
2023年 1月 20日 

一般社団法人 Clan PEONY 津軽 

JR 東日本秋田支社 

 

～津軽観光キャンペーン「ツガル ツナガル」～で津軽エリアを盛り上げます！ 

 

 一般社団法人 Clan PEONY 津軽と JR東日本秋田支社は、2023年４月１日から６月 30

日まで、津軽観光キャンペーン「ツガル ツナガル」(以下、本キャンペーン）を開催します。 

本キャンペーンでは、雄大な「岩木山」や春の花を堪能する「花巡り」、2023年度に世界自

然遺産登録 30周年を迎える「白神山地」、大雨による運休から復活した「五能線」など、旅の

テーマで津軽をつないで盛り上げていきます。 

また、本キャンペーンを彩る特別企画「津軽 14の物語」を各市町村で実施するほか、Web

サイトやデジタルを活用した情報発信を行い、津軽の魅力を伝えます。 

春の魅力が溢れる青森県津軽エリアでお待ちしています。 

 

 

１．概要 

■名称：津軽観光キャンペーン「ツガル ツナガル」 

■期間：2023年４月１日（土）～６月 30日（金） 

■地域：青森県 津軽圏域 14市町村（※） 

■コンセプト：津軽時間旅行～岩木山の恵みに触れる旅・津軽の花巡り～ 

■旅のテーマ：「岩木山」「花巡り」「白神山地」「五能線」「津軽 14の物語」 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 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・藤崎町・ 

大鰐町・田舎館村・板柳町・鶴田町・中泊町 

ロゴマーク 

津軽圏域 14市町村 

 

 



2.宣伝展開 

（１）キャンペーンポスター・のぼり旗 

   掲出開始：2023年１月下旬から 

掲出場所：JR東日本の主な駅、JR北海道の道央・道南の主な駅、津軽圏域 14市町村 

デザイン：岩木山×菜の花（鰺ヶ沢町）、津軽の花 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※のぼり旗は JR東日本の主な駅のみで掲出 

 

（２）キャンペーンガイドブック 

   掲出期間：2023年２月上旬から２０２3年６月末まで 

   配布場所：JR東日本の主な駅、JR北海道の道央・道南の主な駅、津軽圏域 14市町村 

花 岩木山 自然・歴史 

ニッコウキスゲ(つがる市) 志賀坊森林公園(平川市) 世界自然遺産白神山地(西目屋村) 

   

食 酒 温泉 

煮干しラーメン(津軽全域) 豊盃（弘前市） 不老ふ死温泉(深浦町) 

   

 

 

(３)デジタルサイネージ・トレインチャンネル 

    掲出期間：２０２3年１月下旬から２０２3年６月末まで 

放映場所：首都圏等の JR東日本主要駅、列車内 

   デザイン：岩木山×花、お酒 

 

ポスター例（5種制作） のぼり旗 

パンフレットイメージ 



（４）キャンペーンWeｂサイト 

青森県津軽地域観光情報サイト「Time Trip TSUGARU」 

を作成し、津軽の旬な情報を発信していきます。 

 

URL: https://www.trip-tsugaru.com/jrcp/ 

 

 

 

 

 

（５）SNSプロモーション 

■「王林×AKITA RAIL TRIP」プロモーション 

弘前出身の「王林」が、JR秋田支社公式 SNS「AKITA  

RAIL TRIP」とコラボレーションをして、津軽の魅力を 

元気いっぱいに発信する企画です。 

 

実施期間：2023年 1月下旬から 2023年 3月末まで 

実施アカウント：AKITA RAIL TRIP 

(Twitter：＠Akita_Rail_Trip Instagram：＠akita_rail_trip) 

※王林：株式会社ボンド所属。1998年青森県弘前市生まれ。2022年 3月まで 

「りんご娘」のリーダーとして活動。青森県をこよなく愛し、第一次産業や地方活性化 

のために芸能活動に情熱を注いでいます。 

 

■Clan PEONY 津軽公式 SNSでのプレゼントキャンペーン 

公式 SNSのフォロー＆「＃ツガルツナガル」の投稿で津軽 

エリアの特産品をプレゼントします。 

 

実施期間：2023年１月下旬から 2023年６月末まで       

実施アカウント：Clan PEONY 津軽 

  （Instagram：＠clan_peony_tsugaru） 

https://www.trip-tsugaru.com/jrcp/


E751系 リゾートあすなろ 

３．臨時列車の運行 

  お客さまに快適なご旅行をお楽しみいただけるよう「さくら」や「りんごの花」の開花にあわ

せて臨時列車を運行します。ぜひご利用ください。 

 

