
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行 環白神エコツーリズム推進協議会 

☎ 0185-79-3005 

※上記のものは全て予定となります。状況により予定が変更される場合もありますので、あらかじめご了承ください。詳しい情報は各団体までお問合せをお願いいたします。 

津軽白神ツアー 
水陸両用バス「ニシメヤ・ダムレイクツアー」 2500円 1時間 西目屋村 

北東北唯一の水陸両用バスでダム湖をクルージング。世界自然遺産「白神山地」の山々を遠くに眺めながら雄大

な景色をお楽しみください。 

お問い合わせ 津軽白神ツアー 0172-85-3315 

A'GROVE 
ラフティング 4400円～ 2時間 西目屋村 

白神山地を源流とする清流「岩木川」をゆったりと下るラフティングです。景色を眺めながら、滑るように川を下

るのが特徴です。※ガイド料、レンタル料（ドライスーツを除く）、保険料、税込み 

カヌーツーリング 5500円～ 2時間 西目屋村 

白神山地から流れる大川と暗門川が合流する美山湖をカナディアンカヌー、シットインカヌー、シットオンカヌー

（タンデム）で漕いでいきます。 

お問い合わせ A'GROVE 080-2836-1735 

津軽白神ツアー 

◎里山探見！にしめや 2500円 2.5時間 西目屋村 
世界自然遺産「白神山地」の麓に広がる西目屋村の見どころスポットを地元のガイドとのんび

り歩いて巡ります。 

◎里山探見！にしめや（昼食付） 3500円 2.5時間 西目屋村 
世界自然遺産「白神山地」の麓に広がる西目屋村の見どころスポットを地元のガイドとのんび

り歩いて巡ります。ご昼食は西目屋産のそば粉を使った「白神そば」をご賞味いただきます。 

お問い合わせ 津軽白神ツアー 0172-85-3315 

白神ガイドツアーズ  

◎岳岱トレッキング日帰りツアー 39240円 7時間 藤里町 
ガイドと一緒に岳岱をトレッキング。貸切タクシー利用のプライベートツアー。参加費は、1 台（4 名乗車可）

の貸し切りタクシー料金です。 

◎岳岱トレッキング日帰りツアー 8200円～ 10時間 藤里町 
ガイドと一緒に岳岱をトレッキング。貸切タクシー利用のプライベートツアー。参加費は、お一人様 8,200

円（2名様のご参加）～4,100円（5名様以上のご参加）です。 

お問い合わせ 白神ガイドツアーズ http://shirakami.shop23.makeshop.jp/ 

ヒーリングエコツアーPROガイド エコ遊 

◎白神は、命のバトンタッチのステージだ歩いて感じて感動するところ 20000円～ 
ブナ林 1時間 30分～2時間 滝コース 3時間 縦走コース 4時間 西目屋村中心 

お問い合わせ ヒーリングエコツアーPROガイド エコ遊 0172-36-2785 

西巻正治 絵画展 無料 開催中（～8/1） 

お問い合わせ 十二湖エコ・ミュージアム 0173-77-3113 

8/2～3白神のわんぱく夏塾 13000円 一泊二日 
日本海と白神山地の自然のなかで、学び、遊び、つくる体験をする夏のわんぱく塾です。 

お問い合わせ 秋田白神体験センター 0185-77-4455 

7/30～8/2白神ジュニアレンジャーキャンプ challengeコース 20000円 
世界自然遺産白神山地を舞台に、白神山地のブナ林から清流赤石川、流域に広がる田畑そして日

