
白神山地エコツアー情報①　１１・１２月の予定

11月 12月

3日 晩秋の赤石渓流線の紅葉のツアー 3000円 白神自然学校一ツ森校（鰺ヶ沢町） 12日 山の神記念植樹＆神事 1000円 高山（藤里町）

8:30～13:00

7日 健康アップ講座 part1 1000円 御所の台（八峰町） 25日 野はらカフェ て･と･て･と 500円 弘前公園（弘前市）

10:00～12:00

14日 山の感謝祭＆夜の森体験@わら森 １０００円 わらはんどの森（西目屋村）

◎お問い合わせ　つがる野自然学校　080-5260-2809

21日 津軽の殿様古道探索ツアー 2000円 白神自然学校一ツ森校（鰺ヶ沢町）

発行　環白神エコツーリズム推進協議会

　☎　0185-79-3005

新企画！ガイドだけで行っていた行事に参加してみませんか。山を想う一日です。
◎お問い合わせ　秋田白神ガイド協会 0185-79-2518

絵本の読み聞かせ・お散歩・自然体験活動ほか…
◎お問い合わせ　つがる野自然学校　080-5260-2809

◎お問い合わせ　白神自然学校一ツ森校　0173-82-7057

里山健康ウォーキング（御所の台里山）
◎お問い合わせ　あきた白神体験センター　0185-77-4455

青森市からは一人3500円。白神自然学校集合の場合は2000円。
◎お問い合わせ　白神自然学校一ツ森校　0173-82-7057



白神山地エコツアー情報②

申し込み型ツアー

八峰町白神ガイドの会 ※全て一人料金 秋田白神ガイド協会　 ※団体料金（5名まで）

・御所の台コース 1～1.5時間 八峰町 4000円 ◎プライベートガイド

・十二湖コース 1.5～2時間 深浦町 6000円 ・高山 3～4時間 藤里町 23000円

・留山コース 2時間 八峰町 4000円 ・七座山 5～6時間 能代市 23000円

・三十釜コース 1時間 八峰町 2000円 ・スノーシュートレッキング 7時間 28000円

・その他オプション追加の場合 １時間あたり 1000円 ・田代岳 10時間 大館市 28000円

お問い合わせ　八峰町白神ガイドの会　0185-70-4211 お問い合わせ　秋田白神ガイド協会　0185-79-2518

白神マタギ舎　 ※全て団体料金 白神自然学校一ッ森校 ※全て一人料金

・十二湖 2時間 深浦町 20000円 ・十二湖青池・ブナの原生林散策 ２時間 深浦町 3000円

・西目屋村に宿泊 1泊2日 西目屋村 2人で20000円～ ・津軽藩の港物語巡り 2時間 鰺ヶ沢町 2000円

お問い合わせ　白神マタギ舎　0172-85-2628 ・北前船寄港地巡り 2時間 深浦町 1000円

秋田白神体験センター ※全て団体料金（8人まで） お問い合わせ　白神自然学校一ツ森校　0173-82-7057

・十二湖周辺散策と自然観察 4時間 深浦町 6000円 八峰町ジオパークガイドの会

・ナイトハイク　 1～2時間 八峰町 4000円　 ・三十釜無料ガイド 1時間 八峰町 無料

・海辺の自然観察・生き物調べ　 2時間 八峰町 4000円 　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

