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ガイドひろさき2019発行!!
　当協会で毎年発行している、地元密着型のガイドブック「ガイドひ
ろさき」の2019年版が発行されました。
　巻頭特集ページは「♯ひろさき映え」。ＳＮＳで映えるような写真をた
くさん使い「写真を撮りたくなるような場所や情報」を紹介する企画
となっております。巻頭特集ページに続く本編は「ひろさき色の街歩
き」と題して、色をテーマに、弘前の桜やりんご、歴史的建造物、食、
クラフトなどを紹介しています。

発行日：平成31年3月31日
発行部数：15,000部
定価：350円＋税
販売店：
•弘前市まちなか情報センター
•弘前市りんご公園
•大正浪漫喫茶室
•匠館
•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。

「桜ミク（初音ミク）」と
「弘前さくらまつり」がコラボ！
この度、初音ミクの派生キャラクター「桜ミク」が弘前
さくらまつり公式応援キャラクターとして、コラボする
ことになりま
した。
さくらまつり
のコラボポス
ターや商店街
のフラッグ、
観光スタンプ
ラリー等が実
施されます。
本 年 度 か ら
「弘前さくら
ま つ り」が、
第100回を迎
える平成32
年度までの展
開です。
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『アップルパイ×タクシー』
北星交通株式会社　取締役部長 兼 青森営業所所長

下山　泰広

4月1日（月）～ 11月23日（土祝）
4月中旬～ 11月23日（土祝）
4月中旬～ 11月23日（土祝）
4月中旬～ 11月中旬
4月7日（日）
4月13日（土）
4月14日（日）
4月20日（土）～ 5月6日（月振）
4月21日（日）
4月22日（月）
4月27日（土）
4月28日（日）
5月3日（金祝）～ 5月4日（土祝）
5月4日（土祝）
5月5日（日祝）
5月上旬
5月上旬～ 11月下旬

5月11日（土）
5月12日（日）～ 15日（水）
5月18日（土）
5月18日（土）～ 19日（日）

5月24日（金）～ 25日（土）
5月29日（水）
6月1日（土）～ 2日（日）
6月5日（水）
6月中旬　※予定
6月20日（木）
6月30日（日）
6月下旬　※予定
6月29日（土）～ 30日（日）

史跡弘前城　今年度開館
藤田記念庭園　今年度開園
弘前城植物園　今年度開園
弥生いこいの広場　今年度開園
第35回弘前城ミス桜コンテスト
立川志らく落語会
路地裏歌謡笑vol.15　出番ですよ! 
弘前さくらまつり
2019お笑いNEW　STAR笑in弘前
森　昌子　(祝)還暦コンサート
藤　あや子　コンサート
第68回青森県観桜俳句大会
第38回津軽三味線世界大会
岩木全国凧揚げ大会
2019桜花グランプリ争奪・第33回津軽五大民謡全国大会
弘前りんご花まつり
観光用貸自転車サイクルネット

第27回全日本りんご追分コンクール
ASYNC2019(25th IEEE International Symposium on Asynchronous Circuits and System)
吉川隆弘　ピアノリサイタル
第56回特定非営利活動法人日本口腔科学会　北日本地方部会
第44回公益社団法人日本口腔外科学会北日本支部学術集会
第73回日本民藝協会全国大会2019in弘前
東北楽天ゴールデンイーグルスVS埼玉西武ライオンズ
第21回　津軽路ロマン国際ツーデーマーチ
三山ひろしコンサート2019
古都ひろさき花火の集い
一般社団法人全国自動車無線連合会第59回通常総会
チャレンジヒルクライム岩木山2019
よさこい津軽
第2回アップルロード・クラフト展2019

弘前文化センター
弘前文化センター
弘前市民会館
弘前公園
弘前市民会館
弘前市民会館
弘前市民会館
弘前文化センター2階大会議室
弘前市民会館
岩木海洋センター
弘前市民会館
弘前市りんご公園
弘前市立観光館・弘前市観光案内所・弘前市まちなか
情報センター・弘前市りんご公園・津軽藩ねぷた村
弘前市民会館
【アートホテル弘前シティ/国際50】
弘前文化センターホール
【ホテルニューキャッスル/東北200】

