軽をまるごと見て、体験で
きる施設です。

●営業時間／4月〜11月
（9：00〜17：00）
12月〜3月
（実演は16：00まで、見学は17：00まで）●定休
日／12月31日●弘前市亀甲町61 TEL0172-39-1511 http://www.neputamura.com●入館料／
550円、高・中学生350円、小学校200円、
幼児
（3才以上）
100円、
団体割引あり※団体は25名以上

津軽の郷土料理
北国の風土に育まれ、津軽の
家々で古くから受け継がれ
てきた郷土料理。野趣あふ
れる 季 節 の 郷 土 料 理 を 味
わってみませんか。

●入館料／大人310円、小中学生100円、団体割引あり ●弘前市上白銀町8-1
TEL0172-37-5525 ※6月最終日曜日は無料※冬期開館日についてはお問合せください。

な光沢と花紋、堅牢な品質と優雅な色彩は、
漆器の代表的なものです。

※内部拝観を希望される場合は蘭
庭院へ事前予約が必要です。
●TEL0172-32-6556

貝焼き味噌

けの汁

いがめんち

洋館とフランス料理の街

●見学時間／9：00〜16：00（土曜日は12：00まで）
●休館日／日、
月、祝日、
年末年始、
4月29日〜5月6日、
創立記念日
（6月25日）
、
8月13日●入館料／無料●弘前市稔町13-1
TEL0172-38-6111

●見学時間／9：00〜16：00●休館日／日、水曜日
両曜日の午前中、職員不在時も休館●入館料／無料
●弘前市元寺町48 TEL0172-32-3971
ひゃっこくまち

旧第八師団長官舎（弘前市長公舎） A エ−4
（国指定登録有形文化財）
1917（大正6）年、第八師団長官舎として
建てられ、弘前市内近代建築を数多く手
がけた堀江佐吉の長男 堀江彦三郎が設
計しました。敗戦後はアメリカ軍の進駐部
隊司令官宿舎として使用された建物です。
ヨーロッパで発展したハーフティンバー風
の洋風建築です。現在は、外観はそのまま
に、
カフェとして活用しております。

●見学時間／9：00〜20：00●休館日／年末年始●入館料／無料 ●弘前市百石町3-2
TEL0172-31-7600

弘前における珈琲の歴史は、約150年前まで遡りま
す。当時幕府の命により北方警備のため、弘前藩士が
蝦夷地（現・北海道）に赴き、その時浮腫病の予防薬と
して配給されたのが珈琲です。庶民としては日本で初
めて飲んだと言われています。大正〜昭和時代には、
和装に白エプロンの女給が珈琲などを運ぶ「カフエー」
が流行。現在も弘前には、歴史ある喫茶店が数多くあ
ります。

青森県産ブナ材の美しい質感と芯の強さを
生かした工芸品です。デザインの優秀性・品
質・安全性が認められ、経済産業省選定のグ
ッドデザイン商品に認定されています。ラン
プや器も人気です。

●弘前市上白銀町1-1

2017. 2月現在（内容にはやむを得ず変更が生じる場合があります）
こども
おとな

●特別期間／７月中旬〜９月下旬
●場所／津軽岩木スカイライン
●料金／通行料1,800円(乗用車)
●ＴＥＬ0172-83-2314
（岩木スカイライン）

ホームページ http://www.hirosaki-kanko.or.jp

りんごのおいしさが詰まったお酒を味わっ
てみませんか。
市内の飲食店でも味わえるほか、
りんご花
まつりなどのイベントでは、地元産シード
ルの飲み比べが開催されるなど、
「シード
ルの街 弘前」
として、地域ブランド確立を
目指しています。

