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観光宝探しノート観光宝探しノート
地元の魅力発信に努めている商工会の小冊子「観光宝探しノート」第５弾となる今回は全国 47 都道府
県 152 か所の商工会から旬の旅情報をお届け。「体験」「グルメ」「催し」「特産」「温泉」「見所」の６テー
マを掲げ、旅行ツアーの商品造成に役立つ魅力をご案内します。さらに今号では「伝統と文化を体感す
る 各地の催し」「良い旅にはかかせない 日本の温泉」を特集コンテンツに新たに追加しました。全国か
ら寄せられたお宝コンテンツを是非ご覧ください。
※記事中のデータは2017年11月末現在のものです。その後、営業時間や料金などが変更になる場合もありますので、事前に各施設、各商工会へお問い合わせ下さい。

体験 グルメ 催し 特産 温泉 見所

北海道・東北 関東・甲信越 東海・北陸

関西
中国・四国 九州・沖縄

●❶ 今金町商工会
●❷ 美瑛町商工会
●❸ 中川町商工会
●❹ 豊浦町商工会
●❺ 壮瞥町商工会
●❻ 新ひだか町商工会
●❼ 鯵ヶ沢町商工会
●❽ 七戸町商工会
●❾ 矢巾町商工会
●10 野田村商工会

●11 一戸町商工会
●12 亘理山元商工会
●13 由利本荘市商工会
●14 尾花沢市商工会
●15 朝日町商工会
●16 三穂田町商工会
●17 西田町商工会
●18 下郷町商工会
●19 会津美里町商工会

●20 北茨城市商工会
●21 坂東市商工会
●22 石岡市八郷商工会
●23 那珂川町商工会
●24 しぶかわ商工会
●25 中之条町商工会
●26 昭和村商工会
●27 くまがや市商工会
●28 久喜市商工会
●29 伊奈町商工会
●30 小川町商工会
●31 吉見町商工会
●32 長瀞町商工会
●33 幸手市商工会
●34 木更津市富来田商工会
●35 鴨川市商工会
●36 いすみ市商工会
●37 清瀬商工会

●38 稲城市商工会
●39 新島村商工会
●40 逗子市商工会
●41 見附商工会
●42 豊栄商工会
●43 和島村商工会
●44 西山町商工会
●45 頸城商工会
●46 大月市商工会
●47 北杜市商工会
●48 市川三郷町商工会
●49 佐久穂町商工会
●50 高森町商工会
●51 泰阜村商工会
●52 上松町商工会
●53 信州新町商工会
●54 信濃町商工会

●55 南砺市商工会
●56 上市町商工会
●57 庄川町商工会
●58 森本商工会
●59 羽咋市商工会
●60 おおい町商工会
●61 高山北商工会
●62 御嵩町商工会
●63 小坂町商工会
●64 奥浜名湖商工会
●65 沼津市商工会

●66 富士市商工会
●67 川根本町商工会
●68 新城市商工会
●69 あま市商工会
●70 祖父江町商工会
●71 蟹江町商工会
●72 豊浜商工会
●73 菰野町商工会
●74 大台町商工会
●75 大紀町商工会

●●110 
●●111 
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●●129 

●●130 
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●●128 

●●131 

●●127 ●●126 ●●138 
●●137 

●●135 

●●136 ●●141 

●●140 

●●133 
●●132 
●●134 

●●143 
●●144 
●●142 

●●145 ●●139 

●●146 

●●151 

●●150 ●●147 
●●149 
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体験 グルメ 催し 特産 温泉 見所

北海道・東北 関東・甲信越 東海・北陸

関西
中国・四国 九州・沖縄

●●115 

●76 大津北商工会
●77 長浜北商工会
●78 甲賀市商工会
●79 湖南市商工会
●80 木津川市商工会
●81 笠置町商工会
●82 富田林商工会
●83 河内長野市商工会
●84 羽曳野市商工会
●85 能勢町商工会
●86 南あわじ市商工会

●87 淡路市商工会
●88 宍粟市商工会
●89 香美町商工会
●90 新温泉町商工会
●91 大和郡山市商工会
●92 斑鳩町商工会
●93 明日香村商工会
●94 王寺町商工会
●95 白浜町商工会
●96 日置川町商工会

●97 鳥取市南商工会
●98 鳥取市西商工会
●99 岩美町商工会
●●100 三朝町商工会
●●101 北栄町商工会
●●102 銀の道商工会
●●103 斐川町商工会
●●104 隠岐國商工会
●●105 岡山北商工会
●●106 和気商工会
●●107 五日市商工会
●●108 尾道しまなみ商工会
●●109 江田島市商工会
●●110 大畠商工会

●●111 くすのき商工会
●●112 勝浦町商工会
●●113 上勝町商工会
●●114 那賀川町商工会
●●115 那賀町商工会
●●116 美波町商工会
●●117 東みよし町商工会
●●118 さぬき市商工会
●●119 土庄町商工会
●●120 琴平町商工会
●●121 東温市商工会
●●122 大豊町商工会
●●123 大月町商工会

●●124 みやこ町商工会
●●125 唐津上場商工会
●●126 神埼市商工会
●●127 吉野ヶ里町商工会
●●128 平戸市商工会
●●129 対馬市商工会
●●130 壱岐市商工会
●●131 五島市商工会
●●132 西海市商工会
●●133 雲仙市商工会
●●134 西そのぎ商工会
●●135 菊池市商工会
●●136 御船町商工会
●●137 日田地区商工会
●●138 日出町商工会

●●139 南郷町商工会
●●140 美郷町商工会
●●141 高千穂町商工会
●●142 菜の花商工会
●●143 日置市商工会
●●144 南九州市商工会
●●145 大崎町商工会
●●146 宇検村商工会
●●147 名護市商工会
●●148 うるま市商工会
●●149 嘉手納町商工会
●●150 渡嘉敷村商工会
●●151 伊平屋村商工会
●●152 宮古島市伊良部商工会

●❶ 
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家族で楽しめるアクティビティ 伝統と文化を体感する　各地の催し

史跡ピリカ遺跡
（北海道／今金町商工会）

ピリカ旧石器文化館は史跡ピリカ遺跡の案内施設。どのような
ルートでピリカにヒトがたどり着いたのか？どのような石器を使っ
ていたのか？石器の作り方はどのようなものか？という展示や、重
要文化財を展示している。体験学習室、映像コーナー、図書コーナー
もあり多くの古代の文化を体験できる。
【営業／休み】9時30分～16時30分（4月1日～11月30日）／月曜日・祝日の翌日 
（冬期間）
【料金】入館料大人200円、小中校生100円、団体割引あり
【交通】道央道国縫 ICから11.1km
【問い合わせ】ピリカ旧石器文化館☎0137・83・2477

真木川で遊ぼう！！！　自然体験満喫パック
（山梨県／大月市商工会）

東京より車で約1時間30分、大自然に囲まれた金の森山荘に着く。
当施設内を流れる真木川と雑木林等を使って、①沢登り、②BBQ、
③つり（ニジマス1匹まで）、④宿泊がすべてセットになった満喫プ
ランを始めました。冷たい清流の中で、せせらぎを聞きながら、癒し
と体験を味わってみませんか？（高校生以上）
【営業／休み】毎年8月～10月末頃（平日限定13：00～）
【料金】沢登り、BBQ、つり、宿泊セット　14,000円（税込）
【交通】中央道大月 ICから5.2km
【問い合わせ】金の森山荘☎0554・23・1021

「熱気球・水陸両用車 ARGO」搭乗イベントで
アウトドアイベントの醍醐味と感動を！
（岐阜県／御嵩町商工会）

係留型熱気球搭乗と水陸両用車ARGO搭乗が、同じ場所で楽しめる
全国で初めてのアウトドアイベント会場。係留型熱気球では、日本初最高
高度100mの高さまでフライトが可能。
今までに体験したことのないアウトドアの感動と醍醐味を満喫するこ

とができる。※ただし、100mフライトは、無風に近い天候の場合のみ可能。
【営業／休み】予約制／不定
【料金】◎係留型熱気球搭乗　中学生以上2,500円より　◎水陸両用車ARGO搭乗　
ひとり2,000円より
【交通】東海北陸自動車道郡上八幡 ICから車で3km
【問い合わせ】㈱ HEAT BALLOON 物語☎090・8133・4241

わくわく化石発掘体験
（熊本県／御船町商工会）

日本で初めて肉食恐竜の歯の化石が見つかった、熊本県「恐竜の
郷　御船町」。約9千万年前の白亜紀後期の地層の石をハンマーで叩
いて割りながら化石を探す。白亜紀後期の地層には、貝や植物の化
石などたくさんの化石が眠っている。さあ、君だけの化石を発掘し
よう！発掘した化石は1人1個まで持ち帰り可。
【営業／休み】9時～17時　化石発掘体験開催日　土・日・祝日（冬季は要問い合わせ）
／年末年始　月曜日（祝日の場合は翌平日）
【料金】大人1,000円　子ども（4歳以上高校生以下）500円
【交通】九州道御船 ICから3.5km
【問い合わせ】御船町観光交流センター☎096・282・4700
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家族で楽しめるアクティビティ 伝統と文化を体感する　各地の催し

おばなざわ花笠まつり
（山形県／尾花沢市商工会）

尾花沢は花笠踊りの発祥地。「徳良湖」築堤の際唄われた歌が「花
笠音頭」の元歌となり、働いていた工夫がかぶっていたスゲ笠で振り
を付けたのが花笠踊りの始まりと言われている。現在は伝統5流派
の踊りが伝承されている。毎年8月27・28日開催。2日目の「花笠踊り
大パレード」は約3,000人の踊り手で花笠一色に染まる。
【交通】東北中央道東根 ICから24.6km
【問い合わせ】尾花沢市観光物産協会☎0237・23・4567

駒ケ岳神社例祭
（長野県／上松町商工会）

中央アルプス木曽駒ケ岳山頂に本社のある里宮で、毎年5月3日に
行われる例祭。氏子の中の定められた農家の長男に一子相伝の
「太々神楽」十三座が拝殿内の舞台で奉納されます。十三座のうち、
特に「四神五返拝（ししんごへんぱい）」と「三剱舞（さんけんのま
い）」は迫力があり、多くの写真愛好家に人気がある。
【営業／休み】毎年5月3日（祝）9時頃～15時頃
【料金】無料
【交通】中央道伊那 ICから約42km
【問い合わせ】（一社）上松町観光協会☎0264・52・1133

鯛まつり
（愛知県／豊浜商工会）

明治18年ころ、祭礼に興を添えようと、思いつきで様々な張りぼ
てを作ったのが始まり。大正初期に「大鯛」になり、昭和初期には胴内
ではやしながら海に泳がせるようになった。 長さ10～18mの竹と
木の骨格に白木綿を巻いて作った大小の鯛5匹が若者たちに担がれ
街中や海を練り回る奇祭で、海の祭りにふさわしく勇壮。
【開催期間】毎年7月中下旬の土・日
【料金】無料
【交通】南知多道路豊丘 ICから3.3km
【問い合わせ】豊浜観光協会（豊浜商工会内）☎0569・65・0004

御
おん

田
だ

の里の御
おん

田
だ

祭
さい

（宮崎県／美郷町商工会）

美郷町西郷の御田祭は、平安時代から伝わる無病息災・五穀豊穣
を願う農耕行事。毎年7月第1日曜に開催され、若者が裸馬に跨り田
んぼを疾走する牛馬入れ、早乙女100名による田植え、神事が執り行
われる。年間の古来どおりの農耕神事も含め宮崎県無形民俗文化財
に指定されている。前夜祭、花火大会と合わせ20,000人の人出があ
り、温泉施設レイクランドと共にぎわう。
【料金】無料
【交通】東九州道日向 ICから28.4km
【問い合わせ】美郷町観光協会☎0982・66・3603
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地域のおすすめグルメ・特産品 良い旅にはかかせない　日本の温泉

田舎の郷土食　くびきの押し寿司
（新潟県／頸城商工会）

農作業の合間、田んぼの脇に腰を下ろし、皆で食べた「こびり（小
昼）」がもととなり、地域に伝えられてきた郷土食の押し寿司。頸城
産のコシヒカリと地元の野菜をたっぷり使った手作りの逸品だ。ほ
どよい甘さのアミエビとみそ漬け、さっぱり味の玉子と自家製のし
そ、こってりとした野菜の五目、3種類の味が楽しめる。
【営業／休み】8時～17時／年中無休
【交通】北陸道大潟スマート IC から5km
【問い合わせ】有限会社　あやめフード☎080・6665・8677 岩島

食べられる！美味しい！深海魚
（静岡県／沼津市商工会戸田支所）

沼津市の戸田（へだ）港は、深海魚漁の前線基地である。
水揚げ港ならではの、他ではあまりお目にかかれない深海魚を、

地区内の飲食店で楽しめる。
グロテスクな見た目に反して、食べてみると実は美味しいという

深海魚は多く、刺身、天ぷら、フライ、煮魚など、様々なメニューで堪
能できる。
【営業／休み】店舗により異なる
【交通】東名高速沼津 ICから48km
【問い合わせ】沼津市商工会戸田支所☎0558・94・2224

道の駅 もみじ川温泉
（徳島県／那賀町商工会）

宿泊施設、温浴施設に併設している道の駅レストランからはダム
湖を一望でき、景色と一緒に食事を楽しむことができる。レストラ
ンでは、ダム湖を模したジビエ・ダムカレー（1,150円）や那賀町特産
物の一つ、あめごを使用したあめご天丼（1,150円）が人気。露天風呂
からの景色も必見！
【営業／休み】入浴：10時～22時　レストラン：11時～21時（LO：20時30分）／ 
毎月第3火曜日
【料金】〈宿泊1泊2食付〉お1人様8,400円～　〈入浴〉 大人500円、 小人250円　 
〈レストラン〉ジビエ・ダムカレー1,150円　他
【交通】徳島道徳島 ICから53.6km
【問い合わせ】もみじ川温泉☎0884・62・1171

神埼めん懐石
（佐賀県／神埼市商工会）

380年の歴史を持つ “神埼そうめん ”の郷として知られる神埼
に、新たな発想で素材や食感を愉しむ ”新感覚グルメ ”として誕生
したのが「神埼めん懐石」。佐賀県内で特に割烹が多い神埼で、食を知
り尽くした職人たちが長年培った技と斬新なアイディアで作り出し
た逸品。現在8店舗で提供中の料理はどれも本格的な懐石スタイル。
【営業／休み】店舗により異なる
【料金】2000円（税抜き）
【交通】長崎道東脊振 ICから6km
【問い合わせ】神埼めん懐石料理研究会（神埼市商工会内）☎0952・52・7131
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地域のおすすめグルメ・特産品 良い旅にはかかせない　日本の温泉

びえい白金温泉郷
（北海道／美瑛町商工会）

アップル社のパソコンの壁紙に採用された神秘的な「白金青い
池」から、約3㎞先にある源泉かけ流し100％の温泉郷。温泉街では
美しいコバルトブルーの「ブルーリバー」と「白ひげの滝」を見るこ
とができる。温泉郷への道路沿いに林立する白樺並木は「北海道自
然100選」にも選ばれており、絶景ドライブを楽しむことができる。
【交通】道央道旭川鷹栖 IC から49.5km
【問い合わせ】（一社）美瑛町観光協会☎0166・92・4378

四万温泉
（群馬県／中之条町商工会）

四万温泉は豊かな自然に囲まれた、昔ながらの温泉情緒が残る温
泉地。昭和29年には国民保養温泉地の第一号に指定されている。源
泉は42本のうち39本が自噴泉で、自然の力でこんこんと湧くパワフ
ルな温泉。浴用だけでなく、飲泉にも適しており、温泉街や旅館の中
に飲泉所が設置されている。
【営業／休み】8時30分～17時15分　※年末年始は時短営業／無休
【交通】関越道渋川・伊香保 ICから38km
【問い合わせ】四万温泉協会☎0279・64・2321

南紀白浜温泉 外湯めぐり
（和歌山県／白浜町商工会）

温泉としては非常に歴史が古く、日本三古湯の一つに数えられて
いる。飛鳥・奈良時代から「牟婁の湯」の名で知られ、斉明天皇をはじ
め多くの宮人たちが入られた、由緒正しい温泉地として人気を集め
ている。町内には公衆浴場や民営の浴場があり、また各ホテル・旅館
でも日帰り入浴ができるなど、それぞれの泉質の違いを楽しむこと
ができる。
【交通】紀勢道南紀白浜 ICから約8.4km
【問い合わせ】白浜町役場観光課☎0739・43・5555

天ヶ瀬温泉
（大分県／日田地区商工会）

1,300年の歴史ある温泉地であり、別府・湯布院と並ぶ豊後三大温
泉のひとつに数えられている。玖珠川沿いの両岸には大小20余りの
ホテルや旅館が建ち並び、名物はまるで川に浸かっているような感
覚が楽しめる、5つの共同露天風呂がある。
【営業／休み】各施設による
【交通】大分道天瀬高塚 ICから11.2km
【問い合わせ】日田市観光協会　天瀬支部☎0973・57・2166
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今金町商工会
史跡ピリカ遺跡…4㌻
インマヌエル教会と荻野吟子歌碑…9㌻
クアプラザピリカ…9㌻
幻のいまかね黒毛和牛…9㌻
今金町の自然を満喫　季節のまつり…9㌻
今金町の文化歴史体験　いまかね秋まつり…9㌻

鯵ヶ沢町商工会
 めざせ日本一！
鰺ヶ沢イカのカーテンまつり…10㌻
鰺ケ沢町と言えば　ブサかわ犬「わさお」…10㌻

由利本荘市商工会
道の駅「東由利」…13㌻
ボツメキビール…13㌻

尾花沢市商工会
おばなざわ花笠まつり…5㌻

会津美里町商工会
 高田梅種とばし選手権
世界大会…14㌻

新ひだか町商工会
みついし蓬莱山まつり…9㌻

七戸町商工会
絵馬のまちを巡る！願いかなうまち歩き！…11㌻
天王つつじまつり…11㌻
しちのへホワイトバトル…11㌻

一戸町商工会
御所野縄文公園…12㌻
高森高原…12㌻
鳥越の竹細工…12㌻

野田村商工会
十府ヶ浦公園…12㌻

西田町商工会
デコ屋敷で張子絵付け体験…14㌻
菜園レストラン　el TAPADO…14㌻

矢巾町商工会
南昌山カレー…11㌻
南昌カレーやきそば…11㌻
ひまわり畑…11㌻
やはばおでん…12㌻
 ～頑張る減塩から気軽に減塩へ～
ナト・カリで始める減塩生活！…12㌻

亘理山元商工会
 伊達なわたり旅
～わたり温泉鳥の海～…13㌻
旬の味覚「元祖はらこめし」…13㌻
亘理の文化の発信基地　悠里館…13㌻
伊達なわたり旅～亘理アセロラ園～…13㌻

豊浦町商工会
TOYOURA世界ホタテ釣り選手権…10㌻

美瑛町商工会
びえい白金温泉郷…7㌻

中川町商工会
中川町サテライトスペース「ナカガワのナカガワ」…10㌻

壮瞥町商工会
壮瞥産りんご100％のスイートシードル…10㌻
壮瞥産りんご100％のドライシードル…10㌻
壮瞥産りんご100％のスパークリングアップルジュース…10㌻

下郷町商工会
金子牧場乳加工品…14㌻
金子牧場どうぶつふれあい体験…15㌻
日本一の団子差し体験…15㌻
十文字そば祭り…15㌻
湯野上温泉駅足湯体験…15㌻
天空の・・・道の駅しもごう…15㌻
国指定天然記念物　中山風穴地特殊植物群落…15㌻

三穂田町商工会
郡山市三穂田町笹原川千本桜…14㌻

朝日町商工会
 「空気まつり」
（みこの舞）…14㌻
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みついし蓬莱山まつり
（北海道／新ひだか町商工会（三石支所））

様々な伝説がある「蓬莱山」のお祭り。日高山脈から流
れる三石川、その川の両岸にある雄蓬莱と雌蓬莱という
2つの岩山の間に渡される全長130メートル、重さ約2.4
トンの巨大なしめ縄が祭りのシンボルだ。歌謡ショー、
YOSAKOIソーラン踊り、抽選会などの催しが行われ、
特産のみついし牛や山海の幸も味わえる。

　

【営業】9：30～15：30
【料金】入場料なし
【交通】日高自動車道日高門別ICから57km
【問い合わせ】みついし蓬莱山まつり実行委員会／役場商工労働観光
課内☎0146・43・2111

今金町の文化歴史体験　いまかね秋まつり
（北海道／今金町商工会）

今金の歴史や伝統を感じるなら、「今金八幡宮例大祭・いまかね秋まつり」がお
すすめ。9月に行われるこの伝統行事は、太陽と大地に感謝し、踊りや笛・太鼓の
音色で豊穣を喜ぶ。祭りの終盤に行われる「けんか太鼓合戦」は迫力満点。このほ
か、10月末～11月初旬には「今金町総合文化祭・芸能祭り」、2月上旬には「ゆき
あかりinいまかね」などもある。

　

【営業】毎年9月19日、20日
【交通】道央道国縫ICから29.9km
【問い合わせ】今金町秋祭り実行委員会（役場内）☎0137・82・0111

今金町の自然を満喫　季節のまつり
（北海道／今金町商工会）

今金町では季節ごとに折々の風物詩を楽しむ様々なイベン
トを開催しており、町全体が沸き上がる。5月には「春らんま
ん花いっぱい」、7月には夏の一大イベント「ピリカまつり」を
開催。また7月最終土日曜日に行われる「24Hキャンプ＆ライ
ブ」は、キャンプをしながら24時間、町内外のアマチュアバン
ド演奏を楽しむ、というもので、
誰でも参加可能。今金の自然を満
喫できること間違いなし。

　

【交通】道央道国縫ICから29.8km
【問い合わせ】今金町観光協会
☎0137・82・3561

幻のいまかね
黒毛和牛

 （北海道／今金町商工会）
孔牛の育成から出荷まで今金町
内で一貫肥育するという全国的に
も珍しい飼育法を実践することに
より、高い品質を保ち、ほどよい脂身と柔らかい肉質が高い評
価を得ている。ほとんどが本州へ出荷される幻の和牛だが、ク
アプラザピリカ併設のレストランReraで食べることができ
る。一頭買いをしており、本当においしいところを提供している。

　

【交通】道央道国縫ICから11.7km
【問い合わせ】㈱TTNコーポレーション　クアプラザピリカ レストランRera
☎0137・83・7111

クアプラザピリカ
（北海道／今金町商工会）

豊かな森に囲まれた美利河地
区の一画にある温泉・宿泊施設。
周辺では史跡ピリカ遺跡での歴
史体験や、周囲を流れる日本有数
の清流の一つである、後志利別川でのラフティングやアウト
ドア体験などが楽しめ、宿には今金町のグルメが味わえるレス
トランも併設。今金町を満喫できる。温泉は日帰り利用も可。

　

【営業】宿泊14時～翌9時（月・火曜は翌8時まで）
日帰り10時～22時（月・火曜は12時～、最終受付21時）
【交通】道央道国縫ICから11.7km
【問い合わせ】㈱TTNコーポレーション　クアプラザピリカ☎0137・83・7111

インマヌエル教会と荻野吟子歌碑
（北海道／今金町商工会）

明治24年からキリスト教徒の新天地を求めた志方之善と、
その妻荻野吟子（日本初の女医）らが入植した地。住居があっ
たとされる近くには、現在もインマヌエル教会と荻野吟子歌
碑が建ち開拓の歴史が
伝わっている。

　

【交通】道央道八雲ICより
40.7km
【問い合わせ】今金町観光協会
☎0137・82・3561
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壮瞥産りんご100％のスイートシードル
（北海道／壮瞥町商工会）

そうべつシードル・スイート（りんご酒）。雪解け
前の剪定作業から晩秋の収穫まで農家の方々が
手間を惜しまず作った壮瞥産りんご100％を使
用したシードル。甘みや酸味、香りなど特徴のあ
るりんごをブレンドして出来上がったスイート
シードルはやや甘口でプチプチときらめき、乾杯
のシーンにピッタリのお酒。限定3000本（500ml）。

　

【営業／休み】9：00～17：00／11月～3月は火曜日休業
【料金】1,296円（税込）
【交通】道央道伊達ICから12.4km
【問い合わせ】道の駅そうべつ情報館ⅰ（アイ）内  
農産物直売所サムズ☎0142・66・3600

壮瞥産りんご100％のスパークリング
アップルジュース

 （北海道／壮瞥町商工会）

ふじや王林など7種類の壮瞥産りんご100％の
果汁を特殊なフイルターを通して沈殿物を除去
し、炭酸をプラスしたスッキリ味の大人のりんご
ジュース。乾杯のシーンでアルコールが飲めない
方に特におすすめ！製造所は2016年美食グラン
プリ金賞に選ばれている。限定2000本（500ml）。

　

【営業／休み】9：00～17：00／11月～3月は火曜日休業
【料金】864円（税込）
【交通】道央道伊達ICから12.4km
【問い合わせ】道の駅そうべつ情報館ⅰ（アイ）内  
農産物直売所サムズ☎0142・66・3600

めざせ日本一！鰺ヶ沢イカのカーテンまつり
（青森県／鯵ヶ沢町商工会）

「海の町」としての知名度を上げるため毎年実施している。
年々距離を延ばしているこの「イカのカーテン」は、一般ボラ
ンティアや来場者などにより海岸沿いに張られたロープに一
斉に約千枚のイカを干す。干した後は会場内のコンロを使い、
焼きイカ体験ができる。
その他催し物や出店コー
ナーもある。

　

【営業】毎年9月第一土曜日
【交通】東北道浪岡ICから
37.6km
【問い合わせ】鯵ヶ沢町商工会 
☎0173・72・2376

TOYOURA世界ホタテ釣り選手権
（北海道／豊浦町商工会）

豊浦町は北海道噴火湾地域でのホタテ養殖発祥の地として、道内でも高い水
揚げ高を誇る。そのホタテのPRを目的に競技化したのがホタテ釣りだ。専用の
釣竿を使用し、3分間でどれだけ多く釣れるかを競う競技で、大人から子供まで
楽しむことが可能。ルール（禁止事項）も設け、競技性を高めている。実施・開催
については要事前問合せ。

　

【営業／休み】要相談／休日・祝日対応可能
【問い合わせ】TOYOURA世界ホタテ釣り協会（豊浦町商工会内）☎0142・83・2221

壮瞥産りんご100％のドライシードル
（北海道／壮瞥町商工会）

そうべつシードル・ドライ（りんご酒）。雪解け
前の剪定作業から晩秋の収穫まで農家の方々が
手間を惜しまず作った壮瞥産りんご100％を使
用したシードル。甘みや酸味、香りなど特徴のあ
るりんごをブレンドして出来上がったドライ
シードルはスッキリした味わいで料理との相性
がピッタリのお酒。限定1000本（500ml）。

　

【営業／休み】9：00～17：00／11月～3月は火曜日休業
【料金】1,296円（税込）
【交通】道央道伊達ICから12.4km
【問い合わせ】道の駅そうべつ情報館ⅰ（アイ）内  
農産物直売所サムズ☎0142・66・3600

中川町サテライトスペース「ナカガワのナカガワ」
（北海道／中川町商工会）

東京都世田谷区下高井戸商店街にオープンした、北海道中
川町のサテライトスペース「ナカガワのナカガワ」。町のあら
ゆる情報発信拠点としての機能
と中川町産の原料を使った特産
品を販売している。中川町の放牧
牛から搾った牛乳を使用した放
牧牛ソフトクリームが大人気。木
工工芸品や陶器も販売している。

　

【営業／休み】AM10：00～PM6：00／
水曜日・日曜日・年末年始
【交通】下高井戸駅から徒歩2分
【問い合わせ】ナカガワのナカガワ
☎03・6379・0165

鰺ケ沢町と言えば　ブサかわ犬「わさお」
（青森県／鯵ヶ沢町商工会）

焼きイカ店「七里長浜きくや商店」で飼われている秋田犬
で、鰺ヶ沢町から特別住民票が発行されている。ある時イン
ターネットで紹介され、ブサかわ犬「わさ
お」として人気となり、多くの観光客が見
学に訪れる。鰺ヶ沢町の特別観光大使、日
本ユネスコ協会連盟の「世界遺産活動特
別大使“犬”（ワンバサダー）」にも任命さ
れている。お店のイカ焼きも人気。

　

【営業／休み】8：30～18：00／無休
【交通】東北道浪岡ICから37.6km
【問い合わせ】鰺ヶ沢町観光協会
☎0173・72・5004
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ひまわり畑
（岩手県／矢巾町商工会）

南昌山をバックに広がる一面のひまわり畑
は、8月の矢巾町の風物詩。岩手県林業技術セン
ターの東側の1.3ヘクタールの土地に約14万本
のひまわりが所狭しと咲き誇る。惜しみなく降
り注ぐ太陽の光を浴びて金色に輝く姿は写真
愛好者にも人気。春には菜の花畑として姿を変
え、隣地の樹齢100年を超えるシダレザクラの桜
並木と共に春のお花見スポットとしても人気。

　

【営業】8月中旬が見ごろ
【交通】東北道盛岡南ICから5.8km
【問い合わせ】矢巾町産業振興課☎019・611・2616

南昌カレーやきそば
（岩手県／矢巾町商工会）

矢巾町内産の野菜と岩手県普代村産のすきこんぶがコラボして、カレーとやきそ
ばをマッチング！南昌山、幣懸の滝など雄大な自然に囲まれ、澄んだ空気の中で温泉
の持つ自然の力を感じながら召し上がれ。

　

【営業／休み】10時～21時／毎月第3火曜日　年末年始（12/31～1/2）
【交通】東北道盛岡南ICから7km
【問い合わせ】矢巾町国民保養センター☎019・697・2310

南昌山カレー
（岩手県／矢巾町商工会）

南昌山、幣懸の滝など雄大な自然に囲まれた温泉を楽しめ
る矢巾町国民保養センター。食堂では、南昌山をかたどった
ライスが特徴の『南昌山カレー』が食べられる。季節に応じた
旬の地元野菜を沢山楽し
める。

　

【営業／休み】10時～21時／
毎月第3火曜日　
年末年始（12/31～1/2）
【交通】東北道盛岡南ICから7km
【問い合わせ】矢巾町国民保養セ
ンター☎019・697・2310

しちのへホワイトバトル
（青森県／七戸町商工会）

1チーム7人の選手が90個の雪玉を投げ合い、相手陣内の
フラッグを奪い合う雪合戦競技で、小学校・レディース・一般
の各部門で熱戦が繰り広げられる。また、競技の合間行われる
雪上に設置されたフラッグを奪い合うスノーフラッグ（ホワ
イトバトル参加者限定）は、新雪
の上で行うため、子どもから大
人まで楽しむことができる。毎
年2月第一日曜日に開催。

　

【交通】上北自動車道上北ICから16.2km
【問い合わせ】ホワイトバトル実行委員会 
☎0176・62・2137

天王つつじまつり
（青森県／七戸町商工会）

樹齢300年以上とされる大木を始め、約500本のつつじが
咲き乱れる。つつじのトンネルの散策や、向かい側の柏葉公園
（七戸城跡）展望台からの眺望など、色々な角度からつつじを
観賞することがきる。またまつり期間中は、毎日19時から21
時までライトアップを行い幻想
的な空間を作り出している。

　

【期間】5月上旬～5月中旬（まつり期間）
【料金】入場無料
【交通】上北自動車道上北ICから12.8km
【問い合わせ】春まつり実行委員会
☎0176・62・2137

絵馬のまちを巡る！願いかなうまち歩き！
（青森県／七戸町商工会）

絵馬を奉納し、祈念する文化のある七戸町。城下町の区画を
そのまま残し、昔ながらの面影を残す商店街では、買い物する
お店で絵馬を購入でき、その絵馬を神社に奉納し願いを掛け
ることができる。そんな願いかなう街をガイドの案内で巡る
ことができる。

　

【期間】通年
【料金】料金1名3，800円　
参加人数1名から
【交通】上北自動車道上北ICから14.3km
【問い合わせ】一般社団法人しちのへ観光
協会☎0176・58・7109
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十府ヶ浦公園
（岩手県／野田村商工会）

津波災害に強い地域づくりを推進するため整備された、津波被害を軽減する
機能を有する都市公園（津波防災緑地）。面積は19.3haで北から南までおよそ
2.2km。北側には遊具公園もある“のんちゃんパーク”、南側には太平洋を見渡せ
る展望台や震災遺構がある“海浜活動広場”など6つのエリアがある。ウォーキ
ング・サイクリングなどのんびりと楽しんでほしい。

　

【交通】八戸道九戸ICから53km
【問い合わせ】野田村役場地域整備課公園住宅班☎0194・78・2932

鳥越の竹細工
（岩手県／一戸町商工会）

岩手県二戸郡一戸町の鳥越
地域の竹細工は、1000年続い
ている工芸品だといわれてい
る。地元に自生する「すず竹」
といわれる細い竹を丁寧にそ
ろえて編み込んでいく。商品としてかご、ざる、弁当かご等が
ある。商品を使い込むことで独特の色や艶、風合いがでること
から、全国的にファンやリピーターも多い。

　

【営業／休み】9：30～16：30／毎週火曜日、年末年始
【交通】八戸自動車道一戸ICから4.4km
【問い合わせ】鳥越もみじ交遊舎☎0195・32・3981

高森高原
（岩手県／一戸町商工会）

標高668m。約500ヘクタールにも及ぶ広大な牧草地で覆わ
れた高原で、5月末～6月中旬にはアズマギクの花が咲き、群
生地の面積は約3ヘクタールにも及ぶ。また「高森高原まつ
り」などが行われる。H29風力発電11基完成、H30 1月運転
開始予定。

　

【開催】毎年6月第一日曜日
【交通】八戸自動車道一戸IC 
から25.6km
【問い合わせ】一戸町役場 
☎0195・33・2111

御所野縄文公園
（岩手県／一戸町商工会）

縄文時代中期の大集落跡、国指定の
御所野遺跡。公園内には竪穴住居やス
トーンサークルなど、当時の様子が再
現されている。博物館では、縄文時代と御所野遺跡、この地域
の文化について学ぶことができる。「北海道・北東北を中心と
した縄文遺跡群」として世界遺産登録を目指している。

　

【営業／休み】9：00～17：00／毎週月曜日（ただし月曜日が祝祭日の場合、そ
の翌日）、祝日の翌日（土日をのぞく）　年末年始
【料金】公園への入場は無料。博物館内の展示室への入場は有料。
※廊下展示や郷土資料コーナー、ミュージアムショップ等は無料。
【交通】八戸自動車道一戸ICから3.9km
【問い合わせ】御所野縄文博物館☎0195・32・2652

～頑張る減塩から気軽に減塩へ～
ナト・カリで始める減塩生活！

 （岩手県／矢巾町商工会）

「日本一健康なまち」をめざす矢巾町は、ナト・カリ食プロ
ジェクトに取り組んでいる。普段使っている食塩（ナトリウ
ム）を「ナトカリ塩」に置き換えることで塩味を変えることな
く、約25％の減塩効果を得ることができる。町内ではヘルシ
オライト（塩）、健康仕込み味噌、いわて
健民（醤油）の基礎調味料が販売されて
いるほか、ナト・カリ食を食べられる施
設もある。

　

【交通】東北道盛岡南ICから7km
【問い合わせ】矢巾町産業振興課・健康長寿課 
☎019・611・2615/019・611・2829

やはばおでん
（岩手県／矢巾町商工会）

地元産野菜と天然だしにこだわった「やはばおでん」。だし
で煮込むことで塩分を控えめにでき、「日本一健康なまち」を
目指す矢巾町の新たな特産品だ。厚揚げの中に、ひき肉、丸ご
とシイタケが入った「やはばくだん」は是非とも食べてもら
いたい一品。夏には「冷やしおでん」も提供している。

　

【交通】東北道盛岡南ICから7km
【問い合わせ】矢巾町産業振興課☎019・611・2616
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ボツメキビール
（秋田県／由利本荘市商工会）

由利本荘市東由利地域にそびえる、八塩山のふもとから湧き出る「ボツメキ湧水」は、
ボツボツと豊富に水が湧き出す様子から名付けられたという。不純物がなく、減菌処理
をしなくても飲むことができ、さわやかな口当たりが特徴のこの湧水を利用した「ボツ
メキビール」はミネラルが多く含まれ、コクがあり、スッキリした飲みやすさが特徴。黄
桜温泉　湯楽里で販売。

　

【料金】570円（330ml）
【交通】湯沢横手道路横手ICから28km
【問い合わせ】黄桜温泉　湯楽里☎0184・69・2611

道の駅「東由利」
（秋田県／由利本荘市商工会）

道の駅「東由利」内に温泉施設と食事処があり、「黄桜温泉湯楽里」では地域の
オリジナル特産品の購入や、「お食事処やしお」では特産品を使ったメニューの
食事ができる。また、地そば・湧水を使った地ビール・日本酒などもある。

　

【営業／休み】9：00～21：00（ティータイム　14：00～17：00）／第1・3月曜日（祭日の時翌日）
【料金】無料（入浴は有料）
【交通】湯沢横手道路横手ICから28km
【問い合わせ】黄桜温泉　湯楽里☎0184・69・2611

伊達なわたり旅～亘理アセロラ園～
（宮城県／亘理山元商工会）

土壌微生物の力で作った豊かな土と、独自の肥料で育てた
国産アセロラ。亘理アセロラ園は本州唯一のアセロラ栽培を
行っている。 アセロラは、コラーゲンの生成や疲労回復に欠
かせないビタミンCがレモンの約34倍。1～2個で、1日分の
ビタミンCが摂れるスーパーフルーツ。直売もしており、アセ
ロラを加工した「アセロラで酢」や
ジャムも販売。

　

【営業／休み】9：00～16：00／不定休
【交通】常磐自動車道亘理ICから6.8km
【問い合わせ】亘理アセロラ園
☎0223・35・3918

亘理の文化の発信基地　悠里館
（宮城県／亘理山元商工会）

悠里館は亘理の歴史や文化をまるごと体験できる情報発信
基地。郷土資料館と図書館の複合施設であり、郷土資料館には
亘理の長い歴史の移り変わりを、映像や図版等、多くの資料に
よってわかりやすく展示してある。昔の生活や、用具、習慣に
ついても知ることができ、町の歴史の中で重要な亘理伊達家
のコーナーも設けられている。また、最上階には町が一望でき
る展望ホールを備えている。

