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コンベンションイ　ベ　ン　トイベント＆コンベンションカレンダー ※イベント日程等は変更になる場合がございます。

■7月1日(日)
■7月1日(日)～22日(日)
■7月3日(火)
■7月12日(木)
■7月13日(金)・20日(金)・27日(金)
■7月14日(土)・15日(日)
■7月14日(土)
■7月14(土)～16日(月祝)
■7月15日(日)
■7月15日(日)
■7月18日(水)
■7月20日(金)～22(日)
■7月25日(水)
■7月27日(金)～8月27日(月)
■7月28日(土)～9月9日(日)
■7月29日(日)
■7月30日(月)・31日(火)
■7月31日(火)
■8月1日(水)～7日(火)
■8月1日(水)～4日(土)
■8月1日(水)～21日(火)
■8月3日(金)～4日(土)
■8月11日(土祝)
■8月19日(日)
■8月26日(日)
■9月1日(土)～10月14日(日)
■9月8日(土)～10日(月)
■9月9日(日)
■9月9日(日)
■9月10日(月)～14日(金)
■9月15日(土)
■9月16日(日)
■9月22日(土)～23日(日)
■9月24日(月祝)～27日(木)
■9月28日(金)～30日(日)
■9月29日(土)
■9月29日(土)～30日(日)

SHIROFES.2018 -城フェス- 
ねぷた展
東北楽天ゴールデンイーグルスvs福岡ソフト
バンクホークス2018in弘前はるか夢球場
2018プロ野球フレッシュオールスターゲーム 
弘南鉄道・納涼ビール列車
西弘ちょうちんまつり　
弘前バル街vol.15
第3回みちのく津軽ジャーニーラン
星まつりinそうま2018
追手門広場フリースタイルマーケット
弘高ねぷた
百石町納涼夜店まつり
最勝院・八坂神社　宵宮
ファッション甲子園　デザイン画展示
企画展2「弘前ねぷた展」
ちびっ子ねぷたのお通りだい
賀田夏祭り
八幡宮　宵宮
弘前ねぷたまつり
弘前ねぷた予習ツアー
ゆうれい展
第31回日本創外固定・骨延長学会
2018イースタン・リーグ公式戦「読売ジャイ
アンツvs千葉ロッテマリーンズ」 
追手門広場フリースタイルマーケット
第18回 全国高等学校ファッションデザイン選手権大会
(ファッション甲子園2018)最終審査会
津軽まちあるき博覧会
重要無形民俗文化財 お山参詣
津軽ひろさき検定　第12回初級(おべさま)試験
第2回ONSEN・ガストロノミーウォーキング
in 岩木山　レッツウォークお山参詣
第14回水生貧毛類国際シンポジウム
日本伝統食品研究会
追手門広場フリースタイルマーケット
弘前りんご収穫祭
9th International Conference on High
Levels of Enviromental Radiation Areas
第38回日本協同組合学会大会
The津軽三味線2018
第30回内観療法ワークショップ

弘前公園本丸
ギャラリー森山
弘前市運動公園 はるか夢球場
弘前市運動公園 はるか夢球場
※開催日により、出発駅異なる
※既に満席の日あり
弘前市西弘商店街
弘前市内参加店
弘前市スタート～各市町村～弘前市ゴール
星と森のロマントピア 野外ステージ
追手門広場
弘前高等学校～市内
百石町
銅屋町
弘前市まちなか情報センター
弘前市立博物館
土手町～一番町～桜大通り
賀田
八幡宮
弘前市内
弘前市立観光館～弘前城～津軽藩ねぷた村～
亀甲広場～桜大通り
ギャラリー森山
【アートホテル弘前シティ /全国250】
弘前市運動公園 はるか夢球場
追手門広場
弘前市民会館
弘前市および周辺市町村
岩木山
弘前市立観光館
岩木庁舎～岩木山神社
【弘前大学文京キャンパス/国際80】
【弘前文化センター /全国50】
追手門広場
弘前市りんご公園
【弘前大学/国際100】
【弘前大学文京町キャンパス/全国130】
弘前市民会館
【アソベの森いわき荘/全国】

