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

十二湖（青池）  
  

十二湖は、世界自然遺産白神山地にある 33 の湖沼の総称です。その中でも青池は、青インクを流したような神秘的な青色

で、水中には朽ちたブナの大木が横わたり、その様相は太陽と見る角度により様々に変化します。 

  
 

 

 

 

所在地・開催地 〒038-2206青森県西津軽郡深浦町大字松神 

アクセス 港より車で約 90分(65km) 

季節 4月～11月 

関連リンク 

アオーネ白神十二湖 
http://www.shirakami-jyuniko.jp/ 
深浦町 
http://www.town.fukaura.lg.jp/index.html 

お問合せ【深浦町観光課】 

電話番号: 0173-74-4412 

 

 

鶴の舞橋  
  

鶴の舞橋は、平成 6 年に架けられた、全長 300mを越える日本一長い木造の三連太鼓橋です。津軽富士見湖に映る姿は繊細

でとても美しく、遠くに岩木山を望むことが出来ます。 

  
 

 

 

所在地・開催地 〒038-3542 青森県北津軽郡鶴田町廻堰大沢 81-150  

アクセス 港より車で約 25分（15km） 

季節 通年 

関連リンク 
鶴田町観光ウェブマガジン メデタイ・ツルタ 
https://www.medetai-
tsuruta.jp/spot/sightseeing/tsurunomaibridge.html 

お問合せ【鶴田町企画観光課】 

電話番号: 0173-22-2111 

 

立佞武多の館  
  

五所川原市で毎年 8 月 4 日～8 日に開催される五所川原立佞武多で使用される大型の立佞武多が常時展示されており、祭り

では見ることのできない位置からじっくり見学ができます。また、祭りの映像を楽しめるほか、歴史も学べるなど立佞武多

のすべてが展示されています。 

  
 

 

所在地・開催地 〒037-0063 青森県五所川原市大町 506-10  

アクセス 港より車で 30分(19km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

6台 

関連リンク 
立佞武多の館 
http://www.tachineputa.jp/index.php 

お問合せ【立佞武多の館】 

電話番号: 0173-38-3232 メール：info@tachineputa.jp  

http://www.shirakami-jyuniko.jp/
http://www.town.fukaura.lg.jp/index.html
https://www.medetai-tsuruta.jp/spot/sightseeing/tsurunomaibridge.html
https://www.medetai-tsuruta.jp/spot/sightseeing/tsurunomaibridge.html
http://www.tachineputa.jp/index.php
http://www.google.co.jp/maps/@40.752196246160544,140.37724827090048,17z
http://www.google.co.jp/maps/@41.4108220,141.1659211,17z
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髙山稲荷神社  
  

髙山稲荷神社は、五穀豊穣、海上安全、商売繁盛の神様として大変ご利益のある神社です。またここでしか見ることのでき

ない幾重にも連なる鳥居はとてもインパクトがあり、一見の価値があります。 

  
 

 

所在地・開催地 〒038-3305 青森県つがる市牛潟町鷲野沢 147-1 

アクセス 港より車で約 35分（27km） 

季節 通年 

関連リンク 
つがる市役所ホームページ 

http://www.city.tsugaru.aomori.jp/ 

お問合せ【高山稲荷神社】 

電話番号: 0173-56-2015 

 

 

太宰治記念館「斜陽館」   
  

明治の大地主、津島源右衛門（太宰治の父）が建築した入母屋造りの建物で、1907 年に落成。米蔵にいたるまでヒバを使

い、階下 11室 278 坪、2 階 8室 116 坪、付属建物や泉水を配した庭園など合わせて宅地約 680 坪の豪邸で、戦後になって

から津島家が手放し、1996 年に旧金木町が買い取り、当時の様子を復元し、現在の記念館となりました。 

  
 

 

所在地・開催地 〒037-0202 青森県五所川原市金木町朝日山 412-1  

アクセス 港から車で約 46分（31km） 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

7台 

関連リンク 

NPO法人かなぎ元気クラブ 
http://www.kanagi-gc.net/dazai/index.html 
五所川原市役所 
http://www.city.goshogawara.lg.jp/ 

お問合せ【太宰治記念館「斜陽館」】 

電話番号: 0173-53-2020 

 

 

津軽三味線会館  
  

津軽三味線会館の展示室では津軽三味線の歴史や民謡、郷土芸能等を紹介。津軽三味線の生演奏もあり、事前予約でプロか

ら津軽三味線の体験指導(有料)を受けることができます。 

  
 

 

所在地・開催地 〒037-0202 青森県五所川原市金木町朝日山 189-3  

アクセス 港から車で約 46分（31km） 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

7台 

関連リンク 

NPO法人かなぎ元気クラブ 

http://www.kanagi-gc.net/syami/index.html 
五所川原市役所 
http://www.city.goshogawara.lg.jp/ 

お問合せ【津軽三味線会館】 

電話番号: 0173-54-1616 

 

http://www.city.tsugaru.aomori.jp/
http://www.kanagi-gc.net/dazai/index.html
http://www.city.goshogawara.lg.jp/
http://www.kanagi-gc.net/syami/index.html
http://www.city.goshogawara.lg.jp/
http://www.google.co.jp/maps/@40.90260474288981,140.45539815552124,18z
http://www.google.co.jp/maps/@40.903086670266774,140.45430887086619,18z
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津軽金山焼  
  

