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八戸港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

八戸せんべい汁  
  

八戸地方で愛され続けている八戸の郷土料理です。肉や魚、野菜などでダシをとった汁の中に、鍋用の南部せんべいを割り

いれて煮込んだもの。汁の旨みをたっぷりと吸ったせんべいは、「もちもち」とした食感になります。 

  
 

 

所在地・開催地 八戸市内 他 

アクセス 港よりバス・車で 15 分程度 

季節 通年 

関連リンク 
八戸せんべい汁研究所 
http://www.senbei-jiru.com/ 

お問合せ【VISIT はちのへ】 

電話番号: 0178-70-1110 

ホームページ: https://visithachinohe.or.jp/ 

 

八戸前沖さば  
  

「八戸前沖さば」とは、「八戸前沖さばブランド推進協議会」が認定した期間に、三陸沖以北の漁場で漁獲され、八戸港に

水揚げされたサバのことを言います。八戸港は国内のサバの主漁港としては最北端に位置し、秋口から海水温が急激に下が

る三陸沖で良質の脂を蓄えたサバは、品質・食味ともに高い評価を受けています。 

  
 

 

所在地・開催地 八戸市内 他 

アクセス 港よりバス・車で 15 分程度 

季節 通年 

関連リンク 
八戸前沖さばブランド推進協議会 
http://www.8saba.com/  

お問合せ【八戸前沖さばブランド推進協議会】 

電話番号: 0178-43-5111 

ホームページ: http://www.8saba.com/ 

  

館鼻岸壁朝市  
  

全国でも、最大規模の朝市が、毎週日曜日、館鼻漁港に出現します。普段は出港を待つ漁船が停泊している静かな漁港が、

日曜の夜明け前から賑やかになり、300 軒を超える出店と、朝市目当てのお客様で埋め尽くされます。八戸らしい新鮮な魚

介や焼き魚はもちろん、格安の野菜、炊き込みご飯やうどんといったお食事まで、ありとあらゆるものが揃っています。ま

た、お店の人との会話も楽しく、八戸の人情にも触れることができます。 

  
 

 

所在地・開催地 八戸市新湊３丁目  

アクセス 港よりバス・車で 15 分程度 

季節 3 月中旬～12 月 毎週日曜日 

関連リンク 

館鼻岸壁朝市 

https://visithachinohe.com/stories/tatehanaganpeki-

asaichi/ 

お問合せ【湊日曜朝市会事務局 大安食堂内】   

電話番号: 070-2004-6524 

ホームページ: http://minatonichiyouasaichikai.com/ 
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http://www.google.co.jp/maps/@40.5277653,141.5284599,17z
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八戸港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

陸奥湊駅前朝市   
  

市営魚菜小売市場を中心にその周辺一帯が朝市会場になる陸奥湊駅前朝市です。市営魚菜小売市場では、夜明けから新鮮な

魚介類や加工品が店頭に並びます。お客さんが市場内で購入したものを、その場で食べることができ、オリジナル朝ごはん

を楽しむことができます。(※八戸市営魚菜市場工事の為仮店舗にて営業中です。(令和 4 年度リニューアル予定)) 

  
 

 

所在地・開催地 JR 八戸線 陸奥湊駅前  

アクセス 港よりバス・車で 15 分程度 

季節 通年 

関連リンク 

八戸市営魚菜小売市場 

https://visithachinohe.com/stories/mutsuminato-ekimae-

asaichi/ 

お問合せ【八戸市営魚菜小売市場】 

電話番号:0178-33-6151 

ホームページ: https://visithachinohe.com/spot/hachinoheshiei-gyosai-kouri-shijo/ 

 

 

種差海岸   
  

蕪島から南東に伸びる海岸線で、白砂青松、大小の岩礁、小島が交互に続きます。また、高山植物と海浜植物の宝庫であり、

春から秋にかけてニッコウキスゲやノハナショウブなどの花々が咲き誇ります。広大な天然芝生地が代表的な景勝地です。 

  
 

 

所在地・開催地 八戸市鮫町  

アクセス 港よりバス・車で 30 分程度 

季節 通年 

関連リンク 
種差海岸インフォメーションセンター 

http://tanesashi.info/ 

お問合せ【種差海岸インフォメーションセンター】 

電話番号: 0178-51-8500 

ホームページ: http://tanesashi.info/ 

 

  

蕪島   
  

ウミネコの繁殖地として、国の天然記念物に指定されています。毎年３月上旬頃に数万羽のウミネコが飛来し、ウミネコの

鳴き声が響き渡ります。また、５月中旬頃には、島全体に咲き誇る菜の花の黄色とウミネコの白とが織り成す見事なコント

ラストを楽しむことができます。 

  
 

 