http://www.tsugarunavi.jp/shuttlebus/

2,060円
1,030円

○お問い合せ
○代

津軽エリアの列車やバスが2日間乗り放題！
列車とバスの乗り降り自由！

金

第一観光バス TEL.0186-35-2166
弘 南 バ ス TEL.0172-38-2255

⇔十和田湖間シャトルバス

岩木山８合目から望む日本海に沈む
夕陽は格別。通常17時でスカイライ
ンは閉門しますが、特別期間は夕陽
の沈む時間に合わせ閉門を延長して
います。

弘前シードル

お一人様 3 ,000 円（往復5,000円）

○運行期間（平成29年度）4月〜11月の毎週土・日運行

TEL0172-35-6552※工場見学は有料（大人200円、小中高生100円）

http://www.tsugarunavi.jp/freepass/

9：00〜16：30

珈琲の街ひろさき

ブナコ

0172-83-2130

●見学時間／9：00〜17：00
●休館日／不定休●入場料／中学
生以上100円●弘前市亀甲町88
TEL0172-32-1488

明治・大正の香りを漂わせる洋風建築物。そ
んな文明開化の洋館があちらこちらに残る
弘前は、洋風文化の取り入れにも積極的で、
人口比の割合では、日本一フランス系の飲
食店を擁している街と言われています。洋
館を散策した後は、地元津軽の新鮮な食材
などを使用した「弘前フレンチ」をご堪能く
ださい。

お問い合せ 弘前市観光案内所（JR弘前駅1F）0172-26-3600（8：45〜18：00）

●見学時間／9：00〜15：30（夏期）
9：00〜15：00（冬期）●休館日／
なし●拝観料／無料（お賽銭）●弘前
市新町247 TEL0172-34-5532

「天守は石垣工事のため、平成27年10月
に本丸の内側へと曳屋（ひきや）され、元
の位置に戻すまでには、5年以上かかる見
込みです。
」

●見学時間／9：00〜18：00（まつり期間は延長
あり）●休館日／なし●入館料／無料●弘前市下白
銀町2-1 TEL. 0172-37-5501

TEL0172-35-3131
（弘前観光コ
ンベンション協会）
●弘前市藤代1-4 -1
TEL0172-32-7460
※本堂・霊屋改修工事のため、平成
29年度まで見学不可。

津軽統一を果たした津軽家初代藩
主 為 信（ た め の ぶ ）が 慶 長 ８ 年
（1603）に計画、２代 信枚（のぶひ
ら）が慶長16年（1611）に完成さ
せ た 津 軽 氏 の 居 城 で す 。広 さ 約
49.2ha、東京ドーム10個分以上の
敷地は、三重の濠と土塁に囲まれ、6
つの郭で構成されています。現在の
天守は文化８年（1811）に再建され
たものです。

●有料期間／4月1日〜11月23日●入場時間／9：00〜17：00（4月22日〜5月7日は7：00〜
21：00まで）●入場料／310円、小・中学生100円、団体割引あり●通年券／1,020円、小・中学生
300円（4月22日から5月7日も使用可能）●弘前城植物園、藤田記念庭園共通券／510円、小・中学校
160円、
団体割引あり ※5月最終日曜日は無料開放

弘前市と周辺地域の観光拠点として、さまざま
な情報を提供しています。弘前ねぷたが飾られ
た1階では、お土産を選べるほか、2階は民工芸
品コーナーの見学、弘前市や各周辺市町村の観
光パンフレットを取り揃え自由に持ち帰ることが
できます。

●司祭がいる時のみ開館●弘前市山道町7
TEL0172-34-6247

は、お土産品を
販売しています。

（公社）
弘前市物産協会

ップ
ドドマッッ
イイド
ガガイ
ガ

ひろさ き

●見学時間／9：00〜16：00（季節
により変更あり）●休館日／なし
●拝観料／無料 ●弘前市銅屋町63
TEL0172-34-1123

は、飲食施設
があります。

気ままに散歩。見どころ満載。
充実の弘前時間。

メイン会場 弘前公園四の丸
※夜間特別照明〜21：00

（運行日の7日前まで）

弘前

予約制

●見学時間／9：00〜17：00

※津軽昔語りは、
4月〜11月末まで
（12月〜3月までお休みです）

新函館北斗

49分
はやぶさ

奥津軽今別

15分
はやぶさ
30分

2時間59分
はやぶさ

●弘前市常盤野字黒森56-2
TEL 0172-83-2314

2時間59分
はやぶさ

弘前市のりんご収穫量は、年間約16万t
で日 本 一を誇って います。市 内には約
312万本ものりんごの樹が植えられ、約
6000戸の人がりんごをつくっています。

