
白神山地エコツアー情報①　７・８月の予定

７日 野はらカフェ て･と･て･と ＜５歩目＞夏のお空を眺めるお散歩会 ５００円 弘前公園（弘前市） １～４日 夏休みこどもキャンプ塾 ３００００円 白神自然学校一ツ森校（鰺ヶ沢町）

９：５０～１１：３０

9～10日 白神アロマ蒸留体験ツアー 13000円 白神自然学校一ツ森校（鰺ヶ沢町） １～７日 夏休みこどもキャンプ塾 ５００００円 白神自然学校一ツ森校（鰺ヶ沢町）

１０：００～

10日 二ッ森から白神岳を望む 1700円 二ッ森（八峰町） ５～８日 白神JrレンジャーキャンプChallengeコース ２００００円 白神岳（深浦町）

７：３０～１７：３０ ８：３０～１７：３０

１０日 カワガキ集まれ！in津軽の水辺 １０００円 赤石川（鰺ヶ沢町） ７日 今すぐ体感！　湯ノ沢川すべり！！！ 無料 湯ノ沢川（西目屋村）

８：３０～１５：００ １０：００～１５：００

１１日 北前船の文化をめぐる 無料 海の駅わんど（鰺ヶ沢町） ７日 白神体験塾　森と川と海はともだち 無料 三十釜（八峰町）

９：００～１２：００

16～１７日 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 白神自然学校一ツ森校（鰺ヶ沢町） ８日 津軽の京祭り『白八幡宮大祭』にふれる 無料 海の駅わんど（鰺ヶ沢町）

１５：３０～１７：００ ９：００～１２：００

17日 白神アロマ蒸留体験ツアー 5000円 白神自然学校一ツ森校（鰺ヶ沢町） １１日 白神山地クルージング！？海から白神山地を仰ぎ見る！！！ ２７００円 （深浦町）

９：００～１５：００ ８：３０～１６：２０

23～24日 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 白神自然学校一ツ森校（鰺ヶ沢町） １１日 里の森カフェ １０００円 岩木川（弘前市）

１２：００～１７：００

２３～２５日 白神JrレンジャーキャンプBasicコース １５０００円 赤石川（鰺ヶ沢町） ２０～２１日 大人の癒し白神アロマ蒸留体験ツアー １２０００円 白神自然学校一ツ森校（鰺ヶ沢町）

８：３０～１７：３０ １０：００～１３：００

24日 白神体験塾　森の恵みを運ぶ川 無料 （能代市/藤里町） ２１日 山の森カフェ １０００円 赤石川（鰺ヶ沢町）

３１日 白神体験塾　白神の水をさぐる 無料 八峰白神ジオパーク（八峰町） 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）

９：００～

３１日 カワガキ集まれ！in津軽の水辺 １０００円 岩木川（弘前市） ２１日 白神山地で至福の一杯を♪アウトドアコーヒー入門 ７００円 暗門の滝（西目屋村）

１０：００～１５：００ １０：００～１４：００

31日 目指せタカヘグリ！大川沢歩き 無料 大川（西目屋村） ２７～２８日 大人の癒し白神アロマ蒸留体験ツアー １２０００円 白神自然学校一ツ森校（鰺ヶ沢町）

９：００～１６：００ １０：００～１３：００

２８日 白神アロマ蒸留体験ツアー ５０００円 白神自然学校一ツ森校（鰺ヶ沢町）

９：００～１５：００

※新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、中止・延期になることがあります。

あらかじめご了承ください。

発行　環白神エコツーリズム推進協議会

　☎　0185-79-3005

◎お問い合わせ　白神自然学校一ツ森校　0173-82-7057

◎お問い合わせ　白神自然学校一ツ森校　0173-82-7057

バリスタ指導の元、大自然の中で飲むコーヒーは格別！
◎お問い合わせ　白神山地ビジターセンター　0172-85-2810

7月

白神岳を仲間と協力して、山頂まで約５時間の登山を行います。
◎お問い合わせ　つがる野自然学校　080-5260-2809

８月

◎お問い合わせ　白神自然学校一ツ森校　0173-82-7057

◎お問い合わせ　白神自然学校一ツ森校　0173-82-7057

水辺の生き物探しや水辺の安全教室を行います
◎お問い合わせ　つがる野自然学校　080-5260-2809

北前船がもたらした上方文化を訪ねて、港町の町並みに残る歴史情緒を味わい、銘菓や酒造りなどの伝統にふれる。
◎お問い合わせ　鰺ヶ沢町役場政策推進課 観光商工班　0173-72-2111