　

【営業／休み】9：00～16：30／毎週月曜日、祝日、
毎月最終金曜日、年末年始
【料金】一般200円　団体150円（団体20名以上）
【交通】常磐自動車道亘理ICから8.8km
【問い合わせ】悠里館☎0223・34・8701

旬の味覚「元祖はらこめし」
（宮城県／亘理山元商工会）

「元祖はらこめし」は亘理荒浜が発祥の地とされ、古くから
地元で愛されている亘理町を代表する郷土料理。炊き込まれ
た亘理町産米の上に脂の乗った鮭の身と大粒のイクラを贅沢
に乗せた絶品の一皿。

　

【営業／休み】店舗により異なる
／店舗により異なる
【料金】店舗により異なる
【交通】常磐自動車道亘理ICから
7km
【問い合わせ】亘理山元商工会 
☎0223・34・3121

伊達なわたり旅～わたり温泉鳥の海～
（宮城県／亘理山元商工会）

海辺の天然温泉「わたり温泉鳥の海」。弱アルカリ性で黄金
色のトロッとした泉質が特徴で、肌にも優しく効能も高く、よ
く暖まる。浴場を最上階
に設け、東の太平洋、西の
蔵王連峰が一望できる絶
景も心を癒してくれる。

　

【交通】常磐自動車道亘理ICから
8.8km
【問い合わせ】亘理山元商工会
☎0223・34・3121
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金子牧場乳加工品
（福島県／下郷町商工会）

金子牧場の新鮮な生乳を使ってバターを作り、あったかジャガイモに載せて食べられ
る。500ミリのペットボトルに入った生乳220㏄を15分～20分振り続けると、直径2～
3センチのまるいバターができる。またチーズ作りは、チーズ種を何度も伸ばしながら
ストリングチーズに仕上げる。作ったチーズは塩を振り自宅に持ち帰ることができる。

　

【営業】4月下旬から10月末まで（要予約）
【料金】バター1000円～　チーズ1500円～
【交通】東北道白河ICから41km
【問い合わせ】㈱金子牧場☎0241・67・4120

高田梅種とばし選手権世界大会
（福島県／会津美里町商工会）

毎年6月15日から7月5日まで開催される「あやめ祭り」の
期間中に行われる、会津美里町商工会青年部が主管となるイ
ベント。地元の特産品「高田梅」を食べてその種を飛ばし、飛距
離を競う大会で、毎年多くの参加者が訪れる。ゴルフボールほ
どの大きな高田梅を食べることができ、優勝者には豪華賞品
も。世界大会のため賞金はUSドル
で贈呈している。

　

【営業】毎年6月第3日曜日　10時～12時
【料金】無料
【交通】磐越道新鶴スマートICから9km
【問い合わせ】会津美里町商工会
☎0242・54・2429

郡山市三穂田町笹原川千本桜
（福島県／三穂田町商工会）

毎年4月の中旬ごろが見ごろの桜並木。川の両岸に約2km
にわたって2列で植えられた桜並木は、満開になると、まるで
桜が群れを成して咲いているような見応えがある。笹原川の
両岸が歩道になっているため、
車を降りて約10分から20分程
度の散歩ができる。4月の第3土
曜日に桜まつりイベントがある。

　

【交通】東北道郡山南ICから7km
【問い合わせ】郡山市三穂田町観光協会
（三穂田町商工会内）☎024・954・2154

菜園レストラン　el TAPADO
（福島県／西田町商工会）

築130年の古民家で、木の香りとともに歴史を感じながら、
南イタリアの家庭料理がいただける。隣の自家菜園で採れた
新鮮野菜を使った料理が絶品。また、毎月第2・第4金曜日に販
売される自慢の石釜で焼き上げた特製ピザも大人気。のどか
な田園風景に囲まれながら、美味しいイタリアンを楽しもう。

　

【営業】平日は完全予約制、
土日祝は11：30～15：00までのランチ営業。
【料金】昼1,300円～　夜　3,240円～
【交通】磐越道郡山東ICから5.5km
【問い合わせ】菜園レストラン　el TAPADO
☎024・972・2325

デコ屋敷で張子絵付け体験
（福島県／西田町商工会）

高柴デコ屋敷とは、三春駒や張子人形などの民芸品を作っ
ている4軒の工房からなる工人たちの集落。5月下旬には「高
柴デコ祭り」が開催される。デコ屋敷では張子などに自由に絵
付けができる体験教室が行われている。世界でひとつだけの
オリジナルの張子を作ってみてはいかがだろうか。

　

【営業／休み】9：00～17：00（各店舗による）
／各店舗により異なる
【料金】600円～2,000円程度
（各店舗により異なる）
【交通】磐越道郡山東ICから5.7km
【問い合わせ】高柴デコ屋敷観光協会
☎080・2817・1505

「空気まつり」（みこの舞）
（山形県／朝日町商工会）

世界で唯一の「空気神社」は、ブナ林の参道を
抜けた小高い森の頂にある。本殿は地下に納め
られ、ご神体は「空気」。年に一度、6月に「空気ま
つり」が開催され、一般公開される。5m四方の
ステンレス製鏡板の神殿の上で、地元小学校の
女子児童が神社に奉納する優美な「みこの舞」
を披露。山々の澄んだ空気と鮮やかな新緑が、
巫女とともに神殿に映し出される。

　

【営業／休み】毎年6月開催／空気神社は冬季閉鎖（積雪時）
【料金】入場料無料
【交通】山形自動車道寒河江SAスマートICから約27km
【問い合わせ】朝日町観光協会☎0237・67・2134
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国指定天然記念物　 
中山風穴地特殊植物群落

 （福島県／下郷町商工会）

中山風穴には6つの特殊植物群落がある。そ
こは標高500m～800mであるにもかかわらず
1800mの高山に咲く花々を見ることができる。
これは中山風穴が一年中冷えた空気（1℃～
4℃）が吹き出しているため。この冷えた空気を
体験できる冷風体感施設がある。かつては貯蔵
庫としても使われたといわれているが、まさに
大きな冷蔵庫である。

　

【休み】冬期間は積雪のため通行止め
【料金】無料
【交通】東北道白河ICから44.6km
【問い合わせ】下郷町観光案内所☎0241・68・2920

天空の・・・道の駅しもごう
（福島県／下郷町商工会）

標高850メートルにある道の駅。運が良ければ雲海を見ることができる。店舗内に
は下郷町の農産物・加工品・手芸品などが販売されている。また、レストランでは地元
食材を利用したメニューをご用意。「エマット」とは下郷町の方言で「もっと欲しい」
の「もっと」のこと。

　

【営業／休み】8：00～18：00（4月～11月）　8：00～17：00（12月～3月）／12月31日、1月1日
【交通】東北道白河ICから27km
【問い合わせ】道の駅　しもごう　～Ematto　エマット～☎0241・67・3802

湯野上温泉駅足湯体験
（福島県／下郷町商工会）

2012年10月にオープン。湯量豊富な湯野上温泉だからで
きる源泉かけ流しの足湯。いつでも気軽に温泉を楽しむこと
ができる。

　

【休み】無休
【料金】無料
【交通】東北道白河ICから
45.4km
【問い合わせ】下郷町観光案内所
☎0241・68・2920

十文字そば祭り
（福島県／下郷町商工会）

十文字地区は下郷町の避暑
地。雑木林が立ち並び食事処
も点在している。10月のそば
祭りで使用するそば粉は、水
車の動力を使い石臼を回し挽いている。もちろんそばの実も
地元で収穫された新そばを使用。この通りの先、海抜900メー
トルあたりには、紅葉が美しい観音沼森林公園もある。

　

【営業】10月第4日曜日
【料金】無料
【交通】東北道白河ICから34km
【問い合わせ】十文字地区集会所広場☎0241・69・1144

日本一の団子差し体験
（福島県／下郷町商工会）

大内宿の雪まつりの初日に開催される、団子差し体験。老人
会の方々が作った赤や緑や黄色の団子を、みずきと称される
大きな木に集まった人々が指していく体験。真っ白な雪景色
の中に色とりどりの団子が映
え、祭り会場に色を添えている。

　

【営業】2月第2土曜日1時過ぎ
【料金】無料
【交通】東北道白河ICから51.3km
【問い合わせ】大内宿資料館前
☎0241・67・3802

金子牧場どうぶつふれあい体験
（福島県／下郷町商工会）

命の大切さを伝える紙芝居から始ま
り、仔牛の心音を聞いたり、餌を与えた
り、様々な体験ができる。お天気のいい
日は仔牛を連れての散歩も。

　

【営業】4月下旬から10月末まで（要予約）
【料金】1000円
【交通】東北道白河ICから41.2km
【問い合わせ】㈱金子牧場☎0241・67・4120
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茨城

栃木
群馬

埼玉

東京
千葉神奈川

新潟

長野

山梨

体験 グルメ 催し 特産 温泉 見所

関東・甲信越

●42 
●43 
●41 ●44 

●45 

●20 ●23 

●22 
●21 

●26 ●25 ●54 
●53 

●52 

●50 
●51 

●49 

●47 

●48 
●46 

●40 
●35 
●34 ●36 

●38 
●37 

●32 
●30 
●27 
●31 ●29 
●33 ●28 

●24 

●39 

吉見町商工会
映画ロケ地　吉見百穴…20㌻
コスモスまつり…20㌻
願いごとの道…20㌻
八丁湖ヒーリングナイト…20㌻

石岡市八郷商工会
八郷名物しし鍋…17㌻
やさとの雫…17㌻
 石岡ものがたり　
四季石けん…17㌻

木更津市富来田商工会
 ブルーベリー狩り　
食べ放題…23㌻

くまがや市商工会
能護寺（あじさい寺）…21㌻

久喜市商工会
久喜提燈祭り「天王様」…22㌻
 あやめ・ラベンダーの
ブルーフェスティバル…22㌻
静御前の墓…22㌻
コスモスふれあいロード…22㌻

幸手市商工会
幸手宿七夕飾り…20㌻
幸手あじさいまつり…20㌻

伊奈町商工会
楽しいな～商工フェスティバル…22㌻

坂東市商工会
坂東市観光交流センター秀緑…17㌻

那珂川町商工会
広重紅葉まつり…18㌻
小砂焼　陶器まつり…18㌻
八溝ししまる…18㌻

北茨城市商工会
雨情の里港まつり…17㌻
陶芸体験施設「てんごころ」…17㌻

いすみ市商工会
大原漁港　港の朝市…22㌻
いすみ鉄道…22㌻

鴨川市商工会
おらが丼…23㌻
 鴨川市総合交流ターミナル
「みんなみの里」…23㌻
太海フラワー磯釣りセンター…23㌻
道の駅　オーシャンパーク…23㌻

逗子市商工会
めかぶ蕎麦…24㌻

新島村商工会
海中温泉（CO2シープ）…24㌻
満点の星空体験と海中温泉…24㌻

長瀞町商工会
長瀞岩畳（国指定名勝・天然記念物）…19㌻

小川町商工会
旧下里分校周辺の四季…21㌻
地元のSAKE（日本酒、有機ワイン、クラフトビール）ツーリズム…21㌻
～伝統文化とノスタルジーの世界へ浸りましょう～小川和紙体験学習センター…21㌻
（年号のわかっているなかで）県内最古の民家～吉田家住宅～…21㌻
美肌の湯と、自然に触れる寛ぎの空間   おがわ温泉   花和楽の湯／カワラホテル…21㌻
来年で70周年の記念大会となる、小川町七夕まつり／花火大会…21㌻

清瀬商工会
清瀬ひまわりフェステイバル…23㌻

稲城市商工会
いなぎ発信基地ペアテラス…24㌻

頸城商工会
田舎の郷土食 くびきの押し寿司…6㌻
くびき野レールパーク…25㌻
 香り高き楽縫庵（らくほうあん）と酒づくりの里…25㌻

しぶかわ商工会
伊香保温泉露天風呂…19㌻
第5源泉飲泉所…19㌻
 敷島温泉　赤城の湯　ユートピア赤城…19㌻
白井温泉こもちの湯…19㌻
天然温泉　ばんどうの湯…19㌻

信濃町商工会
とうもろこし…27㌻
一茶記念館と一茶の史跡…27㌻

信州新町商工会
ミュゼ蔵…26㌻

佐久穂町商工会
 古谷渓谷（乙女の森バンガロー村）…27㌻
古谷渓谷（乙女の滝）…27㌻

北杜市商工会
 八ヶ岳のリゾートホテルの
朝食バイキング…26㌻
標高1420mの天空のレストラン…26㌻
森のカフェで楽しむ八ヶ岳の旬…26㌻

上松町商工会
駒ケ岳神社例祭…5㌻
森林鉄道遺構散策…26㌻

高森町商工会
高森町は「市田柿」発祥の里…27㌻
信州たかもり温泉「湯ケ洞」…27㌻

泰阜村商工会
天竜ライン下り…26㌻

市川三郷町商工会
 日本一長い「大塚にんじん」！のっぷいプロジェクト…25㌻

大月市商工会
真木川で遊ぼう!!! 自然体験満喫パック…4㌻
笹子峠の矢立のスギ…25㌻

昭和村商工会
 道の駅あぐりーむ
昭和のレンタサイクル…18㌻
赤城山　船ヶ鼻登山道…18㌻

豊栄商工会
 250年の歴史ある市場に
よりなせや！葛塚市…25㌻
自然の宝庫　福島潟…25㌻

見附商工会
 ニットの町で工場見学＆ファクトリー
アウトレットショッピング…24㌻

和島村商工会
 日本海を見晴らす 
丘の上のキャンプ場！…24㌻

西山町商工会
日本海石地わさび園…24㌻

中之条町商工会
四万温泉…7㌻
奥四万湖…18㌻
四万の甌穴…18㌻
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坂東市観光交流センター秀緑
（茨城県／坂東市商工会）

坂東市観光交流センター秀緑は、明治初期創業
の敷地面積8,200㎡の酒蔵を体験型施設として整
備している。吹きガラス・キルンワーク、絵付け・手
びねり・ろくろの陶芸体験や木工体験ができる施
設となっており、お子様からご年配の方まで楽し
める。なお、多目的ホールとなる本蔵は、国の有形
文化財として登録され、無料で見学可能。また、ふ
れあい広場ではアルパカやポニーと触れ合うこと
ができ、お子様にも人気となっている。

　

【営業／休み】AM10：00～PM7：00／毎週月曜日（月曜が祝祭
日の場合は翌日）
【料金】入場無料（吹き・キルンガラス、陶芸、木工体験有料）
【交通】圏央道坂東ICから約5km
【問い合わせ】坂東市観光交流センター秀緑☎0297・35・0002

陶芸体験施設「てんごころ」
（茨城県／北茨城市商工会）

北茨城産出の蛙目（がいろめ）粘土を使った、1700年代に起源をもつ茨城県郷土工
芸品「五浦天心焼」が市内の特産品になっており、それにちなんだ陶芸体験施設。他地
域から移住し「五浦天心焼」に携わる7名の陶芸家により、初心者でも丁寧に教えてく
れる。施設内は陶器の他郷土土産も購入できる物産センターとなっている。

　

【営業／休み】9：00～18：00／無
【料金】手びねり2,500円、ろくろ3,000円（焼成込、税込）
【交通】常磐道北茨城ICから約9.8km
【問い合わせ】陶芸体験施設「てんごころ」☎0293・46・8730

雨情の里港まつり
（茨城県／北茨城市商工会）

毎年11月の第1日曜日に市内の大津漁港全体を会場とし
て、「雨情の里港まつり」が開催される。市を代表する特産品の
「アンコウ」の吊るし切り実演や、アンコウ
鍋の販売、子供向けスライダー遊具、各種
ダンスや漁業体験などがある。ホッキ貝の
無料配布などもあり、子供から大人まで1
日楽しめる盛りだくさんのイベント。

　

【営業】11月第1日曜10：00～15：00
【料金】無料
【交通】常磐道北茨城ICから約8.4km
【問い合わせ】北茨城市商工会☎0293・42・2511

石岡ものがたり　四季石けん
（茨城県／石岡市八郷商工会）

茨城県石岡市八郷（いしおかしやさと）は筑波山の北側の隠
れ里。柿などの果物の南限・北限が交差した八郷地区は昔から
果樹栽培が盛ん。一方、石岡地区は酒造会社が多くあり、水が
奇麗な土地。それら地域資源を
活用して作った石岡ものがた
り 四季石けん。製造者のこだ
わりあるオーガニック石けん
は、肌の弱い方にもお勧め。

　

【料金】4個セット2,905円（税込）
【交通】常磐道土浦北ICから17km
【問い合わせ】石岡市八郷商工会
☎0299・43・0247

やさとの雫
（茨城県／石岡市八郷商工会）

筑波山麓の温暖な気候に恵まれた茨城県石岡市八郷地区
は、果実の南限・北限が交差し、昔から果樹栽培が盛んな地区。
ここで採れた新鮮な果物を原料にして5種類（富有柿・温州み
かん・梨・いちご・ブルーベリー）のドロップが出来上がった。
それぞれの風味を楽しむことができる。「パン工房ぶれっど」
「ゆりの郷物産館」「JAやさと園部直売所」
「JAやさと柿岡直売所」「トレタ直売所」
「石岡市八郷商工会」の6か所で販売

　

【料金】各種1箱400円（5種類あります）
【交通】常磐道土浦北ICから17km
【問い合わせ】石岡市八郷商工会☎0299・43・0247

八郷名物しし鍋
（茨城県／石岡市八郷商工会）

もともとしし肉は、江戸時代には「山鯨」と称されて、冬の季
節の栄養補給食として格好のものであったばかりか、身体を
温める薬食とされてきた。野生のしし肉は、いってみれば究極
の無添加食品。そんなしし鍋が最近ではジビエだか何だかっ
て、ぜひ八郷に、んめぇしし鍋を食
べに来たらいかっぺ!

　

【営業／休み】各店舗による／各店舗による
【料金】1人前1,230円～
【交通】常磐道土浦北ICから17km
【問い合わせ】石岡市八郷商工会
☎0299・43・0247
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広重紅葉まつり
（栃木県／那珂川町商工会）

光圀公（水戸黄門）が愛したゆりがねの里、広重に会えるや
さしい町、那珂川町馬頭商店街。そんな那珂川町の魅力を感じ
られるうえに、秋の散策や美術館も楽しめるお祭り。歩行者天
国の中で催されるイベン
トもさることながら、商
店街にずらりと並んだク
ラシックカーは壮観だ。

　

【営業】11月上旬～中旬　
10時～15時
【交通】東北道矢板ICから
27.3km
【問い合わせ】那珂川町商工会
☎0287・92・2249

八溝ししまる
（栃木県／那珂川町商工会）

農作物に被害を与える猪を捕獲し、被害軽減を図るととも
に、地域資源として有効に利用するため、加工施設を設置し、
八溝地域で捕れた猪肉を『八溝ししまる』と名付けて販売を始
めた。豊かな山の幸を食べ、山の中を元気に走り回った猪の美
味しさはほかにはない味わい。道の駅や町内の飲食店・旅館で
楽しめる。

　

【営業／休み】午前9時から 
午後5時／土日祝日、12月28
日～1月3日
【交通】東北道矢板ICから
27.6km
【問い合わせ】農林振興課
☎0287・92・1113

奥四万湖
（群馬県／中之条町商工会）

奥四万湖は、平成11年に四万川ダムによりつくられたダム
湖。独特な水の色は「四万ブルー」と呼ばれ、四万温泉の人気観
光スポットになっている。4月中旬から11月中旬まではカ
ヌー体験も楽しめる。湖の周りには町営温泉入浴施設「こしき
の湯」を併設した四万川
ダム資料館がある。

　

【営業】日中
【交通】関越道渋川・伊香保IC 
から41.7km
【問い合わせ】四万温泉協会
☎0279・64・2321

赤城山　船ヶ鼻登山道
（群馬県／昭和村商工会）

船ヶ鼻山は赤城山系に属する山で、山頂は赤城山主峰の北西部に位置し、昭
和村の南端で渋川市との市村境となっている。登山ルートの多くは国有林の作
業道を利用しているため歩きやすく、初級者から中級者向けの登山道。登山口
から楢水コース（4㎞）、牛石コース（5.8㎞）の2つのコースから山頂を目指せる。

　

【休み】無休
【料金】無料
【交通】関越道昭和ICから6km
【問い合わせ】昭和村役場企画課☎0278・24・5111

小砂焼　陶器まつり
（栃木県／那珂川町商工会）

小砂焼は、小砂地区を中心に約10軒の窯元が集まり、160年
の伝統がある。陶器市の「お・も・て・な・し」は、地元の方々の杵
つき餅や、手作りの特産品など。「美しい村小砂」の自然や、
アットホームな空気
を体験しに、どうぞ
いらしてください。

　

【営業】春5月上旬、 
秋11月上旬
【交通】東北道矢板IC 
から29.3km
【問い合わせ】合資会社   
藤田製陶所
☎0287・93・0703

道の駅あぐりーむ昭和のレンタサイクル
（群馬県／昭和村商工会）

昭和村は「日本で最も美しい村」連合に加盟しており、赤城
山と山裾の樹林を背に、遠く浅間山や三国連山、谷川岳、上州
武尊山などの名山を一望できる。また日本一の生産量を誇る
こんにゃく畑や、レタスなどの高原野菜畑が広がり、四季を通
じて素晴らしい景観を生んでいる。レンタ
サイクルで自由に散策し高原の風を感じ
てみよう！

　

【営業／休み】9：00～18：00（4月～11月）　9：00～
17：00（12月～3月）／・1月1日　・1月第3火曜日
【料金】大人4時間1,000円～・子供4時間800円～
【交通】関越道昭和ICから0.3km
【問い合わせ】道の駅 あぐりーむ昭和
☎0278・25・4831

四万の甌穴
（群馬県／中之条町商工会）

何万年という時の流れと、自然の
摂理の結晶が甌穴をつくりだした。 
川底の石が流されずに、同じ場所で
揺れ動き、その摩擦によりくりぬか
れた穴は130mほどの間に、大小あ
わせて8つある。 これらは、群馬県
の天然記念物に指定され、巨大なも
のになると口径8m、深さ3.2mにも
なる。

　

【営業】日中
【交通】関越道渋川・伊香保ICから38.7km
【問い合わせ】四万温泉協会
☎0279・64・2321
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長瀞岩畳 
（国指定名勝・天然記念物）

 （埼玉県／長瀞町商工会）

隆起した結晶片岩が荒川の西岸に幅約50m、
長さ約600mにわたって広がる岩畳。この地域
は、国指定名勝、および天然記念物として全国
に知られている。また、地質学的に見ても非常
に貴重な地域であるため、『日本地質学発祥の
地』と言われている。対岸には秩父赤壁と呼ば
れる絶壁や明神の滝がある。

　

【交通】関越道花園ICから18km
【問い合わせ】長瀞町観光協会☎0494・66・3311

天然温泉　ばんどうの湯
（群馬県／しぶかわ商工会）

利根川のほとり、 戦国時代に築かれた箱田城の城跡すぐ隣にある、 「北橘温泉・
ばんどうの湯」。眼下に流れる利根川、その向こうに前橋・渋川の市街、さらに榛名
山や秩父連山が一望できる抜群の眺望が楽しめる。特に夜景が美しく、周囲に夕
闇が迫るころになると、 前橋、高崎・渋川方面の美しい夜景パノラマが広がる。

　

【営業／休み】午前10時～午後9時／毎月第4火曜日（祝日の場合は翌日）
【料金】2時間　大人（中学生以上）300円　小人（小学生） 200円　小学生未満 無料
【交通】関越道渋川伊香保ICから4.7km
【問い合わせ】天然温泉　ばんどうの湯☎0279・60・1126

白井温泉こもちの湯
（群馬県／しぶかわ商工会）

鎌倉時代に関東管領上杉氏の配下であった長尾氏が築城し
た、白井城の城下町として栄えた、白井宿にほど近いふれあい
公園の敷地内にある、純和風の
温泉。檜の壁、青石張りの浴槽、
大きなガラスの窓など贅沢な
造りの内風呂のほか、無色透明
のお湯は、源泉100%掛け流し
で好評。

　

【営業／休み】9時から21時／
毎月第2木曜日（祝日の場合は翌日）
【交通】関越道渋川伊香保ICから5.6km
【問い合わせ】白井温泉こもちの湯
☎0279・24・5526

敷島温泉　赤城の湯　ユートピア赤城
（群馬県／しぶかわ商工会）

温水プールを兼ね備えた日帰り温泉施設。1階はプール、2
階に温泉があり、毎分1,500リットルという豊富な湯量を
誇っている。神経痛、筋肉痛、疲労回復などに効能があり、スト
レスを解消し、健康増進のためには最適だ。見晴らしの良い露
天風呂と広々とした浴室を兼ね備え、フィットネスの設備も
充実している。

　

【営業／休み】10：00－21：00／第2水曜日（8月は無休）
【交通】関越道赤城ICから4.2km
【問い合わせ】敷島温泉　赤城の湯
ユートピア赤城
☎0279・56・4126

第5源泉飲泉所
（群馬県／しぶかわ商工会）

伊香保温泉は、明治初期に「日本の温泉医学の父」といわれ
るベルツ博士から国内で初めて、医学的温泉療法の指導を受
けた名湯。伊香保温泉の泉質は弱酸性、低張性温泉で飲用すれ
ば痛風、慢性アレルギー性疾患、肥満症などに効能がある。伊
香保神社から伊香保露天風呂に
向かう途中にある。

　

【営業／休み】24時間営業／年中無休
【料金】無料
【交通】関越道渋川伊香保ICから11.8km
【問い合わせ】渋川伊香保温泉観光協会
☎0279・72・3151

伊香保温泉露天風呂
（群馬県／しぶかわ商工会）

湯が出たのは2000年もの昔であ
り、名湯伊香保温泉は長い歴史を持
つ。ここは慢性婦人病などに効能が
あり、「子宝の湯」として知られてい
る。こじんまりとしているわりには、充分に開放感もあって、
茶褐色でまろやかな湯がのんびりとした気分にさせてくれ
る。温泉に浸かった後は、休憩所でひと休みしよう。

　

【営業／休み】9：00～19：00（4月～9月）  10：00～18：00（10月～3月）／
第1、第3木曜日　※定休日が祝日の場合は営業
【料金】450円
【交通】関越道渋川伊香保ICから11.8km
【問い合わせ】伊香保温泉露天風呂☎0279・72・2488
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八丁湖ヒーリングナイト
（埼玉県／吉見町商工会）

比企地域最大の灌漑用人造湖で周囲は約2km。写真スポットとしても知られ、春
の桜、秋の紅葉のシーズンには多くのアマチュアカメラマンが訪れる。八丁湖ヒーリ
ングナイトでは、晩秋の紅葉を七色のライトで夜間ライトアップ。幻想的な雰囲気と
場内に流れるヒーリングミュージックで「ひとときの癒しの時間」を満喫しよう。

　

【営業／休み】17：00～20：00／毎年11月中旬に3日間実施
【料金】無料
【交通】関越道東松山ICから10.2km　圏央道川島ICから14km
【問い合わせ】吉見町商工会☎0493・54・0701

コスモスまつり
（埼玉県／吉見町商工会）

約8ヘクタールの広大な田んぼに
色鮮やかなコスモス（約750万本）が咲
き誇る。ステージでは祭囃子が奏でら
れ、地元の採れたて野菜の販売などで終日賑やかな笑い声に
包まれる。また隣には「枝豆畑」（2.3㌶）が広がっており、「枝豆
狩り（有料）」は老若男女問わず大好評。自然いっぱいの農村だ
からできるイベント。

　

【営業／休み】10：00～15：00／毎年10月中旬に2日間実施
【料金】無料
【交通】関越道東松山ICから7.5km　圏央道川島ICから8.3km
【問い合わせ】吉見町農政環境課☎0493・63・5015

願いごとの道
（埼玉県／吉見町商工会）

吉見百穴に隣接する「岩室観音」
～「吉見観音」にかけての約3.5km
の区間には「願いごとに効く」とさ
れる、お地蔵様や仏閣が5箇所あ
る。近年「願いごとが叶うお寺」として人気の「吉見観音」参り
に、この道を通るカップルも急増中。願いごと祈願にプチ巡礼
はいかがだろうか！①岩室観音：安産・子育て、②龍性院：諸芸
上達・金運、③北向地蔵：美顔・美肌、④八坂神社：豊穣・家内安
全、⑤吉見観音：厄除け・恋愛成就・合格祈願。

　

【交通】関越道東松山ICから5km　圏央道川島ICから8.6km
【問い合わせ】吉見町商工会☎0493・54・0701
吉見町地域振興課☎0493・54・5027

映画ロケ地　吉
よし

見
み

百
ひゃく

穴
あな

（埼玉県／吉見町商工会）

吉見百穴は、古墳時代後期に造られた横穴古墳群で、大正
12年に国の史跡に指定された。現在、映画やドラマのロケ地
として人気を集めている。とりわけ仮面ライダーや、実写版
セーラームーンなどの等身大
ヒーローの活躍の場として知ら
れており、マニアなら一度は見て
おきたいファン必見のスポット。

　

【営業／休み】8：30～17：00／年中無休
【交通】関越道東松山ICから5km　
圏央道川島ICから8.6km
【問い合わせ】吉見町地域振興課
☎0493・54・5027

幸手あじさいまつり
（埼玉県／幸手市商工会）

桜で有名な権現堂堤。「桜の季節が終わってからも四季折々
に咲く花を」という思いから、ボランティアの方たちを中心に
紫陽花の花が植えられた。現在では100種16,000株に増え、
色とりどりの紫陽花が梅雨空の権現堂堤を色づかせる。華や
かな桜とは違った美しさで、雨
の中しっとりと咲く紫陽花をご
堪能を。

　

【営業／休み】6月上旬～7月上旬／無
【料金】無
【交通】圏央道幸手ICから4.4km
【問い合わせ】幸手市観光協会（市役所内）
☎0480・43・1111

幸手宿七夕飾り
（埼玉県／幸手市商工会）

旧暦の七夕の時期に、旧日光街道の要所「幸手宿」で開
催されるイベント。幸手市のまちおこし団体「NPO日光
街道幸手を感じる会」が企画し、全市を挙げて実施され
るこの行事は、ベテランから幼児・商店街の買い物のお
客様の参加型イベント。色とりどりの短冊が商店街を飾
り、風になびく笹の音が涼しさを運んでくれる。

　

【営業】8月上旬
【料金】無し
【交通】圏央道幸手ICから3km
【問い合わせ】幸手市商工会☎0480・43・3830
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能護寺（あじさい寺）
（埼玉県／くまがや市商工会）

あじさい寺として名高い開基
1,200余年の古刹。6月には50種・
800株を超える手入れの行き届い
たあじさいが咲き誇り、県内外か
ら観光客で賑わう。特に鐘楼堂の
東側からが鑑賞スポットになって
いる。

　

【営業／休み】8：00～17：00／無休
【料金】入場料：300円（あじさい期間中）
【交通】関越道花園ICから17km
【問い合わせ】能護寺（あじさい寺）
☎048・588・0901

地元のSAKE（日本酒、有機ワイン、 
クラフトビール）ツーリズム

 （埼玉県／小川町商工会）

小川町には100年以上続く酒蔵が3蔵あり、それぞれ評価
の高いお酒を製造・販売している。また、ワイン特区となり、無
農薬有機栽培で育てた葡萄の赤ワイン（【代表作：小川小公子】
※インターネットショップ中心）や、地ビール工房も駅前にあ
り、連日多くのファンで賑わっている。
様々なアルコールがお好きな方には、飲
み比べもとても楽しい一日となるだろ
う。蔵見学もあり（要問合せ）。

　

【営業／休み】各店舗による／各店舗による
【交通】関越道嵐山・小川ICから4km
【問い合わせ】小川町商工会☎0493・72・0280

美肌の湯と、自然に触れる寛ぎの空間   
おがわ温泉   花和楽の湯／カワラホテル

 （埼玉県／小川町商工会）

花和楽の湯では、より新鮮な源泉を堪能できるよう、「全量
総入替方式」を取り入れている。湯船の中のお湯を全て排水し
新たな源泉を入れるので、花和楽の湯が誇るPH10.0の源泉を
新鮮な状態で堪能できる。泉
質や効能が違うタイプのお
風呂が楽しめる。

　

【営業／休み】各施設に要確認
【交通】関越道嵐山・小川ICから5km
【問い合わせ】おがわ温泉　
花和楽の湯☎0493・73・2683
カワラホテル☎0493・81・5514

（年号のわかっているなかで）県内最古の民家   
～吉田家住宅～

 （埼玉県／小川町商工会）

吉田家住宅は、享保6（1721）年に建築された、実年代のわかる県内最古の民家。入
母屋造りで茅葺屋根を持ち、 平成元（1988）年に国の重要文化財建造物に指定され
た。個展・コンサート・結婚式にも利用でき、軽食も用意している。

　

【営業／休み】10：00～16：30／年末年始・月曜日・火曜日（休館日が祝日の場合はその翌日）
【料金】入館無料
【交通】関越道嵐山・小川ICから10km
【問い合わせ】吉田家住宅☎0493・73・0040

旧下里分校周辺の四季
（埼玉県／小川町商工会）

ノスタルジックな分校の景観は、様々なロケ地として使わ
れ、訪れる人の心を落ち着かせる。春は校庭に咲く桜萌黄。夏
は里山を背景に新緑とセミの声。秋も同様に紅葉が、澄んだ空
に映えている。冬の雪化
粧や枯葉を踏む音など、
周辺には懐かしきころ
を想起させる風景があ
ふれている。

　

【交通】関越道嵐山・小川ICか
ら4km
【問い合わせ】小川町にぎわい
創出課☎0493・72・1221

～伝統文化とノスタルジーの世界へ浸りましょう～ 
 小川和紙体験学習センター

 （埼玉県／小川町商工会）

古き良きノスタルジックな大正ロマンの建物内には、歴史
紹介や古い和紙などが、洋館を思わせる個室に展示されてい
る。中庭には和紙の原材料となる楮が植えられているなど、紙
漉きの全ての行程に触れたうえで、紙漉きを体験できる。

　

【営業／休み】9：00～16：00／火曜日（火曜日が祝日の場合はその翌日）・年末年始
【料金】入館・見学：無料（説明希望の場合1,000円）
入門コース500円から1,500円
1日体験教室：5,000円
4日間総合体験教室：20,000円
（施設や設備の利用には料金がかかります）
【交通】関越道嵐山・小川ICから5.8km
【問い合わせ】小川和紙体験学習センター
☎0493・72・7262

来年で70周年の記念大会となる、 
小川町七夕まつり／花火大会

 （埼玉県／小川町商工会）

手すき和紙産業の復興と、地元祇園祭りを融合して昭和24
年に始まった「小川町七夕まつり」は、毎年7月下旬の土日に
開催される。特産の和紙をふんだんに使った、オリジナルの絢
爛な七夕飾りが町内を彩る。初日の夜には花火大会も開催。伝
統芸能やお神輿なども繰り広げられ、町の一大ページェント
に多くの人が訪れている。

　

【営業】毎年7月下旬の土日
土曜　11：00～21：30　日曜　11：00～21：00
【交通】関越道嵐山・小川ICから6.2km
【問い合わせ】実行委員会（小川町商工会）
☎0493・72・0280
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久喜提燈祭り「天王様」
（埼玉県／久喜市商工会）

230余年の歴史と伝統を誇る久喜提燈祭り「天王様」。久喜
駅西口市街地を中心に盛大に開催される。毎年各町内から山
車が繰り出され、昼間は神話などから題材をとった人物の人
形を飾りつけた豪華絢爛な人形山車が、夜には約500個の提
燈を飾り付けた“関東一”といわれる勇壮な提燈山車に様変わ
りして、賑やかなお囃子の音
色に乗せて各町内を引き廻さ
れる。

　

【営業】毎年7月12日・18日
【交通】東北道久喜ICから3km
【問い合わせ】久喜市観光協会
☎0480・21・8632

静御前の墓
（埼玉県／久喜市商工会）

源義経の内妻であった静御前の墓と伝えられている。静御
前は、義経を追って奥州に向かう途中、義経の死を知り、文治
5（1189）年9月15日に当地で亡くなったと言われている。当
時、この地にあった高柳
寺（こうりょうじ）の境
内に埋葬され、墓上には
杉の木が植えられた。

　

【交通】東北道加須ICから
7.5km
【問い合わせ】久喜市役所　 
栗橋総合支所　環境経済課
☎0480・53・1111

大原漁港　港の朝市
（千葉県／いすみ市商工会）

旬の鮮魚、干物、農・水産物加工品、
産直野菜などの買い物が楽しめる。
伊勢海老や、いすみ市のご当地グル
メ「じあじあ」などの伝統料理のほか
にも、蛸めし、いすみ豚のもつ煮etc、地元グルメも充実してい
る。会場には炭焼きBBQ台を用意しており、買い物した農水
産品でBBQも楽しめる。

　

【営業】毎週日曜日　8時～12時
【料金】入場無料
【交通】圏央道茂原長南ICから32.8km（大原漁港荷捌き所まで）
圏央道市原鶴舞ICから28km（大原漁港荷捌き所まで）
【問い合わせ】港の朝市運営委員会（いすみ市商工会内）☎0470・62・1191

楽しいな～商工フェスティバル
（埼玉県／伊奈町商工会）

町内の商工業者等の出店（展）による、特産品等の商品の展示・即売や、町内外のB級
グルメ店舗の出店のほか、ステージイベント等老若男女が楽しめるイベント。また
2017年は、町観光協会が例年秋に開催していた「秋バラまつり」と同時開催し、より
充実したイベントになっている。

　

【営業】毎年10月中旬～下旬
【料金】入場無料
【交通】圏央道桶川加納ICから6.4km
【問い合わせ】伊奈町商工会☎048・722・3751

あやめ・ラベンダーの 
ブルーフェスティバル

 （埼玉県／久喜市商工会）

6月上旬から中旬にかけて、菖蒲城趾あやめ園では50品種
1万6千株の花しょうぶが見ごろを迎える。そして、6月中旬
から下旬になると、ラベンダー苑・ラベンダー堤・ラベンダー
花壇・しらさぎ公園ラベン
ダー山のラベンダー約8,400
株が見ごろを迎える。

