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秋秋号
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。

■【継続】9月22日(土)～12月2日(日)
■10月6日(土)
■10月7日(日)～10月8日(月祝)
■10月7日(日)
■10月7日(日)
■10月8日(月祝)
■10月8日(月祝)
■10月14日(日)
■10月14日(日)
■10月19日(金)～10月21日(日)
■10月19日(金)～11月11日(日)
■10月20日(土)
■10月21日(日)
■10月25日(木)～26日(金)
■10月26日(金)～28日(日)
■11月2日(金)～4日(日)
■11月3日(土祝)～4日(日)
■11月3日(土祝)
■11月3日(土祝)
■11月4日(日)
■11月4日(日)
■11月11日(日)
■11月13日(火)
■11月17日(土)
■11月23日(金祝)
■11月25日(日)
■12月7日(金)
■12月15日(土)～3月24日(日)

企画展3「こども博物館」
自衛隊創立記念行事
ひろさきハイカラ庭園
第16回 弘前・白神アップルマラソン
弘前オペラ　第47回定期公演
Cross.S ～音×食×クラフトのフェスティバル
第11回弘前スポレク祭&第72回弘前市民体操祭
四流合同お茶会
ねぷた絵描き方講習会
弘前大学総合文化祭
弘前城菊と紅葉まつり
弘前マンドリンアンサンブル 第28回定期演奏会　
追手門広場フリーマーケット
第41回フッ素科学討論会
津軽の食と産業まつり
第22回津軽塗フェア
日本コンピュータ化学会2018秋季年会
第57回弘前市子どもの祭典
弘前大学フィルハーモニー管弦楽団 第49回定期演奏会
第72回 弘前市合唱祭
第38回 弘前俳句大会 －弘前城菊と紅葉まつり吟行－
津軽ひろさき検定 第11回中級(おべ博士検定)試験
菊花販売
自衛隊弘前音楽祭
郷土芸能祭
第24回弘前市場まつり
歳末チャリティー2018
第35回職場対抗名士かくし芸大会
企画展「～春を待つ～ ふるさとの画家展」

弘前市立博物館
市中パレード/土手町
記念式典/弘前公園レクリエーション広場
藤田記念庭園
追手門広場スタート
弘前市民会館
弘前市民会館・弘前公園市民広場
弘前市民体育館
禅林街
弘前市立観光館１F多目的ホール
弘前大学文京キャンパス
メイン会場：弘前城植物園
弘前市民会館
追手門広場
【弘前文化センター /全国300】
克雪トレーニングセンター及び
エントランス広場
弘前市立観光館
【弘前大学創立50周年記念会館/全国100】
弘前文化センター
弘前文化センター
弘前文化センター
弘前文化センター
弘前市立観光館
弘前城植物園
弘前市民会館
弘前文化センター
弘果・弘前中央青果
弘前市民会館
弘前市立博物館

※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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～日本での前撮りが大人気～

（公社）青森県観光連盟観光振興グループ　松倉 理華

　弘前さくらまつり期間中、弘前公園中濠で運航した中濠観光舟が、
初めて秋のさくらの紅葉、もみじの紅葉の中運航します。お濠から、
一味違った秋をのぞいてみませんか！
１．期　　間　10月26日（金）～11月4日（日）
２．運航時間　10:00～16:00
　　※天候により変更することがあります。
３．乗船場所　弘前公園東内門石橋付近　特設桟橋
４．運航コース
　　　特設桟橋～辰巳櫓下右折～杉の大橋下～未申櫓下～特設桟橋
５．時　　間　概ね20分の運航になります。
６．定　　員　21名（船頭とガイド含む）
７．料　　金　大   人　1,000円（中学生以上）
　　　　　　　小学生      500円
※⑴未就学児は、付添いの大人1名に付き1名無料ですが、お2人目
　　からは、小学生料金を頂きます。
　⑵弘前公園有料区域、弘前城植物園の有料入場券控及び観光人      
　　力車、サイクルネットの領収書提示で、各種乗船料から100円
　　割引致します。
 ⑶この広報誌に付いてある、割引券を切り取りお持ち頂いた方　　
　（4名まで）は、100円割引を致します。
   ⑷乗船された方に、ポストカードをプレゼント致します。

８．乗船時のお願い　
　　⑴乗船には、救命胴衣の装着をお願いしております。
　　⑵飲酒、酒気帯び者のご乗船は、お断りしております。
　　⑶乗船後、席の移動は出来ません。

　人力車でゆったり弘前公園をご案内。
　紅葉の弘前公園の中を、人力車に
乗って散策してみませんか？いつもと
違う目線で散策をお楽しみください。

１．期　　間　11月11日（日）まで
２．時　　間　10:00～15:30まで
　　※天候により営業期間は変更になる場合があります。
　　※荒天時は営業を見合わせることがあります。
３．乗車コース(片道)　弘前公園下乗橋　←→　弘前公園追手門、東門、
　　　　　　　　　　　中央高校口のいずれか片道（15分）
４．定　　員　2名
５．料　　金　1台3,000円
　　事前予約をご希望の方は、弘前観光コンベンション協会まで電
　　話・FAX・メールでご連絡ください。