岩木川源流大川を遡行し、ゴルジュ「タカヘグリ」を目指そう！
◎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

歩ける子も歩き始める前の子も一緒に夏の野原に遊びに行きましょう。
◎お問い合わせ　つがる野自然学校　080-5260-2809

◎お問い合わせ　つがる野自然学校　080-5260-2809

秋田県側白神山地から青森県側白神山地白神岳を望む。
◎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

環境調査の一環として昆虫調査や哺乳類調査を行い、どのような生き物が生息しているか調査します。
◎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

昔はいかだで木を流していた米代川でカヌーを楽しみます。午後は支流の藤琴川で水の中の生きものをさがしてみよう。
◎お問い合わせ　白神コミュニケーションズ　0185-88-8220

日本海岸のジオパークで海辺の生きものや、ヘンな石や岩をさがし、海にそそぐきれいな水の沢を冒険気分で歩こう
◎お問い合わせ　白神コミュニケーションズ　0185-88-8220

◎お問い合わせ　白神自然学校一ツ森校　0173-82-7057

秋になるとサケが上ってくる川で水に親しみ、午後からはシーカヤックで真っ青な海へとこぎだしていこう。
◎お問い合わせ　白神コミュニケーションズ　0185-88-8220

展示中の山車やパネルなどで大祭の雰囲気にふれた後、舞台となる白八幡宮や鰺ヶ沢漁港をめぐり、祭りの息吹を体感
◎お問い合わせ　鰺ヶ沢町役場政策推進課 観光商工班　0173-72-2111

地元漁師の漁船に乗って日本海へ出発！海と森のつながりを体感しよう！
◎お問い合わせ　白神山地ビジターセンター　0172-85-2810

岩木川での川遊びや自然体験活動、周辺農地での野菜の収穫体験、水辺の安全講習などを実施
◎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

赤石川での川遊びや自然体験活動、周辺ブナ林での自然観察、、水辺の安全講習などを実施
◎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

タイヤチューブに乗ってLet's川下り！
◎お問い合わせ　白神山地ビジターセンター　0172-85-2810



白神山地エコツアー情報②

申し込み型ツアー

八峰町ジオパークガイドの会 ※全て一人料金 白神山地ガイド会 ※全て団体料金 秋田白神ガイド協会　 ※団体料金（5名まで） 白神自然学校一ッ森校 ※全て一人料金

白神山地のひみつ（二ッ森など） ４時間 八峰町 ８０００円 白神岳 ８時間 深浦町 ３３０００円 高山 3時間～ 藤里町 23000円 津軽藩の港物語巡り 2時間 鰺ヶ沢町 2000円

白神山地の水の循環（留山など） ３時間 八峰町 ６０００円 岩木山 ６時間 弘前市 ３３０００円 七座山 5時間～ 能代市 23000円 北前船寄港地巡り 2時間 深浦町 1000円

変動する大地と奇岩 ３時間 八峰町 ６０００円 くまげらの森 １０時間 鰺ヶ沢町 ３３０００円 田代岳 10時間 大館市 28000円 十二湖青池・ブナの原生林散策 深浦町 ３０００円

変動する大地と防災 1.5時間 八峰町 ４０００円 二ッ森 ２時間 八峰町 ２２０００円 二ッ森 ６時間 八峰町 23000円 山菜採り体験 ３時間 鰺ヶ沢町 ２０００円

鉱山・油田・炭鉱・ガス 2.5時間 八峰町 ４０００円～ 藤里駒ケ岳 ３時間 藤里町 ２７０００円 藤里駒ケ岳 ７時間 藤里町 ２８０００円 太宰　治の西海岸探訪 ６時間 ６０００円