■青森県弘前市で開催される「弘前さくらまつり」に合わせて運転します。 

種別 列車名 発駅・発時刻 着駅・着時刻 運転日 記事 

特急 

弘前さくらまつり 1号 秋田 9:39 青森 12:39 

 

4/15.16.22-30 

5/1-5 

 

E751系 4両 

（指定２.自由２） 

（1号車一部グリーン席） 

弘前さくらまつり 2号 青森 13:17 弘前 13:56 

弘前さくらまつり 3号 弘前 15:06 青森 15:46 

弘前さくらまつり 4号 弘前 17:06 秋田 19:27 

途中停車駅：弘前さくらまつり１号 八郎潟、森岳、東能代、二ツ井、鷹ノ巣、大館、碇ケ関、大鰐温泉、 

弘前、浪岡、新青森 

弘前さくらまつり２号 新青森、浪岡 

弘前さくらまつり３号 浪岡、新青森 

弘前さくらまつり４号 大鰐温泉、碇ケ関、大館、鷹ノ巣、二ツ井、東能代、森岳、八郎潟 

 

■青森県弘前市・弘前公園の夜桜見物には「弘前夜桜観賞号」をぜひご利用ください。 

種別 列車名 発駅・発時刻 着駅・着時刻 運転日 記事 

快速 弘前夜桜観賞号 

秋田 13:15 弘前 15:48 

4/22 

リゾートあすなろ 

2両 

（全車指定席） 弘前 20:35 秋田 23:05 

途中停車駅：泉外旭川・土崎、追分、八郎潟、森岳、東能代、二ツ井、鷹ノ巣、早口、大館、碇ケ関、

大鰐温泉 

 

■五能線弘前駅～五所川原駅間「りんごの花」のお花見には「りんごの花あすなろ号」をぜひ 

ご利用ください。 

種別 列車名 発駅・発時刻 着駅・着時刻 運転日 記事 

快速 
りんごの花 

あすなろ号 

弘前 10:50 五所川原 11:38 

5/2 

リゾートあすなろ 

2両 

（全車指定席） 五所川原 14:07 弘前 14:57 

途中停車駅： 川部、板柳 

 

 

 

 

 

 

 

 



津軽鉄道(貸切ストーブ列車)          弘南鉄道 

４．津軽へ向けた商品の販売 

本キャンペーンのオープニングを飾る団体臨時列車を 

懐かしい 12系客車で運転します。レトロな雰囲気漂う 

列車で津軽の旅をお楽しみください。 

 

列車名 発駅・発時刻 着駅・着時刻 運転日 記事 

 

ツガル ツナガル号 

秋田 8:25 弘前 11:26 
4/１ 

 

DE10+12系+DE１０ 
弘前 16:52 秋田 19:34 

秋田 8:25 弘前 11:26 
4/２ 

弘前 15:13 秋田 18:15 

途中停車駅：八郎潟、森岳、東能代、二ツ井、鷹ノ巣、大館 

 

津軽鉄道や弘南鉄道に乗車して津軽を満喫する 

旅行商品を販売します。詳細は準備でき次第 

お知らせします。 

  

 

５．デジタルを活用した取組み 

（１）TOHOKU MaaS 

    「新幹線ｅチケット」や「モバイル Suica」と組み合わせてご利用いた

だくことで、スマホひとつで「便利で快適な旅」をサポートする、旅のマ

ーケットプレイス「TOHOKU MaaS」。鉄道、高速バス、観光施設など

様々なチケットを、スマホから購入、使用することができます。スマホひ

とつで津軽エリアを周遊できるようになり、便利で快適な旅をお楽しみ

いただけます。 

 

（２）津軽フリーパス 

    津軽エリアの JR線・弘南鉄道・津軽鉄道、弘南バスの一部路線が

乗り降り自由な「津軽フリーパス」は、４月より電子チケットとして、

販売を開始します。商品の詳細は別途お知らせします。 

※内容は変更になる場合があります。 

※電子化に伴い、現在販売中の紙のきっぷは２０２３年３月３１日で販売を終了します。 

 

 

 

 



６．地域活性化の取組み 

本キャンペーンの開催にあわせ、「津軽」をテーマとした特産品販売や観光 PR等を実施する

「産直市」を開催します。また、観光 PRのみを行う「観光キャラバン」も開催します。 

 

  【産直市】 

2023年２月 13日（月）～19日（日）  浦和駅 

２０２3年４月３日（月）～９日（日）      大宮駅 

2023年６月 19日（月）～25日（日）  大宮駅 

 

 

