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催し

北海道・東北

● 秩父別町商工会
❶
❷ 上川町商工会
●
❸ 音威子府村商工会
●
❹ 新得町商工会
●
❺ きたみ市商工会
●
❻ 長万部商工会
●
❼ 興部町商工会
●
❽ 津別町商工会
●
❾ 壮瞥町商工会
●
❿ 中標津町商工会
●
⓫ 足寄町商工会
●
⓬ 泊村商工会
●
⓭ 月形商工会
●
⓮ 鷹栖町商工会
●
⓯ 湧別町商工会
●
⓰ ニセコ町商工会
●
⓱ 豊浦町商工会
●
⓲ 更別村商工会
●
⓳ 厚沢部商工会
●
⓴ 洞爺湖町商工会
●
● 新ひだか町商工会

特産

温泉

● 平川市商工会
● 平内町商工会
● 遠野商工会
● 矢巾町商工会
● 紫波町商工会
● 軽米町商工会
● みやぎ北上商工会
● 蔵王町商工会
● 多賀城・七ヶ浜商工会
● 加美商工会
● 利府松島商工会
● にかほ市商工会
● 尾花沢市商工会
● 三春町商工会
● 富久山町商工会
● 中田町商工会
● 石川町商工会
● 西郷村商工会
● 国見町商工会
● 安積町商工会
● 下郷町商工会

● 河内町商工会
● 常総市商工会
● 坂東市商工会
● 高萩市商工会
● 那珂川町商工会
● 上三川町商工会
● 那須鳥山商工会
● 前橋東部商工会
● 昭和村商工会
● しぶかわ商工会
● ふかや市商工会
● 日高市商工会
● 小川町商工会
● 富里市商工会
● 南房総市内房商工会
● 鋸南町商工会
● 富津市商工会
● 鴨川市商工会
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見所

関東・甲信越

東海・北陸

● いすみ市商工会
● 小金井市商工会
● 清瀬商工会
● 足柄上商工会
● 寒川町商工会
● 大磯町商工会
● 畑野商工会
● 与板町商工会
● 中央市商工会
● 河口湖商工会
● 山梨市商工会
● 北杜市商工会
● 木曽町商工会
● 佐久穂町商工会
● 信濃町商工会
● 箕輪町商工会
● 高森町商工会

● 富山市八尾山田商工会
● 立山舟橋商工会
● 小矢部市商工会
● 羽咋市商工会
● 越前市商工会
● 坂井市商工会
● 笠原町商工会
● 関ヶ原町商工会
● 東白川村商工会
● 清水町商工会
● 伊豆市商工会
● 川根本町商工会
● 新居町商工会

● 裾野市商工会
● 函南町商工会
● 浜北商工会
● 浜名商工会
● 奥浜名湖商工会
● 豊浜商工会
● 祖父江町商工会
● 有松商工会
● 下山商工会
● 稲武商工会
● 大台町商工会
● 大紀町商工会
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※記事中のデータは2018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。

グルメ

青森

❺
⓯ ●
●

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６弾となる今回は全国 47 都道府
県 146 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。

体験

●

●

関西

● 東浅井商工会
● 長浜北商工会
● 湖南市商工会
● 甲賀市商工会
● 野洲市商工会
● 木津川市商工会

中国・四国

● 宇治田原町商工会
● 丹波市商工会
● 香美町商工会
● 新温泉町商工会
● 十津川村商工会
● みなべ町商工会

● 鳥取市南商工会
● 隠岐國商工会
● 浅口商工会
● みまさか商工会
● 和気商工会
● 五日市商工会

九州・沖縄

● 世羅町商工会
● 萩・阿西商工会
● 美祢市商工会
● 東みよし町商工会
● 三豊市商工会
● 琴平町商工会

● 芦屋町商工会
● 嘉麻市商工会
● 大野城市商工会
● 添田町商工会
● 西海市商工会
● 菊池市商工会
● 美里町商工会
● 合志市商工会
● 九州アルプス商工会
● 南郷町商工会

● 高千穂町商工会
● 垂水市商工会
● 徳之島町商工会
● 鹿児島県商工会連合会
● 南九州市商工会
● 屋久島町商工会
● 与論町商工会
● 名護市商工会
● うるま市商工会
● 伊是名村商工会

●
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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

新得新そば祭り

各地の催し

いこいの村まつり「海洋薪能」

（北海道／新得町商工会）

（新潟県／畑野商工会）

多田港に浮かべた特設舞台で演じられる薪能を対岸から鑑賞す
るもので、佐渡配流となった世阿弥の着岸地とされる多田地区なら
ではの趣向で、世界唯一の海洋薪能を堪能できる。あわせて、郷土芸
能の「鬼太鼓」
「大獅子舞い」や佐渡民謡
「佐渡おけさ」
「相川音頭」も披
露される。

【期間】9月最終日曜

【開催／会場】毎年8月14日／多田漁港

【料金】入場料無料

【料金】入場料：無料（※予約不要）

【交通】道東自動車道十勝清水 IC から13km
【問い合わせ】新得町観光協会☎0156・64・0522

【交通】車で佐渡汽船両津港から約50分、赤泊港から約20分、小木港から約35分
【問い合わせ】佐渡市役所畑野行政サービスセンター 松ヶ崎連絡所

特集コンテンツ

特集コンテンツ

昼間温かく夜涼しい新得町の気候は蕎麦作りに大変適しており、
蕎麦の生産量日本一の北海道で良質な蕎麦と有名なのが新得町産蕎
麦。7月には国道38号線を包むように蕎麦の白い花が咲き、新蕎麦が
取れる毎年9月の最終日曜日には
「しんとく新そば祭り」が開催さ
れ、蕎麦の醍醐味が味わえる。

☎0259・67・2001

洞爺湖絶景ホーストレッキング

越中八尾おわら風の盆
三味線体験プログラム

（北海道／洞爺湖町商工会）

おとなしい馬を使用しており、初心者でも自分で馬に指示を出し
ホーストレッキングができる。洞爺湖を一望する絶景コースで、夏
は急傾斜のダイナミックな山岳コース、冬は白銀のスノートレッキ
ングを楽しめる。レイクトレッキング約40分、レイクヒルトレッキ
ング約90分、
お子様サポート付ファミリートレッキング約35分。
【営業／休み】9：30〜16：30／夏季無休、冬季火曜
【料金】レイクトレッキング約40分／5,500円〜
【交通】道央道虻田洞爺湖 IC から5.8km
【問い合わせ】レイクトーヤランチ☎0142・73・2455

（富山県／富山市八尾山田商工会）

越中八尾おわら風の盆は、八尾に暮らす人々が大切に守り育んで
きた民謡行事で、唄の歌詞、踊りに一流の手が加わることで、芸術の
域にまで洗練された民謡である。中でも、三味線はおわら独特の重
厚な旋律を生み出す楽器で、プログラムでは実際に八尾町の三味線
名人に習い、一緒に演奏する。優美で幻想的なメロディーを奏でて
みてはいかが。
【料金】2,000円／人（※5日前までに予約）／4名から催行
【交通】北陸自動車道富山 IC から14.5km
【問い合わせ】越中八尾ベース OYATSU ☎076・482・6955

内房のダイナミックな自然の中での
カヤック体験

徳山の盆踊（ヒーヤイ）
（静岡県／川根本町商工会）

ヒーヤイは「その形態が風流小歌踊と、古歌舞伎踊の初期の仕組
みを伝承するもので、わが国の芸能史上価値ある無形の国宝ともい
える芸能である」と評価されており、徳山の盆踊の主役といえる。い
でたちは、麻の葉模様の浴衣に黒い垂らし帯を締め、菅笠ををかぶ
り、扇子と綾棒を手に操るさまは、古風な女歌舞伎踊に通ずるものが
ある。

（千葉県／南房総市内房商工会）

都心から1時間半でアクセスできる千葉県南房総市にて、無人島
や、断崖絶壁へカヤックで向かう半日カヤック体験。
初めて海に出る時の浮遊感は忘れられない体験になるはず。
内房のダイナミックな自然の中を海抜0メートルから見ると、何
が見える？
小学生から気軽に体験できる海の大冒険。ご家族にもおススメ！

【期間】毎年8月15日
【交通】新東名高速道島田金谷 IC から35km
【問い合わせ】川根本町社会教育課☎0547･58･7080

【営業／休み】9：00〜18：00／不定休
【料金】大人7,500円
（税込） 小学生6,500円
（税込）
・半日カヤック体験
【交通】富津館山道鋸南富山 IC から3.2km
【問い合わせ】パドリング アーキペラゴ☎0470・29・7333

鴨方町手延べ麺まつり
（岡山県／浅口商工会）

浅口市特産である手延べ麺の試食・食べ比べができ、各社自慢の
手延べ麺の試食だけでなく、そうめん流し体験や手延べ麺づくり体
験会、手延べ麺のばし挑戦会など一味違った体験もできる。会場内
で各社の手延べ麺を購入できるので、お気に入りの手延べ麺を見つ
けて、家でも味わうことができる。
【期間】毎年6月下旬（10：00〜15：00）
【料金】入場料：300円 小学生以下100円
【交通】山陽自動車道鴨方 IC から2.7km
【問い合わせ】浅口商工会☎0865・44・3211
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ローズフェスタ
（広島県／世羅町商工会）

イングリッシュローズをメインに約135品種・7,100株のバラを
鑑賞できる、中四国初のイングリッシュローズガーデンで、日本最
長400メートルのロングボーダーガーデンも楽しめる。また、バラの
スペシャリストによるガーデンツアーなども開催。ショップやカ
フェも併設している。
【期間／営業／休み】5月25日
（土）〜7月15日（月・祝）
9：00〜17：00／期間中無休
【料金】大人800円（中学生以上） 子ども400円（4歳〜小学生）
【交通】尾道自動車道世羅 IC から13km
【問い合わせ】そらの花畑 世羅高原 花の森☎0847・29・0122
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地域のおすすめグルメ・特産品
●●●●●●●●●●

インスタ映え間違いなし

富津はかりめフェア

日本の絶景

煙山ひまわりパーク

（千葉県／富津市商工会）

（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に2．
8ha の土地に約40万本のひ
まわりが一面に咲き誇る。
さんさんと降り注ぐ太陽の光を浴びて金色
に輝く姿をとらえようと写真愛好者にも人気スポットとなっている。

特集コンテンツ

特集コンテンツ

「はかりめ」とは富津市名産のあなごのことで、細長く横に点々と
ある模様が棒はかりのようであったことから「はかりめ」と呼ばれて
いる。期間中、
はかりめ料理を市内統一キャンペーンとして提供して
おり、はかりめ料理をご注文の方には小鉢料理などのサービスもあ
る。

【期間】8月中旬が見ごろ

【期間／休み】6月1日〜7月31日
（営業時間・休みは各店舗による）

【交通】東北自動車道矢巾スマート IC から1.8km

【料金】各店舗による

【問い合わせ】矢巾町産業振興課☎019・611・2605

【問い合わせ】☎各店舗による

わさび鍋

菊池渓谷

（静岡県／伊豆市商工会）

（熊本県／菊池市商工会）

天城が発祥の地、わさび鍋。天城湯ヶ島の旅館でしか味わえな
かったわさび鍋が一般の人にも気軽に楽しめるようになった。わさ
び農家ならではのたくさんのわさびを使い、わさびの風味をいかし
た食べ方を提案している。※324円追加でご飯かうどんをご用意。
（卵付き）
【営業／休み】11：00〜15：00／水曜
（行楽シーズンは営業）
【料金】1,296円
【交通】新東名高速道沼津長泉 IC から39.1km
【問い合わせ】あまご茶屋 天城湯ヶ島店☎0558・85・2016

日本名水百選、日本の滝百選などに選ばれる
「菊池渓谷」は、うっ
そうとした天然生広葉樹で覆われ、その間をぬって流れる伏流水
は、大小さまざまな瀬や渕、そして滝をつくり、その変化に富む渓流
と美しい森林が織りなす姿は絶景で、四季を通じて訪れる人々の心
を和ませてくれる。
【営業／休み】8：30〜17：00
（4月1日〜11月30日）／12月1日〜翌年3月31日
【料金】100円（維持管理協力金：高校生以上）
【交通】九州道植木 IC から26.7km
【問い合わせ】菊池渓谷を美しくする保護管理協議会（菊池市商工観光課内）
☎0968・25・7223

米粉王国

久住高原星空の巡り 星と花の融合

（愛知県／稲武商工会）

（大分県／九州アルプス商工会）

平成24年度から幻の米「ミネアサヒ」を使った特産品づくりに取
り組んでいる。平成25年度には
「米粉王国」の開国を宣言し、米粉の
特徴を生かした特産品づくりを7店舗で取り組んでおり、道の駅の
「米粉パン」は行列ができる人気商品である。その他にもシフォン
ケーキやドーナツ、からすみ等に多くの商品が開発された。

九州の中心部に位置する雄大な久住高原。そこに広がる22万㎡の
くじゅう花公園は、春から秋にかけて約500種、500万本の花々が咲
き誇る。園内は森のエリアや花畑エリア、
野草のエリアなど変化にと
んだ景色を楽しめ、癒しと潤いを体感できる。
【営業／休み】8：30〜17：30／シーズン中は無休
※冬期休園あり（12月1日〜2月末）
【料金】大人（高校生以上）1,300円 他
【交通】大分自動車道湯布院 IC から48.9km
【問い合わせ】くじゅう花公園☎0974・76・1422

【営業】9：00〜17：00
（土・日曜・祝日18：00まで）
【交通】東海環状自動車道豊田勘八 IC から約37km
【問い合わせ】道の駅「どんぐりの里いなぶ」及び周辺☎0565・82・3135

姫甘海老
（鹿児島県／垂水市商工会）

鹿児島県桜島の目前に広がる錦江湾でしか生息しない「姫甘海
老」は、とんとこ漁（底引き網）で限られた量だけ水揚げされる大変
貴重な深海海老である。
深海（100M〜200M）で生息し、体長は大きいもので5cm と甘海
老より小さく、色は綺麗なピンク色をしている。味は、海老の香りが
とても濃厚で、
甘いのが特徴。

6

体験ダイビング
（沖縄県／伊是名村商工会）

沖縄本島北部の運天港からフェリーで1時間の伊是名島は、手つ
かずの自然や昔ながらの沖縄が残されている。海の中は色とりどり
のサンゴ礁とたくさんの魚たち！ウミガメも多く、海を泳いで満足
すること間違いなし！知る人ぞ知る名スポット伊是名島！
ぜひ遊びに来てはいかが。
【問い合わせ】ライトスタッフ☎0980･45･2463
イゼナマリンサービスグイン☎0980･43･9984
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北海道・東北
⓱ 豊浦町商工会
❶ 秩父別町商工会

❷ 上川町商工会
大雪つりぼり…P.9

❸ 音威子府村商工会

❹ 新得町商工会

⓳ 厚沢部商工会
うずら温泉、中華料理「彩風塘」…P.14
道の駅「あっさぶ」…P.14
❶
あっさぶメークイン…P.15
蝦夷まいたけ…P.15
本格焼酎「喜多里」…P.15
あっさぶ ふるさと夏まつり…P.15

⓭

⓬

⓳

❽ 津別町商工会
青森

❾ 壮瞥町商工会

❿ 中標津町商工会
秋田

北海道・十勝で英国感も味わう
手ぶらキャンプ…P.10

8

どぶろくを味わえる
遠野ふるさと村…P.16
1日一組限定
曲がり家宿泊プラン…P.16
遠野のこびるを堪能…P.16

矢巾町商工会
煙山ひまわりパーク…P.7
純米吟醸酒 南昌山…P.16
本格焼酎ゆくたがり…P.16
純米吟醸酒 徳丹城…P.17
国指定史跡 徳丹城跡…P.17

軽米町商工会
千本松…P.16

1 km

おばなざわ花形まつり…P.19

西方

宮城

みやぎ北上商工会
米川の水かぶり…P.19

蔵王町商工会

水かけまつり…P.20

富久山町商工会
ふくやま夢花火…P.20

中田町商工会
秋蛍…P.19
不動桜…P.19
柳橋歌舞伎…P.19
紅枝垂地蔵桜…P.19

石川町商工会
農園Cafe
やい子ばぁちゃん…P.21

西郷村商工会
ちゃぽランド西郷…P.20
まるごと西郷館…P.20
阿武隈川源流の西郷村から
生まれた山椒商品…P.20

大雪つりぼり
（北海道／上川町商工会）

旭川から車で約 1時間。
雄大な自然の中で、大雪山の綺麗な
雪解け水で育ったニジマスやヤマメ・オショロコマを釣ること
ができる。
釣った魚はその場で調理して食べることができる。
子供用の釣竿があり、餌も魚の切り身なので虫餌が苦手な
人や子供も楽しめる。
屋根があるので、全天候型で快適に釣り
を楽しむことができる。
【営業／休み】
8：30〜16：30
（平日、
10月は短縮）
／11月〜4月中旬まで冬季休業
【料金】貸竿＆エサセット
200円 魚代・調理代別途
【交通】旭川紋別自動車道
上川層雲峡ICから2.9km
【問い合わせ】
大雪つりぼり
☎01658・2・2161

北海道命名の地
（北海道／音威子府村商工会）

幕末の探検家・松浦武四郎が
「蝦夷地」
改称に先立ち、
日本の
「北」にある「カイ＝この国に生まれたもの」、それに旧領土を
指す「道」をつけ、「北加伊道」
という案を発想したとされる場
所。北海道知事高橋はるみ知事が揮毫した碑（全長 5 メート
ル、地元産トドマツ使用）が建ち、
『北海道命名』
にまつわる歴
史を物語る地として多くの方々が訪れている。
【交通】名寄美深道美深
北ICから35.2km
【問い合わせ】
音威子府村役場総務課
地域振興室
☎01656･ 5 ･3311

国見町商工会
奥山家住宅洋館・主屋…P.20
中尊寺ハス…P.20

安積町商工会
あさか野夏まつり花火大会…P.21

下郷町商工会
ツアーガイド…P.21
阿久津農園
会津地鶏のたまご…P.21
あっさりヘルシーますバーガー…P.21
湯六庵のひとくちくるみようかん…P.21
中山雪月火のミニかまくら作りと
ろうそく点火体験…P.21

coffee roastery＆cafe fua…P.18
遠刈田温泉仮装盆踊り大会…P.18

福島

留萌自動車道秩父別ICから

尾花沢市商工会

紫波フルーツパーク 体験工房…P.16

刺身定食…P.13
イカ丼…P.13
シーカヤックと海カフェ…P.13

ニセコ温泉郷…P.14

岩手

遠野商工会

紫波町商工会

⓬ 泊村商工会

たかすぎゅうカレー…P.12

【問い合わせ】キッズスクエアちっくる☎0164・34・6070

九州・沖縄

九州・沖縄

北海道のフライ・
ルアーフィッシングエリアBIG FIGHT松本…P.12
10年連続水質日本一の支笏湖でカヤック！…P.12

⓮ 鷹栖町商工会

毎月第 4 月曜（但し祝祭日の場合翌日）及び12／30〜 1 ／ 6
【料金】入場無料
【交通】道央自動車道・深川留萌自動車道秩父別ICから 1 km

中国・四国

中国・四国

穏やかな陸奥湾でSUP体験！
！…P.15
簡単！
！自分だけの
スキーを作ってみよう
！…P.15

山形

道内最大級のネット遊具を整備。
【営業／休み】9：00〜17：00
（ 7 〜 8 月は18：00まで）
／

にかほ市商工会

平内町商工会

月形樺戸博物館…P.12

全天候型屋内遊戯場「ちっくる」
（北海道／秩父別町商工会）

☎0164・33・2555

平川市商工会

⓫ 足寄町商工会

見所

キュービックコネクション

⓫

平川ねぷたまつり…P.15

おこっぺ夏まつり…P.11
おこっぺ街中マルシェ…P.11
フラッシュくん…P.11

⓰ ニセコ町商工会

❿

北海道

新ひだか町商工会

開陽台…P.13

温泉

【問い合わせ】

みついし昆布温泉 蔵三…P.12
静内二十間道路…P.12

つべつ夏まつり…P.11
津別峠の雲海…P.11

特産

【料金】入場無料
【交通】道央自動車道・深川

❽

❹

「リングラダー」
「ログスロープ」など約20種類の遊具を整
備。周辺に「ブランコ」
「ロープウェイ」
「水遊び」
の他「のびのび
ベンチ」などの健康遊具を 5 つ整備。

催し

祝祭日の場合翌日）
（11〜 3 月は閉鎖）

三春町商工会

❼ 興部町商工会

鶴沼原生花園とつり橋…P.14
五鹿山公園の桜…P.14
屯田七夕まつり…P.14
五鹿山公園まつり…P.14

❷

（北海道／秩父別町商工会）

【営業／休み】8：00〜18：00
（ 9 〜10月は17：00まで）
／毎月第 4 月曜（但し

❺

⓲

⓱ ❾
⓴

❻ 長万部商工会

⓯ 湧別町商工会

⓮

高さ13m幅58m日本一の
「キュービックコネクション」

グルメ

関西

関西

❻

⓯

体験

元滝伏流水…P.19

⓰

サロマ湖ワッカ原生花園…P.10
アドヴィクス
ところカーリングホール…P.10
ところ遺跡の館…P.10

松島の四季写真コンテスト…P.18
牡蠣しょうゆ…P.18
松島紅爵かぼちゃのタルト…P.18
笹かまぼこ手焼き体験…P.18
特別純米酒いやすこ…P.18

❼

レーシングカー体験プラン…P.12

❺ きたみ市商工会

⓭ 月形商工会

❸

見所

利府松島商工会

洞爺湖絶景
ホーストレッキング…P.4
ハーブ体験牧場…P.11
洞爺湖サイロ展望台…P.11

⓲ 更別村商工会

新得新そば祭り…P.4
トムラウシ温泉…P.9

二股らぢうむ温泉旅館…P.10
国縫漁港…P.10
川瀬チーズ工房…P.10

⓴ 洞爺湖町商工会

温泉

東海・北陸

東海・北陸

北海道命名の地…P.9
エコミュージアム
おさしまセンターアトリエ3モア…P.9

特産

催し

関東・甲信越

関東・甲信越

高さ13m幅58m日本一の
「キュービックコネクション」…P.9
全天候型屋内遊戯場「ちっくる」…P.9

日本一の秘境駅 小幌 …P.13
噴火湾産ホタテ料理…P.13
噴火湾
（内浦湾）
…P.13

グルメ

北海道・東北

北海道・東北

体験

多賀城・七ヶ浜商工会
七ヶ浜うみの駅 松島湾海鮮市場 七のや…P.17
絶景 裏松島 を望む シチノカフェ＆ピザ…P.17
絶景 裏松島 を望む シチノリゾート…P.17

加美商工会

エコミュージアムおさしまセンター
アトリエ 3 モア
（北海道／音威子府村商工会）

1978年に音威子府村筬島地区に移り住んだ現代彫刻家・砂
澤ビッキが、生涯にわたり制作した約1,000点の作品のうち
200点余りを展示。建物は当時のアトリエを再現したもので、
音威子府村の教育・文化・芸術の発信地となっている。
【営業／休み】
9：30〜16：30／毎週月曜
（月曜が祝日の際は翌日）
毎年 4 月26日〜10月31日開館
（期間以外は冬季閉館）
【料金】200円
【交通】名寄美深道美深
北ICから35km
【問い合わせ】
エコミュージアム
おさしまセンター
アトリエ 3 モア
☎01656・5・3980

トムラウシ温泉
（北海道／新得町商工会）

雄大な北海道の真ん中に位置する大雪山系南側にあるトム
ラウシ温泉。
大地の恵みと季節の移ろいが至福の時間を演出。
泉元湯温98度、湧出量約110L/分、弱アルカリ性で美肌・血
行・殺菌力に優れている。アクセスが大変な場合は、タンク
ローリーで温泉のお湯が供給
される新得駅前の町営浴場も
お勧め。
【営業】15：00チェックイン
10：00チェックアウト
日帰入浴 12：00〜20：00
【料金】宿泊：8,176円〜、
日帰入浴：大人500円 子供250円
【交通】道東自動車道十勝清水ICから
65.3km
【問い合わせ】国民宿舎「東大雪荘」
☎0156・65・3021

食彩市場 みやざき どどんこ館…P.17
洋風和風の伝統木工と最新のオリジナル木工技術を交えた木工事業…P.17
9

グルメ

催し

特産

温泉

見所

北海道・十勝で英国感も味わう
手ぶらキャンプ
（北海道／足寄町商工会）

北海道遺産に選定された
日本最大級の海岸草原！一
般車両通行禁止の遊歩道
「龍
宮街道」があり、エゾスカシ
ユリやハマナスなど300種類
以上の草花やノゴマなどの
野鳥が観察できる。
【期間・営業／休み】4 月下旬〜10月中旬
8：00〜17：00
（ 6 月〜 8 月は18：00まで）
／10月中旬〜 4 月下旬

【営業／休み】10：00〜18：00／不定休
【料金】テント 1 張りその他キャンプ用品レンタル料

サロマ湖ワッカ原生花園
（北海道／きたみ市商工会）

30,000円〜

【問い合わせ】サロマ湖ワッカ原生花園☎0152・54・3434

アドヴィクスところカーリングホール
（北海道／きたみ市商工会）

【営業／休み】10：00〜22：00（日・祝日は17：00まで）
／毎週月曜・年末年始（12／31〜 1 ／ 5 ）【料金】1 時間／1,400円
（平日18：00までは 2 時間）
※学生料金あり 【交通】十勝オホーツク自動車道北見東ICから44.2km 【問い合わせ】アドヴィクスところカーリングホール☎0152・54・1099

【休み】なし
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【期間】毎年 9 月第 1 週の土曜または日曜
【交通】道央自動車道士別剣淵ICから92.4km

【問い合わせ】一般社団法人おこっぺ町観光協会
☎0158・82・2345 URL：http://www.okoppekankou.com/

【問い合わせ】おこっぺ街中マルシェ実行委員会（星火塾）
☎0158・88・2660

フラッシュくん

つべつ夏まつり

（北海道／興部町商工会）

（北海道／津別町商工会）

【交通】道央自動車道士別剣淵ICから92.7km
【問い合わせ】興部町商工会
☎0158・82・2217

国縫漁港
1994年に完成した、陸と橋で結ばれている「島式漁港」
（人口
島の漁港）
であり、
その形状は日本国内初の
『ワイングラス型』
。
【交通】
道央道長万部ICから
12.3km
【問い合わせ】
国縫漁港

前夜祭では、「千人おどり」と道東で一番早い「花火大会」が
行われ、本祭りは、川に浮かべたタイヤチューブを走る「川の
ぼり大会」や各種ステージイベントも行われる。
また、津別産
牛肉を特価で提供する
「ビーフまつり」
も開催され、会場内で
バーベキューが楽しめる。
【期間】7 月第 1 土曜、
日曜
（土）16：00〜21：00
（日）9：00〜15：00
【交通】津別町市街より0.5km
【問い合わせ】津別観光協会
☎0152・77・3771

ハーブ体験牧場
（北海道／洞爺湖町商工会）

洞爺湖を望む丘にあるハーブ園で、約30種類のハーブを畑から積んで楽しむ施設。
「アロマウォーター
蒸留体験」2,600円 「摘みたてハーブティー作り」540円 「ハーブスワッグ作り」600円 「ハーブソル
ト作り」
600円 「摘みたて＆収穫ダッチオーブン体験」2,600円
（レギュラー） 1,300円（ハーフ）
【期間／営業／休み】5 月下旬〜10月下旬／10：00〜15：30／火曜
【料金】ハーブウォーター作り2,600円 生ハーブティ作り540円他
【交通】道央道虻田洞爺湖ICから 7 km
【問い合わせ】ハーバルランチ☎090・1529・0438
（畑直通）☎0142・73・2455
（レイクトーヤランチ）

ところ遺跡の館

川瀬チーズ工房

（北海道／きたみ市商工会）

（北海道／長万部商工会）

【営業／休み】9：00〜17：00／
毎週月曜、祝日の翌日、年末年始（12／31〜 1 ／ 5 ）
【料金】一般 280円
（高校・大学生160円）
※団体料金あり
【交通】十勝オホーツク自動車道北見東ICから49.3km
【問い合わせ】ところ遺跡の館☎0152・54・3434