2時間20分

札幌（千歳）空港

2時間15分

岩木山を8合目まで車で登れる全長
9.8㎞の有料道路です。
ブナの原生林
を縫うように69ものカーブを走り、
約30分でターミナルに到着。
天気が
よければ、北海道や白神山地、西海
岸などの大パノラマが楽しめます。

1時間15分

弘前 りんご情報

1時間35分
1時間15分

嶽温泉と湯段温泉の中間にある沼や
湿地帯には清楚で白い花のミズバ
ショウが群生しています。4月下旬〜5
月上旬が見頃。

弘前公園の桜から約10日後が咲き始め。
岩木山麓の高原に囲まれたおいしい空気
の中のお花見は、心も身体もリフレッシュ
させてくれるはず。
５月上旬が見頃。

桜林公園

津軽岩木スカイライン

地域情報はこちら
なぬかびおくり 17：00〜
（岩木川河川敷）
8月7日なぬか日
（昼間運行）
土手町なぬか日コース 10：00〜

●大館能代 鹿角花輪
空港

8月5日〜6日
（夜間運行）
駅前コース 19：00〜
八戸

青森
空港
●

奥津軽いまべつ
幹線
道新
北海

三厩

七戸
十和田

蟹田

●

三沢空港

東北自動車道
脇野沢

新 幹 線
大湊

鉄道（地方交通線）
鉄道（幹線）

凡

例

世界自然遺産 白神山地と弘前りんご情報

8月1日〜4日
（夜間運行）
土手町コース 19：00〜

2018年
弘前観桜会 100周年
〜22：00

世界最大級の原生的なブナ林が広がる白神山地は、青森県南西部と秋田県北西部にかけ
て、約13万haにわたる美しい山々の総称です。平成5年（1993）12月、
このうち最も原生
的な1万6971haが、日本初の世界自然遺産に登録され、平成25年（2013）
で20周年を
迎えました。高緯度にもかかわらず多種多様な動植物が生息するなど、極めて価値の高い
自然の生態系が、ありのままの姿で保たれています。

世界自然遺産 白神山地
世界最大級の原生的なブナ林が広がる白神山地。

は、お土産品を
販売しています。
は、飲食施設が
あります。

津軽の秀峰 岩木山

名古屋（小牧）空港

※冬季期間
（11月中旬〜4月下旬頃）
は閉鎖

古代から津軽の象徴として崇められてきた、青森県の最高峰 岩木山。
人々を優しく包むお山を訪ね、津軽の心にふれてみませんか。

弘前の四季ごよみ

弘前おすすめ観光情報

津軽統一の際、戦死したすべての
人々を敵味方の区別なく供養する
ため、4代藩主信政（のぶまさ）の
時代に建造。塔の総高は31.2m
で、東北一の美塔と讃えられてお
り、五重塔の少ない東北地方とし
ては極めて大切な遺構です。

は、飲食施設
があります。

2011年に弘前城
築 城４００年 を 迎 えた 弘 前 城
の別名は
﹁鷹岡城﹂
︒昔は鷹が多く生
息していました︒それにちなんで名づけ
られた ︑弘 前 市のマスコットキャラクター
﹁たか丸くん﹂

（国指定重要文化財）

文明開化の波に乗り、独特の洋館がつくられた弘前。とんがり屋根の洋館や
煉瓦造の教会など、ノスタルジックな街を歩いてみましょう。

浪漫の街を歩く ―洋館

歴史の街を歩く ―神社・仏閣

最勝院五重塔

4月22日〜5月7日