【観光キャラバン】 

2023年１月 27日(金)～28日（土) 新宿駅 

2023年２月４日(土)～５日(日)     仙台駅 

2023年２月 10日(金)～11日(土)  池袋駅 

2023年２月 17日(金)～18日(土)  品川駅 

2023年３月３日(金)～４日(土)      恵比寿駅 

※４月以降も開催予定（日程調整中） 

 

７．JR北海道と連携した取組みについて 

JR 北海道と JR 東日本は、津軽エリアへの誘客を目的として、本キャンペーン期間中に共

同企画を計画しています。本キャンペーンの開催を記念した駅カードの配布や JR 北海道が実

施する「JRヘルシーウォーキング」と JR東日本が実施する「駅からハイキング」の特別コースを

計画中です。詳細については、別途発表します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※画像はイメージです 



８．大人の休日倶楽部趣味の会 

津軽エリアの「伝統工芸品」である「津軽こぎん刺し」や 

「金魚ねぷた・津軽凧」をテーマに講座を実施します。 

詳細については、別途お知らせします。 

 

実施内容：講座・制作現場見学・工芸品制作体験 

実 施 日：2023年６月下旬頃 

実施場所：弘前こぎん研究所、津軽藩ねぷた村 

 

 

９．企業コラボレーション（食・酒） 

本キャンペーン期間に行う企業とのコラボレーション企画を紹介します。（別紙１） 

本キャンペーンに合わせ特別に仕込まれた日本酒（一部限定ラベルあり）や、いつもと少し違

うローカルフードの販売を行います。購入いただいたお客さまに「ちょっぴりプレゼント」も予

定していますので、ぜひお買い求めください。 

 

■食のコラボレーション 

14市町村のローカルフードが本キャンペーン期間中に特別メニューとして登場します。 

 

■酒のコラボレーション 

   本キャンペーンに合わせ特別に仕込んだ日本酒を津軽の５つの酒蔵で販売します。 

 

10．特別企画 

本キャンペーン期間に実施する特別企画を紹介します。(別紙２) 

 

■弘前シードルダイニング 

りんご畑の中で「シードル」と津軽あかつきの会が提供する 

「津軽伝統料理」のマリアージュをお楽しみください。 

 

会 場：弘前市りんご公園 

設定日：2023年４月 30日(日)、５月３日（水）、６月３日（土） 

料 金：10,000円 定員：20人 

※申し込み方法など詳細は後日、本キャンペーンWebサイトに掲載します。 

 

 

 



■岩木山モニュメント 

津軽エリア内の岩木山が見えるスポットに、特別なモニュメント 

を設置します。設置箇所や期間については Clan PEONY 津軽 

の SNSで紹介していきます。 

実施アカウント：Clan PEONY 津軽 

（Instagram：＠clan_peony_tsugaru） 

 

■十四津軽つながるサービス 

本キャンペーン期間中にWebサイト内のアンケートへお答えの 

上、対象店舗で買い物や宿泊をすると、サービスを提供します。 

※対象店舗は飲食店、宿泊施設、お土産店等約 80店舗を 

予定していますが、詳細は後日、本キャンペーンWebサイト 

に掲載します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

画像はイメージです 



別紙１ 

 

企業コラボレーション 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

店名：煮干結社弘前 

（TEL:0172-55-6631） 

住所：弘前市元寺町９ 三上ビル 1F 

ポイント：チュウドク性のある特濃煮 

干しと極太麺がベストマッ 

チ。 

【弘前市】ニボシチュウドク 【黒石市】黒い石焼きそば 【五所川原市】半しじみラーメン 

店名：立佞武多の館 

（TEL:0173-38-3232） 

住所：五所川原市大町 506-10 

ポイント：十三湖産のしじみをたっぷ 

り使ったしじみラーメンが 

ハーフサイズで登場です。 

店名：神武食堂 

（TEL:0173-42-3421） 

住所：つがる市木造宮崎 1-10 

ポイント：もちもち絶品のワンタン麺 

とお肉の旨味が凝縮され 

た焼売セット！ 

【つがる市】ワンタン麺とシュウマイセット 

店名：平川サガリ研究会 

（TEL:0172-88-6808） 

住所：平川市小和森上松岡 200-2 

ポイント：今話題の平川サガリを使っ 

たジューシーなお弁当！ぜ 

ひご賞味ください！ 

【平川市】サガリ弁当 【鰺ヶ沢町】ソースマヨチキンボー 

店名：たこ焼き西海 

（TEL:0173-73-5237） 

住所：鰺ヶ沢町舞戸町下富田29-115 

ポイント：人気のたこ焼きソースとマ 

ヨネーズをたっぷり使った 

新味！(持ち帰り不可) 

