
別紙　１

№ タイトル 県名
見るもの(40)

1 青森ねぶた祭 青森
2 弘前公園（国指定史跡「弘前城跡」） 青森
3 五所川原立佞武多 青森
4 奥入瀬渓流 青森
5 恐山 青森
6 田舎館村田んぼアート 青森
7 鶴の舞橋 青森
8 十和田湖 青森・秋田
9 白神山地（十二湖「青池」、遊山道など） 青森・秋田
10 盛岡さんさ踊り 岩手
11 浄土ヶ浜 岩手
12 歴史公園えさし藤原の郷 岩手
13 平泉―仏国土（浄土）を表す建築・庭園及び考古学的遺跡群― 岩手
14 龍泉洞 岩手
15 八幡平　雪の回廊 岩手・秋田
16 仙台七夕まつり 宮城
17 伊豆沼・内沼 宮城
18 松島湾　四大観 宮城
19 鳴子峡 宮城
20 船岡城址公園と白石川堤一目千本桜の桜 宮城
21 松島流灯会海の盆 宮城
22 蔵王の御釜 宮城・山形
23 蔵王の樹氷 宮城・山形
24 秋田竿燈まつり 秋田
25 会える秋田美人「あきた舞妓」 秋田
26 横手のかまくら 秋田
27 なまはげ紫灯まつり 秋田
28 全国花火競技大会「大曲の花火」 秋田
29 角館武家屋敷の桜 秋田
30 山形花笠まつり 山形
31 宝珠山立石寺（山寺） 山形
32 出羽三山(月山・羽黒山・湯殿山) 山形
33 花見山 福島
34 福島わらじまつり 福島
35 鶴ヶ城 福島
36 いわき回転櫓盆踊大会 福島
37 三ノ倉高原花畑 福島
38 相馬野馬追 福島
39 大内宿 福島
40 日本有数の湖水地方「裏磐梯」 福島

東北六県　見るもの・食べもの・買いもの　100選リスト



別紙　１

№ タイトル 県名

東北六県　見るもの・食べもの・買いもの　100選リスト

食べもの(25)
1 のっけ丼 青森
2 シードル 青森
3 いちご煮 青森
4 八戸せんべい汁 青森
5 深浦マグロステーキ丼 （マグステ丼） 青森
6 目屋豆腐 青森
7 大間マグロ 青森
8 盛岡三大麺 岩手
9 わんこそば 岩手
10 どぶろく 岩手
11 もちの聖地・一関 岩手
12 陸前高田ホタテとワカメの炙りしゃぶしゃぶ御膳 岩手
13 塩竈寿司海道（塩竈の寿司） 宮城
14 世界のブランド「気仙沼産フカヒレ」 宮城
15 白石温麺（うーめん） 宮城
16 かき 宮城
17 南三陸キラキラ丼 宮城
18 横手やきそば 秋田
19 比内地鶏 秋田
20 守り継がれる職人の技と味　「稲庭うどん」 秋田
21 きりたんぽ鍋 秋田
22 小坂町のソールフード　　かつらーめん 秋田
23 山形芋煮 山形
24 さくらんぼ 山形
25 ねぎそば 福島

買いもの(14)
1 津軽塗（つがるぬり） 青森
2 津軽こぎん刺し 青森
3 南部せんべい 青森・岩手
4 琥珀 岩手
5 笹蒲鉾 宮城
6 気仙沼から、もっと美しく。フカコラーゲン（ミスト・ジェル） 宮城
7 気仙沼のオンリーワンジーンズ 宮城
8 鳴子伝統こけし 宮城
9 大館曲げわっぱ 秋田
10 角館樺細工 秋田
11 伝統的工芸品「羽越しな布」 山形
12 会津塗 福島
13 起き上がり小法師 福島
14 川俣シルク（フェアリー・フェザー） 福島

体験(21)
1 八甲田 青森
2 りんご収穫体験 青森
3 鮫銀座☆漁師の隠れ家　はしご酒　体験ツアー 青森
4 八戸の横丁文化 青森
5 津軽鉄道 青森
6 雪国地吹雪体験 青森
7 黄金崎不老ふ死温泉　　（こがねざきふろうふしおんせん） 青森
8 JR五能線・リゾートしらかみ 青森・秋田
9 みちのく潮風トレイル 青森・岩手・宮城・福島

10 ようこそ青の洞窟へ！浄土ヶ浜マリンハウス 岩手
11 津波文化の変遷「津波防災の町」宣言の田老の備えと教訓 岩手
12 サッパ船アドベンチャーズと大津波語り部 岩手
13 おおだて農家民宿 秋田
14 乳頭温泉郷 秋田
15 小坂鉄道レールパーク 秋田
16 じゅんさい摘み取り体験 秋田
17 足湯カフェ　チットモッシェ 山形
18 鶴岡市立加茂水族館(クラゲドリーム館) 山形
19 銀山温泉 山形
20 スパリゾートハワイアンズ 福島
21 いちご狩り 福島


