
外国人観光客誘客促進事業対象施設 一覧（R3.4 月更新版） 

施設名  道の駅かづの （鹿角観光ふるさと館あんとらあ）  

問合せ先：(株)かづの観光物産公社  ＴＥＬ0186-22-0555 

・営業時間 9:00～18：00（4/1～11/30）、9：00～17：00（12/1～3/31）  

・休館日  年中無休 

見学 料金 

花輪ばやし屋台展示ホール見学 
小学生 中・高校生 大人 

300 円 400 円 500 円 

体験メニュー 時間 定員 料金 

ふるさと食品 味噌付けたんぽ作り 30 分 300 名 400 円 

 

農業体験 料金 体験内容 

半日コース(３時間) 2,000 円 りんごの摘花作業、各野菜の種まき、農具の整理等、季節

による 

一日コース(５時間) 5,000 円 同上 

 ※農業体験については、季節・人数等で調整が必要なため、事前にご確認ください。 

 

 

施設名  大湯ストーンサークル館  

問合せ先：大湯ストーンサークル館  ＴＥＬ0186-37-3822 

・営業時間 9:00～18：00（4/1～10/31）、9：00～16：00（11/1～3/31） 

・休館日  毎週月曜日（11/1～3/31）、年末年始（12/29～1/3） 

見学 料金 

展示ホール観覧（ガイド付き） 

個人 団体(20 名以上) 

高校生以下：110 円 

大人   ：320 円 

高校生以下： 90 円 

大人   ：250 円 

 

体験メニュー 所要時間 定員 料金 送料 備考 

土器作り 1～2 時間 40 名 
500 円 

（材料代含む） 
別途必要 

完成までに 

3～4 週間 

ペンダント作り 45 分～1時間 40 名 300 円   

ストーンマグネット

作り 
30 分 40 名 100 円   

 

 

施設名  先人顕彰館  

問合せ先：先人顕彰館  ＴＥＬ0186-35-5250 

・営業時間 9:00～16：30 

・休館日  毎週月曜日、毎月末日、祝祭日、年末年始（12/29～1/3） 

見学 料金 

先人顕彰館見学 

個人 団体（20 名以上） 

小・中学生： 60 円 

高校生以上： 110 円 

一般   ： 220 円 

小・中学生：   50 円 

高校生以上：   90 円 

一般   ：  180 円 

 



外国人観光客誘客促進事業対象施設 一覧（R3.4 月更新版） 

施設名  史跡尾去沢鉱山  

問合せ先：（株）ゴールデン佐渡  ＴＥＬ0186-22-0123 

・営業時間 9:00～17：00（4/1～10/31）、9：00～15：30（11/1～3/31） 

・休館日  年中無休 

見学 料金 

坑道見学 

※希望により鉱山ガイドが案内します。 

要予約：ガイド１名 2,000 円 

ガイド１名で約 20 人まで 

個人 団体（20 名以上） 

大人   ：1,000 円 

中・高校生： 800 円 

小学生  ： 600 円 

大人   ：900 円 

中・高校生：720 円 

小学生  ：540 円 

 ※学生団体の引率者は無料とします。 

体験メニュー 所要時間 定員 料金 

砂金採り体験 
(4 月下旬～11 月上旬) 

約 30 分 ～100 名 
高校生以上  ：800 円 

中学生以下  ：600 円 

パワーストーン 

手作り体験 
約 30 分 10～40 名 

ストラップ  ：600 円 

ブレスレット ：1,100 円 

天然石万華鏡作り体験 約 30 分 10～40 名 800 円 

きりたんぽ作り体験 約 2時間 10～50 名 

きりたんぽ鍋作り：1,080 円 

みそつけたんぽ作り：300 円 

※別途講師料(講師１人につき 5,000 円) 

 