　

【営業】毎年6月上旬～下旬
【交通】圏央道白岡菖蒲ICから3.5km
【問い合わせ】久喜市観光協会
☎0480・21・8632

コスモスふれあいロード
（埼玉県／久喜市商工会）

久喜市鷲宮地区を横断する葛西用水路沿いに整備された、
コスモスふれあいロードで、春は「ポピー」、秋は「コスモス」を
楽しむことができる。総延長約10kmにわたり、色とりどりの
花々が延々咲き誇る
風景は壮観。

　

【交通】東北道久喜ICから
5.6km
【問い合わせ】久喜市役所   
鷲宮総合支所　環境経済課
☎0480・58・1111

いすみ鉄道
（千葉県／いすみ市商工会）

いすみ市の大原駅から大多喜町の上総中野駅までの26.8
㎞をつなぐレトロな路線。沿線には田園風景や城下町、渓谷、
満開の桜や菜の花が楽しめる。また伊勢海老を使ったコース
料理を車内のテーブル席で味わえる「レストラン・キハ」も好
評。電車に揺られながら自然あふれる車窓と地元グルメをお
楽しみあれ。

　

【交通】圏央道茂原長南ICから
22.3km（国吉駅まで）
圏央道市原鶴舞ICから17.6km 
（国吉駅まで）
【問い合わせ】いすみ鉄道 株式会社
☎0470・82・2161
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清瀬ひまわりフェステイバル
（東京都／清瀬商工会）

東京都清瀬市内で夏になると、2万4千㎡の広大
な農地に約10万本のひまわり畑が出現する。今では
市内最大の観光スポットとなった。元々は地主の方
が小麦を作付けしている畑に、次の栽培期間までの
緑肥として栽培され、とてもきれいな風景であった
ため、一般開放されるようになったもの。開花状況
は清瀬市ホームページで確認できる。

　

【営業／休み】毎年8月下旬～9月上旬（詳細は市ホームページで
確認）／台風などによる悪天候の際は、臨時休園する場合がござ
います。
【料金】入場料　無料
【駐車場】有（バスは不可）
【交通】関越道所沢ICから5.8km
【問い合わせ】清瀬市市民生活部産業振興課☎042・497・2052

道の駅　オーシャンパーク
（千葉県／鴨川市商工会）

鴨川の魅力である海と花をテーマとした海浜型リゾートパーク。24時間利用可能な
休憩所では、周辺の観光施設の情報を提供。物産館内では、地場産品展示即売やレスト
ラン、喫茶コーナーも備え、道路情報や観光案内も提供。芝生や植栽がある漁民公園も
あり、人工磯では親子で水遊びができる。おらが丼「ひかり丼」も提供している。

　

【営業／休み】2～10月：9：00-18：00　11～1月：9：00-17：00／不定休（7月・10月の中旬に各1日間）
【料金】無料
【交通】館山道君津ICから41km
【問い合わせ】道の駅　オーシャンパーク☎04・7096・1911

太海フラワー磯釣りセンター
（千葉県／鴨川市商工会）

南房総の海岸線とお花畑が魅力で、一年中美しい花に囲ま
れ、フィッシングも楽しめる施設。季節折々の花を観賞でき、
花の企画展を常時開催。フィッシングコーナーでは、広さ
1,320㎡の釣り堀で本格的な磯釣り気分が味わえる。また、園
内自慢の展望レストランで、おら
が丼「波太丼」も提供している。

　

【営業／休み】8：30-17：00／年中無休
【料金】入園料：大人600円（中学生以上）、
小学生300円（団体割引料金あり）
【交通】館山道君津ICから38.4km
【問い合わせ】太海フラワー磯釣り 
センター☎04・7092・1311

鴨川市総合交流ターミナル「みんなみの里」
（千葉県／鴨川市商工会）

郷土の文化や地域の産品を紹介したり、農業体験を通して
都市住民との交流を図るなど、地域情報の発信基地として幅
広い活動が期待される「総合交流ターミナル」。昔ながらの農
家の佇まいを残した施設で、レストランでは、おらが丼「お山
のぶぅ丼」も提供中。平成29年11月～30年3月迄工事中のた
め要確認

　

【営業／休み】2～10月：9：00-18：00
11～1月：9：00-17：00
年中無休（但し、元日他　年2回休館日有）
【交通】富津館山道路鋸南保田ICから17.5km
【問い合わせ】鴨川市総合交流ターミナル
「みんなみの里」（鴨川市農林業体験交流会）
☎04・7099・8055

おらが丼
（千葉県／鴨川市商工会）

「おらが」とは、鴨川の方言で「我が家」という意味。「おらが
丼」は、我が店の自慢のオリジナルどんぶり。新鮮な地元食材
を使った地魚料理から、採れ
たて山の幸を使った料理など
が大集合！千葉鴨川おらが丼
協会に加盟している40店舗以
上が「おらが丼」を提供中。赤
いのぼりが目印。

　

【問い合わせ】千葉鴨川おらが丼協会
（鴨川市商工会内）☎04・7092・0320

ブルーベリー狩り　食べ放題
（千葉県／木更津市富来田商工会）

フルーツ街道夢農場では全15品種・1500本ものブルーベ
リーを有機肥料のみで栽培している。併設のカフェではアイ
スクリームなどが大人気！園内は段差や勾配が少なく、車椅
子やベビーカー、ペットの入園もOK！芝の敷かれた広場で
は走り回ったり寝転がったりもできるよ！

　

【営業／休み】
8：00～17：00【7月上旬～9月上旬】
営業期間中無休
【交通】圏央道木更津東ICから5km
【問い合わせ】フルーツ街道夢農場
☎0438・53・5766
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いなぎ発信基地ペアテラス
（東京都／稲城市商工会）

稲城市在住のメカニックデザイナー大河原邦男氏のデザイ
ンによる、初代ガンダムとシャアザ
クの3.6m大のモニュメントを展示
した「観光案内アンテナショップ」。
稲城市の観光案内や、特産品の販
売、姉妹都市・友好都市の特産品も
販売し、情報発信をしているランド
マークである。軽飲食も提供している。

　

【営業／休み】10：00～19：00／
12/29～1/3
【交通】中央道調布ICから約6km
【問い合わせ】いなぎ発信基地ペアテラス
☎042・401・5786

満点の星空体験と海中温泉
（東京都／新島村商工会）

式根島には海中温泉という、海水と混ざり合い適度な温度
で入浴できる露天風呂があり、24時間潮の干満を見計らって
入る超ワイルドな温泉である。街灯が
少ないため、満点の星空を見ながら入
る夜の温泉は格別。星空の撮影にも向
いており、流れ星や天の川を間近で観
察できます。（地鉈温泉、足付温泉、
松ヶ下雅湯の3箇所の露天温泉）

　

【営業／休み】24時間／年中無休
【料金】無料
【問い合わせ】式根島観光協会
☎04992・7・0170

日本海を見晴らす 丘の上のキャンプ場！
（新潟県／和島村商工会）

人気の秘密はなんといっても、日本海を見下ろす抜群のロ
ケーション。キャンプサイトは全69サイトあり、テントサイ
ト以外にもバンガローサイトや、ログキャビンサイトといっ
た宿泊棟も備えている。レンタル品も充実しており、手ぶらで
のキャンプも可能。海が近い（徒歩5分ほど）ため夏は海水浴
目当てのファミリーに大人気。またペット可能サイトもある。

　

【開場期間／休み】8：30～17：00、4月第2
土曜～11月第2日曜／12月1日～3月31日
【料金】プランにより異なる
【交通】関越道長岡ICから22.2km
【問い合わせ】和島オートキャンプ場
☎0258・74・3010

日本海石地わさび園
（新潟県／西山町商工会）

ワサビ栽培の常識を覆し、日本海沿岸で透水性の高い砂地を利用し育てる「日本海石
地わさび」は、さわやかな旨味と上品な辛さが利いた良質な山葵。栽培プラントに加工
場・販売所・収穫体験ハウス・ニジマス釣り堀などが併設され、わさびコロッケやソフト
クリームも味わえる。家族みんなが楽しめる、潮風が香るオンリーワンの農園施設。

　

【営業／休み】10：00～16：00（夏季は17：00まで）／月曜・木曜（祝日の場合は営業します）年末年始等
【料金】入場無料
【交通】北陸道西山ICから7.2km
【問い合わせ】日本海石地わさび園☎0257・47・7028

海中温泉（CO2シープ）
（東京都／新島村商工会）

式根島の海底から湧き出る海中温泉。実はCO2シープ（炭酸
ガス）の温泉で世界で4箇所というとても珍しいポイント。 
そこにはウミガメが生息しており、パーフェクトに出会える
ダイビングスポット。地球温暖化の100年後の海底が見れ 
るのも世界でこのポイント
だけ！！

　

【営業／休み】8：00～20：00／
不定休
【料金】1ボートダイビング7900円
～（レンタル料別）
【問い合わせ】式根島ダイビング
サービス☎04992・7・0350

めかぶ蕎麦
（神奈川県／逗子市商工会）

逗子の小坪漁港でとれたメカブ
が漁師が天日干しにしたものを粉
末にして、蕎麦に練り込みました。
めかぶの粘り気がつるつるとした
食感を感じ、冷やすとさらに磯の
香りが引き立ち、とても美味しく
仕上がりました。

　

【料金】200g 350円
【問い合わせ】合同会社こつぼ
☎046・873・2774

ニットの町で工場見学＆ 
ファクトリーアウトレットショッピング

 （新潟県／見附商工会）

普段は関係者しか入れない工場内を担当ガイドがご案内。
工場見学の後は本社に併設されているファクトリーアウト
レットショップ「Primera（プリメーラ）」で買い物もできる。
全国有数のニット産地である新潟県見附市の伝統と技術が詰
まったニットの魅力を存分に味わってほしい。学校関係、法
人、団体（10名以上）のみ受付。

　

【営業／休み】平日10：00～12：00、13：20～
16：00（土曜要相談）／日曜・祝日
【料金】入場料無料（要予約）
【交通】北陸道見附中之島ICから3.2km
【問い合わせ】第一ニットマーケティング㈱
☎0258・66・4513
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自然の宝庫　福島潟
（新潟県／豊栄商工会）

水の郷百選に選ばれた福島潟は、
全国初の「水の駅」として、自然文化
でまちづくりを展開している。220
種類以上の野鳥・450種類以上の植物が確認されている自然
の宝庫で、全国的にも希少な植物の地でもある。国の天然記念
物「オオヒシクイ」の越冬数は日本一を誇る。国指定福島潟鳥
獣保護区。

　

【営業／休み】午前9時～午後5時／毎週月曜日（祝日の場合翌日）
【料金】大人400円／子供200円
【交通】日本海東北道豊栄新潟東港ICから3km
【問い合わせ】水の公園福島潟、水の駅　ビュー福島潟☎025・387・1491

香り高き楽縫庵（らくほうあん）
と酒づくりの里

 （新潟県／頸城商工会）

坂口記念館は、上越市出身で、「応用微生物学」の世
界的権威で、「酒博士」として親しまれた坂口謹一郎博
士の遺品や業績を展示している。築160年の重厚な
「楽縫庵」「酒杜り館」「留春亭」で構成されており、博士
が束ねた200本100種の「雪椿園」もある。歴史的に多
くの蔵人を全国に輩出し、酒造りに使用した貴重な道
具も展示。頸城地方の伝統食である「くびきのごっつ
お膳」を、朱塗りのお膳で食べられる。（要予約）

　

【営業／休み】10：00～16：00／毎週月曜日（月曜祝日の時は翌日）   
年末年始
【料金】入館料300円（中学生以下無料）・団体15名以上1人220円
【交通】北陸道上越ICから12km
【問い合わせ】坂口記念館☎025・530・3100

笹子峠の矢立のスギ
（山梨県／大月市商工会）

樹高約28m、根回り14.8mの矢立の杉。幹は地上約22mで折損し、中は上まで空洞になっている。樹齢
100年を超すといわれ、その昔、戦に赴く武士が必勝を祈願して、この木に矢を射ったことからその名
がついたといわれている。甲州街道が開通したことから人の往来も増え、江戸時代の浮世絵にも描かれ
ているほど。遊歩道も整備されている。県の天然記念物に指定。

　

【交通】中央道大月ICから18km
【問い合わせ】大月市観光協会☎0554・22・2942

日本一長い「大塚にんじん」！ 
のっぷいプロジェクト

 （山梨県／市川三郷町商工会）

火山灰が堆積してできたきめ細かく栄養分を
豊富に含んだ土壌。
地元では「のっぷい」と呼ばれている。その「のっぷい」でし

か収穫できない「大塚にんじん」は長さ約120㎝。日本一長い
にんじんとして有名。
商工会では「大塚にんじん」を原料にした特産品（ラーメン、

ジャム、漬物等）の開発に取り組んでいる。
　

【営業／休み】8：30～17：15／土日・祝日
【料金】大塚にんじんドリンク324円・大塚にんじん羊羹430円・ 
大塚にんじんジャム590円・大塚にんじんら～めん600円
【交通】中央道甲府南ICから9.5km
【問い合わせ】市川三郷町商工会☎055・272・4711

くびき野レールパーク
（新潟県／頸城商工会）

くびき野レールパークは、廃線になった旧頸城鉄道の車両
を保存・展示している施設。蒸気機関車コッペル2号やディー
ゼル機関車DC92など、8両の車輌を公開している。このうち
2両が動態保存されていて、施設内の線路で乗車体験ができ
る。なお施設内には資料館もあり、頸城鉄道の関係資料を展示
している。開館日以外は閉館しているが、団体等の希望があれ
ば開館可能。

　

【営業／休み】9：00～15：00　5月5日、6・7・
9・10月の第3日曜日／左記の月日以外は非公開
【料金】基本的に無料（募金をお願いしている）
【交通】北陸道上越ICから10.7km
【問い合わせ】西山☎025・530・3684

250年の歴史ある市場によりなせや！葛塚市
（新潟県／豊栄商工会）

毎月1・5・10・15・20・25日に開かれる葛塚市は、宝暦11年
（西暦1761年）から続いている、歴史ある市場。130～150店舗
が並び町を賑わせる。目玉は、安くて新鮮な魚介類、旬の野菜や
果物、手作りのコンニャク・キムチ等々。生花や野菜、花の種子、
植木や衣料品も充実しており、庶民の強い味方となっている。

　

【営業／休み】午前8時～午後1時頃
毎月1．5．10．15．20．25日
盆市8月13日、晦日市12月29日・31日
1月2日（1月1日は休み）
【交通】日本海東北道豊栄新潟東港ICから2.5km
【問い合わせ】北区産業振興課☎025・387・1356
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ミュゼ蔵
（長野県／信州新町商工会）

町の中心にあった蔵を改修した多目的ギャラリー。1階は地元作家の展覧、コンサート、
貸しギャラリーなどの自由なアートの場として活用されている。2階の展示ルームは、蔵の
梁がそのまま残された空間で、日本インダストリアルデザイナー協会（JIDA）が運営する
「JIDAデザインミュージアム1号館」があり、国内外の工業デザインを見ることができる。

　

【営業／休み】10時～18時（入館は17時30分まで）／月曜日（祝休日の場合は開館）・祝休日の翌日、その他
【料金】入館料無料
【交通】上信越道長野ICから24km／長野道安曇野IC40.5km
【問い合わせ】ミュゼ蔵☎026・262・2500

森林鉄道遺構散策
（長野県／上松町商工会）

平成28年に「日本遺産」に認定
された、「木曽路はすべて山の中
～山を守り 山に生きる～」の構
成要素のひとつである森林鉄道
の遺構を、かつて木材運搬に活躍
した歴史や地域住民の生活の様子など、当時の写真と比較し
ながらガイド付きで散策。

　

【営業／休み】9：00頃～16：00頃　60分／回／お盆・年末年始
【料金】参加費：500円（5名以上催行）
【交通】中央道伊那ICから約39km
【問い合わせ】（一社）上松町観光協会☎0264・52・1133

天竜ライン下り
（長野県／泰阜村商工会）

天竜川随一の名勝地、天竜峡を下
るツアー。約45分間の船旅では、明
治の書道家日下部鳴鶴が天竜峡の十
の岩峰に刻んだ文字を絶景とともに、船から眺めることがで
きる。四季折々の草花や、船頭の投網披露なども見もの。終点
唐笠港ではお土産販売もあり、天龍ライン下りならではのお
菓子「秘境駅最中」や泰阜村の特産品も販売している。

　

【営業】天候等により運休になる場合あり。ホームページ参照のこと。
【料金】定期船　大人：2,900円　子ども：1,450円（その他団体割有り）
【交通】中央道飯田山本ICから9km
【問い合わせ】天龍ライン遊舟有限会社☎0260・27・2247

森のカフェで楽しむ八ヶ岳の旬
（山梨県／北杜市商工会）

自社で栽培したオーガニック野菜をはじめ、地元の旬の食
材をたっぷりと使った森のカフェ。体にやさしいマクロビオ
ティックスイーツのほか、おいしいコーヒーもご用意。まるで
八ヶ岳の森に浮いたような明るく開放的な店内で、ほかでは
体験できないくつろぎの時間を過ごそう。

　

【営業／休み】11：30～16：00／18：00～21：00／毎週水・木曜日／季節に
応じて変動あり
【料金】ランチ　1,680円～
【交通】中央道小淵沢ICから約1.7km
【問い合わせ】女神の森セントラルガーデン   
奏樹 カフェ＆ダイニング☎0551・36・5002

標高1420mの天空のレストラン
（山梨県／北杜市商工会）

大パノラマの景色と、肉料理が楽しめる展望レストラン。全
面ガラス張りの客席からは、眼下に広大な牧草地や富士山等
の山々が。肉料理はすべて山梨県産のブランド肉を使用する
等、厳選された食材を使用。羊やヤギ、ポニーがいるふれあい
公園（入場無料）が隣接。テイクアウトコーナーのオリジナル
ソフトクリームも人気。

　

【営業／休み】10：00-18：00（季節により変更有り。
売店は10時～営業）／第3火曜日（7月～8月は無
休）・冬季は変更有
【料金】甲州富士桜ポークのぶ厚い骨付きロース黒
コショウ焼き1,780円 他
【交通】中央道長坂ICから11.3km
【問い合わせ】まきばレストラン☎0551・38・4600

八ヶ岳のリゾートホテルの朝食バイキング
（山梨県／北杜市商工会）

地元の野菜や食材を使用し、和洋中のシェフが作り上げ
るホテル自慢の「朝ごはん」はいかが。朝食だけの利用も可
能で、好みの品を好きなだけいただけるバイキングスタイ
ルが魅力。「朝ごはんフェスティバル®2016」で山梨県
No.1、全国大会でも審査員特別賞をいただいたシェフによ
る自慢の期間限定メニューも楽しみのひとつ。

　

【営業／休み】7：00～10：00（最終入場9：30）／法定点検に伴う休館日 
有り
【料金】1,782円（サービス料・税金込み）
【交通】中央道長坂ICから7km
【問い合わせ】大泉高原 八ヶ岳ロイヤルホテル☎0551・38・4455
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一茶記念館と一茶の史跡
（長野県／信濃町商工会）

江戸時代に活躍した三大俳人の一人小林一
茶は、長野県北部の信濃町柏原で生まれ、江戸
で俳諧師として暮らした後、50歳で帰郷した。
一茶のお墓のある小丸山公園に立つ一茶記念
館では、一茶の生涯やたくさんの作品を紹介し
ている。また近くには国史跡一茶旧宅（最晩年
を過ごした土蔵）がある。

　

【営業／休み】午前9時～午後5時／年末年始・5・6・9・10
月の末日（土日の場合は翌日）、冬期営業期間（12月1日～3
月19日）の土・日・祝は要予約
【料金】入館料：大人500円　子供300円
【交通】上信越道信濃町ICから1.8km
【問い合わせ】一茶記念館と一茶の史跡☎026・255・3741

とうもろこし
（長野県／信濃町商工会）

昼夜の寒暖差が激しく、霧がかかることの多い高原ならではの気候が、美味しいと
うもろこしを育む。メロンにも負けない糖度のスイートコーンは、種類も豊富で濃厚
な味わいは絶品。道の駅や、もろこし街道と称されている県道36号線沿線、また各農
家など至る所で直売が行われている。収穫期は7月下旬から9月くらいまで。

　

【営業／休み】午前9時～午後5時／水曜日
【交通】上信越道信濃町ICから2km
【問い合わせ】信州しなの町観光協会☎026・255・3226

信州たかもり温泉「湯ケ洞」
（長野県／高森町商工会）

今、高森町は空前の大河ドラマ「直虎」ブーム。直虎のいいな
ずけ「亀之丞（井伊直親）」が9歳から20歳まで過ごした「松源
寺」には、大勢の大河ファンが訪れている。その中でも南アル
プスを眺望できる信州たかもり温泉「湯ケ洞」は、人気の宿泊
施設。展望ラウンジから眺める
南アルプスは絶景。

　

【休み】毎月 第3火曜日
【料金】一泊二食8790円～
【交通】中央道松川ICから9.8km
【問い合わせ】信州たかもり温泉「湯ケ
洞」☎0265・35・8260

高森町は「市田柿」発祥の里
（長野県／高森町商工会）

「市田柿（いちだがき）」は、もっちりした食感と上品な甘さ
が特徴の干し柿。表面の白い粉は、
干し上げる過程で果実内部から染
み出したブドウ糖の結晶。ビタミン
やミネラル、食物繊維、ポリフェ
ノールが多く含まれている。バター
やチーズ、ヨーグルトとも相性が良
く、ワインのつまみとしても最高。

　

【交通】中央道松川ICから8.3km
【問い合わせ】高森町産業課
☎0625・35・9405

古
こ

谷
や

渓
けい

谷
こく
（乙女の滝）

（長野県／佐久穂町商工会）

「乙女の滝」は妙義荒船佐久高原国定公園の最南端に位置す
る「古谷渓谷」にある壮観な滝。夏には周囲の深い緑と、秋には
紅葉とのコントラストが
美しい絶景スポット。

　

【交通】中部横断道路佐久南IC 
から24km
【問い合わせ】佐久穂町役場商工
観光係☎0267・88・3956

古
こ

谷
や

渓
けい

谷
こく
（乙女の森バンガロー村）

（長野県／佐久穂町商工会）

佐久穂町の東部を流れる抜井川（ぬくいがわ）の源流。苔む
した岩場、天然のイワナや山女魚も生息する清らかな水。秋に
は赤や黄色に色づいた木々が渓谷全体を見事に染め上げる。
「乙女の森バンガロー村」は妙義荒船佐久高原国定公園の最南
端に位置する「乙女の森」にある休養施設。キッチン、トイレ、
温水シャワー、寝具などが完備されたバンガローが利用でき
る。詳しくは要問合せ。

　

【営業／休み】15：00 チェックイン　
10：00 チェックアウト／11月上旬～4月下旬
【料金】バンガロー1棟1泊 8，000円～
【交通】中部横断道路佐久南ICから24.3km
【問い合わせ】乙女の森バンガロー村
☎080・4092・3956
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静岡

富山
石川

岐阜

愛知

福井

三重

体験 グルメ 催し 特産 温泉 見所

東海・北陸

●61 

●63 

●55 ●57 
●59 

●58 

●60 
●62 

●70 
●71 ●69 

●72 
●68 
●64 

●67 

●66 ●65 
●73 

●75 
●74 

●56 

羽咋市商工会
いい道の駅 “のと千里浜”…29㌻

南砺市商工会　井波事務所
井波彫刻（瑞泉寺）…29㌻
井波彫刻…29㌻

庄川町商工会
米粉カフェ併設の観光農園…29㌻

上市町商工会
～ココロ旅～　観音様が住む森のウォーキング…29㌻

高山北商工会
ツリークライミング体験…31㌻
古民家暮らし宿泊体験…31㌻
古民家屋根裏の小さな書店…31㌻
コーヒーハウスパロットの『チキントマトカレー』…31㌻
有限会社　橋場農園…31㌻

小坂町商工会
日本有数の炭酸源泉。飲んで、浸かって、食べられる…31㌻

御嵩町商工会
 「熱気球・水陸両用車ARGO」搭乗イベントでアウトドア
イベントの醍醐味と感動を!…4㌻

富士市商工会
富士川渡船上り場跡と常夜燈…33㌻
龍巌淵の桜並木…33㌻
古民家店舗で味噌づくり体験…33㌻

川根本町商工会
関の沢鉄橋（南アルプスあぷとライン）…32㌻
奥大井・川根本町の自然満喫カヤック体験…32㌻
季節の草木染め…32㌻
奥大井・川根本町の自然満喫トレッキング…32㌻

新城市商工会
しんしろ鬨（かちどき）…34㌻
新城のジビエ料理…34㌻
道の駅 つくで手作り村…34㌻

奥浜名湖商工会
国指定名勝 龍潭寺庭園…32㌻
みかん狩り…32㌻
 マテリアのアイス（バスガイドに一番人気の
ジェラード屋さん）…33㌻

沼津市商工会戸田支所
食べられる！美味しい！深海魚…6㌻
 あなたの知らない「深海」がココにある
駿河湾深海生物館…32㌻

森本商工会
深谷温泉　能舞台…29㌻

祖父江町商工会
 日本一銀杏の郷 
稲沢市祖父江町　
ヘルスツーリズム…34㌻

豊浜商工会
鯛まつり…5㌻
花ひろば…33㌻
アナゴの干物…33㌻
えびせんべい…33㌻

菰野町商工会
 かもしか道具店
～陶器と雑貨のお店～…36㌻

大紀町商工会
魚々錦…35㌻
キノコランド…35㌻
奥伊勢の森「七保ベース」野あそび村キャンプ場…35㌻

大台町商工会
秘境のお食事処　花咲くところ…36㌻
奥伊勢ゆずスイーツ…36㌻
有機大台茶　ドリップティ3種パック…36㌻
ONEWHEEL（ワンウィール）…36㌻
宿屋まてまて…36㌻
大台町産　和紅茶…36㌻

あま市商工会
七宝焼制作体験…34㌻

蟹江町商工会
 希少種蓬莱柿「蟹江いちじく」の
贅沢セミドライ…34㌻
佐屋川のヘラブナ釣り…35㌻
須成祭…35㌻
蟹江の川魚料理…35㌻

おおい町商工会
 若狭パール　本真珠
アクセサリー体験…30㌻
 若狭おおいの　スーパー
大火勢（おおがせ）…30㌻
 型友禅染とTシャツ
染付け…30㌻
きのこの森…30㌻
八ヶ峰家族旅行村…30㌻
若州一滴文庫…30㌻
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深谷温泉　能舞台
（石川県／森本商工会）

金沢の中心地から車で約20分の郊外にある深谷温泉は、開湯1200年の歴史を持つ
古湯。美人の湯と呼ばれ全国各地から多くの観光客が訪れている。その中にある温泉
旅館元湯石屋には、全国的にも珍しい屋外能舞台を有し、毎年秋にはかがり火を焚い
て薪能が開催される。

　

【営業／休み】12：00～15：00／不定休
【料金】能舞台見学無料（但し、入浴料1,000円）
【交通】北陸道金沢森本ICから3.5km
【問い合わせ】深谷温泉　元湯石屋☎076・258・2133

いい道の駅 “のと千里浜”
（石川県／羽咋市商工会）

国内でただ1つの、砂浜を車で走れる「千里浜なぎさドライブウエイ」に隣接
した道の駅にあるレストランでは、地産地消のオシャレなランチを楽しめる。旬
の地元野菜などを使い、味の骨格にはベジブロス（野菜ダシ）を全ての料理に採
用している。マルガジェラートや玄米粉を使用したベーカリーもおすすめ！

　

【営業／休み】農水産物等販売・加工施設 9：00～18：00（4～11月）、
9：00～17：00（12～3月） 飲食提供施設 11：00～16：00（通年）／毎週水曜日
【交通】のと里山海道千里浜ICから0.2km
【問い合わせ】道の駅 のと千里浜☎0767・22・3891

米粉カフェ併設の観光農園
（富山県／庄川町商工会）

生産者が各種資格をもつ。農園の花やハーブを使った寄せ
植え教室、石けん作り、ピザ作り体験、ハーブや米粉を使った
料理教室などが人気。また、苺のシーズンには、収穫体験のほ
か、カフェで朝採れ苺の「紅ほっ
ぺ」をふんだんに使ったワッフ
ルやパフェが大人気。

　

【営業／休み】
AM11：00～PM4：00／毎週木、金曜日
【交通】北陸道砺波ICから5.6km
【問い合わせ】観光農園　うめかのお庭
☎0763・82・7021

～ココロ旅～　
観音様が住む森のウォーキング

 （富山県／上市町商工会）

「輪袈裟（わげさ）」に願いごとを書き、森に住む33体の観音
様に会いに行きませんか？名刹「眼目山立山寺（がんもくざん
りゅうせんじ）」は、樹齢数百年のト
ガが立ち並び、季節や天候によって
趣を大きく変える。そこは別世界の
入り口。日常の忙しさを忘れて、穏や
かな時間を過ごすことができる。

　

【営業】4月～10月：10時～、14時～ 約3時間
【交通】北陸道滑川ICから3.8km
【問い合わせ】ティーツリーコミュニケーショ
ンズ☎076・472・0170

井波彫刻
（富山県／南砺市商工会　井波事務所）

瑞泉寺の門前町として発展した井波にとって、切っても切
れないのが「井波彫刻」。その歴史は250余年。火災で焼失した
瑞泉寺の再建のため、京都から派遣された彫刻師の教えを受
けた井波の宮大工たちが、その技術を受け継ぎ進化させ、今日
の井波彫刻文化の礎を築いた。木彫
刻業界として全国一の規模と技術
を持つ井波彫刻。通りには彫刻工房
が軒を連ね、槌音を響かせている。

　

【交通】北陸道砺波ICから8.5km
【問い合わせ】井波彫刻総合会館
☎0763・82・5158

井波彫刻（瑞泉寺）
（富山県／南砺市商工会　井波事務所）

1390年本願寺五代綽如上人によって建立された。現在の本
堂は幾度もの焼失を経て明治18年に再建された。木造建築と
しては北陸最大級の規模。彫刻の町、井波の寺院らしく、町の
彫刻師たちの鑿（のみ）を打つ音が、どこからともなく聞こえ
てくる境内では、本堂をはじ
め太子堂や山門、宝物殿な
ど、見どころ満載。

　

【営業／休み】
9：00～16：30／無休（要確認）
【交通】北陸道砺波ICから9km
【問い合わせ】
真宗大谷派井波別院　瑞泉寺
☎0763・82・0004

静岡

富山
石川

岐阜

愛知

福井

三重
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若州一滴文庫
（福井県／おおい町商工会）

郷土の作家水上勉氏が建てた文化施設。園内には本館、竹人形館、劇場、六角堂など
があり、二万冊を超える蔵書や絵画、文学関連資料などを展示・収蔵している。和風建
築や庭園の落ち着いた風情のなかで、幻想的な竹人形や水上文学にふれると、竹が生
みだす独自の世界に思わずひきこまれる。 

　

【営業／休み】午前9時～午後5時／火曜日・12月29日～1月3日
【料金】大人300円　中学生以下・70歳以上は無料　団体30名以上1名240円
【交通】舞鶴若狭自動車道小浜西ICから7km
【問い合わせ】若州一滴文庫☎0770・77・2445

八ヶ峰家族旅行村
（福井県／おおい町商工会）

「森林浴の森　日本百選」に選ばれた自然環境と調和したレ
クリエーション施設。キャンプ場やバンガロー、古民家を利用
した宿泊施設をはじめ、ニジマスつかみやボルタリングなど
様々な体験メニューも利用できる。自然の鼓動と共にアウト
ドアを満喫しよう。

　

【営業】8：30～17：00（宿泊施設を除く）
【交通】舞鶴若狭自動車道小浜ICから25km
【問い合わせ】八ヶ峰家族旅行村
☎0770・67・2844

きのこの森
（福井県／おおい町商工会）

「きのこ」の形をした高さ30メート
ルのきのこタワーからの眺めは最高。
きのこタワーの上から全長460mも
あるビッグスライダーや一面に芝生を敷きつめた多目的広場
など、ワクワクするような遊具も揃っている。陶芸体験や動画
体験、バーベキューもでき、家族みんなで楽しめる。

　

【営業／休み】午前9時～午後5時（夏休み午後6時）／毎週月曜日・年末年始
（12月29日～1月3日）
【料金】大人200円　小人100円（中学生以下3歳以上）
【交通】舞鶴若狭自動車道大飯高浜ICから1.5km
【問い合わせ】おおい町きのこの森☎0770・78・1713

型友禅染とTシャツ染付け
（福井県／おおい町商工会）

伝統工芸である裃（かみしも）の
製造に使われる伝統の技を体験。伊
勢型紙を使用したり、自分で作った
型紙を使ってオリジナルのTシャ
ツづくりが体験できます。また、昔
ながらの染付けも体験出来る。

　

【営業／休み】午前9時～午後5時／不定休
【料金】基本料金5千円＋2千円（Tシャツ代）
【交通】舞鶴若狭自動車道小浜ICから26km
【問い合わせ】裃工房紀平（かみしもこうぼう
きひら）☎0770・67・3855

若狭おおいの　スーパー大火勢（おおがせ）
 （福井県／おおい町商工会）

おおい町の夏の夜空を彩る炎の祭典。高さ20m、重さ1tの
巨大松明「スーパー大火勢（おおがせ）」が総勢約60名の若衆
の熱気とパワーによって立ち上げられ、夜空に乱舞する。最後
に大火勢（おおがせ）が倒されると同時に、仕掛け花火が打ち
上げられ、音楽と連動した約1
万発の花火がイベントのフィ
ナーレを飾る。

　

【営業】毎年8月上旬
【交通】舞鶴若狭自動車道小浜西IC 
から5km
【問い合わせ】スーパー大火勢実行 
委員会事務局☎0770・77・9111

若狭パール　本真珠アクセサリー体験
（福井県／おおい町商工会）

日本最北端の真珠養殖場。冬の寒さが生み出す海水の温
度差が、きめ細かく深い光沢の極上真珠を作りだす。養殖
場直営の専門店で、本真珠を使ったアクセサリー作りが体
験できる。ペンダント・イヤリング・ブローチ・指輪など、お
子様からお年寄りまで、どなたでも簡単に作ることがで
き、宝探しをするようなワクワクさが人気。

　

【営業／休み】10：00～17：00　体験受付　16：00まで／年末年始
【料金】材料費のみ料金が必要となります。（材料費：3,000円前後）
【交通】舞鶴若狭道小浜西ICから5.3km
【問い合わせ】（有）間宮真珠養殖場（若狭パール）☎0770・77・0432
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有限会社　橋場農園
（岐阜県／高山北商工会）

飛騨のトマトで一番おいしいといわれる「秋トマト」
のみを使用した、季節限定のトマトジュース『めいのさ
らだ』。お客さまにトマト本来の味を楽しんでいただく
ため、原材料は収穫したばかりの新鮮なトマトのみを使
用し、塩・添加物を一切加えていない。ほのかな酸味の中
の秋トマトの甘さを堪能しよう！ほかにも、真っ赤に
実ったトマトをスライスし、オイル・食塩等を一切使用
せずに作ったドライトマトは、お料理にはもちろん、そ
のままおやつにも♪

　

【休み】不定休
【交通】高山清見道路高山ICから7.5km
【問い合わせ】有限会社　橋場農園☎0577・78・1161

コーヒーハウスパロットの『チキントマトカレー』
（岐阜県／高山北商工会）

国道158号線沿いの山あいの中にある、小さな白い喫茶店。地元のトマトをおしみなく使用
し、鶏肉、玉ねぎを併せてじっくり煮込んだヘルシーカレー。マイルドな辛さの中にトマトの
酸味と甘さが口の中に広がる。また湧水を使ったオリジナルコーヒーは、珈琲本来の味と香
りを楽しめる。川の音、鳥のさえずりを聞きながら大自然の中でホッと一息つきませんか？！

　

【営業／休み】8：00～18：00／水曜日
【料金】700円
【交通】高山清見道路高山ICから27km
【問い合わせ】コーヒーハウス　パロット☎0577・79・2257

古民家屋根裏の小さな書店
（岐阜県／高山北商工会）

2017年7月、築150年の古民家の屋根裏に、1,000冊だけの
小さな屋根裏書店を開業。50年、60年前の古い雑誌から最近
のエッセイまで、オーナーが1冊1冊選んで並べている。飛騨
の山あいの心地良い風が吹き抜ける屋根裏で、ゆったり本を
選んだり、読んだりする。新鮮で
ありながら懐かしさを感じるこ
とのできる空間となっている。

　

【営業／休み】11：00～17：00／
金曜日・仕入等で不定休あり
【料金】無料
【交通】高山清見道路高山ICから10.6km
【問い合わせ】やわい屋
☎0577・77・9574

古民家暮らし宿泊体験
（岐阜県／高山北商工会）

2016年6月オープンの『板倉の宿 白栗』は、古民家が大好
きなオーナーが、乗鞍岳の麓にあった板倉を移築して始めた
小さな古民家の宿。板倉の潜り戸を開けて感じる空気感は、ま
さに非日常。小さな空間で感じる時の重み、四季折々の風の匂
い…「何もないけど、何かがあ
る」心のデトックスにお勧め。

　

【営業／休み】
（問合せ時間）8：00～19：00／なし
【交通】高山清見道路高山ICから7.2km
【問い合わせ】板倉の宿　白栗（はくぐり）
☎0577・72・4484

ツリークライミング体験
（岐阜県／高山北商工会）

ツリークライミングとは、専用ロー
プや安全保護具を利用して木に登り、
自然との一体感を味わう体験活動。普
段、味わうことのない樹上の世界を感
じることができる。体験後は北アルプ
スに囲まれた「中尾温泉なかしま館」
自慢の露天風呂でリフレッシュでき
る。ツリークライミング体験ができる温泉宿としては日本で
唯一である。開催日はホームページでお知らせ。

　