興部町をとおる国道239号
線沿いの商店街のイベント。
既
存店舗はもちろん空き店舗や
空き地を使って町内外の商品
の販売やミニコンサートなどの
イベントが毎年行われている。
「人と人とのふれあい」
をイベントのコンセプトとしており、老若
男女問わず活気触れる盛大なイベントとなっている。

（北海道／長万部商工会）

【交通】道央道長万部ICから15.8km
【問い合わせ】
二股らぢうむ温泉旅館
☎01377・2・4383

「ところ遺跡の森」にある施設
で、史跡に指定されている常呂
遺跡を始めとして、常呂地域に
存在する遺跡で発掘された資料
が展示されている。
円形の建物の中心部分のホールでは、遺跡に関する約 9 分
のビデオの視聴が可能。

おこっぺ街中マルシェ
（北海道／興部町商工会）

【期間】毎年 8 月第 1 週の土日 2 日間
【交通】道央自動車道士別剣淵ICから約92.2km

興部町商工会青年部の事業から企画・販売された興部町の
特産品。ヨーグルトに水あめ等を加えて凍らせたフローズン
ヨーグルトでとてもヘルシーで女性や
子供を中心に人気。そして、 2 種類の当
たり付で「ゴールドフラッシュ」1 本ま
たは「シルバーフラッシュ」5 本と町内
で使える500円分の商品券と交換可能。

見所

九州・沖縄

九州・沖縄

石灰華ドームの奇観と効能が評判を呼び、全国から湯治客
が絶えない人気の秘湯。石灰華は温泉中の多量に含まれた炭
酸石灰成分が沈殿したもので、段丘状の石灰華の規模は、長さ
約400m、幅約200m、厚さ最大25mにもなり世界有数の石灰
華。
北海道の天然記念物にも指
定されている。

温泉

中国・四国

中国・四国

二股らぢうむ温泉旅館
（北海道／長万部商工会）

特産

関西

関西

国内最大級となる 6 シートを備え、最高クラスのアイスコンディションを保ち、通年楽し
むことのできる施設。
小学生から高齢者まで幅広い年齢層の方々に人気があり、世代を超えた交流ができるス
ポーツとしても注目を集めている。カーリング用具の貸出（有料）もあり、指導員もいるので
初心者でも気軽に体験することができる。とにかくストーンを投げてみたい、本格的に投げてみたいなど、それぞれのニーズに
合わせた体験ができる。家族での体験や職場の研修・レクリエーションなど団体での体験も受け付けている。
（※要予約）

興部町最大の祭典。祭り会
場から見られる約4,000発の
花火は近距離で見ることがで
きて大迫力を味わえる。近郊
では最大級の花火の打ち上げ
数で年々口コミで観光客が増
加中で地元の特産品や名物の出店も大人気。子供向けゲーム
やミニイベントも毎年企画されており、
家族で楽しめる。

催し

東海・北陸

東海・北陸

【交通】道東自動車道足寄ICから4.8km
【問い合わせ】
（受入企業名）合同会社 FeetMeet☎090・9306・6666

【料金】レンタサイクル650円（小学生以下320円）
【交通】十勝オホーツク自動車道北見東ICから50.7km

おこっぺ夏まつり
（北海道／興部町商工会）

グルメ

関東・甲信越

関東・甲信越

北海道十勝でリアルな羊牧場の
牧歌的環境を味わいながら手ぶらで
キャンプが楽しめる。イギリスメー
カーのワンポールテントを用意して
おり、地域食材の提供についても別
途対応。
レンタル利用者には、牧場及
び周辺のトレッキングガイドも行う。
簡易トイレ有り。

体験

北海道・東北

北海道・東北

体験

2017年 4 月にオープンし、町
内にある川瀬牧場で生産した新
鮮 な 生 乳 を 原 料 に、 チ ー ズ や
ジェラートを製造販売してい
る。チーズはコクと旨味がある
長期熟成タイプから、セミハードタイプのラクレットや新鮮
なフレッシュタイプまで種類が豊富で、ジェラートは常時 6
種類。地場産の果実や野菜を使ったものも好評。
【営業／休み】11：00〜17：00／
毎週火曜（ 4 月〜 9 月） 毎週火曜、日曜（10月〜 3 月）
【交通】道央道長万部ICから2.8km
【問い合わせ】川瀬チーズ工房☎01377・6・7280

津別峠の雲海
（北海道／津別町商工会）

津別峠は、屈斜路カルデラの外輪山で最も高い947mに位
置しており、展望施設からは、屈斜路湖を覆う壮大な雲海に心
を奪われる景色が見られる。
有料にて、ガイド付きツアーも行われており、今注目の観光
スポット。
【営業／休み】9：00〜19：00／
11月 1 日〜 5 月下旬
【料金】無料（ツアーは、有料）
【交通】津別町市街より道道588号
線30km
【問い合わせ】役場
☎0152・76・2151

洞爺湖サイロ展望台
（北海道／洞爺湖町商工会）

洞爺湖の大パノラマが広がる絶景ポイント！洞爺湖をはじ
め、
中島・有珠山・昭和新山などが一望できる。
売店では
「白い恋
人」
や
「じゃがポックル」
などの北海道銘菓から、
「わかさいも」
・
「牧家の乳製品」などの地元の特産品も取り揃えている。
2017年
5 月には中庭にウッドデッキとカフェを新設！記念撮影やドラ
イブ休憩にぜひ立ち寄ってみては？
【営業／休み】8：30〜17：00
（12／31〜1／3は10：00〜15：00）
／無休
【料金】入場無料・駐車場無料
【交通】道央道虻田洞爺ICから10.2km
【問い合わせ】洞爺湖サイロ展望台
☎0142・87・2221

11

グルメ

催し

特産

温泉

見所

体験

みついし昆布温泉 蔵三

刺身定食

（北海道／新ひだか町商工会）

小人140円

【営業／休み】11：30〜14：00

幼児70円

17：00〜20：00／不定休

17：00〜20：00／不定休

【問い合わせ】みついし昆布温泉 蔵三☎0146・34・2300

【交通】札樽道小樽ICから
63km

【交通】札樽道小樽ICから63km
【問い合わせ】

【営業／休み】9：00〜17：00
（10月〜は16：00まで）
／木曜、
年末年始
【料金】58,000円〜（走行メニュー（走行量）により変わります）
団体でのお申込みの場合は時間や人数等でメニューをご相談下さい。
【交通】帯広広尾自動車道更別ICから11.6km
【問い合わせ】十勝スピードウェイ☎0155・52・3910
URL：http://tokachi.msf.ne.jp/4wd-event.php?event̲id=1065

牛

（北海道／月形商工会）

月形町は明治14年に北海道で最
初に設置された樺戸集治監（現在
の刑務所）
とともに始まったまちで、
町名も樺戸集治監初代典獄の
「月形 潔」
の名前に由来している。
その樺戸集治監の歴史や北海道開拓の基礎となった道路開
削における囚人の果たした役割などを豊富な資料で展示再現
している。
【営業／休み】9：30〜17：00
（入館は16：30まで）
／12月〜 3 月
【料金】一般300円 高校生・大学生150円 小学生・中学生100円
団体（10名以上）は50円引き
【交通】道央自動車道岩見沢ICから30.9km
【問い合わせ】月形樺戸博物館☎0126・53・2399

）（鹿）

たかすぎゅうカレー
（北海道／鷹栖町商工会）

【営業／休み】11：30〜21：00／不定休
【交通】道旭川鷹栖ICから 4 km
【問い合わせ】やました☎0166・87・5557
URL：https://tabitakasu.jp

北海道のフライ・ルアーフィッシングエリア
BIG FIGHT松本
（北海道／壮瞥町商工会）

BIG FIGHT松本は北海道の自然豊か
な森の中にある管理つり場。北海道なら
ではのロケーションの中、
自然繁殖を繰り返し引き締まったトラ
ウト達を相手に、フライフィッシングやルアーフィッシングでエ
リアフィッシングが楽しめる。
冬期間はアイスフィッシングがオ
ススメ。
アイスフィッシング詳細は下記HPをご確認下さい。
【営業／休み】6：00〜18：00／無休
【料金】1時間まで1,000円、1〜 6時間まで3,000円、6 〜12時間まで5,000円
【交通】道央道苫小牧西ICから59.3km
【問い合わせ】BIG FIGHT 松本☎0136・33・6106
URL：http://www.ros-bigfight.com

1916年から 3 年間の月日を費やして、近隣の山々からエゾ
ヤマザクラなどを植栽し、今では日本一の桜並木と称され、そ
の雄大な景観は多くの人を魅了してきた。5 月には約3,000
本の桜が直線 7 ㎞に渡って咲き誇り、その姿を一目見ようと
多くの観桜客が訪れる。
多くの人を魅了する桜並
木をぜひ！
【交通】日高自動車道日高厚賀IC
から約30km
【問い合わせ】
新ひだか町役場商工労働観光課
☎0146・43・2111

昭和初期の木造家屋をゆった
りくつろげる海カフェにリノベー
ション。
カフェでは越冬じゃがいもを
原料にしたオリジナルアイス「ゆきいも」が好評。
体験プランは、初心者でも安心して遊べるカヤックで、
目の
前の弁天島をぐるりと周遊する体験コース（ 1 名様4,500円・
税込・飲み物付）がおすすめ。
【営業／休み】体験：10：00〜16：00 カフェ：11：00〜15：00／火曜、
水曜
【料金】体験：3,000円〜 カフェ：300円〜
【交通】札樽道小樽ICから74.4km
【問い合わせ】さかずきテラス☎0135・75・2020

噴火湾産ホタテ料理
（北海道／豊浦町商工会）

豊浦町は噴火湾ホタテ養殖発祥の地で、山から流れてくる
川により栄養が豊富な噴火湾で耳吊りという方法でホタテの
養殖がなされている。
小ぶりで身がやわらかく、甘みの強い二
年目のホタテ貝が売りで、お刺身はもちろん、揚げ物など様々
な調理方法でもおいし
く食べられるのが特徴
となっている。
【問い合わせ】
店舗により異なる
町内飲食店

日本一の秘境駅“小幌”
（北海道／豊浦町商工会）

昭和 3 年に開通した長輪（おさわ）線のトンネル間のわずか
な合間に誕生した
「小幌駅」。かつての小幌は漁が栄え、
人々の
生活の場だったが、今では定住する人はいない。しかし、それ
でも尚、自然に囲まれ
た陸の孤島に存続して
いる駅が”秘境駅”とし
て鉄道ファンに注目さ
れている。
【問い合わせ】
豊浦町役場産業観光課
商工観光係
☎0142・83・1408

噴火湾（内浦湾）
（北海道／豊浦町商工会）

九州・沖縄

九州・沖縄

鷹栖町で育った希少な鷹
栖牛と町内の加工施設で
しっかり臭みなく処理され
たエゾ鹿肉。両方を絶妙に
ブレンドして作ったハン
バーグを、店自慢のカレー
で味わえる「新ご当地グル
メ」。 米も鷹栖町産、野菜も町内産・道産にこだわっている。

静内二十間道路
（北海道／新ひだか町商工会）

シーカヤックと海カフェ
（北海道／泊村商工会）

中国・四国

中国・四国

（

☎0135・75・3871

☎0135・75・3871

関西

関西

運 転 免 許 証 が あ れ ば、 本 格 的 な
レーシングカー（フォーミュラタイ
プ）が体験できる。
広いスペースで車
両に慣れてからコースでの走行を体
験できるメニューから本格的なレースに参戦するまでをサ
ポートするメニューまでいろいろと用意されている。

月形樺戸博物館

平安荘

東海・北陸

東海・北陸

（北海道／更別村商工会）
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【営業／休み】11：30〜14：00
【料金】850円（税込）

レーシングカー体験プラン

見所

店の看板メニュー。早朝、泊の漁港に揚がる新鮮なイカを独
特なタレに漬け込み、
それを細い短冊状にし、
ご飯にのせた丼
物はイカの甘みが程よく出た逸品。他にもラーメンやヒレカ
ツ定食などメニュー多数。

【料金】1,050円
（税込）

平安荘

温泉

（北海道／泊村商工会）

【交通】日高自動車道日高厚賀ICから46.9km

【問い合わせ】

特産

関東・甲信越

関東・甲信越

【営業／休み】10：00〜22：00
（最終入場21：30）
／無休
【料金】入浴料：大人440円

地元の食材にこだわり、その日にとれた魚介類で新鮮、ボ
リュームも満点。とれるものによって内容をかえるため毎回
違うお刺身を楽しめるのも嬉しい。他にもラーメンやヒレカ
ツ定食などメニュー多数。

催し

イカ丼

（北海道／泊村商工会）

舟の形をした露天風呂からは太平洋を一望でき、夕暮れ時には水平線に
沈む夕日を眺めることができる。仕切りの奥はすぐ海で、心地よい波の音を
聞きながらゆっくりと温泉に浸かることで日頃の疲れを癒す。
入浴後は、大
好評の地元産の旬の食材にこだわりぬいた自慢の料理をぜひご賞味を！

グルメ

北海道・東北

北海道・東北

体験

北海道の南西部と渡島半島に囲まれた湾で、周辺に活火山
が多いことから
「噴火湾」と呼ばれており、いくつもの川が流
れ込む噴火湾は、栄養素が豊富で、日本の一大ホタテ養殖産地
と言われている。その中でも豊浦町の礼文華地域は、
この噴火
湾でのホタテ養殖発祥の地でもあり、
全国、海外へホタテを出
荷している。
【問い合わせ】
豊浦町役場産業観光課
水産係
☎0142・83・1409

10年連続水質日本一の支笏湖でカヤック！
（北海道／壮瞥町商工会）

支笏湖は国立公園保護区に指定される日本屈指のフィール
ドで、このツアーは支笏湖で最も自然度が高い美笛地区にて
行われている。壮大で野性味あふれる大自然を漕ぎ進み、シュ
ノーケル（夏季）や森探検、湖畔で手づくりケーキのティータ
イムなど親切で楽しいサービスを提供している。
【期間／休み】4 ／28〜10／31まで／無休
【料金】
大人6,000円 小学生以下4,000円
【交通】道央道苫小牧西ICから50.3km
【問い合わせ】
大滝アウトドアアドベンチャーズ
☎0142・68・5180
携帯080・1973・1980

開陽台
（北海道／中標津町商工会）

北海道の雄大さを実感できる「地球が丸く見える開陽台」
。知床連山から
国後島、眼下には根釧台地がはるかに広がり、北海道遺産に登録された「根
釧台地の格子状防風林」も見渡せる。夜には大粒の星が降り注ぎ、そこでは
地球も銀河系の一員であることを感じ取れるほどの壮観な景色を目の当た
りにすることだろう。
【交通】道東道阿寒ICから115.9km
【問い合わせ】中標津町観光案内所☎0153・73・4787
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グルメ

催し

特産

温泉

見所

体験
ご

鶴沼原生花園とつり橋
（北海道／湧別町商工会）

道央自動車道
遠軽瀬戸瀬ICから36km
【問い合わせ】

温泉

見所

（北海道／湧別町商工会）

サロマ湖とオホーツク海を一望できる五鹿山公園では、春
には樹齢90年の桜や、7,000本のツツジ、福寿草、水芭蕉など
多くの花々を楽しむことができる。また、秋には紅葉を眺めな
がら散策もできる自然に恵まれた公園。駐車場、
トイレも整備
されている。
【交通】
遠軽瀬戸瀬ICから29km
【問い合わせ】
キャンプ場管理室
☎01586・2・3141

あっさぶメークイン
（北海道／厚沢部商工会）

厚沢部町で初めてメークインが栽培されたのは大正14年
のこと。以来、先人たちの努力と改良を重ねまちの特産品と
なった。
ジャガイモの女王
といわれるだけあり、
ほっそりした形が特
徴で、ビタミンCが豊
富で煮崩れしにくく、
煮込み料理などに向
いている。

蝦夷まいたけ
（北海道／厚沢部商工会）

環境の配慮から、おがくずをボイラーの熱に利用して栽培
されている。
香りの良さはもちろん、しっかりとした歯ごたえ
も魅力で、煮汁が黒く
なりにくく、和食や洋
食にもぴったりの食
材である。
【営業／休み】
8：00〜17：00／年中無休
（＊年末年始を除く）
【問い合わせ】渋田産業（有）
☎0139・52・3960

東海・北陸

東海・北陸

鶴沼原生花園

特産

か ざん

五鹿山公園の桜

道央自動車道

【交通】

催し

関東・甲信越

関東・甲信越

サンゴ草の群生地とつり橋は、地元の人でもあまり知らな
い名所。
運が良ければ、サ
ロマ湖で休憩する
野鳥の姿を見るこ
とができる。

グルメ

北海道・東北

北海道・東北

体験

☎なし

うずら温泉、中華料理「彩風塘」

本格焼酎「喜多里」

（北海道／厚沢部商工会）

（北海道／厚沢部商工会）

厚沢部町で栽培された大麦、サツマイモ黄金千貫、メークイ
ン、
さらに北海道産昆布を使った焼酎 4 種類。
試験栽培から取り組んだ芋焼酎をはじめ、さらりとした飲
み口で飲みやすいと評判。900ml入りの「大瓶甕貯蔵」は町内
限定販売。

【営業／休み】
入浴：11：00〜21：00 彩風塘：11：30〜14：00 17：00〜21：00／月曜
【問い合わせ】
うずら温泉、中華料理「彩風塘」☎0139・65・6366

【交通】札樽自動車道朝里ICから82.9km
【問い合わせ】
株式会社ニセコリゾート観光協会
☎0136･44･2468

国道227号沿いにあり、特徴的な外観が目印で2016年には
国土交通省から「重点道の駅」に認定されている。
地元のヒノキアスナロ材をふんだんに使い、建物内にも木
のいい香りが漂っている。新鮮な野菜や加工品などが並ぶ物
産センターは連日多くの人
が訪れ賑わいをみせる。
【営業／休み】
8：30〜18：00
（ 5 〜10月）、
9：00〜17：00
（11〜 4 月）
【問い合わせ】
道の駅「あっさぶ」
☎0139・64・3738

ご

屯田七夕まつり
（北海道／湧別町商工会）

屯田兵が開拓した町の歴史にちなみ、屯田兵の隊列行進が
オープニングを飾り、長なわとび競技や親子で楽しめる様々
な参加型のイベントや歌謡ショー、町内小中高校の演奏会、ビ
ンゴゲーム大会などを開催。
【期間】毎年 8 月初旬の日曜
【料金】無料
【交通】道央自動車道
遠軽瀬戸瀬ICから27km
【問い合わせ】
屯田七夕まつり実行委員会
☎01586・2・2278
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平川ねぷたまつり
（青森県／平川市商工会）

九州・沖縄

九州・沖縄

ニセコ温泉郷は、10ある泉質のうち 7 を擁し、全国でも稀
なバラエティーに富んだ泉質が魅力的な温泉地である。田園
風景や名峰・羊蹄山を臨む絶景風呂、雪に囲まれた露天風呂な
ど四季折々のロケーションも楽しめ、豪華なリゾートホテル
からレトロな温泉など施設のラ
インナップも豊富。エリアの湯
めぐりを楽しむなら「湯めぐり
パス」
がオススメ。

道の駅「あっさぶ」
（北海道／厚沢部商工会）

【期間】7 月下旬
【問い合わせ】
厚沢部町役場
☎0139・64・3311

中国・四国

中国・四国

ニセコ温泉郷
（北海道／ニセコ町商工会）

【営業／休み】
9：00〜17：00／土・日曜、
祭日
【料金】見学無料
【問い合わせ】
札幌酒精工業（株）厚沢部工場
☎0139・65・2500

例年 7 月下旬に開催される町内最大のイベント。
お祭りでは直径 2 ．1 mのあっさぶメークインジャンボコ
ロッケをクレーンで吊り上げて揚げる。見た目の豪快さとは
違い、素材を活
かしたメークイ
ン本来の味で多
くの観客が集
う。

関西

関西

田園風景が広がるなか、とんがり帽子の塔をシンボルにした建物が目を
引く。浴室は総ヒバ造りのサウナやジャグジーを完備。館内レストラン中国
料理「彩風塘」では地元野菜と近隣で獲れた魚介類を使った本格広東料理が
味わえる。

あっさぶ ふるさと夏まつり
（北海道／厚沢部商工会）

平川ねぷたまつりは毎年 8 月 2 日、3 日の 2 日間にわたって開催され、約
30台のねぷたが駅前通りを運行する。各参加団体による趣向を凝らした囃
子と力強い「ヤーヤドー！」の掛け声が加わり、夏の風物詩として市民、観光
客ともに大変好評である。最後尾には高さ12mにも及ぶ「世界一の扇ねぷ
た」が出陣する。
【期間】毎年 8 月 2 日、3 日
【問い合わせ】平川ねぷたまつり実行委員会（平川市商工会内）☎0172・44・3055

か ざん

五鹿山公園まつり
（北海道／湧別町商工会）

桜の開花する 5 月10日前後の日曜日に開催される春まつり。
ジンギスカンセット引換券は事前に町内販売所で購入出来
るほか、当日会場でも販売しており、桜を見ながら食事を楽し
み、誰でも参加できる宝探しやビンゴゲームなども行われる。
ジンギスカンセットご購入の方は、火起こしした焼き台を無
料貸出。
【期間】5 月10日前後の日曜
【交通】道央自動車道遠軽瀬戸瀬ICか
ら29km
【問い合わせ】
五鹿山公園まつり実行委員会
☎01586・2・2278

穏やかな陸奥湾でSUP体験！！
（青森県／平内町商工会）

初心者大歓迎！ SUP（スタ
ンドアップパドル）。初めてで
も30分程で立って漕げるよ
うになる。体を動かしたあと
は、まるごとグルメ館で美味
しいお食事も楽しめ、近隣に
は浅虫温泉もある。夕方には綺麗な夕日を眺め、リラックスし
た一日が過ごせるはず。
【営業／休み】9：00〜18：00／水曜
【料金】2 時間￥4,000※機材レンタル、
保険料込み
【交通】東北自動車道青森東ICから10.1km
【問い合わせ】4-Ride チャレンジショップ☎090・7936・4197

簡単！！自分だけのスキーを作ってみよう！
（青森県／平内町商工会）

スキーの材料となる木材を
曲げたり、研磨したり、誰でも
簡単にスキー（スノーハイク）
を作ることができ、お子様の
冬休みの課題にも最適。作っ
たスキー（スノーハイク）で雪
原を歩くツアーも楽しむことができる。夏とは違う大自然を
体感していつもと違う発見ができるかも？
【営業／休み】9：00〜18：00／土・日曜、
年末年始、
お盆
【料金】製作体験のみ6,000円 製作＋ツアー10,000円
【交通】東北自動車道青森東ICから10.1km
【問い合わせ】4-Ride チャレンジショップ☎090・7936・4197
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グルメ

催し

特産

温泉

見所

千本松
（岩手県／軽米町商工会）

【営業／休み】8：30〜19：00／不定休
【交通】八戸自動車道軽米ICから
1.4km
【問い合わせ】千本松本舗
☎0195・46・2528

どぶろくを味わえる 遠野ふるさと村
（岩手県／遠野商工会）

遠野ふるさと村のオリジナルど
ぶろくを味わうことができ、冬には
どぶろくと地元の神楽を楽しめる
遠野どべっこ祭りを開催している。
遠野のどぶろく文化を味わえる施
設となっている。
【営業／休み】9：00〜16：00
（ 3 月〜10月）
9：00〜15：00
（11月〜 2 月）／無休
【料金】一般540円 高校生以下320円
【交通】釜石道遠野ICから12.8km

純米吟醸酒 徳丹城
（岩手県／矢巾町商工会）

国指定史跡「徳丹城跡」周辺で収穫された矢巾町産「ぎんお
とめ」
を使い、精米歩合60％、料理を引き立てる上品ですっき
りした味わいの純米吟醸酒。きりっと冷やすか、ぬる燗がおす
すめ。
温度による味の変化が楽しめる。
【営業／休み】10：00〜21：00／
毎月第 3 火曜、
年末年始
【料金】1,540円／720ml
【問い合わせ】矢巾町国民保養センター
☎019・697・2310

1日一組4名様以上限定 曲がり家宿泊プラン

【営業／休み】
9：00〜17：00
（入園〜16：30）
／
無休
【料金】一般320円
小・中・高校生220円
【交通】釜石道遠野ICから7.4km
【問い合わせ】
伝承園
☎0198・62・8655

紫波フルーツパーク 体験工房

【営業／休み】体験工房 午前の部10：00〜 午後の部14：00〜
事務所 8：30〜17：30／水曜定休、
他不定休あり
【料金】
体験料：大人1,000円
（税抜） 子供500円
（税抜）
＋材料費600円
（税抜）
【交通】東北自動車道紫波ICから8.6km
【問い合わせ】紫波フルーツパーク☎019・676・5301

南昌山は宮沢賢治の童話「銀河鉄道の夜」の舞台であるとい
う説があることから、「銀河鉄道999」の作者である漫画家松
本零士氏にデザインを依頼。南昌山とひまわり畑を背景に微
笑みかけるメーテルが描かれている。精
米歩合55％、無濾過生原酒として丹精込
めてつくり、優しい口当たりの純米吟醸
酒になっている。
【営業／休み】10：00〜21：00／
毎月第 3 火曜、年末年始
【料金】1,620円／720ml
【問い合わせ】矢巾町国民保養センター
☎019・697・2310

本格焼酎ゆくたがり
（岩手県／矢巾町商工会）

矢巾町の風土を生かした本格焼酎「ゆくたがり」。うるち米、もち米、小麦と使用
品種にこだわり厳選して作られている。米や麦の特徴を持ち、くせが少なくフルー
ティーな香りが広がりロックがおすすめ。こうした欲張りな原料を惜しみなく使
用していることから
「ゆくたがり（欲張りのこと）」
という名前がつけられた。
【営業／休み】10：00〜21：00／毎月第 3 火曜、
年末年始
【料金】1,520円／720ml
【問い合わせ】矢巾町国民保養センター☎019・697・2310
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「徳丹城跡」は、弘仁 3 年（812）
頃、征夷将軍・文室綿麻呂が造成
した律令国家最後の城柵である。
隣接する矢巾町歴史民俗資料館
には、日本で初めて出土した木製
冑（レプリカ）が展示されている。
春には敷地内の桜が見ごろ
となり、同時期に春まつりが開催され、
多くの人で賑わいを見
せる。
【営業／休み】9：00〜16：30／毎週月曜、
年末年始
【料金】歴史民俗資料館の入館料：大人160円 小人60円

食彩市場 みやざき どどんこ館
宮崎地区商店街にある「みやざきどどんこ館」では、地元で採れた旬の野菜や特
産品の販売、地元の食材を使った食を提供している。食堂では、宮崎の伏流水で淹
れたコーヒーが飲めるカフェ、加美町産のお米で作るかみさんおにぎり、つるつる
した食感が特徴のおもちが人気で、伝説のショコラが、
「加美ショコラ」で復活！
【営業／休み】10：00〜17：00
（12〜 2 月は16：00まで）
※食堂は15：00まで／毎週月曜
（祝日の場合は翌日）、
年末年始
【交通】東北自動車道古川ICから21.9km
【問い合わせ】食彩市場 みやざき どどんこ館☎0229・69・5500

七ヶ浜うみの駅 松島湾海鮮市場 七のや
宮城県各地の特産品のアンテナ
ショップで宮城のお気に入りの商品
が 見 つかる！また、併 設 のフード
コート、浜焼きコーナーでは、とにか
く新鮮な魚介料理が味わえる！大人
気の海鮮丼や浜焼きは、プリプリでボリューム満点。
季節に応
じて白魚、
ウニ、
ひらめなど新鮮な魚介類が入荷する。
【営業／休み】平日：11：00〜18：00
（L.O17：30）
土日祝日：10：00〜18：00（L.O17：30）
／水曜
【料金】海鮮丼1,890円、
浜焼き1,980円、
他
【交通】仙台東部道路仙台港北ICから10.2km
【問い合わせ】七ヶ浜うみの駅 松島湾海鮮市場 七のや☎022・253・6932