菅江真澄 ２時間 八峰町 ４０００円 岳岱 １時間 藤里町 １６５００円 田代岳 １０時間 大館市 ２８０００円 植林体験 ４時間～ 鰺ヶ沢町 ３０００円～

お問い合わせ　八峰町ジオパークガイドの会　0185-76-4605 十二湖お手軽コース １時間～ 深浦町 13200円 白神岳 １２時間 深浦町 ３５０００円 山菜採り体験 ３時間 鰺ヶ沢町 ２０００円

白神ガイドツアーズ　 ※タクシー移動・ガイド料込み 十二湖満喫コース ３時間 深浦町 １６５００円 岳岱・田苗代湿原・里山 藤里町 ２００００円 然ヶ岳ツアー ４時間 鰺ヶ沢町 ３０００円

リゾートしらかみを途中下車して白神トレッキング ５時間 深浦/八峰 ～２１０００円（１人） 十二湖フルトレッキング ８時間 深浦町 ２７５００円 岳岱 ３時間 藤里町 ５５００円 白神岳ツアー ４時間 鰺ヶ沢町 ３０００円

白神山地の十二湖日帰り散策 ７時間 深浦町 ３9240円～（団体） お問い合わせ　白神山地ガイド会　0172-55-0090 リバートレッキング 藤里町 28000円 天狗岳ツアー ８時間 鰺ヶ沢町 ５０００円

白神山地の留山と十二湖を日帰り散策するツアー ７時間 深浦/八峰 ４２５２０円～(団体) きみまち観光ガイド ※全て団体料金 お問い合わせ　秋田白神ガイド協会　0185-79-2518 くろくまの滝コース ２時間 鰺ヶ沢町 ２０００円

白神山地と森吉山を巡るトレッキングツアー ２日 八峰町 ～５７２００円（１人） 七座山基本コース 2時間 能代市 4000円 白神コミュニケーションズ ※全て団体料金 津軽藩発祥の地巡り ２時間 鰺ヶ沢町 ２０００円

白神山地トレッキングツアー ２日 選択 ～４９８００円（１人） 七座山ロングコース 3時間 能代市 5000円 白神岳 深浦町 ３５０００円 藤里駒ヶ岳登山 ６時間 藤里町 ６０００円

白神山地の岳岱トレッキング日帰りツアー １日 藤里町 ３9240円～（団体） 七座山縦走コース 5時間 能代市 7000円 天狗岳 鰺ヶ沢町 ３００００円 二ツ森山ツアー 1.5時間 八峰町 ５０００円

白神山地の二ツ森を登る日帰りツアー １日 八峰町 ３9240円～（団体） 仁鮒水沢スギ希少個体群保護林 能代市 4000円～ 藤里駒ケ岳 藤里町 ２５０００円 一ツ森山体験ツアー ３時間 鰺ヶ沢町 ２０００円

お問い合わせ　白神ガイドツアーズ　http://shirakami.shop23.makeshop.jp/ きみまち阪県立自然公園 能代市 3000円～ 田代岳 大館市 ２５０００円 クマゲラの森ツアー ２日～ 鰺ヶ沢町 １００００円

アオーネ白神十二湖 ※全て団体料金 お問い合わせ　二ツ井町観光協会　0185-73-5075　 岩木山 弘前市 ２５０００円 遺伝資源保存林トレッキング ４時間 鰺ヶ沢町 ３０００円

十二湖 １時間～ 深浦町 １１０００円 秋田白神体験センター ※全て団体料金（8人まで） 岳岱の森と田苗代湿原 藤里町 ２００００円 青沼またぎコーストレッキング ４時間 鰺ヶ沢町 ４０００円

十二湖３３湖めぐり ６時間 深浦町 ２２０００円 ナイトハイク　 1時間～ 八峰町 4000円　 二ッ森 八峰町 ２００００円 青沼でのゴムボート乗り体験 ４時間 鰺ヶ沢町 ４０００円

白神岳登山 深浦町 ３３０００円 御所の台里山トレッキング 1時間～ 八峰町 4000円 日本キャニオンと十二湖 深浦町 ２００００円 川岸での観察体験(水中めがね使用) 3時間 鰺ヶ沢町 2000円

森林セラピー® ３時間～ 深浦町 １４３００円 海辺の自然観察・生き物調べ ２時間 八峰町 ４０００円 お問い合わせ　白神コミュニケーションズ　0185-88-8220 川での水遊び体験(ライフジャケット使用) 3時間 鰺ヶ沢町 2000円

