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青森港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

寿司／のっけ丼  
  

水産物の宝庫青森が誇る美味しいお寿司は、観光客の皆さんも安心の「あおもり寿司クーポン」で気軽に楽しめます。また、

昭和の懐かしさと活気を感じさせる青森魚菜センター（古川市場）では、お好みの具材を自由に載せた「のっけ丼」が大好

評です。 

  
 

 

所在地・開催地 〒030-0862青森県青森市古川１－１１－１６（のっけ丼） 

アクセス 港より徒歩 15分(1km) 

季節 通年 

関連リンク 

寿司自慢のまちあおもり 
http://www.acci.or.jp/sushi/ 
青森魚菜センター 
http://www.aomori-ichiba.com/ 

お問合せ【青森商工会議所】 

電話番号:017-734-1311 

 

盛美園  
  

津軽には大石武学流と呼ばれる独特の作庭様式が伝えられており、その典型とされるのが、国指定名勝の盛美園です。盛美

園の一角にある盛美館は、一階が純和風、二階が洋風で建てられており、鹿鳴館時代の特徴を表した和洋折衷の珍しい建物

です。庭園と融合した独特の美しさをもち、明治文化の面影を忍ばせています。 

  
 

 

所在地・開催地 平川市猿賀字石林 1 

アクセス 港よりバス・車で 60分 

季節 通年 

関連リンク 
盛美園 
http://www.seibien.jp/ 
 

お問合せ【盛美園】 

電話番号:0172-57-2020 

ホームページ: http://www.seibien.jp/ 

  

青森県観光物産館アスパム  
  

ベイエリアで真っ先に目に付く地上 15 階、高さ 76m の三角形の建物は、青森の観光＆物産の情報発信基地。青森の四季の

美しさを体験できる日本最大 360 度 3Dデジタル映像シアター、展望レストランや郷土料理店、新鮮な農林水産物も含めた

県内最大級のお土産店など見逃せないスポットです。津軽三味線演奏会も大人気！ 

  
 

 

所在地・開催地 〒030-0803青森県青森市安方 1－1－40  

アクセス 港より徒歩 5分(450m) 

季節 通年 
観光バス
駐車台数 

12台(要予約) 

関連リンク 

青森県観光物産館アスパム 
http://aspm.aomori-kanko.or.jp/ 
青森県観光情報アプティネット 
https://www.aptinet.jp/index.html 

お問合せ【公益社団法人青森県観光連盟】 

電話番号:017-722-5080 

ホームページ:https://www.aptinet.jp/index.html 

http://www.acci.or.jp/sushi/
http://www.aomori-ichiba.com/
http://www.seibien.jp/
http://www.seibien.jp/
http://aspm.aomori-kanko.or.jp/
https://www.aptinet.jp/index.html
https://www.aptinet.jp/index.html
http://www.google.co.jp/maps/@40.8298199,140.7410211,17z


 

- 2 - 

青森港周辺観光情報 
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津軽塗  
  

江戸時代中期から、三百年以上も変わることなく受け継がれてきた伝統漆器。塗装の上に模様が描かれるのではなく、幾重

にも塗り重ねた漆を研ぎ出して模様を表しています。数十回の工程、二ヶ月以上の日数を費やすことで、複雑で美しい漆模

様と、頑丈でしっかりした触感が得られるのが特長です。 

  
 

 

所在地・開催地 青森市中心街 他 

アクセス 港より徒歩 15分(約 1km) 他 

季節 通年 

関連リンク 
津軽塗 
https://www.tsugarunuri.org/ 

お問合せ 

 

 

青森りんご  
  

青森と言えばりんご！国内生産量の 50％以上が青森産です。赤いりんごや黄色いりんご、シャキシャキと歯ごたえがよく

ジューシーなものもあれば柔らかくて食べやすいものも。産地で試せばきっとお好みの美味しいりんごが見つかります。ジ

ュースやジャムなどの加工品も含めて、是非是非お試しください！ 

  
 

 

所在地・開催地 青森市中心街 他 

アクセス 港より徒歩 15分(約 1km) 他 

季節 通年 

関連リンク 
健康果実青森りんご 
https://www.aomori-ringo.or.jp/ 

お問合せ 

 

 

