
アップルハート
岩木山のふもと、りんご畑が広がる景色の中で、農作業や農家の
暮らしを体験してみませんか？
津軽のとっちゃとかっちゃがあたたかくおもてなしします！！

代表者名 工藤 達雄

部屋数 ３部屋（定員１０名）

ご予約
通年（要事前連絡）
※当日でも宿泊可

定休日 正月、盆

料 金
大人１名 １泊２食（夕・朝）付き
￥９，９００～（税込）

私達は、人と人との心のつながりを大事に
した、おもてなしを心がけています。農業を
知ってもらい、人の温かさに触れあいなが
ら、農家民宿で心に残る特別な思い出を
作っていただきたいと思っています。

ゆったり過ごす おもてなしの宿

その他
■チェックイン：１５時まで ■チェックアウト：１１時
■農作業体験を希望する方は体験用の着衣をご持参ください。
■昼食は別途お付けすることができます。

■農業体験
田植え、野菜や果樹収穫
■自然体験
雪遊び
■料理体験
郷土料理、
フライパンアップルケーキ

■その他
ゆかたの着付け

問合せ
■ＴＥＬ：０１７２－８２－２３９８ ■携帯：０８０－１８０２－７０６３
■メール：tatsuo-Yuma-aki@docomo.ne.jp

住 所 青森県弘前市大字一町田字村元５５７の３

ほかにも宿あります。右記へご連絡！弘前里山ツーリズム ＴＥＬ：0172-55-0268（窓口「たびすけ」内）

日本一のりんご地帯である弘前市で、農家と交
流してみませんか？世界遺産白神山地と岩木
山の麓で手作りの体験を通して、自然、文化、
農業にふれることができます。
ぜひ一度泊まりに来てみてください！地域から一言

主な体験可能メニュー

青森県
弘前市
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須恵器の里 清久
我が国最北となる「須恵器窯跡」のあるここ五所川原市の、雪深
い山里で育ったりんごや野菜、山菜を使った郷土料理と、津軽弁
で皆様をおもてなししています。

代表者名 齋藤 久子

部屋数 １部屋 （定員４名）

ご予約
完全予約制
３日前迄に電話受付

定休日
お盆（８月１０日～２０日）
年末年始（１２月２５日～１月１０日）

料 金
大人１名 １泊２食（夕・朝）付き
￥６，０００～（税込）

お客様には、農業や食を支えている「土」の暖かさ、癒やし
の力に触れてもらいながら、まるで田舎の実家に戻ったか
のような、ホッとした時間の中で過ごしていただけるよう心が
けています。

色々な体験をしたいお客様には、農作業や郷土料理体験
（けの汁、ねりこみ、貝焼みそ、なすのしそ巻き等）をご用意
しております。おしゃべりしながら、体験をし
ながら、のんびりとした時間を過ごしましょう。

その他
■チェックイン：１５時 ■チェックアウト：１０時
■体験メニューは予約時、要確認。 ■農業体験

りんご、野菜、山菜収穫
■料理体験
郷土料理、太巻き、
よもぎ餅作り
■工芸体験

りんごの枝を使ったリース、
しじみ貝ストラップ

問合せ ■ＴＥＬ／ＦＡＸ：０１７３－２９－２６８２

住 所 青森県五所川原市大字前田野目字長峰８６－１

ほかにも宿あります。右記へご連絡！ あおもり五所川原グリーン・ツーリズム協議会
（事務局 NPO法人かなぎ元気倶楽部「かだるべぇ」内） ＴＥＬ：0173-52-2882

ゆったり、のんびりと過ごせるお宿

青森県
五所川原市

五所川原市のりんご畑や田んぼ、山に
川・・・「土」に触れながら、真の農村の良さ、
農業の良さを感じてみてください。
心身ともに癒やされますよ。地域から一言

主な体験可能メニュー
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築荘
自家製野菜を使った美味しい料理は、旅の一番の思い出に間違い
なし！家族みんなで食事しながら十和田市の良いところを紹介し
ます。