大崩登山 深浦町 ２２０００円 白神山地二ッ森登山 ４時間～ 八峰町 ９０００円 白神マタギ舎　 ※全て団体料金 赤石川で水生昆虫観察体験(網を使う) 3時間 鰺ヶ沢町 2000円

お問い合わせ　アオーネ白神十二湖　0173-77-3311 十二湖周辺散策と自然観察 ４時間 深浦町 ６０００円 白神岳 8時間 深浦町 30000円 赤石川でカジカ捕り体験 3時間 鰺ヶ沢町 2000円

八峰町白神ガイドの会 ※全て一人料金 白神山地のジオサイト・ツアー ２時間 八峰町 ４０００円 十二湖 2時間～ 深浦町 １２０００円～ 赤石川でのアユ釣り体験 3時間 鰺ヶ沢町 2000円

御所の台コース 1時間～ 八峰町 4000円 留山（ブナの天然林）散策 ３時間 八峰町 ４０００円 夏の沢歩き ５時間～ 西目屋村 １５０００円～ 真瀬岳ツアー 6時間 八峰町 6000円

十二湖コース 1.5時間～ 八峰町 ６０００円 お問い合わせ　秋田白神体験センター　0185-77-4455 二ッ森 ３時間 八峰町 １５０００円 お問い合わせ　白神自然学校一ツ森校　0173-82-7057

三十釜コース 1時間 八峰町 ２０００円 岩木山自然学校 ※全て一人料金 お問い合わせ　白神マタギ舎　0172-85-2628 GOOD ADVENTURE株式会社 ※全て一人料金

留山コース ２時間 八峰町 ４０００円 山菜・キノコ採りガイド ３５００円～ あじがさわ白神山地ガイド ※全て団体料金 十二湖 + 日本キャニオン 3時間 深浦町 5000円

二ッ森 ３時間 八峰町 ９０００円 渓流釣りガイド １００００円～ くろくまの滝 1時間 鰺ヶ沢町 20000円 岩木山の弥生地域をベースとした野外体験 3時間 弘前市 3000円

その他オプション追加の場合 １時間 1000円 お問い合わせ　岩木山自然学校　０１７２－８３－２６７０ 然ヶ岳 ３時間～ 鰺ヶ沢町 ４００００円 岩木山 5時間～ 弘前市 6000円

お問い合わせ　八峰町白神ガイドの会　0185-70-4211 十二湖森の会 ※団体料金（5名まで） 天狗岳 ７時間～ 鰺ヶ沢町 ５００００円 お問い合わせ　GOOD ADVENTURE株式会社　0172-88-8523

里山探見 ※一人料金 十二湖フルトレッキング ６時間 深浦町 ２００００円 北限の天然杉 1時間～ 鰺ヶ沢町 20000円 第一観光バス ※一人料金

白神山地の里山「にしめや」をガイドとぶらり 3.5時間 西目屋村 ２５００円 十二湖かんたんトレッキング ３時間 深浦町 １００００円 赤石渓流線～十二湖 8.5時間 鰺ヶ沢町 50000円 白神山地・岳岱コース ７時間 藤里町 ８０００円

お問い合わせ　津軽白神ツアー　0172-85-3315 お問い合わせ　十二湖森の会　0173-77-3113 お問い合わせ　鰺ヶ沢町役場 政策推進課観光商工班　0173-72-2111 お問い合わせ　第一観光バス　0185-73-3200

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 5/16～7/1 淡路利行 写真展「白神賛歌」 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時間～ 秋田白神体験センター（八峰町）

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） 6/12～7/5 津軽白神森林生態系保全センターの活動展 無料 白神山地ビジターセンター（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）

豆腐づくり体験 1000円 1.5時間～ 秋田白神体験センター（八峰町）

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） 7/10～7/31 竹越恵蔵写真展 無料 白神山地ビジターセンター（西目屋村）

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）

思い出ビンビン 500円 0.5時間～ 秋田白神体験センター（八峰町） 7/23～ 第28回　夏のふれあいデー 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時間～ 秋田白神体験センター（八峰町） 7/24

小枝のえんぴつ，ボールペン作り 500円 1時間～ 秋田白神体験センター（八峰町）

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） 7/23 白神に関する教養講座 無料 白神山地ビジターセンター（西目屋村）