絶景“裏松島”を望む シチノカフェ＆ピザ
（宮城県／多賀城・七ヶ浜商工会）

絶景“裏松島”が目の前に広が
る人気カフェ。気兼ねない友達
と の 食 事、 海 を 眺 め な が ら
ぼーっと過ごす。本棚から気に
なる本を手に取り、ハンモック
チ ェ ア で 読 む。波 音 をBGMに
自分を取り戻せる場所としてゆっくり過ごせる。ふわふわの
パンケーキがおすすめ。
【営業／休み】7：00〜20：30／水曜
【料金】
コーヒー等300〜、
パスタ780円〜、
ピザ1,080円〜、
パンケーキ580円〜
【交通】仙台東部道路仙台港北ICから10.3km
【問い合わせ】シチノカフェ＆ピザ☎022・349・7001

洋風和風の伝統木工と最新の
オリジナル木工技術を交えた木工事業
（宮城県／加美商工会）

代表は父がフランス人、母が日本人のハーフの宮大工、大工
職人である。
フランスで家具・建具職人制度で得た技術と日本
の山形県で宮大工として得た技術を活かした製品は、顧客か
ら高い評価と信頼を得ている。
特に木材の曲げ加工を活かした
螺旋階段や木工製品は同業者でも出来る企業は珍しく、高い
技術力が評価されている。

九州・沖縄

九州・沖縄

ピザ・そば打ち・ソーセージ・タ
ルトの手作り体験ができる工
房。ピザづくり体験は小麦粉か
ら生地を作ってトッピングまで
の手作業、本格的な石窯
（イタリ
ア製）で焼いてその場で食べられるので一番人気。
子供から大人
まで楽しめる施設なのでご家族やグループでぜひご利用を！

純米吟醸酒 南昌山
（岩手県／矢巾町商工会）

国指定史跡 徳丹城跡
（岩手県／矢巾町商工会）

（宮城県／加美商工会）

（宮城県／多賀城・七ヶ浜商工会）

（岩手県／紫波町商工会）

見所

中国・四国

中国・四国

【営業／休み】10：00〜21：00 入園〜16：00
（入浴〜21：00
※入浴受付〜20：00）
／第 4 月曜（祝日の場合は翌日）
曲がり家宿泊プランの
み 4 月〜10月まで。
その他宿泊プランは第 4 月曜定休日
【料金】
一般320円 小中学生220円 入浴料 ：一般540円 小中学生320円
【交通】釜石道遠野ICから10.7km
【問い合わせ】たかむろ水光園☎0198・62・2839

こびるとは方言で「おやつ」を意味し、遠野の伝統的なおや
つは「やきもち」
「けいらん」
「かねなり」
「がんづき」
「だんご」な
どである。伝承園では、伝統的なおやつを毎日手作りしてい
る。遠野のお蕎麦、ひっつみと合わせて、ぜひご賞味を。

温泉

関西

関西

遠野市の伝統的な家屋南部
曲がり家に宿泊ができる施設
で、遠野の美しい自然の中で、
釣り堀、お風呂などを楽しむ
ことができる。
そば打ち体験付きプランや、陶芸体験付きプランもある。

遠野のこびるを堪能
（岩手県／遠野商工会）

特産

【交通】東北自動車道矢巾スマートICから4.6km
【問い合わせ】矢巾町歴史民俗資料館☎019・697・3704

☎0198・64・2300

（岩手県／遠野商工会）

催し

東海・北陸

東海・北陸

【問い合わせ】遠野ふるさと村

グルメ

関東・甲信越

関東・甲信越

大正14年創業、世代を越えてもなお昔ながらの製法にこだ
わる老舗菓子店の銘菓「千本松」。
先代が町の銘木である老松
の樹皮を模した、特徴ある表面と、サクサクとした食感、そし
て素朴でバターの風味が口いっぱいに広がる。

体験

北海道・東北

北海道・東北

体験

【営業／休み】8：00〜18：00／日曜
【交通】東北自動車道古川ICから10.1km・
大和ICから18.9km
【問い合わせ】ロア木工
☎0229・25・6490

絶景“裏松島”を望む シチノリゾート
（宮城県／多賀城・七ヶ浜商工会）

客室からは松島湾を一望でき、デザインが異なる 4 つの部
屋は用途によって選ぶことができる。キッチンがついたコン
ドミニアムタイプ（素泊まり）で、各部屋には調理道具や食器
が揃えられており、食材を持ち込んで料理したり、カフェや
「七のや」でテイクアウトも可能。
長期滞在にもおすすめ。
【営業】7：00〜20：30
【料金】1 泊5,000円〜
※部屋タイプ、人数、シーズンにより変動あり
【交通】仙台東部道路仙台港北ICから10.2km
【問い合わせ】シチノホテル
☎022・349・7001
（予約専用☎0120・09・7005）
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グルメ

催し

特産

温泉

見所

体験

松島の四季写真コンテスト

米川の水かぶり
（来訪神行事 仮面・仮装の神々）

（宮城県／利府松島商工会）

【営業／休み】8：00〜17：00／年末年始
【料金】出品無料
【交通】三陸自動車道松島北ICから 1 km
【問い合わせ】NPO法人ウイザス☎022･353･3910
メール：yagai@withus.or.jp

（2019年 2 月 2 日
（土））

【営業／休み】9：00〜18：00／年中無休
【料金】400ml／700円（税込） 200ml／500円
（税込）
【問い合わせ】松島サトー☎090・7525・1326
メール：sato@bw-inc.co.jp／yukotosato@gmail.com

【営業／休み】9：00〜17：00
（ 3 月〜11月）
9：00〜16：00
（12月〜 4 月）
／年中無休
【料金】笹かまぼこ 1 本200円 【交通】三陸自動車道松島海岸ICから3.2km
【問い合わせ】
株式会社松島蒲鉾本舗 総本店☎022・354・4016
メール：head-office@matsukama.jp

coffee roastery＆cafe fua
（宮城県／蔵王町商工会）

焙煎機、エスプレッソマシンのあるスペシャルティコー
ヒー専門店。裏庭で栽培するブルーベリーを使ったブルーベ
リーラテ（700円）は他にはないコーヒードリンクで人気。ざ
おうさまブレンドのドリップバッグ（180円）はお土産品とし
て買っていく人が多い。天然酵母で長時間発酵させたパンは
土日のみ販売している。
【営業／休み】11：00〜17：00／
月曜、火曜、水曜
（祝日を除く）
【料金】コーヒー、軽食 540円〜1,000円 程度
【交通】東北自動車道村田ICから17km
【問い合わせ】coffee roastery & cafe fua
☎0224・29・3655

18

象潟ICから5.9km
【問い合わせ】にかほ市観光協会
☎0184・43・6608

（宮城県／利府松島商工会）

松島式循環農法で育てられた、赤い皮の食感に特徴がある
松島紅爵かぼちゃに特級バター、アーモンドプードル等をブ
レンドしてサクサクタルトに絞り、キャラメルがけしたかぼ
ちゃの種をたっぷりのせて三段階に焼き上げ
ている。伊達家の茶室観瀾亭でお茶請け品とし
て提供されるほか、JR東日本のクルーズトレイ
ン「TRAIN SUITE 四季島」の茶菓にも採用さ
れ、
松島ブランドとして認定されている。
【営業／休み】9：00〜19：00／毎週水曜
【料金】170円
（税込）
【交通】三陸道松島海岸ICから2.8km
【問い合わせ】菓子工房 松田屋☎022・354・2623

特別純米酒いやすこ

おばなざわ花形まつり

【営業／休み】9：00〜18：00／
月末のみ棚卸のため、14：00営業終了
【問い合わせ】㈱むとう屋☎022・354・3155
メール：info@mutouya.jp

遠刈田温泉仮装盆踊り大会
（宮城県／蔵王町商工会）

今年で106回を迎える、伝統ある盆踊り大会。思い思いの衣
装に身を包んだ出場者が、遠刈田温泉の路上で笛や太鼓の音
色に合わせて踊る。優秀仮装団体には賞金も出るため、仮装の
レベルは高く、毎年たくさんのギャラ
リーが詰めかける。もちろん飛び入りで
踊りの輪に入るのも大歓迎。さあ、あなた
は踊るか、見るか。
【期間／営業】2018年は、8 月14日・15日／
19：00〜22：00
【料金】無料
【交通】東北自動車道村田ICから15.2km
【問い合わせ】蔵王町観光案内所☎0224・34・2725

（福島県／中田町商工会）

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
花笠音頭の元となり、工夫のスゲ笠で振りを付けたのが花笠
踊りの始まりとされている。
山形県の夏祭りの最後を飾る盛大な祭りで毎年 8 月27・28
日開催。27日は神輿や囃子屋台などの伝統行列、28日の
「花笠
踊り大パレード」は踊り手の花
笠に街が染まる。
【期間】毎年 8 月27・28日
【交通】東北中央道東根ICから27.2km
【問い合わせ】尾花沢市観光物産協会
☎0237・23・4567

（宮城県／利府松島商工会）

松島産「ひとめぼれ」から生まれた松島のお酒「いやすこ」。
松島のホテルに宿泊したお客様限定のプレミアムなお酒。松
島人による米作り、酒造り。ホテル・農家・酒屋、そして酒蔵の
人が集結。そこから生まれたお酒。取り扱いはホテルにて（FF
磯崎・ホテル松島大観荘・小松館好風亭・松
島センチュリーホテル・ホテル海風土・松
庵・ブリーズベイシーサイドリゾート松
島・ホテル壮観・花ごころの湯新富亭）

秋蛍

（山形県／尾花沢市商工会）

秋蛍は、海老根手漉和紙を
使ったイベント。この海老根
手漉和紙に、地域住民や一般
市民、小学校の児童が絵や文
字を描き、灯ろうを作り、ろうそくの火を灯し、秋の夜長に幻
想的な風景を映し出す。
1998年に保存会が結成され、2003年
には福島県の伝統工芸品に指定されている。光のページェン
トをぜひ、
お楽しみを！
【営業】2018年 9 月15日・16日18：00〜21：00
【料金】無料
【交通】磐越道郡山東ICから16.7km
【問い合わせ】海老根秋蛍実行委員会☎024・943・4264

不動桜
（福島県／中田町商工会）

九州・沖縄

九州・沖縄

日本三景松島のお土産通りに 3
店舗構える「松かま」では、当店オ
リジナルの蒲鉾を豊富にご用意！
松島ブランド認定、
「笹かまぼこ
手焼き体験」
は、焼立てのフワフワした食感・香ばしい香りが大
好評。
店内でゆっくりお茶をのみながら、
また、景色を眺めながら
の食べ歩きにも！お豆腐揚げかまぼこ
「むう」
の揚げたても人気。

【問い合わせ】☎0220・45・1516

【交通】日本海東北自動車道

中国・四国

中国・四国

笹かまぼこ手焼き体験
（宮城県／利府松島商工会）

広大な鳥海山に降り積もった雪と雨が湧き水として、滝の
ように流れているのが元滝伏流水。
一年中、一日約五万トンの豊かな水が湧き出ている。豊かで
冷たい水は、
夏は涼しく天然クーラー。
数多くの写真家が訪れ
るほど斜面に張り付いたコケの
緑とほとばしる水の白のコント
ラストが美しい。

関西

関西

国産素材の丸大豆醤油に、三陸産
の牡蠣をたっぷり使った牡蠣エキス
をブレンドした、旨みまろやかなお
いしい「牡蠣しょうゆ」
。お刺身のつ
け醤油をはじめ、おひたしや納豆の
かけ醤油、さらには生野菜のドレッ
シング、卵かけご飯のお醤油など、お
好みで幅広く使える。

松島紅爵かぼちゃのタルト

見所

東海・北陸

東海・北陸

牡蠣しょうゆ
（宮城県／利府松島商工会）

温泉

元滝伏流水

わら装束を身に着け、顔にカマドのすすを塗り、神の使いに化身
した男衆が奇声を発しながら桶の水を家々にかける火伏の伝統行
事。
沿道の人々はわらを抜き取り自家の火難除けのお守りとする。
現在、重要無形民俗文化財に指定されており、
「来訪神行事：
仮面・仮装の神々」
としてユネスコ無形文化遺産に登録見込み。

【料金】観覧無料
【交通】三陸自動車道三滝堂ICから12.6km

特産

（秋田県／にかほ市商工会）

（宮城県／みやぎ北上商工会）

【期間】毎年二月初午の日

催し

関東・甲信越

関東・甲信越

「松島を撮ろう」を合言葉に、松島を撮影していただく写真コンテスト。景色のみならず、松島で撮
影されたものなら、どのような写真でも出品可能。今年度は2019年 2 月 9 日（土）締切。
入賞作品は松
島センチュリーホテルに 3 月の表彰式後からゴールデンウィークまで約 2 ヵ月間展示される。

グルメ

北海道・東北

北海道・東北

体験

樹齢約350年と言われている枝垂れ桜。桜の脇に不動明王を祀る仏堂が
あることから、不動桜と呼ばれていおり、幹のふもとに咲き並ぶ菜の花の
黄色と鮮やかな桜色のコントラストが絶妙に美しい。2001年、郡山市指定
天然記念物に指定され、三春滝桜や紅枝垂地蔵桜から車で20分程度の距離
にあるため、これらのついでに寄る観光客も多い。
【営業】4 月中旬〜 4 月下旬
【料金】無料
【交通】磐越道郡山東ICから11.8km
【問い合わせ】不動桜保存会会長宅☎024・943・4181

柳橋歌舞伎
（福島県／中田町商工会）

江戸時代から200年以上に
わたり、柳橋地区に伝えられ
てきた伝統芸能で、地域の農
民によって舞台や衣装が作ら
れ、演じられてきた。地元の中
学校の男子生徒や、保存会の方々が演じており、1980年に柳
橋歌舞伎保存会が結成され、毎年上演されている。郡山市重要
文化財に指定された衣装や小道具も見ものである。
【期間／営業】毎年 9 月第 3 日曜18：00〜21：00
【料金】無料
【交通】磐越道郡山東ICから16km
【問い合わせ】柳橋歌舞伎保存会会長宅☎024・973・2323

紅枝垂地蔵桜
（福島県／中田町商工会）

樹齢約400年と言われてい
る枝垂れ桜。桜の下に地蔵堂
があり、昔から赤ん坊の短命、
夭折の難を逃れるために、願
掛けが行われていた。見事な
枝振りと鮮やかな紅色がかっ
た花びらが大変好評で、全国から訪れる人の数が年々増えて
いる。
1968年、
郡山市指定天然記念物に指定された。
【営業】4 月中旬〜 5 月初旬
【交通】磐越道郡山東ICから13.4km
【問い合わせ】紅枝垂地蔵桜保存会会長宅☎024・973・2664
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グルメ

催し

特産

温泉

見所

体験

西方 水かけまつり

ふくやま夢花火

（福島県／三春町商工会）

【期間】毎年 1 月 1 日
【料金】観覧 無料

12：00頃〜

富久山河川敷多目的広場
☎024・923・0896

奥山家住宅洋館・主屋

ツアーガイド
（福島県／下郷町商工会）

南会津町エリアから下郷町内観光をぐるっと案内、また見どころやコースの組
立てもお手伝い。広範囲な 1 泊 2 日の案内からポイントを絞った案内まで、地元の
ガイドが作り出すオリジナルツアーが楽しめる。
大型バスの車中案内もOK。
【営業／休み】8：30〜17：15／事務所は土・日曜・祝日
（ガイドは無休）
【料金】5,000円〜
【交通】東北自動車道白河ICから30km
【問い合わせ】下郷町観光ガイド協会（下郷町役場商工観光係）☎0241・69・1144

中尊寺ハス
（福島県／国見町商工会）

中尊寺に伝わる藤原泰衡（第 4 代当主）の首桶に納められて
いた蓮の種から開花した「中尊寺ハス」
。
平成21年（2009年）に
株を譲り受け、地域の方々により大切に栽培されている。
見頃
は 7 月〜 8 月で、古戦
場に咲く優美で清ら
かな花が楽しめる。

自動販売機のたまごは、午前中で完売することが多いほど
人気。また、町内の道の駅しもごうやまちの駅下郷町物産館、
JA直売所よらっしぇでも販売している。生たまごかけごはん
に最高！
【営業／休み】当日完売まで／無休
【料金】300円〜
【交通】東北自動車道白河ICから
33.6km
【問い合わせ】阿久津農園
☎0241・67・2840

ちゃぽランド西郷

まるごと西郷館

（福島県／西郷村商工会）

村内の地域農業の振興や農業経営者の育成、村内のにぎわ
い・元気の創出を推進する拠点としての役割を目指し2018年
6 月 9 日にオープン。木をふんだんに使用した、明るくぬくも
りのある館内には、新鮮な地元産野菜やお菓子、惣菜、お土産
品などがいっぱい。こだわ
りの「高原の郷ソフトク
リーム」はお薦めの逸品。
【営業／休み】9：00〜18：00／
毎月第 3 火曜
【交通】東北道白河ICから3.6km
【問い合わせ】まるごと西郷館
☎0248・25・5007

阿武隈川源流の西郷村から生まれた山椒商品
（福島県／西郷村商工会）

山椒のピリッとした刺激に、酸味の効いたイタリアン風「山椒ドレッシング」サラダはも
ちろん、お魚料理やお豆腐などにも相性抜群。山椒を使っているとは思えない程まろやかな
仕上がり。ほかにも山椒と黒ゴマをペースト状に伸ばしオリーブオイルで和えた
「山椒オイ
ル」、
そのオイルを使用した「山椒ラーメン」もお勧め！
【営業／休み】8：30〜17：00／土・日曜・祝日
【交通】東北道白河ICから2.2km
【問い合わせ】企業組合にしごう村夢プロジェクト☎0248・25・1266
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㈶下郷町観光公社が運営する
養鱒センターで育てた鱒のフラ
イとシャキシャキレタスとフ
ルーティ―なトマトをカフェ
「土炉子」のえごまバンズで挟ん
だ、ヘルシーなバーガー。タルタルソースと鱒の相性が最高！
ますバーガーは㈶下郷町観光公社が運営する、下郷町物産
会館や養鱒公園内の食堂及び会津下郷駅の駅カフェしもごう
で食べることができる。
【営業／休み】9：00〜17：30／元旦のみ
【料金】1 個400円 【交通】東北自動車道白河ICから40.5km
【問い合わせ】下郷町物産館☎0241・67・4433

湯六庵のひとくちくるみようかん
「地元の産品を残したい」朝日製菓さんの菓子作りを受け継
いで、女性 6 人で「湯六庵」を立ち上げた。昔ながらの製法で無
添加で作られ、コーヒーやお茶のお供に食べやすくひと口サ
イズのくるみようかん。湯野上温泉駅限定販売。
【営業／休み】8：30〜17：00／
年中無休
【料金】1 個60円
【交通】東北自動車道
白河ICから44.1km
【問い合わせ】湯野上温泉駅
☎0241・68・2920

農園Cafe やい子ばぁちゃん
（福島県／石川町商工会）

農園Cafe やい子ばぁちゃんは、築100年の古
民家を改装したレストラン。
やい子ばぁちゃんが
種から育てた季節の有機栽培の野菜をしたラン
チ。
ランチのメインは石川牛を提供している。
食
事のほか農業体験やピザ焼体験もでき、平成30年6月より民泊も
始まめている。
無添加の6次化商品
（ジャム/トマトソース）
が好評。
【営業／休み】11：00〜16：00／ 4 月〜11月無休
（電話予約）
12月〜 3 月不定期
（電話予約）
【料金】季節のおまかせランチ
お一人様 2,160円（税込）
地元産の粉で作ったピザセット 1 枚
1,080円（税込）
石川牛ビーフカレーセット
1食
1,620円（税込）
【交通】東北自動車道矢吹ICから23.6km
【問い合わせ】農園Cafe やい子ばぁちゃん☎0247・26・4773
URL：https://farm-yaiko.jimdo.com/

中山雪月火のミニかまくら作りと
ろうそく点火体験
（福島県／下郷町商工会）

日本夜景遺産に認定された中山雪月火の会場づくりに参加
して、
ろうそくの灯が作る冬の夜景を美しく、
幻想的に作り上
げよう。

九州・沖縄

九州・沖縄

【営業／休み】10：00〜21：30季節により変動あり／木曜
（夏休み、GW、年
末年始は除く）
【料金】入浴600円※子ども料金有（17：00以降は400円）
【交通】東北道白河ICから16.4km
【問い合わせ】ちゃぽランド西郷☎0248・36・2626

（福島県／西郷村商工会）

あっさりヘルシーますバーガー
（福島県／下郷町商工会）

中国・四国

中国・四国

【期間】7 月〜 8 月
【交通】東北自動車道
国見ICから5.5km
【問い合わせ】
国見町まちづくり交流課
☎024・585・2238

阿久津農園 会津地鶏のたまご
（福島県／下郷町商工会）

（福島県／下郷町商工会）

近くにはキョロロン村、雪
割橋などの観光地もあり、那
須連山の絶景を眺望しながら
極上のリラクゼーション。男
女別の浴室のほか、水着で入
浴できるファミリー浴室を完備。圧注浴、気泡浴、ミストサウ
ナなどバラエティに富んだ浴槽で楽しめる。

見所

関西

関西

【交通】東北自動車道
国見ICから1.5km
【問い合わせ】
国見町商工観光係
☎024・585・2238

温泉

【交通】磐越道郡山東ICから3.8km
【問い合わせ】

（福島県／国見町商工会）

大正10年（1921年）
に、三代目奥山忠左衛門により、和洋両
方の接客空間を持った迎賓館として建設された。ルネサンス
様式の洋館は、八角の塔屋・タイル貼りの外壁・高い積石の土
台を持ち、豪商・政治
家であった奥山家を
象徴する建物。

特産

東海・北陸

東海・北陸

【交通】磐越道郡山東ICから6.9km 車で約10分
【問い合わせ】みはる観光協会☎0247・62・3690

商工会青年部が中心となり企画した手づくりの夏まつりが
富久山河川敷多目的広場を会場に開催される。日中の子供ま
つりではビンゴゲーム大会や瓶ジュース早飲み大会やマシュ
マロ探しが行われ、また、豪華賞品が当たる大抽選会など、家
族や友達連れなどで賑わう。夏まつりのフィナーレを恒例の
花火大会が飾り、阿武隈川
上空に華麗な大輪の花を咲
かせる。

催し

関東・甲信越

関東・甲信越

西方地区に400年以上前か
ら伝わる行事で、五穀豊穣、無
病息災を祈願して水を掛け合
う勇壮なまつり。33歳までの
若連会の青年12〜13名が、裸
で「出宿」
を飛び出し、大滝根川で禊をした後、鎮守の塩釜神社
に参拝した後、行井戸を中心に水の掛け合いを演じる。最後は
泥水まで掛け合うことから、泥かけまつりの別名がある。

（福島県／富久山町商工会）

グルメ

北海道・東北

北海道・東北

体験

【営業】8：30〜17：15
【料金】※宿泊料別途必要
【交通】東北自動車道白河ICから
36.7km
【問い合わせ】
下郷町役場商工観光係
☎0241・69・1144

あさか野夏まつり花火大会
（福島県／安積町商工会）

視界を遮る物のない田園で打ち上げられるため360度どこ
からでも楽しめる。県内外の職人さんたちによる
「匠の花火ス
テージ」や「メモリアル花火」など迫力の尺玉やスターマイン
が打ち上げられる。
また結婚情報誌「ゼクシィ」の提供
により、公開プロポーズを行うサプ
ライズ企画もあり、プロポーズが成
功するとハート形の花火が打ち上げ
られる。
【交通】東北自動車道郡山南ICから1.5km
【問い合わせ】あさか野夏まつり実行委員会
☎024・946・2068
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河内町商工会

常総市商工会
自分で積んだ茶葉でオリジナル
紅茶を作りませんか…P.23
日本酒の製造工程の見学と銘酒
一人娘の利き酒の体験…P.23

昔ながらの手作りにこだわった
味噌…P.24
浮世絵木版画の世界にふれて
みませんか…P.24
肉ちりめん…P.24

坂東市商工会

高萩市商工会
古民家レストラン「高萩茶寮」…P.23

那珂川町商工会
認定特定非営利活動法人
もうひとつの美術館…P.24

シルクふれんどりぃ…P.30
シルクの里公園 マルシェ…P.30
中央市豊富郷土資料館…P.30
東西精肉食堂のメンチカツ…P.30
四季新鮮収穫広場「た・から」
農産物直売所…P.30
道の駅「とよとみ」…P.30

関東唯一の捕鯨史跡の里…P.28

富津市商工会
富津はかりめフェア…P.6
ふっつ海堡丼フェア…P.28
ふっつ生のりフェア…P.28

鴨川市商工会

船津胎内樹型…P.31
「甲斐の開運」
醸造元 井出醸造店…P.31
母の白滝…P.31
精進の大杉…P.31
鹿カレー…P.31
精進粥…P.31
フィッシュ＆チップス…P.31
本栖石塁…P.32
高所淡水ダイビング…P.32

天空のまきばレストラン…P.35
The 清里フィールドバレエ…P.35
創業百十余年。老舗和菓子屋の
美味スイーツ…P.35
七賢 醸造元
（山梨銘醸株式会社）
…P.35
オルゴール博物館ホール・オブ・
ホールズ…P.35

木曽町商工会
無塩の漬物〜すんき〜…P.36
天下の奇祭〜みこしまくり〜…P.36

佐久穂町商工会
八千穂高原自然園…P.36

信濃町商工会
野尻湖と野尻湖
ナウマンゾウ博物館…P.36

赤そばの里…P.36

高森町商工会
アルプスサーモン丼…P.36
乳酸菌の発酵だけによる無糖の
飲むヨーグルト…P.36

いすみ市商工会
大原海水浴場…P.29

小金井市商工会

新潟

上三川町商工会
やんちゃ豚農園

摘み取り体験…P.24

栃木

那須烏山商工会
山あげ会館…P.25

前橋東部商工会

群馬

長野

茨城
埼玉
東京

山梨

神奈川

昭和村商工会

渋沢栄一記念館…P.26

日高市商工会
高麗鍋…P.26
巾着田曼珠沙華公園…P.26
高麗神社…P.26

小川町商工会
仙元山見晴らしの丘公園…P.27
分校カフェ Mozart…P.27

富里市商工会
乗馬＆馬との会話体験…P.27
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【期間】7 月最終土曜開催（予定）【料金】参加料 1,000円〜2,500円
【交通】圏央道稲敷ICから10.3km
【問い合わせ】河内町商工会青年部☎0297・84・2136

古民家レストラン「高萩茶寮」
（茨城県／高萩市商工会）

高萩市に佇む築二百
年以上の茅葺古民家「穂
積家住宅」
（ 茨城県指定
文化財）は、主屋、長屋
門、前蔵、衣装蔵、庭園か
らなり、江戸時代に描か
れた屋敷絵図にもほぼ
現状の姿をとどめ、江戸
時代の豪農住宅を知る上で、貴重な文化遺産となっている。こ
の主屋を利用し、夏季と秋季に期間限定で有名シェフとのコ
ラボレストラン（カフェ）の「高萩茶寮」を開設している。

清瀬商工会
清瀬ひまわりフェステイバル…P.29

足柄上商工会
フェイジョア…P.29

寒川町商工会
廃線跡の遊歩道…P.29

大磯町商工会
旧吉田茂邸…P.29

畑野商工会
いこいの村まつり
「海洋薪能」…P.5

与板町商工会
与板鍛冶体験工房…P.29

温泉

見所

ミュージアムパーク 茨城県自然博物館
（茨城県／坂東市商工会）

ミュージアムパーク茨城県自然博物
館は、地球の誕生から私たちの生きる現
代まで、自然環境の視点からその歴史を
学ぶミュージアム。宇宙から地球、生命
へと展開していく第 1 〜第 5 にわたる総合展示をはじめ、部
門展示及び映像ホールでは身近な茨城県の自然についての資
料を見ることができる。年に 3 〜 4 回開催する企画展も大人
気！！開館以来、毎年約40万人が来館し、全国の県立自然史
系博物館の中でトップクラスの入館者数を誇っており、平成
29年度は入館者数50万人を達成した。
【営業／休み】9：30〜17：00
（入館は16：30まで）
／毎週月曜
（月曜が休日に
あたるときは開館し、その翌日が休館）
【料金】一般
通常期：530円 企画展開催期：740円
満70歳以上 通常期：260円 企画展開催期：370円
高校・大学生 通常期：330円 企画展開催期：450円
小・中学生
通常期：100円 企画展開催期：140円
【交通】常磐自動車道谷和原ICから9.6km
【問い合わせ】ミュージアムパーク 茨城県自然博物館☎0297・38・2000

