
収穫体験！

中泊町

大間町五戸町

七戸町

に泊まって

青森には白神山地や奥入瀬渓流のように有名な景勝地はもちろん、その恵まれた自然を生かした
 農林漁業が非常に盛んです。今回は青森の魅力を体験し尽せる宿泊プランをご用意いたしました。

おトクに泊まりながら、青森の魅力を体験しませんか？

青森県

青
森県農泊需要拡大応援事業

施設情報は中面をご覧ください！

青 森再発見！

体験型！

自然・食・文化

味わう旅！

農林漁業体験民宿

キャンペーン期間中のお得な宿泊プラン！

5,500円宿 泊 費 割引！
1,000円から泊まれるプランも！

製作体験！

お料理体験！

旬の味覚を味わう！

お一人さま
あたり

事業についてのお問い合わせ先／青森県構造政策課  農村活性化グループ  TEL.017-734-9534

キャンペーンについて詳しくは

検索農林漁業体験民宿に泊まって青森再発見！2022

五所川原市

1泊2食（夕・朝）

体験型民宿 葵

葵特選！大間マグロ堪能
マグロ珍味プラン

9,800円〜14,800円

○住 下北郡大間町大字大間字大間平17-669
☎0175-37-4212

26

大間マグロの刺身や珍味をいただけるほか、
マグロを水揚げしている現地をご案内し
ます。宿泊者には、プレゼントがあります。
貸切も可能です。

ホームステイ型

1泊2食（夕・朝）

美湊や

海鮮料理体験プラン
3,500円

○住 北津軽郡中泊町大字小泊大山長根115-6
☎0173-64-3974

23

日本海に臨む小さな港の隠れ宿。親父が
漁師の民宿です。新鮮な海の幸で料理体
験が楽しめます。

その他

青森県・北海道・岩手県・秋田県・宮城県・山形県・福島県 居住者限定

本キャンペーンをご利用の際は、身分証明書の提示とともに、3回分の新型コロナワクチン接種
済証明またはPCR検査等の陰性証明の提示（旅行開始日において有効なもの）が必要です。

青森県内居住者の方は、2回分の新型コロナワクチン接種済証明（ただし、2回目の接種日から
14日以上経過しているもの）の提示で、本キャンペーンのご利用が可能です。

民泊宿屋
PittINN

19

○住 五所川原市みどり町4-46
本店・やぐら

○住 五所川原市姥萢字桜木28-4
羽藤苑

○住 五所川原市みどり町4-19
つるや（離れ）

○住 五所川原市みどり町4-131
みどり屋（離れ）

○住 鶴田町鶴田字生松128-3
鶴田

○住 五所川原市稲実字米崎118-5
洋館

（青森再発見）
  自然・伝統・文化・食・生活・
  地域資源を「感じ撮る」プラン

1,000円〜25,499円食事要相談

五所川原市・鶴田町

旅のニーズに応える個性的で、お得、おも
しろいお宿。豊富な体験プランでお待ち
しています。

ホームステイ型

ホームステイ型

一棟貸し

一棟貸し

一棟貸し

一棟貸し・別棟

さそざき

○住 上北郡七戸町字中野14-7
☎0176-68-2748

24

豊かな自然、土に触れる喜びを感じながら、
実家で過ごすような安心感があります。民
宿を含む敷地から、雄大な八甲田連峰を
見ることができます。ゆかたの着付体験な
どもできます。