ねぶたの家ワ・ラッセ、A-Factory  
  

ねぶたの家ワ・ラッセは、実際に祭りに出陣した大型ねぶた 5 台のほか、様々なねぶたパーツの展示紹介や、本物のねぶた

の前での跳人体験など、ねぶたの魅力を体感できます。A-Factory では、県産りんごのシードルやジュース等の加工・販売

を行うほか、県産食材のお土産も。フードコートでは軽食も楽しめます。 

  
 

 

所在地・開催地 〒030-0803青森県青森市安方 1-1-1  

アクセス 港より徒歩 15分程度(約 1Km) 

季節 通年 
観光バス
駐車台数 

5台(要予約) 

関連リンク 

青森市文化観光交流施設「ねぶたの家ワ・ラッセ」 
http://www.nebuta.or.jp/warasse/ 
A-Factory 
https://www.jre-abc.com/wp/afactory/index 

お問合せ【青森観光コンベンション協会】 

電話番号:017-752-1311 l メールアドレス:warasse0@jomon.ne.jp 

ホームページ:http://www.nebuta.or.jp/warasse/ 

https://www.tsugarunuri.org/
https://www.aomori-ringo.or.jp/
http://www.nebuta.or.jp/warasse/
https://www.jre-abc.com/wp/afactory/index
mailto:warasse0@jomon.ne.jp
http://www.nebuta.or.jp/warasse/
http://www.google.co.jp/maps/@40.8298035,140.7354313,17z
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十和田八幡平国立公園  
  

八甲田では、山頂まで 10 分程度のロープウェーと高山植物が楽しめます。深い藍をたたえた十和田湖は、新緑・紅葉どち

らも絶景で、遊覧船やサイクリングもオススメ。千変万化の流れが生む躍動感あふれる景観が魅力の奥入瀬渓流では、阿修

羅の流れや大小 14 の滝を眺めながらの散策を五感で満喫してください。 

  
 

 

所在地・開催地  

アクセス 
ツアー:係留バースより車で 36 分～1 時間 20 分(22～53km) 

個人:バスで JRバスロープウェー駅前、焼山、子ノ口下車すぐ 

季節 通年 

関連リンク 

十和田八幡平国立公園 
http://www.env.go.jp/park/towada/ 
十和田湖国立公園協会 
http://www.towadako.or.jp/ 

お問合せ【十和田湖国立公園協会】 

電話番号:0176-75-2425 

 

世界自然遺産白神山地  
  

人為的影響をほとんど受けていない、世界最大級のブナ原生林が分布する広大な森。その広大な天然林や貴重な生態系が認

められ、1993年に世界自然遺産に登録されました。ブナ林散策道や暗門の滝歩道へのトレッキングは、「アクアグリーンビ

レッジ ANMON」が拠点。命を育む白神の魅力の一端を垣間見ることができます。 

  
 

 

所在地・開催地 〒036-1424 青森県中津軽郡西目屋村川原平大川添 417  

アクセス 
ツアー:係留バースより車で 1 時間 40 分(70km) 
個人:バスで弘南バス アクアグリーンビレッジ ANMON 下車すぐ 

季節 4月下旬～11月上旬 
観光バス
駐車台数 

5台 

関連リンク 

アクアグリーンビレッジ ANMON 
https://www.anmon-shirakami.com 
白神山地ビジターセンター 
http://www.shirakami-visitor.jp/ 

お問合せ【白神山地ビジターセンター】 

電話番号:0172-85-2810 

 

三内丸山遺跡／青森県立美術館  
  

これまでの縄文のイメージを大きく変える出土品が多数発見されている日本最大級の縄文集落跡。2021 年に「北海道・北

東北の縄文遺跡群」として世界文化遺産に登録されました。5,120 個もの土器のかけらが散りばめられている高さ約 6m の

壁、巨大な六本柱や住居、縄文ポシェットや翡翠などが見物です。隣接する県立美術館に展示されているシャガールのアレ

コの舞台背景画も圧巻。青森に縁のある芸術家の常設展を是非お楽しみください。「あおもり犬」も待ってます！ 

  
 

 

所在地・開催地 〒038-0031青森県青森市三内丸山 305  

アクセス 
ツアー:係留バースより車で 16分(6.4km) 