日本酒の製造工程のビデオ上映と
銘酒一人娘の利き酒の体験
山梨市商工会
名瀑 一之釜…P.32
西沢渓谷…P.32
大弛峠…P.32
乙女高原＆乙女湖…P.32
大嶽山那賀都神社…P.32
万力公園 万葉の森…P.33
笛吹川フルーツ公園…P.33
根津記念館…P.33
みとみ笛吹の湯…P.33
花かげの湯…P.33
鼓川温泉…P.33
フルーツ温泉ぷくぷく…P.33
もも…P.34
ぶどう…P.34
さくらんぼ…P.34
いちご…P.34

自分で積んだ茶葉で
オリジナル紅茶を作りませんか
（茨城県／常総市商工会）

工場に隣接する茶畑で茶摘みの体験と、自分で積んだ茶葉
で手作りのオリジナル紅茶づくりの体験ができる。
工場の見学も随時受付。
【営業／休み】
8：00〜18：00／無休
【料金】無料
【交通】圏央道常総ICから
5.6km
【問い合わせ】坂入製茶工場
☎0297・42・2397

【営業／休み】11：00〜16：00／月曜
（月曜が祝日の場合はその翌日）
※但し、11月以降は休業日なし
【料金】入場料無料 【交通】常磐自動車道高萩ICから 1 km
【問い合わせ】高萩市地方創生課☎0293・23・2127
高萩茶寮URL：http://www.takahagi-saryo.com/

（茨城県／常総市商工会）

しぶかわ商工会

ふかや市商工会

地域住民からの
放水を浴びつつ田
舎道を駆け抜ける
ランニングイベン
トで、給水ポイント
に は、 新 鮮 な 野 菜
や、食べ物が振る舞
わ れ る。 「 ス テ ー
ジイベント」は、屋外ステージにて音楽、ダンスなどのエン
ターテイメントショーを開催する他、同会場を取り囲むよう
にフードブースや地域特産品販売コーナーを設ける。

特産

千葉

やさい王国昭和村河岸段丘ハーフマラソン大会…P.26
昭和の秋まつり…P.26

ワシノ巣風穴
（伊香保森林公園）
…P.26

（茨城県／河内町商工会）

催し

九州・沖縄

九州・沖縄

広大な畑で豊富な品種のぶどう狩りが楽しめます…P.25
赤城山の裾野に広がる花と緑の楽園ぐんまフラワーパーク…P.25
赤城山オートキャンプ場ならフルコースのキャンプを
楽しめます！…P.25
赤城南麓 とれたてを味わえる昔ながらのマス釣り場…P.25
赤城温泉郷…P.25

RAINBOW SHOWER RUN
（レインボーシャワーラン）

グルメ

箕輪町商工会

清澄ユリの里…P.28
大場蘭園…P.28
南房総
なな畑ロード 鴨川…P.28

六地蔵のめぐみ 黄金の水…P.29

体験

中国・四国

中国・四国

那珂川町馬頭広重美術館…P.24

南房総 勝山
「かっちゃまダイビングサービス」…P.28

見所

北杜市商工会

河口湖商工会

鋸南町商工会

温泉

関西

関西

ミュージアムパーク
茨城県自然博物館…P.23

原岡桟橋
（岡本桟橋）
…P.27
富山…P.27
大房岬自然公園…P.27

中央市商工会

特産

東海・北陸

東海・北陸

古民家を改装した店舗でフレン
チを堪能してください…P.23

内房のダイナミックな自然の
中でのカヤック体験…P.4

催し

関東・甲信越

関東・甲信越

RAINBOW SHOWER RUN
（レインボーシャワーラン）
…P.23

南房総市内房商工会

グルメ

北海道・東北

北海道・東北

関東・甲信越

体験

やまなしフルーツライド…P.34
巨峰の丘マラソン大会…P.34
万葉うたまつりと
ホタル観賞会…P.34
森林セラピー…P.35
陶芸体験 陶芸教室…P.35

醸造場にて、酒の出来るまでのビデオ上映。その後、店舗に
て銘酒
「一人娘」
の利き酒等を体験できる。
【営業／休み】8：00〜17：00／元日
【料金】蔵の見学（要予約）は無料
【交通】圏央道常総ICから 5 km
【問い合わせ】株式会社山中酒造店☎0297・42・2004

古民家を改装した店舗で
フレンチを堪能してください
（茨城県／常総市商工会）

清酒紬美人の蔵元
が経営する古民家フ
レンチレストランで、
酒蔵見学と料理が楽
し め る。築94年 の 古
民家で、茨城県産のお
肉と野菜を使った本
格的フレンチが味わ
え、手作りケーキも美味しい。テーブルウェアもパリより直輸
入したナイフ・フォークやクロスなどフランスを意識した
コーディネイトになっている。
【営業／休み】11：30〜15：00 17：30〜21：00／年末年始、
お盆、
月曜
【料金】ランチ2,000円〜3,500円、ディナー3,800円〜（税別）
【交通】圏央道常総ICから6.2km
【問い合わせ】フレンチレストラン ブラサリー ジョゾ☎0297・42・2056
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グルメ

催し

特産

温泉

見所

昔ながらの手作りにこだわった味噌
（茨城県／常総市商工会）

【営業／休み】8：00〜18：30／無休
【交通】圏央道常総ICから7.8km
【問い合わせ】
石塚糀店
☎0297・42・2383

浮世絵木版画の世界にふれてみませんか
（茨城県／常総市商工会）

江戸時代より伝統ある浮世絵版画を手作業で作成してい
る。当社では製作工程の見学・及び希望者には版画制作の 1 工
程である黒摺りの体験をすることができる。
【営業／休み】9：00〜17：00／土曜、
日曜
【料金】黒摺りの体験を希望される方は200円。見学は無料（※要予約）
【交通】圏央道常総ICから4.2km
【問い合わせ】渡辺木版
☎0297・42・2337

山あげ会館
（栃木県／那須烏山商工会）

ユネスコ無形文化遺産
に登録された
「山あげ行事」
を一年中紹介している施
設。平成30年 4 月リニュー
アルオープンし、山あげ行
事のミニチュア劇や大型ス
クリーンによる映像が見ら
れる。
また、熊野の権現さま
のお使いで八咫烏が築城を導いたといわれる烏山城が築城
600年を迎えることを記念した企画展を行っている。
年末年始（12／29〜 1 ／ 3 ）
【料金】
入館料：大人250円 小・中学生100円 大人団体
（10名様以上）
200円
障害者手帳をお持ちの方は提示で無料
【交通】東北自動車道矢板ICから26.2km
【問い合わせ】山あげ会館☎0287・84・1977

（茨城県／常総市商工会）

那珂川町馬頭広重美術館
（栃木県／那珂川町商工会）

歌川広重、小林清
親、川村清雄などの
肉筆画や版画を中
心に年に数回企画
展を開催。建築は建
築家の隈研吾氏による設計で「東街道五拾三次之内 庄
野 白雨」をイメージし、周辺の景観と調和した美術館となっ
ている。
【営業／休み】9：30〜17：00
（入館は16：30まで）
／
月曜、祝日の翌日（祝日の翌日が土日の場合は開催）、
年末年始、展示替えの臨時休館あり
【料金】大人500円 高・大学生300円 中学生以下無料
障害者手帳をお持ちの方と付き添い 1 名半額 特別展は別料金
【交通】東北道矢板ICから約30km
【問い合わせ】那珂川町馬頭広重美術館
☎0287・92・1199
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もうひとつの美術館は、明治大正の面影を残す廃校校舎を再
利用して、2001年に開設。
全国に先駆けて、障害を持つ人の既成
の枠にとらわれない芸術活動をサポートしながら、
［みんなが
アーティスト、すべてはアート］
をコンセプトに、障害の有無・専
門家であるなしを越え、
アートを核に地域や領域を繋いでいる。
【営業／休み】10：00〜17：00／毎週月曜
（祝日の場合は翌日の火曜）
冬期・展示替え等の休館あり
【料金】大人800円 大学生500円
小中学生・70歳以上・障害者・重度の方介添400円
【交通】東北道矢板ICから
27km
【問い合わせ】
認定特定非営利活動法人
もうひとつの美術館
☎0287・92・8088

やんちゃ豚農園 摘み取り体験
（栃木県／上三川町商工会）

約サッカーコート一面ぐらいの敷地に、800株の農園で摘み取
り体験ができる
（ブルーベリー、
ブラックベリーを200円／100g）
。
主にブルーベリー、ブラックベリーを栽培しており、稀少な
ブラックベリーは、ポリフェノールやビタミンEがあり、オス
スメ！
その他、今静かなブームになっている「ポポー」の苗木もあ
ります。
【営業／休み】8：00〜17：00／月曜、
火曜
【期間】
ブルーベリー摘み取り 6 月中旬〜 8 月末まで
ポポー苗木販売 1 〜 4 月、10〜12月
【料金】入園 300円、摘み取り 100g／200円
ポポーの苗木 1 本約3,500円
【交通】北関東道上三川ICから9.4km
【問い合わせ】やんちゃ豚農園
☎090・5549・3726

（群馬県／前橋東部商工会）

広 大 な 園 内 は、 オ ー ル
シ ー ズ ン 花 ざ か り。正 面
ゲートを抜けると、目の前
に色鮮やかなフラトピア
大花壇、赤城山をバックに
そびえ立つ高さ18メート
ルのパークタワーが広が
る。ハ ー ブ の 香 り の 散 歩
道、イングリッシュガーデン、日本庭園、ちびっこ広場など見
どころ遊びどころたっぷりで大人もこどもも楽しめる。
【営業／休み】9：00〜17：00
（冬季時間有）／年中無休
【料金】4 月〜 6 月：700円 7 月〜 3 月：600円
（中学生まで無料）
【交通】北関東道伊勢崎ICから15km・関越自動車道赤城ICから20.2km
【問い合わせ】カネコ種苗ぐんまフラワーパーク☎027・283・8189

大崎つりぼり〜赤城南麓 とれたてを
味わえる昔ながらのマス釣り場〜
（群馬県／前橋東部商工会）

誰でも手軽に釣りやつかみ取りが楽しめる他、敷地内に流
れる清流で涼みながらの手ぶらバーベキューが好評です。と
れたて新鮮なニジマスやイワナを楽しく釣って、炭火で美味
しく食べることができます。また、一般来場者用の釣り場だけ
ではなく、団体専用の貸切釣り場があり、最大100名までのグ
ループに対応できます。
【営業／休み】9：00〜18：00
（金土日は9：00〜20：00）
他に冬季営業時間有り／年中無休
【料金】お一人様
レンタル竿 1 本 魚釣り 2 匹 1,100円
お一人様
レンタル竿 1 本 魚釣り 5 匹 2,200円
ペアプラン
レンタル竿 1 本 魚釣り 5 匹 2,500円
ファミリープラン レンタル竿 3 本 魚釣り10匹 4,500円
他オプションメニュー、
日帰りBBQ、
食事メニュー
等の料金は、当社Webサイトよりご確認ください。
【交通】北関東自動車道伊勢崎ICから16.9km
【問い合わせ】大崎つりぼり☎027・283・4325

見所

観光農園あかぎおろしの広大な畑で
豊富な品種のぶどう狩りが楽しめます
（群馬県／前橋東部商工会）

県内最大規模の広大な敷地で50種類以上のぶどうを育て
ている。それぞれ個性あふれる美味しさのぶどうを直売所で
の店頭販売やぶどう狩り体験で楽しめる。
（ 8 月中旬〜10月
下旬）さらに葡萄棚の下で、手ぶらでBBQも楽しめる。また
ネットや電話注文での全国配送もあり、ぶどうの他、
さくらん
ぼ、桃、
柿、栗、
林檎も育てている。
【営業／休み】トップシーズン10：00〜17：00
その他のシーズン10：00〜16：00／
ぶどう狩り営業期間中は無休にて営業、その他シーズンについては水曜定休
【料金】ぶどう狩り：収穫物の量り売り制で 1 kg 1,200円から
（品種ごと）
ぶどうの皿盛り食べ放題：30分 1,200円
（予約制）
さくらんぼ狩り
（食べ放題）
：30分 1,600円
【交通】北関東自動車道伊勢崎ICから15.1km・関越
自動車道赤城ICから19.2km
【問い合わせ】観光農園あかぎおろし
☎027・212・8039

赤城山オートキャンプ場なら
フルコースのキャンプを楽しめます！
（群馬県／前橋東部商工会）

日帰りの手ぶらBBQに
使用する豚肉はすべて、直
営牧場のこだわりの豚肉
を使用している。創業40年
の老舗養豚牧場で、赤城の
きれいな空気ときれいな
水、厳選されたエサでのび
のび育てたこめこめ豚は
肉質がやわらかく、甘いのに、ヘルシー。手間暇かけて大切に
育てたおいしい豚肉を、
ぜひお試しを。
【営業】夏季
（ 4 〜10月）9：00〜18：00 冬季
（11月〜 3 月）
10：00〜17：00
【料金】各利用料金は、当社Webサイトよりご確認ください。
【交通】北関東自動車道伊勢崎ICから18.3km
【問い合わせ】赤城山オートキャンプ場☎027・283・8368
URL：http://autocamp-akagi.com

九州・沖縄

九州・沖縄

【営業／休み】
9：00〜17：00／土曜、
日曜
【交通】常磐道谷和原ICから
8 km
【問い合わせ】
有限会社鳥末食品
☎0297・24・3021

（栃木県／那珂川町商工会）

赤城山の裾野に広がる花と緑の楽園
カネコ種苗ぐんまフラワーパーク

温泉

中国・四国

中国・四国

創業80年余り鶏肉の加工製造販売をしており、優良県産品
の筑波巻や午房将軍などが好評。3 年間の開発期間を掛けて
でき上がった「肉ちりめん」
は茨城県産つくば鶏を使用しじっ
くりと煮込んだ後、
手作業により丁寧にほぐし、しっとり感を
残しつつフワフワに仕上げた生姜風味、醤油味のご飯に合う
佃煮風肉ふりかけ。2016いばらきお土産大賞最高金賞を受賞
している。

認定特定非営利活動法人
もうひとつの美術館

特産

関西

関西

肉ちりめん

催し

東海・北陸

東海・北陸

【営業／休み】9：00〜16：00／火曜
（祝日の場合は翌日）

グルメ

関東・甲信越

関東・甲信越

味噌の原料はすべて国産の物を使い、昔ながらの製法で熱
源を一切使わずに糀を作っており、添加物も使っていない。糀
の分量も多いので味噌も甘みがありまろやかで口当たりのい
い味に仕上がっている。

体験

北海道・東北

北海道・東北

体験

赤城温泉郷
（群馬県／前橋東部商工会）

赤城温泉郷は赤城山南麓の
標高700から900mに位置し赤
城温泉・忠治温泉・滝沢温泉の
5 件の小さな宿の集まりです。
古来より
「赤城山に霊泉あり傷病の禽獣集まる」
とその効能が
紹介されており上州の薬湯として湯守衆により今に伝えてい
る小さな温泉郷。四季折々の景観と移り変わりが楽しめる。
【営業／休み】各旅館
15：00〜チェックイン 〜10：00チェックアウト／不定休
【料金】① 1 泊 2 食 8,500円（税別）
〜 ② 1 泊 2 食8,889円（税別）
〜
③ 1 泊 2 食10,500円
（税別）
〜 ④ 1 泊 2 食9,000円（税別）
〜
⑤ 1 泊 2 食11,880円
（税別）
〜
【交通】北関東自動車道伊勢崎ICから22.8km
【問い合わせ】①赤城温泉 御宿総本家☎027・283・3012
②赤城温泉 花の宿 湯之沢館☎027･283･3017
③上州赤城山人情の里 旅籠 忠治館☎027・283・3015
④滝沢温泉 滝沢館☎027・283・5711
⑤にごり湯の宿 赤城温泉ホテル☎027・283・2619
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グルメ

催し

特産

温泉

見所

やさい王国昭和村河岸段丘
ハーフマラソン大会
（群馬県／昭和村商工会）

【期間】毎年 5 月最終日曜
【料金】2,000円〜4,000円
【交通】関越道昭和ICから 4 km
【問い合わせ】

ワシノ巣風穴（伊香保森林公園）
（群馬県／しぶかわ商工会）

巾着田曼珠沙華公園
（埼玉県／日高市商工会）

【営業／休み】8：00〜17：00／12月29日〜 1 月 3 日
【料金】時期によって入場料有料 【交通】圏央道狭山日高ICから8.4km
【問い合わせ】巾着田曼珠沙華公園☎042・982・0268

高麗鍋
西暦716年に高麗郡が設置され、2016年に建郡1300年を
迎えることから、高麗神社や市内の事業者で構成される「高麗
郷ʼS」によって高麗鍋が考案された。
高麗鍋を日高市の新たな
名物として定着させ、町おこしの起爆剤にしようと商品開発
や販売促進を進めている。
高麗鍋の条件は「キムチ
味」、
「地場産野菜の使用」、
「高麗人参の使用」の 3 つ
で、その他の工夫は自由。
【問い合わせ】
日高市商工会☎042･985･2311

高麗神社
（埼玉県／日高市商工会）

霊亀 2 年
（西暦716年）
、東国武蔵野の大地に1799人の高麗
人が入植し、未開の原野の開拓にあたり、大和朝廷はこの地を
高麗郡と称し、高麗王若光を首長とした。高麗王若光の没後、
郡民はその徳を偲び霊跡を建立、高麗神社と称し崇めたので
ある。平成29年 9 月20日には天皇皇后両陛下が私的旅行とし
て高麗神社を参拝された。
【営業／休み】8：30〜17：00／無休
【料金】入場無料
【交通】圏央道狭山日高ICから
8.5km
【問い合わせ】高麗神社
☎042・989・1403

渋沢栄一記念館
近代日本経済の父といわれる渋沢栄一は、株式会社組織による企業の創設・育成に力を入れると
ともに
「道徳経済合一説」を唱え、約500社もの企業の設立に関わるほか、600以上の教育機関・社会
公共事業の支援や国際親善にも熱心に取り組むなど数々の功績を残した。渋沢栄一記念館には、渋
沢栄一翁の遺墨や写真など、たくさんの資料が展示されている。
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館）、年末年始
【料金】入場無料、ローラーすべり台利用料 高校生以上200円
小・中学生100円 未就学児無料（保護者の同乗が必要）
【交通】関越自動車道嵐山・小川ICから7.7km
【問い合わせ】仙元山見晴らしの丘公園☎0493・73・1000

分校カフェ Mozart
（埼玉県／小川町商工会）

平 成23年 3 月 い っ
ぱいで廃校となった
ものの、古き良き風情
を残す旧小川町立小
川小学校下里分校に
無料休憩所＆分校カ
フェMozart（モザー
ト ）が こ の 春 オ ー プ
ンした。
Mozartでは地元食材を使用した軽食などが楽しめ、桜の時
期には、遠方からの来訪者も来るほどの隠れスポット。校庭は
随時開放している。
【営業／休み】11：00〜15：00／月曜、
火曜、
年末年始
【交通】関越自動車道嵐山・小川ICから4.2km
【問い合わせ】分校カフェ Mozart☎0493・72・0429

（埼玉県／日高市商工会）

（埼玉県／ふかや市商工会）

【営業／休み】9：00〜17：00／年末年始
【料金】無料
【交通】関越自動車道花園ICから約15.4km
【問い合わせ】渋沢栄一記念館☎048・587・1100

【営業／休み】夏季9：30〜17：30
（季節変動あり）／月曜（祝日の場合は開

見所

乗馬＆馬との会話体験
（千葉県／富里市商工会）

馬と会話するジョ
インアップ体験がで
きる乗馬クラブ。ジョ
インアップとは馬の
習性を理解して馬と
無音の会話やボディ
ランゲージで信頼関
係を作りあげる方法
で、20分も体験すれば引き綱が無くても体験者の後ろを馬が
歩くようになる。
日頃から乗馬を楽しんでいる方、馬に触るのは初めてとい
う方も大歓迎！

原岡桟橋（岡本桟橋）
（千葉県／南房総市内房商工会）

全国でも数少ない木製の桟橋で、テレビコマーシャルやロ
ケの舞台にもなっている知る人ぞ知る穴場スポット。昼間の
海と空の 2 種類の青も爽やかだが、夕方の美しい夕焼けとシ
ルエットで浮かび上がる富士山は一見の価値あり。
また、薄暮
の海に優しく浮かびあがる桟橋の街灯が幻想的な雰囲気は他
では味わえない。
【交通】
富津館山道富浦ICから
2.6km
【問い合わせ】
南房総市観光協会
☎0470・28・5307

【営業／休み】9：00〜19：00／水曜、
年末年始
【料金】4,000円
（税別）
【交通】東関東自動車道酒々井ICから9.5km

九州・沖縄

九州・沖縄

日高市内を流れる清流、高
麗川の蛇行により長い年月を
かけてつくられ、その形がき
んちゃくの形に似ていること
から、巾着田（きんちゃくだ）
と呼ばれるようになった。約22ヘクタールの川に囲まれた平
地には、菜の花、コスモスなどの花々が咲き、中でも秋の曼珠
沙華群生地は約500万本の曼珠沙華で辺り一面が真紅に染ま
り、まるで赤い絨毯を敷き詰めたようである。

【問い合わせ】昭和の秋まつり実行委員会（昭和村企画課内）
☎0278・24・5111

温泉

中国・四国

中国・四国

【交通】関越自動車道駒寄スマートICから
20.6km
【問い合わせ】
伊香保森林公園 管理棟☎0279・72・5210

【期間／営業】毎年10月第 1 日曜／10：00〜16：00
【料金】無料 【交通】関越道昭和ICから 6 km

仙元山の中腹にあ
る自然豊かな公園で、
人気は小川町を眼下
に眺めながら爽快に
滑 り 下 り る 全 長203
メートルの「ローラー
すべり台」。
展望台からの景色も
素晴らしく、晴れた日に
は小川町はもちろん、
近隣の町や遠く北関東の山々まで見渡せる。

特産

関西

関西

この風穴は、榛名カルデラ火山の寄生的火山として活動し
ていた二ツ岳が終期をむかえ、穴山の
隆起と冷却の過程において、山が裂け
岩も裂けて、山全体にすき間ができた
もの。
古くは、硫気を吹き出す穴であっ
たものが、いつのころからか、年間温度
の変わらない風が吹き出し、夏には、冷
房室にいるようである。

やさい王国昭和村の収穫を
祝い盛大に開催される昭和の
秋まつりは、交流イベントとし
て人気が高く、村内外から多く
の人が訪れる。秋の味覚満載の「こんにゃく大鍋」は7000人分
を準備し来場者にふるまわれる。その他、ステージショー、子
ども向けのゲームフェスタなども用意されており、見どころ
盛りだくさん。

仙元山見晴らしの丘公園
（埼玉県／小川町商工会）

催し

東海・北陸

東海・北陸

昭和村マラソン実行委員会
（昭和村企画課内）☎0278・24・5111

昭和の秋まつり
（群馬県／昭和村商工会）

グルメ

関東・甲信越

関東・甲信越

「日本で最も美しい村連合」に加盟する昭和村の大自然と美し
い景観、広大な大地の中を走るマラソン大会。
コースは、ハーフ、
5 ㎞、2㎞があり、ランナーに保育園児や農作業中の村民が大き
な声援を送る。
会場では、
新鮮レタスやスープ、
餅つき体験などの
おもてなしコーナーが人気。

体験

北海道・東北

北海道・東北

体験

【問い合わせ】ファーム・クラインガルテン☎0476・94・1002

とみさん

富山
（千葉県／南房総市内房商工会）

里見八犬伝の舞台になった標高349.5mの房州を代表する
低名山として名高い。
一体が県立自然公園となっているのでハイキングにも最適
で初心者でも楽しい、山歩き散策コースで、入り口には風情
たっぷりの山門が迎え、八犬伝の舞台となった伏姫籠穴が静
かに佇んでいる。
【交通】
富津館山道鋸南富山ICから
7.0km
【問い合わせ】
南房総市観光協会
☎0470・28・5307

大房岬自然公園
（千葉県／南房総市内房商工会）

大房岬は、森
と海の魅力を一
度に楽しめる自
然公園。
絶景スポット
もたくさんあ
り、雄大な海蝕
景観に恵まれて
いる。
公園内の施設
も充実しておりビジターセンター、園地、キャンプ場、宿舎及
び展望台が点在している緑に囲まれた岬は、四季を通じて散
策、様々なレジャーが楽しめる。
【営業／休み】9：00〜16：30／毎週月曜、
12月29日〜 1 月 3 日
【交通】富津館山道富浦ICから4.6km
【問い合わせ】大房岬ビジターセンター☎0470・33・4551
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グルメ

催し

特産

温泉

見所

南房総 勝山「かっちゃまダイビングサービス」
（千葉県／鋸南町商工会）

ふっつ海堡丼フェア
（千葉県／富津市商工会）

清澄ユリの里
（千葉県／鴨川市商工会）

【イベント開催】
10：00〜15：00
（年 2回）
【料金】入場無料
【交通】鴨川有料道路出口から14.5km
【問い合わせ】清澄癒しの里づくりの会☎080・5488・0596（村尾）

大原海水浴場
（千葉県／いすみ市商工会）

カンヌ国際映画祭で最高賞のパルムドールを受賞した「万引き家族」
（是
枝裕和監督）の海水浴シーンとして話題の海水浴場。砂浜が広く、遠浅で波
が穏やかなビーチは家族連れに人気。駐車場・水洗トイレ・水シャワー等の
無料の設備有り。
【交通】首都圏中央連絡自動車道茂原長南ICから30.8km
首都圏中央連絡自動車道市原鶴舞ICから31.4km
【問い合わせ】いすみ市役所 オリンピック・観光課☎0470・62・1243

【交通】富津館山道鋸南富山ICか
ら2.3km
【問い合わせ】
鋸南町商工会
☎0470・55・3691

ふっつ生のりフェア
（千葉県／富津市商工会）

富津市産の一番摘みの生の
りを利用した料理を参加店が
提供する。
「一番摘みの生のり」
とは、海に張られたのり網から
一番はじめに摘み取る「新芽の
り」のことで、柔らかくて豊か
な風味と香りが特徴、冬のこの
季節に産地でしか味わえない旬の食材である。
【期間／休み】12月15日〜 2 月28日
（営業時間は各店舗による）／
各店舗による
【料金】各店舗による
【問い合わせ】☎各店舗による

大場蘭園
（千葉県／鴨川市商工会）

長狭街道沿いの「大山千枚田」付近にある「大場蘭園」。南房
総の自然豊かな環境の中でリゾート型蘭園をめざしている。
開業後、約80年を迎える老舗の蘭園として
「世界ラン展」にも
出展しており、澄んだ空気、さわやかなそよ風の中で、オリジ
ナル品種を中心に、良質な洋蘭を生産・販売している。
【営業／休み】9：00〜17：00／
毎週木曜（祝祭日の場合は営業）、
12月31日〜 1 月 1 日（ 2 日より営業）
【料金】入場無料
【交通】鋸南保田ICから約13km
【問い合わせ】大場蘭園
☎04・7098・0879