本海へとつながる海・川・森・里のつながりを自身の目と足を使い、ブナ林の中の湧き水から日本海

まで赤石川に沿って約 50㎞のトレッキングに挑戦します。 

お問い合わせ つがる野自然学校 080-5260-2809 

八峰町白神ガイドの会 
町主催のガイド養成講座を受講終了したガイドで構成しています。自然観察会やエコツアーを案内すること

ができますので、白神山地を登山するときは安全で楽しくためになるガイドの同伴をお勧めします。 

二ツ森コース 9000円 留山コース 4000円 

十二湖コース 6000円 三十釜コース 2000円 

御所の台コース 4000円 その他オプション追加の場合、１時間あたり 1000円。 

お問い合わせ 八峰町白神ガイドの会 0185-70-4211 

白神山地ガイド会 

◎震災復興支援プラン ※全て一人料金 
思いっきりぬれちゃえぇ！暗門の滝コース 8800円 濡れずに行こう！暗門の滝とブナ林散策道コース 6600円 

世界遺産の径・ブナ林散策道満喫コース 3850円 マザーツリー＆高倉森自然観察歩道往復コース 35500円 

ブナMORIカフェコース 4950円  マザーツリー＆高倉森自然観察歩道縦走コース（弁当付）12000円 

◎プライベートガイド ※全て団体料金 
暗門の滝コース（川歩き有り・装備付き）35000円 世界遺産の径・ブナ林散策道お手軽コース 13200円 

世界遺産の径・ブナ林散策道満喫コース 16500円 マザーツリー＆高倉森自然観察歩道縦走コース 27500円 

マザーツリー＆ブナ巨木ふれあいの径 22000円 マザーツリー＆高倉森自然観察歩道往復コース 22000円 

濡れずに行く暗門の滝コース 19800円 クマゲラの森 33000円 

十二湖お手軽コース 13200円  十二湖満喫コース 16500円 

十二湖フルトレッキング 27500円  白神岳登山33000円 

二ツ森登山 22000円  小岳登山 27500円 

藤里駒ヶ岳登山 27500円  岳岱自然教育林 16500円 

お問い合わせ 白神山地ガイド会 0172-55-0090 

8/21夏休みは虫捕り！！ 500円 13:00～16:00 藤里町 
昆虫採集をしながら虫の住む環境や、生活、図鑑の見方などを学びます。虫捕りを楽しみ

ながら学ぶ半日です。 

お問い合わせ 白神山地世界遺産センター（藤里館） 0185-79-3005 

7/18～19初夏の白神エコロジー体験ツアー然ケ岳トレッキングコース 18000円 一泊二日 
(ガイド・宿泊・食事 3食・保険代付き)  

お問い合わせ 白神自然学校一ツ森校 0173-82-7057 

7/18白神アロマ蒸留体験ツアー 5000円 9:00～15:00 
(蒸留水・保険代・昼食込み) 

お問い合わせ 白神自然学校一ツ森校 0173-82-7057 

八峰町ジオパークガイドの会 

◎三十釜無料ガイド 1時間 八峰町 
八峰白神ジオパークガイドの会員がぶなっこランド森林科学館に常駐し、無料で館内や県立自然公園「三十

釜」の案内をする。５月～１１月の土日祝１０：００～１６：００。 

お問い合わせ 八峰町ジオパークガイドの会 0185-76-4605 

1回目 7/24 2回目 7/25 岩木川子ども水辺の安全教室 無料 9:00～ 
全員ライフジャケット着用し、川の安全を学びます。カヌー体験もします。 

お問い合わせ 岩木山自然学校 0172-83-2670 

7/24～25初夏の白神エコロジー体験ツアー天狗岳トレッキングコース 18000円 一泊二日 
(ガイド・宿泊・食事 3食・保険代付き)  

お問い合わせ 白神自然学校一ツ森校 0173-82-7057 

大岳と小岳展 無料 開催中 
大岳（藤里駒ケ岳）と小岳の企画展です。 

お問い合わせ 白神山地世界遺産センター（藤里館） 0185-79-3005 

7/22～24白神ジュニアレンジャーキャンプ Basicコース 15000円 
世界遺産白神山地を舞台に、体験学習を通して「世界自然遺産の価値」について学び、協同学習を用いて