※この他のイベント情報は当協会ホームページをご参照下さい。 http://www.hirosaki-kanko.or.jp
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弘前の「魅力」を全世界へ !
㈱JTBグローバルマーケティング&トラベル
事業領域拡大プロジェクト　デスティネーション開発担当部長　阿部 昌孝

●ガイドひろさき（378円）
「異国情緒ただよう弘前さんぽ」をコンセプトに城下町の
風情の中に点在する洋館や教会等、フランスのような異国
情緒たっぷりの「ひろさき」を紹介しています。
　◇販売店
　　・弘前市まちなか情報センター
　　・弘前市りんご公園
　　・弘前観光コンベンション協会
　　　事務所（弘前市立観光館内）
　　・青森県内有名書店
　　・弘前市内及び近郊市町村の
　　　ローソン
　※一部、お取り扱いの無い店舗も
　　ございます。

●オリジナルTシャツ予告
　◇たか丸くん・ねぷたコラボＴ
　　シャツ
　◇ガイドひろさきコラボＴシャツ
　近日発売予定‼

　

※価格はすべて税込です。

●たか丸くんマフラータオル（1,080円）
　◇サイズ　約20cm × 120cm
　◇カラー　３色（ネイビー、グリーン、ブラウン）
　◇販売場所　弘前市まちなか情報センター、弘前市りんご公
　　　　　　園、弘前市立観光館

　
●弘前桜物語
当協会と資生堂が共同開発したオリジナル商品！3アイテム好評販売中！！
　第1弾！『弘前さくらものがたりオードパルファム』2,160円
　第2弾！『弘前さくらものがたりリップクリーム』  540円
　第3弾！『弘前さくらものがたりハンドクリーム』  800円
　お求めは、弘前市りんご公園SHOP楽天市場
　https://item.rakuten.co.jp/ringoshop/51000401/

題名：孫夫人勇戦の図　絵：三浦　吞龍題名：孫夫人勇戦の図　絵：三浦　吞龍

　弘前と言えば「りんご」と「弘前城の桜」と直
ぐに思い浮かべる方が多いと思います。
　特に「りんご」は台湾、 中国をはじめアジアの
皆様にも魅力的で、 多くのアジアの観光客の
皆様が弘前に訪れています。東日本大震災後、
落ち込んでいた東北へのインバウンドの流れも

2016年には東日本大震災前の数値を越え、 2017年には青森県が
前年比全国一の伸びを示すことが出来ました。 全国的には日本文
化を感じられる岐阜県高山市など京都以外にも地方都市に欧米
豪からの観光客が多く訪れています。 アジア、 東南アジア中心の
東北へのインバウンドの流れもようやく欧米からも動き始めまし
た。 ２年前に弊社が欧米旅行会社担当者の東北へのファムトリッ
プを実施した時に一番興味を示していただいたのが弘前です。
　東北にはまだ欧米豪からは来ていないのでは？ という方が
多くいますが、 プロセスを大事にする欧米豪の皆様は地方の
歴史、文化に非常に興味を持っています。
　2018年４月より欧州の旅行会社 Insight Vacations（本社：スイ
ス ジューネーブ）の富裕層向けブランド“LUXURY GOLD”初と