津軽金山焼は、金山の大溜池の底に堆積していた良質の粘土、風雪に耐えてきた大量の赤松を燃料に、釉薬は一切使わず、

1350 度と高温の登り窯でじっくりと焼き上げた焼締陶器です。 

深みのある独特の風合いは使い込むほど表情を変え、使う人の愛着に応えてくれます。 

窯場では、月 4～5 回窯焼きをしており、自由に見学することが可能です。 

  
 

 

所在地・開催地 〒青森県五所川原市大字金山字千代鶴 5-79  

アクセス 港より車で約 41分(27km) 

季節 通年 

関連リンク 

津軽金山焼 

http://kanayamayaki.com/ 
五所川原市役所 
http://www.city.goshogawara.lg.jp/ 
 

お問合せ【津軽金山焼】 

電話番号: 0173-29-3350  

 

   

五所川原立佞武多  
  

巨大な山車が力強いお囃子と「ヤッテマレ！ヤッテマレ！」の掛け声のもと、五所川原市街地を練り歩きます。大きいもの

だと高さ約 23m、重さ約 19トンもある山車は、その圧倒的迫力で沿道の観客を魅了します。 

一台一台がテーマを持ち、それを表現するために細かな造形と鮮やかな色使いが施されています。迫力あるお囃子と優美に

燈った立佞武多の絶妙なバランスは必見です 

  
 

 

所在地・開催地 青森県五所川原市街地 

アクセス 港から車で約 30分（19km） 

季節 8月 4日～8月 8日 

関連リンク 
立佞武多の館 
http://www.tachineputa.jp/index.php 

お問合せ【立佞武多の館】 

電話番号: 0173-38-3232 メール：info@tachineputa.jp 

 
  

深浦マグロステーキ丼 
  

 「青森県のマグロ＝大間のマグロ」というイメージが定着していますが、水揚げ高では深浦町が青森県ナンバーワン！ 

ということで、深浦町産の天然本マグロを三個の小どんぶり（マグロ刺身丼、マグロ片面焼きステーキ丼、マグロ両面焼き

ステーキ丼）で楽しむ、天然マグロの産地ならではのマグロ尽くしどんぶり御膳です。 

  

所在地・開催地 
〒038-0324 青森県西津軽郡深浦町大字深浦字苗代沢 84-2

ほか 

アクセス 港から車で約 70分（42km） 

季節 通年 

関連リンク 
深浦マグロステーキ丼公式サイト 
https://www.fukauramaguro.com/ 

お問合せ【深浦マグロ料理推進協議会事務局（深浦町観光課内）】 

電話番号: 0173-74-4412 

 

 

http://kanayamayaki.com/
http://www.city.goshogawara.lg.jp/
http://www.tachineputa.jp/index.php
mailto:info@tachineputa.jp
https://www.fukauramaguro.com/
http://www.google.co.jp/maps/@40.81213803043232,140.5081128872654,18z
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千畳敷海岸  
  

「日本の水浴場(すいよくじょう）55 選」、「日本の夕陽百選」に選ばれている千畳敷海岸は、1792 年（寛政 4 年）の地震に

より隆起して出来た岩床の海岸です。その昔、殿様が千畳の畳を敷き酒宴を催したといわれる岩棚が広大に続いています。

海水浴とキャンプのメッカでもあります。 

  
 

 

所在地・開催地 〒038-2504 青森県西津軽郡深浦町北金ヶ沢榊原  

アクセス 港より車で約 35分(22km) 

季節 通年 

関連リンク 
深浦町役場 

http://www.town.fukaura.lg.jp/index.html 

お問合せ【深浦町役場】 

電話番号: 0173-74-4412 

 

   

海の駅わんど  
  

新鮮な海の幸や農産物、土産品など鰺ヶ沢町の特産物が集まっています。食堂やカフェ、無料休憩所も併設し、観光情報コ

ーナーでは、観光・イベントのご案内や情報を提供しています。また、２階の鰺ヶ沢相撲館では町出身力士で鰺ヶ沢ふるさ

と大使の舞の海修平さんをはじめ、郷土出身力士の活躍を写真等で紹介しています。 

  
  

所在地・開催地 〒038-2753 青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字本町 246-4  

アクセス 港から車で約 10分（5km） 

季節 通年 

関連リンク 
あじ行く？ 
http://www.ajiiku.jp/index.html 

お問合せ【鰺ヶ沢町観光協会】 
電話番号: 0173-72-6661 

 
  

鰺ヶ沢ヒラメのヅケ丼 
  

 世界遺産白神山地の清流と日本海の荒波で育った鰺ヶ沢産ヒラメは極上の一品です。 

鯵ヶ沢ヒラメのヅケ丼は、鰺ヶ沢で獲れた新鮮なヒラメをタレに漬け込んでヅケにし、たっぷりとごはんにのせた贅沢な

ご当地丼です。店舗ごとに味付けや盛り付けが異なるので、様々な丼を楽しむことができます。 

  

所在地・開催地 
〒038-2753 青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字本町 200-2 ほか

 

アクセス 港から車で約 10分（5km） 

季節 通年 

関連リンク 
あじ行く？ 
http://www.ajiiku.jp/index.html 

お問合せ【鰺ヶ沢町政策推進課】 

電話番号: 0173-72-2111 

 

 

http://www.town.fukaura.lg.jp/index.html
http://www.ajiiku.jp/index.html
http://www.ajiiku.jp/index.html
http://www.google.co.jp/maps/@40.76827787086635,140.05222526576884,18z
http://www.google.co.jp/maps/@40.7793874,140.208231,17z
http://www.google.co.jp/maps/@40.78353586887866,140.20524566900917,18z