【営業／休み】8：00～21：00／不定休
【交通】高山清見道路高山ICから54.6km
【問い合わせ】なかしま館☎0578・89・2703

日本有数の炭酸源泉。 
飲んで、浸かって、食べられる

 （岐阜県／小坂町商工会）

珍しい炭酸泉。炭酸含有量（1ℓあたり1412mg）と温泉成分
量は東海地区トップクラスとの折り紙つき。湯治場として
300年以上の歴史があり、古くから「飲んで（飲泉）、浸かって
（入浴）、食べられる（鉱泉料理）」温泉として親しまれている。
飲泉・入浴とともに名物の鉱泉を使った
粥、しゃぶしゃぶ、湯豆腐も楽しめる。

　

【営業／休み】10時～21時／毎週水曜日
【料金】650円
【交通】中央道中津川ICから80.5km
【問い合わせ】日帰り入浴施設「ひめしゃがの湯」
☎0576・62・3434

体験　 グルメ　 催し　 特産　 温泉　 見所
北
海
道・東
北

関
東・甲
信
越

東
海・北
陸

関
西

中
国・四
国

九
州・沖
縄

31



関の沢鉄橋（南アルプスあぷとライン）
（静岡県／川根本町商工会）

日本一の高さ約70mの「関の沢鉄橋」。眼下には沢が流れて
おり足がすくんでしまう高さ。夏場は木々が生い茂り、沢を見
ることはできないが、秋から冬にかけては沢を見ることがで
きる。接岨渓谷をゆっく
りとトロッコ列車が走
る。（尾盛駅～閑蔵駅）

　

【営業】8：30～17：00
【交通】新東名高速道島田金谷
ICから42km
【問い合わせ】大井川鐵道㈱ 
南アルプスアプトセンター
☎0547・59・2137

季節の草木染め
（静岡県／川根本町商工会）

季節の草花を使ってスカーフやバンダナ、靴下などが染め
られる。川根本町内ならどこでも出張可能。世界にひとつだけ
のオリジナルのもの
をつくりませんか？
要事前予約。

　

【営業】9：00～18：00
【料金】4,000円～
（材料によって異なる）
【交通】新東名高速道島田金
谷ICから44km
【問い合わせ】一般社団法人   
エコティかわね
☎0547・58・7000

国指定名勝 龍潭寺庭園
（静岡県／奥浜名湖商工会）

国指定の名勝である龍潭寺庭園は、小堀遠州作といわれ、江
戸時代初期に本堂北庭として築かれた、池泉鑑賞式庭園であ
り、四季を通じて楽しめる空間。龍潭寺は井伊家歴代四十代を
祀る菩提寺で、2017年（平成29年）のNHK大河ドラマ「おんな
城主 直虎」の井伊家の領主、井伊直虎など井伊家ゆかりのお寺。

　

【営業／休み】9：00～16：30（17：00閉門）／毎年 8月15日、12月
22･23･24･25･26･27日、※行事により
臨時休館する場合もあります。
【料金】大人（高校生以上）500円、小人
（小・中学生）200円
【交通】
新東名高速道浜松いなさICから約6.6km
【問い合わせ】龍潭寺☎053・542・0480

あなたの知らない「深海」がココにある駿河湾深海生物館
 （静岡県／沼津市商工会戸田支所）

深海魚や駿河湾を深く楽しく学習できる。平成29年7月に、ココリコの田中直樹さん
ら専門家たちの監修により、リニューアルオープンした。『戸田発！世界一のタカアシガ
ニ』、『深海生物ジオラマステージ』など、“深海魚の聖地・戸田”ならではの展示が多数。館
内に一歩踏み入れば、ディープな深海の世界に誘われる。

　

【営業／休み】午前9時～午後4時半／水曜日、祝日の翌日・年末年始
【料金】大人200円、小中学生100円
【交通】東名高速道沼津IC～伊豆縦貫道～伊豆中央道経由で50km、65分
【問い合わせ】駿河湾深海生物館☎0558・94・2384

奥大井・川根本町の自然満喫カヤック体験
（静岡県／川根本町商工会）

奥大井・川根本町の大自然の中で、カヤックに乗って非日常
を味わってみよう。地元ガイドが丁寧に指導、案内するので、
初心者でも安心して参加できる。経験者は、奥大井湖上駅付近
までいくことができ、運が良ければレインボーブリッジを渡
るトロッコ列車をみるこ
とができる。要事前予約。

　

【営業／休み】9：00～18：00　
事前予約／不定休
【料金】一人4,500円～
【交通】新東名高速道島田金谷IC 
から52km
【問い合わせ】
一般社団法人エコティかわね
☎0547・58・7000

奥大井・川根本町の自然満喫トレッキング
（静岡県／川根本町商工会）

川根本町を代表する大札山（標高1,374m）や智者山（標高
1,291m）などを、地元ガイドが案内。
奥大井県立自然公園にもなっている
大札山には、春にはアカヤシオ、シロ
ヤシオなどの新緑と、秋には紅葉、と
四季折々の自然を堪能することがで
きる。雨天中止（催行判断は前日正
午）。要事前予約。

　

【営業／休み】9：00～18：00／不定休
【料金】4,000円～（小学生以上対象）
【交通】新東名高速道島田金谷ICから43km
【問い合わせ】一般社団法人エコティかわね
☎0547・58・7000

みかん狩り
（静岡県／奥浜名湖商工会）

奥浜名湖の三ヶ日町は、静岡
県を代表するみかんの産地。町
内の主要道路周辺では、ドライ
ブ客に便利な観光みかん園が
点在し、10月から12月にかけ
て、甘くみずみずしい実をたたえている。「機能性食品」として
も注目されている、三ヶ日みかんをたっぷり味わおう。大使館
モニターツアーでも大変好評をいただいた。

　

【営業／休み】10月上旬～12月中旬　9：00～15：00位／※シーズンにより
実の生育状態や開園日、料金などが変更される可能性があります。来園前に
は電話などでご確認ください。
【料金】大人1200円、子供800円、幼児600円
【交通】東名高速道三ヶ日ICから0.1km
【問い合わせ】三ヶ日町みかん狩り組合☎053・526・2253
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マテリアのアイス（バスガイドに一番
人気のジェラード屋さん）

 （静岡県／奥浜名湖商工会）

マテリアのアイスクリームは、引佐の自然の中で育てられ
た牛から搾った「いなさ牛乳」や、卵などの食材にこだわり、ひ
とつひとつ心を込めて、店舗内で作っている。また乳脂肪や砂
糖の量も控えめにして、低カロリーのア
イスクリームに仕上げている。季節によ
り限定のアイスクリームもご用意。

　

【営業／休み】9：00～17：00／年中無休
【交通】新東名高速道浜松いなさICから約10分
【問い合わせ】
ジェラートショップ　マテリア（竜ヶ岩洞）
☎053・543・0884

龍巌淵の桜並木
（静岡県／富士市商工会　鷹岡事務所）

富士山と桜を一緒に鑑賞できる場所は、富士山周辺に点在
しているが、ここ龍巌淵は、せせらぎのほとりで、富士山と桜
並木を眺めることができる、とても貴重な場所。桜が満開で晴
天のときは、富士山と川辺の桜並木がとても綺麗な風景を鑑
賞することができる。観光
地として整備されている場
所ではないが、近年外国人
観光客も増えている。

　

【交通】新東名高速道新富士ICから
4km
【問い合わせ】（一社）富士山観光交
流ビューロー☎0545・64・3776

アナゴの干物
（愛知県／豊浜商工会）

愛知県一の水揚げ量を誇る「豊浜漁港」で揚がった伊勢湾・
三河湾の旬のアナゴを、みりん干しに仕上げる。加工所は25
軒ほどあり、職人技でアナゴを腹開きにし、各店の秘伝のタレ
で味付け、一本ずつ丁寧に並べて天日干しする。軽く炙って酒
の肴にもご飯にも相性抜
群。また、アナゴにはビタ
ミンEが豊富に含まれて
いる。

　

【交通】南知多道路豊丘ICから
3.3km
【問い合わせ】豊浜観光協会（豊
浜商工会内）☎0569・65・0004

花ひろば
（愛知県／豊浜商工会）

四季折々の花を楽しめる観光農園。特に14万本のひまわりが、丘陵一面に咲
く光景（6月末～11月末）は圧巻。見るだけでなく自分で摘んだ花を持ち帰り
できる。また、いちご狩り・メロン狩り・野菜収穫体験や採れたて果実・野菜の
販売も好評。ペットと一緒に広い園内を花を見ながら散歩することもできる。

　

【営業／休み】8：00～17：00／無休（正月三が日を除く）
【料金】入場料：大人650円・小人300円　団体（25名～）1割引　いちご狩り等は別料金
【交通】南知多道路豊丘ICから2.3km
【問い合わせ】観光農園花ひろば☎0569・65・2432

富士川渡船上り場跡と常夜燈
（静岡県／富士市商工会　富士川事務所）

日本三大急流である富士川は、通船・渡船が盛んに行われて
きた歴史がある。ここ岩淵の上り場跡には、常夜燈が今も富士
川の歴史を見続けている。現在では富士川から富士山を望む
絶景のスポットとして親しまれ、ここから下流にある富士川
橋は、大正13年に建設された
姿を一部今にとどめている。富
士川楽座が近隣にあり駐車場、
及び休憩（食事等）利用が可能。

　

【交通】東名高速道富士川スマートIC
から1.2km
【問い合わせ】富士市商工会
富士川事務所☎0545・81・1280

古民家店舗で味噌づくり体験
（静岡県／富士市商工会）

富士山を仰ぎ、富士川が流れ、緑豊かな富士市松野地区。そ
の富士の清らかな水を使って、手作り味噌を作り続けている
神戸醤油店。日本伝統の食文化を、次世代の子どもたちに伝え
るため、この築80年以上の店舗内で、味噌づくり体験を開催し
ている。お友達や、ご家族、子ども連れで楽しく作りましょう！

　

【営業／休み】7：00～19：00／無休
【料金】700g1，000円～（予算に応じ
ますのでご相談下さい）
【交通】東名高速道富士川スマートIC
から6.3km
【問い合わせ】神戸醤油店
☎0545・85・2428

えびせんべい
（愛知県／豊浜商工会）

えびせんべいの出荷額は、愛知県が全国シェアの約90％を
占める。当地区には大小35件ほどの製造所が集積し、各種え
びせんべいを製造している。馬鈴薯澱粉の生地にえびをふん
だんに練り込んだせんべいは、風味も食感も良く、子供のおや
つからお茶請け、おつまみにも
最適。えび以外にも色々な味付
け、トッピングも楽しめる。

　

【交通】南知多道豊丘ICから3.3km 
約5分
【問い合わせ】愛知豊浜えびせんべい
組合（豊浜商工会内）
☎0569・65・0004
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希少種蓬莱柿「蟹江いちじく」の贅沢セミドライ
（愛知県／蟹江町商工会）

古来、蟹江町で栽培されてきた「蟹江いちじく」と呼ばれる蓬莱柿。現在は、町
内で13の農家が栽培している。都市部では高級品として扱われる貴重な無花果
を、事業連携先の沖縄県読谷村特産「琉球泡盛・残波」でじっくり煮込み、一つ一
つ手作りで、手間暇かけ作り出すセミドライ「フィグラッセ」は、ここでしか味わ
えない逸品。また、白ワインで煮込んだ「ワイン煮」は、町内のベーカリーショッ
プなどで使われるなど、秘かに広がりを見せている。

　

【問い合わせ】蟹江町商工会☎0567・95・1809

道の駅 つくで手作り村
	（愛知県／新城市商工会）

「農業・自然・手作り」をテーマに、新城市の豊かな自然、都会
では味わうことのできない素朴さ、やすらぎが体感できる。地
元で採れた新鮮な農産物や加工品を販売する「山家市」、地元
食材を使用した郷土料理を提供するレストラン「味彩館」、木
工体験、各種クラフト体験などが
行える「とんちん館」など、充実し
た施設で1日中楽しめる道の駅。

　

【営業／休み】10：00～18：00（4月～9月）
10：00～17：00（10月～3月）／木曜日
【交通】新東名高速道新城ICから21.6km
【問い合わせ】
つくで手作り村☎0536・37・2772

新城のジビエ料理
（愛知県／新城市商工会）

手つかずの自然がそのまま残っている新城市。野生動物に
とっての楽園で育った鹿や猪は、脂肪が少なく引き締まり、旨
味の詰まった肉質。力強く生命力にあふれた新城のジビエは、
まさに森からの贈り物。適正な
処理により、本来の旨みが引き
出された本当のジビエが楽し
める。

　

【営業／休み】11：00～19：00／水曜日
【交通】新東名高速道新城ICから4km
【問い合わせ】三河猪家（みかわししや）
☎0536・22・4429

しんしろ鬨（かちどき）
（愛知県／新城市商工会）

地元農協と商工会の連携によって生
まれた日本酒。自然豊かな新城市で栽培
された、良質な酒米を40％まで磨き上
げた、雑味のない華やか香りの純米大吟
醸酒。酸味が少なく、大吟醸では珍しい
辛口で、すっきりと滑らかな口当たりな
ので、どんな料理にもよく合う。特別な
人との特別な時間にぜひどうぞ。

　

【料金】4合（720ml）5,400円（税込）
【問い合わせ】新城市商工会☎0536・22・1778

七宝焼制作体験
（愛知県／あま市商工会）

明治時代を中心とした、尾張七
宝の名品を鑑賞できる展示室や
職人の実演も見学できるなど、約
180年の歴史を持つ尾張七宝につ
いて、様々な角度から楽しめる施
設。なかでも、オリジナルの七宝焼アクセサリーを、気軽に作
ることができる制作体験教室は人気。所要時間は60分～、料
金は1000円～、個人又は少人数グループは予約なしでもOK

　

【営業／休み】9：00～17：00（体験は10：00～15：00）／月曜・祝翌日、年末年始
【交通】名古屋第二環状道甚目寺南ICから1.8km
【問い合わせ】あま市七宝焼アートヴィレッジ☎052・443・7588

日本一銀杏の郷 稲沢市祖父江町　 
ヘルスツーリズム

	 （愛知県／祖父江町商工会）

祖父江町の通年型観光メニューとして、祖父江銀杏林、善光寺東海別院、木曽三
川公園ワイルドネイチャープラザ等の祖父江を代表する観光資源を活かした、身
体も心も元気になる「ヘルスツーリズム」を開発。毎年、下記の各大会も開催され、
リフレッシュスポットとして定着している。
①�祖父江銀杏林セラピーウォーキング大会（緑葉期）／9月下旬（祐専寺⇔善光寺
東海別院）
②�祖父江銀杏林セラピーウォーキング大会（黄葉期）／11月下旬～12月上旬（祐
専寺及び周辺）
③ノルディックウォーキング大会／10月上旬（祖父江ふれあいの郷～国営木曽
三川公園ワイルドネーチャープラザ）

　

【交通】①と②は東海北陸道　一宮西ICから約8km　
③は名神高速道岐阜羽島ICから5.5km
【問い合わせ】祖父江町商工会☎0587・97・5800
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奥伊勢の森「七保ベース」野あそび村キャンプ場
（三重県／大紀町商工会）

木々と山々に囲まれた空間で、自然を思う存分満喫できるキャンプ場。 
清流遊びや川釣りなども楽しめ、夜にはなんと！ドラム缶風呂で自然と 
一体化♪ファイヤープレイスや、BBQワイガヤ広場などもあり、友人や家族
との楽しいひと時を過ごすことができる。ペット同伴もOK！キャンピング
カーやトレーラーでも利用可能。

　

【営業／休み】チェックイン　13：00～17：00　チェックアウト　7：00～12：00／
年中無休（デイキャンプのみ月曜定休）
【料金】❶デイキャンプ1台3名迄 2,000円（4人目より500円up）
❷ キャンプサイト1台5名様迄 2,000円
　（6名様より500円up）（2泊目より1,000円）
❸ 電源サイト1台5名様迄3,000円
　（6名様より500円up）（2泊目より2,000円）
【交通】伊勢道勢和多気ICから約5㎞
【問い合わせ】奥伊勢の森「七保ベース」
野あそび村キャンプ場☎090・5458・9249
HPアドレス：http://www.ma.mctv.ne.jp/̃nonta/

キノコランド
（三重県／大紀町商工会）

原木しいたけの栽培のかたわら、子供たちに「胸がときめくような感動をいっぱい
重ねて心豊かな人間に成長してほしい」との思いから、観光農園を併設。キノコラン
ドでは、1年を通してキノコ狩り体験を楽しむことができる。夏には、クワガタやカブ
トムシ捕り体験などもできるので、ご家族での思い出づくりにぜひ。

　

【営業／休み】8：00～17：00／年中無休（昆虫採取は7月中旬～8月中旬まで）
【料金】❶キノコ狩り（500g）：1,000円　❷昆虫採取　オス：500円・メス：100円
【交通】紀勢道紀勢大内山ICから約2.5㎞
【問い合わせ】キノコランド☎0598・74・1817

魚
と

々
と

錦
きん

（三重県／大紀町商工会）

錦魚市場に併設されたイートインコーナーで、獲れたての
海の幸や郷土料理が味わえる。マダイやシマアジ、ワラサな
ど、その季節に水揚げされたお刺身5種の「おさしみ定食」や、
定食のお刺身の1.3倍の「おさしみ丼」、鯛のアラで出汁をと
り、一晩じっくり煮込んだ「浜のカレー」や錦の郷土料理「べっ
こう寿司」などが盛りだくさん。

　

【営業／休み】土日祝　11：00～14：00
／平日休み
【交通】紀勢道紀勢大内山ICから約10㎞
【問い合わせ】魚々錦
☎0598・89・4043

蟹江の川魚料理
（愛知県／蟹江町商工会）

蟹江町では古くから川魚料理が郷土料理として、地域の人
から愛されてきた。スーパーなどで手に入る庶民の味「鮒味
噌」や、出世魚のボラの幼魚を使った地元の縁起物で、和菓子
の饅頭に見立てた「いな饅頭」、晴れの日のおもてなしである
「もろこ寿司」など、川魚を使った料理が町内各地で購入・食べ
ることができる。水郷地域であった蟹
江地域の、伝統の味を堪能してみては
いかが。

　

【営業／休み】各店舗による／各店舗による
【料金】300円～懐石料理3000円
【交通】東名阪道蟹江ICから2.3km
【問い合わせ】蟹江町商工会☎0567・95・1809

須成祭
（愛知県／蟹江町商工会）

蟹江町北部の須成地区で行わ
る須成祭は、400年の歴史を持
つ、冨吉建速神社（とみよしたけ
はやじんじゃ）と八剱社（はっけ
んしゃ）の祭礼として行われる
川祭。7月から10月までかけて、数々の神事が行われ、別名
「100日祭」と呼ばれている。2016年にはユネスコ無形文化遺
産に登録。宵祭では提灯で赤く浮かび上がる巻藁船が、朝祭り
では模様替えした車楽船がしずしずと蟹江川を進む。

　

【開催】毎年8月第1土曜日（宵祭）・翌日曜日（朝祭）
【交通】東名阪道蟹江ICから2.3km
【問い合わせ】蟹江町観光協会（蟹江町役場内）☎0567・95・1111

佐屋川のヘラブナ釣り
（愛知県／蟹江町商工会）

蟹江町の中心を流れる佐屋川は、釣り好きの間では知られ
ているヘラブナ釣りのメッカ。佐屋川に隣接する尾張温泉東
海センター周辺では、「温泉前寄せ場」と「西の森寄せ場」とい
う2か所からヘラブナ釣りが楽しめる。真冬でもアタリが期
待できると人気。釣りの後は近く
の温泉で温まることもできる。

　

【営業】7：00～16：00
【料金】1日1,000円
（女性・中学生以下半額）
【交通】東名阪道蟹江ICから1.8km
【問い合わせ】佐屋川温泉前寄せ場
☎0567・95・6254
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かもしか道具店～陶器と雑貨のお店～
（三重県／菰野町商工会）

2017年7月1日OPEN！！ 三重県菰野町に窯を持つ山口陶
器のブランド「かもしか道具店」のお店が、窯元のそばにオー
プン。お店を通じて日々の暮らしに寄り添う豊かな道具を、提
案しながら菰野町が誇る
文化や人、出来事を伝え
ている。

　

【営業／休み】10：00～18：00／
木曜日・第4水曜日・年末年始
【料金】3,000円～
【交通】東名阪道四日市ICから
5.7km
【問い合わせ】かもしか道具店
（山口陶器）☎059・327・6555

奥伊勢ゆずスイーツ
（三重県／大台町商工会）

奥伊勢・大台町はユネスコエコパークに認定された自然豊
かな土地で、この奥伊勢で育った柚子は「奥伊勢ゆず」と呼ば
れている。奥伊勢の柚子を使
用したようかん”ゆず花”は、
その柚子皮と果汁を使用した
上品な甘さの和スイーツ。わ
たしたちが愛する奥伊勢の味
覚から、豊かな自然を感じて
ください。道の駅 奥伊勢おお
だいで購入できる。

　

【交通】紀勢道大宮大台ICから7.2km
【問い合わせ】株式会社宮川物産
☎0598・76・0200

宿屋まてまて
（三重県／大台町商工会）

大きなウッドデッキが特徴
の、一棟貸しゲストハウス「宿
屋まてまて」。目の前には清流
宮川が流れ、昼間はもちろん夜
には、満天の星空を眺めながらの川遊びが楽しめる。名古屋・
大阪から150分と便利なアクセス。ユネスコエコパークの自
然に包まれ、仲間や家族と最高の思い出を。

　

【営業／休み】9：00～17：00（問い合わせ）／火曜・日曜（問い合わせ）
【料金】素泊まりプラン・2名　10,000円/人　3～4名　8,000円/人　
5～6名　7,000円/人
【交通】紀勢道大宮大台ICから、4.3km（7分）
【問い合わせ】ベルデ大台ツーリズム☎080・4840・7315

ONEWHEEL（ワンウィール）
（三重県／大台町商工会）

「ONEWHEEL」とは、横乗り系・最新進化版・電動一輪スケートボードのこ
と。ベルデ大台ツーリズムでは、全国に先駆け、ONEWHEELを導入している。
SUP体験者には、プログラム前後にSUP基地内で、レクチャー付き体験プログラ
ムも提供している。団体様には、レクチャー付きの貸し切りプログラムを用意。

　

【営業／休み】9：00～17：00（問い合わせ）／火曜・日曜（問い合わせ）
【料金】SUP体験者　15分1,000円～　　6名以内　2時間30,000円
【交通】紀勢道大宮大台ICから、5km（10分）
【問い合わせ】ベルデ大台ツーリズム☎080・4840・7315

秘境のお食事処　花咲くところ
（三重県／大台町商工会）

天空の箱庭大杉谷。箱庭のような山々に囲まれた絶景の中、
鹿や猪のジビエ料理が楽しめる。一押しはご当地宮川ダムを
モチーフに鹿肉を使って作られた「宮川ダムカレー」です。ま
た7月から9月には、鮎のつかみ取りイベントも開催してい
る。鮎つかみ取り：大人（中学生以上）3200円、子供1600円（昼
食付、取った鮎は昼食で食べることができる）。

　

【営業／休み】11時から16時／
毎週月曜日
【料金】宮川ダムカレー1,200円
（サラダ、小鉢、スープ付）
【交通】紀勢道大宮大台ICから27.3km
【問い合わせ】花咲くところ
☎0598・78・3088

有機大台茶　ドリップティ3種パック
（三重県／大台町商工会）

三重県大台町の山間地に位置し、大台ケ原山系から流れる
日本有数の清流宮川流域で育った有機栽培茶。ドリップ型で
急須が無くても、急須で入れたようなお茶が楽しめる。スッキ
リとした味に爽やかな香りで、綺麗な黄金色の煎茶、ほのかな
甘みと抜群な香りが特徴のほ
うじ茶、3年熟成したまろや
かな甘みが特徴の和紅茶、の
3種が楽しめる。

　

【料金】500円　4g×3
【交通】伊勢道勢和多気ICから2.8km
【問い合わせ】株式会社セーフティ・
リ・ファーム88☎0598・85・7031

大台町産　和紅茶
（三重県／大台町商工会）

日本有数の清流宮川で育ま
れた大台町産の良質な茶葉を
使い、古来製法で作った和紅
茶。当社のこだわりは発酵で、
生茶から最低2日間かけ、時間
をかけて仕上げている。風味豊
かで子供でも飲みやすい苦味
が少ない和紅茶が楽しめる。

　

【料金】540円　150g
【交通】伊勢道勢和多気ICから4km
【問い合わせ】合資会社　丸合製茶工場
☎0598・85・0026
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奈良和歌山

滋賀
京都

大阪

兵庫

体験 グルメ 催し 特産 温泉 見所

関西

●76 

●77 

●79 ●78 
●80 ●81 

●82 
●83 

●84 

●85 

●86 
●87 

●88 

●89 

●91 ●92 

●93 
●94 

●95 
●96 

●90 

宍粟市商工会（兵庫県）
宍粟市森林セラピー…44㌻

新温泉町商工会
湯村温泉ジオガイド…43㌻
 最高級和牛「但馬牛」の
ふるさと…43㌻

香美町商工会
大乗寺…44㌻
かえる島…44㌻
 ①吉滝②新屋八反滝③三段滝
④要滝…44㌻
 山陰海岸ジオパークを巡る
シーカヤックツアー…45㌻
ふるさとわくわく体験…45㌻

南あわじ商工会
南あわじ温泉郷…43㌻

淡路市商工会
 日本遺産～「国生みの島・淡路」
天地創造の国生み伝承～…44㌻
 日本遺産～「国生みの島・淡路」
鉄器文化をもたらした海の民～…44㌻

能勢町商工会
野間の大けやき…43㌻
冒険の森…43㌻
ドローンフィールド…43㌻

羽曳野市商工会
 道の駅しらとりの郷・羽曳野　
タケル館…42㌻

斑鳩町商工会
奈良の特産品が勢ぞろい！…46㌻

木津川市商工会
 手酌で練り上げたふわふわの
大福専門店…42㌻

長浜北商工会
冷水寺＆冷水寺胎内仏資料館…38㌻
あじさいとだるま寺　全長寺…38㌻
余呉湖の釣り（ワカサギ釣り）…38㌻
木之本地蔵大縁日…38㌻
観音の里ふるさとまつり…38㌻

大津北商工会
鯖街道名物　鯖寿し…38㌻
鮎料理…38㌻
 ブルーベリーフィールズ
紀伊國屋…39㌻
露地いちご・いちごジャム…39㌻
道の駅妹子の郷…39㌻
居初氏庭園　天然図画亭…39㌻

湖南市商工会
常楽寺…39㌻
長寿寺…39㌻
善水寺…40㌻
 湖國十二坊の森 
十二坊温泉ゆらら…40㌻
うつくし松…40㌻
東海道　石部宿…40㌻
 東海道石部宿歴史民俗資料館・
石部宿場の里…40㌻
田楽茶屋…40㌻
吉御子神社…41㌻
吉姫神社…41㌻
湖南市さくらまつり…41㌻
湖南市夏まつり…41㌻
湖南市東海道石部宿まつり…41㌻
ここぴあ…41㌻

甲賀市商工会
信楽伝統産業会館…42㌻

笠置町商工会
ボルタリングエリア…42㌻

大和郡山市商工会
全国金魚すくい選手権大会…45㌻

王寺町商工会
 恋人らの新聖地　
王寺町明神山「悠久の鐘」…45㌻

明日香村商工会
アスカゲストハウス…45㌻
あすか癒俚の里　森羅塾…45㌻
 特産加工品（ドレッシング）作り
体験…45㌻
飛鳥民家ステイ体験…46㌻

富田林商工会
 富田林市農業公園
サバーファーム…42㌻

河内長野市商工会
大阪府立花の文化園…42㌻

日置川町商工会
ベアーズロック…46㌻
太平洋を眺めながら食事やBBQを楽しもう！…46㌻
海の幸を生かしたイタリアン…46㌻
体験タンデムスカイダイビング…46㌻

白浜町商工会
南紀白浜温泉 外湯めぐり…7㌻
南紀白浜温泉 足湯めぐり…46㌻
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冷水寺＆冷水寺胎内仏資料館
（滋賀県／長浜北商工会）

賤ケ岳の合戦で柴田勝家の焼討ちに遭ったケヤキの一木造
りの聖観音菩薩坐像が、江戸時代に造られた鞘仏の中で大切
に守られてきた。冷水寺に祀られているこの像の歴史を伝え
るため、地元の人々が手作りしたのが、自称・世界で一番ちっ
ちゃい資料館、冷水寺胎内仏資料館だ。胎内仏の写真や春日神
社の神像写真などをパネルで展示している。

　

【資料館】年中無休・入館無料・自動照明、自動アナウンス
【冷水寺・営業/休み】9：00～16：00／無休／予約制
【料金】拝観料／200円
【交通】高月駅から車で4分（2km）
　　　 北陸道木之本IC、小谷城SIから10分 

（約6km）
【問い合わせ】奥びわ湖観光協会☎0749・82・5909

余呉湖の釣り（ワカサギ釣り）
（滋賀県／長浜北商工会）

余呉湖は琵琶湖の北に位置している周囲6.4kmほどの湖
で、別名「鏡湖」と呼ばれるほど湖面は穏やか。春には巨鯉やヘ
ラ鮒をねらう釣り人たちの釣り竿が林立し、夏にはウナギが
釣れ、さらに冬にはワカサギを狙う釣り人たちでにぎわう。ワ
カサギ釣りは2つの桟橋で行われ、毎年ファンが解禁日を待
ちかねている。

　

【営業／休み】6：00～17：00／
火曜日（ワカサギ釣り期間は無休）
【料金】大人（高校生以上）1400円、
小人（小・中学生）800円
【交通】
北陸道木之本ICから約5.5km
【問い合わせ】余呉町漁業協同組合
☎0749・86・3033

鯖街道名物　鯖寿し
（滋賀県／大津北商工会）

若狭から京都に至る当地の街道は、古来より行商がサバ等
の魚介を運んだことから、鯖街道と呼ばれる。「花ひさ」の鯖寿
しは、シャリにもち米を混ぜ、やや甘め。また酢の〆かたは浅
くもなく深くもなく「まろやかさ」が売り。店内では、鯖寿司定
食やうどん、そば等食事
も楽しめる。

　

【営業／休み】10：30～18：30
（売切れ次第閉店）／不定休
【料金】鯖寿し2,200円～
【交通】湖西道路真野ICから約
22km（約25分R367沿い）
【問い合わせ】味処　花ひさ
☎077・545・5761

観音の里ふるさとまつり
（滋賀県／長浜北商工会）

長浜市北部地域には、国宝、重要文化財を含め、著名な観音さまが数多く祀ら
れている。その中でも年に一度高月町の多くのお堂が開放され、町内の観音様を
めぐるバスツアー（事前予約制）なども実施されるのが、観音の里ふるさとまつ
り。そのほか門前市として、地元団体による模擬店が多数並び、にぎわいをみせる。

　

【開催】例年体育の日の翌週の日曜日　10：00～17：00
【交通】北陸道木之本ICから約5km
【問い合わせ】観音の里ふるさとまつり実行委員会☎0749・82・5900

あじさいとだるま寺　全長寺
（滋賀県／長浜北商工会）

紫陽花とダルマ寺として有名な全長寺。6月下旬～7月上
旬には境内に住職が植樹した、50種1500株の紫陽花が美し
く咲き誇る。賎ケ岳の戦いで柴田勝家の身代わりとなり、討ち
死にした毛受兄弟の菩提寺ともなっている。堂内では達磨大
画像や彩色美しい寄木
の馬頭観音菩薩像も拝
観できる。

　

【料金】拝観料300円
【交通】北陸道木之本ICから 
約8km
【問い合わせ】全長寺
☎0749・86・2001

木之本地蔵大縁日
（滋賀県／長浜北商工会）

古くから眼病平癒の仏様として、全国に信者を持つ木之本
地蔵院。境内にある高さ約6メートルの地蔵菩薩大銅像は、秘
仏である本尊を模したもの。木之本地蔵大縁日は、毎年8月に
開催され、地蔵坂や北国街道沿いには、たくさんの露店が所狭
しと並び、約10万人の参拝
者でにぎわう。また、最終日
には花火大会も開催され
る、木之本の一大イベント。

　

【営業】例年8月22日～25日
【交通】北陸道木之本ICから約1km
【問い合わせ】ふるさと夏まつり実
行委員会事務局☎0749・82・5900

鮎料理
（滋賀県／大津北商工会）

松水では、オーダー後に生きた鮎を串にさして提供し、お客
様には生きた鮎を、目の前で焼いて召し上がっていただくの
がこだわり。手づかみ体験で捕った鮎をそのまま焼くことも
できる。鮎の他にも、焼鰻や近江牛の串焼きコース、冬にはか
も鍋やぼたん鍋もあり、近江のうまいもんを満喫できる。

　

【営業／休み】11：30～17：00   
17：00以降は予約制／水曜日
（11月～3月は火・水曜日）
【料金】HPにてご確認下さい
【問い合わせ】松水
☎077・596・0251
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長
ちょう

寿
じゅ

寺
じ

（滋賀県／湖南市商工会）

湖南三山の一つ。奈良時代後期に聖武天皇の
勅願により、金粛菩薩良弁僧正によって建立さ
れたと言われている。国宝の本堂は一度消失し
たが、鎌倉時代に再建された。かつては常楽寺と
同様に三重塔があったが、織田信長によって安
土城山中の信長の菩提寺である摠見寺へ移築さ
れ、現在は重要文化財に指定されている。阿弥陀
如来坐像など多くの文化財を安置。【本尊】子安
地蔵（秘仏）　【ご利益】子宝・安産・長寿

　

【拝観時間】9：00～16：00（※1月～3月の間要予約）
【料金】500円
【交通】名神高速道栗東湖南ICから約8km
【問い合わせ】長寿寺☎0748・77・3813

常
じょう

楽
らく

寺
じ

（滋賀県／湖南市商工会）

湖南三山の一つ。奈良時代に金粛菩薩良弁僧正が、元明天皇の勅令により建立し
たと伝えられている。本堂・三重塔は国宝に指定されており、ともに室町時代初期
に再建されたもの。本尊の木造千手観音坐像（秘仏）をはじめとする、多くの文化財
を保有している。【本尊】千手観世音菩薩（秘仏）　【ご利益】すべての願い

　

【拝観時間】10：00～16：00（※要予約）
【料金】500円
【交通】名神高速道栗東湖南ICから約7km
【問い合わせ】常楽寺☎0748・77・3089

居
い

初
そめ

氏
し

庭
てい

園
えん

天
てん

然
ねん

図
ず

画
え

亭
てい

（滋賀県／大津北商工会）

当庭園は中世・堅田地域の指導的立場にあった殿原衆党首、
居初家の屋敷内に広がる国指定の名勝庭園。庭園内にある数
寄屋造の書院は天然図画亭と称される。江戸時代初期に千宗
旦の高弟で茶人の藤村粛軒と
堅田の郷士北村幽安によって
築かれた。

　

【営業／休み】
原則として日曜日の10：00～15：00／
不定休
【料金】500円
【交通】湖西道路真野ICから約3.7km
【問い合わせ】居初氏庭園
☎077・572・0708

道の駅妹子の郷
（滋賀県／大津北商工会）

大津市志賀地域は、琵琶湖や
比良山の豊かな自然環境に恵ま
れ、年間を通じて自然環境を活
かした体験ができる地域。特産
品等を販売する地域振興の拠点施設として、整備されている。
直売所では季節毎に地元の特産品が販売され、またレストラ
ンでは極上近江牛の料理を堪能できる。

　

【営業／休み】直売所9：00～18：30　レストラン10：00～19：00　コンビ
ニ24時間／年始（コンビニは除く）、臨時休館日有り
【交通】湖西道路和邇IC内
【問い合わせ】道の駅　妹子の郷☎077・594・8131

露地いちご・いちごジャム
（滋賀県／大津北商工会）

露地栽培にこだわった農園で育った完熟いちごは、近江舞
子地域の「旬の味」。滋賀県の環境こだわり農産物の認証を受
けた「露地いちご」。「露地いちごジャム」は地元で長く愛され
ている商品。いちごは乾燥してクッキー等にも加工されてい
る。農園ではいちご狩りの他、さつま
いもや落花生の収穫体験もできる。

　

【営業／休み】9：00～16：00／雨天休園
【料金】収穫体験の料金はHPを確認下さい。
【交通】志賀バイパス近江舞子 
ランプから約1km
【問い合わせ】近江舞子いちご園
☎090・1155・1515

ブルーベリーフィールズ紀伊國屋
（滋賀県／大津北商工会）

琵琶湖を見下ろす比良山系南端の中腹にある、ブルーベ
リー農園とフレンチレストラン。季節によって移り変わるブ
ルーベリー畑の色彩や美しい景色を愛でながら、自然の味を
大切にした料理を楽しめる。無農薬のブルーベリーをはじめ
とした季節の果物を、水や添加物を加えず炊きあげた、自家製
ジャムも販売。

　

【営業／休み】9：30～17：00／木曜日
（レストラン、カフェともに8月は無休。
1月、2月は雪のためレストランは休業）
【交通】湖西道路和邇ICから約3.5km
【問い合わせ】
ブルーベリーフィールズ紀伊國屋
☎077・598・2623
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田楽茶屋
（滋賀県／湖南市商工会）

江戸末期に人気を博した浮世絵師・安藤広重の「東海道五十三次」で石部
の田楽茶屋が描かれており、それをもとに再現された。旧東海道を歩く方の
ための休憩所となっている。うどんやそばなどの軽食も楽しめる。

　

【営業／休み】10：00～16：00／月曜日（祝日の場合はその翌日）
【交通】名神高速道栗東湖南ICから約4km
【問い合わせ】石部駅コミュニティハウス☎0748・77・5667

東海道石部宿歴史民俗資料館・石部宿場の里
（滋賀県／湖南市商工会）

「東海道石部宿歴史民俗資料館」には、幕府直轄であった小
島本陣を絵図などを手がかりに復元された20分の1の模型や
東海道五十三次図をはじめ、大名の網代駕籠や関札、宿帳など
宿場町の歴史資料を展示。また、旅籠・茶店・商家など江戸時代
の石部宿の様子を再現した「石部宿場の里」が隣接している。

　

【営業／休み】9：00～16：00／
月曜日、祝翌日、年末年始
【料金】大人350円（300円）　児童生徒150円
（100円）   （　）内は20名以上の団体料金
【交通】名神高速道栗東湖南ICから約5km
【問い合わせ】雨山文化運動公園管理事務所
☎0748・77・5400