【弘前パークホテル/全国120】
弘前はるか夢球場
弘前市内および平川市内
弘前市民会館
弘前市岩木川河川敷運動公園
【ホテルニューキャッスル／全国240】
嶽温泉・岩木スカイライン
弘前市土手町通り及び3・3・2号線の一部
小沢地区英国喫茶の館特設会場

　インバウンド誘致拡大で観光立国化を
目指す日本、国内外の個人旅行へのFIT
化、地方へのインバウンド波及の本格化
から弘前市における訪日外国人宿泊者数
右肩上がりの増加など様々な賑わいを見

せる中、日頃のタクシー事業や観光事業の中でアップルパイ巡
りを希望している観光客に着目し2018年6月に北星交通はガイド
サービス事業「アップルパイコンシェルジュ」を展開しまし
た。
　タクシー乗務員が市内約50店舗のアップルパイガイドができ
るよう、食し、作りそして試験とステップを踏ませアップルパ
イのスペシャリスト養成を行いました。
　りんご王国弘前のアップルパイをタクシーで巡るサービスと
なっています。
　従来の観光タクシーとは違いアップルパイだけに特化したこ
とにより利用者が気軽にリーズナブルに短時間で楽しめるとい
うコンセプトを大事にしています。
　観光客に楽しんでいただくという想いからスタートした事業
ですが、実は思わぬ効果や将来性を感じることとなりました。
　日々のタクシー営業にガイドの仕事が追加されれば当然一人
当たりの生産性はあがります。また従来のタクシー運転手にガ
イドスキルが備わることによりドライバーとしての価値も上が
ります。
　戦後誕生したタクシーというビジネスモデルが自動運転とい
う技術革新により大きく変貌を遂げる日が次に控えています。
　人としての価値を高めることにより機械にはできないビジネ
スモデルを確立する第一歩と小さな将来性も感じます。
　未来へのテーマは「人と車でなにができるか」、北星交通は
「新しいなにか」に挑戦し続けていきます。
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弘前アップルパイ
ガイドマップ
座談会

弘前アップルパイ
ガイドマップ
座談会

開催日：平成31年１月29日（火）　場所：弘前市立観光館　多目的ホール

会員の広場

お店紹介お店紹介

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。

※掲載をご希望の会員様は、事務局までご連絡ください。

当協会活動レポートシリーズ

HIROSAKI STAGE NEWS [Vol.46] ❸HIROSAKI STAGE NEWS [Vol.46] ❷

村岡：きっかけは、「日本一のりんご生産量の弘前のアップルパ
イを食べたいから教えて」という、お客様からのお問合せ
です。最初のうちは、スタッフが知っている提供店の情報
をみんなで共有して対応していましたが、「もしかしたら提
供店はもっとあるかもしれない、調べよう！」と提案しました。
電話帳から洋菓子店・和菓子店・パン屋さん・レストラン・
喫茶店…と、1店ずつ電話掛けを始めました。

武田：当時、弘前商工会議所で地域ブランドの掘り起こし事業
を企画されていて、白戸局長が、観光コンシェルジュのアッ
プルパイ調査を紹介してくださり、思いがけず｢弘前アッ
プルパイガイドマップ｣製作に発展しました。

村岡：アップルパイを製造しているか和菓子店に電話した時、
「ずっと作り続けてるけど、知らなかった？｣と言われました。
アップルパイは洋菓子のイメージが強かったのですが、こ
だわりのアップルパイを作る和菓子店もあることを知り、
なんで今まで調べなかったんだ！と思いましたね。

武田：企画スタート時、参加店の皆さんから、｢地元のりんごを
使って、美味しいアップルパイを作ってきたので、願って
いたPR企画ができて嬉しい｣という声が多かったことも印
象に残っています。マップはスタッフみんなで作り始めて
今年で９年目になりました。直接お店の方 と々お話するこ
ともあり、いつも弘前のアップルパイに対する愛情や熱い
思いを感じます。