代表者名 漆坂 悳

部屋数 １部屋（定員６名）

ご予約 電話・ＦＡＸ受付

定休日 要問合せ

料 金
大人１名 １泊２食（夕・朝）付き
￥５，６００～（税込）

美味しい料理と家族団らんが自慢の宿

その他
■チェックイン：１３～１７時まで ■チェックアウト：１０時
■農作業体験を希望する方は体験用の着衣をご持参ください。
■昼食は別途お付けすることができます。 ■農業体験

野菜の収穫、田植え等
■文化体験
雪遊び

■料理体験
郷土料理、餅つき

問合せ ■ＴＥＬ：０１７６－７２－２７０４ ■ＦＡＸ：０１７６－７２－２７０４

住 所 青森県十和田市大字奥瀬字大堀平１６６－２

十和田市は、八甲田連峰や十和田湖など
の豊かな大自然に囲まれており、農業が
盛んな地域です。自然豊かなこの地域で
田舎の知恵を学んだり、食の大切さを感じ
ることができます！地域から一言

主な体験可能メニュー

青森県
十和田市

一年を通してハウスで野菜づくりに関わる様々な体験がで

きます。また、食事は、その野菜を使って一緒に美味しく調

理します。

冬は、雪遊びや餅つきもできます。

海外からのお客さまも歓迎です。

ほかにも宿あります。右記へご連絡！ 十和田農業体験連絡協議会ＴＥＬ：01７６－５１－６７４３
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せっちゃんのエクスペリヤンスの家
（みませんか）

田舎暮らしを体験してみねが！！身も心もリフレッシュしたい
（ものだよね） （に）

もんだっきゃ！ 海・山・川のある、自然豊かな鰺ヶ沢町さ
（きてね） （さっぱり）

ぜひきいへ。さっぱどするよ～

代表者名 齋藤 節子

部屋数 １部屋（定員４名）

ご予約
完全予約制
３日前迄に電話受付

定休日 要問合せ

料 金
大人１名 １泊２食（夕・朝）付き
￥６，５００～（税込）

津軽の田舎料理も味わえる宿

その他
■チェックイン／チェックアウト：要問合せ
■農作業体験を希望する方は体験用の着衣をご持参ください。
■昼食は別途お付けすることができます。

■農業体験
野菜作り、きのこ植菌

■自然体験
川・海釣り

■料理体験
郷土料理
ﾉﾝｵｲﾙ・ﾉﾝﾊﾞﾀｰｹｰｷ

■工芸体験
紙粘土人形、布ぞうり

問合せ ■ＴＥＬ／ＦＡＸ：０１７３－７２－３７４５

住 所 青森県鰺ヶ沢町大字舞戸町字上富田８６

みなさまのお越しをお待ちしております！

農薬は少しだけ、化学肥料は使わないで育てた野菜、山から採ってきた
山菜、目の前の海から釣った魚で「おもてなし」することを心がけています。

オーナーから一言

主な体験可能メニュー

青森県
鰺ヶ沢町

鰺ヶ沢町の畑、山、川、海の魅力を感じてもらえる

体験メニューと、母さんの田舎料理が自慢のお宿

です。

また、ランチ（３日前まで要予約）も提供しているの

で、体験と併せていかがでしょう。

看板娘（?）の３匹の猫と一緒に、皆様のお越しをお
まちしております。
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たちざき
野菜作りを通して土にたくさん触れてほしい！をテーマにいろい
ろなおいしい野菜をつくってみなさんをお待ちしております。

代表者名 立崎 由紀夫

部屋数 １部屋（定員６名）

ご予約 電話・ＦＡＸ受付

定休日 要問合せ

料 金
大人１名 １泊２食（夕・朝）付き
￥７，０２０～（税込）

楽しい農業体験と美味しい野菜料理の宿

その他
■チェックイン：１３～１７時まで ■チェックアウト：１０時
■農作業体験を希望する方は体験用の着衣をご持参ください。
■昼食は別途お付けすることができます。 ■農業体験