なる日本ツアーが４月よりスタートしました。 （お客様は英米
豪）
　本ツアー“MEJESTIC JAPAN”は全行程10泊11日（日本国
内）のうち、 ３日間が東北滞在（仙台→八戸→弘前→奥入瀬渓
流）で2018年４月から11月まで全18回の設定です。 「美しい自
然」「祭」「サムライ」「酒蔵」「市場体験」、 弘前城はもちろん、 
津軽藩ねぷた村での貸切での津軽三味線鑑賞、 体験など、 富
裕層向けならではのVIPな要素も取り入れてお客様をお迎え
していただいています。
　美しい自然そして弘前の歴史、 洋館など東洋と西洋の香り
を感じることのできる街並み。
　MEJESTIC JAPANは今後も順調な集客が見込まれること
から2019年の継続展開も決定しています。 フランス、 イギリ
スの旅行代理店からも東北へのツアーの問い合わせも増えて
来ており、 今後欧米各国からの東北へのインバウンドは増え
てくると期待されています。
　弘前の魅力を弘前の皆様のアイデンティーでもっと光ら
せ、 一緒に全世界に発信して行きましょう!

トピックス 当協会オリジナル商品を紹介‼
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介 こちらのコーナーで紹介した
会員を協会facebookにも
掲載いたします。

連携企画！

会員のお店をご紹介するコーナーです。

※掲載をご希望の会員様は、事務局までご連絡ください。

Hirosaki Tourism and Convention Bureau
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　化学工業薬品・臨床検査試薬・
医理化学機器・食品関連商品を販
売する専門商社(上場)として昭和
28年弘前市に設立、現在は東北一
円と関東の14拠点において地域密
着型の事業展開をしております。
　平成27年に「健康宣言」を行い、
青森県の「健康経営事業所」に認定
されました。社員の健康増進のため
歩数計を配布し、まずウォーキング
から始めています。引き続き地域の
皆様に貢献できるよう努力して参
ります。
■弘前市神田1丁目3-1
■TEL 0172(33)8131
■FAX 0172(32)8779
■営業時間　8:30～17:30
■定休日　土曜、日曜、祝日
■HP　www.t-kagaku.co.jp

■弘前市住吉町22-9
■TEL 0172(32)8491
■FAX 0172(32)8492
■営業時間　9:30～18:30
■定休日　第2木曜日
■HP　http://futamian.com/

「時代のニーズに合わせて変化させながらモノを作り続けて行く」
　1960年創業、2000年に法人化。
ミシン縫製や高周波ウェルダーを
使い帆布製のテントやシートを製
造している会社です。
　時代の流れやお客様の要望によ
り作る物も変り、最近ではテント・
シートだけでなく椅子やソファー
の張替等も多いです。縫製出来る物
でしたら何でもご相談ください。お
見積もりは無料です！
　私たちは地域に根差し地域貢献
に努めています。

■弘前市和徳町336
■TEL 0172(32)4804
■FAX 0172(33)2253
■営業時間　8:30～17:30
■定休日　第2土曜、日曜、祝日
■E-mail　info@tanaka-seat.com

　弘前シードル工房kimoriは、りんご畑の中にあるちいさな醸造
所。若いりんご農家たちが自ら育てたりんごを持ち寄りシードル
を造っています。 誰もが自由に訪れてりんご畑でおしゃべりして
シードルを楽しめる。美しい景色や美味しいもの、すぐそばにあ
る素敵なものを地域の人たちと分かち
合いたい、そして訪れた人すべてがり
んごのある暮らしの豊かさを感じら
れる…弘前シードル工房kimoriは、そ
んな集いの場でありたいと願いなが
ら日々シードルを提供しておりますの
で、ぜひ一度お立ち寄りください。

　双味庵は昭和17年(1943年)の創業以来、城下町弘前で菓子づ
くり一筋で歩んできた老舗です。「餡子で和菓子の出来映えが決ま
る」と言われるほど和菓子にとって餡子は重要な役割を果たしま
す。厳選した小豆と純度にこだわった高級鬼ザラ糖を使用し、丁寧
に炊いた自家製餡は、手間暇かけ
たこだわりの証です。
　双味庵では、ご贈答やお茶うけな
ど、四季折々の和菓子、洋菓子をご
用意しております。日頃お世話に
なっている方へ、ぜひ、双味庵の
逸品菓子を贈ってみてはいかが
ですか。