東海道　石部宿
（滋賀県／湖南市商工会）

東海道五十三次の五十一番目の宿場町で、古くから伊勢路
への街道として、多くの人の往来があった。本陣2軒、旅籠など
62軒を含む458軒が街道の両脇1.6kmにわたって建ち並び、
京都から江戸へ向かう旅人が、最初に泊まる宿場町として栄え
た。現在では本陣跡などがわずかに
残っているだけだが、それでもかつ
ての宿場の雰囲気が伝わってくる。

　

【交通】名神高速道栗東湖南ICから約4km
【問い合わせ】湖南市観光協会
☎0748・71・2157

うつくし松
（滋賀県／湖南市商工会）

美松山の斜面だけに群生する、極めて珍しい松。国の天然記
念物に指定されている。平安時代に藤原頼平が静養でこの地
を訪れた際、松尾神社の使いの童女が現れ、周囲の木を美しい
松に変えたという伝説があ
る。神秘的なムードをたたえ
た名所。

　

【交通】名神高速道栗東湖南ICから 
約9.4km
【問い合わせ】湖南市観光協会
☎0748・71・2157

湖國十二坊の森　十二坊温泉ゆらら
（滋賀県／湖南市商工会）

緑あふれる大自然に包まれた、県内最大級の湧水量を誇る、
100％天然温泉。多重浴室、バーデプールのほか、レストラン
を備えた子どもから高齢者まで気軽に利用できる心と身体の
ヘルシースポット。敷地内にオートキャンプ場がある。

　

【営業／休み】10：00～22：00
（※最終受付21：20）／年末年始
【料金】大人：600円　こども：300円
【交通】名神高速道栗東湖南ICから9km
名神高速道竜王ICから8.5km
【問い合わせ】
湖國十二坊の森　十二坊温泉ゆらら
☎0748・72・8211
☎0748・76・3811（オートキャンプ場）

善
ぜん

水
すい

寺
じ

（滋賀県／湖南市商工会）

湖南三山の一つ。中大兄皇子（天智天皇）を父に持つ、
元明天皇（阿閉皇女）の時代に草創され、伝教大師最澄に
よって中興された。781年に即位した桓武天皇の病が当
寺の霊水で平癒し、寺号を賜ったと伝えられている。現
在もその清水は絶えることなく、湧き出ている。宮殿風
の趣を持つ荘厳な本堂は、国宝に指定されている。【本
尊】薬師瑠璃光如来（秘仏）　【ご利益】病気平癒・身体健
全・厄除祈願

　

【拝観時間】9：00～17：00（※冬季は16：00まで）
【料金】500円
【交通】名神高速道栗東湖南ICから10.7km
　　　名神高速道竜王ICから7.5km
【問い合わせ】善水寺☎0748・72・3730
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ここぴあ
（滋賀県／湖南市商工会）

地元で採れた野菜・お米・お花などの新鮮な農
産物、オリジナルソフトクリーム、地域の伝統工
芸である近江下田焼、紙のひもを用いて作られ
ている近江一閑張などの工芸品を販売してい
る。また、講演・セミナーなどが実施できる部屋
と料理教室や調理実習ができる部屋があり、産
業交流や地域づくりの場としても活用可能。

　

【営業／休み】9：00～19：00（研修室・調理室は9：00～21：
00）／年末年始
【料金】研修室1/200円（1時間）、研修室2/300円（1時間）、
調理室/200円（1時間）
【交通】名神高速道栗東湖南ICから約14km
【問い合わせ】湖南市市民産業交流促進施設ここぴあ
☎0748・72・5552

湖南市東海道石部宿まつり
（滋賀県／湖南市商工会）

湖南市三大まつりのうちの1つ。宿場町の伝統と文化を後世に伝えるまつりで、雨
山文化運動公園内の宿場の里で、タイムスリップをしたかのような雰囲気が味わえ
る。多種多様なイベントは、毎年多くの人が楽しめる企画となっている。

　

【開催】毎年10月下旬
【交通】名神高速道栗東湖南ICから約5km
【問い合わせ】湖南市三大まつり実行委員会☎0748・71・2157

湖南市夏まつり
（滋賀県／湖南市商工会）

湖南市三大まつりのうちの1つ。
スイカの早食い競争や、江州音頭総
踊り大会など、夏らしいイベントで
会場を盛り上げる。また、模擬店も
数多く出店し、市内外からの来場者
も多い。まつりのフィナーレ「ふる
さと湖南　大花火大会」では、色と
りどりの花火が夏の夜空を彩る。

　

【開催】毎年8月の第一土曜日
【交通】名神高速道栗東湖南ICから13km
【問い合わせ】湖南市三大まつり実行委員会☎0748・71・2157

湖南市さくらまつり
（滋賀県／湖南市商工会）

湖南市三大まつりのうちの1つ。にごり池自然公園一帯に
は約1000本の桜があり、千本桜とも呼ばれている。春の風景
を楽しみながら、模擬店や
ステージイベントを楽し
めるまつりとして好評。

　

【開催】毎年4月上旬
【交通】名神高速道竜王ICから 
約7.7km
【問い合わせ】湖南市三大まつり
実行委員会☎0748・71・2157

吉
よし

姫
ひめ

神社
（滋賀県／湖南市商工会）

市内にある吉御子神社とは対の関係にあり、毎年5月1日
の例祭には二つの神社から、それぞれ神輿が出て町内を巡行
する。かつて草相撲や花相撲
が行われていたと伝わる境
内には、南北朝時代の作とさ
れる木造狛犬、万病に効くと
いう宮前の湧水がある。

　

【交通】名神高速道栗東湖南ICから
5.7km
【問い合わせ】吉姫神社
☎0748・77・2520

吉
よし

御
み

子
こ

神社
（滋賀県／湖南市商工会）

市内にある吉姫神社と対の関係となる男神様とされ、厄除
け・安産・交通安全の守護神として信仰されている。本殿（重
文）は慶応元年（1865）に
京都の上賀茂神社の旧本
殿を移築したもので、崇
徳天皇の創建と伝えられ
ている。

　

【交通】名神高速道栗東湖南IC
から約4km
【問い合わせ】吉御子神社
☎0748・77・2246
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信楽伝統産業会館
（滋賀県／甲賀市商工会）

約750年前からといわれる、信楽焼の長い歴史と伝統
に培われた伝統技術を、継承・支援するために建設され
たこの会館では、信楽焼に関する資料や歴史を紹介しな
がら、各種の企画展示を行っている。当館を訪れた皆様
に信楽焼の魅力を感じていただく施設として、また、信
楽観光の拠点としての役割を担っている。

　

【営業／休み】午前9時～午後5時／毎週木曜日（木曜日が祝日の場合
は翌日が休館）
【料金】無料
【交通】新名神高速道信楽ICから6km
【問い合わせ】信楽伝統産業会館☎0748・82・2345

手酌で練り上げたふわふわの大福専門店
（京都府／木津川市商工会）

季節の果物や生クリームを使った大福を、四季折々に取り
揃えている。春はいちご大福、夏はキウ
イ、パイン、桃、メロン、秋にはシャイン
マスカット、栗、柿、冬は黒豆、生クリー
ムが好評。手作りの味が楽しめる。

　

【営業／休み】9：00～18：00／火曜
【料金】大福　129円～226円
【交通】京奈和道山田川ICから0.6km、
近鉄山田川駅より東　北の庄バス停前
【問い合わせ】
大福屋なかむら☎0774・72・3624

大阪府立花の文化園
（大阪府／河内長野市商工会）

日本をはじめ多くの国で育まれてきた、花に関する様々な
文化も楽しむことができる植物園。バラ園やクレマチス園、ボ
タン園、クリスマスローズガーデン等、季節ごとに見どころに
溢れた花々に加え、1年中楽しめる大温室などが楽しめる。ま
た、芝生広場やイベントホールでは、屋外イベントや様々な教
室、展示を開催。

　

【営業／休み】施設に要確認
【交通】西名阪道藤井寺I.C.から18.2km40分
阪和道美原北I.C.（南行き）から16km35分
南阪奈道路羽曳野I.C.から13.8km31分
【問い合わせ】
大阪府立花の文化園☎0721・63・8739

富田林市農業公園サバーファーム
（大阪府／富田林商工会）

サバーファームは、1年中大地の恵みを実体験できる農業
公園。広さ20ha、甲子園球場5個分の広大な敷地では、いちご
狩りやぶどう狩り、野菜の収穫体験をしたり、朝摘フルーツの
フレッシュジュースや採れたて野菜を使ったバーベキューに
舌鼓。園内に入ってはじめに目に飛び込んでくる10,000㎡の
お花畑もみどころ。

　

【営業／休み】施設に要確認
【交通】阪和道美原北ICから13.7km、
南ICから12.7km
【問い合わせ】
富田林市農業公園サバーファーム 
☎0721・35・3500

道の駅しらとりの郷・羽曳野　タケル館
（大阪府／羽曳野市商工会）

地域の特産品・加工品などを販売する商工物産館。羽曳野市に本店がある梅酒、ワ
イン醸造企業から多数の商品を仕入れており充実している。また、特産品のイチジク
を原材料とした加工商品も多数取り揃えており、大阪産（もん）の認定所得済み商品
もある。店内には喫茶店や精肉店、店外には飲食店も存在している。

　

【営業／休み】9：30～18：00／毎週木曜日、年末年始
【交通】南阪奈道羽曳野ICから2.5km
【問い合わせ】商工物産館 タケル館☎072・957・8180

ボルタリングエリア
（京都府／笠置町商工会）

ボルダリングは、2020年東京五輪の種目となったことで、
幅広い人気を集めている。渓谷美で知られる笠置山山麓の木
津川河川敷は、高さ2～5メートルの巨岩が約1キロにわたっ
て点在する。麓は笠置大橋上流の木津川左岸に位置し「鹿ケ
渕」と呼ばれている。ボルダリングに適した岩が約20個を数え、
それぞれに名前が付けられ、形
状やコースによって登る難易
度が15段階に分かれている。

　

【交通】京奈和道木津ICから約16km
【問い合わせ】笠置町商工会
☎0743・95・2159
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野間の大けやき
（大阪府／能勢町商工会）

野間の大けやきは、樹齢1000年以上と言われ、国の天然記
念物に指定されており、けやきでは西日本最大である。けやき
資料館では、けやきに関する資料を中心に展示され、能勢のお
土産も販売している。4月から11月末の土日祝は屋台カフェ
「ありなし珈琲」で癒しのひと時を…

　

【営業／休み】3-10月10時～17時、
11-2月10時～16時／年末年始、火、水
ただし火水が祝日の場合は木曜日
【料金】無料
【交通】阪神高速11号池田線木部ICから
14.3km
【問い合わせ】野間の大けやき　けやき資料館
☎072・737・2121

ドローンフィールド
（大阪府／能勢町商工会）

広大な敷地のドローンフィールド
です。豊かな自然の中で思いきりド
ローンを飛ばせます。飛行練習はも
ちろん、撮影や測量等の練習にも適してます。初心者体験講習
や中級者向け講習会も開催しておりますのでお気軽にお問い
合わせください。（HP：http://www.nomuc.jp）

　

【営業／休み】
9：00～18：00（4月～9月）　10：00～16：00（10月～3月）／不定休
【料金】3,500～（詳細はホームページにて）
【交通】阪神高速11号池田線木部ICから20.2km
【問い合わせ】能勢高原ドローンフィールド☎072・735・7373

最高級和牛「但馬牛」のふるさと
（兵庫県／新温泉町商工会）

兵庫県立牧場公園は、世界に誇る但馬牛を「但馬へ行っても見ることができない」とい
う声に、但馬の緑豊かな自然を生かし、但馬銘牛のPRと生産振興の拠点として、また但馬
牛・羊・山羊などの動物や自然とのふれあいを通じて、安らぎと憩いの場を提供し、四季
を通じて都市と農村の交流を促進を目的にオープン。「最高級和牛・但馬牛料理」は併設
されているレストラン「ふるさと」「まきばの宿」でステーキ・鍋料理各種を堪能できる。

　

【営業】9：00～17：00　【料金】入園料無料、その他体験メニューによる
【交通】北近畿豊岡道八鹿氷ノ山ICから45km　【問い合わせ】兵庫県立但馬牧場公園☎0796・92・2641

南あわじ温泉郷
（兵庫県／南あわじ商工会）

【6つの泉源／湯めぐり】南あわじ温
泉郷には豊かな6つの泉源があり、美肌
効果や保温効果など、それぞれ特色の
異なる温泉を楽しめる。泉質による
様々な効能で心も体もリフレッシュ。
①うずしお温泉　②南淡温泉　③潮崎
温泉   ④三原温泉　⑤サンライズ温泉   
⑥筒井温泉

　

【営業／休み】各施設による／各施設による
【料金】各施設による
【交通】神戸淡路鳴門道西淡三原IC、 
又は淡路島南IC
【問い合わせ】南あわじ温泉郷　事務局
☎0799・53・6222

冒険の森
（大阪府／能勢町商工会）

かつて東洋一ともいわれたキャンプ場。池の上空を滑空す
るジップラインは、国内最長級！「ツリートップアドベン
チャー～アドベンチャーコース～ディスカバリーコース」
「フォレストセグウェイツアー」の2つのアトラクションをご
用意して皆様のご来場お待ちしております。

　

【営業／休み】
9：00～17：00（最終入場15：00　
※季節により変動有）／不定休
【料金】大人・小人 2,500～（※要予約）
【交通】阪神高速11号池田線木部ICから
20.2km
【問い合わせ】
冒険の森 in のせ☎090・4643・4010

湯村温泉ジオガイド
（兵庫県／新温泉町商工会）

新温泉町湯村温泉の老舗旅館として、山陰海岸ジオパーク
（世界ジオパーク認定）が認定されて以来、地域の資源活用に
取り組み、自社でジオガイドを養成し観
光客に喜ばれている。ジオガイドは要事
前予約。

　

【営業／休み】24時間営業　※ジオガイドは10時
から18時まで／年中無休   ※年に10日程度の休
館日あり
【料金】20名までは1団体3,000円、1人増えるご
とに100円追加　※宿泊者は無料です
【交通】北近畿豊岡道八鹿氷ノ山ICから39.5km
【問い合わせ】㈱朝野家☎0796・92・1000
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日本遺産～「国生みの島・淡路」 
天地創造の国生み伝承～

 （兵庫県／淡路市商工会）

「古事記」の冒頭を飾る国生み伝承に記されている、伊
弉諾尊（いざなぎのみこと）と伊弉冉尊（いざなみのみこ
と）を祀る日本最古の神社。神域は国生みに始まるすべ
ての神功を遂げた、伊弉諾尊の神宅の旧跡と伝えられて
いる。平成16年には、平安～鎌倉期のものと思われる伊
弉冉尊を表した女神像9体が新たに発見された。 

　

【営業／休み】終日参拝可　
※但し、社務所は9：00～17：00／無
【料金】無料
【交通】神戸淡路鳴門道津名一宮ICから3.5km
【問い合わせ】伊弉諾神宮（いざなぎじんぐう）☎0799・80・5001

日本遺産～「国生みの島・淡路」 
鉄器文化をもたらした海の民～

 （兵庫県／淡路市商工会）

五斗長垣内遺跡は弥生時代後期に、鉄器を製作する鍛冶作
業が100年以上もの長い間続いた珍しい遺跡。古代国家成立
に重要な役割を果たした、鉄器文化を畿内に先駆けて取り入
れたことを示す遺跡で、瀬戸内海を介して海の民が関わった
先端技術の伝播と、物資の生産・流通を物語っている。

　

【営業／休み】9：00～17：00／
月曜日（月曜日が祝日の場合は翌平日）、
年末年始（12月28日～1月3日）
【交通】神戸淡路鳴門道北淡ICから3.5km
【問い合わせ】五斗長垣内遺跡
☎0799・70・4217

大乗寺
（兵庫県／香美町商工会）

天平17年（745年）に、行基菩薩によって開かれた高野山真
言宗のお寺。江戸中期の画家 円山応挙やその一門の画家たち
の襖絵などがたくさんあるので、「応挙寺」の名で親しまれて
いる。円山応挙とその門弟たちの165面の障壁画や、木造十一
面観音立像が国の重要指定文化財になっている。

　

【営業／休み】午前9：00から午後4：00
（受付午後3：40迄）／不定休
【料金】大人/800円　子供/500円（小学生）
【交通】北近畿豊岡道日高神鍋高原ICから37km
【問い合わせ】大乗寺（応挙寺）
☎0796・36・0602

かえる島
（兵庫県／香美町商工会）

今子浦海水浴場にあるこの岩は、カエルの形をしているこ
とから、「かえる島」の呼び名で親しまれている。かえる島は古
くから祈願岩として「なくしたものが・・かえる」「人生を・・か
える」「若・・がえる」など、色んな「かえる」という願いを叶えて
くれる。あなたも何かかえる島に
お願いしてみませんか？

　

【料金】無料
【交通】北近畿豊岡道日高神鍋高原ICから
38km
【問い合わせ】香美町香住観光協会
☎0796・36・1234

①吉滝②新屋八反滝③三段滝④要滝
（兵庫県／香美町商工会）

《吉滝》関西でも珍しい、裏側からも滝を見ることができるのが特徴。別名「裏見の滝」とも呼ばれ
る。《新屋八反滝》約32mの落差があり、小代区の中では最も高い滝です。四季により様々な表情を見
せ、秋にはもみじ・かえでの紅葉とあわせて目を楽しませてくれます。《三段滝》久須部渓谷の中にあ
り、その名のとおり連続する三段の滝となっている。ただし、三段目の滝は林道に入らないと見るこ
とができない。《要滝》久須部渓谷の中にあり、流れ落ちる滝の形が扇を広げたように見えることか
ら、滝の名前は〝扇の要〟の意味を持っている。

　

【交通】北近畿豊岡自動車道八鹿氷ノ山ICから30km
【問い合わせ】香美町小代観光協会☎0796・97・2250

宍粟市森林セラピー
（兵庫県／宍粟市商工会）

平成27年3月に兵庫県下初となる、森林セラピー基地に認
定され、現在2つのセラピーロードで森林セラピーを体験で
きる。プログラムの一つとして森の中でお昼寝をしたり、木々
に触れたりしながら、自然とひとつになる体験。普段の生活を
忘れて、心も身体もリフレッ
シュできる。

　

【営業／休み】8：30～17：15／月曜日
【料金】3,000円～12,000円
【交通】中国道山崎ICから3.8km
【問い合わせ】しそう森林王国観光協会
☎0790・64・0923
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山陰海岸ジオパークを巡るシーカヤックツアー
（兵庫県／香美町商工会）

パドルモンキーは、世界ジオパークに認定された、『山陰海
岸ジオパーク』香住海岸エリアで活動している。JSCA公認の
インストラクターが、初心者にも優しく丁寧にレクチャーし
てガイドしてくれる。とてもキレイな海や変わった形をした
岩や島など、見どころ満載の香住海岸をカヤックに乗って見
に行こう。

　

【営業／休み】9：00、11：30、14：30　
※ツアー開始15分前集合
2時間体験コース／要問い合わせ
【交通】
北近畿豊岡道日高神鍋高原ICから37.5km
【問い合わせ】
代表　関崇志☎080・5366・8942）
予約担当　小西茂之（☎090・5168・1331）

恋人らの新聖地　王寺町明神山「悠久の鐘」
（奈良県／王寺町商工会）

飛鳥時代から現在まで、歴史の息吹を感じる奈良の新たな
観光スポットで、愛を誓いませんか？奈良盆地や明石海峡大
橋まで360度のパノラマが楽しめる、明神山山頂の展望デッキ
に恋人たちが、永遠の愛を誓うための新たな観光スポットと
して「悠久の鐘」を設置。王寺町のゆるキャラを象った「雪丸願
い札」に願いごとを書いて
札掛け所にかけたら、きっ
と願いがかなうはず。

　

【交通】西名阪道香芝ICから 
約5km
【問い合わせ】王寺町観光協会
☎0745・33・6668

あすか癒俚の里　森羅塾
（奈良県／明日香村商工会）

1日1組限定の上質な宿。朝9時から翌日16時まで最長31
時間のロングステイが可能。他のお客様に気兼ねなく時間を
過ごすことができる。田園風景を望む縁側で星空を眺めたり、
本を読んだりとゆったりとした時の流れに身を任せ、街中で
は味わえない贅沢な時間を心ゆくまで楽しもう。

　

【営業】IN/9：00　OUT/翌日16：00
【料金】一泊素泊まり 
お一人様15,000円（1名の場合25,000円）
お子さま（小学生以下7,500円）
【交通】南阪奈道→大和高田バイパス
終点から4.2km
【問い合わせ】あすか癒俚の里　森羅塾
☎0120・957・087

アスカゲストハウス
（奈良県／明日香村商工会）

リーズナブルさも嬉しいドミトリースタイル。かつて飛鳥寺境内だった場所に佇む、築150
年の古民家をリノベーションし、現代的な機能性を取り入れた新しい宿が誕生。ドミトリー
は男女混合と女性専用があり、ゆったりサイズの2段ベッドで寝心地も抜群。個室もあり、一
棟貸しも可能。ランチのみも可（三輪そうめんシメ鯖寿司、飛鳥野菜の天ぷらセット他）。

　

【営業】IN/16：00　OUT/11：00
【料金】ドミトリー　一泊素泊まり2,800円　個室1泊1室12,000円（4名まで）
【交通】南阪奈道→大和高田バイパス終点から5km
【問い合わせ】アスカゲストハウス☎0744・54・5659

ふるさとわくわく体験
（兵庫県／香美町商工会）

ふるさとわくわく体験は、むかし子どものころ田舎で経験
した、わくわく冒険を家族で体験するプラン。大自然の中で
ロープを使った木登り体験や、昔の炭鉱跡でコウモリを探す
わくわく体験。そしてわんぱくパラグライダー体験では、いつ
か空を飛びたい、という願いをかなえてくれるかも？（気象条
件により開催を決定）。

　

【営業／休み】
9：00～15：00期間は5月～11月／
無休であるが、要予約
【交通】北近畿豊岡道八鹿氷ノ山ICから
23km（約32分）
【問い合わせ】プチホテルAOITORI
☎0796・96・0605

全国金魚すくい選手権大会
（奈良県／大和郡山市商工会）

おまつりの出店でおなじみの金魚すくいを、競技として位
置づけた「全国金魚すくい選手権大会」。会を重ねるごとに参
加人数は増え、今ではすっかり大和郡山市の夏の風物詩。会場
内で繰り広げられる熱戦を観戦したり、会場外では金魚がと
りもつ縁のある各地の物産
展、子ども向け「とれとれ金
魚すくい」などもあり、家族
連れで楽しむことができる。

　

【開催】毎年8月の第3日曜日（日曜
が5回ある年は第4日曜日）
【交通】西名阪道大和まほろばスマー
トICから6.4km
【問い合わせ】全国金魚すくい競技連
盟☎0743・53・1151

特産加工品（ドレッシング）作り体験
（奈良県／明日香村商工会）

化学調味料を使わずに、塩分濃度や酸濃度を調整して、消費
期限をできるだけ延ばしたドレッシング作り。ドレッシング
の素材には明日香産の旬の野菜や、あすかルビー・ブルーベ
リー・トマトなどの果物を使用する。専門の講師が丁寧に教え
てくれるので、初心者でも安心して参加できる。

　

【営業／休み】電話受付 8：30～17：15／
土・日・祝日
【料金】2時間　2000円～
【交通】南阪奈道→大和高田バイパス終点
から6km
【問い合わせ】飛鳥ニューツーリズム協議
会☎0744・54・1525
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飛鳥民家ステイ体験
（奈良県／明日香村商工会）

主に、国内外からの教育旅行向けのプログラム。「日本のは
じまりの地」といわれる飛鳥地域。そんな歴史的風土である特
有な地域で暮らす人々と生活を共にし、交流する。家業体験、
食事作り体験、歴史散策、農林業体験など様々なプログラムを
通して、考える力・学ぶ心を育む。人生経験を豊かにする感動
体験をぜひ味わってほしい。

　

【営業／休み】
電話受付 8：30～17：15／土・日・祝日
【料金】民家ステイ体験　17：00～翌日9：00   
7,800円（1人・税別）　※オプション時間有り
【交通】南阪奈道→大和高田バイパス終点から
6km
【問い合わせ】飛鳥ニューツーリズム協議会
☎0744・54・1525

南紀白浜温泉 足湯めぐり
（和歌山／白浜町商工会）

日本三古湯の一つに数えられている「南紀白浜温泉」には、
外湯以外にも足湯がいくつもあり、外湯と違い気軽に、無料で
利用することができる。町のど真ん中にある足湯や、絶景の足
湯など、泉質の違いも
あり、心もカラダもリ
フレッシュできる。

　

【営業】各施設による
【交通】紀勢道南紀白浜IC
から約8.7km
【問い合わせ】
白浜町役場観光課
☎0739・43・5555

海の幸を生かしたイタリアン
（和歌山県／日置川町商工会）

海来館1階でイタリアン・グルメはどうですか。自家製パン
やケーキも各種ご用意。地元で捕れた新鮮な魚介や、日置川の
天然鮎を加工した「鮎チョビ」を使ったパスタなど、地元なら
ではのメニューが豊富。近くには温泉施設や国体会場となっ
たテニスコートなどもあり、アクティビティも豊富。

　

【営業／休み】AM9：00～PM5：00
／無休
【交通】紀勢道日置川ICから3km
【問い合わせ】道の駅志原海岸海来館   
ラ・バンビーナ☎0739・52・4100

太平洋を眺めながら食事やBBQを楽しもう！
（和歌山県／日置川町商工会）

オーシャンビューの海来館2階では、太平洋を眺めながら新鮮な地元の刺身
や魚介類を堪能できる。食材はなるべく地元のものを使っており、良いものを安
く提供できるようにと考えられている。テラスでは夏季限定でバーベキューが
できる。ベアーズロックをバックに降りてくる、スカイダイビングの様子を眺め
ることもでき、ゆっくりくつろげる。

　

【営業／休み】AM9：00～PM5：00／無休
【交通】紀勢道日置川ICから3km
【問い合わせ】道の駅志原海岸海来館　食堂☎0739・52・4100

奈良の特産品が勢ぞろい！
（奈良県／斑鳩町商工会）

JR法隆寺駅前にある、アンテナショップ。店内には、奈良県
内の特産物が勢ぞろい。
吉野葛や、大和茶、柿を使った150種類以上の季節に合わせ

たお菓子等を購入できる。また、地元を流れる川が名前の由来
となった「竜田揚げ」のテイクアウトは、観光客だけでなく、地
元でも大人気。

　

【営業／休み】10：00～19：00／木曜日
【交通】西名阪道法隆寺ICから1.7km
【問い合わせ】FIVE PAGODAいかるが
アンテナショップ☎0745・43・8313

ベアーズロック
（和歌山県／日置川町商工会）

志原海岸には太平洋に突き出した岩山があり、それが熊の
頭のように見えると、ひそかな人気に。その悠然とした横顔
は、航行中の船舶を見守っているようにも見える。紀州では、
熊のいるところは、神様のいるところと言われており、訪れる
と何か良いことがおこるかも…。日本の奇岩百景に選ばれて
いる。

　

【営業／休み】AM9：00～
PM5：00／無休
【交通】紀勢道日置川ICから
3km
【問い合わせ】
道の駅志原海岸海来館
☎0739・52・4100

体験タンデムスカイダイビング
（和歌山県／日置川町商工会）

パラシュートは15世紀に、レオナルド・ダ・ヴィンチが想定
した理想図が最古の記述とされている。1948年にフランスで
スポーツとしてさらなる進化を遂げ、以来世界中で愛される
ものとなった。この関西でも気軽に体験できるようにと、和歌
山県初のスカイダイビングスポットができている。南紀白浜
の素晴らしい景色とともに、多く
の方に体験してほしい。

　

【営業／休み】AM9：00～PM5：00／無休
【交通】紀勢道日置川ICから1.7km
【問い合わせ】
南紀白浜スカイダイビングクラブ
☎0739・34・3101
☎090・8203・5018
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東みよし町商工会
吉野川ハイウエイオアシス…55㌻
美濃田の淵…55㌻
いやしの里「増川笑楽耕」…55㌻
美濃田の淵キャンプ村…55㌻
金丸八幡神社宵宮神事…55㌻
法市農村舞台公演…55㌻
満点の夜空を楽しめる農家民宿…56㌻
ジビエ料理が楽しめる民宿うり坊…56㌻
いちご収穫ができる農家民宿…56㌻

くすのき商工会
楠こもれびの郷…53㌻

大畠商工会
大畠俄まつり…53㌻
サザンセト大畠鯛釣り大会…53㌻
汐まち鍋…53㌻

江田島市商工会
日本一辛い鬼壺豆腐…53㌻

尾道しまなみ商工会
 岩屋ミステリー
―隠された神話―…53㌻

東温市商工会
白猪の滝…57㌻
坊っちゃん劇場…57㌻

大月町商工会
月光桜のライトアップ…57㌻

琴平町商工会
こんぴーくんグッズ…56㌻
和三盆菓子づくり体験…56㌻

岡山北商工会
源泉かけ流しの温泉…51㌻

土庄町商工会
 宝生院の真柏
（シンパク）…56㌻

鳥取市南商工会
女子力アップツアー㏌YAKAMI…48㌻

岩美町商工会
豪華寝台列車の停車駅「東浜駅」…49㌻
豪華寝台列車の立ち寄りどころ「東浜海水浴場」…49㌻
レストラン「ALMARE」（アルマーレ）…49㌻

鳥取市西商工会
城下町しかの　ぶらり蓮ウォーク…48㌻
青谷ようこそ夏まつり…48㌻
気多の市　苺フェスティバル…48㌻

隠岐國商工会
海から見た赤壁（せきへき）…50㌻
島津島・渡津海水浴場…50㌻

勝浦町商工会
 廃校を活用した農村体験型宿泊施設
～山から学ぶ自然の学校～…53㌻

那賀川町商工会
なかがわギュ～♡カレー…54㌻

美波町商工会
由岐伊勢エビまつり…54㌻

那賀町商工会
道の駅 もみじ川温泉…6㌻
四季美谷温泉…54㌻
阿波ジビエレストラン「四季の森」…54㌻

上勝町商工会
 上勝の棚田米と湧き水と負けん気で
こっしゃえた純米吟醸原酒…54㌻
月ヶ谷温泉…54㌻

大豊町商工会
四国ジビエグルメフェスタ…57㌻

北栄町商工会
CONAN GELATO（コナンの家 米花商店街内）…49㌻
コナン百貨店（コナンの家 米花商店街内）…49㌻
コナンの家 米花商店街…49㌻
コナンの家 パン工房（コナンの家 米花商店街内）…50㌻
喫茶ポアロ（コナンの家 米花商店街内）…50㌻

三朝町商工会
三朝音泉♪三朝バイオリン美術館…48㌻
三朝温泉ふるさと健康むら…48㌻
神の食卓　納豆かけご飯…48㌻

斐川町商工会
斐川なぎさ公園…50㌻

銀の道商工会
温泉津温泉…50㌻
温泉津温泉夏祭り…50㌻
 日本一の砂時計　
仁摩サンドミュージアム…51㌻

五日市商工会
盛春桜花さくらまつり…51㌻
湯来フェス!!…52㌻
牧場カフェ「FALO］ …52㌻
湯の山温泉　森井旅館…52㌻
みずどりの浜公園…52㌻
広島市植物公園…52㌻
湯来コスプレツアー…52㌻
湯来ヒルクライム…52㌻

和気商工会
片鉄ロマン街道（和気サイクリングロード）…51㌻
岡山県自然保護センター…51㌻
和気町藤公園…51㌻

さぬき市商工会
日本ドルフィンセンター…57㌻
平賀源内記念館…57㌻
天体望遠鏡博物館…57㌻
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城下町しかの　ぶらり蓮ウォーク
（鳥取県／鳥取市西商工会）

城下町鹿野で蓮を鑑賞しながら、ウォーキングが楽しめる。 
風情溢れる城下町と“世界の蓮”が参加者を迎え、ガイドコー
スを選択すれば、地元ガイドが案内をしてくれる。鹿野そばの
試食や、鹿野の特産品が
当たる抽選会もある。

　

【営業】8：00-12：00
【料金】参加料　500円
【交通】鳥取道鳥取ICから
19km
【問い合わせ】蓮ウォーク実行
委員会☎0857・84・2402

気多の市　苺フェスティバル
（鳥取県／鳥取市西商工会）

鳥取県内のパン屋さん、お菓子屋さんが鳥取市気高町で
育った苺を使用して作った、こだわりのオリジナルスイーツ
が販売される。タイミン
グが合えば苺狩り体験
もできる。ステージイベ
ントもあるので、家族皆
で楽しめる。

　

【営業】10：00-15：00
【料金】無料
【交通】JR浜村駅から徒歩3分
【問い合わせ】気多の市実行 
委員会☎0857・82・0809

神の食卓　納豆かけご飯
（鳥取県／三朝町商工会）

日本初！？納豆かけご飯を商品化。大豆は三朝町産神倉大
豆、一般的な大豆に比べて大きく、味わい豊かでイソフラボン
が約2倍といいことづくめ。鳥取県産のお米、きぬむすめは、
4年連続で特Aを取得している。店内で利用しているお米は
三朝で収穫されたもの。三朝自慢をぎゅっと集めた『神の食
卓』ぜひお楽しみください。

　

【営業／休み】8：30～17：30／毎週火
曜日（祝祭日の場合は翌日、物産館の
み火・木休館）
【料金】神の食卓　540円
【交通】中国道院庄ICから55.6km
【問い合わせ】三朝温泉ふるさと健康
むら☎0858・43・1116

三朝温泉ふるさと健康むら
（鳥取県／三朝町商工会）

ふるさと健康むらは、三朝に訪れるすべての人に、三朝ならではの体験を提供
している。三朝で古くから伝わる、神倉大豆を使った食事や、三朝の草木で染め
た三朝織、白狼伝説にちなんだ土の風合いを活かす「みささ白狼焼き」、などここ
でしかできない体験を通して、非日常と六感治癒をぜひご体感ください。

　

【営業／休み】8：30～17：30／毎週火曜日（祝祭日の場合は翌日、物産館のみ火・木休館）
【料金】陶芸体験2000円・織物体験コースター600円（小）1500円（大）
【交通】中国道院庄ICから55.6km
【問い合わせ】三朝温泉観光協会☎0858・43・1116

青谷ようこそ夏まつり
（鳥取県／鳥取市西商工会）

特産品、伝統芸能、観光資源の掘り起こしを目的として、毎
年開催している。20周年を迎え、地域の恒例行事として認知
されている。グルメ屋台や各種ステージイベント、抽選会があ
り、子供から大人まで皆が楽しめる。青谷地域の魅力を体験し
よう！

　

【営業】17：00-21：00
【料金】無料
【交通】青谷羽合道路青谷ICか
ら2km4分
【問い合わせ】あおや夏まつり
実行委員会
☎0857・85・0408

三朝音泉♪三朝バイオリン美術館
（鳥取県／三朝町商工会）

三朝温泉にひっそりと佇ずむ美術館。1階展示室は製造過
程や弓の構造についての展示。2階音楽ホールでは定期的に
コンサートや結婚式を行っている。職人の工房もあり、製造と
演奏が一体となった美術館は国内では珍しい。隣接する「鳥取
ヴァイオリン製作学校」もあり、学校内は見学も可能。

　

【営業／休み】10：00～18：00／火曜
定休日、毎月第3月曜日
【料金】一般500円、小中高250円
【交通】中国道院庄ICから57.3km 
68分
【問い合わせ】三朝バイオリン美術館
☎0858・43・3111

女子力アップツアー㏌YAKAMI
（鳥取県／鳥取市南商工会）

古来神話の時代に、絶世の美女として謳われた八上姫。大国
主命との恋物語は「八上姫伝説」とし
て、当地域に語り継がれている。そん
な八上姫にあやかり、参加者は着物を
身に着け、本格的なヘアメイクを施し
て、姫になりきることができる。姫ゆ
かりの地を巡り、アート撮影会や、神
主による恋愛成就の祈祷、ワーク
ショップ体験などが楽しめる。

　

【交通】鳥取道佐用平福ICから51.6km 
【問い合わせ】鳥取市南商工会
☎0858・85・1160
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コナンの家 米花商店街
（鳥取県／北栄町商工会）

鳥取県北栄町は、人気漫画「名探偵コナン」の作者 青山剛昌先生の故郷。「名探偵コナンに会えるまち」として知られている観光
地。「コナンの家 米花商店街」の施設内では、喫茶店をはじめ、ベーカリー、ジェラート店、コナングッズ専門店の4つの店舗が営
業している。「名探偵コナン」の世界観を見て、食べて楽しめるスポット。

　

【交通】中国道院庄ICから69km
【問い合わせ】北栄町商工会☎0858・37・4057

コナン百貨店（コナンの家 米花商店街内）
（鳥取県／北栄町商工会）

「名探偵コナン」のキャラクターグッズの専門店。注目度No．1のTシャツをは
じめ、ここでしか手に入らない70種類以上のオリジナル商品など、200種類以上
の豊富な品揃えとなっている。

　

【営業／休み】10：00～18：00（土日は9：00より）／無し
【交通】中国道院庄ICから69km
【問い合わせ】コナンの家 米花商店街☎0858・37・5037

CONAN GELATO 
（コナンの家 米花商店街内）

 （鳥取県／北栄町商工会）

旬の果物や地元食材を使った四季折々のジェラートを、常
時10種類以上取り扱う専門店。
着色料や防腐剤を使わないので安心安全♪魅惑の味をぜひ

ご賞味ください！
　

【営業／休み】11：00～18：00（土日は
10：00より）／無し
【交通】中国道院庄ICから69km
【問い合わせ】コナンの家 米花商店街
☎0858・49・6161

レストラン「ALMARE」（アルマーレ）
（鳥取県／岩美町商工会）

豪華寝台列車「TWILIGHT EXPRESS 瑞風」の立ち寄りレ
ストラン。店内の開放感ある空間・こだわりのインテリアは、
目の前に広がる日本海と相まって、一段と癒しの場へ導いて
くれる。地元の新鮮な海産物や地元窯元で作った食器を使用
したイタリアンランチと、優雅で癒しのティータイムを楽し
むことができる。