　　（公社）弘前観光コンベンション協会
　　　　　　TEL：0172-35-3131
　　　　　　FAX：0172-35-3132
　　　　　　E-mail：hirokan5@jomon.ne.jp

弘前公園 杉の大橋で撮影弘前公園 杉の大橋で撮影

　弘前公園や藤田記念庭園等で、婚礼衣装
のカップルが写真を撮る姿を目にすること
が、近年増えてきたように感じます。
　ロケーションフォトという言葉をご存知で
しょうか。いわゆる結婚の前撮り写真のこと
で、特に屋外で撮影する写真のことを言い
ます。日本国内でも流行していますが、実は
香港・台湾等東アジアを中心に発展してき

た文化です。これらの地域では、90年代初頭よりロケーション
フォト産業が発達し、現在ではほとんどのカップルが、風光明媚
な場所で結婚写真の撮影を行うほどになりました。
　例えば台北市内には、ウェディング通りと呼ばれる道沿いにた
くさんの写真館があり、国内のみならず、日本やフランス等海外
で撮影する商品を販売しています。数年前まで沖縄や京都がロ
ケーションフォトの聖地と言われてきましたが、最近のトレンド
は、「人とは違う場所でこだわりのある撮影をしたい」というもの
に変わってきています。また、「日本のカメラマンに、和装で撮影

してもらいたい」との要望も多く、日本全国でインバウンドカップ
ルによる撮影が増えつつあります。
　ロケーションフォトを目的に来日するカップルは、4泊5日ほど
の旅程で、1日を撮影、残りは観光に費やしています。衣装を和
装・洋装と替えながら、短い日程で撮影をこなすためには、い
かに移動時間を短くし、バリエーションに富んだ撮影をできるか
ということがポイントです。この点において、弘前市は全国トッ
プクラスのポテンシャルを持つ地域ではないでしょうか。弘前城
や神社仏閣が背景の和の写真、洋館が背景の洋の写真、そして
春夏秋冬の豊かな自然を背景にした写真。同じ市内にいながら、
様 な々雰囲気の写真を撮影できる地域は、なかなかありません。
　全国的な波に乗って、いずれ弘前市内にも撮影目的のインバ
ウンドが訪れるようになるでしょう。ロケーションフォトの撮影地
に選ばれるということは、そのカップルの大切な思い出の地にな
るということです。節目節目で再び訪れてみたくなる、そんな思い
出の地に選んでいただけたなら、大変喜ばしいことではないで
しょうか。

トピックス 弘前公園中濠紅葉観光舟 弘前公園観光人力車
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中濠観光舟乗船
100円割引券（1枚で4名まで）
有効期間　平成30年10/26～11/4まで

※ 他の割引と併用できません。

秋号特別企画

観光人力車
500円割引券

有効期間　平成30年11/11まで
※ 他の割引と併用できません。

秋号特別企画

インバウンドのロケーションフォトについて



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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　「日進社って何屋さんなの？」、「トロフィー屋さんだよ！」、
「えっ!?トロフィー屋さんなんてあるの？」とよく聞かれます。
　あるんです!!部活をしていた方は家に1つはあるのではないで
しょうか。なかなかないようで意外と身近にあるものです。
　トロフィーは高さもあり場
所もとるので、近年はブロンズ
が人気です。ブロンズと聞いて
画が浮かばない方、一度現物
を見においで下さい。
　当店では、他にもバッジ、学
校旗、のぼり等も扱っており
ます。

■弘前市駅前3丁目4-2
■TEL 0172(32)1664
■FAX 0172(32)1667
■営業時間 月～金 9:00～18:00
　　　　　 土・祝 9:00～17:00
■定休日　 日曜

■弘前市上白銀町1-10 2F
■TEL 0172(88)6812
■営業時間　11:00～16:00
　　　(ラストオーダー15:30)
■HP http://dubois-cafe.com/

　当社は弘前市に本社を置き、この津軽の地にて昭和21年に創業
以来数多くの皆様に支え育まれながら70余年の長きに渡り、自動
車燃料を始め、洗車、車検を軸とする自動車関連商品、ＬＰガス住
設機器に至るまで生活に直結する事業を地域の為に安定供給を
モットーに展開して参りました。
　近年では、地球環境に与える影響や節電に端を発して、エネル
ギーのかたちが大きく変化しておりますが、地域と共に生きる「私
たち」が、津軽の地のエネルギーインフラの“未来”を創るべく、
様々な挑戦を進めておりま
す。当地域に最適なエネル
ギーのかたちはどのような
ものなのか－。
　その答えを追及する企業
が当社です。