■弘前市清水富田字寺沢52-3
　弘前市りんご公園内
■TEL 0172(88)8936
■FAX 0172(88)8976
■営業時間　9:00～17:00
■定休日　なし
■HP　http://kimori-cidre.com/

　藤田記念庭園の洋館内にある喫茶室。洋館は弘前市出身で日本商工会議所会

頭も務めた実業家・藤田謙一氏が大正10年に建てたもので、ステンドグラスや

窓ガラスなど当時からの物が多く残っており、一歩中に入るとまるでタイムス

リップしたような空間が広がっています。

　ガラス張りのテラス席では四季折々の庭園を眺めながら寛ぐことができま

す。弘前自慢のアップルパイを常時数種類取り揃えているほか、白神産そば粉

のガレットやシードルなどが楽しめます。

┃ HIROSAKI STAGE NEWS/Vol.43 HIROSAKI STAGE NEWS/Vol.43┃

㈲ 田中シート

弘前シードル工房 kimori

東北化学薬品株式会社

御菓子司 双味庵

シリーズ「当協会運営施設紹介」

藤田記念庭園 大正浪漫喫茶室

～ RIKI’ S Tours Japan RIKIさんに特別インタビュー ～
弘前を訪れる外国人観光客の増加に伴い、今までの会報で台湾・韓国について特集してきまし
た。今号では、欧米豪に着目してお届けしていきたいと思います。オーストラリアと言えば、冬に
いらっしゃる方が多いと言われていますが、春のさくらの時期にお越しになる方々も増えてい
ます。今回は、オーストラリアのお客様を数多く弘前に送客して下さっている稲村　力さんにお
話を伺いました。

RIKI’S Tours Japanとはいつ頃設立されたもので、
どういった商品を造成されているのでしょうか？

Ａ1　日本と海外での添
乗員として働いた15
年の経験を生かして
2012年からRIKI'S 
Tours Japan をシ
ドニーで始めました。
自分が企画したツアー
コースに合わせて予
約や手配も行い、さら
に自分でガイドするツ
アーを催行していま
す。日本人が案内した
いものではなく、オー
ストラリア人の目線で
楽しめるツアー作りを
心がけています。毎年
８回それぞれ２～３週間、ウォーキングツアー・陶芸ツアー・桜
ツアー・紅葉ツアーなどで日本中を案内しています。

　　　弘前に送客することになったきっかけはなんですか？

Ａ2　亡くなった父が　”ヒロサキの　花を土産に　死出の旅”
という俳句を残すほど弘前の桜が好きだったので、東北の桜
ツアーを2015年に初めて作った時も、まず弘前のホテルを予
約することから始めました。 そのあと毎春弘前で桜を見るた
びに、父からいいことを教えてもらったなと感謝しています。

参加されているオーストラリアのお客様の反応はいか
がですか？

Ａ3　自分のツアーで弘前に来るのは４月末のみなので、もちろ
ん桜を一番楽しまれるのですが、公園内のお店の人との交流
や、花見をしている地元のグループの人と話して写真を一緒に
撮ったことなどが思い出に残っていたようです。今年のツアー
では黒いこんにゃくについて、どうやったらこんなに黒くなる
のかをとても不思議がって食べていらっしゃいました。金魚
すくいに挑戦する方もいらっしゃいました。

RIKIさんが考える弘前の魅力は何でしょうか？

Ａ4　やはり一番は桜だと思います。あとアウトドアが好きな
オーストラリア人にとっては、岩木山は魅力のある山だと思
います。（まだ行ったことはないのですが……）

今後の展開でお考えのことがありましたら、お知らせ
ください

Ａ5　この秋に奥入瀬
と白神山地を歩く
ツアーを初めて催
行します。その際に
弘前にも２泊して、
りんご農園にて収
穫体験をさせてい
ただきます。このツ
アーを成功させて、
来年も再来年も続
くツアーにできれ
ばと考えています。
　個人的にはいつ
か岩木山のヒルク
ライムレースに参
加してみたいです。


