
白神山地エコツアー情報①　１１・１２月の予定

４～５日 2023年度冬休み自然体験塾 ７０００円 くろくまの滝（鰺ヶ沢町） ５日 残雪のブナ林の散策体験 ３０００円 （鰺ヶ沢）

９：００～１３：００ ９：００～

５日 冬のあきた白神　里山スノーシューツアー ５００円 御所の台（八峰町） ５日 御所の台里山をスノーシューで散歩 ５００円 御所の台（八峰町）

９：３０～１２：００

５日 かんじき自然観察会 1000円 きままち阪（能代市） １２日 御所の台里山をスノーシューで散歩 ５００円 御所の台（八峰町）

8:45～ ９：３０～１２：００

５日 森カフェ 白神の森で雪山探検＆樹液あつめ!! １０００円 熊の湯温泉（鰺ヶ沢町） １３日 残雪のブナ林の散策体験 ３０００円 （鰺ヶ沢）

9:30～１５：0０ ９：００～

１１～１２日 2023年度冬休み自然体験塾 ７０００円 くろくまの滝（鰺ヶ沢町） １９日 御所の台里山をスノーシューで散歩 ５００円 御所の台（八峰町）

９：００～１３：００ ９：３０～１２：００

１２日 冬のあきた白神　里山スノーシューツアー ５００円 御所の台（八峰町）

※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。

12日  白神絶景スノートレッキング 無料 （西目屋村） あらかじめご了承ください。

10:00～15:00

１９日 冬のあきた白神　里山スノーシューツアー ５００円 御所の台（八峰町）

１９日 スノーホワイト七座山～雪景色と、巨木の天然秋田杉～ ５０００円 七座山（能代市）

８：００～１６：００

19日 森カフェ 白神の森で雪山探検＆樹液あつめ!! １０００円 熊の湯温泉（鰺ヶ沢町）

9:30～１５：0０

２６日 残雪のブナ林の散策体験 ３０００円 （鰺ヶ沢）

９：００～

発行　環白神エコツーリズム推進協議会

　☎　0185-79-3005

雪をまとった七座山は雰囲気抜群！ピュアホワイトの天然秋田杉林と尾根歩きを楽しもう♪
◎お問い合わせ　秋田白神ガイド協会　0185-79-2518

近くのブナ林の森の散策を予定
◎お問い合わせ　白神自然学校一ツ森校　0173-82-7057

スノーシューを履いて雪の林を散歩。動物の足跡を探そう。所要時間１時間30分。募集対象：小学校中学年～一般
◎お問い合わせ　秋田白神体験センター　0185-77-4455

◎お問い合わせ　二ツ井町観光協会　0185-73-4081

スノーシューを履いて雪の林を散歩。動物の足跡を探そう。所要時間１時間30分。募集対象：小学校中学年～一般
◎お問い合わせ　秋田白神体験センター　0185-77-4455

イタヤカエデを探して白神の森を探検します。そしてイタヤカエデの樹液を集めてメーブルシロップを作ります。
◎お問い合わせ　つがる野自然学校　esdtanigu2014@gmail.com

２月

スノーシュー履いて、クロクマの滝観察会
◎お問い合わせ　白神自然学校一ツ森校　0173-82-7057

スノーシューを履いて雪の林を散歩。動物の足跡を探そう。所要時間１時間30分。募集対象：小学校中学年～一般
◎お問い合わせ　秋田白神体験センター　0185-77-4455

スノーシュー履いて、クロクマの滝観察会
◎お問い合わせ　白神自然学校一ツ森校　0173-82-7057

アニマルトラッキング・樹木冬芽観察と今年度新設置の岩木山展望所から雪の絶景を楽しむ。
◎お問い合わせ　白神山地ビジターセンター　0172-85-2810

イタヤカエデを探して白神の森を探検します。そしてイタヤカエデの樹液を集めてメーブルシロップを作ります。
◎お問い合わせ　つがる野自然学校　esdtanigu2014@gmail.com