野菜の収穫、田植え等
■文化体験
雪遊び

■料理体験
郷土料理、ピザ

問合せ ■ＴＥＬ：０１７６－６２－９３０５ ■ＦＡＸ：０１７６－６２－９３０５

住 所 青森県上北郡七戸町字荒屋１５０

七戸町かだれ田舎体験協議会では、田舎
の良さを気軽に楽しめる様々な体験メ
ニューを用意しております。

地域から一言

主な体験可能メニュー

青森県
七戸町

一年を通して野菜づくりに関わる様々な体験ができます。

また、食事は、旬の野菜を使って一緒に美味しく調理します。

特に収穫したての野菜をふんだんにトッピングした自家製ピ

ザが人気です。

冬は、いろいろな雪国体験ができます。

海外からのお客さまも歓迎です。

ほかにも宿あります。右記へご連絡！ かだれ田舎体験協議会ＴＥＬ：01７６－６８－２１１６
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わが家をはじめ、達者村ホームステイ連絡協議会の会員農
家は、「簡易宿泊営業」（農林漁業体験民宿業）の許可を取
得しております。地元の自然や食、芸能などの特色あふれ
る地域資源を活かした体験メニューとなっております。

正光園
達者村(青森県南部町)の魅力を体感！農作業のあとには、収穫し
た野菜を使った料理や、郷土料理の『せんべい汁』など、旬の味
覚を味わえます。

代表者名 田中 雅敏

部屋数 １部屋（定員５名）

ご予約 通年（要事前連絡）

定休日 要問合せ

料 金
大人１名 １泊２食（夕・朝）付き
９，７２０円～（税込）

その他
■チェックイン／チェックアウト：要問合せ
■団体名：達者村ホームステイ連絡協議会 ■農業体験

さくらんぼの作業、収穫
野菜の収穫
■文化体験
カゴづくり、ホタル観察
■料理体験

郷土料理、（せんべい汁、
山菜料理など）

問合せ
■ＴＥＬ：０８０－９０７２－８７６６ ■ＦＡＸ：０１７８－８４－２５９２
■Ｅ－ｍａｉｌ：npo_a_na_ta@yahoo.co.jp

住 所
青森県三戸郡南部町大字苫米地字下宿２３‐１
ＮＰＯ法人 あおもりなんぶの達者村 事務局

ほかにも宿あります。お気軽にお問い合わせください。みなさまのお越しを心よりお待ちしております。

青森県
南部町

達者村はなっす～、みんなの心のふる
さとだよ～!!
おらんどいつでもまってるよ～。
みんなでぇおんでぇ～。農家から一言

主な体験可能メニュー

元気が出るパワフルかあちゃんの家
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とまりや「けやき」
川・池・蛍・山野草など四季折々の大自然の中で、のんびり過ご
してみませんか。

代表者名 土橋 美智子

部屋数 １部屋（定員６名）

ご予約 通年（要事前連絡）

定休日 要問合せ

料 金
大人１名 １泊２食（夕・朝）付き
￥７，５００～（税込）

けやきをふんだんに使った築５０
年の宿に宿泊して、里山のくらし
を体験しませんか。自家製の新鮮
な食材を使って、いっしょに料理
作りをしましょう。

その他
■チェックイン／チェックアウト：要問合せ
■体験メニューはそれぞれ申込期間あるため、要予約、要確認。 ■農業体験

田植え、稲刈り、
野菜栽培と収穫、薪割り
■文化体験
昔語り
■料理体験
豆腐、味噌

問合せ ■ＴＥＬ：０１７８－８８－２８７５ ■ＦＡＸ：０１７８－８８－２１１７

住 所 青森県三戸郡階上町大字田代字下田代４

ほかにも宿あります。右記へご連絡！ はしかみグリーン・ツーリズム協議会ＴＥＬ：0178-88-2875

大自然に囲まれた宿

青森県
階上町

地域から一言

主な体験可能メニュー

田舎のゆっくり流れる時間と新鮮
な空気、３６０度の大自然の中で
過ごすひと時は心に栄養を与えて
くれますよ！ぜひ一度泊まりに来
てみてくださいね！
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