南房総 なな畑ロード 鴨川
（千葉県／鴨川市商工会）

ひと足早く春が訪れる房総ならではの観光スポット。一万坪の敷地一杯に咲く菜の花を
満喫できる「なな畑ロード」。幸せの黄色い菜の花がじゅうたんのように咲き誇る風景は、
「かもはる」の風物詩にもなっている。なな畑で「花摘み体験」やフォトジェニックを思いっ
きり楽しんで一足早い春を感じてみてはいかが。
1 月12日
（土）のオープニングイベントは、たいよう君、チーバくんとの撮影、ミニドクターイエロー乗車を企画しています。
【期間】2019年 1 月12日（土）
〜 3 月10日
（日）
【営業／休み】9：30〜15：00／無
（荒天時は花摘み体験不可）【料金】見学無料・菜の花つみ10本150円
【交通】鴨川有料道路から5.3km 【問い合わせ】鴨川市観光協会事務局☎04・7092・0086
28

見所

こ がね

みず

六地蔵のめぐみ 黄金の水（100ｍの深井戸）
（東京都／小金井市商工会）

武蔵小金井駅から徒歩 3 分、小金井市中央商店街内の六地
蔵を祀る敷地にあり、
日本では珍しい中硬水で、ミネラル成分
のバランスがお茶に合う水と言われ、市内外から汲みに来る
方も。
小金井市の地名は「黄金に値する豊かな水が湧く」こと
に由来するといわれてい
る。1 プッシュで 1 杯試飲
できるので、まち歩きの
水分補給にどうぞ。
【利用可能時間】8：00〜20：00
【料金】コップ 1 杯は試飲可能
【問い合わせ】菊屋文具店
☎042・381・1379

東京都清瀬市内で夏になると
約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
トとなったひまわり畑だが、元々
は地主の方が小麦を植えている畑に次の作付けまでの期間に
緑肥として栽培、それがとてもきれいな風景であることから
一般開放されるようになった。
【期間／営業／休み】毎年 8 月中下旬／9：00〜16：00／
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】入場無料
【問い合わせ】清瀬市市民生活部産業振興課☎042･492･5111

フェイジョア

廃線跡の遊歩道

（神奈川県／足柄上商工会）

（神奈川県／寒川町商工会）

30年以上埋もれていた、足柄上郡大
井町の特産果実・フェイジョア。
2012年の、商工会と町によるスイーツ開発事業で、偶然、農園主
が発した「フェイジョア、何とかして」というひと言から、美味しい
フェイジョアスイーツが誕生！その後、カレーなどの食品や芳香水
など、
様々な商品が誕生。
今では町を代表する果実となっている。
【営業／休み】
（まちの駅）9：30〜19：00／年末年始のみ
（四季の里）8：00〜15：00／月曜
（月曜が祝日の場合は翌日）
【料金】1 ）フェイジョアジャム
1 個480円
（税抜）
2 ）フェイジョアカレー
1 袋480円（税抜）
足柄牛入りフェイジョアカレー 1 袋600円（税抜）
3 ）ふぇいじょああいす
1 個280円（税抜）
4 ）フェイジョアブッセ
1 個170円（税抜）
【問い合わせ】まちの駅あしがら☎0465・44・4820
四季の里☎0465・82･3751

清瀬ひまわりフェステイバル
（東京都／清瀬商工会）

ほか

旧吉田茂邸
（神奈川県／大磯町商工会）

昭和19年頃から生涯を閉じる昭
和42年までを過ごした邸宅。政界
引退後も多くの政治家が「大磯参
り」を行い、元西独首相アデナウ
アー氏、当時の皇太子殿下
（今上天皇）
と同妃殿下などの国内外
の要人が招かれた。
大平首相とカーター大統領の日米首脳会談
が実施されるなど近代政治の表舞台としても利用された。
【営業／休み】9：00〜16：30／月曜、
毎月 1 日、
年末年始
【料金】一般500円
（450円）、中・高校生200円（150円）
カッコ内は20名以上団体料金
【交通】小田原厚木道路道大磯ICから3.4km
【問い合わせ】神奈川県立大磯城山公園 旧吉田茂邸地区☎0463・61・4777

100年ほど前に開業した相模線寒川支線の跡地を利用して
つくられた緑豊かな緑道。
南端は八角広場
（旧西寒川駅跡）、
北
端は寒川神社一の鳥居近くまで続
く全長800m程。
緑道には、約200m
に渡りレールがあり、車輪のモニュ
メントも残されている。春には桜が
見事に咲き誇り、緑道脇の一之宮公
園でゆっくりお花見するなど、四季
の花や草木を楽しむことができる。

九州・沖縄

九州・沖縄

鴨川市の清澄地区にある清
澄寺からほど近い「日本山妙
法寺仏舎利塔」周辺の一面に
広がる色とりどりのユリ畑
は、鴨川市の風物詩。5 月下旬から徐々に見頃を迎えピークを
迎える 6 月中旬に「清澄ユリ鑑賞会」を 2 回開催。太平洋を望
む高台に約12,000本のユリが咲き誇り、艶やかで甘い匂いが
香るユリを堪能できる。

温泉

中国・四国

中国・四国

【期間／休み】10月 1 日〜11月30日
（営業時間は各店舗による）／各店舗
による
【料金】各店舗による
【問い合わせ】☎各店舗による

特産

関西

関西

富津岬には、首都防衛のために造られた人工島、海堡（かい
ほう）
があり、海堡のまわりは、潮の流れが激しく航行の難所
だが、好漁場で様々な魚介類が採れる。期間中、この海産物を
利用した「ふっつ海堡丼」を市内統一キャンペーンとして提供
しており、海堡丼ご注文の方に
は小鉢料理などのサービスも
ある。

鋸南町は古くから捕鯨で栄え、江戸時代から明治初期にか
けて、浜名主醍醐新兵衛が500人以上の組織で集団捕鯨を
行っていた。町内には「初代醍醐新兵衛の墓」や「捕鯨繁栄の
碑」、鯨の慰霊碑である
「鯨塚」など当時をしのぶ
史跡があり、歴史ある港
町を歩くことができる。

催し

東海・北陸

東海・北陸

【営業／休み】8：00〜17：00／年末年始、
夏季祭礼、
盆休み
【料金】
体験ダイビング・ファンダイビング 16,000円
（その他お問合せ下さい）
【交通】富津館山道鋸南富山ICから2.5km
【問い合わせ】南房総 勝山「かっちゃまダイビングサービス」
☎0470・55・1513 携帯090・7002・3493
URL：http://paroparo.jp/

関東唯一の捕鯨史跡の里
（千葉県／鋸南町商工会）

グルメ

関東・甲信越

関東・甲信越

東京から一時間半のダイビングポイ
ント。2015年にOPENした勝山（通称
かっちゃま）は東京湾に位置し、目前の
浮島周辺の 7 カ所がダイビングポイン
ト。大きな特徴は東京湾海底谷に隣接し、深海性の生物が通常
水深で見れること。特に海の妖精と呼ばれるウミウシの数は
豊富で、今までに230種が確認された。

体験

北海道・東北

北海道・東北

体験

【交通】圏央道寒川北ICから2.5km
なし
【問い合わせ】
寒川町観光協会☎0467･75･9051

与板鍛冶体験工房
（新潟県／与板町商工会）

職人仕様の工房「鍛冶場」で現
役の鍛冶職人が熱血指導。
オリジナルの切り出しづくり
が
「鍛接・鍛造」
の基本工程から学
べ、越後与板打刃物の歴史や伝統
打刃物の製作工程についても知
ることができる。
【営業／休み】月 2 回土曜（ 6 月〜11月）
9：00〜15：00
（予約制）
／
上記以外の日
【料金】体験料 1 名5,000円
【交通】北陸自動車道長岡北スマートICから7.7km
（約 5 分）
【問い合わせ】事務局☎070・4474・7490
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グルメ

催し

特産

温泉

見所

シルクふれんどりぃ
（山梨県／中央市商工会）

シルクの里公園 マルシェ
（山梨県／中央市商工会）

公園マルシェは 4 月〜10月に定期的に開催。手作り作家さ
んこだわりの作品や地元特産品などの美味しいもの、手作り
体験ワークショップにリラクゼーションブースなどが大集
合。買える！作れる！食べられる！公園マーケーットが公園
内にたくさん並ぶ。公園内の池で行うニジマスつかみ取りは、
涼しさ満点の子どもに人気のイベント。

船津胎内樹型
（山梨県／河口湖商工会）

河口湖フィールドセンター
周辺一帯には、富士山の噴火
の際に流れてきた溶岩が樹木
を囲んだまま固まってできた
溶岩樹型が大小100個以上も
点在している。中でも胎内樹型と呼ばれる複合型溶岩樹型は、
国の天然記念物に指定されていて見学が可能。

【営業／休み】11：00〜22：00／水曜
（祝日の場合は翌日）

【営業】不定期

【料金】大人410円

【交通】中央高速道

【営業／休み】9：00〜17：00／月曜
（祝日は開館 6 〜 8 月は無休）

小人300円
【交通】中央高速道甲府

甲府南ICから6.9km
【問い合わせ】

【料金】ネイチャー・ガイドなど各種プランあり

シルクの里公園
☎055・269・2280

中央市シルク工芸館

催し

特産

温泉

見所

「甲斐の開運」醸造元 井出醸造店
（山梨県／河口湖商工会）

日本酒「甲斐の開運」を醸造してい
る井出醸造店は江戸末期から続く富
士五湖唯一の造り酒屋。有料で蔵見
学や試飲などが体験できる。蔵見学
は予約制で、 9 時30分と15時の一日
2 回行われている。お酒や梅酒の他
に、酒粕を利用したスイーツや数多くの酒器なども扱ってい
る。
300年を超える日本庭園や、古い日本家屋の見学も可能。
【営業／休み】9：00〜17：00／不定期
（蔵元に確認）
【料金】蔵見学一人500円（要予約）、
テイスティング300円
【交通】中央自動車道河口湖ICから2.8km、河口湖駅より徒歩 7 分
【問い合わせ】井出醸造店☎0555・72・0006

東海・北陸

東海・北陸

南ICから6.9km
【問い合わせ】

【交通】中央自動車道河口湖ICから4.9km
【問い合わせ】河口湖フィールドセンター☎0555・72・4331

グルメ

関東・甲信越

関東・甲信越

八ヶ岳や甲府盆地の眺望が自慢の、中央市を見下ろす高台
にある温泉。泉質はpH9.8の高アルカリ温泉で疲労回復や冷
え症予防、美肌効果が期待できる。窓外の桜が花開く 3 月末か
ら 4 月上旬の美しさは格別。無料休憩所があるので、休憩を挟
みながら 2 度 3 度と楽しめる。1 階の地元産の野菜や果物、加
工品などが楽しめるレストランもおすすめ。

体験

北海道・東北

北海道・東北

体験

ふれあい館
☎055・269・2280

母の白滝
（山梨県／河口湖商工会）

中央市豊富郷土資料館
（山梨県／中央市商工会）

四季新鮮収穫広場
「た・から」農産物直売所
（山梨県／中央市商工会）

中央市は、全国でも有数のトマト、
野菜の産地。
露地ものをはじめ、農薬をほとんど使わないトマトなど、い
ろんな野菜を組合員が愛情込めて一生懸命作っている。
生産者だけが味わっていた朝採り野菜の新鮮さ、採れたて
のおいしさが
「た・から」なら手に入る！
【営業／休み】
9：00〜17：00／
年末年始
【交通】中央高速道甲
府南ICから 8 km
【問い合わせ】
「た・から」
農産物直売所
☎055・274・0831
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揚げたてのメンチ
カツやコロッケがと
ても香ばしく美味。サ
クサクの衣のなかに
ジューシーな肉汁が
たっぷりのメンチカ
ツや、柔らかくさっぱ
りしている鶏メンチ、
まるごと揚げたササミ揚げなど店内には自慢の惣菜が並ぶ。
自店で精肉し販売しているフジザクラポークは、肉の鮮度を
保つためにお客様の要望に応じて塊肉を切り分けて販売す
る。
【営業／休み】10：00〜19：00／水曜・日曜
【交通】中央高速道甲府南ICから5.3km
【問い合わせ】東西精肉食堂☎055・269・2929

道の駅「とよとみ」
（山梨県／中央市商工会）

直売所甲子園 初代グランドチャンピオン！
道の駅
「とよとみ」は「安心・安全・新鮮・おいしい」をテーマ
に地元の新鮮な野菜や果物を販売しており、手作りハム・フジ
ザクラポークの精肉、トウモロコシ焼酎・ソフトクリームも人
気。是非お立ち寄りを！
【営業／休み】9：00〜18：00／第 3 月曜
（第 3 月曜が休日の場合は翌日）
【交通】中央高速道甲府南ICから4.4km
【問い合わせ】
道の駅「とよとみ」
☎055・269・3421

【交通】
中央自動車道
河口湖ICから9.3km
【問い合わせ】
富士河口湖町 観光課
☎0555・72・3168

鹿カレー
（山梨県／河口湖商工会）

富士山麓に生息する野生
のニホンジカの肉が使われ
ている。精進湖の鹿肉加工処
理場で処理された安全な鹿
肉を山梨県産ワインに漬け
込み、スパイシーなカレーに
仕上げた。
「鹿カレー」は精進
湖・本栖湖エリアの多くの飲
食店で食べることができる名物料理。
【交通】中央自動車道河口湖ICから17.1km
【問い合わせ】富士河口湖町 観光課☎0555・72・3168

【交通】中央自動車道河口湖ICから17.6km
【問い合わせ】富士河口湖町 観光課
☎0555・72・3168

精進粥
（山梨県／河口湖商工会）

九州・沖縄

九州・沖縄

【営業／休み】9：00〜17：00（入館は16：30）
／月曜・祝祭日の翌日
【料金】大人250円 小人100円 団体割引20名以上 2 割引
※65歳以上・幼児・県内学校団体利用は無料
【交通】中央高速道甲府南ICから6.9km
【問い合わせ】中央市豊富郷土資料館☎055・269・3399

（山梨県／中央市商工会）

精進湖北岸の諏訪神社の境内に
は、国の天然記念物に指定されてい
る杉の大木がある。樹齢は約1200
年。目どおりの周囲約10m、高さ約
40mで県下一の大きさを誇る。別名
「千年杉」とも言われ、ご神木として
親しまれている。

中国・四国

中国・四国

衣食住、生業、文化
に関する先祖ゆずり
の品々を集めた「中央
市豊富郷土資料館」
。
江戸時代末期から昭
和30年代のこの地の
暮らしを今に伝える。
2階にある蚕部屋は
養蚕で賑わっていた当時を再現する貴重な資料。他にも当地
で出土された土器に始まり、農具、
食器、ひな人形、玩具、着物、
計算機や洗濯機など展示品は多岐にわたる。

東西精肉食堂のメンチカツ

かつて富士山を登拝する前に人々が禊をしたといわれる清
めの聖地。マイナスイオン溢れる紅葉の季節や、
厳冬期に滝が
氷結する姿はまさに幻想的。
河口浅間神社わきの坂から滝の近くまで車で行けるが、道
が狭いのでUターン
に注意が必要。

関西

関西

とよとみ

精進の大杉
（山梨県／河口湖商工会）

精進湖で町おこ
し活動を続ける「精
進湖活性化協議会」
が古い伝統のある
「精進粥」を半年以
上 か け て 開 発。
「ま
めもち」とも言われ
る豆と青海苔の
入った餅が特徴。
【交通】中央自動車道河口湖ICから17.1km
【問い合わせ】富士河口湖町 政策企画課☎0555・72・1129

フィッシュ＆チップス
（山梨県／河口湖商工会）

明治時代に富士北麓初の西洋式ホテル「精進ホテル」を造ったイギリス
人、ハリー・スチュワート・ホイットウォーズにちなみ、イギリスのソウル
フードから着想し誕生した精進地区のご当地グルメ。精進湖で獲れたワカ
サギのふんわり食感と衣のサクサク感がたまらない。
【交通】中央自動車道河口湖ICから17.1km
【問い合わせ】富士河口湖町 政策企画課☎0555・72・1129
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グルメ

催し

特産

温泉

見所

本栖石塁
（山梨県／河口湖商工会）

【交通】
中央自動車道
河口湖ICから19.6km
【問い合わせ】
富士河口湖町 観光課
☎0555・72・3168

高所淡水ダイビング
（山梨県／河口湖商工会）

富士五湖で最も高い透明度
を誇り動力船の乗り入れが規
制されている本栖湖は、日本有
数の高所淡水ダイビングのス
ポットとなっている。湖畔のダ
イビングサービス店では体験ダイビングやファンダイブはも
ちろん、高所ダイビングのテクニックも分かりやすく学べる。
【営業／休み】8：00〜18：00／不定休
【料金】体験ダイビング16,200円（その他のプランあります）

万葉集に詠われた植物110余種があり、
ふれあい動物広場、
ピクニック広場など親子で楽しむことができる緑豊かな公
園。初 夏 に は 園 内
の小川にホタルが
飛び交う姿がみら
れる。
【交通】中央自動車道一
宮御坂ICから 8 km
【問い合わせ】
万力公園管理事務所
☎0553・23・1560

☎0555・87・2287

名瀑 一之釜
（山梨県／山梨市商工会）

大弛峠
（山梨県／山梨市商工会）

【休み】12月 1 日〜 5 月31日は
冬季閉鎖（凍結・積雪などにより
前後する可能性あり）
【交通】中央自動車道勝沼ICから
43km
【問い合わせ】山梨市観光協会
☎0553・22・1111

乙女高原＆乙女湖
（山梨県／山梨市商工会）

標高約1,700メートルの場所に広がる亜高山性高茎植物の草
原。
初夏のレンゲツツジをはじめ、季節によってさまざまな花が
咲き乱れることから「天然のお花畑」とも呼ばれている。
乙女湖
はダムの役割も果たしており（琴川ダム）
、国内に建設されてい
る多目的ダムの中では
最も高い標高に位置し
ている。
【交通】中央自動車道勝沼ICか
ら28km
【問い合わせ】
山梨市観光協会
☎0553・22・1111

大嶽山那賀都神社
（山梨県／山梨市商工会）

古くから大嶽山信仰の中心として栄えてきた神社。駐車場から40分ほど
整備された道を歩くと拝殿にたどり着き、本殿や隋神門では江戸時代の彫
刻家である福田俊秀が刻んだ無数の彫刻を見ることができる。パワース
ポットとしても知られており、子授けなどのご利益があると評判。
【交通】中央自動車道勝沼ICから24km
【問い合わせ】
大嶽山那賀都神社社務所☎0553・39・2825
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見所

笛吹川フルーツ公園
（山梨県／山梨市商工会）

フルーツをテーマ
にした都市公園で、
郊外の高台に位置
し、四季を通じての
展望と、
「新日本三大
夜景」にも認定され
た景色が抜群の公園。2007年には「恋人の聖地」にも認定さ
れ、また、園内にはわんぱくドームやアクアアスレチックと
いった様々な施設が整備されており、家族連れにも人気のス
ポットとなっている。
【交通】中央自動車道一宮御坂ICから11km
【問い合わせ】笛吹川フルーツ公園管理事務所☎0553・23・4101

根津記念館
（山梨県／山梨市商工会）

「鉄道王」と呼ばれた根
津嘉一郎翁の実家で、美
しい庭園や茶室をゆっく
りした雰囲気の中で見学
することができる。展示
棟には常設展のほか、年
間を通して企画展が開催
されている。
【営業／休み】9：30〜16：30／月曜
【料金】大人300円 高校生200円 小中学生100円
【交通】中央自動車道一宮御坂ICから ８ km
【問い合わせ】根津記念館☎0553・21・8250

花かげの湯
（山梨県／山梨市商工会）

市営の温泉施設で、アルカリ性の良泉は美人の湯として評
判。併設されたお食事処では、知る人ぞ知る、ボリューム満点
の天丼が名物。
【営業／休み】
10：00〜21：00／月曜
【交通】中央自動車道勝
沼ICから13km
【問い合わせ】
花かげの湯
☎0553・35・4126

みとみ笛吹の湯
（山梨県／山梨市商工会）

山梨市営の日帰り温泉施設で、
純和風の外観と、
自然に囲ま
れた雰囲気が素晴らしく、地元住民に愛されている温泉。少し
ぬるめの露天風呂は、風景を眺めながらいつまでも入ってい
たくなり、登山客に
も人気がある。
【営業／休み】
10：00〜20：00／火曜
【交通】中央自動車道一宮
御坂ICから19km
【問い合わせ】
みとみ笛吹の湯
☎0553・39・2610

鼓川温泉
（山梨県／山梨市商工会）

下界から離れた山間にたたずむ、
安らぎとくつろぎの温泉。
小さいながらサウナもあり、ゆったりと湯船につかってほし
い温泉。
かけ流しの温泉は容器があればお持ち帰りも可能。
併
設された食事処では郷土料理が味わえる。
【営業／休み】
10：00〜21：00／木曜
【交通】中央自動車道勝
沼ICから20km
【問い合わせ】
鼓川温泉
☎0553・35・4611

フルーツ温泉ぷくぷく
（山梨県／山梨市商工会）

男湯・女湯のそれぞれに 6 つずつお風呂があり、昼は富士山と甲府盆地、
夜は新日本三大夜景が眺望できる。また、自然がつくりだす様々な表情を眺
めながらゆったりとした時間を過ごせる。季節のフルーツを浮かべるフ
ルーツ温泉も人気。
【営業／休み】11：00〜23：00／年中無休
【交通】中央自動車道一宮御坂ICから11km
【問い合わせ】
フルーツ温泉ぷくぷく☎0553・23・6026
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九州・沖縄

九州・沖縄

標高が2365mあり、日本一標高の高い車道峠で、金峰山、国
師ヶ岳へのアクセスが良いことから、近年多くの登山客を集
めている。日本一のヒルクライムコースとしても名高く、多く
のサイクリストが目指す峠としても有名。7 月中旬ごろには
ハクサンシャクナゲが見ごろを迎える。

【休み】12月 1 日〜 4 月28日は冬季閉鎖
【交通】中央自動車道勝沼ICから30km
【問い合わせ】西沢渓谷ガイドの会☎0553・22・1111

温泉

中国・四国

中国・四国

【交通】中央自動車道勝沼ICから22km
【問い合わせ】山梨市観光協会
☎0553・22・1111

秩父多摩甲斐国立公園内
に位置し国内屈指の渓谷美を
誇る景勝地。
「日本の滝百選」
にも選ばれた七ツ釜五段の滝
をはじめとし、大小さまざま
な滝や奇岩を見ることができ
る。四季折々に美しい景色が
楽 し め る が、 と く に 5 月 の
シャクナゲや秋の紅葉の時期には多くの観光客が訪れる。

特産

関西

関西

近年人気急上昇の観光ス
ポット。吊り橋を渡っていった
先 に は 落 差21mの 男 滝 が あ
り、大迫力に圧倒される。他に
も、女滝・釜沢の滝といった滝
も楽しむことができ、
「インス
タ映え」する滝ということで、
幅広い年代の方が訪れている。

西沢渓谷
（山梨県／山梨市商工会）

催し

東海・北陸

東海・北陸

【交通】中央自動車道河口湖ICから19.9km
【問い合わせ】MOTOSUKO DIVE RESORT
（モトスコダイブリゾート）

万力公園 万葉の森
（山梨県／山梨市商工会）

グルメ

関東・甲信越

関東・甲信越

戦国時代に本栖の城山防御のための一施設として構築され
たと推定される石積みの防壁。本栖集落を取り囲むように遺
構が点在しており、苔むした石積みは幻想的で歴史ロマンを
かきたてる。

体験

北海道・東北

北海道・東北

体験

グルメ

催し

特産

温泉

見所

もも
（山梨県／山梨市商工会）

【問い合わせ】
山梨市観光協会

さくらんぼ
（山梨県／山梨市商工会）

【期間】7 月中旬〜10月中旬
【問い合わせ】
山梨市観光協会
☎0553・22・1111

いちご
（山梨県／山梨市商工会）

山梨市では、12月から 5 月までの間、ハウス栽培のいちご
狩りを楽しむことができる。採りたての甘酸っぱいいちごを
お腹一杯味わえ
る。
【問い合わせ】
山梨市観光協会
☎0553・22・1111

やまなしフルーツライド
（山梨県／山梨市商工会）

【期間】8 月下旬の日曜
【問い合わせ】
山梨フルーツライド
実行委員会
☎080・5501・1845

巨峰の丘マラソン大会
牧丘地域特産の「巨峰」をアピールする目的で始まった大
会。アップダウンの激しいコースは大変過酷だが、完走後の巨
峰食べ放題と、参加賞の巨峰が、グルメなランナーを惹きつけ
てやまない人気の
大会である。
【期間】9 月中旬の日曜
【問い合わせ】
巨峰の丘マラソン大会
実行委員会事務局
☎0553・22・1111

万葉うたまつりとホタル観賞会
（山梨県／山梨市商工会）

万葉うたまつりは、平安貴族風の衣装をまとい日本最古の歌集・万葉集を
詠う朗唱の会、太鼓演奏など 3 日間にわたって色々な催しが行われる。山梨
市で一番のビッグイベントで、缶灯篭の淡い光に照らされ幻想的な雰囲気
の中、
蛍の観賞を楽しむことができる。
【期間】6 月上旬の金土日 3 日間
【問い合わせ】
山梨市観光課☎0553・22・1111
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陶芸体験はロクロコースと
手びねりコースがある。六鵬
窯は県下最大級の陶芸体験施
設で、電動ロクロ15名、手びね
り25名が一度に体験を行うこ
とができる。河口湖や昇仙峡
から40分、甲府から25分、ほったらかし温泉、笛吹川フルーツ
公園のすぐ近くの絶景ポイントにある。
【営業／休み】9：00〜18：00／木曜
（祝日の場合は営業）
【料金】お手軽ロクロコース 3,480円〜
【交通】中央自動車道勝沼ICから 9 km
【問い合わせ】陶ギャラリーRoppo 六鵬窯☎0553・23・3932

天空のまきばレストラン

The 清里フィールドバレエ

（山梨県／北杜市商工会）

標高1420mの天空のまきば公園に
あるまきばレストランは、山梨県のブ
ランド肉の甲州ワインビーフや甲州富
士桜ポークを中心としたメニューが名
物。特に甲州富士桜ポークを使用した
メニューからベーコンやハム、ソー
セージ等のラインナップも充実している。お土産販売もある。
【営業／休み】10：00〜18：00 ※夏期は延長、
冬期は短縮営業／定休日（第
3 火曜）※ 7 月 8 月は無休 ※冬期変動の可能性有
【料金】
甲州富士桜ポーク 厚切りグリル ハニーマスタードソース 1,580円、
他
【交通】中高高速自動道長坂ICから11.3km
【問い合わせ】まきばレストラン☎0551・38・4600

（山梨県／山梨市商工会）

（山梨県／山梨市商工会）

（山梨県／北杜市商工会）

清里高原を彩る毎年恒例の夏の一大イベント「The 清里
フィールドバレエ」。世界でも唯一連続公演を続けている野外
バレエ公演。
星空の下、自然の木々を背景にダンサー達のよる
幻想的な世界に新たな感動を得られること間違いなし！
【期間／休み】毎年 7 月後半〜 8 月上旬の約 2 週間
18：15開場 19：00開演／期間中休演日 2 日
【料金】各種チケットにより異なる（5,000円〜11,000円）
【交通】中央道須玉ICから
18.6km
【問い合わせ】
萌木の村野外特設会場
☎0551・48・2907

創業百十余年。老舗和菓子屋の美味スイーツ

“七賢”醸造元（山梨銘醸株式会社）

（山梨県／北杜市商工会）

（山梨県／北杜市商工会）

南アルプスの美味しい水と、添加物を入れず、素材の持つ自
然の力を生かした安心の美味しいお菓子が並ぶ。旧甲州街道
沿いにあり、古い建屋など昔ながらの風情も楽しめる。一番人
気の「生信玄餅」は地域限定販売。
お餅は県産 梨北米100％、
きな粉は県産大豆を自社焙煎・製粉、
ふわりと柔らかな食感が
たまらない逸品。
【営業／休み】9：00〜18：00／木曜定休
【交通】中央自動車道長野方面：小淵沢IC
から11km、東京方面：須玉ICから10km
【問い合わせ】
金精軒 台ケ原店
☎0551・35・2246

九州・沖縄

九州・沖縄

日本遺産に認定された、山梨市を含む峡東地域の「葡萄畑が
織りなす風景」を、旬の果物を味わいながら、整備された広域
農道をサイクリングするイベント。
「 フルーツ王国だからこ
そ」のおもてなしを、ぜひ体感してみては！