■弘前市北瓦ヶ町19-5
■TEL 0172(32)3351
■FAX 0172(37)3055
■https://kouzensyoukai.jp/

　追手門広場にある旧本店のミニチュア模型でおなじみの、今年
創業112周年を迎える老舗薬局です。
　「健康で長生きしたい、いつまでも
キレイでいたい！」と願う地域の皆様
に適切な情報と最善の商品を提供す
ることをモットーに、常駐する薬剤
師、登録販売者や専門性を持った美容
スタッフが親身になって応対します。
　土手町、イオンタウン樋の口、ユニ
バース堅田店内と3店舗ありますので
お気軽にお立ち寄りください！

　弘前市役所の隣にあるカフェデュボワは、青森県産牛100％のパ
ティ、イーストフード不使用のバンズ、国産野菜と安心・安全にこだ
わったプレミアムハンバーガーのお店。木目調の店内でゆっくりと
お楽しみいただけます。また、自家製ジンジャーエールも人気で、
ショウガ本来の辛味がクセになります。使用しているシロップは、
店頭で販売しており、牛乳やお好みのお酒で割ったり、料理にも使
えて万能。
　平日は、配達も可能ですので、職場のみなさんでのランチにいか
がですか？但し、バーガー10品
以上ご注文の場合に限ります。
　最新情報は、Facebookや
LINEでどうぞ。■弘前市土手町18

■TEL 0172(32)7556
■FAX 0172(32)7582
■営業時間 9:30～19:00
　　　　 　(日祝は18:30まで)
■定休日　元日
■HP　https://kikuchi.co.jp/
■E-mail　kikuchiyakuten@gmail.com　

　青森―天津線の定期便の就航などにより、増加している中
国人観光客の利便性向上を図るとともに、国内観光客を含め
た利用者の消費拡大につなげるため、弘前市りんご公園では
スマートフォンによるキャッシュレス決済サービス３種類の
運用を開始しました！
　導入したスマートフォン決済
（1）中国人観光客向け
　　① Alipay（アリペイ）
　　② WeChatPay（ウィーチャットペイ）
（2）国内観光客向け
　　オリガミペイ
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株式会社 弘善商会

株式会社 菊池薬店

日進社 佐藤旗店

カフェデュボワ

シリーズ「当協会運営施設紹介」

弘前市りんご公園　スマートフォン決済導入！

～株式会社青森銀行地域振興部　石田 聖臣さんに
　中国スマホ決済について聞く～ 

　今回は、天津と青森との定期便就航により増えている中国人観光客の利便性を図るため、
スマートフォンが有ればどこでも決済できる「スマホ決済」の導入・普及に努めている株式
会社青森銀行地域振興部 石田　聖臣さんにお話しを伺いました。

中国国内で普及している「スマホ決済」とは、
どんなものですか？

Ａ1　中国国内では、商品の代金やサービスの料金を支払う
際に、スマートフォンにダウンロードしたアプリを用いて、
バーコードやQRコードをスマートフォンの画面上に表示さ
せて店舗のレジ端末で読み取る、あるいは紙にプリントさ
れたり店舗のレジ端末に表示されているQRコードをスマ
ホ等のカメラで読み取ることにより決済することが主流
となっています。今では、百貨店やコンビニエンスストアは
もちろん街中の屋台などでもスマホ決済が可能であり、
スマホさえ持っていれば人前でお財布を出すことなく
キャッシュレスで安全にショッピングなどが楽しめるとい
われています。

スマホ決済サービスを提供する㈱Origamiと連携
して、青森県内のAlipay普及を図ることとなった
きっかけは？

Ａ2　2017年5月に青森空港と中国・天津を結ぶ定期航空
便が就航し、青森県を訪れる中国のお客さまがこれから
ますます増えていくことが期待されています。

　　観光庁の訪日外国人旅行消費動向調査によると、日本
国内における外国人観光客の消費額すなわち「日本でお
金を使った額」は、ひと頃の「爆買い」は一段落しているも
のの、国籍別では中国人観光客の消費額が最も多くなっ
ています。

　　青森空港と中国・天津を結ぶ定期航空便に乗って中国
から訪れる多くのお客さまに、青森県内でたくさん買い
物などをしていただき、青森県の地域経済の活性化に貢
献したいとの思いから2018年4月より本取り組みを本
格的に開始しました。

弘前での普及状況はいかがですか？

Ａ3　おかげさまで、弘前市の著名な観光スポットの一つで
あるりんご公園のお店や、中心市街地の小売店、飲食店、
宿泊施設等、多くの事業者さまにご導入いただいており
ます。

今後の展開をお教えください

Ａ4　弘前市には「弘前さくらまつり」という世界に誇る
イベントがあります。多くの観光客が訪れる「弘前さく
らまつり」までに、市内の事業者の皆さまからご協力を
いただきながら、さらにAlipayが使えるお店を増やし、
観光消費の取り込みに貢献して参りたいと考えておりま
す。

　中国人観光客にとって、日常の支払いはスマートフォン決済
が主流となっており、現金を持たずに訪日することが多いと言
われています。また、スマートフォン決済ができるかどうかは
旅行先を決める際の重要なポイントとなっていますので、導入
を機に消費拡大につなげていきたいと思っています。