店名：十二湖駅産直コーナー「ぷらっと」 

（TEL:0173-82-0875） 

住所：深浦町松神字下浜松 33-1 

ポイント：青池をイメージしたソフトク 

リームが期間限定で青さマ 

シマシに！ 

【深浦町】青池マシ²ソフト 

店名：道の駅津軽白神レストラン森のドア 

（TEL:0172-85-2855） 

住所：西目屋村大字田代字神田219-1 

ポイント：西目屋産蕎麦粉を使用した 

十割そばがメガ盛りになっ 

て登場！ 

【西目屋村】メガ盛り白神そば 【田舎館村】幸せのいちご飴 

店名：田さ恋いむら 

（TEL:0172-88-7020） 

住所：田舎館村大字田舎館字東田160-1 

ポイント：きらきらで幸せを運ぶいち 

ご飴。大きいいちご飴を見 

つけてさらに幸せに！ 

※画像はイメージです 

店名：レストラン御幸 
（TEL:0172-52-2558） 

住所：黒石市中町 36 
ポイント：１日 10食限定！15年ぶ

りの復刻メニュー。黒石つ
ゆ焼きそばを高温の石鍋
で召し上がれ。最後はおじ
やで二度美味しい。 



店名：ふじさき食彩テラス 

（TEL:0172-65-3660） 

住所：藤崎町大字榊字和田 65-8 

ポイント：甘くてジューシーな王林を 

まるごと使ったパリパリ・シ 

ャキシャキのりんごあめ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

店名：ふるさとセンター 

（TEL:0172-72-1500） 

住所：板柳町大字福野田字本泉34-6 

ポイント：完熟りんご１００％のサイダ 

ーに、板柳町産「明秋」りん 

ごがベストマッチ！ 

【板柳町】アップルサイダーフロート「明秋」 

店名：鶴の里 あるじゃ 

（TEL:0173-22-5656） 

住所：鶴田町大字境字里見 176-1 

ポイント：鶴田産大豆の自家製味噌 

を使用。甘塩辛さがクセに 

なる大福が復活！ 

【鶴田町】みそ餡大福 【中泊町】メバル漬け丼 

店名：くつろぎダイニング哲。 

（TEL:0173-57-9086） 

住所：中泊町中里字紅葉坂 48-4 

ポイント：高級魚「津軽海峡メバル」を

贅沢に使った漬け丼です。 

【藤崎町】りんごあめ(王林) 

店名：お食事処花りんご 

（TEL:0172-49-1126） 

住所：大鰐町大字大鰐字川辺 11-11 

ポイント：大鰐産の赤ビーツと大鰐温 

泉もやしを使ったときめく 

ライスがピンク色のカレー! 

【大鰐町】ときめきビーツのピンクもやしカレー 

【弘前市・つがる市・鰺ヶ沢町】津軽観光キャンペーン限定の日本酒 

店名：松緑酒造（住所:弘前市大字駒越町 58   TEL:0172-34-2233） 

三浦酒造（住所:弘前市石渡五丁目1−1  TEL:0172-32-1577） 

白神酒造（住所:弘前市米ケ袋字村元 22  TEL:0172-86-2106） 

竹浪酒造（住所:つがる市稲垣町沼崎字幾代崎 121-4 TEL:0173-23-5053） 

尾崎酒造（住所:鯵ヶ沢町大字漁師町 30  TEL:0173-72-2029） 

ポイント：津軽観光キャンペーンに合わせ特別に仕込まれた限定の日本酒を販売します。 

限定ラベルの日本酒やちょっぴりプレゼントもご用意しております。 



別紙２ 

各自治体の特別企画 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企画内容：崩壊の可能性があり修復することとなった仁王像。甦った青森県最古 

