
主催／雪だ！灯りだ！芸術だ！あおもり冬のワンダーランド実行委員会
 事務局：青森市・青森商工会議所・公益社団法人青森観光コンベンション協会・特定非営利活動法人あおもりみなとクラブ

あおもり灯りと紙のページェント
2018.11.30（金）～ 2019.2.11（月祝）

ワ・ラッセイルミネーション
2018.11.30（金）～ 2019.2.11（月祝）

あおもり雪灯りまつり
2019.1.25（金）～ 27（日）

第41回青森冬まつり
2019.2.2（土）～ 3（日）

ザ・もつけ祭り＆冬花火
2019.2.2（土） 

CHRISTMAS MARKET
in アスパム

八甲田ロープウェー TEL 017-738-0343問青森県観光物産館アスパム TEL 017-735-5311問

2018.12.15　▷25　12:00～21:00土 火

青森県観光物産館アスパム 西側駐車場ほか

古くからドイツ各地で行われているクリスマスイベントを
再現した「CHRISTMAS MARKET inアスパム」を開催しま
す。高さ10ｍのもみの木の「大型クリスマスツリー」の展示
や本場ドイツ製のヒュッテでのクリスマスグッズ販売や青
森と親和性のある食材を利用した本格的なドイツ料理・ス
イーツやドリンクを販売。青森らしいクリスマスイベントを
お楽しみください。

［前夜祭］12.14　18:00～21:00金

あおも
りの冬を遊びつくせ！

八甲田ロープウェー株式会社
〒030-0188　青森市大字荒川字寒水沢1-12
TEL 017-738-0343　FAX 017-738-5061
URL http://hakkoda-ropeway.jp

八甲田ロープウェー
おかげさまで50周年

冬の八甲田の夕焼鑑賞企画
2019.2.1　▷5　 金 火

下り最終便 17:00

かまくら設置
2018.12月中旬頃～
※降雪状況により前後することがあります。
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あおもり灯りと紙のページェント

新町街灯雪だるま～る

雪だるま～る 広告協賛社一覧

ねぶた技法による市民創作の和紙オブジェ「雪だるま～る」
約750個が青森ベイエリアをあたたかい光で照らします。

新町通り街灯に約130個の「雪だるま～る」が登場！

（株）アール・エー・ビー企画
（株）アール・エー・ビーサービス
青森朝日放送（株）
（公社）青森観光コンベンション協会
青森魚類（株）
（株）青森銀行
青森ケーブルテレビ（株）
（公社）青森県観光連盟
青森港湾研究協会
青森国際ホテル
（株）青森テレビ
青森放送（株）
青森三菱電機機器販売（株）
NPO法人あおもりみなとクラブ
青森ワシントンホテル
アップルパレス青森
（株）エービッツ
（株）大阪組
カルビー（株）北東北営業所

協賛社の皆様、ご協力のほど誠にありがとうございました。 ※50音順

（株）北浜造船鉄工
（株）JR東日本青森商業開発
志田建設（株）
酸ヶ湯温泉
青函連絡船メモリアルシップ八甲田丸
創創舎
津軽海峡フェリー（株）
（株）東奥日報社
東北電力（株）
（株）日専連ホールディングス
（株）細川産業
（株）ホテル青森
HOTEL Jogakura
（株）みちのく銀行
MiK（株） CROSS TOWER A-BAY
モヤヒルズ
（株）ヤマウ鳥谷部臨港倉庫
ラブリーミュージックスタジオ

お
問
い
合
わ
せ

※11/30は点灯式後

連携イベント

連携イベント

連携イベント

2018.11.30　▷2019.2.11　16:00～21:00金 月祝
2018.11.30　▷2019.2.11　16:00～21:00金 月祝

2018.11.30　▷2019.2.11金 月祝

開会式

あおもり灯りと紙のページェントの点灯式や
来場者へのお菓子プレゼント、
ふるまい鍋（先着100名）でオープニングを盛り上げます。

2018.11.30　17:30～金

ワ・ラッセイルミネーション

「ねぶたの家ワ・ラッセ」外観をLED電球約25,000個で
装飾し、ベイエリアを彩ります。

あおもり雪灯りまつり
2019.1.25　▷27　17:00～21:00金 日

青森冬まつりの中で、雪上運動会を開催します。ソリリレーや障害物競争等を
して、寒い冬を皆で楽しみましょう。参加には申し込みが必要です。
先着８０名（小学１年生から６年生）参加費は無料です。

