
蟻塚学建築設計事務所、
代表の蟻塚です。

弘前にある８つの前川國男
建築と、おススメの現代建築
をご紹介します。

Lets’弘前てくてく建築!!

有名建築愛好家と
弘前の近代洋風建築を巡る

地元建築家と
弘前の前川建築･隠れた名建築を巡る

Ｂコース

Ａコース

弘前てくてく建築ツアー 2日間
Aコース: 地元建築家と弘前の前川建築･隠れた名建築を巡る
Bコース: 有名建築愛好家と弘前の近代洋風建築を巡る

◆ 日 時：2023年 1月8日(日)13:30 ～ 1月9日(月祝)15:00
※Aコース、Bコースのいずれかをお選びください。

◆ 集合場所：弘前市立観光館(弘前市下白銀町2-1)

◆ 旅行代金：お1人様 30,000円（税込）

※代金に宿泊費は含まれておりません。ツアー参加に係るご宿泊はお客様ご自身
で手配ください。(ご自宅⇄ツアー集合･解散場所間の交通費･宿泊費も含みません。)

◆ 募集人数：各コース先着６名(最少催行人数各４名) ◆添乗員同行

◆申込期限：12月27日まで（ただし定員になり次第締切）

◆ 申込方法：右のQRコードから「津軽まちあるき予約サイト」に

アクセスし、必要事項をご入力ください

＼ 冬の特別企画 ／

※本ツアーは、観光庁「看板商品創出事業」採択事業の一環で造成したもので、試験的に販売するものです。

知る人ぞ知る “建築のまち弘前” をてくてく！
青森県弘前市は、りんごや桜、ねぷた祭りがあることで知られていますが、実

は、江戸から現代までの歩みとともに育まれた文化を象徴するバラエティ豊かな

建築が残る、「建築のまち」でもあります。

城郭・武家住宅・神社仏閣といった伝統建築、旧陸軍施設・教会・銀行といっ
た洋風建築、前川國男によるモダニズム建築・・・。

まちに点在する建築を、地元建築家や有名建築愛好家の解説付きで、普段は入
れない所も見学しながら、「てくてく」楽しく巡るツアーです。

寒いけど…雪だけど…建築好きは集まれ!!

【見学施設一覧(見学順)】

1日目
★弘前市役所(前川國男)

★木村産業研究所（前川國男）

・弘前市斎場(前川國男)※状況により外観のみ

・弘前れんが倉庫美術館(田根剛)

・CAFÉ&RESTAURANT BRICK(田根剛)

2日目
★弘前市立病院(前川國男)

・SPACE DENEGA(上遠野徹)

・BUNACO Showroom BLESS
★中三弘前店(毛綱毅曠)

・弘前中央高校(前川國男)※外観のみ予定

・弘前市緑の相談所(前川國男)

・弘前市立博物館(前川國男)※外観のみ

★弘前市民会館(前川國男)

【見学施設一覧(見学順)】

1日目
★弘前市役所(前川國男)

★旧弘前市立図書館(堀江佐吉)

・旧東奥義塾外人教師館
★旧第五十九銀行本店本館(堀江佐吉)

・弘前れんが倉庫美術館(田根剛)

・CAFÉ&RESTAURANT BRICK(田根剛)

2日目
・旧弘前偕行社(堀江佐吉)

・旧制弘前高校外人教師館（弘大カフェ）

・弘前昇天教会※外観のみ予定

・カトリック弘前教会(オージェ神父)

・日本基督教団弘前教会(桜庭駒五郎)※外観のみ

・旧藤田家別邸(堀江金蔵)

・弘前市立博物館(前川國男)※外観のみ

★弘前市民会館(前川國男)