山梨市森林セラピー推進協議会☎0553・22・1111

見所

中国・四国

中国・四国

【期間】
4 月下旬〜 6 月下旬
【問い合わせ】
山梨市観光協会
☎0553・22・1111

【問い合わせ】

温泉

陶芸体験 陶芸教室

（山梨県／山梨市商工会）

森林浴の「癒し」を
科学的に解明し、
より
効果的に、
「こころ」
と
「からだ」の健康に活
かそうという取り組
みが「森林セラピー」
である。
森林セラピー
基地に認定されてい
る西沢渓谷をはじめとし、市内 4 ヶ所で体験が可能。

特産

関西

関西

果実の宝石「さくらんぼ」、日本での生産南限が山梨と言わ
れている。豊かな自然の中で栽培された山梨市産のさくらん
ぼは、果皮がみ
ずみずしく、光
沢のある見た目
はまさに宝石と
好評。

「ぶどう」と言えば「山梨市」、その味と生産量は「日本一」と
言っても過言ではない。デラウェア、巨峰、シャインマスカッ
ト、ゴルビー、甲州、と
様々な品種があり、見
たこともないような
品種にも出会えるか
も……。

森林セラピー

催し

東海・北陸

東海・北陸

☎0553・22・1111

ぶどう
（山梨県／山梨市商工会）

グルメ

関東・甲信越

関東・甲信越

果樹大国である山梨市の代表的果物「もも」、様々な品種が
生産されており、 6 月の後半から 9 月末までその甘い香りと
味を楽しむこと
が で き る。も も
狩り、
食べ放題、
スイーツなど、
様々な楽しみ方
がある。

体験

北海道・東北

北海道・東北

体験

旧甲州街道に面する風格のある
母屋は天保年間造、築180年の文化
財（平成12年/山梨県）
。
明治13年明
治天皇ご巡幸の際は、一晩限りの御所「行在所」にも指定され
た奥座敷 4 間は史蹟
（昭和10年/文部省）
で、見学可能
（有料）
。
醸造期中（11月〜 5 月）は、醸造蔵の見学もできる。
直売店“酒
処大中屋”では、
常時10〜17種類の試飲も楽しめる。
【営業／休み】9：00〜17：00／無休
（元旦のみ）
【料金】
明治天皇ご宿泊文化財
「行在所」
のご見学
（大人1名200円）
、
酒蔵見学
（11
月〜5月・無料）
、
テイスティング
（1杯目無料・2 杯目以降30〜200円）
（要予約）
【交通】中央自動車道須玉ICから10km
【問い合わせ】七賢（山梨銘醸株式会社）
☎0551・35・2236

オルゴール博物館ホール・オブ・ホールズ
（山梨県／北杜市商工会）

森の木陰に佇む西洋風の館内で約100年の時を経た多種多様な自動演奏楽器を体感できるオル
ゴール博物館。世界の自動演奏楽器と音楽家がコラボレーションする特別コンサートはこの場所
でしか出会えない。
【営業／休み】10：00〜18：00／月曜
【料金】一般800円 学生500円（特別コンサートは＋500円 ）
【交通】中央道須玉ICから18.6km
【問い合わせ】
オルゴール博物館ホール・オブ・ホールズ☎0551・48・3535
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八千穂高原自然園
（長野県／佐久穂町商工会）

関東・甲信越

八千穂高原の中心に位置する歴史ある自然散策施設。
園内には、初夏から秋にかけて豊富な山野草が咲き、
紅葉も大変美しい。
新緑、紅葉の季節ともに白樺とのコントラストが見事。
園内には3つのモデルコースがあり、
距離と時間に応じて楽しむことができる。
飛竜の滝、
もみじの滝といったスポットはカメラマンにも好評。
【期間／営業／休み】4 月下旬〜11月上旬（予定）
／8：30〜17：00
（入園受付は16：20まで）
／無休
【料金】大人
（16歳以上）
300円

小人
（小・中学生）
150円

未就学児無料

※15名以上で団体割引あり、
詳細問合せ

【交通】中部横断自動車道八千穂高原ICから15km
【問い合わせ】八千穂高原自然園☎0267・88・2567

東海・北陸

無塩の漬物 〜すんき〜
（長野県／木曽町商工会）

関西

長野県木曽地域で栽培される赤
カブの葉と茎を、塩を使わずに植
物性乳酸菌だけで発酵させた木曽
の伝統的保存食品。乳酸菌特有の
酸味が特徴。そのまま食べる他、味
噌汁に入れたすんき汁や、温かいお蕎麦に入れたすんき蕎麦
が定番。
「すんき」は、2017年 5 月、農林水産省の
「GI商品（地理的表
示保護制度）」
に登録されている。
【問い合わせ】すんき 製造事業者・販売事業者
☎0264・22・3000
（木曽町役場） ☎0264・48・2001
（王滝村役場）

中国・四国

野尻湖と野尻湖ナウマンゾウ博物館
（長野県／信濃町商工会）

九州・沖縄

信州で 2 番目に大きい湖・野尻湖。
4 万年前、ここはナウマンゾウの狩
り 場 だ っ た。全 国 か ら 愛 好 家 が 集
まって 3 月下旬におこなわれる発掘
は50年以上続く。博物館はここで出土した化石等を展示して
氷河時代のようすを紹介している。実物大ナウマンゾウの復
元像は大迫力。
今春のリニューアルで体験コーナーが充実。
【営業／休み】9：00〜17：00／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）
は要予約
【料金】入館料：大人500円 小中学生300円
【交通】上信越自動車道信濃町ICから2.4km
【問い合わせ】野尻湖ナウマンゾウ博物館☎026・258・2090

アルプスサーモン丼
（長野県／高森町商工会）

食材の「アルプスサーモン」
は、信州伊那谷で誕生したニ
ジマスの三倍体の養殖品種
で、鮮やかな赤身が高森町が
発祥の地である「市田柿」を連
想させることから、高森町の
「ご当地どんぶり丼」となっ
た。町内 4 店舗がそれぞれ味付けや盛り付けに創意工夫をこ
らし、
バリエーション豊富などんぶりが出来上がった。
【問い合わせ】米っ子寿司・龍巳☎0265・35・4891
おさかな亭☎0265・35・1176 美好☎0265・35・2069
信州たかもり温泉湯が洞☎0265・35・8260
36

天下の奇祭 〜みこしまくり〜
（長野県／木曽町商工会）

勇ましい掛け声とともに神輿をまくる（転がす）
「みこしま
くり」は、日本三大奇祭の一つに数えられ、その昔、戦火に巻き
込まれた飛騨：水無神社のご神体を運び出し、木曽へ辿り着く
までを描いた「宗助」と「幸助」の道中録がルーツとされてい
る。みこしがバラバラに
なるまで地面に叩きつけ
られるように放り落され
る。
【期間】毎年 7 月22日・23日
【問い合わせ】
木曽おんたけ観光局事業部
☎0264・22・4000

赤そばの里
（長野県／箕輪町商工会）

赤そばの里は、日本でも珍しい赤そばの花が一面のピンク
の絨毯のように華麗に咲き誇る場所。標高900mに位置し、面
積は、4.2haの広さで緩やかな傾斜面となっている。
広大な畑を埋め尽くすルビーの絨毯は絶景で、多くのカメ
ラマンが撮影に訪れる。
9 月下旬には毎年、
「赤そ
ば花祭り」
も開催される。
【期間】9 月中旬〜10月上旬
【交通】中央自動車道伊那ICから
8.6km
【問い合わせ】箕輪町観光協会
☎0265・79・3111

乳酸菌の発酵だけによる
無糖の飲むヨーグルト
（長野県／高森町商工会）

数ある乳酸菌の中から、そ
の発酵作用だけで甘みを生み
出す乳酸菌を発見し、約 1 年
かけて安定した製造工程を確
立して、ようやく平成29年度
に、南信州産の生乳を砂糖を
使わずに生乳本来の味わい
と、深いコク、トローンとした飲み心地の無糖の飲むヨーグル
ト「いちだヨーグルトNS150ml」
を開発した。
【問い合わせ】株式会社信州市田酪農☎0265・34・2288

東海・北陸

グルメ

川根本町商工会

函南町商工会

徳山の盆踊
（狂言）
…P.42

酪農王国オラッチェ アイス作り体験…P.44
酪農王国オラッチェ 動物とのふれあい…P.44
酪農王国オラッチェ レストランオラッチェ…P.44
湯〜トピアかんなみ…P.44

新居町商工会

岩室の滝…P.38

浜名湖「今切の里
牡蠣小屋…P.43

小矢部市商工会

石川

木曾義仲騎馬像…P.38

関東・甲信越

酪農王国オラッチェ ソフトクリーム…P.44

奥大井湖上駅…P.42
夢の吊橋…P.42

立山舟橋商工会

見所

五竜の滝…P.42

徳山の盆踊
（鹿ん舞）
…P.42

越中八尾おわら風の盆三味線プログラム…P.5

温泉

裾野市商工会

徳山の盆踊
（ヒーヤイ）
…P.5
徳山の盆踊…P.42

富山市八尾山田商工会

特産

催し

北海道・東北

体験

海湖館」

浜北商工会

浜名湖「今切の里 海湖館」
海の幸体験イベント…P.43

醤油工場見学＆醤油搾り体験…P.43

東海・北陸

羽咋市商工会

浜名商工会

能登「大社焼」陶芸体験…P.38

浜名湖うなぎまつり…P.43
浜名湖に来たら是非とも味わいたい！
夏の鱧かば丼と冬の牡蠣カバ丼…P.43

越前市商工会
越前和紙のことがまるごと分かる！
紙の文化博物館…P.39

奥浜名湖商工会
奥浜名湖みそまん物語…P.43
浜名湖

春例祭神と紙の祭り…P.39

関西

富山

伝統工芸士の技を間近に。
卯立の工芸館…P.39

下山商工会
しもやま平瀬ヤナ…P.45

湖北五山…P.43

稲武商工会

二階堂白山神社…P.39

豊浜商工会
観光農園花ひろば…P.45

柳の滝…P.39
あじまの万葉まつり…P.39

祖父江町商工会
そぶえイチョウ黄葉まつり…P.45

岐阜

坂井市商工会

大栗山の
「オオキツネノカミソリ」の
群生地…P.45
いなぶ
ジビエグルメ街道…P.45

中国・四国

福井

米粉王国…P.6

有松商工会

ゆりの里公園…P.38

桶狭間古戦場まつり…P.45

ちくちくぼんぼん…P.38
一筆啓上 日本一短い手紙の館…P.38

有松絞りまつり…P.45

九州・沖縄

笠原町商工会
多治見市モザイクタイル
ミュージアム…P.40

静岡

関ヶ原町商工会

愛知

関ヶ原鍾乳洞…P.40
甲冑体験…P.40
関ヶ原ウォーランド…P.40
鉄板ダイニング天満…P.40

東白川村商工会
ふるさとヴィレッジ
魚の宿…P.40

夏季限定！鮎料理店
清流茶屋…P.48

大台町商工会

三重

わくわく体験ランド こもれびの里…P.40

清水町商工会
柿田川…P.41
貴船神社…P.41
柿田川湧水の道…P.41
本城山…P.41

伊豆市商工会

粉末茶スティックティ5種類
（20本入）
有機粉末茶…P.46
天然木 ヒロタのつみき
（小・中・大）
…P.46
ウッドショコラ…P.46
宮川杉の椅子…P.46
森の番人ペットボトル 500ml…P.46
叙勲額…P.46
まんてんくんは
「たまご」の優等生…P.47
大台茶ダックワーズ…P.47
リキュール オレンジベアー…P.47
ふるさとプラザもみじ館…P.47
浦谷オートキャンプ場…P.47
柚子ぽんず…P.47

ユネスコエコパークにあるホテル
奥伊勢フォレストピア…P.48
何もないところ に、何度でも来た
くなる理由がたっぷり詰まっている
山里民泊みくり…P.48
「オトナのアウトドア入門
奥伊勢の豊かな自然を満喫」
〜SUP Ver〜…P.49

大紀町商工会
木木屋…P.49
野原工房げんき村
（旧七保小学校跡）
…P.49

わさび鍋…P.6

ゆずっこ…P.47
大台町ブランド米

温泉を自宅のお風呂に！
！原保 温泉スタンド…P.41

ご当地時短コスメ 柚子香…P.48

民泊 こころ…P.49

レンガ造りの水路橋…P.41

進化する緑茶

大紀圏突入株式会社…P.49

奥伊勢米つぶら…P.48

TSUMUKIYUTAKA…P.48

民泊 東作塾…P.49
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北海道・東北

北海道・東北

体験

う たつ

岩室の滝
（富山県／立山舟橋商工会）

【休み】冬季閉鎖
【料金】無料
【交通】
北陸自動車道
立山ICから 8 km
【問い合わせ】
☎076･462･1001
立山町商工観光課
☎076･462･9971

（石川県／羽咋市商工会）

【営業／休み】9：00〜17：00／無休
【料金】陶芸手びねり体験コース1,600円〜 陶芸絵付体験コース900円〜
【交通】のと里山海道柳田ICから1.8km
【問い合わせ】
能登 大社焼
☎0767・22・0622

ゆりの里公園
（福井県／坂井市商工会）

ゆりの里公園では、ゆりやバラの咲く時期だけでなく、噴水
やせせらぎ水路などの親水施設に加え、夜にはイルミネーショ
ンやプロジェクションマッピング等を、一年を通じて楽しむこ
とができる。
また、施設内に
は農産物直売所
『ゆりいち』やレス
トラン『カフェリ
リー』
があり、坂井
の新鮮で美味しい
農産物等を食べた
り購入したりすることができる。

2017年にリニューアルオープンし、和紙にふれる体験コー
ナーや図書コーナーを新設。
越前和紙の歴史や、越前和紙発祥の伝説について学ぶこと
ができる。また、
「和紙のあ
る生活」をテーマに、現代
の暮らしの中にある和紙
を紹介するコーナーもで
き、新しくなった紙の文化
博物館に、ぜひ！
【営業／休み】9：00〜17：00
（入館は16：30まで）／休館日：毎週火曜
（祝日
の場合は開館）、年末年始
【料金】常設展：大人200円（団体150円） 特別展開催時：大人300円（団体
200円） 高校生以下無料 ※障がい者手帳等をお持ちの方は通常の半額
【交通】北陸道武生ICから 5 km
【問い合わせ】越前和紙の里 紙の文化博物館☎0778・42・0016

春例祭 神と紙の祭り
（福井県／越前市商工会）

約1500年前に紙漉きの技術を伝えたとされている紙祖神・
川上御前を祀る岡太神社・大瀧神社の春例祭。毎年 5 月 3 日、
4 日、5 日の 3 日間開催され、和紙の里通りでは特別価格で和
紙を手に入れることができる大掘り出し市をはじめ、太鼓や
書道パフォーマンスなど楽しいイベントが目白押し！
【期間】
毎年5月3日〜5月5日
【交通】
北陸道武生ICから
5.3km
【問い合わせ】
福井県和紙工業協同組合
☎0778・43・0875

江戸時代中期の紙漉き家屋
を移築復元し、伝統工芸士が
昔ながらの道具を使って和紙
を漉く様子や屋外での天日干
しなど、和紙が作られる一連
の工程を見ることができる、
全国でも唯一の場所。
紙漉き本格体験講座もあり、伝統工芸士の指導のもとで
チャレンジする、本格的な「流し漉き」
が体験できる。
（団体の
場合は 2 週間前までに要予約）
【営業／休み】9：00〜17：00
（入館は16：30まで）
／休館日：毎週火曜
（祝日
の場合は開館）、年末年始
【料金】常設展：大人200円（団体150円） 特別展開催時：大人300円（団体
200円） 高校生以下無料 ※障がい者手帳等をお持ちの方は通常の半額
○紙漉き本格体験講座 参加費お一人様5,000円（送料別途）
【交通】北陸道武生ICから5.1km
【問い合わせ】越前和紙の里 卯立の工芸館☎0778・43・7800

二階堂白山神社
（福井県／越前市商工会）

白山神社は越前市二階堂町に鎮座し、養老元年
（717）
泰澄大
師の創立と伝える古社で、
伊佐那美尊を祀る。
本殿は彩色を施した本殿建築の県内初期の例であり、拝殿
は元神楽殿であるが、江戸末期建築の大規模な社殿として県
内では類例のない建築である。
建築時期は異なるものの、県内における神社建築の遺構と
して貴重である。

中国・四国

中国・四国

大社焼（たいしゃやき）は、石川県の能登にあるUFOの町で
も有名な羽咋市にあり、工房の隣には、縁結びで有名な気多大
社（けたたいしゃ）
がある。参拝とあわせ、ぶらっと寄って「て
びねり」や「絵付け」の体験ができる。 時間を忘れて土をこね
たり、ぬくもりのある土に旅の思い出を込めてみては？陶芸
が初めての方でもスタッフが丁寧にお手伝い。出来上がった
作品は焼き上げて自宅への発送も可能。

【営業／休み】9：00〜19：00／無休 【料金】境内宝物殿は大人300円
【交通】北陸自動車道小矢部ICから4.3km
【問い合わせ】埴生護国八幡宮☎0766・67・1220

（福井県／越前市商工会）

（福井県／越前市商工会）

関西

関西

能登「大社焼」陶芸体験

源平合戦で活躍
した武将木曾義仲
が、倶利伽羅の戦
いの前に戦勝祈願
をした八幡宮に祈
願文が今も残って
い る。境 内 入 口 の
騎馬像は日本最大
級と言われ、勇猛
果敢な姿は見る人
を 圧 倒 す る。騎 馬
像前には義仲ら戦いの疲れた兵士の喉を潤したとされる鳩清
水もある。

伝統工芸士の技を間近に。卯立の工芸館

東海・北陸

東海・北陸

立山町観光協会

（富山県／小矢部市商工会）

越前和紙のことがまるごと分かる！
紙の文化博物館

関東・甲信越

関東・甲信越

落差24m、幅6mの直瀑で滝つぼへまっすぐに落下してい
る景観が美しく富山県天然記念物に指定されている滝。また
「とやまの滝37選」にも選定されており、軟弱な泥岩が逆巻き
ながら落下する水などによって削られて出来た横穴は「岩室
の滝」と名の付いた由来と思われる。

木曾義仲騎馬像

【交通】
北陸自動車道
武生ICから16.8km
【問い合わせ】
二階堂白山神社

ゆりいち☎0776･43･1831

ちくちくぼんぼん
（福井県／坂井市商工会）

旧竹田小学校をリノベーションして誕生した体験型宿泊施
設『ちくちくぼんぼん』。
学校の名残を生かした「ちくちくぼんぼん」
では、自然に囲
まれた中での宿泊はもちろんのこと、交流ホールや多目的教
室、体育館などがあり、会議・研修・レクリエーションにも利用
できる。また、
豊かな自然や文化を存分に生かした体験プログ
ラムも充実している。
【営業】受付時間：9：00〜18：00
【料金】
宿泊：洋室／
一般5,000円 中学生以下4,000円
和室／
一般4,000円 中学生以下3,000円
※曜日に注意
【交通】北陸自動車道丸岡ICから12km
【問い合わせ】坂井市竹田農山村
交流センター「ちくちくぼんぼん」
☎0776・50・2393
38

九州・沖縄

九州・沖縄

【営業】9：00〜21：30 【料金】入園無料
【交通】北陸自動車道丸岡ICから10km
【問い合わせ】ゆりの里公園☎0776・58・0100
カフェリリー☎0776･43･1380

一筆啓上 日本一短い手紙の館
（福井県／坂井市商工会）

毎年多くの作品が寄せられる「日本一短い手紙 一筆啓上
賞」は本多作左衛門重次の手紙をモチーフに始まり、わずか
四十文字の短い文に込められた想いが多くの人々の心を動か
し、共感を得たからこそ、今日まで続いている。
そして、過去二十年以上にわたる多くの人々の想いが結集
した「一筆啓上 日本一短い手紙の館」が誕生した。
【営業／休み】9：00〜17：00
（入館は16：30まで）
／
年末年始（12月29日〜 1 月 3 日）
【料金】
大人（高校生以上）200円
小人（中学生）100円
小学生以下無料 団体割引あり
【交通】北陸自動車道丸岡ICから
2 km
【問い合わせ】
一筆啓上 日本一短い手紙の館
☎0776・67・5100

柳の滝
（福井県／越前市商工会）

柳の滝とは、大小 5 つ
の滝「不動滝」
「 お釜滝」
「布滝」
「窓滝」
「夫婦滝」の
総称。幼少の佐々木小次
郎が修業を行った場所と
して伝えられており、 1
番目の不動滝横の不動明
王に佐々木小次郎の幼名
「小六」の名が刻まれてい
る。
登山コースが沢に沿っ
ており、夏場でも涼しく
トレッキングに最適。
【交通】
北陸自動車道武生ICから
12.7km

あじまの万葉まつり
（福井県／越前市商工会）

万葉時代の衣装
を着た行列が町中
を練り歩く万葉行
列をメインに、茶
道各流派がお点前
を披露する万葉大
茶会、バンド演奏、
和太鼓、ミニコン
サート、万葉相聞
歌朗唱などが行わ
れる。
平成30年万葉の里に恋のパワースポットも完成し、恋人達
にもおススメのイベントとなっている。
【期間】毎年 5 月 3 日 4 日に開催
【交通】北陸自動車道武生ICから5.4km
【問い合わせ】万葉の里 味真野苑・万葉菊花園☎0778・27・7800
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グルメ

催し
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多治見市モザイクタイルミュージアム
（岐阜県／笠原町商工会）

【営業／休み】9：00〜17：00／月曜
（休日の場合は翌平日）
【料金】300円（年間パスポート1,000円） 団体20名以上250円

甲冑体験
（岐阜県／関ケ原町商工会）

【営業／休み】9：00〜16：30
（夏季は9：00〜17：00）
（冬季は10：00〜16：00）
／水曜と冬季の平日（夏季は無休）
【料金】入洞料：大人700円 小学生300円
【交通】名神高速道関ヶ原ICから5.6km

幼児 3 才〜200円

【問い合わせ】関ヶ原鍾乳洞☎0584・43・0092

関ケ原ウオーランド
（岐阜県／関ヶ原町商工会）

史上最大の決戦場、関ケ原合戦を忠実にもとずいて再現。徳
川、石田の東西両軍の陣地を約30,000㎡の敷地内に彩色した
実物大のコンクリート像を配置して旗差物、陣幕等も当時使
用していたままの姿で再現して、歴史を学び当時の戦況を偲
ぶのに相応しい場所である。
【営業／休み】10：00〜16：00／
12月31日のみ
【料金】
入園料：大人500円 小人300円
【交通】名神道関ケ原ICから2.8km
【問い合わせ】
関ケ原ウオーランド
☎0584・43・0302

ふるさとヴィレッジ 魚の宿
（岐阜県／東白川村商工会）

【営業／休み】14：00チェックイン 11：00チェックアウト／年中無休
（受付は水曜休み）
【料金】1 棟 平日18,000円 祝日・休日前28,000円
（貸切）
【交通】東海環状道美濃加茂ICから41km
【問い合わせ】こもれびの里☎0574・78・3222 魚の宿URL：http://www.sakananoyado.com/

【営業／休み】24時間入園可／年中無休
【料金】入場無料（駐車料 普通 1 回200円 バス 1 回1,000円）
【交通】東名高速道沼津ICから 6 km・伊豆縦貫道塚原ICから 5 km
【問い合わせ】清水町都市計画課☎055・981・8224

柿田川湧水の道
（静岡県／清水町商工会）

柿田川公園に隣接する観光施設。
柿田川豆腐館、古民家の食事
処
「かわせみ本館」
、ファーマーズカフェ
「キッチンかわせみ」
、おみ
やげ館があり、造り
たての柿田川百年
水豆腐をメインに
したお食事や名物
の豆腐アイス、厳
選した伊豆のお土
産を販売している。
施 設 内 に は3箇
所、湧水を汲める
水汲み場がある。
【営業／休み】9：00〜17：00
（季節変動あり）／年中無休
【料金】かわせみ本館 松花堂弁当（松1,500円、
竹1,200円税別）
【交通】東名高速道沼津ICから 6 km・伊豆縦貫道塚原ICから 5 km
【問い合わせ】柿田川湧水の道☎055・973・7700

温泉を自宅のお風呂に！！
原保 温泉スタンド
（静岡県／伊豆市商工会）

鉄板ダイニング天満
（岐阜県／関ケ原商工会）

日本最古のブランド和牛（近江牛）を丸ごと仕入れており、
一頭買いだからできる希少部位の提供。ベテランの男性シェ
フから20代女性シェフまで様々なシェフが在籍しており、目
の前の臨場感あるパフォーマンスも楽しめる。
【営業／休み】11：00〜18：00／無休
【料金】ランチタイム食事2.500円〜
【交通】名神高速道関ケ原ICから
2.8km
【問い合わせ】
鉄板ダイニング天満
☎0584・76・2929
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わくわく体験ランドこもれびの里
（岐阜県／東白川村商工会）

里山にある見晴らしの良い施設でいろいろな体験メニュー
が楽しめる。郷土料理である五平餅や朴葉寿司のほかパンや
ピザ作り体験、また、陶芸や草木染、木のプレート作りなどク
ラフト体験もご用意。完成までインストラクターがお世話し
ますので、どなたでもできます。レストランを併設しランチと
セットでも楽しむことができる。地元の野菜を使ったビュッ
フェランチが好評。
【営業／休み】9：00〜17：00／水曜
【料金】体験料金お一人1,100円（税込）から
【交通】東海環状道美濃加茂ICから42.5km
【問い合わせ】こもれびの里☎0574・78・3222
URL：http://komorebinosato.com/

温泉地ならではのサービス。日帰り温泉ならぬ持ち帰り温
泉。温泉販売機で温泉が購入でき、価格は200Lで150円
（他の
容量でも購入可能）温度は高めなのでタンクに入れて持って
帰るとちょうどいい温度になる。一風変わったお土産にお風
呂一杯分の温泉
はいかが？
【交通】伊豆スカイラ
イン 冷川ICから車
で10分・県道伊東西
伊豆線沿い
【問い合わせ】
原保温泉協議会
☎0558･83･0107

見所

貴船神社
（静岡県／清水町商工会）

京都貴船神社本宮の分社
になる。
貴船神社は水と縁結
びの神様で「恋を祈る神社」
としても知られており、えん
むすび通りを通って、石碑上
の紅白の丸い石「おむすび」
に触れると良縁に恵まれる
と言われている。
水に浸すと
文字が浮かび上がる恋の「水
みくじ」
も販売。
【営業／休み】
24時間参拝可／年中無休
【料金】入場無料（駐車料 普通 1 回
200円 バス 1 回1,000円）
【交通】東名高速道沼津ICから 6 km・伊豆縦貫道塚原ICから 5 km
【問い合わせ】清水町観光協会☎055･975･7155

本城山
（静岡県／清水町商工会）

伊豆半島ジオパーク北伊豆のジオサイトである本城山は、柿
田川と狩野川の合流点の南側に位置する山で、伊豆半島が海底
火山だったころの
なごりである。標
高76mの 山 頂 に
は展望台が設置さ
れ、伊豆と本州の
衝突に伴う大地形
や、三島〜柿田川
の湧水群を作り出
した扇状地、そこ
にできた街の景観
を一望できる。

九州・沖縄

九州・沖縄

オオサンショウオが棲む清流白川が目の前にあるロッジ。1棟丸ごと貸切なので、他の
利用客に気兼ねすることなく楽しめる。
隣は河川公園で、小さなお子様も安心の川遊びス
ペースで水遊びや生き物観察ができる。
夜はテラスでバーベキューや星空観賞はいかが。
キッチン付きで冷蔵庫、
食器類完備。
エアコン付。

2018年 4 月17日に伊豆半島ジオパークは、ユネスコ世界
ジオパークに認定された。北伊豆のジオサイトである柿田川
には柿田川公園
が整備され、公園
内のいたるとこ
ろで湧水の湧き
口「湧き間」を観
察できる。公園の
最奥部には、良縁
を願う水と縁結
びの貴船神社が
ある。