個人:アスパム前からバス約 30分三内丸山遺跡下車すぐ 

季節 通年 
観光バス
駐車台数 

遺跡 28 台 

美術館 30 台 

関連リンク 

特別史跡 三内丸山遺跡 
http://sannaimaruyama.pref.aomori.jp/ 
青森県立美術館 
http://www.aomori-museum.jp/ja/ 

お問合せ【三内丸山遺跡縄文時遊館】 

電話番号:017-781-6078 l メールアドレス:E-BUNKA@pref.aomori.lg.jp 

http://www.env.go.jp/park/towada/
http://www.towadako.or.jp/
https://www.anmon-shirakami.com/
http://www.shirakami-visitor.jp/
http://sannaimaruyama.pref.aomori.jp/
http://www.aomori-museum.jp/ja/
mailto:E-BUNKA@pref.aomori.lg.jp
http://www.google.co.jp/maps/@40.4780305,140.9418290,13z
http://www.google.co.jp/maps/@40.579305,140.301808,14z
http://www.google.co.jp/maps/@40.8112100,140.6954669,17z
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青森ねぶた祭  
  

日本を代表する火祭り「青森ねぶた祭」は、武者や歌舞伎、神話などを題材に作られた山車灯籠が、夏の夜空を焦がす勇壮

華麗な祭りで、ねぶた、囃子、跳人が一体となった躍動感は、見る者を圧倒するエネルギッシュな祭りです。跳人は、正式

な衣装を身につければ、誰でも祭りに参加して楽しむことができます。 

  
 

 

所在地・開催地 青森市中心街  

アクセス 港より徒歩 10分程度(約 800ｍ) 

季節 8月 2日～8月 7日 

関連リンク 

青森ねぶた祭オフィシャルサイト 
http://www.nebuta.jp/ 
青森市文化観光交流施設「ねぶたの家ワ・ラッセ」 
http://www.nebuta.or.jp/warasse/ 

お問合せ【青森観光コンベンション協会】 

電話番号:017-752-1311 l メールアドレス: warasse0@jomon.ne.jp 

ホームページ: http://www.nebuta.or.jp/warasse/ 

  

弘前さくらまつり  
  

ソメイヨシノ、しだれ桜、八重桜など弘前公園内約 2600本の桜が一面に咲き誇る日本一の桜まつり。西堀では桜がトンネ

ルのように頭上を覆い、城を巡るお壕の水面に写った満開の桜やライトアップされた夜桜も幻想的。弘前城の白壁と桜色の

花が織りなすコントラストも美しい春爛漫の景色をお楽しみください。 

  
 

 

所在地・開催地 〒036-8356青森県弘前市下白銀町  

アクセス 
ツアー:係留バースより車で 50分(44km) 

個人:電車で弘前駅、弘前駅から弘南バス弘前公園下車すぐ 

季節 4月下旬から 5月上旬 

関連リンク 

弘前さくらまつり 
https://www.hirosakipark.jp/sakura/ 
弘前公園 
http://www.hirosakipark.jp/ 

お問合せ【弘前市役所公園緑地課】 

電話番号:0172-33-8739 

 

浅虫温泉  
  

温泉の多い青森の中でも、浅虫温泉は「青森の奥座敷」と呼ばれ、多くの文人に愛されました。美味しい海の幸を堪能し温

泉の窓から覗く海を見ながらのんびりとお湯につかれば、旅の疲れも吹き飛びます。「麻蒸湯札」を使って温泉をはしごす

るのも一興です。 

  
 

 

所在地・開催地 〒039-3501青森県青森市浅虫  

アクセス 
ツアー:係留バースより車で 23分(15km) 

個人:電車で青い森鉄道浅虫温泉駅下車すぐ 

季節 通年 

関連リンク 
浅虫温泉 
https://www.asamushi.com/ 

お問合せ【浅虫観光案内所】 

電話番号:017-752-2935 

 

http://www.nebuta.jp/
http://www.nebuta.or.jp/warasse/
mailto:warasse0@jomon.ne.jp
http://www.nebuta.or.jp/warasse/
https://www.hirosakipark.jp/sakura/
http://www.hirosakipark.jp/
https://www.asamushi.com/
http://www.google.co.jp/maps/@40.8255160,140.7455706,17z
http://www.google.co.jp/maps/@40.6109539,140.4653249,17z
http://www.google.co.jp/maps/@40.8911956,140.8622061,17z