施設名  旧関善酒店主屋  

問合せ先：関善賑わい屋敷  ＴＥＬ0186-23-7799 

・営業時間 10：00～17：00（冬季変更有） 

・休館日  毎週木曜日（3と 8のつく日は花輪朝市につき開館） 

見学 料金 

旧関善酒店見学 

（ガイド付き） 

個人 団体（10 名以上） 

500 円 400 円 

 

施設名  中滝ふるさと学舎  

問合せ先：中滝ふるさと学舎  ＴＥＬ0186-30-4021 

・営業時間 9：00～16：00（4/1～11/30）、10：00～15：00（12/1～3/31） 

・休館日  毎週月曜日（但し祝祭日にあたる場合は翌日） 

体験メニュー 料金 

リンゴ園で農業体験 1,000 円～1,500 円/人 

旬の野菜の収穫体験 1,000 円～1,500 円/人 

中滝そば打ち体験 1,800 円/人 

味噌付けたんぽ作り体験 550 円/2 本 

石釜でピザ焼き体験 1,650 円/人 

かまどで炊飯体験 550 円/人 

バーベキュー体験 1,650 円/人 

 

体験メニュー 所要時間 料 金 

かづの森林セラピー体験 
半日(およそ 3時間) 6,500 円 

１日(およそ 6時間) 11,500 円 

 



外国人観光客誘客促進事業対象施設 一覧（R3.4 月更新版） 

施設名  十和田八幡平観光物産協会  

問合せ先：十和田八幡平観光物産協会  ＴＥＬ0186-23-2019 

体験ﾒﾆｭｰ 
所要 

時間 
受入人数 料金 内 容 実施期間 

花輪 

ばやし 

演奏体験 

約 90 分 1～40 人 

1～40 名 

(1 クラス) 

42,000 円 

 

40～80 名 

(2 クラス) 

84,000 円 

花輪ばやし演奏（太鼓）を体験 

①花輪ばやしの演奏 2～3曲を鑑賞 

②祇園という曲を体験 

③6名（1班）で屋台に乗って演奏 

講師：太鼓 3 名、三味線 1 名、笛 1

名、鉦 1名 

 

（※体験者には、花輪ばやしのうち

わをプレゼント） 

ゴールデン

ウィーク・

夏休み・冬

期間は除く 

お寺で 

座禅体験 

約 60 分 

～90 分 

1～200 人 
※4～5 箇所

の寺に分け

て行います。

1箇所が20～

80 人程です） 

200 円/人 

①各寺にて開始の会を行う 

②住職より座禅方法を教わる 

③座禅体験開始 

④住職の講話 

⑤寺によっては、仏像等の説明有 

ゴールデン

ウィーク、夏

休み、冬期間

は除く 

民話・伝

説「語り

べ」体験 

約 60 分 
何名 

でも可 
5,000 円～ 

鹿角に古くから伝わる民話や伝説

を「語りべ」が秋田弁でご紹介しま

す。 

通年 

 

滝めぐり体験 
所要時

間 
料 金 実施期間 

森の案内人と歩く 

「八幡平山頂トレッキングガイド」 
約 2時間 

7,000 円 
※但し、ガイド 1 名にあたり 20 名様

まで 

6 月中旬～ 

10 月下旬 

森林コンダクターと歩く 

「大湯滝めぐりコース」 
約 3時間 

5,000 円 
※但し、ガイド 1 名にあたり 20 名様

まで 

4 月下旬～ 

10 月下旬 

 

 

施設名  市内果樹もぎ取り体験  

問合せ先：下記対象施設 

体験メニュー 所在地 対象果樹 ＴＥＬ 

十和田高原りんご園  十和田錦木字申ヶ平 114 りんご 0186-35-3231 

山麓園 十和田大湯字白沢 92-5 りんご 0186-37-3568 

りんごの里 平塚果樹

園 
十和田大湯字箒畑 105-1 りんご 0186- 37-3997 

佐藤秀果園 十和田大湯字上野 もも、りんご 0186-35-5191 

 

※事前のご予約が必要ですので、各施設に直接お問い合わせください。 