ガイド: 蟻塚学

全国の建築を巡っては
Tweetしている藤沢です。

弘前は、私が近代建築に
目覚めるきっかけとなった
まちです。皆さんを弘前建築
の沼に誘います。

#弘前てくてく建築

ガイド: 藤沢 うるう

募集型企画旅行

■旅行実施･販売■ 青森県知事登録旅行業第3-133号（一社）全国旅行業協会正会員
(公社)弘前観光コンベンション協会 国内旅行業務取扱管理者 井澤智映子
〒036-8588 青森県弘前市大字下白銀町2-1 TEL 0172-35-3131 / FAX 0172-35-3132
★津軽まちあるき予約サイト https://machi-aruki.sakura.ne.jp/

※2日目の集合場所は
コースにより異なります

Aコースお申込み用QRコード

Bコースお申込み用QRコード

✓ 降雪・積雪がありますので、各自、防寒・防滑対策※をお願いします。
※滑り止め・防水加工のある靴・スノーブーツ、帽子・手袋など

✓ 旅行代金は当日スタッフへお支払いください (★現金のみのお取り扱いです)
✓ マスクをご着用での参加をお願いいたします
✓ 発熱（37.5度以上）など体調不良がある場合は、参加をお控えください
✓ ツアー実施中にマスコミ各社による取材撮影等が入る場合があります。予めご了承ください。
✓ 裏面に本ツアー各コースの詳細、ご旅行条件がありますので、お申込み前にご確認ください

★…ツアー参加者限定特別公開エリア有り

★…ツアー参加者限定特別公開エリア有り

※天候やその他理由により、時間や行程、見学内容が変更になる場合があります。

※天候やその他理由により、時間や行程、見学内容が変更になる場合があります。



注意事項など

行程表
1日目【1月8日（日)】

2日目【1月9日（月祝）】

移動 👣 徒歩
🚌 貸切ジャンボタクシー(北星交通株式会社)
★…ツアー参加者限定特別公開エリア有り

お食事 1日目 朝－，昼－，夜○
2日目 朝－，昼○，夜ー

✓ 旅行行代金に宿泊費は含まれておりません。ツアー参加に係るご宿泊はお客様ご自身で手配ください。
※ご自宅⇄ツアー集合･解散場所間の交通費･宿泊費も含みません。

✓ 降雪・積雪がありますので、各自、防寒・防滑対策※をお願いします。
※滑り止め・防水加工のある靴・スノーブーツ、帽子・手袋など

✓ 旅行代金は当日スタッフへお支払いください (★現金のみのお取り扱いです)

✓ マスクをご着用での参加をお願いいたします

✓ 発熱（37.5度以上）など体調不良がある場合は、参加をお控えください

✓ ツアー実施中にマスコミ各社による取材撮影等が入る場合があります。予めご了承ください

ご旅行条件書 お申し込みの際は、必ずこの旅行条件をお読みください。 

本旅行条件書は、旅行業法第 12条 4 に定める取引条件説明書及び同法第 12条 5 に定める契約書面を兼ねております。 

 