丸谷：随分お客様に浸透してきていて、観光パンフレット発送の
依頼をいただくと「アップルパイガイドマップは必ず入れ
てね」と、指定されることも多いです。

野村：観光館入口からインフォメーションへ直行してアップルパイ
ガイドマップをもらいに来てくださるお客様も多いです。手
にして中を開いて、50店近い掲載店・8面仕様に笑顔で
驚かれます。

村岡：表紙のデザインも、りん
ごの赤色に、参加店全
店のアップルパイの写真
が並んだところがインパク
トがあって、魅力だよね。

一戸：最近は、海外のお客様
からの問合せも増えて、例えば中国の方は、漢字から内
容をなんとなく読めていることもあるけど、英語圏だと、
英語対応の資料作成も必要だなと感じます。

成田：藤田記念庭園の喫茶室では、お客様用にアップルパイガ
イドマップを置いておくと、すぐに無くなるほど人気。店内
のメニューとマップを照らし合わせてから注文したり、2～
3人で来店して、提供しているアップルパイ全6種類をシェ
アして召し上がるお客様もいて、嬉しい光景です。

一同：えー、楽しそう！嬉しい！
一戸：6種類も揃っている大正浪漫喫茶室ならではですね。
野村：アップルパイの写真をスマートフォンで見せて、このアップ

ルパイを食べたいと尋ねてくる方も多いです。
村岡：インスタグラムで、＃弘前アップルパイ をつけての写真投稿

をおすすめしたことで、随分観光客にも、情報が拡散で
きたように思います。

　　　投稿された素敵な写真でアップルパイが一層美味しそう
に伝わっています。

成田：このマップができて、地元の方も、これだけ多くのお店
でアップルパイを作っていることに驚いたかも。

村岡：りんご農家の方が、｢美味しいりんごを作れば、自分のり
んごも使ってもらえるだろうか｣と話していたこともあったの
で、多方面でよい相乗効果が表れているように思います。

成田：１つのお店のアップルパイを一度食べて終わりじゃなくて、
時期によって、使うりんごの品種を変えているお店もある
から、同じお店のアップルパイでも、2度3度楽しめますね。

野村：私は、県外から地元に戻ってきてこのマップをSNSで知って、
すぐ観光館にもらいに来ました。まさか自分がその後観光
コンシェルジュになり、製作に携わるとは、思ってもみま
せんでした。

一戸：初めて見たとき、インパクトがあり感動しました。自分が
製作に関われている部分はま
だ少しですが、今までの積み
重ねられた情報、またこれを
ゼロから作り上げたということ
は、すごいことだなと思ってい
ます。観光客からの問合せも
多く、いずれ｢弘前の顔｣にな
るパンフレットではないかと期待します。｢弘前の旅の想い
出｣として強く記憶に残りますよね。

成田：弘前に着いて初めてアップルパイガイドマップに出会った
としても、新たな｢旅の目的｣になり得る素材だと思います。

村岡：最近は｢アップルパイタクシー｣も出来て嬉しいなと感じて
います。更に姉妹パンフレット｢弘前タルトタタンガイドマッ
プ｣も発行できたし。

一戸：今年１月に放送された全国版のテレビ番組で、｢外国人が
わざわざこの街にコレを食べにきました｣といったランキン
グに入り込むなど、海外でも認知度が上がっているようで
す。