ホームステイ型

共同調理1泊2食（夕・朝）

農作業と農家の食事を楽しむ
プラン

3,000円
1,000円未就学児

20 かなぎ元気村

○住 五所川原市金木町蒔田桑元39-2
☎0173-52-2882

共同調理1泊2食（夕・朝）

共同調理1泊2食（夕・朝）

青森ヒバの木工品／
工芸品づくり体験プラン

6,500円〜8,500円

共同調理1泊2食（夕・朝）

田舎料理／
昔スイーツづくり体験プラン

6,500円

奥津軽トレイル／
DAZAI健康トレイル体験プラン

5,500円〜

古民家でゆったど過ごす奥津軽のひととき。
お好み体験を選んで、リフレッシュできます。

一棟貸し

ホワイトハウス

県産杉を使った木工品作り
体験プラン

3,000円

21

食事なし自炊可

ご家族やグループに最適な一棟貸し。木
工品作りで味わえる達成感が魅力です。
作業は近くの工務店で作業します。宿は、五
所川原駅から、徒歩10分で移動可能です。

一棟貸し

1,000円家族で１つの木工品を製作する場合

※別途経費負担有り

ときどきりんご園

里山でりんご栽培体験と
山菜料理づくりプラン

3,500円

○住 五所川原市大字神山字山越1-8
☎0173-29-3936

22

共同調理1泊2食（夕・朝）

愛情込めてりんごを栽培しています。栽培
体験や野草・山菜を生かした料理体験を
優しく指導します。稲作地域ならではの
わら工作体験も別料金で可能です。

ホームステイ型

2,000円小学生

※写真・イラストはイメージです。

ホームステイ型

音水小屋

農薬、化学肥料不使用、
不耕起の田畑で戯れるプラン　 

1,500円

厩（うまや）をリフォームしたワクワク滞在
空間のお宿。農作業や共同調理で農家暮
らしを体験できます。

25

1泊2食（夕・朝）

1,000円小学生

○住 三戸郡五戸町大字大倉又重字上エ平16-2
     090-2796-9974

○住 五所川原市錦町1-5
     090-4315-3446

連絡先共通     080-3405-5485
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弘前市

黒石市

つがる市

平川市

田子町

五所川原市

南部町
宿泊キャンペーン参加施設一覧
●ご予約・販売状況、宿泊プランの内容などのお問合せは、各宿泊施設へ直接お尋ねください。
●料金は大人お一人様の割引後の税込料金です。 ●1回5連泊まで可、ただし宿泊施設によって異なる場合がございます。

ホームステイ型

わくわくファームさくらんぼ7

共同調理1泊2食（夕・朝）

天然温泉とみそ作り体験プラン
3,500円

共同調理1泊2食（夕・朝）

天然温泉と農作業体験・
旬のお野菜お料理プラン

3,000円

共同調理1泊2食（夕・朝）

天然温泉のお風呂と
旬の食材お料理プラン

2,000円

源泉掛け流し！！温泉入り放題！野菜たっぷ
りのお料理づくりと里山体験が楽しめます。

ホームステイ型

山の家9

共同調理1泊2食（夕・朝）

お客様に選んでいただく
フリープラン

2,500円

木の温もりを感じる癒しのお宿。季節ごと
の体験メニューを楽しめます。

ホームステイ型

大自然の中で、農家の食とふれあいを通じ、
楽しい思い出ができることを願っています。
第二の故郷と思っていただける体験・交流
を提供します。

そでむら

○住 三戸郡田子町大字田子字清水頭25
☎0179-32-4277

12

共同調理1泊3食（夕・朝・昼）

農業体験しながら農家の食と
自然を楽しむプラン

2,500円

15
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弘前での体験は、きっと感動や
発見があるかも？プラン