［TEL］017-723-7211　［FAX］017-723-7215　［URL］https://www.atca.info
（月～金8:30～17:15 ※土日祝休）

公益社団法人 青森観光コンベンション協会

青森市経済部観光課
［TEL］017-734-5153

第41回 青森冬まつり

雪の大型すべり台が目玉の青森冬恒例のイベント。スノーランド（棒パン・出店・乗馬
体験・凧揚げ体験など）で、家族で楽しめるイベントが盛りだくさん！

2019.2.2　▷3　9:00～15:00土 日

2019.2.3　10:00～12:00日

雪上スポーツ・レクリエーション祭

ザ・もつけ祭り＆冬花火

ねぶた御輿出陣で会場が盛り上がり、もつけ姿の男たちによる雪上綱引で興奮し、
冬の打ち上げ花火でフィナーレを飾ります！

オリジナルふんどし・手ぬぐいの限定販売。（　 アイモリー TEL 017-752-6228）

2019.2.2　17:30～19:00土

（一財）青森市文化スポーツ振興公社 TEL 017-773-7305（月～金9：00～17：00、第３月曜、土日祝休）問

問

雪上で行われる２時間耐久自転車レース。
雪とふれあいながらサイクルを楽しめる、
冬の新たなるスポーツイベントです。事前申込み。

2019.2.3　10:00～12:30日

青森サイクルフェスタ 海辺 de 雪上2hエンデューロ

 青森サイクルフェスタ実行委員会 TEL 090-7563-2946問

イグルー展示

青森大学の学生によるイグルー展示。

2019.1.25　▷27金 日

新企画!

新企画!

市民の皆様のご協力をいただいて制作した雪
灯り2,000個やWISHキャンドルの製作体験を
行い、街をやさしい灯りで彩ります。
雪灯り風景の写真コンテストも開催。（表彰・展
示３月開催予定）

雪灯りの夕べ

「あおもり雪灯りまつり」や「あおもり灯りと紙のペー
ジェント」などのベイエリアに灯される美しい「灯り」
を眺めながら、詩や物語などの朗読を聴き、心あたた
かな夜を過ごしませんか。入場は無料、申込みは不
要です。お気軽にお越しください。

2019.1.27　18:00～20:00日

 言葉のちから・声のあかりプロジェクトチーム TEL 090-6680-7343（渡邊）問

(主催) 言葉のちから・声のあかりプロジェクトチーム／ (協力) ねぶたの家 ワ・ラッセ



市内小中高校生を対象に版画作品を募集し、入選以上の作品を展示。
　 2月2日（土）～2月4日（月）
　 2日：12：00～17：00、3・4日：10：00～17：00
　 協同組合タッケン美術展示館

あおもりの冬を盛り上げるコラボイベント♪

しめ縄 + Xmasリース体験
［参加費］ お一人1,000円　［定員］ 20名
［講　師］ 稲垣藁の会
［持ち物］ 汚れても良い服装でお越しください。
　 12月８日（土）　　13:30～15:30
　 A-FACTORY2F ラウンジスペース
　 A-FACTORY運営室 TEL 017-752-1890

パノラマ映画リニューアル八甲田丸カウントダウン2019
伝統文化でつくる 青森観光を360度スクリーンで

ねぶた面づくり教室
現役ねぶた師による

［定員］ ①・②ともに20名（小学5年生以上、小学生は保護者同伴） 
［講師］ ①京野和鴻 ②北村麻子
［料金］ 1,500円※いずれも２日間の参加が必須。要事前申し込み
　 ①１月５日（土）・１月６日（日） ②１月12日（土）・１月13日（日）　　10:00～15:30
　 ねぶたの家ワ・ラッセ１階 交流学習室１
　 ねぶたの家ワ・ラッセ TEL 017-752-1311 

アスパムお正月イベント
県産品の福袋販売やお楽しみ抽選会、津軽凧の絵付け
体験などを開催。

　 １月１日（火）～６日（日）　　9:30～18:00
　 青森県観光物産館アスパム
　 青森県観光物産館アスパム TEL 017-735-5311

冬の夜をカクテルでおしゃれに…音楽を楽しむ夕べ
冬の夕べを楽しいトークとライブで楽しみましょう。
<トーク> 青森の冬の夜をおしゃれにカクテルで。ラツール店主 
佐々木敏彦氏、ほか <ライブ> ミニコンサート <お料理> カク
テルにあう小皿料理 ［チケット］ 1,500円（料理・飲み物つき）
　 ２月２日（土）　　１５：００～１８：００　　新町キューブ
　 あおもり雪国懇談会 TEL 017-773-3477