シーカヤック １０００円 ２時間～ 秋田白神体験センター（八峰町） 13:30～

磯あそび・海水浴 ４０００円 ２時間～ 秋田白神体験センター（八峰町） 14:30

お問い合わせ　秋田白神体験センター　0185-77-4455 7/24 フラワークラフト教室 無料 白神山地ビジターセンター（西目屋村）

白神自然学校一ッ森校 ※全て一人料金 午前・午後

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

山菜料理実習体験 ２０００円 ２時間 白神自然学校一ッ森校（鰺ヶ沢町） 7/25～ 第10回　自然ふれあいスタンプラリー 無料 白神山地ビジターセンター（西目屋村）

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） 景品が無く

お問い合わせ　白神自然学校一ツ森校　0173-82-7057 なり次第終了

ブナコ株式会社西目屋工場　 ※全て一人料金 8/6～8/31 世界遺産センター所蔵写真展 無料 白神山地ビジターセンター（西目屋村）

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）

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 8/7・8/28 トウモロコシ収穫体験 １０００円 「きみまちFarmo」農園（能代市）

岩木山自然学校 ※全て一人料金 １０：００～

ネイチャークラフト(流木と石のアート等) ５００円 岩木山自然学校（弘前市） 11:30

環境工房（てんぷら油ロウソク、新聞バック） ５００円 岩木山自然学校（弘前市）

お問い合わせ　岩木山自然学校　０１７２－８３－２６７０

カヌーとラフティングのＡ’ＧＲＯＶＥ ※全て一人料金

ラフティング ６６００円～ ３時間 岩木川（西目屋村）

お問い合わせ　カヌーとラフティングのＡ’ＧＲＯＶＥ　080-2836-1735

天神工房 ※全て一人料金

道の駅ふたついプチカヌー １５００円 １時間 米代川（能代市）

カヌーツーリング ３５００円～ 1.5時間～ 米代川（能代市）

カヌー製作体験 19000円～ 天神工房（能代市）

オンラインカヌー体験 1000円 1時間 オンライン

お問い合わせ　二ツ井町観光協会　0185-73-5075　

二ツ井町観光協会 ※全て一人料金

わらび採り体験 4200円 2時間 （能代市）

トウモロコシ収穫体験 1500円 1.5時間 きみまちFarm（能代市）

チェンソー体験 5000円 2時間 （能代市）

お問い合わせ　二ツ井町観光協会　0185-73-5076　

GOOD ADVENTURE株式会社 ※全て一人料金

リバーダウンSUP 6500円 2時間 赤石川（鰺ヶ沢町）

お問い合わせ　GOOD ADVENTURE株式会社　0172-88-8523

アオーネ白神十二湖 ※全て一人料金

シーカヤック 7500円 2時間 アオーネ白神十二湖（深浦町） 発行　　　環白神エコツーリズム推進協議会

お問い合わせ　アオーネ白神十二湖　0173-77-3311 ☎　0185-79-3005

白神山地の四季折々の自然と動物の写真を展示
◎お問い合わせ　白神山地ビジターセンター　0172-85-2810

二ツ井町薄井「きみまちFarmo」農園で、トウモロコシの収穫体験。
◎お問い合わせ　二ツ井町観光協会　0185-73-5075

自然ふれあいセンター、森林博物館、白神山地ビジターセンターを巡って家族で使える景品をもらおう
◎お問い合わせ　白神山地ビジターセンター　0172-85-2810

白神の自然に関する講座
◎お問い合わせ　白神山地ビジターセンター　0172-85-2810

ドライフラワーなどの素材を使ってオリジナル作品を作る
◎お問い合わせ　白神山地ビジターセンター　0172-85-2810

いろんなイベントがもりだくさん！　ハーバリウム教室も体験できるよ！
◎お問い合わせ　白神山地ビジターセンター　0172-85-2810

白神山地関係全般と遺産地域周辺における自然再生活動の様子を展示
◎お問い合わせ　白神山地ビジターセンター　0172-85-2811

白神山地の四季折々の自然と動物の写真を展示。
◎お問い合わせ　白神山地ビジターセンター　0172-85-2810