の仁王像は、この期間のみ本堂内での特別公開を行い、全身を拝観で 

きます。 

実施期間：2023年 4月 10日（月）～5月 5日（金） 9時～16時 30分 

実施場所：金剛山最勝院 

連 絡 先：金剛山最勝院（TEL:0172-34-1123） 

【弘前市】最勝院仁王像修復完成特別公開 

企画内容：津軽の修験は約 400年の歴史があり、自身が不動明王となって修し 

世の中の平和と無病息災を祈願します。修験者による荒行は、勇壮で 

荒々しく、神々しさを帯びています。 

実施期間：2023年 5月 3日（水）  

龍神堂落慶法要 10時～ 津軽火性三昧法会 11時～ 

実施場所：護國山久渡寺 

連 絡 先：護國山久渡寺（TEL:0172-88-1555） 

【弘前市】久渡寺龍神堂落慶法要・記念「津軽火性三昧法会」 

企画内容：岩木山麓にある青森県産のフルーツ狩りができる森の中の果樹園で 

は、さくらんぼ・桃・プラムなど約 3,000本の花がきれいに咲き誇り 

ます。 本キャンペーンに合わせて果樹の花を特別公開します。 

実施期間：2023年５月３日（水）～７日（日） 10時～16時 

実施場所：森の中の果樹園 

連 絡 先：森の中の果樹園（TEL:0172-93-3089） 

【弘前市】森の中の果樹園 果樹の花の特別公開 

企画内容：季節に合わせた弘前市内の岩木山のフォトスポットを風景写真家がア 

テンドします。撮影した参加者の写真のお土産付きです。 

実施期間：2023年４月１日（土）～６月 30日（金） 

連 絡 先：belu studio（TEL:090-6853-8466） 

【弘前市】青森の絶景カメラマンと行く岩木山フォトスポットツアー 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

企画内容：普段は閉じていて見られない、街道沿いの商家や老舗店の扉の奥ま 

でご案内。ガイドブックには載っていないマニアックな目線で、中町こ 

みせ通りなど藩政時代の面影を残す城下町をめぐります。 

実施期間：2023年４月１日（土）～６月 30日（金） 

連 絡 先：横町十文字まちそだて会（TEL:0172-55-6782） 

【黒石市】ふだんは開かない扉の奥へ 「黒石まちなか裏めぐりツアー」 

企画内容：御幸公園付近にある黒石藩の陣屋は、徳川家康の孫・津軽信英によっ 

て作られました。町人専用、武士専用と分かれていたという細道をめ 

ぐりながら、今も残る城下町の名残や家康公とのかかわりをご案内し 

ます。 

実施期間：2023年４月１日（土）～６月 30日（金） 

連 絡 先：横町十文字まちそだて会（TEL:0172-55-6782） 

【黒石市】徳川家康の孫が作った城下町 「黒石陣屋跡めぐりツアー」 

企画内容：黒石ねぷたまつりで実際に使用した「ねぷた絵」を再利用した灯ろう 

の制作体験を行えます。灯ろうに貼る和紙は選ぶことができ、世界で 

一つだけのオリジナルの灯ろうを制作できます。 

実施期間：2023年４月１日（土）～６月 30日（金） 

実施場所：手作り雑貨体験工房 IRODORI 

連 絡 先：横町十文字まちそだて会（TEL:0172-55-6782） 

【黒石市】世界に一つだけのねぷた灯ろう作り体験 

企画内容：岩木山や白神山地周辺の春の花を愛でながら軽トレッキングをしま 

す。道中ではブナの森から湧き出た超軟水で淹れたコーヒーを楽んで 

いただき、最後はハンモックでリラックスしましょう。 

実施期間：2023年４月１日（土）～６月 30日（金） 

実施場所：岩木山・白神山地周辺 

連 絡 先：合同会社白神山地ガイド会（TEL:090-4465-4404） 

【弘前市】ツガル春花湧水巡り 



 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

企画内容：こみせ通りに酒蔵を構える鳴海酒造店の「菊乃井」、中村亀吉酒造の 

「亀吉」等の新酒を日本酒作りのプロ、杜氏（とうじ）と一緒に飲み比 

べしましょう。 

実施期間：2023年 4月 15日（土）、5月 27日（土）、6月 24日（土） 

実施場所：松の湯交流館 

連 絡 先：横町十文字まちそだて会（TEL:0172-55-6782） 

【黒石市】蔵で蔵出し酒の会 

企画内容：津軽五所川原駅で、津軽観光キャンペーンのロゴ入り記念硬券をキャ 

ンペーン期間限定でプレゼントします。数量限定ですので、気になる方 

はお早めに。 

実施期間：2023年４月１日（土）～６月 30日（金） 

実施場所：津軽五所川原駅 

連 絡 先：津軽鉄道株式会社（TEL:0173-34-2148） 

【五所川原市】「津軽鉄道」記念硬券プレゼント 

企画内容： 五穀豊穣・海上安全・商売繁盛の神様としてご利益がある髙山稲荷 

神社では、4月 29日の春季大祭以降神池で水占いができます。水 

占いで運勢を占ってみませんか。 

実施期間：2023年４月 29日（土）～６月 30日（金） 

実施場所：髙山稲荷神社 

連 絡 先：髙山稲荷神社（TEL:0173-56-2015） 

【つがる市】髙山稲荷神社の水占い 

企画内容：りんご畑での作業が一段落すると、仲間同士「肉（にぐ）」を食べて労を 

ねぎらうことから始まったとされる平川市の「にぐ」文化を、「平川サ 

ガリ」でお楽しみください。 

実施期間：2023年６月４日（日）、18日（日） 

実施場所：猿賀公園 

連 絡 先：一般社団法人平川市観光協会（TEL:0172-40-2231） 

【平川市】ご当地グルメ「平川サガリ」de バーベキュー 



 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

                    