　

【営業／休み】11：30～17：00／
水曜日・瑞風停車日の金曜午前中
（瑞風停車日要確認）
【交通】鳥取豊岡宮津道浦富ICから4.3km
【問い合わせ】
レストラン「ALMARE」（アルマーレ）
☎0857・73・5055

豪華寝台列車の立ち寄りどころ「東浜海水浴場」
（鳥取県／岩美町商工会）

豪華寝台列車「TWILIGHT EXPRESS 瑞風」が停車する東
浜駅から徒歩2分で、日本海を一望できる海岸が広がる。海岸
沿いには遊歩道も設置され、海風を感じながら歩いたり、海に
沈む夕日など絶景が味わえる。またこの一帯は山陰海岸ジオ
パークに認定されており、海沿い
には岩場や砂浜などが続き、様々
な景色を楽しむことができる。

　

【交通】
鳥取豊岡宮津道浦富ICから4.5km
【問い合わせ】岩美町観光協会
☎0857・72・3481

豪華寝台列車の停車駅「東浜駅」
（鳥取県／岩美町商工会）

豪華寝台列車「TWILIGHT EXPRESS 瑞風」が停車する駅
で唯一の無人駅。瑞風の乗客の歓送迎時は、地元住民が20年
ぶりに復活させた「東浜音頭」など、郷土芸能も披露されるほ
か、乗客が観光している間
は、瑞風が停車しているこ
とから、列車やバスの撮影
スポットにもなっている。

　

【交通】鳥取豊岡宮津道 
浦富ICから4.4km
【問い合わせ】岩美町役場   
商工観光課☎0857・73・1416

Ⓒ青山剛昌／小学館

Ⓒ青山剛昌／小学館

Ⓒ青山剛昌／小学館
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コナンの家 パン工房 
（コナンの家 米花商店街内）

 （鳥取県／北栄町商工会）

焼きたてパンとコーヒーが楽しめるお店。漫画「名探偵コナ
ン」にちなんだオリジナル商品をはじめ、地元食材を使ったパ
ンやお菓子・デザート・ド
リンク等が豊富。

　

【営業／休み】9：00～19：00／
火曜日（定休日が祝日の場合は
通常営業）
【交通】中国道院庄ICから69km
【問い合わせ】コナンの家  
米花商店街☎0858・37・6070

斐川なぎさ公園
（島根県／斐川町商工会）

県営出雲縁結び空港に隣接した公園。宍道湖は夕日で有名
だが、ここから日の出を見ると全く違う感覚を味わうことが
できる。また、斐伊川河口近くには、宍道湖西岸なぎさ公園が
あり、多くの野鳥が越冬に訪れる。マガン、ヒシクイ、コハク
チョウなど西日本随一の野
鳥観察が楽しめる。早朝の
厳粛感は別格といえる。

　

【交通】山陰道宍道ICから6km
【問い合わせ】 
斐川町商工会☎0853・72・0674

温泉津温泉
（島根県／銀の道商工会）

温泉津温泉は約1300年の歴史を持ち、湯治場として由緒あ
る温泉の出る地区である。また、日本の温泉町で唯一「重要伝
統的建造物群保存地区」に指定されているレトロな街並みで、
温泉街には外湯が「元湯温泉薬湯」と「薬師湯」の2箇所あり、
源泉掛け流しの旅
館も7件ある。

　

【交通】仁摩温泉津道路 
温泉津ICから1.6km
【問い合わせ】温泉津温
泉旅館組合（輝雲荘内）
☎0855・65・2008

島津島・渡津海水浴場
（島根県／隠岐國商工会）

お松橋を渡り島津島へ行くと、そこは渡津海水浴場。平成29年4月に遊歩道が整備
された。隠岐諸島で一番南にある知夫里島の中でも、南に位置する島津島。そのため、
南の島の花だけでなく、北方系の花や大陸系の花も見ることができ、植物好きにはた
まらない場所の一つ。島津島から見る夕日も格別。

　

【交通】来居港からレンタカーで18分
【問い合わせ】知夫里島観光協会☎08514・8・2272

喫茶ポアロ（コナンの家 米花商店街内）
（鳥取県／北栄町商工会）

「喫茶ポアロ」が、漫画「名探偵コ
ナン」の原作者・青山剛昌先生のふ
るさと鳥取県北栄町にオープ
ン！ 当店でしか味わえない、店主
こだわりの自家製カレーや、オリ
ジナルカフェメニューを楽しむこ
とができる。

　

【営業／休み】9：00～17：00 
（土日は18：00まで）／ 
月曜日（定休日が祝日の場合は通常営業）
【交通】中国道院庄ICから69km
【問い合わせ】コナンの家  
米花商店街☎0858・49・1778

海から見た赤壁（せきへき）
（島根県／隠岐國商工会）

赤壁は島の南西部に位置し、国の天然記念物に指定されて
いる。鉄分を含んだ玄武岩や、凝灰岩のもつ赤、黄、黒、白と
いった色鮮やかな文様を描く大岸壁で、最も高い所で200m
あり、地元では
「あかかべ」また
は「あかたき」と
も呼ばれている。

　

【問い合わせ】 
知夫里島観光協会
☎08514・8・2272

温泉津温泉夏祭り
（島根県／銀の道商工会）

毎年8月の第一土曜日に開催する当地の一大イベント。半
世紀続く伝統ある花火大会で、温泉津港を会場に湾内で打ち
上がる、尺玉の大輪と煙火音は迫力満点。花火だけでなく、エ
キサイティングなステージイベントと、地元食材を使ったグ
ルメイベント「食フェス」で、
来場者の心とお腹はきっと
満足すること間違いなし。

　

【営業】毎年8月の第一土曜日
【交通】仁摩温泉津道路温泉津IC 
から1.6km
【問い合わせ】 
事務局：銀の道商工会
☎0855・65・1110

Ⓒ青山剛昌／小学館 Ⓒ青山剛昌／小学館

体験　 グルメ　 催し　 特産　 温泉　 見所
北
海
道・東
北

関
東・甲
信
越

東
海・北
陸

関
西

中
国・四
国

九
州・沖
縄

50



日本一の砂時計　仁摩サンドミュージアム
（島根県／銀の道商工会）

世界最大の一年計砂時計を展示。歩くとキュッキュッと琴
の音のように鳴る、鳴り砂の浜で知られる琴ヶ浜近くに位置
し、砂に石英と呼ばれる鉱物が多く含ま
れているため、その音色がする。建物は
地元出身の高松伸氏デザインによるピ
ラミッド。館内での鳴り砂の体験、砂絵
づくり（無料）も人気。

　

【営業／休み】
9：00～17：00／毎週水曜日（8月を除く）
【交通】仁摩温泉津道路仁摩石見銀山ICから1.3km
【問い合わせ】
仁摩サンドミュージアム☎0854・88・3776

岡山県自然保護センター
（岡山県／和気商工会）

約100ヘクタールのフィールドで、自然に親しみ、多くの生
き物と友だちになってもらえるよう、虫の原っぱ、昆虫の森、
湿生植物園などの自然と触れ合う施設や、タンチョウ飼育施
設を整備している。また、自然観察会、基礎講座、研修会等も開
催している。

　

【営業／休み】9：00～16：30／ 
火曜日及び祝日の翌日（土日除く）・ 
年末年始（12月28日～1月4日）
【交通】山陽道和気ICから28.4km
【問い合わせ】岡山県自然保護センター
☎0869・88・1190

源泉かけ流しの温泉
（岡山県／岡山北商工会）

源泉かけ流しの温泉で、約40℃、37℃、28℃の3つの温度の違う温泉が楽しめる。
サウナ・露天風呂もあり、施設の外には無料で楽しめる「足湯」も完備。お食事処では
清流旭川を眺めながら、季節の料理も楽しめる。

　

【営業／休み】10：00～21：00／不定休
【料金】大人650円、子供400円
【交通】山陽道岡山ICから25km
【問い合わせ】たけべ八幡温泉☎086・722・2500

盛春桜花さくらまつり
（広島県／五日市商工会）

「盛春桜花さくらまつり」は、造幣局広島支局
が毎年実施している「花のまわりみち」の開催
に合わせて、五日市商工会が主催している。佐
伯区外から訪れる観光客などの来場者に対し
ては、佐伯区の観光・特産品をPR、近隣住民に
対しては五日市商工会の感謝デーと位置付け、
参加型の楽しいイベントやステージショーな
どが行われる。

　

【営業】毎年4月中旬開催　
1日目10：30～17：00/2日目10：00～16：30
【交通】山陽道五日市ICから8km
【問い合わせ】五日市商工会☎082・923・4138

片鉄ロマン街道（和気サイクリングロード）
（岡山県／和気商工会）

備前市片上～和気町～美咲町柵原へと続く旧片上鉄道の路
線跡に、総延長34kmのサイクリングロードとして整備され、
駅舎やプラットホームなど当時の面影を残している。吉井川
の清流や季節ごとに彩りを変
える山々の自然豊かなサイク
リングロード。鉄道跡を整備
しているので、起伏が少なく
初心者や家族連れに大人気。

　

【交通】山陽道和気IC（降りてすぐ）
【問い合わせ】和気町観光協会
☎0869・92・4678

和気町藤公園
（岡山県／和気商工会）

昭和60年に開園した和気町藤公園は、全国から著名な藤を
集めて作られ、その数約100種類と、種類の多さでは日本一を
誇る美しい公園。花の房を1メートルも垂らした藤もあれば、
葡萄のように小ぶりな房の藤もあり、またその花の色も、紫の
濃いもの薄いもの、可憐なピ
ンクや清浄な白もあり様々楽
しめる。

　

【営業／休み】4月下旬～5月上旬　
午前8時～午後9時／期間中のみ
【料金】大人300円　小人150円 
【交通】山陽道和気ICから5.5km
【問い合わせ】和気町役場産業振興課
☎0869・93・1126
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湯来フェス!!
（広島県／五日市商工会）

楽しいステージイベントや、おいしい特産品が満喫できる
湯来町の一大イベント。ステージでは神楽のほか、和太鼓、ダ
ンス、田楽など、多彩なパフォーマンスが繰り広げられる。テ
ント村には湯来町のうまい
ものが集結、フェスに欠かせ
ないグルメも充実している。

　

【営業】毎年11月上旬開催　
10：00～15：30
【交通】中国道吉和ICから21.3km
【問い合わせ】五日市商工会
☎082・923・4138

湯の山温泉　森井旅館
（広島県／五日市商工会）

創業昭和10年湯の山温泉森井旅館では、その時々に収穫・
地元入手した新鮮な料理を味うことができる。江戸時代から
愛され続ける、湯の山温泉のやわらかなお湯に浸かり、季節の
旬な地元の食材を楽しみ、 ゆったりとした時間を過ごすこと
ができる。

　

【営業】チェックイン16：00/
チェックアウト10：00
【料金】宿泊1泊2食付き10,000円
【交通】山陽道五日市ICから
24.6km
【問い合わせ】湯の山温泉　 
森井旅館☎0829・83・0403

湯来コスプレツアー
（広島県／五日市商工会）

若い人にもっともっと湯来の良さを知ってもらいたい・・・・
という想いから企画した、「湯来コスプレツアー」。湯来の各所
撮影スポットをバスで回って、コスプレイヤーさんたちに写
真撮影をしていただく。料金には温泉入浴券も含まれている
ので、撮影後は天然温泉に入って癒やされて帰ってほしい。

　

【営業／休み】平成29年度開催日程　
8月18日10：30～　
次年度以降は要問合せ／毎週月曜日
【料金】1,500円（コスプレツアー・温泉
入浴券付）
【交通】山陽道五日市ICから27.6km
【問い合わせ】広島市湯来交流体験セン
ター☎0829・40・6016

広島市植物公園
（広島県／五日市商工会）

広島市植物公園は、広島と宮島の中ほどの瀬戸内海国立公園を一望する高台にある植物公
園。18.3ヘクタールの園内には、大温室をはじめサボテン温室、展示温室、熱帯スイレン温室、ベ
ゴニア温室、フクシア温室、展示資料館、芝生広場、花の進化園、樹林観察園などを設け、一年を
通して花が楽しめる。

　

【営業／休み】9：00～16：30（入園は16：00まで）／金曜日
【料金】大人（18歳～64歳）510円、大人（65歳～）170円、小人（高校生及び18歳未満）小中学生を除く170円、中学生以下無料
【交通】山陽道五日市ICから8.2km
【問い合わせ】広島市植物公園☎082・922・3600

牧場カフェ「FALO］ 
（広島県／五日市商工会）

牧場カフェ「Falo」を平成29年7月21日にオープン。大自然
の中、1杯100円で絞りたての新鮮な砂谷牛乳が味わえる、牧
場ならではのカフェ。自社製のチーズ、広島市のお菓子店との
タイアップ商品の販売も行う。「お父さんがカッコよくなれる
牧場」をコンセプトに、今後3年
でバーベキュー場、ボルダリング
施設、キャンプ場等を整備予定。

　

【営業／休み】10：00～17：00／火曜日
【料金】入場無料　牛乳1杯100円（グラ
ス）/ジェラート320円等
【交通】山陽道五日市ICから18.2km
【問い合わせ】久保アグリファーム
☎0829・86・0337

みずどりの浜公園
（広島県／五日市商工会）

五日市の八幡川河口に位置し、ヒドリガモ、アオサギ、ユリ
カモメ等、渡り鳥の有数の飛来地として知られており、観察小
屋もあるので、多くの人がバードウォッチングに訪れる。公園
内には、芝生広場・複合遊具などもあるので、家族でゆっくり
と楽しむことができる。

　

【営業／休み】
5：00～21：00／無休
【交通】
山陽道五日市ICから10.3km
【問い合わせ】
広島港湾振興事務所
☎082・253・8250

湯来ヒルクライム
（広島県／五日市商工会）

近年、高まる健康志向と地球環境に優しい乗り物として、急
速な広がりを見せている自転車による ヒルクライム（自転車
登坂レース）を、湯来地区の豊かな自然の中で開催。地域住民
と参加者が交流するとともに、競技を通じて地区の魅力をア 
ピールすることにより、活力にあふれる賑わいのあるまちづ
くりと、新たな観光ニーズの創
出を目的としている。

　

【営業／休み】平成29年度開催日程 
開催日　2017年9月10日（日） 
次年度以降は要問合せ／毎週月曜日
【交通】山陽道五日市ICから27.5km
【問い合わせ】
湯来サイクルスポーツ実行委員会
☎0829・40・6016（10：00～17：00）
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日本一辛い鬼壺豆腐
（広島県／江田島市商工会）

江田島市の老舗豆腐店が経営する、大きな鬼の像がシンボ
ルの観光拠点。国産大豆にこだわった、豆腐を中心に販売。自
社の豆腐の他、盛り放題の豆乳ソフト、郷土料理の大豆うどん
が食べられる。目玉は「日本一辛い鬼壺豆腐」。雑誌Brutusに
も取り上げられ、江田島市の
特産品として、えたじまブラ
ンドにも認定されている。

　

【営業／休み】11時～16時／火曜日
【料金】540円（250g）
【交通】広島呉道路呉ICから 
約23km
【問い合わせ】島の駅豆ヶ島
☎0823・40・3038

大
オオ

畠
バタケ

俄
ニワカ

まつり
（山口県／大畠商工会）

日本三大潮流の一つといわれる「大畠瀬戸」。この海岸線を
舞台に毎年9月ごろ、神社から繰り出される神輿を担ぎなが
ら、町内を練り歩く。夕方ごろには浜から海に入り、水しぶき
の中でもみ合う勇壮な祭り。道中、大畠瀬戸に住むといわれる
龍神を鎮めるため、神輿を
左右に荒々しく倒しなが
ら声をあげる。西日本有数
の奇祭とも呼ばれている。

　

【営業】毎年9月頃開催
【交通】
山陽道玖珂ICから22.8km
【問い合わせ】大畠観光協会
☎0820・45・2414

楠こもれびの郷
（山口県／くすのき商工会）

楠こもれびの郷は、田園風景が広がる中にある。源泉かけ流
しのくすくすの湯、農産物直売所、農家レストラン、農業研修
交流施設、築120年の古民家でフレンチレストラン＆ベーカ
リーがある。新鮮野菜をぜいたくに使ったランチや、お買い物
などお気軽に立ち寄れる施設。

　

【営業／休み】10：00～21：00／
毎月第3水曜日
【料金】くすくすの湯　
大人620円・子供310円・幼児無料
【交通】山陽道埴生ICから16.2km
【問い合わせ】楠こもれびの郷
☎0836・67・2617

汐まち鍋
（山口県／大畠商工会）

日本三大潮流のひとつ、大畠瀬戸で育った甘く濃い味の天然鯛をメインに、豪華な海
鮮、鯛のアラからとったスープ、渦潮をイメージして渦状に巻いた白菜が特徴。まさに
大畠瀬戸の町でしか味わえない「汐まち鍋」。柳井市による「柳井ブランド」にも認証さ
れた。刺身に使用する新鮮な鯛を使った贅沢な味わいを堪能あれ。完全予約制。

　

【休み】各店舗要確認
【料金】各店舗要確認※店舗により料金設定が異なる
【交通】山陽道玖珂ICから22～24km
【問い合わせ】大畠商工会☎0820・45・2414

岩屋ミステリー―隠された神話―
（広島県／尾道しまなみ商工会）

瀬戸内の商都に秘められた古代ミステリーを発見！向島に
ある岩屋山の山頂には巨石群があり、古代信仰の対象であっ
たとされている。岩屋巨石の不思議な形や、巨石にある多くの
彫刻など、古代日本の天文学知識の結晶を垣間見れる造形の
不思議を見に行こう。

　

【営業／休み】日の出から日の入り
まで／無休
【料金】入場料・利用料ともに無料
【交通】しまなみ海道向島ICから 
約4km
【問い合わせ】尾道しまなみ商工会
☎0848・44・3005

サザンセト大畠鯛釣り大会
（山口県／大畠商工会）

大畠瀬戸は本州と周防大島に挟まれた海峡で、日本三大潮
流のひとつ。最大10ノットの急流で育まれた魚は、とても活
きが良く、特に鯛釣りのメッカとして有名。そんな大畠瀬戸で
行われるタイ釣りバトルは、初心者からマニアまで全国から
釣り好きが集まる。釣果に応じて各賞も贈られる。多島美の絶
景に囲まれた中で、心行くまで釣りを楽しむことができる。要
事前申込。

　

【営業】毎年10月頃開催
【料金】1人/12,500円（餌代含む）／ 
毎年変動
【交通】山陽道玖珂ICから22km
【問い合わせ】大畠観光協会
☎0820・45・2414

廃校を活用した農村体験型宿泊施設
～山から学ぶ自然の学校～

 （徳島県／勝浦町商工会）

阿波みかん発祥地の豊かな自然の中で、様々な農村体験を
通じて、人と文化の交流を育む。ここでの先生は山のおじさん
やおばさんたち。元遊びの達人たちが、楽しい田舎の暮らしや
楽しみを伝授する。みかんオーナー、田舎こんにゃく作り、草
木染め、うどん打ち、じんぞく狩り
等。体験料はお問い合わせ。

　

【営業／休み】チェックイン15：00、 
チェックアウト10：00／1/1、12/31
【交通】徳島道徳島ICから約31.2km
【問い合わせ】ふれあいの里さかもと
☎0885・44・2110
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四季美谷温泉
（徳島県／那賀町商工会）

徳島県の古書に記述が残るほど、長い歴史を持つ阿波
の名湯。源泉100％、淡い乳白色の泉質に肌がつるつる
すべすべ、美人の湯としても知られている。大自然の景
観を展望できるお部屋と、天然温泉が癒しのひと時を演
出する。木沢の森と清流の恵みを、阿波ジビエ1号店レ
ストラン「四季の森」でご堪能あれ。

　

【営業／休み】10：00 ～ 21：00／毎月第3水曜日
【料金】入浴料　大人600円、子供400円　宿泊料　5,900円～
【交通】徳島道徳島ICから65km
【問い合わせ】四季美谷温泉☎0884・65・2116

阿波ジビエレストラン「四季の森」
（徳島県／那賀町商工会）

ヨーロッパでは、狩猟された鳥獣の料理を「ジビエ」と言い
う。特に高級食材の鹿肉は、貴族の食べ物と言われている。レ
ストラン「四季の森」では、柔らかくて食べやすい鹿肉料理を
考案し、阿波ジビエの1号店として認定されている。四季それ
ぞれに美しい渓谷のパノラマと共に「四季の森ジビエ」をお楽
しみください。

　

【営業／休み】10：00 ～ 21：00／
毎月第3水曜日
【交通】徳島道徳島ICから65km
【問い合わせ】
四季美谷温泉☎0884・65・2116

月ヶ谷温泉
（徳島県／上勝町商工会）

上勝町は「葉っぱビジネス」「ゼロ
ウェイスト宣言の町」として全国的
にも有名。町の中心部にある月ヶ谷
温泉はゼロウェイスト活動の認定店でもあり、ボイラーには
間伐材チップを使うなど、できることから地域にやさしい活
動を進めている。また夏は勝浦川での水遊びや、鮎つりなど対
岸のキャンプ場と併せて自然体験を楽しむことができる。

　

【営業／休み】10：00～20：00／毎月第二水曜日
【料金】入浴料　大人520円　【交通】徳島道徳島ICから40km
【問い合わせ】月ヶ谷温泉　月の宿☎0885・46・0203
キャンプ場連絡先パンゲアフィールド☎0885・46・0345

なかがわギュ～♡カレー
（徳島県／那賀川町商工会）

那賀川町商工会青年部の皆が、那賀川町が誇れるブランド
をつくろうと、地元の食材を使いつくったカレー。昆布やかつ
お節からだしをとり、牛すじを煮込んだというだけあって、ま
ろやかでしっかりした味が特徴。具材は、玉ねぎ・こんにゃく・
牛すじ・青ネギ（トッピング）と、いたってシンプルですが、那賀
川町で調達できるものばかりです。

　

【営業／休み】9：00～16：30　 
カレーの販売   11：00～15：00／月曜日
【料金】650円（サラダ付き）　1日20食限定
【交通】徳島道徳島ICから23.4km
【問い合わせ】道の駅 公方の郷なかがわ　 
喫茶きらきら星☎0884・42・4222

由岐伊勢エビまつり
（徳島県／美波町商工会）

美波町由岐地区特産の伊勢エビをメインとする祭り。伊勢エビみこしの入場
から始まり、捕れたての新鮮な伊勢エビの直売や、伊勢エビ長寿汁の無料配布
（500名分）、景品に伊勢エビを使ったイベントなどが行われる。最後は珍百景と
して話題にもなっている、伊勢エビの福投げがあり、多くの人に楽しまれている。

　

【開催】毎年10月第4日曜日、9：00～14：00
【交通】JR阿波室戸シーサイドライン由岐駅前
【問い合わせ】美波町商工会☎0884・78・0919

上勝の棚田米と湧き水と負けん気で
こっしゃえた純米吟醸原酒

 （徳島県／上勝町商工会）

日本の美しい原風景がいつまでも息づく山
里、徳島県上勝町。この原酒は、地元産の棚田米
100％と山の湧水で仕込んでおり、鮎や鯛の塩
焼きをはじめ、和食全般に相性の良い日本酒。澄
んだ水と空気につつまれ、丹精込めて育まれた
棚田米が奏でる、ピュアでまろやかな味わい。

　

【営業／休み】10：00～18：00／日曜日
【交通】徳島道徳島ICから36.8km
【問い合わせ】株式会社高鉾建設　酒販事業部
☎0885・44・1388
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吉野川ハイウエイオアシス
（徳島県／東みよし町商工会）

年間100万人が利用する、四国屈指の規模を誇るハイウエ
イオアシス。四国内のお土産は勿論、東みよし町内の特産品を
販売、食事もできる。春には桜や岩つつじが咲く景勝地の美濃
田の淵の観光ができ、野外ステージでは、春から秋にかけて阿
波おどりも行われている。

　

【営業／休み】3月～11月
平日9時～19時30分、土日祝9時～20時
12月～2月
平日9時～19時、土日祝9時～19時30分
※物産エリア／休みなし ただし12/31  
11時～17時営業
【交通】徳島道吉野川SAスマートICから30m
【問い合わせ】吉野川ハイウエイオアシス
☎0883・79・5858

いやしの里「増川笑楽耕」
（徳島県／東みよし町商工会）

小学校の跡地（校舎）を使い、農山村体験ができる場所とい
うことから、笑顔で・楽しく・耕す＝「笑楽耕」というネーミン
グになった。地元の住民グループ「増川の活性化を考える会」
が運営しており、うどん・そば打ち体験、春には、山菜採り・た
けのこ掘り、初夏には田植え体験、秋には、稲刈り、干し柿、芋
掘りと、楽しいメニューがいっぱい。6月中旬から下旬には、
ホタルの乱舞が楽しめる。

　

【営業】バンガロー：14時～翌日10時　
共同炊事場：9時～14時、14時～22時
【交通】
徳島道吉野川SAスマートICから8.5km
【問い合わせ】いやしの里「増川笑楽耕」
☎0883・79・5582

金丸八幡神社宵宮神事
（徳島県／東みよし町商工会）

かがり火に照らされた境内での神楽の舞。神事は「おんじゃくの行事」から始
まる。おんじゃくという神体を拝殿前につり下げ、紐を操りながら前後に揺り動
かし、神殿に飛び込ませて納める。降神の儀式では、上手く飛び込むと見物客か
ら拍手喝采。神楽の舞の奉納で、気象の安定を願い五穀豊穣を祈願する。1995年
に県無形民俗文化財に指定された宵宮神事。

　

【交通】徳島道吉野川SAスマートICから6.5km
【問い合わせ】東みよし町生涯学習課☎0883・79・3217

法市農村舞台公演
（徳島県／東みよし町商工会）

神社の境内にたたずむ「法市農村舞台」は、明
治32年（1899年）に大改築され、大棟に龍を飾
りつけた、入母屋造の瓦屋根を持つ歴史建造
物。通常は拝殿として使われているが、県下で
も珍しい、床板を床底に落とし込み、舟底舞台
へと早変わりさせる「仮設式舟底舞台」という
構造を持つ。農村舞台公演は平成15年に80年
ぶりの復活公演を開催して以降、毎年10月に開
催している。

　

【交通】徳島道吉野川SAスマートICから4.6km
【問い合わせ】東みよし町生涯学習課☎0883・79・3217
保存会会長宅 細川☎0883・79・2838

美濃田の淵
（徳島県／東みよし町商工会）

昭和30年7月15日に県の名勝天然記念物に指定されてい
る美濃田の淵は、長さ2キロメートル、幅100メートルにわた
る深い淵で、吉野川中流域にある景勝地。春には桜が咲き誇
り、対岸からはぼんぼりに
照らし出された奇岩が醸
し出す、幻想的な雰囲気が
夜景に映える。

　

【交通】徳島道吉野川SAスマート
ICから1.1km
【問い合わせ】東みよし町産業課
☎0883・79・5339

美濃田の淵キャンプ村
（徳島県／東みよし町商工会）

清流「吉野川」のもと、雄大な自然が楽しめるキャンプ村。名
勝「美濃田の淵」にあり、一帯は箸蔵県立自然公園に指定され
た自然美の中にある。当キャンプ村は、予約不要、利用無料の
キャンプサイトとオートキャンプサイト、また事前予約で有
料のバンガロー、ログハウス、テニスコート、共同炊事場を備
えている。阿讃山脈と四国山地に挟まれ、隠れ家のように過ご
してみよう。

　

【営業／休み】8時30分から12時、
13時から17時／年末年始
【交通】徳島道
吉野川SAスマートICから0.9km
【問い合わせ】美濃田の淵キャンプ村
☎0883・87・8899
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こんぴーくんグッズ
（香川県／琴平町商工会）

こんぴーくんは天保6年（1835年）に建てら
れた、現存する最古の芝居小屋『旧金比羅大芝
居』に生まれた小さな福の神様。見ると幸せに
なれるといわれ、歌舞伎を愛し人情味あふれる
その姿に人気沸騰中。グッズはマスコット、ピ
ンバッチに加え、マスキングテープ、クリア
ファイルも新登場。

　

【営業／休み】AM9：00～PM5：15／土日祝
【交通】高松道善通寺ICから7.4km
【問い合わせ】特定非営利活動法人　こんぴら門前街うまい
もん本舗☎0877・73・5525

満点の夜空を楽しめる農家民宿
（徳島県／東みよし町商工会）

標高460メートルに位置する民宿安藤。トマトを中心とし
た季節野菜の収穫体験、農作業、竹細工などの体験ができる。
料理はトマトの加工品を中心に、採れたての地産野菜を使っ
た天ぷら・かき揚げ、そば米雑炊、自家製のピザ釜で焼いた美
味しいピザなどが楽しめる。夜には、満天の星を見ながら眠り
につくことができる。

　

【交通】徳島道吉野川SAスマートICか
ら11.6km
【問い合わせ】民宿　安藤
☎0883・82・5832

いちご収穫ができる農家民宿
（徳島県／東みよし町商工会）

いちごはうすは「一年中いちごが収穫できる」ことを初めて
達成した農家として、nippon-1.netで日本一に認定、表彰さ
れ、一年中いちごを食べることができる。そのほか季節の野菜
植え付けや収穫、森の散策
（紅葉）、うどん・そば打ち体
験もできる。

　

【営業】8：00～19：00／受付時間
【交通】徳島道吉野川SAスマートIC
から9.5km
【問い合わせ】農家民宿いちごはうす
☎0883・82・4154

和三盆菓子づくり体験
（香川県／琴平町商工会）

にしきやは金刀比羅宮参道まで徒歩5分、大手ホテル琴参
閣の隣にあり、琴平で唯一和三盆の干菓子づくりが体験でき
る。伝統の門前町でのほんのり甘い思い出づくり体験はいか
が？また讃岐名物の醤油豆も自社製造・販売している。

　

【営業／休み】9：00～17：00／無休
【料金】1，000円
【交通】髙松道善通寺ICから7km
【問い合わせ】にしきや
☎0877・75・3264

宝生院の真柏（シンパク）
（香川県／土庄町商工会）

宝生院のシンパクは、小豆島八十八ヶ所霊場54番札所宝生院の境内にある。
日本最大のシンパクといわれており、根元の周囲は16.6m、樹高約20m。応神天
皇のお手植えによるものと伝えられ、樹齢は1600年以上と推定されている。シ
ンパクのそばに行くと、幻想的な雰囲気を感じるパワースポット。

　

【交通】土庄港から3.2km
【問い合わせ】宝生院☎0879・62・0682

ジビエ料理が楽しめる民宿うり坊
（徳島県／東みよし町商工会）

阿讃山脈の懐に抱かれた農林漁家民宿は、知る人ぞ知る隠
れ宿。夫婦二人三脚で自ら捕獲、解体した猪と鹿肉を使い、工
夫を凝らしたジビエ料理は最高。徳島県からも「うまいよ！ジ
ビエ料理店」に認定されている。 ジビエ料理のほか、四季折々
の山菜、野菜料理、田舎そばもある。

　

【交通】徳島道
吉野川SAスマートICから7.5km
【問い合わせ】民宿うり坊
☎0883・79・5226
（携帯090・4338・2985）
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日本ドルフィンセンター
（香川県／さぬき市商工会）

小さなお子様から参加できる餌やり体験、浅瀬ビーチでイ
ルカと遊べるふれあいビーチ体験、一番人気のイルカと一緒
に泳げるドルフィンスイムなど自然の里海で子供からお年寄
りまで、グループ、ご家族単位でイルカ
とのふれあいが楽しめる。

　

【営業／休み】10：00-17：00（夏休み　18：00ま
で）／10月から翌年3月の毎水曜日
【料金】入場料（中学生以上）400円,（4歳以上小学
生）300円　3歳以下　無料　イルカ体験料別途
【交通】高松道津田東ICから2.7km
【問い合わせ】日本ドルフィンセンター
☎0879・23・7623

天体望遠鏡博物館
（香川県／さぬき市商工会）

天体望遠鏡博物館は、旧小学校
校舎を再利用している。大型望遠
鏡展示棟は観覧自由。200台を超
える小型望遠鏡を展示している場所は、ガイド付きの館内ツ
アーでご案内。実際に観測室にて大型望遠鏡や、太陽望遠鏡で
観望もできる。敷地内には産直市場や農家レストランもあり、
買物や食事もお楽しむことができる。

　

【営業／休み】10：00～16：00／平日（月～金）、祝日の月、金は営業（詳細は
HPの開館日カレンダーにて紹介）
【料金】大人：300円、高・大学生：200円、小・中学生：100円
【交通】岡山・高松方面から高松道高松東ICから19.4km、関西・徳島方面から
高松東道路志度ICから18km
【問い合わせ】天体望遠鏡博物館☎0879・49・1772

月光桜のライトアップ
（高知県／大月町商工会）

月光桜は丘の上に立つ1本桜で、花びらが白いヤマザクラ
の変種。植物学者の牧野富太郎が晩年に発見し、四国西南地域
に多く分布していたことから、アシズリザクラと命名しようと
していたといわれ、2005年に再発見された幻の桜。毎年開花
時期に合わせて見事なライトアップと夜桜音楽会を実施して
いる。

　

【営業／休み】3月下旬～4月
上旬の19時～21時／なし
【交通】高知道四万十中央IC
から84.5km
【問い合わせ】大月町商工会
☎0880・73・0135

坊っちゃん劇場
（愛媛県／東温市商工会）

日本で唯一、自主制作作品を1年間上演している常設のミュージカル劇場。ミュー
ジカル観劇後のバックステージツアーも用意している（15名様から）。普段は見るこ
とができない、ステージ裏や舞台装置などを見学できる。また同敷地内にある温泉
「利楽」、中華レストラン「老香港」での観劇お食事セットのプランもある。

　

【営業／休み】9時～18時／火曜日（劇場事務所）※公演日・時間はHPを参照
【料金】一般3,910円（前売 3,600円）、高校生2,680円（前売2,370円）、中学生以下2,160円（前売1,860円）
【交通】松山自動車道川内ICから3km
【問い合わせ】坊っちゃん劇場☎089・955・1174

平賀源内記念館
（香川県／さぬき市商工会）

本草学者、蘭学者、発明家、芸術家…。
様々なジャンルで才能を発揮した江戸時代の奇才・平賀源内。
生誕の地・さぬき市志度にある「平賀源内記念館」であなた

も源内通になりませんか？
　

【営業／休み】
9時～17時／休館日：月曜日
【料金】
大人500円、大・高校生400円、
小・中学校250円
【交通】
高松東道路志度ICから3.7km
【問い合わせ】平賀源内記念館
☎087・894・1684

白猪の滝
（愛媛県／東温市商工会）

白猪の滝は、高さ96mの雄大な
滝で、四季折々多様な表情を見せる
が、なかでも冬期、滝全体が凍りつ
く氷瀑は氷の芸術品のよう。今年は
子規・漱石生誕150年、正岡子規、夏
目漱石もこの滝を訪れ句を詠んだ
ことで知られ、11月3日には白猪
の滝まつりも開催される。

　

【営業／休み】無し／無し
【料金】無し
【交通】松山道川内ICから約9.8km
【問い合わせ】東温市観光物産協会
☎089・993・8054

四国ジビエグルメフェスタ
（高知県／大豊町商工会）

四国の真ん中、高知県大豊町にある、標高750mの天空の公
園、ゆとりすとパーク。毎年11月には「ジビエグルメフェス
タ」が開催される。鹿や猪などのいわゆる害獣による森林被害
の対策の一環として、ジビエ肉を資源化させるべく、20以上
のグルメ店舗などが出店。なかでも40キロを超えるイノシシ
の丸焼きは大人気。

　

【開催】毎年11月　10時～16時
【料金】入園料大人500円、中高生300円、
小学生100円
【交通】高知道大豊ICから約13.4km
【問い合わせ】ゆとりすとパークおおとよ
☎0887・72・0700
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体験 グルメ 催し 特産 温泉 見所
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宇検村商工会
シーカヤック　day　無人島…68㌻
小さな村の珈琲屋さん…69㌻
無人島へ行こう！自分だけの空間へ！…69㌻
手ぶらで気軽に釣り体験　…69㌻
湯湾岳を活用した夜の観光プログラム…69㌻

伊平屋村商工会
潮下浜（すーがはま）…71㌻
伊平屋ムーンライトマラソン…72㌻
伊勢海老定食…72㌻

名護市商工会
1日1組限定！アイアンコテージ…71㌻
運天原共同売店…71㌻
ナンマムイネイチャーリゾート…71㌻

嘉手納町商工会
かでな社交業ビアフェスタ…69㌻
かでな社交業泡盛まつり…70㌻
嘉手納町エイサーまつり…70㌻
琉球ドラゴンプロレスリング…70㌻
道の駅かでな…70㌻
野國總管まつり…70㌻

うるま市商工会
車で行ける！離島ビーチ…70㌻
体験型観光農園　「うるま農場」…71㌻

対馬市商工会
国境の島・対馬の神社群…61㌻

壱岐市商工会
小島神社…63㌻
原の辻遺跡…63㌻
辰ノ島遊覧…63㌻

唐津上場商工会
 玄海国定公園「いろは島」を楽しむ！！
家族で楽しめるSUP体験ツアー…59㌻

神埼市商工会
神埼めん懐石…6㌻
九年庵秋の一般公開…59㌻
神埼そうめんコロッケ…59㌻
神埼そうめんコロッケ定食…59㌻
百年庵御膳…59㌻

吉野ヶ里町商工会
国営吉野ヶ里歴史公園…60㌻
ひがしせふり温泉　山茶花の湯…60㌻
道の駅吉野ヶ里　さざんか千坊館…60㌻

西そのぎ商工会
みかん・オリーブ・巨峰…63㌻
大村湾…63㌻
さばくさらかし岩…63㌻
ペーロン体験…64㌻
長与シーサイドストリート…64㌻
時津街道…64㌻