武田：最近は、研究レポートの題材に取り上げたいという大学
生からの問合せもあり、意外な反響でした。

野村：アップルパイの食べ歩きをする方の楽しみを広げたいと思
い、どこでどんなアップルパイを食べたいかを書き集めら
れる記録ノートを試作してみています。

成田：かわいい表紙の柄を活かしたノートの製作なんてどう？
村岡：わたしはクリアファイルがい

いかなって。
丸谷：各店舗のアップルパイシー

ルは？
野村：アップルパイの写真が並ん

だマスキングテープはどう？
成田：もっと各店のアップルパイを詳しく紹介するガイドブックを

作製しても面白いかも。
村岡：これからグッズや事業をいろいろ展開できればいいですね。

お客様の声をきっかけに製作したアップルパイガイドマップで私
たちの夢が広がっていき嬉しいですね。ありがとうございました。

日本チケット
　日本チケットは平成6年の創業以来、弘前駅前を拠点に地
域の皆さまが必要とされる商品を、適正な価格で、買取・販
売することを心がけて営業してまいりました。また、平成
26年には店外に自動販売機を設置し、24種類のチケットを
24時間提供致しております。
　今後も皆さまに喜んでいただけ
るように、正確な商品知識、豊富
な品ぞろえ、公正な価格表示を
モットーと致します。
　今後とも日本チケットのご利用
をよろしくお願い申し上げます。

■弘前市駅前1-2-1
■TEL 0172(38)3222
■FAX 0172(38)3223
■営業時間 9:30～18:00
■定休日　12/31～1/3
■HP https://www.nihon-ticket.com/

菓子処 弘房
　弘前市南城西に和菓子店を創業し、お陰様で二十年を過ぎ
ました。どら焼とソフトクリーム、最中などをメインに始め
たお店です。
　当店のお菓子はほんのり上品な甘
さと風味豊かに、素材を吟味しつつ
手作りを基本にした「心とからだに
優しいお菓子」をモットーにしてい
ます。
　その他季節商品などいろいろ取り
揃えて皆様のお越しをお待ちしてお
ります。

■弘前市南城西2-2-7
■TEL 0172(34)5863
■FAX 0172(55)7505
■営業時間 9:00～18:30
■定休日　 水曜(祝祭日、年末年始は営業)

弘前ガス株式会社
　弘前ガス株式会社は昭和３１年に設立され、弘前市におい
て都市ガスの供給を継続して行っております。
　現在は、関係会社と連携して弘前ガスグループを形成し、
都市ガスの他にも、プロパ
ンガス販売、灯油配送、給
排水設備工事、ガソリンス
タンド、インターネット光
回線、エコル電気等の事業
を展開しております。弘前
ガスではガスにとどまら
ず、地域の皆さまの暮らし
に係わるお悩み解決のお手
伝いをしてまいります。

■弘前市松ヶ枝1-2-1
■TEL 0172(27)9100
■FAX 0172(27)9200
■HP http://hg-group.co.jp

有限会社 佐藤器機
　当社は本部を安原に置
き、医療機器・白衣・文
具の販売と、グループで
は調剤薬局が2軒、デイ
サービスセンター・グルー
プホーム・有料老人ホー
ム4軒の運営を行ってお
ります。
　お薬のこと、老人のケアプラン等、何でもご相談頂ければ、
専門のスタッフが心を込めて対応させて頂きます。
　医療と介護で地域に貢献できるよう努めてまいります。
 
■弘前市安原3-8-1
■TEL 0172(87)1171
■FAX 0172(87)1173
■営業時間　9:00～18:00
■定休日　土曜、日曜、祝日

　当協会地域活性化検討部会で調査・研究を重ね、弘前公園内で平成29年
度から２年間社会実証実験として実施した「弘前公園観光人力車」の報告会
が行われました。
　第１部では、大中実 地域活性化検討部会長から、２年間実施した実証実験
結果の報告、そこから見出された観光ビジネスを成功させるためのポイント
や、正しいマーケティング分析の重要性などが報告されました。
　第２部では、青森県地域産業課 三上英機様から本県における創業支援の取
組をご紹介頂きました。また、近年、事業資金調達に活用されているクラウ
ドファンディングの経験談を高岡の森 古民家カフェ「山の子」の店主 高木
恵美子様から発表して頂きました。

弘前公園観光人力車実証実験結果報告会

今回の会報のテーマはアップルパイ！アップルガイドマップ製作に
携わっている観光コンシェルジュや大正浪漫喫茶室、事務局のメン
バーで座談会を行ないました！

アップルパイガイドマップを製作することになったきっかけは何ですか？Q1

製作する上で印象に残っていることは何ですか？Q2

お客様とのエピソードは何かありますか？Q3

製作に関わっていて思うことは何ですか？Q4

今後やってみたいことは何ですか？Q5