ろうそくと焚き火の幻想的な雰囲気の中で、手作り田舎
料理を堪能。アトラクション・打ち上げ花火あり！
参加料無料。
　 ２月２日（土）　　18:00～19:45
　 細野山の家前広場
　 細野山の家 TEL 0172-62-3129

細野相沢冬物語
幻想的な雰囲気の中で田舎料理を堪能第6回 雪の文化と暮らしを語り合う会

お正月イベント
ねぶたの家ワ・ラッセ

期間中ミュージアム入場者にはもれなく粗品をプレゼント。
冬休みの思い出づくりにぴったりな書割り体験やねぶたなら
ではの工作が楽しめるワ・ラッセ工房も開催！２日にはワ・ラッ
セ饅頭の配布（先着200名）と三味線ライブが行われる。
　 １月２日（水）～１月６日（日）　　ねぶたの家ワ・ラッセ
　 ねぶたの家ワ・ラッセ TEL 017-752-1311 

CHRISTMAS MARKET in アスパム
プレイベント 「青森うまいものカルタ」

2019年新春もアスパムから！

アドベントカレンダーの制作ワークショップや仕掛け絵本の体
験、販売等本場ドイツのクリスマスの過ごし方などをご紹介。
　 11月23日（金祝）～12月13日（木）
　 平日／10:00～15:00, 土日祝／10:00～17:00
　 青森県観光物産館アスパム2階ミニイベントスペース
　 青森県観光物産館アスパム TEL 017-735-5311

大カルタ大会
「青森うまいものカルタ」の完成を記念して、大きなカ
ルタを使ったカルタ大会を開催します。参加は先着60
名（小学生以上）。１月18日（金）まで要申込。参加賞と
して「青森うまいものカルタ」を差し上げます。
　 ２月３日（日）　　13:30～15:30　　 新町キューブ
　 青森観光コンベンション協会 TEL 017-723-7211

2019ウインターフェスティバル

八甲田丸ファン感謝デー
冬休み特別企画

ミニチュア鉄道模型（新幹線や寝台列車など）が会場内を走行
します。元機関長による非公開部分の船内探検ツアー（要事前
申込）や船内にてフリーマーケットも開催！（12日、13日のみ）
　 １月１２日（土）～１月１４日（月祝）　　９：００～１６：３０
　 八甲田丸２階多目的ホール
　 青函連絡船メモリアルシップ八甲田丸 TEL 017-735-8150

AOMORI CIDRE FAIR
アオモリシードルフェア 冬のうまいもの大集合

エーファクトリー館内で醸造しているアオモリシードル
の美味しさや、その製造方法のパネル紹介。

　 12月４日（火）～25日（火）
　 A-FACTORY1F 特設会場
　 A-FACTORY運営室 TEL 017-752-1890

アスパム冬まつり
PART1は冬の青森の味覚を堪能。中泊町の物産展を開催。
PART2は「あおもりの手しごと」がテーマで、クラフト展を開催。
　 PART1 １月26日（土）～27日（日）
　 PART2 ２月 ２日（土）～ ３日（日）
　 10:00～15:00　　青森県観光物産館アスパム
　 青森県観光物産館アスパム TEL 017-735-5311

2階パノラマ映画がリニューアル日本最大級の360度
スクリーン・フル4K・3D映像で青森の観光映画をご紹
介。
　 １月中旬
　 青森県観光物産館アスパム2F 青い森ホール
　 青森県観光物産館アスパム TEL 017-735-5311

雪と子どものスペシャルイベント

あおもりアーツカウンシル関係アートイベント

子どもを対象としたイベントを開催。雪上ゲーム大会な
ど子どもが楽しめるイベントがたくさんご用意します。
参加料無料。
　 ２月10日（日）　　10:00～15:00
　 モヤヒルズ
　 モヤヒルズ TEL 017-764-1110

あおもりバル街VOL.13
マップを片手に食べ歩き！飲み歩き！
［料金］ 前売券3,500円（当日券4,000円／1セット５枚綴り）
　 2月23日(土)　　16:00～24:00
　 青森市中心市街地及び周辺エリア飲食店
　 あおもりバル街事業実行委員会(青森商工会議所内) 
　 TEL 017-734-1311