3,000円

岩木山が見えるホームステイ型のお宿。
りんごや季節の野菜収穫が楽しめます。

共同調理1泊2食（夕・朝）

ホームステイ型

アップルハート

○住 弘前市大字一町田字村元557-3
☎0172-82-2398

2

10月1日〜10月30日まで

風丸

古民家のんびりプラン
1,000円

○住 つがる市森田町山田山崎57-1
☎0173-82-5421

6

食事なし自炊可

一棟貸しの古民家です。畳の部屋で広々
と、ゆったり過ごすことができます。家族、
友人、グループ利用におすすめです。

一棟貸し

施設
MAP

五戸町五戸町

七戸町七戸町

南部町南部町

田子町田子町

平川市平川市

弘前市弘前市
鰺ヶ沢町鰺ヶ沢町

つがる市つがる市 五所川原市五所川原市

五所川原市五所川原市

中泊町中泊町

黒石市黒石市

大間町大間町

ホームステイ型

木村アグリハウス

晴れわたりたる大空の下で
レッツ農作業プラン

2,000円

○住 三戸郡南部町大字相内字沢構74
☎0179-34-2618

13

共同調理1泊2食（夕・朝）

田んぼや果樹の農作業体験。さくらんぼ
など各種フルーツの収穫体験を楽しめます。

「八助（はちすけ）」梅漬の作り方をやさしく
指導します。

一棟貸し

民宿ミミ

温泉満喫・お楽しみプラン
1,000円食事なし自炊可

○住 弘前市大字兼平字林元184-2
☎0172-82-3754

季節の花を楽しみながらの
アフタヌーンティープラン

1,000円
食事なし自炊可

弘前城へ車で15分。岩木山の麓でりんご
畑とお花に囲まれた自慢の一棟貸しの宿
です。周りは、りんご畑に囲まれ、岩木山
の眺望も楽しめます。

3

9月末まで

季節の野菜の収穫体験と
バーベキュープラン 1,500円

食事なし自炊可

9月末までcafe あさ

津軽三味線体験or
こぎん刺し体験付きプラン

6,500円〜8,000円

4

1泊2食（夕・朝）

ほっこりな青森時間を提供する一棟貸しの
宿。津軽三味線の演奏体験ができます。

一棟貸し

津軽三味線体験or
こぎん刺し体験付きプラン

1,500円〜3,000円食事なし

初駒の家

○住 黒石市大字元町7（旧佐藤酒造）
☎0172-53-0817

5

江戸時代の土と漆喰で建てられた日本の
伝統建築の母屋で、木の香りに包まれて
ぐっすり眠ることができますよ。ぜひ、おい
でください。

ホームステイ型

蔵跡地のミニ果樹園・
畑の野菜収穫プラン

3,000円
1,500円中学生以下

共同調理1泊2食（夕・朝）

雪国の暮らしを守る
「こみせ」柿渋塗りプラン

3,000円
1,500円中学生以下

共同調理1泊2食（夕・朝）

津軽独自の策庭
「大石武学流庭園」草取りプラン

3,000円
1,500円中学生以下

共同調理1泊2食（夕・朝）

杵と臼で餅つき体験プラン
3,000円

1,500円中学生以下

共同調理1泊2食（夕・朝）

ホームステイ型

ゆきあかりや

○住 平川市李平下安原5-1
☎0172-55-6093

まごわやさしい満足プラン
2,500円

体が喜ぶ優しい味と、驚きの品数の多さ。
ま（豆）ご（ごま）わ（海藻）や（野菜）さ（魚）
し（きのこ）い（いも）にそった御膳です。

8

1泊2食（夕・朝）

ホームステイ型

共同調理1泊2食（夕・朝）

いしやま

○住 平川市尾崎浅井118-1
☎0172-44-6241

花炭焼き体験（コーヒー提供）プラン
4,500円

里山で花炭を焼いている間、残り火でピザ
を焼き、炎を見ながらゆったりとした時間
を楽しみませんか？体験指導は、工房Junko
が実施しています。

10

ホームステイ型

西舘農園14

果物の収穫を一緒に楽しみましょう。梅の
加工方法もアドバイスします。

6月20日〜7月14日まで

さくらんぼ・梅の
収穫体験つきプラン

2,000円〜3,150円
1,000円〜1,500円小学生