  

 

 

 

 

 

 

                    

  

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企画内容：春の訪れとともに、ブナの木のまわりから雪解けが始まる「ブナの根 

開け」。雪解けとともに咲き始める、カタクリやキクザキイチゲ、ミズバ 

ショウなど春の花々を巡ります。 

実施期間：2023年４月 20日（木）～５月上旬 

連 絡 先：鰺ヶ沢町政策推進課観光商工班（TEL:0173-72-2111） 

【鰺ヶ沢町】白神の森遊山道ガイドトレッキング 「残雪の白神の森 ～ブナの根開 

けと雪解けとともに咲きはじめる花々を巡るトレッキング～」 

 

企画内容：白神の森が一年で最も華やぐこの季節。淡い緑のグラデーションが美 

しいブナの森で、シラネアオイやオオバキスミレなど、次々と咲きはじ 

める春の花々を巡ります。 

実施期間：2023年５月上旬～下旬 

連 絡 先：鰺ヶ沢町政策推進課観光商工班（TEL:0173-72-2111） 

【鰺ヶ沢町】白神の森遊山道ガイドトレッキング 「はなやぐ白神の森 ～春の息吹 

を体感・花々を愛でるトレッキング～」 

 

企画内容：淡い新緑から、深い緑へ移ろい、緑のグラデーションが美しくなるこの 

季節の森は、太陽をたくさん浴びて力強くも清々しい空気で満ちてい 

ます。ブナの森に生息するエゾハルゼミの鳴き声や、抜け殻をさがし 

ながらトレッキングを楽しみませんか。 

実施期間：2023年５月下旬～６月下旬 

連 絡 先：鰺ヶ沢町政策推進課観光商工班（TEL:0173-72-2111） 

【鰺ヶ沢町】白神の森遊山道ガイドトレッキング  「爽やかな白神の森 ～新緑か 

ら深緑へ・エゾハルゼミ鳴く初夏の森をトレッキング～」 

企画内容：県内一のアスパラ産地で、朝採りの甘くてみずみずしいグリーンアス 

パラガスの収穫体験ができます。収穫したアスパラはホテルの朝食で 

お召し上がりいただけます。 

実施期間：2023年５月の毎週金曜日、土曜日 

実施場所：マコトアスパラ農園 

連 絡 先：ホテルグランメール山海荘（TEL:0173-72-8112） 

【鰺ヶ沢町】朝採りグリーンアスパラガス収穫体験 



 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企画内容：県内一のアスパラ産地で、朝採りの甘くてみずみずしいグリーンアス 