近くのブナ林の森の散策を予定
◎お問い合わせ　白神自然学校一ツ森校　0173-82-7057

心地よい汗をかきましょう。
◎お問い合わせ　秋田白神体験センター　0185-77-4455

３月

心地よい汗をかきましょう。
◎お問い合わせ　秋田白神体験センター　0185-77-4455

近くのブナ林の森の散策を予定
◎お問い合わせ　白神自然学校一ツ森校　0173-82-7057

心地よい汗をかきましょう。
◎お問い合わせ　秋田白神体験センター　0185-77-4455



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 秋田白神体験センター ※全て団体料金（8人まで）

変動する大地と奇岩 ３時間 八峰町 ６０００円 ナイトハイク　 1時間～ 八峰町 4000円　

変動する大地と防災 1.5時間 八峰町 ４０００円 御所の台里山トレッキング 1時間～ 八峰町 4000円

鉱山・油田・炭鉱・ガス 2.5時間 八峰町 ４０００円～ 海辺の自然観察・生き物調べ ２時間 八峰町 ４０００円

菅江真澄 ２時間 八峰町 ４０００円 お問い合わせ　秋田白神体験センター　0185-77-4455

日本海とハタハタのめぐみ 1.5時間 八峰町 ４０００円 白神コミュニケーションズ ※全て団体料金

お問い合わせ　八峰町ジオパークガイドの会　0185-76-4605 田代岳 大館市 ２５０００円

アオーネ白神十二湖 ※全て団体料金 お問い合わせ　白神コミュニケーションズ　0185-88-8220

十二湖スノーハイク ３時間 深浦町 ４０００円～ GOOD ADVENTURE株式会社 ※全て一人料金

お問い合わせ　アオーネ白神十二湖　0173-77-3311 岩木山BCツアー ５時間 弘前市 １００００円

白神マタギ舎　 ※全て団体料金 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

冬のかんじき歩き ５時間～ 西目屋村 ２００００円～ お問い合わせ　GOOD ADVENTURE株式会社　0172-88-8523

マタギ道 ３時間～ 西目屋村 １５０００円～ 秋田白神ガイド協会　 ※団体料金（5名まで）

マタギ小屋泊+お好きなエコツアー 西目屋村 40000円～ 高山 3時間～ 藤里町 ２８０００円

お問い合わせ　白神マタギ舎　0172-85-2628 七座山 5時間～ 能代市 ２８０００円

岩木山自然学校 ※全て一人料金 田代岳 10時間 大館市 ３５０００円

スノーシューイング 弘前市 ３５００円～ スノーハイク ６時間 藤里町 ２３０００円

お問い合わせ　岩木山自然学校　0172-83-2670 スノーハイク（個人申し込み） ３時間 藤里町 ５５００円

八峰町白神ガイドの会 ※全て一人料金 白神岳 ７時間 深浦町 応相談

御所の台コース 1時間～ 八峰町 4000円 お問い合わせ　秋田白神ガイド協会　0185-79-2518

三十釜コース 1時間 八峰町 ２０００円 ヒーリングエコツアーPROガイド　エコ遊

その他オプション追加の場合 １時間 1000円 白銀の冬山コース １時間～ 西目屋村 応相談

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　ヒーリングエコツアーPROガイドエコ遊　0172-36-2785

白神山地ガイド会 ※全て団体料金

岩木山バックカントリー ６時間 弘前市 ４９５００円

お問い合わせ　白神山地ガイド会　0172-55-0090

白神自然学校一ッ森校 ※全て一人料金

津軽藩の港物語巡り 2時間 鰺ヶ沢町 2000円 発行　環白神エコツーリズム推進協議会

北前船寄港地巡り 2時間 深浦町 1000円 　　　　☎　0185-79-3005

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③

体験 イベント

秋田白神体験センター ※全て一人料金 2/4 白神山地ふじさとケツジョリ世界選手権 １０００円 町営スキー場（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）

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） 2/5 高岩山 万燈夜 無料 高岩神社（能代市）

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） 2/9～2/12 弘前城雪燈籠まつり 無料 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）

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） 2/10～3/26 津軽植物の会60周年記念展 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時間～ 秋田白神体験センター（八峰町）

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） 2/18～2/19 冬のふれあいデー 無料 白神山地ビジターセンター（西目屋村）

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 ※全て一人料金

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） ～2/28 冬に咲くさくらライトアップ 無料 弘前公園（弘前市）

餅つき体験 ２０００円 ２時間 白神自然学校一ッ森校（鰺ヶ沢町）

干し餅づくり体験 ３０００円 ３時間 白神自然学校一ッ森校（鰺ヶ沢町）

お問い合わせ　白神自然学校一ツ森校　0173-82-7057 ～2/29 能代市役所さくら庭ライトアップ 無料 能代市役所（能代市）

ブナコ株式会社西目屋工場　 ※全て一人料金 15:00～21:00

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） 3/1～3/26 民俗資料館展 無料 白神山地世界遺産センター藤里館（藤里町）

お問い合わせ　ブナコ株式会社西目屋工場　0172-88-6730

岩木山自然学校 ※全て一人料金

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） ～3/9 西こぎん展 無料 道の駅津軽白神（西目屋村）

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

天神工房 ※全て一人料金 3/18 藤里昔ばなし会　焚き火と豚汁 無料 白神山地世界遺産センター藤里館（藤里町）

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　

白神山地　森のえき ※全て一人料金

羊毛フェルト体験 １５００円 １時間 羊毛ハウス　ちくちく（藤里町）

お問い合わせ　白神山地　森のえき　0185-79-2518

藤里町ツーリズム協議会 ※全て団体料金

白神山地のふもとで「ととのう」テントサウナ １２０００円 ３時間 （藤里町）

白神山地の麓で「きりたんぽ鍋＆だまっこ鍋」 ４６２０円 １時間 藤琴川（藤里町）

お問い合わせ　藤里町ツーリズム協議会　https://onl.la/x7r6byi

白神マタギ舎 ※全て団体料金

目屋豆腐づくり体験 １００００円～ ４時間 白神マタギ舎事務所（西目屋村） 発行　　　環白神エコツーリズム推進協議会

お問い合わせ　白神マタギ舎　0172-85-2628 ☎　0185-79-3005

◎お問い合わせ　白神山地世界遺産センター藤里館　0185-79-3005

西こぎん発祥の地・青森県西目屋村で、この冬ならではこぎん刺し展を開催します。
◎お問い合わせ　0172-85-2855

◎お問い合わせ　藤里町商工観光課　0185-79-2115

◎お問い合わせ　能代市観光振興課　0185-89-2179

◎お問い合わせ　弘前観光コンベンション協会　0172-35-3131

津軽植物の会の白神山地での60年の活動記録（写真・調査データ）を展示
◎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！　雪だるまづくりもできるよ！
◎お問い合わせ　白神山地ビジターセンター　0172-85-2810

◎お問い合わせ　弘前観光コンベンション協会　0172-35-3131

◎お問い合わせ　能代市観光協会　0185-88-8802

◎お問い合わせ　白神山地世界遺産センター藤里館　0185-79-3005