9月15日〜10月14日まで

共同調理1泊2食（夕・朝）

ぶどう収穫体験つきプラン

2,000円〜2,400円
1,000円〜1,200円小学生

ホームステイ型

布施屋まめきち宿坊15

○住 南部町大字下名久井字台所屋敷2-1
☎0178-76-3828

共同調理1泊2食（夕・朝）

クルミの木の皮から
カゴを編むプラン

5,000円

共同調理1泊2食（夕・朝）

着物でお抹茶プラン
2,000円

共同調理1泊2食（夕・朝）

梅酢づくり体験プラン
2,000円

共同調理1泊2食（夕・朝）

山野草からつくる
コスメ手作りプラン

2,000円

百年先も続くことを目指す百笑ライフを
体験するプランです。

共同調理1泊2食（夕・朝）

手作りワッフルプラン
1,500円

共同調理1泊2食（夕・朝）

銘水を汲んでお茶するプラン
1,500円

共同調理1泊2食（夕・朝）

薪割りして薪ストーブを
楽しむプラン

1,500円共同調理1泊2食（夕・朝）

武農一如（合気道と農作業）
プラン

1,000円

ホッと庵・円山

りんご炭火串焼き体験プラン
3,300円

○住 五所川原市大字神山字境山26-15
☎0173-29-3345

17

1泊2食（夕・朝）

サイクリングプラン（土日限定・要相談）

7,500円1泊2食（夕・朝）

ホタルプラン
4,300円

1泊2食（夕・朝）

串焼きなどの体験のほか、元気いっぱいの
津軽のお母さんとの会話も楽しいプランで
す。宿からは、「津軽富士」とも呼ばれる岩
木山や、夜は星がきれいに見えます。

ホームステイ型

7月中旬〜8月上旬まで

農家民宿天馬

かぼちゃの笹餅作りプラン
2,000円

18

1泊2食（夕・朝）

夏・秋野菜収穫と漬物作りプラン
8月20日〜10月30日まで

1泊2食（夕・朝）

お子様に人気の笹餅づくりや、歴史探訪
プランで好奇心が刺激されます。家族や
グループに人気です。

五所川原市広田地区の
まち歩き探訪プラン

1,000円1泊2食（夕・朝）

一棟貸し

1,000円幼児

2,000円
1,000円幼児

24

共同調理1泊2食（夕・朝）

ホームステイ型

田沼

○住 三戸郡田子町字日ノ沢1-3
☎0179-32-4212

11

季節の農作業と田舎暮らし体験プラン
6,500円

ホップ栽培農家と一緒に農作業を。田舎
暮らしを体感できます。

2,500円小学生

ここからファーム

食事なし自炊可

お好きな体験プラスの
素泊まりプラン

1,000円

日常生活から離れ、自然にふれあいながら、
新しい体験をしてみませんか？バーベキュー、
焚き火、裂織、草木染など、様々な体験が
可能です。

1

一棟貸し

○住 弘前市松木平字富永24-4
     080-6029-6569

○住 南部町大字高瀬字上川原43-9
☎0178-76-2577       080-1800-9068

○住 黒石市浅瀬石川合189-9
     090-3982-2526

○住 平川市唐竹堀合25-17
     090-2981-1204

○住 五所川原市広田字榊森9-4
     090-4884-7815

一棟貸し

ファーム白戸

りんごの摘花作業から収穫等
その他の農業体験プラン

4,000円

16

共同調理1泊2食（夕・朝）

農作業体験の後は、津軽の郷土料理を
つくって楽しめます。季節の山菜・野菜を
使った郷土料理はオススメです。

ホームステイ型

Fukuyamaハウス

りんごの摘花作業から収穫の
農業体験プラン

2,000円

16

食事なし

○住 五所川原市大字七ツ館字鶴ヶ沼188
☎0173-28-2323      090-4316-8239

○住 五所川原市大字福山字広富116-5
☎0173-28-2323      090-4316-8239

○住 平川市唐竹高田49-4
     090-1065-5691

共同調理1泊2食（夕・朝）