雲仙市商工会
ロマンスウエディング…62㌻
ハートマークを探せ！（橘神社）…62㌻
ハートストーンを探せ！（岩戸神社）…62㌻

日置市商工会
せっぺとべ…68㌻
千本楠…68㌻
大汝牟遅神社の流鏑馬…68㌻
森林体験交流センター　美山陶遊館…68㌻
美山窯元祭り…68㌻

宮古島市伊良部商工会
ベイクルーズ・宮古島モンブラン…71㌻

渡嘉敷村商工会
マリンスポーツ…72㌻
分宿型修学旅行…72㌻
阿波連ビーチ…72㌻
渡嘉志久ビーチ…72㌻

平戸市商工会
 絶好のドライブコース
『生月サンセットウェイ』…60㌻
 平戸に残る最高の聖地『中江ノ島』…60㌻
 大島村の神浦地区伝統建築群…60㌻
 幻の世界遺産『田平天主堂』…60㌻

西海市商工会
さいかい丼フェア…61㌻
 大村湾～無人島～滞在記「田島」…61㌻
日本一小さな公園…61㌻
七ツ釜鍾乳洞…61㌻
音浴博物館…61㌻

五島市商工会
さんさん富江キャンプ村…62㌻
大瀬崎灯台…62㌻
高浜海水浴場…62㌻
江上教会…62㌻

みやこ町商工会
みやこ甘味舎…59㌻

日出町商工会
おおがファーム…66㌻

日田地区商工会
天ヶ瀬温泉…7㌻

菊池市商工会
菊人形・菊まつり…64㌻
きくち秋まつり…64㌻
七城ふるさとコスモスまつり…64㌻
泗水孔子まつり…65㌻
鞍岳…65㌻
イデベンチャー…65㌻
人力車散策…65㌻
新メニューいろいろ　菊池の福丼…65㌻
泗水孔子公園…65㌻

御船町商工会
わくわく化石発掘体験…4㌻
吉無田高原「緑の村」…66㌻

高千穂町商工会
Café&Buffet GOKOKU…67㌻
思いをこめて！…67㌻

美郷町商工会
御田の里の御田祭…5㌻
百済の里　師走まつり…66㌻
星降る地蔵の里…66㌻

南郷町商工会
黒潮の香り豊かな港の駅めいつ…66㌻
かつお一本釣りお守り…66㌻

大崎町商工会
横瀬古墳…67㌻
大崎伝統芸能「神舞」…67㌻
くにの松原…67㌻

菜の花商工会
絶景露天風呂　「たまて箱温泉」…67㌻

南九州市商工会
 日本一の生産量を誇る知覧茶商品を取り揃えた　
ちらん特産品の店…69㌻
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みやこ甘味舎
（福岡県／みやこ町商工会）

九州随一のジャムの品揃え。九州一円から選りすぐりの
ジャム・ドレッシングを集めた、みやこ町のアンテナショッ
プ。お店では季節のフードやスイーツなどを食べることがで
きる。みやこ甘味舎オリジナルのジャムもおすすめ。

　

【営業／休み】平日10：00～
17：00 土日祝9：00～17：00 
OS16：30／12/31～1/4
【交通】東九州道みやこ豊津IC
から2.3km（約5分）
【問い合わせ】みやこ甘味舎
☎0930・33・3177

神埼そうめんコロッケ
（佐賀県／神埼市商工会）

380年の歴史を持つ”神埼そうめん”の郷として知られる神
埼に、新たな発想で素材や食感を楽しむ”新感覚グルメ”とし
て誕生したのが「神埼そうめんコロッケ」。衣にそうめんを使
い、周りカリカリ、中の具材には、地元で採れた野菜、そうめ
ん、ひき肉を使用している。

　

【営業／休み】8：30～18：30／
毎月第二・第四火曜日
【料金】100円（税込）
【交通】長崎道東脊振ICから6.7km
【問い合わせ】神埼宿場茶屋
☎0952・53・3040

百年庵御膳
（佐賀県／神埼市商工会）

380年の歴史を持つ”神埼そうめん”の郷として知られる神埼で、明治6年より神埼
そうめんを製造している（有）井上製麺の直営店で提供している。メインの麺は四種
類（そうめん、にゅうめん、うどん、そば）から選ぶことができ、名物の神埼そうめんコ
ロッケ、脊振さしみこんにゃくなどがついてボリュームたっぷり。

　

【営業／休み】11：00～14：00（平日）　11：00～15：00（土日祝）／毎週水曜日
【料金】1300円（税込）
【交通】長崎道東脊振ICから5.4km
【問い合わせ】百年庵☎0952・53・2853

玄海国定公園「いろは島」を楽しむ！！ 
家族で楽しめるSUP体験ツアー

 （佐賀県／唐津上場商工会）

玄海国定公園有数の景勝地である「いろは島」は、その絶
景から弘法大師があまりの美しさに筆を落としたという伝
説もあるほど。その絶景を海の上で楽しんでみませんか？
SUPはボードに乗ってパドルで漕ぐだけ！「子どもからお
年寄りまで」気軽に楽しめるアクティビティで、唐津の海を
散歩しよう！

　

【料金】一日ツーリングコース13,000円　半日コース7,000円
【交通】唐津伊万里道路唐津千々賀山田ICから18km
【問い合わせ】たいようアウトドアー！☎090・5916・6561

九年庵秋の一般公開
（佐賀県／神埼市商工会）

佐賀の大実業家、伊丹弥太郎が明治25年に造った別邸と、
明治33年から9年の歳月をかけて築いた庭園。 別邸は入母屋
葦葺の屋根に杉腰張りの土壁、竹格子の連小窓や真竹を用い
た周りの濡縁など、野趣に富む外観を持ち、茶室と書院の様式
を折衷した近世和風の数奇屋建築。

　

【期間】（春）5月上旬（秋）11/15～11/23、
8：30～16：00
【交通】長崎道東脊振ICから5.3km（約10分）
【問い合わせ】
神埼市観光協会（神埼市役所 商工観光課内）
☎0952・37・0107

神埼そうめんコロッケ定食
（佐賀県／神埼市商工会）

380年の歴史を持つ”神埼そうめん”の郷として知られる神
埼に、誕生したのが「神埼そうめんコロッケ定食」。神埼そうめ
ん、神埼そうめんコロッケ、神埼おこわ、神埼苺アイスまでつ
いている。

　

【営業／休み】8：30～18：30／毎月第
二・第四火曜日
【料金】600円（税込）
【交通】長崎道東脊振ICから6.7km 
【問い合わせ】神埼宿場茶屋
☎0952・53・3040
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国営吉野ヶ里歴史公園
（佐賀県／吉野ヶ里町商工会）

吉野ヶ里歴史公園は、「弥生人の声が聞こえる」を基本テー
マに、日本の優れた文化的資産である吉野ヶ里遺跡の保存と、
当時の施設の復元や発掘物の展示などを通じて、弥生時代を
体感できる場を創出し、日本はもとより世界への情報発信の
拠点とすることを目的に作られた。園内では体験プログラム
が多数企画され、来園者に楽しまれている。

　

【営業／休み】9：00～17：00　
※6月1日～8月31日の期間は18：00まで／
　12月31日、1月の第3月曜日とその翌日
【交通】長崎道東脊振ICから3.4km
【問い合わせ】
吉野ヶ里公園管理センター☎0952・55・9333

道の駅吉野ヶ里　さざんか千坊館
（佐賀県／吉野ヶ里町商工会）

道の駅吉野ヶ里は、福岡県との県境、国道385号沿いにあ
る。物産館「さざんか千坊館」では地元で採れた農産物や、脊振
山系の天然水を使った焼きたてパン、旬の素材にこだわった
料理等を味わうことができる。展望所からは耳納連山、雲仙普
賢岳、佐賀平野を一望でき、周辺には、国指定天然記念物の千
石山サザンカ自生北限地などが
ある。

　

【営業／休み】9：00～18：00（12/30は
16：00まで）／毎月第3水曜日（12月は
除く）、12/31～1/3
【交通】長崎道東脊振ICから5.7km
【問い合わせ】道の駅吉野ヶ里　 
さざんか千坊館☎0952・55・6175

大島村の神浦地区伝統建築群
（長崎県／平戸市商工会）

花粉症の症状が消える魔法の島「的山大島」には、江戸期か
らの木造建築が軒を連ねる古い町並
みが今も残されている。 家々の凝っ
た腕木に代々の歴史が見てとること
ができる。どこか懐かしい町並みを歩
くと、当時の素朴な生活が蘇り、タイ
ムスリップした感覚が味わえる。（国
選定重要伝統的建造物群保存地区）

　

【営業／休み】なし／なし
【料金】無料
【交通】佐々佐世保道路佐々ICから44.4km
【問い合わせ】NPO法人匠塾
☎0950・55・2487

平戸に残る最高の聖地『中江ノ島』
（長崎県／平戸市商工会）

この小さな無人島では禁教時代、キリシタンが処刑された。かくれキリシタン
たちは殉教の悲話を語り伝え、島を聖地「サンジョワン様」として崇拝した。島で
行われる「お水取り」では、岩壁から染み出てくる聖水が採取され、洗礼などで用
いられた。世界遺産候補「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」の構成遺産
のひとつ。島への上陸は不可。

　

【料金】無料
【交通】佐々佐世保道路佐々ICから36.3km
【問い合わせ】平戸市商工会生月支所☎0950・53・0216

ひがしせふり温泉　山
さ ざ ん か

茶花の湯
（佐賀県／吉野ヶ里町商工会）

佐賀平野と脊振山脈を望む絶景露天風呂や大浴場をはじ
め、館内は食事処、ほぐし処、直売所などを備える。アルカリ分
豊富な温泉は地下1,800mから湧出。和室8畳が併設した家族
風呂もオススメ。源泉掛け流しの露天風呂と天然湧水の内風
呂が付いており、部屋食可能な【貸切風呂食事付きプラン】もある。

　

【営業／休み】10：00～23：00 
（最終受付22：00）／年中無休
【交通】
長崎道東脊振ICから2.7km
【問い合わせ】
ひがしせふり温泉　山茶花の湯
☎0952・53・2619

絶好のドライブコース『生月サンセッ
トウェイ』

（長崎県／平戸市商工会）

自動車メーカー各社のCMロケ地としても有名なドライブ
ロード。水平線を眺めながら走ることができる絶好のロケー
ション。 晴れた日には、素晴らしい夕日を目にすることもで
きるかも。CMのワンシーンのように、あなたの車が景色に溶
け込む。ぜひ体感してみてく
ださい！

　

【料金】無料
【交通】佐々佐世保道路佐々ICから
48.2km
【問い合わせ】平戸市商工会生月支所
☎0950・53・0216

幻の世界遺産『田平天主堂』
（長崎県／平戸市商工会）

平成30年度のユネスコ世界遺産登録を目指す、「長崎と天
草地方の潜伏キリシタン関連遺産」の
当初暫定構成遺産のひとつであった
が、推薦書見直しの際、世界遺産の構
成遺産候補から除外されることと
なった ”幻の世界遺産”。しかしなが
ら、その信仰の歴史と価値は世界遺産
以上の素晴らしい教会である。

　

【営業／休み】9：00～17：00／なし
【料金】無料 
【交通】佐々佐世保道路佐々ICから20.8km
【問い合わせ】田平天主堂☎0950・57・0254
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さいかい丼フェア
（長崎県／西海市商工会）

さいかい丼フェアは、西海市内の飲食店・民宿など15店程
度が参加し、地元で採れた海の幸・山の幸をふんだんに使用し
た、各店舗のオリジナル丼を提供している食のイベント。例年
10月～11月の実りの秋に開催している。特
産の「伊勢海老」「長崎和牛」「西海ポーク」
「ゆで干し大根」などが盛りだくさん。

　

【営業／休み】参加店舗ごとに異なる／
参加店舗ごとに異なる
【交通】西九州道佐世保大塔ICから約23.4km
【問い合わせ】
さいかい丼協議会☎0959・37・5400

日本一小さな公園
（長崎県／西海市商工会）

周囲16kmの信号の無い島「松島」の海沿いにあるこの公園
は、地元の方の手で作られた総工費わずか1万2千円のとて
も小さな公園。ベンチに座って見る、雄大な五島灘に落ちる夕
日は、絶景。見とれるまま時
間が過ぎ、帰りの船に乗り遅
れないようにご注意。

　

【交通】西九州道佐世保大塔ICから 
約40.2km一部市営船等の利用含
【問い合わせ】NPO法人西海市観光
協会☎0959・37・5833

音浴博物館
（長崎県／西海市商工会）

静かな山間にたたずむ廃校を利用した、音に関する膨大な収蔵品を誇る体験型
の博物館。100年以上前の手回し蓄音機や、約16万枚のレコード類を自分で選び、
アナログ再生装置で実際に聴くことができる。レトロな雰囲気を味わいながら、あ
なたのお気に入りのレコードを聴いて、ゆったり時間を過ごしてみては？

　

【営業／休み】10：00～18：00／月曜日（月曜日が祝日の場合は翌平日）、年末年始
【料金】一般：510円／人　小中学生：250円／人　小学生未満：無料
【交通】西九州道佐世保大塔ICから約36.5km
【問い合わせ】音浴博物館☎0959・37・0222

国境の島・対馬の神社群
（長崎県／対馬市商工会）

平安時代に編纂された「延喜式神名帳」は、朝廷に認め
られた格の高い神社（式内社）の一覧。九州と朝鮮半島の
間に位置する長崎県の島・対馬には、大陸航路の要衝・国
防の最前線として、また海神などを祭る29の式内社が集
中し、九州最多を誇る。日本神話の源流の一つである対
馬で、神社めぐりを楽しんでみては。

　

【問い合わせ】
対馬観光物産協会☎0920・52・1566

大村湾～無人島～滞在記「田島」
（長崎県／西海市商工会）

長崎県の大村湾に浮かぶ「無人島・田島」は、滞在型自然体験
施設。昔話に出てくるような古い家や田園風景が残っている。
そのうえ、魚を手づかみできそうな海や、手つかずの森、さら
に冒険にはかかせない秘密基地もある。キャンプ、魚釣り、ド
ラム缶風呂、シーカヤックなどの体験はいかが？

　

【営業／休み】9：00～17：00／なし
【料金】入島料3,240円（日帰り・大人・平日）
その他料金設定有
【交通】長崎バイパス川平ICから34.8km
【問い合わせ】㈱大村湾リゾート
☎0959・29・5005

七ツ釜鍾乳洞
（長崎県／西海市商工会）

約3000万年前に海底が隆起してできた七ツ釜鍾乳洞群は、
その材質と生成年代の新しさで、他の鍾乳洞とは全く異なる
特徴を持ち、国の天然記念物に指定されている。洞内はひんや
り涼しく、県内でも清涼スポットとして知られている。付近に
は「冷たい足湯」がある他、鍾乳洞の名水を使った、特製らむね
も販売している。暑い夏に是非お越しください。

　

【営業／休み】4月～9月　9：00～18：00　
10月～3月　9：00～17：00／
年末年始（12月30日～翌年1月2日）
【交通】西九州道佐世保大塔ICから約26.5km
【問い合わせ】
七ツ釜鍾乳洞☎0959・33・2303
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ロマンスウエディング
（長崎県／雲仙市商工会）

島原鉄道愛野駅と吾妻駅は、駅名をつなげて「愛しの吾が
妻」と読み、昔から親しまれている。教会風のかわいい駅舎の
愛野駅はカップルにとってロマンチックな場所として、「日本
ロマンチスト協会」から日本で唯一の「愛の聖地」と認定され、
その愛の聖地で結婚式を行い、永遠の愛を誓うイベントがロ
マンスウエディング。

　

【交通】JR諫早駅から、島原鉄道に乗り換
え愛野駅
【問い合わせ】島鉄本社
☎0957・62・2231
イベント問合せ先　雲仙市商工会
☎0957・36・3911

ハートストーンを探せ！（岩戸神社）
（長崎県／雲仙市商工会）

樹齢300年を超える巨木に囲まれた、森の中にある岩戸神
社。御神体は大きな洞窟で、その存在感と静寂さが、神秘的な
パワースポットとして人気。神社を下った先の岩戸観光ガー
デンの水飲み場にはハート型の石があり、見つけるとご利益
があるとか。また岩戸観光ガーデンで食
べられる、夏季限定のそうめん流しには
県内外から観光客が集まる。

　

【営業／休み】岩戸ガーデン　7月～9月（昼のみ）／ 
岩戸ガーデン　火曜日
【交通】長崎道諫早ICから32.2km（46分）
有明フェリー多比良港から11.5km（17分）
【問い合わせ】岩戸観光ガーデン☎0957・77・3040

高浜海水浴場
（長崎県／五島市商工会）

天然の海水浴場としては、日本一美しいといわれる白砂の
海浜で、五島を代表する海水浴場。西の海上に嵯峨島を望み、
緑に囲まれた白銀色の砂浜と、澄みきった海で知られる、新観
光百選・日本の渚百選・日本の道百選・日本の水浴場88選の
地。

　

【営業】平成29年7月15日～平成29年
8月27日　9：00-18：00
【料金】桟敷料：大人500円・
小学生以下300円
【交通】福江港・福江空港より車で34分
【問い合わせ】五島市役所三井楽支所
☎0959・84・3162

大瀬崎灯台
（長崎県／五島市商工会）

九州本土最西端に位置し、断崖絶壁に立つ真っ白な灯台。天気が良ければ男女群島
まで見え、夜の光は約22km先まで届くと言う。日本の灯台50選、日本の夕陽100選等
に選ばれ、展望台からの眺めは絶景としか言いようがない。毎年12月31日は最後の
夕陽鑑賞会というイベントも開催されている。

　

【料金】無料
【問い合わせ】五島市役所玉之浦支所☎0959・87・2211

ハートマークを探せ！（橘神社）
（長崎県／雲仙市商工会）

縁結びのご利益がある橘神社は、【愛】のパワースポットが
いっぱい！入口の大鳥居をくぐってすぐの橋「軍神橋」から、
本殿までの参道約200mを手をつないだままカップルで歩く
と、幸せが訪れると言われている。また、境内の手水所や本堂
には隠れたハートマークがい
くつかあり、二人で協力して
探すと更に愛が深まりそう。

　

【交通】長崎道諫早ICから38分 
JR諫早駅からバス34分
【問い合わせ】橘神社
☎0957・37・2538

さんさん富江キャンプ村
（長崎県／五島市商工会）

富江湾を見渡す景色は最高。キャンプシーズンは、持込テン
トサイト600円で利用でき、食器セット、寝具などは貸出可。
キャンプ村を起点として海岸線を片道8kmのサイクリング
ロードがあり、貸自転車も利用できる。また、テニスコート、グ
ランドゴルフ、パットゴルフな
どもある。

　

【営業／休み】
予約等は、通常9時から17時まで／
年中無休
【交通】福江港から車で25分
【問い合わせ】
さんさん富江キャンプ村
☎0959・86・2920

江上教会
（長崎県／五島市商工会）

大正7年（1918年）鉄川与助によって建設された教会で、重
層切妻の木造建築。内部の空間構成をそのまま立正面に表し
ており、木造教会の代表的なものといわれる。世界遺産候補「長
崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」の一つであり、正式
決定が待たれている。（平成20年4月国の重要文化財指定）

　

【営業／休み】9：00～16：00／
<ミサ>第3日曜 14：30～16：00 
<休館>月曜（祝日の場合は翌日）
【交通】奈留港から7.7km（車で約12分）
【問い合わせ】
長崎と天草地方の潜伏キリシタン
関連遺産インフォメーションセンター
☎095・823・7650
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こ
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（長崎県／壱岐市商工会）

日本遺産の構成要素として認定されている内海湾にある小
島神社は、日本の「モン・サン・ミシェル」と呼ばれている。干潮
時は海が割れて参道が現れ、満潮時は島に変わる。パワース
ポットとしても注目の場所で、小島神社を含む島全体が神域
とされている。島の裏側にある灯籠
から続く道を昇ると社殿がある。

　

【営業】干潮の時のみ島に渡ることができる
【交通】壱岐市芦辺港から車で7分
【問い合わせ】壱岐市芦辺町諸古南触111－2
「内海湾遊覧船（山本真珠）」
☎090・8417・5222（山本）

辰ノ島遊覧
（長崎県／壱岐市商工会）

壱岐の最北端、勝本港から北西2kmにある無人島「辰ノ
島」。3月～11月の間、周遊クルーズ船が運航する。海の宮殿、
マンモス岩、さざえ岩などをめぐり、50メートルの断崖を縦
に切り裂いたような蛇ケ谷など、荒波が浸食し長い年月をか
けてできた断崖絶壁とエメラルドグリーンに輝く透明度の高
い海を堪能できる。

　

【営業／休み】
3月～11月（※平成29年実績）／
上記シーズン中は一日6便。
オフシーズンは予約のみで運行。
【交通】壱岐市郷ノ浦港から車で25分 
【問い合わせ】辰ノ島遊覧☎0920・42・2020

大村湾
（長崎県／西そのぎ商工会）

まるで湖のような、波静かで温暖な海風を地上に送る大村湾。「琴の湖」（こ
とのうみ）の別名がある。12月～1月に捕れる質のよいなまこは、やわらかく
ておいしいと評判。冬には港にカキ小屋もオープン。釣りやヨットなど海の
レジャーを楽しむこともできる。長崎空港と時津港を約25分で結ぶ高速船
は、速くて便利。

　

【交通】時津港まで空港から船で約25分
【問い合わせ】西そのぎ商工会☎095・882・2240

さばくさらかし岩
（長崎県／西そのぎ商工会）

「日本昔ばなし」にも登場した奇
岩。その昔、この岩の下を通りか
かった魚売りが今にも落ちそうな
岩を見て、「落ちてから通ろう」と
待っていたが、いつまでも岩は落
ちてこず、結局かごの中の鯖を腐
らせてしまった…という民話か
ら、こう呼ばれている。町内のマン
ホールにもこの岩が描かれてい
る。最近は、試験に「落ちない」ご利
益を求める受験生に人気。

　

【交通】川平有料道路井手園ICから0.28km
【問い合わせ】時津町役場
☎095・882・2211

原
はる

の
の

辻
つじ

遺
い

跡
せき

（長崎県／壱岐市商工会）

弥生集落としては、登呂遺跡（静岡県）、吉野ヶ里遺跡（佐賀
県）に続き、国内3例目となった国特別史跡『原の辻遺跡』。日
本遺産の構成要素として認定されており、復元された一支国
の王都を体感することができる。また遺跡のそばにある「原の
辻ガイダンス」では、原の辻遺跡の調査の歴史や整備のポイン
トが紹介されているほか、「勾玉づくり」や「火おこし体験」な
どの古代技術体験ができる。

　

【営業／休み】8：45～17：30
（最終入館は17：00まで）／年末（12/29～31）
【交通】壱岐市芦辺港から車で10分
壱岐市印通寺港から5分
【問い合わせ】原の辻ガイダンス
☎0920・45・2065

みかん・オリーブ・巨峰
（長崎県／西そのぎ商工会）

220年の歴史を持つ長与のみかん、
甘みと酸味をほどよく含んだ時津の
巨峰。最近は、みかんの休耕畑を利用
したオリーブの栽培も盛ん。これら
の豊かな農産物から、生まれるみか
んジャム・みかんのラスク・時津ワイ
ン・オリーブの加工品等は、お土産と
しても人気がある。

　

【問い合わせ】西そのぎ商工会
☎095・882・2240
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ペーロン体験
（長崎県／西そのぎ商工会）

ペーロンは、長崎県内で行われる舟競漕の行
事。中国に由来し、語源は「白竜（パイロン）」が
転訛したものといわれている。ペーロン1隻に
26～28名が乗り込み、海とふれあい、全員で力
を合わせ船を動かす。ペーロン保存会スタッフ
が、レース前に漕ぎ方などの指導を行う。波静
かな大村湾での体験ペーロンは大好評。

　

【営業】4月～7月／
時間：8時30分～17時30分（1時間半～2時間）
【交通】川平有料道路女の都IC6.2km
又は長与ICから6.4km
【問い合わせ】長与町役場
☎095・883・1111

長与シーサイドストリート
（長崎県／西そのぎ商工会）

長与町内を走る国道207号を中心とした海岸通り。風光明
媚なビュースポットで、ドライブ・サイクリング・ジョギング・
ウォーキングなどに最適。桜が咲くころには、お花見スポット
「和三郎憩いの広場」前に臨時
のバス停もできる。通り沿い
には飲食店、立ち寄り湯、お土
産処がある。

　

【交通】
川平有料道路長与ICから5.2km
【問い合わせ】
長与町役場☎095・883・1111

菊人形・菊まつり
（熊本県／菊池市商工会）

菊池の秋の風物詩として毎年開催されるこの祭りは、菊ま
つり推進委員会の方々が丹精込めて育てた色とりどりの大輪
菊の鉢植えや懸崖、盆栽、など約3,000点が展示される。中で
も、南北朝時代に菊池一族が奮戦した「大刀洗の場」や「袖ヶ浦
の決別」を再現した菊人形は
圧巻。

　

【営業】9：00～17：00　毎年11月
【料金】無料 
【交通】九州自動車道植木ICから14km
【問い合わせ】菊池市商工観光課
☎0968・25・7223

きくち秋まつり
（熊本県／菊池市商工会）

きくち秋まつりの菊池一族武者行列は、地元中学校吹奏楽
部の演奏に合わせて菊池市民広場を出発し、隈府の街なかを
練り歩く。御輿や踊り、獅子舞など様々披露される他、菊池一
族のルーツに迫るシンポジウムをはじめ、ゆかりの地を巡る
散策、参加者との交流会などを
開催する。

　

【営業】毎年10月中旬
【料金】無料 
【交通】九州自動車道植木ICから14km
【問い合わせ】菊池市商工観光課
☎0968・25・7223

七城ふるさとコスモスまつり
（熊本県／菊池市商工会）

第1部「きくち歩き愛です～コスモスウォーク～」では、約150万本のコスモス
が参加者を出迎える。コース内に菊池市にまつわるクイズラリーが設けられ、地
元特産品が当たる抽選会への参加ができる。第2部では、ライトアップされたコ
スモスが普段とは違う幻想的な雰囲気を演出する中、祭りのフィナーレを飾る
花火が来場者を魅了する。

　

【営業】9：00～20：30　毎年10月下旬　第一部 9：30～13：00　第二部 17：00～20：30
【問い合わせ】菊池市商工観光課☎0968・25・7223

時津街道
（長崎県／西そのぎ商工会）

鎖国時代、外国に開かれた、たった一つの窓口であった長崎
には、さまざまなものを日本国内に伝える街道として、「長崎
街道」があり、もう一つ西坂から浦上、時津をへて、海を渡り彼
杵（そのぎ）にわたる「時津街道」があった。日本26聖人は、こ
の道を歩いて、長崎市内の処刑場
へと向かった。街道沿いには、今も
茶屋（本陣）跡が残り、200年近く
続く時津まんじゅうの店がある。

　

【問い合わせ】時津町役場
☎095・882・2211
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泗水孔子まつり
（熊本県／菊池市商工会）

孔子の遺徳を偲び、中国孔子廟の大成殿で開かれる「孔子ま
つり」に因み開催される。メインイベントである「祭孔大典」
は、中国古代の音楽と舞を基に隋の時代にまとめられ、清の時
代になって現在の形になったもの。鮮やかな衣装を着た舞生
がその音色に合わせて踊る。例年マラソン大会や農業まつり
を同時開催。

　

【営業】9：00～16：00　毎年11/3
【料金】無料 
【交通】九州自動車道植木ICから10km
【問い合わせ】菊池市商工観光課
☎0968・25・7223

イデベンチャー
（熊本県／菊池市商工会）

九州唯一の大自然アトラクション、イデベンチャー。井出と
呼ばれる用水路をカヤックで下り、森の中を通ったり、橋やト
ンネルをくぐったりと、まるでジャングルの秘境を探検して
いる気分で、水の上を滑り降りていく本格的なアトラクショ
ン。「新マブコース」では約300mのトンネルを潜り抜けられ
る。菊池市の豊富な水と自然を
満喫してほしい。要予約。

　

【営業／休み】7月～9月の土日祝日
（団体利用は応相談）／水曜
【交通】九州道植木ICから20km
【問い合わせ】きくちふるさと水源交流館
☎0968・27・0102

新メニューいろいろ　菊池の福丼
 （熊本県／菊池市商工会）

菊池市のB級グルメ「菊池の福丼」とは、菊池をこよなく愛する腕利きの料理人
たちが、豊かな水資源と豊沃な大地が育んだ、菊池の食材を使用してつくった
丼。菊池産のお米を味わった後、自分でひっくり返して、どんぶりにする「菊池の
福丼 どんでん返し」など、個性的なメニューが続々登場。菊池の美味しさが詰
まった「菊池の福丼」をご賞味あれ。

　

【営業／休み】各店舗により異なる／各店舗により異なる
【交通】各店舗により異なる
【問い合わせ】菊池観光協会☎0968・25・0513

泗水孔子公園
（熊本県／菊池市商工会）

本格的な中国宮廷建築様式の公園。「泗水」という地名
は、孔子生誕の地にちなんだとされ、命名100年の記念
に建設された。建物は三国志の物語や花鳥風月を描いた
美しい回廊などを擁し、異国情緒が漂っている。毎年夏
には花火大会、秋には孔子の遺徳を偲ぶ中国の儀式を再
現した「祭孔（さいこう）大典（たいてん）」をメインに泗
水秋まつりが開催される。

　

【営業／休み】9：30～17：00（養生市場）／年末年始
【交通】九州道植木ICから9.3km
【問い合わせ】養生市場☎0968・38・6100

鞍岳
（熊本県／菊池市商工会）

阿蘇外輪山の西側に位置する鞍岳は、標高1,119mと初心
者でも歩きやすい。山麓の菊池市や大津町から眺めると馬の
鞍のように見えるところが山名の由来。九州百名山にも選ば
れており、阿蘇五岳や九重連山、有明海、島原半島の雲仙岳な
ど山頂からの景色は圧巻。高山
植物や野鳥などが四季折々に
出迎えてくれる。

　

【料金】無料
【交通】九州自動車道熊本ICから35km
【問い合わせ】菊池市商工観光課
☎0968・25・7223

人力車散策
（熊本県／菊池市商工会）

菊池一族にまつわる史跡や古くからの町並みが残る街を、
人力車で散策するのはいかが。商工会青年部を中心とした若
者グループが、菊池市の観光を盛り上げようと、土曜日・日曜
日・祝日に限り、約1キロのコースを人力車で案内している。
知る人ぞ知る菊池の話が聞け
るかも。3日前までに要予約。

　

【営業／休み】10時～17時（土・日・祝
日）／土・日・祝日以外
【料金】1台3,000円（2人乗り）
【交通】九州道植木ICから13.4km
【問い合わせ】菊池人力車「俥楽の会」
☎080・4289・0837
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吉無田高原「緑の村」
（熊本県／御船町商工会）

阿蘇外輪山の裾野に広がる標高600～700m
の場所に位置する吉無田高原。緑あふれる草原
がつづき、お天気の良い日には遠く天草の島々
や雲仙岳を望むことができる。草スキーやマウ
ンテンバイクなどのアクティビティも満載。施
設内ではさまざまなアウトドア体験を楽しむ事
ができ、休日は多くの家族連れで賑わう。

　

【営業／休み】9：00～17：00／
年末年始　月曜日（祝日の場合は翌平日）
【料金】入村料：大人220円、小・中学生110円
村内では別途アトラクション費用
【交通】九州自動車道小池高山ICから20km、
又は益城熊本空港ICから20km
【問い合わせ】吉無田高原「緑の村」☎096・285・2210

おおがファーム
（大分県／日出町商工会）

九州・大分のローズガーデン
のあるハーブ園「おおがファー
ム」。 別府湾を一望する海岸線と
美しい森に包まれた広大な園内
には、ハーブやバラなど様々な植物と、石や木など自然素材を
使った建物が調和し、やすらぎに満ちた空間を演出している。
自然と調和しながら、心豊かに暮らすスローライフをご提案。

　

【営業／休み】9：00～17：00／火曜日
【料金】大人600円、小中学生300円（季節変動あり）
【交通】宇佐別府道路日出バイパス日出ICから8km
【問い合わせ】大神（おおが）ファーム☎0977・73・0012

かつお一本釣りお守り
（宮崎県／南郷町商工会）

南郷町はかつおを中心とする漁業を基幹産業として栄えて
きた。現在でも「かつお一本釣り」では、20年間連続して漁獲
量が日本一。かつお一本釣り漁で実際に使っている漁師手作り
の擬餌針を使用しており、地元の由緒正しい「霧島神社」にて、
祈願しているので、ご利益が期待で
きる。港の駅めいつで販売中。

　

【営業／休み】8：30～17：15／ 
毎週土日・祝日
【交通】宮崎道宮崎ICから52km
【問い合わせ】南郷町商工会
☎0987・64・1125

百済の里　師走まつり
（宮崎県／美郷町商工会）

美郷町南郷は、朝鮮半島の百済国の王族が移り住んだ「百済
の里」。100km離れた隣町の福智王の御神体が南郷の父、帝嘉
王に対面する「師走まつり」が、毎年1月下旬に1300年以上も
続けられている。御神幸が南郷
に到着した際の30基を超える迎
え火が壮観。地域には「西の正倉
院」、「百済の館」、「山霧温泉」な
どがある。

　

【交通】東九州道日向ICから40.7km
【問い合わせ】美郷町観光協会南郷支部
☎0982・59・1601

星降る地蔵の里
（宮崎県／美郷町商工会）

1800年代、享和元年に日向の国、内藤藩の大火を防いだとされる「宇納間地蔵尊」
は、庶民の信仰を集めた。旧暦1月24日前後の3日間の大祭は、県内外から2万人の参
拝客でにぎわう。この地域の美しい星空を生かして標高950mの山頂に設置された、
一般者向けの「中小屋天文台」と併せ、星降る地蔵の里として親しまれている。

　

【交通】九州中央道北方ICから21.7km
東九州道日向ICから35.5km
【問い合わせ】全長寺☎0982・62・5018
中小屋天文台☎0982・62・6201（美郷町役場北郷支所企画情報課）

黒潮の香り豊かな港の駅めいつ
（宮崎県／南郷町商工会）

南国の太陽の下、鮮度が生きる朝どれ・地どれの海産物と特
産品の数々！ （物産館）地元で水揚げされた新鮮な海産物や、
その素材を使って丹精込めて作られた加工品が勢ぞろい。さ
らに、地場農産物等も豊富に品揃えしている。（レストラン）地
元で捕れる新鮮な魚介類を使った料理や郷土料理をご用意。

　

【営業／休み】（物販）9：30～17：00　（レスト
ラン）10：30～15：00／毎週月曜日（祭日の場
合は翌日）、第3火曜日
【料金】入場料等無料
【交通】宮崎道宮崎ICから51.4km
【問い合わせ】港の駅めいつ☎0987・64・1581
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Café&Buffet GOKOKU
（宮崎県／高千穂町商工会）

高千穂の食材、加工品を使ったレストラン「Cafe＆Buffet 
GOKOKU」。豊かな高千穂の自然が育てた野菜、お米などを
使用した豊富なメニューが揃う、ビュッフェスタイルのレス
トラン！観光案内カウンターも併設している。15時からはカ
フェタイムとして営業。フリーwifiとコーヒーを楽しむこと
ができる。

　

【営業／休み】
ランチタイム：11：00～14：30（L.O.14：00）／
毎週水曜日定休日
【交通】九州中央道小池高山ICから約68.4km
【問い合わせ】Café&Buffet GOKOKU
☎0982・83・0559

絶景露天風呂　「たまて箱温泉」
（鹿児島県／菜の花商工会）

世界的な口コミサイトでも、日帰りスパ&温泉施設で4年
連続全国1位に選ばれた絶景露天風呂温泉。東シナ海と開聞
岳を一望でき、湯船に浸かると大海原に浮かんでいるような
気分になる和風露天風呂と、奇岩の竹山の眺めを楽しめる洋
風露天風呂を備えている。海と山の絶景を両方楽しむことが
できる。

　

【営業／休み】9：30～19：30／
木曜日（祝日の場合は翌日）
【交通】九州道鹿児島ICから国道226号を
南下、指宿市街地を経由して約55.6km
【問い合わせ】ヘルシーランド
☎0993・35・3577

大崎伝統芸能「神舞」
（鹿児島県／大崎町商工会）

平成22年、戦時中より途絶えていた大崎町の伝統芸能「神舞」が、商工会青年
部が中心となり70年ぶりに復活させた。毎年10月の第4日曜日に都萬神社にて
「神舞」を開催している。「神舞」は商工会青年部員・町青年団員・役場職員・中学
生・小学生が参加し約10段の演目が披露される。当日は多くの観覧者で賑わう。

　

【営業】毎年10月第4日曜日夕方から
【交通】東九州道野方ICから14km
【問い合わせ】都萬神社☎099・476・0588

くにの松原
（鹿児島県／大崎町商工会）

「おおさきはおしゃれなまちさ　七キロの銀
とみどりの帯しめる」と第2次世界大戦後、海岸
線の砂と松の美が歌われていた。「くにの松原」
と呼ばれているこの保安林は、老幼の松が白砂
の中に緑の帯となって7㎞も続いている。海岸
では潮干狩りや競走馬のトレーニングを間近
に見ることができる。また、ウミガメの産卵ス
ポットにもなっており自然を満喫できる。

　

【営業】通年
【交通】東九州道野方ICから17.3km
【問い合わせ】道の駅くにの松原おおさき観光案内所
☎099・477・2400

思いをこめて！
（宮崎県／高千穂町商工会）

高千穂峡の遊歩道の途中にあるスポット。神社で祈願した
素焼きの「ハートプレート」と「まがたま」が無人販売されてい
る。高千穂を訪れた旅の思い出に、願い事や大切な人への思い
を、ハートプレートに書いてみて
は。まがたまはお土産物として人
気があり、売上（一部）は公園の管
理費等に充てられている。

　

【交通】
九州中央道小池高山ICから約69km
【問い合わせ】高千穂町観光協会
☎0982・73・1213

横瀬古墳
（鹿児島県／大崎町商工会）

1550年以上前に生まれた全長140メートル、高さ11メート
ルの、埴輪を有する巨大な前方後円墳で、国の指定史跡。この
古墳は「サイズ・形・立地」ともに良く、観光スポットとして見
学するには最適。古墳の周りは田んぼであるため、観光しやす
く前方後円墳の姿と形をはっ
きりと体感できる古墳であ
る。

　