その価値を「将来にわたって保全する方法」について考えます。青森県西部、通称「西海岸」は山と海が密接

しており、川を中心に里地の広がる地域です。その地域で暮らす方と一緒に時間を過ごし、環境について学

びます。基本的な野外活動ならびに自己の管理を中心としたキャンプ活動初心者向けの活動を行います。 

お問い合わせ つがる野自然学校 080-5260-2809 

秋田白神体験センター 八峰町中心 ※全て一人料金 
シーカヤック   磯あそび・海水浴 

海辺の自然観察・生き物調べ  磯釣り体験 

白神こだま酵母パンづくり体験 1000円 白神こだま酵母ピザづくり体験 1100円 

豆腐づくり体験 1000円  本館そば打ち体験・石川そば打ち体験 1000円 

郷土料理づくり体験 2300円  貝がらストラップ作り 

バードコール作り   小枝のえんぴつ，ボールペン作り 

ジェルキャンドルづくり  マイ箸づくり 

思い出ビンビン 

お問い合わせ 秋田白神体験センター 0185-77-4455 

8/22日本海と友達 3000円 
夏の日本海でシーカヤックに挑戦。食づくりも。 

お問い合わせ 秋田白神体験センター 0185-77-4455 

白神マタギ舎 ※全てグループ料金 
高倉森 16000～20000円 マタギ道 15000～25000円 

ブナ林散策道 7000～12000円 巨木ふれあいの径 10000～12000円 

暗門の滝 10000～15000円 津軽峠～赤石 20000～25000円 

白神岳 30000円 二ッ森 15000円 

十二湖 12000～20000円 夏の沢歩き 20000～25000円 

マタギ小屋泊 40000円～ 西目屋村に宿泊 二人で20000円～ 

山の中でキャンプ 40000円～ 

お問い合わせ 白神マタギ舎 0172-85-2628 

秋田白神体験センター 八峰町中心 ※全て一人料金 
白神山地二ツ森登山 9000円     留山（ブナの天然林）散策 4000円 

十二湖周辺散策と自然観察 6000円     御所の台里山トレッキング 4000円 

ナイトハイク（夜のハイキング）4000円    白神山地のジオサイト・ツアー4000円 

お問い合わせ 秋田白神体験センター 0185-77-4455 

8/22夏の白神は沢歩き（中級編）～世界遺産からの清流を歩いてみよう～ 
白神の夏は、沢歩きなくして語れません。ブナの森のしずくが集まる清流は格別です！ 

お問い合わせ 秋田白神ガイド協会 0185-79-2518 

秋田白神ガイド協会 ※団体料金（5名まで） 

◎プライベートガイド 
高山・二ッ森・七座山 23000円  白神岳 35000円 

藤里駒ケ岳・小岳・田代岳・森吉山 28000円 岳岱自然観察教育林・田苗代湿原・里山20000円 

リバートレッキング 28000円   

◎トレッキングパック 
「ホテルゆとりあ藤里」１泊２食＋現地ガイド＋昼食弁当 1名 22000円～（３名様以上） 

お問い合わせ 秋田白神ガイド協会 0185-79-2518 

7/25夏の白神は沢歩き（初級編）～はじめての白神リバートレッキング～ 4000円 
白神山地でリバートレッキングデビューしてみませんか？ひんやりした清流を歩くのはﾁｮｰｷﾓﾁｲｲｨ‼ 

お問い合わせ 秋田白神ガイド協会 0185-79-2518 

8/8今すぐ体感！ 湯の沢川すべり！！！ 無料 10:00～15:00 
新アクティビティ誕生！タイヤチューブに乗って Let's川下り！湯ノ沢川(西目屋村) 

お問い合わせ 白神山地ビジターセンター 0172-85-2810 

8/1白神大冒険！ 親子ウォークラリー 無料 10:00～15:00 
大自然の中で親子一緒にウォークラリーを目一杯楽しもう！／大秋遊々の森(西目屋村) 

お問い合わせ 白神山地ビジターセンター 0172-85-2810 

7/24・7/25午前・午後各 1回 ハーバリウム教室 
ハーバリウムでオリジナル作品を作る／ビジターセンター工作室 

お問い合わせ 白神山地ビジターセンター 0172-85-2810 

7/25アウトドアの教養講座 無料 13:30～14:30 
山の疲れない登り方・歩き方の基本／ビジターセンター会議室 

お問い合わせ 白神山地ビジターセンター 0172-85-2810 
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8/5～6粕毛地区の農家民宿で宿泊体験をしてみませんか 2500円 一泊二日 
木いちごの摘み取りや川遊び体験、農家民宿のお母さんと一緒に夕食作りなどを通じて夏休みの

思い出作ってみませんか。 

お問い合わせ ふじさと元気塾 0185-74-6102 

秋田県 

8/8 沢歩き＆シーカヤック 無料 八峰町 

お問い合わせ 白神コミュニケーションズ 0185-88-8220 

7/25 クイズラリー＆カヌー 無料 能代市 

お問い合わせ 白神コミュニケーションズ 0185-88-8220 

7/31 山の食べ物＆川の生き物 無料 藤里町 

お問い合わせ 白神コミュニケーションズ 0185-88-8220 

秋田県 

秋田県 

秋田県 

白神案内山の会  ※全て一人料金 

◎一度で二度おいしい！ブナ林＆滝！（暗門の滝） 1人６0００円 
ブナ林を散策し、河原を歩いて滝を見てレフレッシュしてもらいます。暗門の滝で膝まで濡

れてみませんか？無料でスパイク付き地下足袋をお貸致します 

お問い合わせ 白神案内山の会 0172-88-3001 

青森県 