スキー場利用者への感謝の気持ちを込めて大抽選会、
雪上ゲーム大会、市長杯スキー大会などを開催します。
料金【前売券】大人1,500円 子供・高齢者1,000円
　　【当日券】大人2,000円 子供・高齢者1,500円
　 ３月３日（日）　　9:00～17:00　　モヤヒルズ
　 モヤヒルズ TEL 017-764-1110

八甲田丸カウントダウン2019

大晦日は八甲田丸へ！

ニューイヤー花火大会の他、八甲田丸除夜の号鐘、
年越し（ちゃった）そば振舞（限定100食）、餅まき、
抽選会も開催！
　 12月31日（月）～1月1日（火祝）　　23:00～25:00
　 八甲田丸及び周辺ウォーターフロント地区
　 青函連絡船メモリアルシップ八甲田丸 TEL 017-735-8150

灯りの彫刻展示
2019.1.17　▷2.11木 月祝

（公社）青森県観光連盟 TEL 017-722-5080問 一般財団法人青森市文化スポーツ振興公社 TEL 017-773-7304問 あおもりアーツカウンシル事務局（一般財団法人 青森市文化スポーツ振興公社内） TEL 017-773-7304問

［アスパムでの先行展示］2018.12.14　▷25金 火

青森ベイエリアや中心商店街において、ねぶたの技
法を活用して紙と針金のみで制作する、灯りの彫刻
作品を展示します。
「雪」をテーマに青森の冬を表現。夏のねぶたとは異
なる、紙の彫刻作品としての新たな「ねぶた」の魅力
をご覧ください。
（協力：竹浪比呂央ねぶた研究所）

版画関係イベント

AOMORI Advanced Music Festival
創造の場づくり支援事業①

サウンドアーティストによるパフォーマンスイベント。
　 2月10日（日）　　青函連絡船メモリアルシップ八甲田丸

　 2月9日（土）～2月11日（月・祝）　　10：00～17：00
　 リンクモア平安閣市民ホール 1Ｆギャラリー

地元アーティスト展覧会
創造の場づくり支援事業②

地元クリエイターとものづくりカフェを楽しもう！
　 2月9日（土）～2月11日（月・祝）
　 9・10日：10：00～17：00、11日：10：00～16：00
　 青森市役所駅前庁舎 1Ｆ駅前スクエア

A-Paradise2018

第31回棟方志功賞版画展

「第31回棟方志功賞版画展」応募作品のうち、約650点を協力店舗へ展示。
　 2月1日（金）～3月31日（日）
　 2月：新町周辺各店舗、3月：新町通りアートパネル

街中が版画ギャラリー

まだまだお楽しみがいっぱい！ あおもりの冬季開催イベント♪

バージョン
アップ!

新企画!

詳しくは、あおもりアーツカウンシルホームページ
（https://aomori-artscouncil.jp）でご確認ください。

※画像はイメージです。

Facebookページ
※最新情報を随時更新！

青
森
駅

中三●

青森県庁
●

八
甲
通
り

昭
和
通
り

新町通り

パサージュ広場

ねぶたの家
ワ・ラッセ

西の広場

●
さくら野

ラブリッジ

八甲田丸

●
ラ
ビ
ナ

国道７号

観光物産館
アスパム
観光物産館
アスパム

A-FACTORY
ホテル
JALシティ

成田本店

電器屋IKO

青森市役所
駅前庁舎



あおもり冬のおすすめメニュー♪ 各店自慢のおすすめメニューを食べて、おいしい冬を楽しもう！
※提供期間は各店舗により異なります。掲載内容をご確認の上、ご来店ください。

辛口口房
ベジカルビ丼 （テイクアウト可・税込500円）

野菜たっぷり甘辛い地豚の炒めもの。
ご飯が進むことうけあい。クセになります。

11:30～（LO23:30） 日曜日 休営 T 017-732-5051

旬肴 ひでか
（税込450円）田楽３兄弟

さといも、ナス、厚揚げを串にさした味噌田楽です。
味噌の味はすべて違います。

17:00～24:00（LO23:30） 日曜日休営

T 017-777-0080

酒肴 十喜
（税込550円）生つくね

鳥肉とあられの食感が最高
一人ひと皿で足りません…

17:00～24:00（LO23:30） 水曜日休営

T 017-757-8080

レスタウランテ グラナダ
じゃが芋と卵のスペインオムレツ

（M税込1,250円 S税込1,000円 ）
スペインの家庭料理の中で絶品といってもいいほど。「じゃが芋と卵のスペ
インオムレツ」をぜひ一度レスタウランテ グラナダで食べてみませんか。
11:30～13:30／17:30～21:30（LO21:00）
日曜日・祝日 休