所在地・開催地 八戸市鮫町鮫 56－2  

アクセス 港よりバス・車で 20 分程度 

季節 通年 

関連リンク 
蕪嶋神社 
http://kabushima.com/jinjya/ 

お問合せ【蕪嶋神社】 

電話番号: 0178-34-2730 

ホームページ: http://kabushima.com/jinjya/ 
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山の楽校   
  

山の楽校は、廃校となった小中学校を利用した体験交流施設。南郷特産のそばを使ったそば打ち体験を中心に、豆腐、味噌

作り体験、炭焼き体験など、田舎暮らしの体験をすることができます。そば打ち体験は、会話も楽しく、自分で作ったそば

は格別です。 

  
 

 

所在地・開催地 八戸市南郷区大字島守字北ノ畑 6－2  

アクセス 港よりバス・車で 50 分 

季節 通年 

関連リンク 
山の楽校 
https://www.yamanogakkou.com/ 

お問合せ【山の楽校】 

電話番号: 0178-82-2222 

ホームページ: https://www.yamanogakkou.com/ 

 

 

 

 

キリストの墓   
  

新郷村には、不思議なスポットとしてキリストの墓と言われる場所があります。この村のことが書かれた古文書にキリスト

が処刑されずに日本に逃げてきて、この地で亡くなったと書かれていました。そして、100 年ほど前に村内に古文書通りの

土饅頭が見つかったため、現在は公園として地域の人に愛されています。 

  
 

 

所在地・開催地 新郷村大字戸来字野月 33-1 

アクセス 港よりバス・車で 60 分 

季節 通年 

関連リンク 
キリストの墓 
https://visithachinohe.com/spot/kirisutonohaka/ 

お問合せ【キリストの里伝承館】 

電話番号: 0178-78-3741 

ホームページ: http://www.vill.shingo.aomori.jp/sight/sight_main/kankou/sight-christ/ 

 

  

櫛引八幡宮   
  

南部一ノ宮の由緒ある神社です。南部氏初代光行公によって創建され、以降南部領総鎮守として約 800 年の歴史があると伝

えられています。国宝である「赤糸威鎧兜大袖付」、「白糸威褄取鎧兜大袖付」をはじめ、多数の文化財が収められています。 

  
 

 

所在地・開催地 八戸市八幡字八幡丁３  

アクセス 港よりバス・車で 20 分程度 

季節 通年 

関連リンク 
櫛引八幡宮 
http://www.kushihikihachimangu.com/ 

お問合せ【櫛引八幡宮】 

電話番号: 0178-27-3053 

ホームページ: http://www.kushihikihachimangu.com/ 
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是川縄文館   
  

是川や風張遺跡の出土品の展示などを通し、八戸の優れた縄文文化を発信する施設。縄文文化を代表する是川遺跡・風張１

遺跡の重要文化財とともに、国内に５点しかない縄文時代の国宝の一つ「合掌土偶」を見学することができます。 

  
 

 

所在地・開催地 八戸市大字是川字横山１  

アクセス 港よりバス・車で 30 分程度 

季節 通年 

関連リンク 
是川縄文館 
http://www.korekawa-jomon.jp/ 

お問合せ【是川縄文館】 

電話番号: 0178-38-9511 

ホームページ: http://www.korekawa-jomon.jp/ 

 

  

八戸三社大祭   
  

約 300 年の歴史と伝統を誇る、八戸地方最大のお祭り。毎年 7 月 31 日から 8 月 4 日まで開催され、神社行列と、豪華絢爛

な 27 台の山車が中心街を練り歩きます。太鼓と笛のお囃子と子どもたちの元気いっぱいの掛け声が独特の情緒を醸し出し

ます。 

  
 

 

所在地・開催地 八戸市中心街  

アクセス 港よりバス・車で 15 分程度 

季節 7 月 31 日～8 月 4 日 

関連リンク 
八戸三社大祭 

https://visithachinohe.com/stories/hachinohe-sannshataisai/ 

お問合せ【VISIT はちのへ】 

電話番号: 0178-70-1110 

ホームページ: https://visithachinohe.or.jp/ 

 

  

八戸酒造見学   
  

港町である八戸には酒造が古くから栄えていました。その象徴が創業 240年を超える酒蔵、八戸酒造。地元の人に愛される

酒蔵であり、近年は若い杜氏が新しい味を開発して全国的にも知られています。大正時代に建てられた蔵などは文化財の指

定も受けています。ここでは酒蔵見学や試飲体験ができます。 

 

  
 

 

所在地・開催地 八戸市大字湊町字本町 9 番地 

アクセス 港よりバス・車で 15 分 

季節 通年 

関連リンク 
八戸酒造 
www.mutsu8000.com/ 

お問合せ【八戸酒造】 

電話番号: 0178-33-1171 

ホームページ: www.mutsu8000.com/ 
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