温泉

中国・四国

中国・四国

【営業／休み】10：00〜17：00／火曜
（ 8 月無休）
【料金】子供甲冑1,000円 足軽1500円
（大人） 侍大将2,000円
（大人）
プレミアム甲冑5,000円（大人・本物の重たい甲冑）
【交通】名神高速道関ケ原ICから2.2km
【問い合わせ】関ケ原笹尾山交流館☎0584・43・1600

今も生き続ける驚異と神秘のタ
イムトンネル。夏は涼しく冬温っ
たかい。年間を通じて洞内温度15
度。美しい稜線をえがく伊吹山の
麓にあり、鍾乳石や石筍とともに造り出す奇観、天然の造形が
みものである。洞の中は、虹鱒が泳ぎ、古生代の化石がたくさ
んあり、おもわぬ発見の連続。
全長518m所要時間約20分。

特産

関西

関西

1 日中、甲冑を着たまま関ケ原
の史跡を散策する事ができる。
プレミアム甲冑は時間制限が
あるものの、たっぷり 3 時間ずっ
と着たまま過ごすことができ
る。甲冑を着たまま出かけるな
んて関ケ原ならでは。

柿田川
（静岡県／清水町商工会）

催し

東海・北陸

東海・北陸

【交通】東海環状自動車道土岐南多治見ICから5.6km
【問い合わせ】多治見市モザイクタイルミュージアム☎0572・43・5101

関ヶ原鍾乳洞
（岐阜県／関ヶ原町商工会）

グルメ

関東・甲信越

関東・甲信越

建設家、藤森照伸氏設計の見たこ
とがないのになつかしい外観の
ミュージアム。
すり鉢状の緑の斜面に
立ち上がる土の壁はタイルの原料を
掘り出す採土場をモチーフにした独創性あふれる設計。
館内に
は体験工房とショップ、展示室があり、体験工房ではタイルを
自由に張ってオリジナルの小物を作成できる。4Fには藤森氏
の世界観が広がる不思議な魅力があふれる展示室がある。

体験

北海道・東北

北海道・東北

体験

【営業／休み】24時間入園可／年中無休 【料金】入場無料
【交通】東名高速道沼津ICから 9 km・伊豆縦貫道塚原ICから 8 km
【問い合わせ】清水町都市計画課☎055・981・8224

レンガ造りの水路橋
（静岡県／伊豆市商工会）

明治時代に作られた梅木水力発電所の水路橋。この水路橋
はアーチ型にレンガを積み上げたもので眼鏡橋と呼ばれてい
る。
水力発電所は昭和 5 年の伊豆震災で崩壊したが、この眼鏡
橋だけは無事に残ることができた。
翌年、発電機能は復旧し再
開され、現在も発
電が行われてお
り、眼鏡橋の上を
発電用の水が流
れている。
【交通】伊豆スカイラ
イン 冷川ICから車
で10分
【問い合わせ】
東京発電株式会社
三島事業所
☎055･988･0565
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体験

徳山の盆踊
（静岡県／川根本町商工会）

【開催】毎年 8 月15日
【交通】
新東名高速道島田金谷
ICから35km
【問い合わせ】
川根本町社会教育課

【開催】毎年 8 月15日
【交通】
新東名高速道島田金谷ICから35km
【問い合わせ】
川根本町社会教育課
☎0547・58・7080

1 月上旬〜 3 月下旬開催の「牡蠣小屋」では、浜名湖の牡蠣
「プリ丸」が堪能できる。プリプリの牡蠣をアツアツのまま食
べることができる！！寒い時期の焼き牡蠣は最高！！

特産

温泉

見所

浜名湖「今切の里 海湖館」海の幸体験イベント
（静岡県／新居町商工会）

4 月下旬〜10月中旬は、浜名湖うなぎや魚の
「つかみどり」
や 遠州新居しらすの「釜揚げ」の体験ができる。
あつあつの鰻
丼や釜揚げしらすを堪能してみては？

【営業／休み】9：00〜17：00
（ 7 〜 8 月は18：00まで）
／月曜（祝日の場合は

【営業／休み】9：00〜17：00
（ 7 〜 8 月は18：00まで）
／月曜
（祝日の場合は

翌日）、年末年始※夏季（2018年 7 月16日〜 8 月31日）
は無休
【料金】駐車場 1 日500円 ※30分以内は無料
【交通】○東名高速道路浜松西ICから約40分。県道65号線を南下し、国道 1 号

翌日）、
年末年始※夏季（2018年 7 月16日〜 8 月31日）
は無休
【料金】駐車場 1 日500円 ※30分以内は無料
【交通】
○東名高速道路浜松西ICから約40分。県道65号線を南下し、国道 1 号

浜名バイパス坪井ICから豊橋方面へ。浜名大橋を

浜名バイパス坪井ICから豊橋方面へ。浜名大橋を

越え、新居弁天ICを降りて東へ約 1 km。

越え、新居弁天ICを降りて東へ約 1 km。

○国道23号線豊橋東ICから国道 1 号浜名バイパ

○国道23号線豊橋東ICから国道 1 号浜名バイパ

スへ入り、新居弁天ICを降りて東へ 1 km。
【問い合わせ】今切の里 海湖館
☎090・8186・1217

スへ入り、新居弁天ICを降りて東へ 1 km。
【問い合わせ】今切の里 海湖館
☎090・8186・1217

東海・北陸

東海・北陸

☎0547・58・7080

鹿ん舞は、露祓い・神輿・雄鹿一頭・雌鹿二頭・百姓役数人・囃
子方の一団で構成され、鹿の一行は雄鹿・雌鹿とも張り子の白
い鹿の頭を被り、両手には白地に赤色の帯を螺旋に巻いた杖
を操る。杖をくるくる手前で
回して飛び跳ね進むときは
前回し、後退する時は後ろ回
し、止まると鹿の前足のよう
に杖を立て、周囲左右を伺う
と「ソーリャー・ウンハイ」
と
叫んで疾走する。

浜名湖「今切の里 海湖館」牡蠣小屋
（静岡県／新居町商工会）

催し

関東・甲信越

関東・甲信越

毎年 8 月15日に浅間神社境内内特設舞台で奉納され、「鹿
ん舞」
「ヒーヤイ」
「狂言」という全く異なった芸能で構成され
ており、
いわば三位一体の形態が特徴である。祭典当日は昼か
ら鹿ん舞が地区内を巡り、夜はヒーヤイ・狂言の演じられる合
間に鹿ん舞が舞台を回りながら踊る。

徳山の盆踊（鹿ん舞）
（静岡県／川根本町商工会）

グルメ

北海道・東北

北海道・東北

体験

奥浜名湖みそまん物語
（静岡県／奥浜名湖商工会）

（静岡県／川根本町商工会）

【開催】毎年 8 月15日
【交通】新東名高速道島
田金谷ICから35km
【問い合わせ】
川根本町社会教育課
☎0547・58・7080

（静岡県／川根本町商工会）

長島ダム建設に伴い、新たに新設された湖上に浮かぶ駅。1
年を通じて、山、湖面の変化を楽しむことができる。駅を挟ん
で鉄道橋梁「奥大井レインボーブリッジ」があり、渡って駅に
行くことができる。
【営業／休み】9：00〜17：00／無休
【交通】新東名高速道島田金谷ICから52km
【問い合わせ】
南アルプスアプトセンター
☎0547・59・2137

【交通】
新東名高速道島田金谷
ICから56km
【問い合わせ】
川根本町まちづくり
観光協会
☎0547・59・2746

五竜の滝
（静岡県／裾野市商工会）

五竜の滝は狩
野川水系最大の
支流である黄瀬
川にかかり、裾
野市中央公園内
にある。富士山
の噴火によって
流れた富士溶岩
の断崖にかかる
所に出来た 5 つの滝で、この滝は幅約100m、高さ12mで本流
にかかる雄滝、東側の支流にかかる雌滝から成り、約 1 万年前
の新富士三島溶岩流の断面を観察できる。
【営業／休み】
8：30〜17：00
（10月〜 3 月は16：00まで）
／12月29日〜1月3日
【料金】無料
【交通】東名裾野ICから5.2km
【問い合わせ】裾野市観光協会☎055・992・5005

42

浜名湖うなぎまつり
（静岡県／浜名商工会）

・うなぎ100匹を使った50mの「うな
ぎ長巻寿し」
作り（来場者参加型）
・地元人気店のうなぎ弁当及び出来立て
のうなぎ丼を格安で販売
（1,500食予定）
・うなぎと遊ぼう（参加無料）
・うなぎのつかみどり（ 1 匹1,000円、
小学生以下限定）
・うなぎ川柳コンテスト、物産展、
抽選会他

【営業／休み】
平日8：00〜18：00 土曜9：00〜16：00／日曜・祝日、
年末年始

【期間／営業】毎年11月第 1 日曜 【料金】
入場無料

【料金】工場見学無料 醤油搾り体験1,080円（税込）
（※要予約）
【交通】第二東名高速道浜北ICから6.8km
【問い合わせ】明治屋醤油☎053・586・2053

【交通】東名高速道浜松西ICから12.5km 【会場】
浜名湖ガーデンパーク
【問い合わせ】浜名湖うなぎまつり実行委員会（浜名商工会）
☎053・592・3111 メール：info@hamana.net

浜名湖に来たら是非とも味わいたい！
夏の鱧かば丼と冬の牡蠣カバ丼
（静岡県／浜名商工会）

浜名湖地域は鰻が有名だが、それ以外にも牡蠣の養殖が盛ん
だったり、遠州灘では
「鱧
（ハモ）
」
が水揚げされる。
それらの食材
を蒲焼の甘辛タレで炒めて季節の野菜をトッピングしたご当地
グルメが考案され、
夏は
「鱧かば丼」
（ 4 月〜9
月）
、
冬は
「牡蠣カバ丼」
（11月〜3 月）
として、
浜名湖周辺の飲食店で提供されている。
【営業／休み】各店舗による／各店舗による
【料金】1,500円〜2,000円
【問い合わせ】舘山寺温泉観光協会☎053・487・0152
メール：k-onsen@kanzanji.gr.jp

九州・沖縄

（静岡県／川根本町商工会）

寸又峡、
大間ダムに架かる長さ90m・高さ7 mの吊り橋。
湖面は
コバルトブルーに輝く。
口コミサイトで「死ぬまでに一度は渡って
みたい世界の徒歩吊り橋10選」に選ばれた。
吊り橋の真ん中で恋
の願い事をすれば願うとか…

醤油工場見学＆醤油搾り体験
（静岡県／浜北商工会）

創業は明治初期。創業当初か
ら昭和初期の間に増改築された
工場、店舗、住居は平成28年に国
登録有形文化財に指定された。
古い建物の中で日本食に欠かせ
ない調味料「醤油」について学ぶことができる。そして、国内産
の大豆、小麦、
海水から作られた天日原塩で仕込んだ「もろみ」
を自分で搾ってみてはいかが？

九州・沖縄

夢の吊橋

【問い合わせ】奥浜名湖観光協会☎053・522・4720

中国・四国

中国・四国

狂言は、ヒーヤイと同じ舞台で演じられる。
慶応四年
（1886・
明治元年）
の台本に
「むかしより猿楽とやら、口うつし、おぼえし
だき書きしおくぞや」
とあり、また一番古い台本には、宝暦九年
卯七月（1759）と墨書きされており、台本に残されている演目
は、能狂言風と地狂言風に分けられ、いずれも古い狂言の姿を
伝えている。

奥大井湖上駅

関西

関西

徳山の盆踊（狂言）

「奥浜名湖みそまん物語」は、奥浜名地域の老舗和菓子屋11店のみそまん
が味わえて食べ比べができる、美味しい夢の詰め合わせである。
「奥浜名湖
みそまん物語」はいつでもどこでも買える商品ではなく、週末に行われる
イベントなどで限定販売されている。

浜名湖 湖北五山
（静岡県／奥浜名湖商工会）

浜名湖 湖北五山とは奥浜名湖地域にある国指定重要文化
財を有する 5 寺院の総称である。遠州の奥座敷である奥浜名
湖は東海道のほぼ中央に位置し、
“東西文化・歴史の橋渡し”と
して重要な役割を果たしてきた場所。奈良時代から江戸時代
に開創・建立された寺院は、四季折々の風景が堪能できる奥浜
名湖の自然の中で大切に守
られ、特に美しい庭園や秋の
紅葉は必見。
【問い合わせ】
奥浜名湖観光協会
☎053・522・4720

43

グルメ

催し

特産

温泉

見所

酪農王国オラッチェ ソフトクリーム
（静岡県／函南町商工会）

【営業／休み】9：00〜17：30
（ 4 月〜 9 月）
9：00〜17：00
（10月〜 3 月）
／

【交通】道新東名長泉沼津ICから21.3km
【問い合わせ】
酪農王国オラッチェ
☎055・974・4192

（静岡県／函南町商工会）

湯〜トピアかんなみ
（静岡県／函南町商工会）

函南町の小高い丘
の上に位置する「湯〜
トピアかんなみ」は、
北側に秀峰・富士山
を望む抜群のロ
ケーション。豊富な
自家源泉による天
然温泉のお風呂は、
露天風呂、泡風呂、
打たせ湯など様々なタイプがある。朝昼夕と変わりゆく風景
とともに、
極上の癒しの時間が楽しめる。
【営業／休み】
10：00〜21：00／毎週火曜、
1月1日
（火曜が祝日の場合は翌平日）
【料金】大人700円
（ 3 時間）子供300円
（ 3 時間）
【交通】伊豆縦貫道大場函南ICから2.2km
【問い合わせ】湯〜トピアかんなみ☎055・970・0001
URL：http://yu-topiakannami.jp/
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酪農王国オラッチェ レストランオラッチェ
（静岡県／函南町商工会）

標高250m、周囲
4㎞の小さな盆地
“丹那盆地”の中にあ
る赤い屋根の酪農
王国オラッチェは、
ぐるっと山に囲ま
れた豊かな自然や
動物とふれあえる。
落ち着いた雰囲
気の中でブランド野菜ʻ函南めぐり野菜ʼや丹那の乳製品を
使った食事が楽しめる。ペットと一緒にお食事ができる、ガー
デンテラスもある。

見所

桶狭間古戦場まつり
（愛知県／有松商工会）

毎年 6 月中旬の日曜日開催。桶狭間古戦場公園から長福寺
（古戦場公園から南に約100m）一帯で行われるまつり。当日
はステージで「桶狭間の戦
い」を再現したイベントや
「愛知戦国武将隊パレー
ド」が行われる。又、夜には
桶狭間の戦いの両軍戦死
者を弔い3,500本のロウソ
クを大池に点灯。
【交通】名古屋第二環状自動車道

【交通】東海北陸道一宮西ICから国
道155号経由で約 8 km

有松ICから2.2km

【問い合わせ】

URL：http://okehazama.net/

☎090・2685・5910
（担当 安藤）

祖父江町商工会内そぶえイチョウ黄葉まつり実行委員会事務局
☎0587・97・5800
URL：https//matsuri.sobue.biz

有松絞りまつり
（愛知県／有松商工会）

毎年 6 月の第一土曜日・日曜日に開催。
様々な種類の絞り技法のテキスタイルを町並みに展示。当
日は子供から大人まで楽しめる絞り体験教室が催される。布
袋車・唐子車・神功皇后車の 3 台の山車が展示されており、1
時間半毎にからくり実演が行われる。ガイドによる有松町並
みツアーも開催。
【営業】9：30〜17：00
【交通】名古屋第二環状自動
車道有松ICから 1 km
【問い合わせ】
有松鳴海絞会館
☎052・621・0111

しもやま平瀬ヤナ
（愛知県／下山商工会）

平瀬ヤナは、愛知県豊田市の山間部に流れている巴川の渓
流にあり、ピチピチ跳ねるアユのつかみどり体験や浅瀬の川
遊びやができる。
清流を眺めながらゆったり座って味わえるアユ料理やバー
ベキューなどがあり、
自然に囲まれた場所で 1 日楽しめる。
【営業／休み】
10：00〜18：00／
11月〜 6 月
【問い合わせ】
しもやま平瀬ヤナ
☎0565・90・3799

【営業／休み】レストラン営業時間
11：00〜15：00
（ラストオーダー14：30）
／水曜
【料金】入場料・駐車場無料 【交通】道新東名長泉沼津ICから21.3km

九州・沖縄

九州・沖縄

【営業／休み】9：00〜17：30
（ 4 月〜 9 月）
9：00〜17：00
（10月〜 3 月）
／無休
（レストランのみ水曜）
【料金】入場料・駐車場無料
【交通】道新東名長泉沼津ICから21.3km
【問い合わせ】酪農王国オラッチェ☎055・974・4192

9：00〜17：00
（10月〜3月）
／無休（レストランのみ水曜）
【料金】入場料・駐車場無料
【交通】道新東名長泉沼津ICから21.3km
【問い合わせ】酪農王国オラッチェ☎055・974・4192

【開催期間】11月下旬〜12月上旬
【料金】無料

温泉

中国・四国

中国・四国

標高250m、周囲
4㎞の小さな盆地
“丹那盆地”の中にあ
る赤い屋根の酪農
王国オラッチェは、
ぐるっと山に囲ま
れた豊かな自然や
動物とふれあえる。
牛さんややぎさん
にエサをあげたり、お母さん牛から牛乳を搾ったり、すぐ近く
で動物たちとふれ合える。

【営業／休み】9：00〜17：30
（ 4 月〜 9 月）

日本一 銀杏の郷 稲沢市祖父江町。 晩秋になると約 1 万 1
千本あるイチョウの木が町
全体を黄金色に染める。山崎
地 区 に は 樹 齢100年 を 超 え
る古木も多く、黄葉散策が楽
しめる。また、期間中は地元
特産品販売やたくさんのイ
ベントが行われる。

特産

関西

関西

酪農王国オラッチェ 動物とのふれあい

標高250m、周囲 4
㎞ の 小さな盆 地“丹
那 盆 地”の中にある
赤い屋根の酪農王国
オラッチェは、
ぐるっ
と山に囲まれた豊か
な自然や動物とふれ
あえる。
オラッチェ牛乳
と生クリーム・卵・きび糖だけで作るアイスクリーム。材料を
入れて道具を回すとアイスクリームがモコモコ♪

そぶえイチョウ黄葉まつり
（愛知県／祖父江町商工会）

催し

東海・北陸

東海・北陸

無休
（レストランのみ水曜）
【料金】入場料・駐車場無料

酪農王国オラッチェ アイス作り体験
（静岡県／函南町商工会）

グルメ

関東・甲信越

関東・甲信越

標高250m、周囲 4 ㎞の小さな盆地“丹那盆地”の中にある赤
い屋根の酪農王国オラッチェは、ぐるっと山に囲まれた豊か
な自然や動物とふれあえる。
オラッチェソフトクリームは牛乳を搾る牛舎・ミックスを
作る工房・提供するオラッチェがすべて隣同士。だからとても
新鮮で濃厚。オラッチェでしか食べ
られないソフトクリームは行列がで
きるほどの人気。1 個350円
（税込）

体験

北海道・東北

北海道・東北

体験

【問い合わせ】酪農王国オラッチェ☎055・974・4192

観光農園花ひろば
（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
花を持ち帰ることも
できる。また、いちご
狩り・メロン狩りや地元農家の採れたて野菜・果実の販売も好
評。ペットと一緒に広い園内を花を見ながら散策できる。
【営業／休み】8：00〜17：00／お正月三が日
【料金】入園料：大人650円 小人300円
【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

大栗山の「オオキツネノカミソリ」の群生地
（愛知県／稲武商工会）

中部地区最大級とも言われている「オオキツネノカミソリ」
群生地で、大栗山の谷あいにオレンジ色の絨毯を敷き詰めた
ようにひっそりと咲く。
「オオキツネノカミソリ」
はヒガンバナ科の多年草で、毎年 8月
上旬から中旬が見頃
となり、
多くの観光客
でにぎわう。
【交通】
東海環状自動車道
豊田勘八ICから37.7km

いなぶジビエグルメ街道
（愛知県／稲武商工会）

認定を受け
「いなぶジビエ街
道」と銘打って、
地
域資源である猪肉
や鹿肉を活用した
ジ ビ エ 料 理 をPR
している。ここで
しか味わえないジ
ビエ料理を提供す
るお店が集まり、
毎年11月から翌年 3 月にかけてスタンプラリーを開催し、稲
武地区及び周辺の10店舗以上の店舗が腕を競っている。
【営業】9：00〜17：00
（土・日曜・祝日18：00まで）
【交通】東海環状自動車道豊田勘八ICから約37km
【問い合わせ】道の駅「どんぐりの里いなぶ」及び周辺☎0565・82・3135
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粉末茶スティックティ
5 種類（20本入）有機粉末茶
（三重県／大台町商工会）

【交通】紀勢自動車道勢和多気ICより3.4km
【問い合わせ】株式会社セーフティ・リファーム88☎0598・85・7031
URL：http://www.safetyrefarm88.co.jp

ヒロタのつみきは、無垢材の木目や香りを生かし、檜（ひの
き）、杉（すぎ）、楠（くす）、栃
（とち）、欅（けやき）、高野槙（こう
やまき）、桜（さくら）等の数種類の国産木材を使用すること
で、木材の色や木目、香り、
形など、遊びを通して身近な木材に
ついて学べる安心安全の知的玩具。
【営業／休み】9：00〜17：00／不定休
【料金】小5,000円・中13,000円・
大16,000円
【交通】紀勢自動車道大宮大台IC
より10.9km
【問い合わせ】

まんてんくんは「たまご」の優等生
（三重県／大台町商工会）

「まんてんくん」は栄養分が高く、手軽に食べることができ、
みんなでおいしく健康満点という想いから生まれた商品。含
まれるDHAは、学習機能向上作用、制ガン作用、血中脂肪低下
作用、
抗アレルギー作用など脳細胞の膜をつくる、胎児・乳児
の神経や脳の発育に欠かせ
ない成分で、Βカロテンは、
皮膚障害の抑制やガン化、
老化抑制作用がある。
【問い合わせ】川口養鶏
☎0598・83・2108

ウッドクラフト廣田

リキュール オレンジベアー

日本トップクラスの清流である三重県・宮川の上流域で「宮
川杉」
を使ってデザイン家具を作っている。杉は体温への反応
が早く温もりがあり、使い込むほどに味わいが増していく理
想的な素材。中でも「宮川杉の椅子」は工房の代表的な作品で
です。
【料金】12,960円
【問い合わせ】
OKUISE WORK
☎0598・83・6093
URL：https://www.okuise.
com

【料金】162円
【問い合わせ】有限会社 森と水を守る会
☎0598・77・2819
URL：http://www.morinobannin.com

叙勲額
（三重県／大台町商工会）

昭和50年よ
り、三重県内
に於いて叙勲
額を専門に製
造し、誇れる
「叙勲」に相応
しい、職人が
丹精込めてひ
とつひとつ手
作りで仕上げた至極の一品。原木から一貫工程、完成品まで全
て自社工場で自社生産しており、厳選素材・高品質・適正価格・
永久保証で、お客様にも安心。
【交通】紀勢自動車道大宮大台ICより5.4km
【問い合わせ】しょうわ額縁株式会社☎0598・76・1515
URL：http://syouwa-m.com
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【営業／休み】平日9：00〜18：00
土・日曜・祝日9：00〜17：30／水曜
【料金】140円
【交通】紀勢自動車道大宮大台ICより1.7km

酒蔵のある大台町から、その街道の一部がユネスコ世界遺
産に認定されている「熊野古道」で繋がる、三重県南部御浜町。
黒潮海流の温暖な気候が育んだジューシーな甘味のある熊野
ミカンは三重県の隠れた名産品である。その
生果汁と純米酒をブレンドして製品化した、
爽やかな酸味と熊野ミカンの甘さが口いっぱ
いに広がる、三重県産のリキュール。
可愛らし
いパッケージも女子に人気。
【交通】紀勢自動車道勢和多気ICより6.4km
【問い合わせ】元坂酒造株式会社☎0598・85・0001
URL：http://www.gensaka.com
【料金】1.8L 2,800円 0.72L 1,440円

ふるさとプラザもみじ館
（三重県／大台町商工会）

日本一の清流宮川に面した抜群のロケーションにあるログ
ハウス風の建物は、木の温もりに満ちており、
ふっくらと炊き
上げた地元産のブランド米「奥伊勢米つぶら」を使った豊富な
メニューが人気。地域の情報発信拠点としてパンフレット等
も設置してあり、手作りパンやおみやげも購入できる。
天気の良い日はテラス席で、用意してあるヤマガラ用の餌
を手に乗せれば、可愛いヤマガラがついばみ
にやって来る。大台町の大自然に触れられる
もみじ館へ、
ぜひ。
【営業／休み】9：00〜17：00／火曜
【交通】紀勢自動車道大宮大台ICより3.8km
【問い合わせ】ふるさとプラザもみじ館☎0598・76・1313

浦谷オートキャンプ場
九州・沖縄

九州・沖縄

（三重県／大台町商工会）

三重県多気郡の奥伊勢にある「モンマルトル亀屋」
は、伝統
的なお菓子、
焼菓子・ケーキなど、
ひとつひとつ手作りをして
いるお店。大台茶ダックワーズは大台町産のお茶を使ったお
菓子で、食感は外側がサクッと、中はふ
わっとしていて、大台茶と小豆、バターク
リームのハーモニーが楽しめる、店で一
番人気の商品。

浦谷の最上流部にあるこのキャンプ場は水質の良さと静かさが自慢のキャンプ
場。民家がないため、聞こえてくるのは川の音や虫の鳴き声、鳥のさえずり。大自然の
中で日常を忘れ、のんびり快適に過ごしてみてはいかが。体験は五右衛門風呂、春の
山菜取りからはじまり、ホタル観賞に星空観測、天然水の25mプール、キノコ狩りや
魚のつかみどり、ナイトサファリに生みたての卵取り、本格的な猟師体験等がある。

URL：https://www.facebook.com/spica.forest

「日本一きれいな川」宮川の源流は、全国の年間最多雨量・約
4000ミリを誇る大台ケ原の森から湧きいでている。
森のミネラルをふんだんに含んだ硬度36、PH8．2 、弱アル
カリ性の軟水の天然自然水は体にやさしく伝わり、一般の水道
水に含まれる塩素などを一切含んでおらず、安心して飲むこと
ができる。

大台茶ダックワーズ
（三重県／大台町商工会）

（三重県／大台町商工会）

【営業／休み】11：00〜19：00／水曜 【料金】2,678円
【交通】紀勢自動車道大宮大台ICより8.5km
【問い合わせ】森のお菓子屋スピカ☎0598・76・1434

森の番人ペットボトル 500ml

見所

中国・四国

中国・四国

三重県大台町の山
間いの小さなお菓子
屋、カフェ。
ウッドショコラは
ヒノキとクロモジの
2 種類のフレーバー
の豊かな森の香りを
チョコレートで味わ
うことができ、スタ
イリッシュな木箱入り（12個）は手土産等にも最適。
ユネスコ
エコパークにも認定されている大台町の豊かな森から生まれ
た新しいチョコレートを、ぜひ！

（三重県／大台町商工会）

温泉

関西

関西

（三重県／大台町商工会）

宮川杉の椅子

特産

【問い合わせ】モンマルトル亀屋☎0598・82・3366

☎0598・76・0767
URL：http://hirota.odai.or.jp

（三重県／大台町商工会）

ウッドショコラ

催し

東海・北陸

東海・北陸

【営業／休み】9：00〜17：00／土・日曜・祝日 【料金】500円（税込）

天然木 ヒロタのつみき（小・中・大）
（三重県／大台町商工会）

グルメ

関東・甲信越

関東・甲信越

お茶処伊勢の國より農薬を
使用しない『有機無農薬栽培』
にこだわった伊勢茶をお届
け！カップ一杯分の粉末茶ス
ティックタイプで袋の裏にマ
ジック加工がしてあり簡単に
開封でき、いつでもどこでも
お好きなお茶が楽しめる。
緑茶・ほうじ茶・和紅茶・玄
米茶・大麦緑茶青汁の 5 種類が各 4 本・計20本入。

体験

北海道・東北

北海道・東北

体験

【営業／休み】チェックイン14：00 チェックアウト13：00／通年営業
【料金】施設使用料 1 人 中学生以上1,000円 小学生以下500円 五右衛門風呂 2 人まで1,000円他 【交通】紀勢自動車道大宮大台ICより11.2km
【問い合わせ】浦谷オートキャンプ場☎0598・76・0044 ※夜間☎0598・76・0885 URL：http://www.ma.mctv.ne.jp/~f-style1/o-tokyanpu.html

柚子ぽんず
（三重県／大台町商工会）

宮川物産は、奥伊勢の町・大台町にある食品加工会社で、地
元の農産物を活用した商品の開発・生産・販売を主な事業とし
ている。
大台町は奥伊勢は柚子の産地で、夏秋に多く
降る雨が、冬に香り高い柚子を実らせる。地元・
奥伊勢産柚子の香りが広がる鍋用ぼんずしょ
うゆは、
焼き魚、冷奴などにもぴったり。
【営業／休み】9：00〜17：00／土・日曜・祝日
【料金】540円
【問い合わせ】株式会社宮川物産☎0598・76・0200
URL：http://www.miyafoods.com

ゆずっこ
（三重県／大台町商工会）

宮川物産は、奥伊勢の町・大台町にある食品加工会社で、
地
元の農産物を活用した商品の開発・生産・販売を主な事業とし
ている。
大台町は奥伊勢は柚子の産地で、
夏秋に多く降る雨が、冬に
香り高い柚子を実らせる。柚子のアロマと
優しい甘みに癒される、地元・奥伊勢産柚
子を使用した、のどごし爽やかな柚子の
ジュース。
【営業／休み】9：00〜17：00／土・日曜・祝日
【料金】216円
【問い合わせ】株式会社宮川物産☎0598・76・0200
URL：http://www.miyafoods.com
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グルメ

催し

特産

温泉

見所

体験
ゆ ず

日本一の清流に育まれたお米です。
大台町産ブランド奥伊勢米つぶら
（三重県／大台町商工会）

【問い合わせ】

（三重県／大台町商工会）

地元産柚子から美容エキスを抽出して配合したご当地コス
メで、仕事・家事・育児など毎日忙しい女性を応援する時短コ
スメ。W洗顔不要のクレンジングウォッシュ、 1 本 5 役（化粧
水〜下地まで）のオールインワンジェル、UVカットと仕上げ
が同時にできるUVフェイスパウダーなど、1 アイテムで 2 役
以上の機能がある。
【問い合わせ】
株式会社丸八土建
あしたば事業部
☎0598・76・0100

「オトナのアウトドア入門 奥伊勢の
豊かな自然を満喫」〜SUP Ver〜
（三重県／大台町商工会）

SUPって気になってるけど
できるかな？趣味・アウトド
アの第一歩を踏み出したいオ
トナなあなたにオススメのツ
アー。平日にゆったりと時間
をかけてレクチャー。1 日目にアクティビティの基本を学び、
2 日目はショートツアーを楽しむプラン。森のホテル「奥伊勢
フォレストピア」の食事・温泉もセットで楽しめる。

温泉

見所

【営業／休み】9：00〜17：00／日曜、
火曜

ashitaba-cosme.com

【料金】24,800円／お一人様あたり

木木屋
（三重県／大紀町商工会）

里山に囲まれたのどかな場所で田舎の原風景と静寂を！庭
でのホタル観賞、クヌギ林でのカブトムシ捕り、
川遊びや釣り
体験などが楽しめる農林漁業体験民宿。畑には色々な作物も
実っており、
季節ごとに変わる収穫体験も楽しめる。裏庭には
オーナー手作りの囲炉裏小屋やハンモックなどでゆっくりく
つろげる空間もある。
【交通】紀勢自動車道大宮大台ICから約13.7km
【問い合わせ】
木木屋
☎0598・87・1137

東海・北陸

東海・北陸

URL：http://www.