この旅行は、弘前観光コンベンション協会（以下「当協会」という）が企画実施するものであ

り、この旅行に参加されるお客様と当協会との旅行契約は各コースに記載されている条件

の他に下記の旅行条件及び当協会が定める旅行業約款（募集型企画旅行契約）によりま

す。 

●旅行代金のお支払い 

こちらの旅行商品は現金のみの取り扱いとなります。旅行代金は旅行当日にお支払いくだ

さい。 

●旅行代金に含まれるもの 

旅行日程に記載された 交通費、食事代、観光の代金（入館料・ガイド料）、消費税等諸税

です。 

●取消料 

お客様は、次に定める取消料をお支払いいただくことにより、旅行契約を解消することがで

きます。取消・変更に関わる受付時間は当協会の営業時間内となります。 

旅行開始日の前日から起算して 取消料 

7日前～2日前の解除 旅行代金の 30％ 

前日の解除 旅行代金の 40％ 

当日の解除 旅行代金の 50％ 

無連絡の不参加・旅行開始後の解除 旅行代金の 100％ 

お客様のご都合ですでにお申込みのコースや出発日を取り消され、新たにお申込みにな

る場合、またお申込みの人数の一部の人数を取り消される場合も、旅行代金に対してお一

人様につき取消料の対象となります。 

●旅行案内・旅行代金の変更 

当協会は、天変地異、暴動、官公署の命令、遅延など、当初の運行計画によらないサービ

スの提供、その他当協会の関与しない事由により旅行代金を変更することがあります。 

●当協会の責任及び免責事項 

①当協会は、募集型企画旅行契約の履行に当たって、当協会の故意または過失によりお

客様に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算し

て 2年以内に当協会に対して通知があったときに限ります。手荷物の損害については、14

日以内に通知があった場合に限り、お一人様15万円を限度として賠償します。 

②当協会は、お客様が次に事例する事由により損害を破られたときは責任を負いません。 

【1】天変地異、暴動またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止【2】運

送等サービスの提供の中止またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中

止【3】官公署の命令、伝染病による隔離またはこれらのために生じる旅行日程の変更もし

くは旅行の中止【4】自由行動中の事故【5】食中毒【6】盗難【7】運送期間の遅延、不通、ス

ケジュールの変更、経路変更またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは目的地

滞在時間の短縮 

●旅行の取りやめ 

お申込み人員が各コースに記載した最少催行人員に満たないときは旅行の実施を取り止

める時があります。この場合、旅行開始日の前日から起算して 7日前までに旅行の中止

する旨を通知します。 

●お客様の責任 

お客様の故意または過失、法令、公序良俗に反する行為もしくはお客様が当協会の規定

に反する行為により当協会が損失を被った場合は、お客様から損害の賠償を申し受けま

す。 

●特別補償 

当協会は、当協会の責任が生じるか否かを問わず、旅行業約款特別補償規定に定めると

ころにより、お客様がご旅行中にその生命、身体または荷物に被られた一定の損害につい

て、賠償金および見舞金をお支払いいたします。ただし、その損害が疾病、お客様の故

意、酒酔い運転または危険な運転中の事故によるものであるときは、当協会は上記の補

償金および見舞金をお支払いいたしません。 

●旅程保証 

①当協会は、パンフレットに記載した契約内容の内、次のような重要な変更が生じた場合

は、旅行代金に 1％～3％の所定の率を乗じた変更補償金をお支払いいたします。ただ

し、一旅行契約についての変更補償金の額は、旅行代金の 15％を限度とし、又補償金額

が 1,000円未満の時はお支払いいたしません。なお当協会はお客様の同意を得て、金額

による変更補償金の支払いに代えこれと相応の物品または旅行サービスの提供をもって

補償を行うことがあります。 

【1】旅行開始日または旅行終了日の変更【2】入場する観光地又は観光施設、レストラン、

その他の旅行目的地の変更【3】運送期間の等級または設備のより低い料金のものへの変

更【4】運送期間の種類又は会社名の変更 

②次に掲げる変更の場合は、変更補償金のお支払いはいたしません。ただし次の【5】【6】

の事由がオーバーブッキングによるときは、同補償金をお支払いいたします。 

【1】旅行日程に支障をもたらす悪天候、天変地異【2】動乱【3】暴動【4】官公署の命令【5】

欠航、休業等運送期間のサービスの停止【6】遅延、不通、運送スケジュールの変更等当

初の運行計画によらない運送サービスの提供【7】旅行参加者の生命または身体安全確保

のため必要な処置 

●その他 

①その他この旅行条件による他、当協会旅行業約款募集型企画旅行契約の部の定める

ところによります。 

②当協会はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。 

③このパンフレットは 2022年12月1日現在を基準としております。 

●旅行業務取扱責任者 

旅行業務取扱責任者とは、お客様の旅行を取扱う営業所での取引に関する責任者です。

この旅行契約に関し、担当者からの説明にご不明な点がございましたら、遠慮なく下記の

旅行業務取扱管理者にご質問下さい。 

 