営

T 017-773-1535

各店舗の場所はイベント会場マップ記載　　をご参照ください。

11:00～15:30（LO15:00）／16:30～20:00（LO19:30） 不定休 休営

T 017-734-5353

みちのく料理 西むら
（税込2,000円）鱈福御膳

鱈の身、白子、魚卵を使った鱈づくしの料理が味わえる、西
むらオリジナルのお得なセットです（無くなり次第終了）。
※仕入れ状況により提供できない場合がございます。

※2019年１月８日～2月28日までのご提供

※2018年11月30日～2019年2月11日までのご提供

あぶり天丼 天じゅん
（税込1,200円）（税込500円） 真白子と海老の天丼セット

青森の冬といえば真白子！あつあつクリーミーな白子天に特製
丼タレをかけると悶絶級！もちろん「あぶり」もオススメです。
※天候により食材の入荷がない場合はお休みいたします。
11:30～14:30（LO14:00） 日曜日（不定休あり）休営

T 090-7568-6877 ※2018年11月30日～2019年2月28日までのご提供

Diningcafe はなぁふ
（税込1,200円）長谷川自然熟成豚のキーマカレー

冬期限定！
豚の濃い旨味ととろ～りチーズの絶品カレーです。

11:00～18:00（LO17:00） 不定休休営

T 017-721-3833

営

T

Galetteria Da Sasino
焼き菓子とドリンクのセット
メニューから400円までのドリンクと焼き菓子のセット。
（メニュー提供時間 15:00～20:00）

11:00～20:00（LO19:30） 不定休休

017-735-1155

ラウンジセンチュリーアスパム店
（税込580円）縄文カレーうどん

古代縄文人も食べていたどんぐりや栗、山いもを練り込
んだつるっつるのうどんで、現代のカレー好きな青森県
民向き融合メニュー！
19:30～18:00（LO17:45） 017-735-6675T営

休 12月31日、3月8日、3月9日（アスパム休館日に準ずる日程）

A-FACTORY Food Marché

（各種税込648円）
贅沢ほたてチャウダー＆濃厚しじみチャウダー
すりおろしりんご入りのほたてチャウダーとしじみエキス
たっぷりの濃厚なしじみチャウダーでカラダとココロを
ポカポカに。

9:00～20:00 不定休休営 T 017-774-0077

鮨処 あすか 新町店

不定休（各月１回）休
11:30～15:00（LO14:30）／17:00～22:00（LO21:30）営

T 017-723-5000

回転すし並の料金で、
気軽に入れるまちのお寿司屋さん。

（税込529円）

グローバルキッチン サイゴン
牛すじ煮込み
じっくり煮込んだ、トロトロの牛すじが絶品です！

日曜日（月祝日の場合、日曜営業、月曜休み）休
17:30～24:00（LO23:00）営

T 017-776-7212

017-763-4110

（税込594円）

青森うまいもん居酒屋 わやわや
殿の唐揚げ
青森県産桜姫鶏の唐揚げを当店自慢の青森県産大豆で
作ったタレをからめた一品です！

17:00～24:00（LO23:00） 日曜日休営

T 017-763-4110

※2018年11月30日～2019年2月11日までのご提供

※2018年11月30日～2019年2月11日までのご提供

あおもり帆立小屋
（通常680円→税込500円）本日の焼魚定食

焼きたての魚をお楽しみください。
※魚の種類は都度変更します。
※11:00～14:00のランチのみの提供
10:00～22:00（LO21:30） 12/31, 1/1休営

T 017-752-9454

魚っ喰いの田 ワ・ラッセ店
ばらちらし
ばらちらし（メインメニュー）をご注文いただけると、サラダバー・ド
リンクバー・スープバーなどハーフバイキングをご利用いただけます。
むつ湾を見ながらゆっくりとおしたお時間をお過ごしください。
※団体様予約等の場合、ご提供時間がかかる場合がございます。
※2018年11月30日～2019年2月11日までのご提供

ワ・ラッセ休館日と同じ休
11:00～19:00、ランチタイム 11:00～15:00（LO14:30）営

T 017-721-4499

（通常1,000円→税込800円）
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