・留山（ブナの天然林）散策 3時間 八峰町　 4000円 園「三十釜」の案内をする。５月～１１月の土日祝１０：００～１６：００。

・御所の台里山トレッキング 1～2.5時間 八峰町　 4000円 お問い合わせ　八峰町ジオパークガイドの会　0185-76-4605

・白神山地のジオサイト・ツアー 2時間 八峰町　 4000円 十二湖森の会 ※全て一人料金

お問い合わせ　秋田白神体験センター　0185-77-4455 ・「十二湖の森」森林セラピーウォーク 2.5時間 深浦町 12000円

白神山地ガイド会 ※全て団体料金 ・新緑から紅葉まで十二湖地内フルトレッキング 6時間 深浦町 20000円

岩木山登山 6時間 西目屋村 33000円 ・誰でもかんたんに十二湖トレッキング！ 3時間 深浦町 10000円

・十二湖お手軽コース 1～1.5時間 深浦町 13200円 お問い合わせ　十二湖森の会　0173-77-3113

・十二湖フルトレッキング ６時間 深浦町 27500円

・十二湖満喫コース 3時間 深浦町 16500円

お問い合わせ　白神山地ガイド会　0172-55-0090

発行　環白神エコツーリズム推進協議会

　　　　☎　0185-79-3005



白神山地エコツアー情報③

体験 イベント

秋田白神体験センター ※全て一人料金 11月17日 企画展「秋をもう一度」 無料 白神山地世界遺産センター（藤里館）（藤里町）

・磯釣り体験 700円 2～3時間 秋田白神体験センター（八峰町） ～1月中旬 秋の白神山地を写真で紹介

・白神こだま酵母ピザづくり体験 1100円 1.5時間 秋田白神体験センター（八峰町） お問い合わせ　白神山地世界遺産センター（藤里館）　0185-79-3005

・本館そば打ち体験・石川そば打ち体験 1000円 2.5時間 秋田白神体験センター（八峰町） 11/28 クリスマスリース教室 無料 白神山地ビジター（西目屋村）

・白神こだま酵母パンづくり体験 1000円 2.5時間 秋田白神体験センター（八峰町） 9:30～12:00 自然素材で自作リースを作って楽しむ 

・豆腐づくり体験 1000円 1.5～2時間 秋田白神体験センター（八峰町） お問い合わせ　白神山地ビジターセンター　0172-85-2810

・郷土料理づくり体験 2300円 2.5時間 秋田白神体験センター（八峰町） 11/28 クリスマス・クラフトワークショップ 1000円 弘前公園（弘前市）

・バードコール作り 500円 0.5時間 秋田白神体験センター（八峰町）

・ジェルキャンドルづくり 1000円 1時間 秋田白神体験センター（八峰町） お問い合わせ　つがる野自然学校　080-5260-2809

・思い出ビンビン 500円 0.5～1時間 秋田白神体験センター（八峰町） ～11月下旬 「一期一会」山の写真展 無料 白神山地ビジターセンター（西目屋村）

・マイ箸づくり 500円 1～1.5時間 秋田白神体験センター（八峰町） 白神山地で出会った方々の写真を展示

・小枝のえんぴつ，ボールペン作り 500円 1～1.5時間 秋田白神体験センター（八峰町） お問い合わせ　白神山地ビジターセンター　0172-85-2810

・貝がらストラップ作り 500円 1時間 秋田白神体験センター（八峰町） 12/12 クリスマス・クラフトワークショップ 1000円 弘前公園（弘前市）

お問い合わせ　秋田白神体験センター　0185-77-4455

白神自然学校一ッ森校 お問い合わせ　つがる野自然学校　080-5260-2809

・田舎料理づくり体験 3000円 3時間 白神自然学校一ッ森校（鰺ヶ沢町） 12/12 正月飾り作り教室 無料 白神山地ビジター（西目屋村）

・漬け物料理実習体験 ３０００円 ３時間 白神自然学校一ッ森校（鰺ヶ沢町） 午前・午後 華やかな正月飾りを作って季節を楽しむ

・けの汁づくり体験 1000円 2時間 白神自然学校一ッ森校（鰺ヶ沢町） 各１回 お問い合わせ　白神山地ビジターセンター　0172-85-2810

お問い合わせ　白神自然学校一ツ森校　0173-82-7057 12/19 クリスマス直前のリースづくり教室 1500円 白神自然学校一ッ森校（鰺ヶ沢町）

ブナコ株式会社西目屋工場　

・BUNACOの小物入れを作ろう！ 3300円 1.5時間 ブナコ株式会社西目屋工場（西目屋村） お問い合わせ　白神自然学校一ツ森校　0173-82-7057

・世界にひとつだけのオリジナルBUNACOを作ろう！ 8800円 1.5時間 ブナコ株式会社西目屋工場（西目屋村）

お問い合わせ　ブナコ株式会社西目屋工場　0172-88-6730

発行　　　環白神エコツーリズム推進協議会

☎　0185-79-3005