パラガスの収穫体験ができます。 

実施期間：2023年５月 

実施場所：マコトアスパラ農園 

連 絡 先：マコトアスパラ農園（TEL:090-7792-3993） 

【鰺ヶ沢町】グリーンアスパラガス収穫体験 

企画内容：岩木山のふもとに広がる菜の花畑を巡るコースで、冠雪の岩木山と黄 

色い絨毯が織りなす春限定の大パノラマをお楽しみいただけます。 

実施期間：2023年５月中旬～下旬 

実施場所：菜の花畑、海の駅わんど 

連 絡 先：西海タクシー（TEL:0173-72-4512） 

【鰺ヶ沢町】タクシープラン「岩木山麓 菜の花畑コース」 

企画内容：冠雪の岩木山と菜の花の黄色い絨毯が織りなす春限定の大パノラマ 

をご覧いただき、ぶさかわ犬わさおファミリーの「ちょめ」との出会い 

や絶品「焼きイカ」をお楽しみください。 

実施期間：2023年５月中旬～下旬 

実施場所：菜の花畑、きくや商店、海の駅わんど 

連 絡 先：西海タクシー（TEL:0173-72-4512） 

【鰺ヶ沢町】タクシープラン「岩木山麓 菜の花畑ときくや商店コース」 

企画内容：世界自然遺産「白神山地」の麓にある深浦町。その深浦町内の宿泊施 

設に宿泊のお客さま全員に深浦での思い出がよみがえる記念ノベル 

ティを配付します。 

実施期間：2023年４月１日（土）～６月 30日（金）（予定） 

実施場所：深浦町内の宿泊施設 

連 絡 先：深浦町観光課（TEL:0173-74-4412） 

【深浦町】泊まって貰える！ 深浦町記念ノベルティ！  

Coming soon 



 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

企画内容：本キャンペーン期間中に、対象施設に宿泊のお客さま限定で、クマ革 

ストラップの制作体験ができます。自分だけのオリジナルストラップを 

制作しませんか。 

実施期間：2023年４月１日（土）～６月 30日（金） 

実施場所：ブナの里白神館、グリーンパークもりのいずみ 

連 絡 先：一般財団法人ブナの里白神公社（TEL:0172-85-2911） 

【西目屋村】クマ革ストラップ制作体験付宿泊プラン 

企画内容：生産量世界一のりんご「ふじ」発祥の地、藤崎町で、サイクリングでの 

町内スポット巡りとりんご農家の日常を体験してみませんか。 

実施期間：2023年５月６日（土）、７日（日） 

連 絡 先：ふじさんぽの会（TEL:090-5353-7115） 

【藤崎町】りんご農家のおいしい休日 春 ver. 