【営業／休み】通年／無休
【交通】東九州道野方ICから16.6km
【問い合わせ】道の駅
くにの松原おおさき観光案内所
☎099・477・2400
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せっぺとべ
（鹿児島県／日置市商工会）

毎年6月の第1日曜日に行われる五穀豊穣を
祈るお田植祭。各地域から鎌踊り、棒踊り、笹踊
り、虚無僧踊りの奉納をし、神社から御神田ま
で大王殿（でおどん）を先頭にした御神幸で、若
い衆は田の中で円陣を組み、唄を歌いながら威
勢よく飛び跳ねる。「せっぺとべ」とは、精一杯
跳べの方言で、古い足耕、跳耕の名残ともいわ
れている。

　

【営業】毎年6月第一日曜日
【交通】南九州西回り道伊集院ICから約9.3km
【問い合わせ】日置市役所日吉支所（地域振興課）
☎099・292・2112

千本楠
（鹿児島県／日置市商工会）

大汝牟遅神社の参道の東側に、20数本の楠の巨木の森があ
る。伝説によると、大汝牟遅神社の祭神の大汝牟遅命がこの地
に楠の杖を刺したところ、これが根付いて親木になったとさ
れている。現在は朽ち
た根元の一部が残っ
ており、パワースポッ
トになっている。

　

【交通】南九州西回り道 
伊集院ICから約18.6km
【問い合わせ】大汝牟遅神社
☎099・296・5950

森林体験交流センター　美山陶遊館
（鹿児島県／日置市商工会）

薩摩焼発祥の地「美山」にある陶芸体験施設、美山陶遊館。自
然に親しみながら、ロクロや手ひねりなど、気軽に陶芸体験が
楽しめるほか、様々な陶芸作品を購入できる。美山の情報発信
の場としても使われている。団体から個人まで対応可能。

　

【営業／休み】8：30～17：00／
月曜・12/29～1/3
【料金】ロクロ2,050円/
手ひねり1,510円/絵付け1,510円
【交通】南九州西回り道美山ICから
1km
【問い合わせ】☎099・274・5778

美山窯元祭り
（鹿児島県／日置市商工会）

400年以上の歴史のある、薩摩焼最大の生産地である美山。
その文化に触れながら、美山を体験してみませんか。田舎なら
ではの静寂、森林から流れる風を感じながら、非日常を楽しむ
ことができる。当日は陶芸の地
ならではの各種イベントなどが
実施される。

　

【営業】毎年11月上旬　9：30～16：00
【料金】駐車料金　一律300円/日
【交通】南九州西回り道美山ICから1km
【問い合わせ】美山窯元祭り実行委員会
事務局☎099・274・2112

シーカヤック　day　無人島
（鹿児島県／宇検村商工会）

奄美の奥座敷と称される宇検村。背後には奄美群島最高峰の湯湾岳、前面の波穏
やかな焼内湾には「ハブ発祥の地」として知られる奄美最大の無人島、枝手久島を
擁する。その伝説の無人島へシーカヤックで渡り、無人ビーチでシュノーケリング
を堪能。東シナ海に沈みゆく夕陽を見る期間限定のサンセットプランは特に人気。

　

【営業／休み】9：00～17：00／要お問い合わせ
【料金】8,000円
【交通】奄美空港から車で約90分
【問い合わせ】SANCTUARY AMAMI☎080・1753・4796

大汝牟遅神社の流鏑馬
（鹿児島県／日置市商工会）

伊作島津氏10代忠良は、加世田城攻めに際し、祈願をかけ、
この戦勝と長子貴久が鹿児島本家15代守護の職責を果たす
ことが叶えられたときは、毎年流鏑馬を奉納することを誓っ
て出陣した。首尾よく勝利し願が叶い、現在も保存会によって
継承されている。鹿児島県無形
民俗文化財。

　

【営業】毎年11月23日開催
【交通】南九州西回り道伊集院ICから
約18.6km
【問い合わせ】大汝牟遅神社
☎099・296・5950
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小さな村の珈琲屋さん
（鹿児島県／宇検村商工会）

奄美大島最高峰の湯湾岳。その麓にある築40年の古民家を
改修した自家焙煎の珈琲店。鮮度の良い焙煎したての香り高
い珈琲豆を、その場で挽き、一杯一杯丁寧に抽出。旅のひと休
憩にお気軽にお立ち寄り下さ
い。店内でのお召し上がりは
もちろん、テイクアウトも可
能。（一部メニューを除く）

　

【営業／休み】要問い合わせ／不定休
【交通】奄美空港から車で約85分
【問い合わせ】とよひかり珈琲店
☎050・5898・9184

手ぶらで気軽に釣り体験　
（鹿児島県／宇検村商工会）

枝手久島周辺の3ヶ所に釣りイカダを設置。ポイントに
よって釣れる魚は異なる。ブダイ、ムロアジ、スジアラなど魚
種も豊富で、釣った魚は全て持ち帰りできる。また、貸し竿、エ
サ、氷もあり（別料金）、初心者の方でも気軽に楽しめる。前日
までに連絡が必要。（要予約）

　

【営業／休み】8：00～17：00／
無休（天候により休業あり）
【料金】大人1名1,500円～3,000円
（幼児無料・小学生半額）
【交通】奄美空港から約100分
【問い合わせ】釣りイカダ宇検
☎0997・67・6633

かでな社交業ビアフェスタ
（沖縄県／嘉手納町商工会）

嘉手納社交飲食業組合主催のイベント。オリオンビール㈱の協力のもと、出来立
て新鮮な生ビールを提供している。カラオケ大会とゲストライブで会場は大盛り
上がり。組合の屋台出店ではビールに合うおつまみを販売、サイコロステーキは人
気がありすぐに完売する。オリオンキャンペーンガールも参加し、会場で大人気。

　

【営業】毎年7月の第4金曜日開催　午後5時～9時
【料金】入場無料、ビール400円（2杯目から300円）
【交通】沖縄道沖縄南ICから8.7km
【問い合わせ】嘉手納社交飲食業組合☎098・956・7342

日本一の生産量を誇る知覧茶商品を
取り揃えた　ちらん特産品の店

（鹿児島県／南九州市商工会）

日本一の生産量を誇る知覧茶と、南九州市の特産品を厳選して
取り揃えたお店。知覧町は鹿児島県内でも有数な観光地にあり，
【りんどう】は観光客にとても人気な物産館になっている。一番人
気はやはり南九州市の基幹産業である知覧茶。豊富な品揃えと
味・色味等に関して、農林水産大臣賞を受賞した商品や、オーガ
ニック商品等多数あり，日々自信持って提供している。

　

【営業／休み】10：00～16：00／不定休　※要問い合わせ
【料金】※商品に応じて
【交通】南薩縦貫道南九州知覧ICから1.5km
【問い合わせ】ちらん特産品の店【りんどう】☎0993・83・2880

無人島へ行こう！自分だけの空間へ！
（鹿児島県／宇検村商工会）

奄美大島宇検村の焼内湾に浮かぶ無人島、枝手久島。周りを
サンゴ礁に囲まれ、プライベートビーチが幾つも点在し、海底
遺跡や神話が残る島である。シーカヤックでのんびり島巡り、
シュノーケリングで海中散策、時には水上バイクでスリル
を味わいながら、一日中楽しめる
場所。

　

【営業／休み】9：00～19：00／不定休
【料金】半日4,000～、一日7,000～
【交通】奄美空港から車で約100分
【問い合わせ】株式会社マリンアーゴ
☎090・7466・6035

湯湾岳を活用した夜の観光プログラム
（鹿児島県／宇検村商工会）

奄美大島は東洋のガラパゴスと称され、アマミノクロウサ
ギをはじめとした特別天然記念物や、固有の動植物が多数生
息している。「奄美自然塾」では世界自然遺産候補・奄美の森ナ
イトツアーを開催している。夜の森で出会う奄美の希少動植
物にドキドキ、ワクワク！奄美大
島に来島されたらぜひ一度は参
加を！

　

【営業／休み】要問い合わせ／
要問い合わせ
【料金】大人5,000円、7～12歳2,500円
【問い合わせ】奄美自然塾
☎090・9078・7763（塾長　渡　博道）
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かでな社交業泡盛まつり
（沖縄県／嘉手納町商工会）

嘉手納社交飲食業組合主催のイベント。県内
の各酒造所の協力のもと、500円で各酒造所の
泡盛が飲み放題。近年では10社以上の酒造所が
集う。イベントの最後に抽選会も実施し、当
たった方は好きなメーカーの泡盛がもらえる。
運の良い方には各酒造所とっておきの三升甕
（5,400ml）が！

　

【営業】毎年11月の第2金曜日開催　午後5時～9時
【料金】泡盛飲み放題＋お楽しみ抽選券　500円
【交通】沖縄道沖縄南ICから8.7km
【問い合わせ】嘉手納社交飲食業組合☎098・956・7342

嘉手納町エイサーまつり
（沖縄県／嘉手納町商工会）

嘉手納町のメインストリート「新町通り」を舞台とした、伝統
芸能のエイサー。6地区の自治会青年会と千原エイサーによ
る、7団体の個性豊かな演舞。嘉手納のエイサーの見所は「演
者と観客の距離」。目と鼻の先で行われる演舞は迫力満点！演
舞終了後に行われるガーエー
（団体同士の勝負）も見物。

　

【営業】毎年ウークイ（旧盆の最終日）
の翌日開催　午後6時～午後10時
【料金】観覧無料
【交通】沖縄道沖縄南ICから8.7km
【問い合わせ】嘉手納町商工会
☎098・956・2810

道の駅かでな
（沖縄県／嘉手納町商工会）

町の8割以上の地域が米軍基地となっている嘉手納町。道
の駅かでなでは、その歴史と現状を知ることができる。4階に
ある展望台からは嘉手納基地を一望でき、軍用機の離着陸な
ど、他では見る機会のない景
色を見ることができる。そこ
でのみ販売している野国いも
ソフトクリームも絶品。

　

【交通】
沖縄道沖縄南ICから6.8km
【問い合わせ】道の駅かでな
☎098・957・5678

野國總管まつり
（沖縄県／嘉手納町商工会）

約410年前に中国から芋を持ち込んだ嘉手納町の偉人「野
國總管（のぐにそうかん）」の名前を冠した嘉手納町最大のイ
ベント。各団体による舞台プログラムが豊富。近年では若者向
けのライブやダンスバトルなどを開催して広い世代に楽しま
れている。まつりの最後に上げら
れる花火は大迫力で球数も多く、
県内でもかなり有名である。

　

【営業】毎年10月第1土日に開催
【交通】沖縄道沖縄南ICから7.4km
【問い合わせ】嘉手納町役場
☎098・956・1111

車で行ける！離島ビーチ
（沖縄県／うるま市商工会）

沖縄で人気のドライブコース海中道路を通り、車で行ける伊計島にあるビーチ。沖縄で
も屈指の透明度と多くの熱帯魚に恵まれ、潮の干満に影響受けることなく、年中いつでも
海水浴が楽しめる。マリンスポーツも豊富で、マリンジェットでの伊計島一周ツアーや、
シュノーケルツアー、体験ダイビングなどもあり、冬場でも楽しめるガラスボートも人気。

　

【営業／休み】9時～17時（天候等により変動有）／年中無休（天候等により変動有）
【料金】施設使用料金：大人400円、小人300円
【交通】沖縄道沖縄北ICから約26.7km（車で約40分）
【問い合わせ】伊計ビーチ（伊計島総合開発株式会社）☎098・977・8464

琉球ドラゴンプロレスリング
（沖縄県／嘉手納町商工会）

プロレスで沖縄に夢と勇気と感動と笑顔を！エースで社長
のグルクンマスク選手が率いる、沖縄県唯一のプロレス団体。
ネーブルカデナを拠点として、プロレスショーを開催（2013
年旗揚げ）。最近では認知度もかなり向上し、県内外各地にて
活動しており、琉球ドラゴンプロレスのショーは子供のみな
らず大人も熱狂する。

　

【交通】沖縄道沖縄南IC 
から7km
【問い合わせ】㈱琉球ドラゴン
プロレスリング
☎098・956・5500
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体験型観光農園　「うるま農場」
（沖縄県／うるま市商工会）

約5万㎡の面積をもつ体験型観光農場で、オオゴマダラな
ど5種類の蝶が舞う蝶々園や、ヤギと触れ合えるコーナー、ポ
ニーの乗馬体験などができる。また飲食施設では、県産牛が食
べられる焼肉店や、農場で採れ
たパッションフルーツ等の
ジェラート工房があり、農産物
など加工品の直売所もある。

　

【営業／休み】10：00-17：00／無
【交通】沖縄道石川ICから3.2km
【問い合わせ】体験型観光農園　
「うるま農場」☎098・965・3137

1日1組限定！アイアンコテージ
（沖縄県／名護市商工会）

屋我地島の高台に建つ「鉄のコテージ」。鉄の重い扉を開い
た瞬間、そこには静（無機質）と動（自然）の世界がある。
RETORO　INDUSTRIALをコンセプトに、ヴィンテージの
照明や、インテリアで落ち着ける空間となっている。6面ある
ガラス戸を開くと、沖縄らしい南
国庭園、その向こうには古宇利島
が一望できる。

　

【営業】IN/15：00　OUT/11：00
【交通】沖縄道許田ICから20.2km
【問い合わせ】アイアンコテージ
☎090・3790・6546

ベイクルーズ・宮古島モンブラン
（沖縄県／宮古島市伊良部商工会）

宮古島の真太陽（まてぃだ）の陽光を受け、キラキラと輝く宮古ブルーの海や離島
とをつなぐ伊良部大橋、そして港の灯り。船窓に広がる景色を際立たせるゴージャス
な内装や、海中を見渡せるアクアラウンジは、きっと今までにない新鮮な驚きと感動
を味わえる。MontBlanc（モンブラン）が思い出の1ページづくりをお手伝い。

　

【営業／休み】8：00～18：00（事務所・予約部署）／無休
【交通】宮古空港より車で11分
【問い合わせ】ベイクルーズ・宮古島モンブラン☎0980・72・6641

ナンマムイネイチャーリゾート
（沖縄県／名護市商工会）

屋我地島の豊かな自然に包まれる、「グラマス」な
新感覚アウトドア、グランピング。広大な森林の中の
宿泊デッキは8棟のみ。野鳥がさえずる夜明け、陽ざ
しにまどろむ昼下がり、南国の星々がまたたく月夜。
私たちの「心」が還りつく原風景。森と、海と、島の風
光…。初めて出会う、圧倒的な大自然の感動で迎え
る。

　

【営業／休み】
IN/15：00　OUT/11：00／無
【交通】沖縄道許田ICから16.6km
【問い合わせ】
ナンマムイネイチャーリゾート
☎0980・52・8686

潮下浜（すーがはま）
（沖縄県／伊平屋村商工会）

久葉山の裏側にたたずむ美しいビーチ。西に見える無蔵水
とヤヘー岩の向こうに沈む夕日はロマンチック。また、周囲が
リーフで囲まれているため、天然のプールともいえる穏やか
な海水浴場で、非常に
高い確率でウミガメも
見れる。

　

【交通】
伊平屋村前泊港よりレンタ
カーで約15分、レンタサイク
ルで60分
【問い合わせ】
伊平屋島観光協会
☎0980・46・2526

運天原共同売店
（沖縄県／名護市商工会）

古宇利島入口近くにある地域のまちやぐぁー（商店）。生活
必需品や地域のお土産品（特産品）の購入ができる。おいしい
アイスコーヒー飲みな
がらゆくってみてはい
かが？

　

【営業／休み】OPEN　
9：00～17：30／土日
【交通】沖縄道許田IC
から21.2km
【問い合わせ】運天原共同売店
☎0980・51・4024
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マリンスポーツ
（沖縄県／渡嘉敷村商工会）

世界屈指の透明度を誇るケラマブルーと称
される渡嘉敷村の海では、1年を通して様々な
マリンスポーツ（初心者向けの体験ダイビング
から、シュノーケル、シーカヤック等）をどの
シーズンにきても楽しむことができる。

　

【営業／休み】事業所による／事業所による
【交通】那覇空港から泊港までは、車で約20分、
モノレールで約14分
（美栄橋駅下車し、泊港まで徒歩約8分）
泊港から渡嘉敷島、高速船：所要時間35分、
フェリー：所要時間70分
渡嘉敷港から阿波連ビーチまで、バスで約10分
渡嘉敷港から渡嘉志久ビーチまで　タクシーで約7分
【問い合わせ】渡嘉敷村商工会☎098・987・2430

伊平屋ムーンライトマラソン
（沖縄県／伊平屋村商工会）

伊平屋ムーンライトマラソンは、
10月の満月の夜に行われるナイト
マラソン。大自然の闇夜の中、月と
星が手に届くかのように錯覚させ
る。暑さに弱い初心者や日差しの気
になる女性にも人気のマラソン。暮
れ行く夕日を眺め、月明かりを浴び、伊平屋村の美しい自然を
体感できる。伊平屋村ならではのマラソン大会。

　

【営業】募集期間：5月1日～8月中旬（定員に達し次第締め切る）
【料金】10,000円（フル、ハーフ）保険料、記念Tシャツ、後夜祭料飲込
【問い合わせ】伊平屋ムーンライトマラソン実行委員会☎0980・46・2867

分宿型修学旅行
（沖縄県／渡嘉敷村商工会）

渡嘉敷島は那覇空港から一番近
い有人島であり、そのままの自然が
残る離島での様々な体験学習を実
施できる。また、数ヶ所の宿に分宿
にて宿泊し、島での生活を体験しながら、地域の人との交流を
深めることができ、海での体験学習も可能。

　

【交通】那覇空港から泊港までは、車で約20分、モノレールで約14分
（美栄橋駅下車し、泊港まで徒歩約8分）
泊港から渡嘉敷島、高速船：所要時間35分、フェリー：所要時間70分
渡嘉敷港から阿波連地区まで、バスで約10分
【問い合わせ】渡嘉敷村商工会☎098・987・3955

阿波連ビーチ
（沖縄県／渡嘉敷村商工会）

渡嘉敷島の西側にあり、豊か
な珊瑚礁に囲まれた弓なりの
長い砂浜で、とても穏やかな美
しいビーチ。世界屈指の透明度
を誇るコーラルブルーの海で、マリンレジャーを楽しみ、夕陽
を眺めた後は、満点の星空に身をゆだねよう。

　

【交通】那覇空港から泊港までは、車で約20分、モノレールで約14分
（美栄橋駅下車し、泊港まで徒歩約8分）
泊港から渡嘉敷島、高速船：所要時間35分、フェリー：所要時間70分
渡嘉敷港から阿波連ビーチまで、バスで約10分
【問い合わせ】阿波連ビーチ

渡嘉志久ビーチ
（沖縄県／渡嘉敷村商工会）

渡嘉敷島で2番目に大きなビーチ。砂浜が三日月のような形をしており、遠浅で
泳ぎの苦手な方や、ちいさなお子様でも安心して遊ぶことができる。浅瀬にはサン
ゴや熱帯魚は少ないが、ウミガメが海草を食べる姿がよく目撃されている。沖合に
はサンゴも見られるので、大人から子供まで楽しむことができる。 

　

【交通】那覇空港から泊港までは、車で約20分、モノレールで約14分（美栄橋駅下車し、泊港まで徒歩約8分）
泊港から渡嘉敷島、高速船：所要時間35分、フェリー：所要時間70分
渡嘉敷港から渡嘉志久ビーチまで、タクシーで約7分
【問い合わせ】渡嘉志久ビーチ

伊勢海老定食
（沖縄県／伊平屋村商工会）

伊平屋村は伊勢海老が多く取れることでも知られている。
7月の漁の解禁と同時に、村内の居酒屋等で各店舗が工夫をこ
らした伊勢海老料理が提供される。価格も非常に良心的に設
定されている。漁により大きさには多少のばらつきがある。安定
供給できるのは7月から11月まで。

　

【営業／休み】
AM11：30～PM2：00　 
PM5：00～PM11：00／日曜日
【料金】2,000円
【交通】伊平屋村前泊港より徒歩1分
【問い合わせ】海産物料理海魚
☎0980・46・2544
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魅力的なお宝情報を発信！
地域密着だからこそ知っている

ご案内

商工会
の

　商工会は、業種を問わず地元事業者が、事業の発展はも
ちろん、地域全体の活性化、また観光客の受け入れに向け
て総合的な活動を行っている会員団体です。主に町村部
に設立された公的団体で、現在国内に1,660の商工会が
あります。これとは別に、都道府県単位で商工会連合会が
あり、広域的、専門的なテーマにおいて活動支援してい
ます。
　現在加盟会員は81万の事業者を数え、業種は宿泊、観
光施設、商店、レストランなど様々です。同じ業種の会員が
交流を図る部会も設置され、情報交換はもちろん、共同事
業の実施や問題解決に向けた研究などを行っています。
　これらの各商工会との連絡を密に行い、意見交換や指
導を行うのが、全国商工会連合会です。国会や行政庁等へ
の具申、協議等踏まえ、健全な商工会の発展、また商工業
の振興等に日々努めています。
　活動の1つに「むらからまちから館」があります。東京・
有楽町にあり商工会の販路開拓支援の拠点として、また
各地域の特産品の需要動向を探るなど、アンテナショッ
プとしての役割を担っています。1日の来館は3,000人
を超え、銘菓、銘酒、調味料、乾物、野菜など約1,400種を
販売しています。
　地元の事業者だからこそ、生の情報を幅広く知ってい
ます。だからこそ、商工会は旅行エージェントにとって力
強い味方であり、旅行者のニーズに応える商品造成の
パートナーです。
　「観光宝探しノート」は本書で5冊目となり、これまで
全国の商工会地域の観光コンテンツ1,600件以上をお宝
情報として提供し、ツアー企画、商品造成のナビゲーター
として旅行エージェントの皆様に活用いただいておりま
す。過去の既刊にご興味のある方は裏表紙の観光宝探し
ノート事務局までご連絡ください。



商工会　問い合わせ一覧
北
海
道・東
北

1 今金町商工会 北海道瀬棚郡今金町字今金142番地の39　デ・モーレン今金内
☎0137-82-0724

2 美瑛町商工会 北海道上川郡美瑛町本町1丁目2番4号　四季の情報館3F
☎0166-92-1175

3 中川町商工会 北海道中川郡中川町字中川400番地の1　商工会館2階
☎01656-7-2117

4 豊浦町商工会 北海道虻田郡豊浦町字幸町86-2　豊浦町社会館
☎0142-83-2221

5 壮瞥町商工会 北海道有珠郡壮瞥町字滝之町286番地56　商工会館2階
☎0142-66-2151

6 新ひだか町商工会 北海道日高郡新ひだか町静内本町1丁目1番12号
☎0146-42-0041

7 鯵ヶ沢町商工会 青森県西津軽郡鰺ヶ沢町米町25-1
☎0172-72-2376

8 七戸町商工会 青森県上北郡七戸町字七戸48-3　商工会館
☎0176-62-2521

9 矢巾町商工会 岩手県紫波郡矢巾町大字南矢幅8-261　矢巾町商工会館
☎019-697-5111

10野田村商工会 岩手県九戸郡野田村大字野田19-2-14　野田村商工会館
☎0194-78-2012

11一戸町商工会 岩手県二戸郡一戸町一戸字砂森119-3　一戸町商工会館
☎0195-33-2354

12亘理山元商工会 宮城県亘理郡亘理町字旧館60-7　商工会館
☎0223-34-3121

13 由利本荘市商工会 秋田県由利本荘市瓦谷地1-4
☎0184-23-8686

14尾花沢市商工会 山形県尾花沢市若葉町一丁目2-20　商工会館
☎0237-22-0128

15朝日町商工会 山形県西村山郡朝日町大字宮宿1184-8　商工会館
☎0237-67-2207

16三穂田町商工会 福島県郡山市三穂田町八幡字東屋敷5
☎024-954-2154

17西田町商工会 福島県郡山市西田町三町目字平34
☎024-972-2114

18下郷町商工会 福島県南会津郡下郷町大字豊成字下モ6356
☎0241-67-3135

19 会津美里町商工会 福島県大沼郡会津美里町西裏屋敷添甲2198-1
☎0242-54-2429

関
東・甲
信
越
エ
リ
ア

20北茨城市商工会 茨城県北茨城市磯原町本町1丁目3番9号
☎0293-42-2511

21坂東市商工会 茨城県坂東市岩井3230-1　坂東市商工会館3階
☎0297-35-3317

22 石岡市八郷商工会 茨城県石岡市柿岡2009-3
☎0299-43-0247

23那珂川町商工会 栃木県那須郡那珂川町馬頭116-5　商工会館　
☎0287-92-2249

24しぶかわ商工会 群馬県渋川市吹屋384番地　渋川市子持総合支所2階
☎0279-23-8845

25中之条町商工会 群馬県吾妻郡中之条町大字中之条町664番地-1　中之条町商工会館
☎0279-75-2200

26昭和村商工会 群馬県利根郡昭和村大字糸井403-1　商工会館
☎0278-23-2918

27 くまがや市商工会 埼玉県熊谷市妻沼1706-1　妻沼商工会館
☎048-588-0140

28久喜市商工会 埼玉県久喜市久喜中央4-7-20　商工会館
☎0480-21-1154

29伊奈町商工会 埼玉県北足立郡伊奈町大字小室9454-1　商工会館
☎048-722-3751

30小川町商工会 埼玉県比企郡小川町大塚33　小川町立中央公民館2階
☎0493-72-0280

31吉見町商工会 埼玉県比企郡吉見町下細谷1210　吉見町勤労福祉センター
☎0493-54-0701

32長瀞町商工会 埼玉県秩父郡長瀞町大字本野上189-6
☎0494-66-0268

33幸手市商工会 埼玉県幸手市東3丁目8番3号　商工会館
☎0480-43-3830

34木更津市
富来田商工会

千葉県木更津市茅野537
☎0438-53-4141

35鴨川市商工会 千葉県鴨川市横渚643番地の2　商工会館
☎04-7092-0320

36いすみ市商工会 千葉県いすみ市大原7400-8　商工会館
☎0470-62-1191

37清瀬商工会 東京都清瀬市松山2-6-23　清瀬商工会館2階
☎042-491-6648

38稲城市商工会 東京都稲城市東長沼2112番地の1　稲城市地域振興プラザ2階
☎042-377-1696

関
東・甲
信
越
エ
リ
ア

39新島村商工会 東京都新島村本村5-1-15　商工会館
☎04992-5-1167

40逗子市商工会 神奈川県逗子市沼間1-5-1　商工会館
☎046-873-2774

41見附商工会 新潟県見附市本町1丁目4番地41号　見附商工会館3階
☎0258-62-1365

42豊栄商工会 新潟県新潟市北区葛塚3348番地
☎025－387-2264

43和島村商工会 新潟県長岡市小島谷3360番地1　商工会館
☎0258-74-2147

44西山町商工会 新潟県柏崎市西山町礼拝430-2　西山町産業会館
☎0257-47-2086

45頸城商工会 新潟県上越市頸城区百間町615-2
☎025-530-2156

46大月市商工会 山梨県大月市御太刀1丁目14番24号
☎0554-22-1648

47北杜市商工会 山梨県北杜市長坂町長坂上条2575-19　長坂町農村環境改善センター内
☎0551-32-1211

48 市川三郷町商工会 山梨県西八代郡市川三郷町市川大門173
☎055-272-4711

49佐久穂町商工会 長野県南佐久郡佐久穂町大字高野町561-1　商工会館
☎0267-86-2275

50高森町商工会 長野県下伊那郡高森町下市田2971-7　商工会館
☎0265-35-2254

51泰阜村商工会 長野県下伊那郡泰阜村3238番地3　商工会館
☎0260-26-2233

52上松町商工会 長野県木曽郡上松町本町通り2-8
☎0264-52-2157

53信州新町商工会 長野県長野市信州新町新町31-2　商工会館
☎026-262-2138

54信濃町商工会 長野県上水内郡信濃町大字柏原2645-2　信濃町商工会館
☎026-255-4311

東
海・北
陸
エ
リ
ア

55南砺市商工会 富山県南砺市福光7336-4　福光会館2階
☎0763-52-2038

56上市町商工会 富山県中新川郡上市町南町19
☎076-472-0716

57庄川町商工会 富山県砺波市庄川町示野116　商工会館2階
☎0763-82-1155

58森本商工会 石川県金沢市南森本町ホ59-1
☎076-258-0276

59羽咋市商工会 石川県羽咋市旭町ア139番地
☎0767-22-1393

60おおい町商工会 福井県大飯郡おおい町本郷119-6-6　おおい町商工会館
☎0770-77-0135

61高山北商工会 岐阜県高山市国府町広瀬町886番地1　高山北商工会館
☎0577-72-4130

62御嵩町商工会 岐阜県可児郡御嵩町御嵩959-1　商工会館
☎0574-67-1181

63小坂町商工会 岐阜県下呂市小坂町小坂町769　商工会館
☎0576-62-2176

64奥浜名湖商工会 静岡県浜松市北区細江町気賀595-1
☎053-527-2600

65沼津市商工会 静岡県沼津市原1200-1
☎055-966-1331

66富士市商工会 静岡県富士市鷹岡本町6-3
☎0545-71-2358

67川根本町商工会 静岡県榛原郡川根本町上長尾773-1
☎0547-56-0231

68新城市商工会 愛知県新城市字中野15-10
☎0536-22-1778

69あま市商工会 愛知県あま市甚目寺東大門8番地
☎052-442-8831

70祖父江町商工会 愛知県稲沢市祖父江町山崎下枇486-1
☎0587-97-5800

71蟹江町商工会 愛知県海部郡蟹江町城一丁目214番地　蟹江町産業文化会館2階
☎0567-95-1809

72豊浜商工会 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字会下坪27-2　商工会館
☎0569-65-0004

73菰野町商工会 三重県三重郡菰野町大字福村字清水871-1
☎059-393-1050

74大台町商工会 三重県多気郡大台町佐原1001-4
☎0598-82-1411

75大紀町商工会 三重県度会郡大紀町崎2200-1
☎0598-74-1379

関
西
エ
リ
ア

76大津北商工会 滋賀県大津市本堅田三丁目7番14号　堅田商工会館
☎077-572-0425
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関
西
エ
リ
ア

77長浜北商工会 滋賀県長浜市木之本町木之本1952番地
☎0749-82-5051

78甲賀市商工会 滋賀県甲賀市水口町水口5577-2
☎0748-62-1676

79湖南市商工会 滋賀県湖南市中央1丁目1番地1
☎0748-72-0038

80木津川市商工会 京都府木津川市木津南垣外110-9　商工会館
☎0774-72-3801

81笠置町商工会 京都府相楽郡笠置町大字笠置小字佃3-1
☎0743-95-2159

82富田林商工会 大阪府富田林市粟ヶ池町2969-5　富田林商工会館
☎0721-25-1101

83 河内長野市商工会 大阪府河内長野市昭栄町7番3号　河内長野商工会館
☎0721-53-9900

84羽曳野市商工会 大阪府羽曳野市軽里1-1-1　LICはびきの1F
☎072-958-2331

85能勢町商工会 大阪府豊能郡能勢町大里142　能勢町商工会館
☎072-734-0460

86 南あわじ市商工会 兵庫県南あわじ市市市299-2
☎0799-42-4721

87淡路市商工会 兵庫県淡路市志筑新島5-2　商工会館
☎0799-62-3066

88宍粟市商工会 兵庫県宍粟市山崎町山崎205　商工会館
☎0790-62-2365

89香美町商工会 兵庫県美方郡香美町香住区香住107　商工会館
☎0796-36-0123

90新温泉町商工会 兵庫県美方郡新温泉町浜坂2143-10　新温泉町商工会館3階
☎0796-82-1152

91 大和郡山市商工会 奈良県大和郡山市北郡山町185-3　商工会館
☎0743-53-5955

92斑鳩町商工会 奈良県斑鳩町龍田南1丁目3番49号　商工会館
☎0745-74-2500

93明日香村商工会 奈良県高市郡明日香村大字島庄5番地　明日香村商工会館
☎0744-54-2068

94王寺町商工会 奈良県北葛城郡王寺町王寺2-1-18　やわらぎ会館3階
☎0745-72-5105

95白浜町商工会 和歌山県西牟婁郡白浜町3031-100　白浜町商工会館
☎0739-42-4686

96日置川町商工会 和歌山県西牟婁郡白浜町日置980-1　商工会館
☎0739-52-3592

中
国・四
国
エ
リ
ア

97鳥取市南商工会 鳥取県鳥取市河原町長瀬45-1
☎0858-85-1160

98鳥取市西商工会 鳥取県鳥取市気高町勝見670-22
☎0857-82-0809

99岩美町商工会 鳥取県岩美郡岩美町浦富1031-23
☎0857-72-0588

100三朝町商工会 鳥取県東伯郡三朝町三朝973-1　三朝温泉観光商工センター
☎0858-43-3131

101北栄町商工会 鳥取県東伯郡北栄町由良宿409
☎0858-37-4057

102銀の道商工会 島根県大田市温泉津町小浜ィ308-6　商工会館
☎0855-65-1110

103斐川町商工会 島根県出雲市斐川町上庄原1749-3
☎0853-72-0674

104隠岐國商工会 島根県隠岐郡海士町大字福井1375番地1
☎08514-2-0376

105岡山北商工会 岡山県岡山市北区御津宇垣1630-1
☎0867-24-2131

106和気商工会 岡山県和気郡和気町尺所2
☎0869-93-0522

107五日市商工会 広島県広島市佐伯区五日市中央4-15-3　五日市商工会館
☎082-923-4138

108 尾道しまなみ商工会 広島県尾道市向島町16054-4
☎0848-44-3005

109江田島市商工会 広島県江田島市江田島町小用2丁目17-1
☎0823-42-0168

110大畠商工会 山口県柳井市神代4830　商工会館
☎0820-45-2414

111くすのき商工会 山口県宇部市大字船木442-11
☎0836-67-1352

112勝浦町商工会 徳島県勝浦郡勝浦町大字久国字久保田5-7　商工会館
☎0885-42-2319

113上勝町商工会 徳島県勝浦郡上勝町大字福原字川北62-2
☎0885-46-0108

114那賀川町商工会 徳島県阿南市那賀川町苅屋357-2　商工会館
☎0884-42-1772

中
国・四
国
エ
リ
ア

115那賀町商工会 徳島県那賀郡那賀町延野字王子原40574
☎0884-62-0183

116美波町商工会 徳島県海部郡美波町奥河内字寺前493番地6　道の駅ひわさ2階
☎0884-77-0759

117 東みよし町商工会 徳島県三好郡東みよし町加茂3360
☎0883-82-2177

118さぬき市商工会 香川県さぬき市志度5385-30
☎087-894-3888

119土庄町商工会 香川県小豆郡土庄町渕崎字大高下甲1389番地の12　商工会館
☎0879-62-0427

120琴平町商工会 香川県仲多度郡琴平町榎井869-5
☎0877-73-5525

121東温市商工会 愛媛県東温市見奈良495番地3　商工会館
☎089-964-1254

122大豊町商工会 高知県長岡郡大豊町高須235番地3
☎0887-72-0128

123大月町商工会 高知県幡多郡大月町弘見2087-1　商工会館
☎0880-73-0135

九
州・沖
縄
エ
リ
ア

124みやこ町商工会 福岡県京都郡みやこ町豊津1108番地
☎0930-33-2086

125唐津上場商工会 佐賀県唐津市鎮西町名護屋1801
☎0955-82-3826

126神埼市商工会 佐賀県神埼市神埼町神埼413-3
☎0952-52-7131

127 吉野ヶ里町商工会 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田283-6
☎0952-52-4644

128平戸市商工会 長崎県平戸市田平町山内免344-5　商工会館
☎0950-57-0223

129対馬市商工会 長崎県対馬市美津島町鶏知甲550-2　美津島支所商工会館
☎0920-54-8045

130壱岐市商工会 長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触490番地9　商工会館2階
☎0920-47-6001

131五島市商工会 長崎県五島市岐宿町岐宿2256番地3
☎0959-82-0702

132西海市商工会 長崎県西海市西彼町喰場郷1686-3
☎0959-37-5400

133雲仙市商工会 長崎県雲仙市愛野町乙555-1
☎0957-36-3911

134西そのぎ商工会 長崎県西彼杵郡時津町浦郷428-14
☎095-882-2240

135菊池市商工会 熊本県菊池市隈府884-1　商工会館
☎0968-25-1131

136御船町商工会 熊本県上益城郡御船町御船923　商工会館
☎096-282-0322

137日田地区商工会 大分県日田市天瀬町桜竹671-2　日田市天瀬振興局2階
☎0973-57-2976

138日出町商工会 大分県速見郡日出町2612-2　日出町商工会館
☎0977-72-2232

139南郷町商工会 宮崎県日南市南郷町東町14-11　商工会館
☎0987-64-1125

140美郷町商工会 宮崎県東臼杵郡美郷町西郷田代29-1
☎0982-66-2023

141高千穂町商工会 宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井1099-1　商工会館
☎0982-72-2350

142菜の花商工会 鹿児島県指宿市山川福元6711-7　商工会館
☎0993-34-1141

143日置市商工会 鹿児島県日置市伊集院町下谷口1813番地7　商工会館
☎099-272-2222

144南九州市商工会 鹿児島県南九州市川辺町平山6978　商工会館
☎0993-56-0247

145大崎町商工会 鹿児島県曽於郡大崎町假宿1032-2　商工会館
☎099-476-0136

146宇検村商工会 鹿児島県大島郡宇検村大字湯湾7-1　商工会館
☎0997-67-2661

147名護市商工会 沖縄県名護市大中一丁目19番24号　名護市産業支援センター1F
☎0980-52-4243

148うるま市商工会 沖縄県うるま市勝連平安名2884-1
☎098-978-3168

149嘉手納町商工会 沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納259番地　嘉手納町商工業研修等施設
☎098-956-2810

150渡嘉敷村商工会 沖縄県島尻郡渡嘉敷村字渡嘉敷346番地
☎098-987-2430

151伊平屋村商工会 沖縄県島尻郡伊平屋村字我喜屋217-27
☎0980-46-2912

152宮古島市
伊良部商工会

沖縄県宮古島市伊良部字長浜1296番地　旧伊良部町議会棟（2階）
☎0980-78-6202
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