個人情報の取扱について 

①当協会及び受託旅行業者は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人

情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込み

いただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配およびそれらのサ

ービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。この当協会お

よび受託旅行業では、【1】当協会の商品サービス、キャンペーン等のご案内【2】旅行参加

後のご意見やご感想の提供のお願い【3】各種アンケートのお願い【4】特典サービス提供等

にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。 

②当協会は、当協会が保有するお客様の個人データのうち、氏名、住所、電話番号又は

メールアドレスなどお客様へのご連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて利

用させていただきます。当協会は、営業案内、催し物案内等ご案内、ご購入いただいた商

品発送のために、これを利用させていただくことがあります。 

 

■旅行企画・実施  

青森県知事登録旅行業第 3-133 号 （一社）全国旅行業協会正会員 国内旅行業務取扱管理者 井澤智映子 

公益社団法人 弘前観光コンベンション協会 

〒036-8588 弘前市大字下白銀町 2-1 TEL.0172-35-3131 FAX.0172-35-3132 

募集型企画旅行実施可能エリア/弘前市・平川市・鰺ヶ沢町・鶴田町・板柳町・藤崎町・大鰐町・田舎館村・西目屋村・つがる市・大館市 

Ａコース （前川建築・隠れた名建築を巡る） Ｂコース (近代洋風建築を巡る)

開始 行程 開始 行程

9:00 旧弘前市立病院前集合

9:05 ★旧弘前市立病院 9:00
JR弘前駅集合

(弘前市観光案内所前)
↓ 👣 徒歩 ↓ 🚐 タクシー

10:00 Space DENEGA 9:15 旧弘前偕行社

↓ 👣 徒歩 ↓ 👣 徒歩

10:30 BUNACO Showroom BLESS 10:15
旧制弘前高校外人教師館

（弘大カフェ）

↓ 👣 徒歩 ※土手町界隈の店舗建物
↓ 🚐 タクシー

10:55 弘前昇天教会 ※外観のみ予定

11:00 ★中三弘前店 ↓ 🚐 タクシー

11:30 中みそ【昼食】 11:10 カトリック弘前教会

↓ 🚐 タクシー ↓ 👣 徒歩

12:10 ★弘前中央高校 ※外観のみ予定 11:25 日本基督教団弘前教会 ※外観のみ

↓ 👣 徒歩 ↓ 🚐 タクシー

12:30 ★弘前市緑の相談所 11:40
大正浪漫喫茶室

【昼食】

↓ 👣 徒歩
12:30 藤田記念庭園（旧藤田家別邸）

↓ 👣 徒歩

13:00 【A・B共通】 弘前市立博物館 ※外観のみ

14:00 【A・B共通】 ★弘前市民会館

15:00 2日目終了、解散

※天候やその他理由により、時間や行程、見学内容が変更になる場合があります。

Ａコース （前川建築・隠れた名建築を巡る） Ｂコース (近代洋風建築を巡る)

開始 行程 開始 行程

13:30 【A・B共通】 弘前市立観光館 １Fインフォメーション前集合

↓ 👣 徒歩

13:45 【A・B共通】 ガイダンス・ガイド紹介（市役所内 会議室）

14:10 【A・B共通】 ★弘前市役所（ロビー、議場、他）

↓ 👣 徒歩 ↓ 👣 徒歩

15:15 ★木村産業研究所 15:10 ★旧弘前市立図書館

↓ 🚐 タクシー 15:40 ミニチュア建造物群

15:50 禅林街 15:55 旧東奥義塾外人教師館

↓ 🚐 タクシー ↓ 👣 徒歩

16:25 ★弘前市斎場 ※状況により外観のみ 16:30 ★旧第五十九銀行本店本館

↓ 🚐 タクシー ↓ 👣 徒歩

17:30 【A・B共通】弘前れんが倉庫美術館 ナイトミュージアム

19:00 【A・B共通】Café＆restaurant BRICK【夕食】

20:30 1日目終了、解散