企画内容：見頃を迎えた色鮮やかな大鰐のつつじをご覧いただけます。この他、 

ホットパーク加賀助での足湯や大円寺での期間中限定の「襖絵」の拝 

観などまちあるきで巡ります。参加のお客さまへの大鰐町特製グッズ 

のプレゼントもあります。 

実施期間：2023年５月 20日（土）、21日（日） 

実施場所：茶臼山公園、大円寺など 

連 絡 先：大鰐町地域交流センター「鰐 come」（TEL: 0172-49-1126） 

【大鰐町】つつじの名所「茶臼山公園」と「大鰐温泉郷」のまちあるき 

企画内容：本キャンペーン期間中、本キャンペーンWebサイトでいちご狩り体験 

のご予約をされたお客さま限定で、いちご狩り体験後、いちごの生ジ 

ュースを無料提供します。 

実施期間：2023年４月 1日（土）～６月 30日（金） 

実施場所：観光いちご農園 アグリいーな田んぼアートの里 

連 絡 先：観光いちご農園 アグリいーな田んぼアートの里 

（TEL:0172-55-6016） 

【田舎館村】いちご狩り体験 



 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

企画内容：津軽富士「岩木山」麓の河川敷いっぱいに広がるりんごの花は 5月中 

旬に見頃を迎え、満開の花を眺めながらアップルモールや河川公園を 

巡ります。りんごのお土産付きです。  

実施期間：2023年５月７日（日）または５月 14日（日） 

実施場所：アップルモール、河川公園、海童神社など 

連 絡 先：板柳町産業振興課（TEL:0172-73-2111） 

【板柳町】りんごの里板柳 林檎の華満喫ウォーク 

企画内容：タクシーの旅で鶴の舞橋や橋上での三味線演奏、道の駅あるじゃでの 

お買い物、スチューベンのジュースやワインの試飲など鶴田町を満喫 

しましょう。アップルパイのお土産付きです。 

実施期間：2023年４月 22日（土）、23日（日）、５月 27日（土）、28日（日）、 

６月 24日（土）、25日（日） 

実施場所：WANOワイナリー、道の駅あるじゃ、鶴の舞橋など 

連 絡 先：観光ガイド（竹浪）（TEL:090-7660-7386） 

【鶴田町】タクシーで巡る鶴田の美味どこ満喫ツアー 

企画内容：りんご受粉のお手伝いをするマメコバチは、青森県の高品質なりんご 

の生産に欠かせない蜂で、りんごの花見をしながらその様子を観察し 

ます。 

実施期間：2023年５月 10日（水）、５月 13日（土） 

実施場所：岩木川（土手）、強巻（りんご園）など 

連 絡 先：観光ガイド（花田）（TEL:090-5834-4020） 

【鶴田町】目の前！！りんごの花が大好きマメコバチ 

企画内容：全国で唯一の穀物アート「弥生画」。細かさや描き手の器用さにも驚か 

される作品です。まちあるきでは、神社の鳥居に鎮座する「鬼コ」を探 

してみましょう。 

実施期間：2023年４月 21日（金）、４月 25日（火）、６月 24日（土） 

実施場所：胡桃舘神社、屋号のある集落など 

連 絡 先：観光ガイド（花田）（TEL:090-5834-4020） 

【鶴田町】弥生画って何！！そして神社に鬼コ・・・！！ 



 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

企画内容：穀物の実や種を用い、五穀豊穣を願って制作される弥生画。手のひら 

サイズの世界に 1つだけのオリジナル弥生画を制作してみませんか。 

実施期間：2023年４月 17日（月）、５月 16日（火）、６月 14日（水） 

実施場所：鶴田八幡宮 

連 絡 先：観光ガイド（花田）（TEL:090-5834-4020） 

【鶴田町】「弥生画」を作ろう 

企画内容：ステンドグラス作家・小川三知の最高傑作と評価されている「四季花 

木障子」、「十三潟景観」が現存する離れ「詩夢庵」及び庭園「静川園」を 

特別公開します。 

実施期間：2023年５月 19日（金）～５月 21日（日） 

実施場所：宮越家 

連 絡 先：一般社団法人中泊町文化観光交流協会（TEL:0173-57-9030） 

【中泊町】宮越家離れ・庭園特別公開 

企画内容：宮越家離れ「詩夢庵」にある小川三知ステンドグラス「四季花木障子」、 

「十三潟景観」、「水辺の風景」の 3作品をキルトで作成したものなど 

を展示します。 

実施期間：2023年４月中旬～６月 30日（金） 

実施場所：中泊町博物館 

連 絡 先：中泊町博物館（TEL:0173-69-1111） 

【中泊町】中泊町博物館企画展 

企画内容：バス（ガイド無し）で北海道新幹線「奥津軽いまべつ駅」から津軽鉄道 

終着駅「津軽中里駅」の観光スポットなどを巡ります。 

実施期間：2023年４月 29日（土）、30日（日）、５月３日（水）～７日（日） 

実施場所：龍飛崎、直売所ピュアなど 

連 絡 先：一般社団法人中泊町文化観光交流協会（TEL:0173-57-9030） 

【中泊町】バスで巡る奥津軽の絶景（ゴールデンウィーク期間） 



 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企画内容：バス（ガイド無し）で北海道新幹線「奥津軽いまべつ駅」から津軽鉄道 

終着駅「津軽中里駅」の観光スポットなどを巡ります。 

実施期間：2023年 5月 13日（土）、14日（日）、20日（土）、21日（日）、 

27日（土）、28日（日）、6月の土日 

実施場所：龍飛崎、直売所ピュアなど 

連 絡 先：一般社団法人中泊町文化観光交流協会（TEL:0173-57-9030） 

【中泊町】バスで巡る奥津軽の絶景 

企画内容：弘南鉄道大鰐線（愛称：りんご畑鉄道）津軽大沢－松木平間のりんご 

畑が近接する区間で、間近にりんごの花畑が広がる風景をお楽しみい 

ただけるよう通常より速度を落として運行します。 

実施期間：2023年５月上旬～５月中旬 

連 絡 先：弘南鉄道株式会社 業務部営業課（TEL:0172-44-3136） 

【弘南鉄道】りんご畑鉄道のりんご畑鑑賞 

企画内容：りんごや津軽地方の伝統工芸「こぎん刺し」をモチーフにした車内装飾 

列車を弘南鉄道大鰐線で特別運行します。また、中央弘前駅や大鰐駅 

などのホームにこけし灯ろうを設置し、夜間ライトアップを行います。 

実施期間：2023年５月上旬～6月 30日(金) 

連 絡 先：弘南鉄道株式会社 業務部営業課（TEL:0172-44-3136） 

【弘南鉄道】りんご畑鉄道 装飾列車の運行とこけし灯ろう特別展示 

企画内容：弘南鉄道大鰐線（愛称：りんご畑鉄道）の沿線のりんご畑でりんごの花 

摘み体験会を実施します。りんご畑では、オプションで津軽地方の伝 

承料理を提供する「津軽あかつきの会」の弁当を囲いながら「りんごの 

花見」を楽しむことができます。 

実施期間：2023年５月上旬～５月中旬 

連 絡 先：弘南鉄道株式会社 業務部営業課（TEL:0172-44-3136） 

【弘南鉄道】りんご畑鉄道の花摘み体験 



 

 

 

                    

 

 

 

 

企画内容：弘南鉄道では、普段一般公開していない車両基地内で、全国でも貴重 

な技術を要する修繕作業見学や、ラッセル車などのレトロ車両の操作 

体験などを特別バージョンとして実施します。 

実施期間：2023年４月上旬～６月 30日（金） 

実施場所：弘南線 平賀駅 

連 絡 先：弘南鉄道株式会社 業務部営業課（TEL:0172-44-3136） 

【弘南鉄道】弘南鉄道 車両基地見学・ラッセル車操作体験 