☎0598・76・8855
URL：http://miyagawa-tk.jp

※含まれるもの（宿泊：奥伊勢フォレストピア 1 泊、食事：夜朝各 1 回、
SUPガイド料、SUP一式レンタル料、ないとドライブガイド料）
【交通】紀勢自動車道大宮大台ICから 5 km
【問い合わせ】㈱Verde大台ツーリズム☎080・4840・7315
メール24時間受付：info@verde-odai.co.jp

【問い合わせ】
合資会社積木商店
☎0598・85・0808
URL：http://tsumukisyouten.com

（三重県／大台町商工会）

清流宮川の上流部、渓谷
を眺めながら漁協直送の
新鮮な大台町産鮎が食べ
られるお店。塩焼き、フラ
イ、刺身などの多彩な鮎料
理が楽しめ、新商品の奥伊
勢ゆず・大台町産抹茶のア
イスや奥伊勢ゆずソーダ
を販売している。
鮎つかみ取り体験もあり、
鮎の量を調整できるので、
人数に応じて楽しむことができる。

ユネスコエコパークにあるホテル
奥伊勢フォレストピア
（三重県／大台町商工会）

ユネスコエコパークの森の中にある、奥伊
勢の自然と遊び、くつろぎの自然に癒される
温泉リゾート。食事は地元の食材をたっぷり
使った本格フレンチやBBQがあり、ホテル施
設内には小さなお子様も楽しめるプライベー
トリバーや大型木製遊具が揃う公園もある。
【営業】15：00〜22：00チェックイン 10：00チェックアウト
【料金】ホテル宮川山荘 3 月〜11月
平日12,960円 休日15,120円 ※夏休み・12月〜 2 月は料金が異なる
コテージ寝室 1 部屋タイプ
平日 1 棟21,600円 休日27,000円 ※夏休み・正月期間は料金が異なる
コテージ寝室 2 部屋タイプ
平日 1 棟27,000円 休日32,400円 ※夏休み・正月期間は料金が異なる
グランピング 平日12,960円 休日15,120円
【交通】紀勢自動車道大宮大台ICから10.5km
【問い合わせ】奥伊勢フォレストピア☎0120・017・137

“何もないところ”に、何度でも来たくなる理由
がたっぷり詰まっている 山里民泊みくり
（三重県／大台町商工会）

木々に囲まれた空間で贅沢
な時間を味わう里山の暮らし
が体験できる。夕食には鮎の塩
焼き・山菜の天ぷら・手打ち蕎
麦等旬の食事が味わえ、食後は
満点の星空を眺めながら五右
衛門風呂も楽しめる。時期には
蛍が飛び交う光景が見られたり、翌日には目の前の小川で釣
りや川遊び、手造りの石釜でピザ作り体験が行える。
【休み】不定休
【料金】平日素泊まり 1 人4,000円（金・土曜・祝日前 3 割UP）
夕食1,500円 朝食500円 ランチ（ 5 名以上・要予約）1,000円〜1,500円
そば打ち体験・ピザ体験は要別料金
【交通】紀勢自動車道大宮大台ICから15.4km
【問い合わせ】山里民泊みくり☎0598・76・1337

（三重県／大紀町商工会）

平 成13年 3 月31日
に廃校になった旧七
保第一小学校の教室
を中心に、喫茶おはつ
きや大瀬東作資料館・
青空市場・図書館・木
工塾・書道教室などを
実施し、地域活性化活
動で幅広く活用して
いる。
毎週土曜日は、手作り弁当やお惣菜、地域資源であるジビエ
料理の猪丼や鹿ちゃんコロッケなどを販売している。

民泊 東作塾
（三重県／大紀町商工会）

大紀町野原の偉人である大瀬東作。
「義務教育と地方自治の
父」とも言われている。
そんな大瀬東作の生家である築130年を超える古民家が、
民泊施設として平成29年11月に生まれ変わった。
当時の様子や生活に想いを巡らせ、時の流れを忘れるよう
な落ち着いた時間が過ごせる。
【料金】素泊まり：大人4,000円
（税込） 子供2,000円
（税込）
。
体験料別途。
【交通】伊勢自動車道
勢和多気ICから5.1km
【問い合わせ】
民泊 東作塾
☎090・3951・8776

【営業】毎週土曜日 10：00〜13：00
【料金】野原げんき弁当400円、猪丼600円、鹿ちゃんコロッケ200円など
【交通】伊勢自動車道勢和多気ICから4.7km

九州・沖縄

九州・沖縄

【期間／営業／休み】6 月〜 9 月／11：00〜15：00／月曜
【料金】清流定食1,200円 清流御前2,500円
鮎つかみ取り 1 kg6,000円
（要予約）
【交通】紀勢自動車道大宮大台ICから20.3km
【問い合わせ】清流茶屋☎0598・77・2110

野原工房げんき村（旧七保第一小学校跡）

中国・四国

中国・四国

普段から当たり前のように飲んでいるお茶。だからこそ毎
日飲んでも飽きないおいしいお茶であって欲しい。そんな想
いを形にしたのが、
「TSUMUKIYUTAKA」
。おいしさへの自
信から、代表である積木豊の名前を冠した。
お茶生産農家と肥料卸業者が手を取り合い、活力ある土の
もとで育てており、それは時間をかけ、手間を掛け、年々おい
しく進化していくお茶づくりなのである。

夏季限定！鮎料理店 清流茶屋

関西

関西

TSUMUKIYUTAKA

（三重県／大台町商工会）
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特産

か

柚子香

株式会社宮川TK

進化する緑茶

催し

関東・甲信越

関東・甲信越

三重県大台町、清流宮川で育ったおいしいお米。
食味値75％
以上の米のみを奥伊勢米つぶらとしてブランド化。
宮川流域に
生育する孟宗竹を竹粉堆肥として良質の土壌を作り、清流宮
川の源流水と寒暖差が大きく、多雨気候という自然環境により
育成している。
化学肥料や農薬は最小限に抑え、徹底した食味
検査により安心安全なお
米を提供している。

ご当地時短コスメ

グルメ

北海道・東北

北海道・東北

体験

【問い合わせ】野原工房げんき村☎080・1569・5336

民泊 こころ
（三重県／大紀町商工会）

清流大内山川沿いの静かな田園地帯にある「民泊こころ」。
自然体験の達人であるご主人が、季節やご要望に応じてワク
ワクする体験を用意してくれる。
和太鼓体験、薪割り体験、
ホタル観賞、
川遊び、季節の野菜や
果物の収穫体験など「民泊こころ」ならではの自然体験をぜひ
楽しんでみてはい
かが。
【交通】紀勢自動車道
大宮大台ICから6.6km
【問い合わせ】
民泊 こころ
☎0598・86・2979

大紀圏突入株式会社
（三重県／大紀町商工会）

廃校校舎で温泉＆“給食当番”を体験！
「フォトジェニック＆ノスタルジック旅」
揚げパンや地元の大内山牛乳などがセットになったプチ給
食を配膳・実食したり、
図工の時間で名札作りなども体験。
廃
校になった木造校舎をそのまま入浴施設にした
「阿曽温泉」
の
入浴もセットとなっており、盛り上がること間違いなし！
【料金】体験 1 人2,000円
（入浴・名札材料費含む）
、
制服レンタル可
（レンタル
料金別途）
【交通】紀勢自動車道
紀勢大内山ICから 2 km
【問い合わせ】
大紀圏突入株式会社
☎0598・74・2277
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関西

グルメ

催し

特産

温泉

見所

湖岸の絶景スポット
（滋賀県／東浅井商工会）

東浅井商工会

甲賀市商工会土山支所
地料理かんべ／1日1組の宿 民宿神戸…P.51

玉泉寺…P.51
姉川古戦場…P.51

野洲市商工会

道の駅「浅井三姉妹の郷」…P.51
長浜あざいあっぱれ祭り…P.51

安心・安全な材料でつくるこだわりの
グラノーラ
（Bake＆Beans）
…P.55
野洲のフェリーチェでいちご狩り体験…P.55
ビワコマイアミランド…P.55

長浜北商工会

三上山
（近江富士）
…P.55

特産

温泉

見所

玉泉寺
（滋賀県／東浅井商工会）

平安時代中期、慈恵大師良源（元三大師）
が建立された天台
宗のお寺で、
その後織田信長の兵によって焼失、現在の本堂は
江戸時代後期に再建されました。
本尊の
「木造慈恵大師坐像
「秘仏」は鎌倉時代の作とされ、
国
重要文化財に指定されています。
また、
このお寺はおみくじの元祖とされています。

【営業／休み】9：00〜18：00／第二火曜
（ 4 月・8 月除く）

【交通】北陸自動車道小谷城

【交通】北陸自動車道木之本ICから8.5km
【問い合わせ】水鳥公園
（湖北水鳥ステーション）

スマートICから4.5km
【問い合わせ】
長浜市観光振興課

☎0749・79・8060

催し

☎0749・65・6521

東海・北陸

東海・北陸

鶏足寺
（旧飯福寺）
…P.52

水鳥公園一帯の琵琶湖岸は、日本の夕陽百選にも選ばれて
いる絶景スポットです。冬にはコハクチョウやオオヒシクイ
が訪れ、
湖で戯れる水鳥たちを茜色に染める夕陽は、訪れた人
の心も優しく包み込んでくれます。
湖北水鳥ステーションでは、地元で採れた農水産物や、お土
産がお買い求めいただけます。

グルメ

関東・甲信越

関東・甲信越

湖岸の絶景スポット…P.51

URL：http://www.

深坂古道…P.52
曹洞宗・久澤山

体験

北海道・東北

北海道・東北

体験

木津川市商工会

全長寺…P.52

mizudori-st.co.jp/index.
php

西野水道…P.52
観音の里ふるさとまつり…P.52

手作り石けん教室…P.55

木之本地蔵大縁日…P.52

宇治田原町商工会

余呉湖の釣り
（ワカサギ釣り）
…P.52

曹洞宗 禅定寺…P.55

恋人の聖地
（奥琵琶湖パークウエイ・つづら尾崎展望台）
…P.53

丹波市商工会
丹波栗きん豚まん…P.56

姉川古戦場
（滋賀県／東浅井商工会）

京都

【交通】北陸自動車道長浜IC
から4.7km
【問い合わせ】
長浜市観光振興課
☎0749・65・6521

滋賀

兵庫

（滋賀県／東浅井商工会）

戦国観光のコンシェルジュ、浅井三姉妹のふるさとで、
地域
の魅力ある特産品、安全・安心で新鮮な食材を使った伝統料理
が自慢。
近江の素材を使った美食ピザや地元・伊吹牛乳を使ったこ
だわりのジェラートの他、自然薯茶屋
「浅井家」ではお食事も
食べられます。
「道の駅 浅井三姉妹の郷」
は東浅井商工会が運営しています。
【営業／休み】
9：00〜18：00／
無休（年末年始を除く）
【交通】北陸自動車道長浜IC
から5.4km
【問い合わせ】
道の駅「浅井三姉妹の郷」
☎0749・74・1261
URL：http://azai3-st.jp/

九州・沖縄

九州・沖縄

大阪

道の駅「浅井三姉妹の郷」

香美町商工会

奈良

余部鉄橋「空の駅」
・余部クリスタルタワー…P.56
但馬玄…P.56
たじま高原植物園…P.56
うへ山の棚田…P.57

新温泉町商工会

和歌山

新温泉町SUP体験、
ジオヨガ、
トレイル
（陸のガイド）
…P.56
田んぼ体験イベント…P.56
日本遺産認定

湖南市商工会
湖國十二坊の森

十二坊温泉ゆらら…P.53

西應寺…P.53
正福寺…P.53
三雲城址…P.53
八丈岩…P.54
岩根山ハイキング…P.54
磨崖不動明王…P.54
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北前船寄港地諸寄港…P.56

十津川村商工会
こだわりのブナしめじ・足付き生なめこ・エリンギ…P.57
人力ロープウェイ 野猿…P.57
マイナスイオンの滝「清納の滝」…P.57

みなべ町商工会

近江下田焼…P.54

南高海
（工場見学、梅林視察）
…P.57

北島酒造株式会社…P.54

千里浜からの夕日…P.57

竹内酒造…P.54

備長炭製造体験
（施設）
…P.57

長浜あざいあっぱれ祭り
（滋賀県／東浅井商工会）

県内外から約30チー
ム、踊り子約1,200人が
参加する「よさこい祭
り」スタイルのイベン
ト。
よさこいの魅力は何
といっても満面の笑顔
で踊る踊り子たち。元
気いっぱいの笑顔は見ている人たちも笑顔にしてくれます。
毎年 9 月の第 1 土曜日に開催されます。
【営業】9：00〜21：00
【交通】北陸自動車道長浜ICから 7 km
【問い合わせ】長浜あざいあっぱれ祭り実行委員会（東浅井商工会内）
☎0749・74・0194
URL：http://www.appare-matsuri.net/

中国・四国

中国・四国

元亀元年
（1570年）、この川の両岸で織田・徳川軍と浅井・朝
倉軍との壮絶な姉川合戦が繰り広げられ、激戦の末浅井・朝倉
軍は小谷城へ敗走しました。
この戦いで、兵士の血で川が真っ赤に染まったと言われ、
“血原”という地名も残っていて、姉川野村橋のたもとに慰霊
碑が立てられています。

関西

関西

冷水寺…P.53

地料理かんべ／ 1 日 1 組の宿 民宿神戸
（滋賀県／甲賀市商工会土山支所）

地料理かんべは、地元で捕獲した鹿・猪・いわな料理を提供
しており、お客様からは柔らかくてにおわないためジビエの
イメージが変わったとの声が多く聞かれる。
民宿かんべでは、古民家をリフォームした 1 日 1 組限定の
宿で、人目を気にせずご家族でゆっくりくつろぐことができ
る。また、
向かいに温泉施設もある。
【営業／休み】11：00〜18：00／無休
（臨時休業有）
※平成30年12月は休業
【料金】大河原の奥地料理（鹿・猪・いわな）
各1,800円／
他リーズナブルなお食事有
宿泊 1 泊 2 食付き 8,500円／簡易宿泊(食事付) 3,800円
【交通】
新名神高速道路甲賀土山ICから15km
【問い合わせ】
地料理かんべ／ 1 日 1 組の宿 民宿神戸
☎0748・70・2048／090・8752・0219
URL：http://www.rh-kannbe.com/
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グルメ

催し

特産

温泉

見所

鶏足寺（旧飯福寺）
（滋賀県／長浜北商工会）

体験

深坂古道
（滋賀県／長浜北商工会）

深坂古道は、塩津街道から福井県敦賀市へ抜ける古道で、古
くは万葉集の歌人・笠金村や紫式部が父に同行して通った道
としても知られている。また、道中の安全を祈り、塩をお供え
した通称『塩かけ地蔵』が安置された小さなお堂があり、当時
のままの風情を残している。

【営業／休み】9：00〜16：00／無休

【営業／休み】終日／冬季積雪時

【料金】紅葉散策協力金200円

【交通】北陸自動車道木之本ICから

（11月中旬〜下旬頃）

11km
【問い合わせ】奥びわ湖観光協会

【交通】北陸自動車道木之本ICから

☎0749・82・5909

5.6km
【問い合わせ】奥びわ湖観光協会

展望台から琵琶湖が一望でき、プロポーズにぴったりのロ
マンチックなスポットとして、
恋人の聖地に認定された。展望
台のモニュメントは、琵琶湖水運で用いられた「丸子船」がモ
デルで、ハート型の帆には「恋愛成就」
「永久の愛」を願って赤
いリボンが結び付けられる。
【休み】11月下旬〜 3 月末日
【交通】北陸自動車道木之本
ICから17.9km
【問い合わせ】
☎0749・82・5900

特産

温泉

見所

冷水寺
（滋賀県／長浜北商工会）

賤ヶ岳合戦の際、柴田勝家軍の焼き討ちにあって旧本尊は
焼け痛み、江戸時代この鞘仏と台座を造り、黒こげになってし
まった痛ましいお姿の旧本尊を納めて大切に守られてきた。
ケヤキの一木造りで、
平安時代中期の作と推定される。隣接し
て住民の手による小さな歴史館が造られ歴史を伝えている。
【営業／休み】
9：00〜16：00／無休
【料金】拝観料200円
胎内仏資料館は無料
【交通】北陸自動車道木之
本ICから6.3km

東海・北陸

東海・北陸

長浜市北部振興局地域振興課

☎0749・82・5909

曹洞宗・久澤山

（滋賀県／長浜北商工会）

催し

関東・甲信越

関東・甲信越

奈良時代に行基によって開かれ、後年最澄が再興したと伝
えられている古刹。ゆるやかな参道の石段、両側の苔むした石
垣、
塔頭の跡の佇まいに住時を偲ぶことができる。秋は境内を
埋めるおよそ200本にもおよぶ紅葉の古木が色鮮やかに境内
を真っ赤に染め上げる。

恋人の聖地
（奥琵琶湖パークウエイ・つづら尾崎展望台）

グルメ

北海道・東北

北海道・東北

体験

【問い合わせ】
奥びわ湖観光協会
☎0749・82・5909

全長寺

（滋賀県／長浜北商工会）

【営業／休み】終日／無休
【交通】北陸自動車道木之本ICから6.1km
【問い合わせ】奥びわ湖観光協会
☎0749・82・5909

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
蔵院の大縁日で、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、最終日の25日には木
之本大花火大会（20：00〜20：30）も開
催され、縁日のフィナーレを鮮やかに
彩る。
【期間】例年 8 月22日〜25日
【交通】北陸自動車道木之本ICから 1 km
【問い合わせ】
ふるさと夏まつり実行委員会事務局
☎0749・82・5900
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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まつら
れている。門前市として地
元団体による模擬店が多数
並び、ステージイベントな
どが開催される。事前予約
制の周遊バスツアーや 1 日乗り放題の巡回バスを予定。

（滋賀県／湖南市商工会）

廃少菩提寺三十六坊の一つで山を借景にした枯山水庭園が
美しい。寺宝に廃少菩提寺の古図（模写）
が残されている。
境内
には良弁僧正が座禅をされたと伝わる、巨大な岩
（良弁岩）
が
あり岩の上に登ることもできる。
【時間】10：00〜16：00
【料金】拝観料500円
【交通】名神高速道路栗東湖南ICから4.6km
名神高速道路竜王ICから6.6km
【問い合わせ】
西應寺
☎0748・74・1051

九州・沖縄

九州・沖縄

滋賀県指定文化財。江戸時代に掘り貫かれた長さ約250
メートルの排水用の岩穴。今から170年前、実に 6 年の歳月と
1275両をかけてノミだけで掘り抜
かれた手掘りの岩穴。事務所には、
ヘルメット、長靴、懐中電灯が置い
てあり、当時の苦悩を偲ばせる内部
を見ることができる。

観音の里ふるさとまつり
（滋賀県／長浜北商工会）

＜効能＞慢性皮膚病、慢性消化器病、神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩など
【営業／休み】10：00〜22：00
（※最終受付21：20）／年中無休（臨時休館有）
【料金】大人600円 こども300円
岩盤浴とのセットは1,100円
（※こどもは利用不可。）
【交通】名神高速道路栗東湖南ICから
9.1km
名神高速道路竜王ICから7.4km
【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）

西應寺

中国・四国

中国・四国

西野水道

（滋賀県／湖南市商工会）

＜平成30年 4 月 1 日リニューアルオープン＞
緑あふれる大自然に包まれた、県内最大級の湧水量、100％
天然温泉。多重浴室やバーデプール、レストランに加え、今回
新しく岩盤浴と体験工房、露天風呂を増設。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。

【料金】拝観料300円（※要予約）
【交通】北陸自動車道木之本ICから7.9km
【問い合わせ】奥びわ湖観光協会☎0749・82・5909

（滋賀県／長浜北商工会）

さいおう じ

湖國十二坊の森 十二坊温泉ゆらら

関西

関西

現在の本堂、庫裏は十世禅師の時、寛政 2 年
（1790）
の完成まで15年の歳月を費
やして建立。あじさいとだるま寺として有名な全長寺は 6 月下旬〜 7 月上旬には
境内に住職が植樹した50種1000株の紫陽花が美しく咲き誇る。
堂内では達磨大師画像や馬頭観音菩薩像も拝観できる。

【期間】2018年10月14日
（日）9：00〜17：00
【交通】北陸自動車道木之本ICから 5 km
【問い合わせ】観音の里ふるさとまつり実行委員会（長浜市北部振興局地域振
興課内）☎0749・82・5900

余呉湖の釣り（ワカサギ釣り）
（滋賀県／長浜北商工会）

湖岸には、神秘の湖にひ
そむ巨鯉をねらう釣り人た
ちの釣り竿が林立し、また、
余呉湖の北岸にある釣り桟
橋では、コイ・フナが通年、
夏季には、さらにウナギ・ナ
マズが釣れ、冬季にはワカ
サギを狙う釣り人たちでにぎわう。
【営業／休み】6：00〜17：00／火曜
（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】北陸自動車道木之本ICから約 5 km
【問い合わせ】余呉湖漁業協同組合☎0749・86・3033

正福寺
（滋賀県／湖南市商工会）

天平 5 年（733年）に良弁僧正が開いた。本尊は大日如来像
（秘仏）
、また十一面観音立像（重文）は像高214.8cmと県内最
長。
また、5 月下旬から 6 月上旬にかけて、サツキが見ごろを迎
える。
サツキに囲まれた石仏は絶好のシャッタースポット。
【時間】10：00〜16：00
【料金】拝観料500円
（※重文の仏像の拝観は要予約）
【交通】名神高速道路栗東
湖南ICから6.7km
名神高速道路竜王ICから
8.8km
【問い合わせ】
正福寺
☎0748・72・0126

三雲城址
（滋賀県／湖南市商工会）

室町時代後期、三雲典膳が築城したと伝えられる典型的な
山城跡。城内の一角には八丈岩と呼ばれる巨大な岩や石垣が
今もなお悠然とした姿で残されている。野洲川と対岸の竜王
方面を見渡すことができ、美しい眺望を楽しむことができる。
【交通】名神高速道路栗東湖南ICから10.7km
名神高速道路竜王ICから11.7km
【問い合わせ】
湖南市観光協会
☎0748・71・2157
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グルメ

催し

特産

温泉

見所

体験

グルメ

催し

特産

温泉

見所

北海道・東北

北海道・東北

体験

はちじょういわ

八丈岩
（滋賀県／湖南市商工会）

野鳥のさえずりを聞きながら、ゆるやかなコースを登るこ
とができる。
湖南市一帯を望む、圧巻のパノラマビュー。

【交通】名神高速道路栗東湖南ICから10.3km

【交通】名神高速道路栗東湖南ICから8.5km

名神高速道路竜王ICから11.3km
【問い合わせ】
湖南市観光協会

名神高速道路竜王ICから7.9km
【問い合わせ】
湖南市観光協会

☎0748・71・2157

☎0748・71・2157

安心・安全な材料でつくるこだわりの
グラノーラ（Bake＆Beans）
（滋賀県／野洲市商工会）

滋賀のシンボル「近江富士」の麓にある御上神社境内にて営
業し、
安心・安全な材料だけを使用して作るこだわりの自家製
グラノーラを販売している。ホロホロ、サクサクした心地よい
歯ざわりと、ゴロッとたっぷり入ったナッツとドライフルー
ツが特徴の、そのまま食べても美味しいちょっぴり贅沢なグ
ラノーラ。
【営業／休み】11：00〜17：00／火曜
【料金】グラノーラ

100g ¥500

300g ￥1,200

コーヒー￥400

から4.4km
【問い合わせ】
Bake＆Beans
☎077・576・4541

滋賀県でいちご狩りなら野洲にある「フェリーチェ」へ！寒
い冬は外に出るのが億劫…。
でも、
いちご狩りは酸味の低い冬
場がおすすめ！減農薬栽培など生産方法にこだわり、美味し
いいちごを作っている
「フェリーチェ」
は車椅子やベビーカー
での入園OK ！もちろん雨の日でも楽しめるので、滋賀県へ
のドライブの際にはぜひお立ち寄りを！
【営業／休み】9：00〜14：00／不定休
【料金】大人1,600円

小学生1,400円

幼児1,000円

0 から 2 歳無料

【交通】名神高速道路栗東
ICから10.6km
【問い合わせ】

東海・北陸

東海・北陸

スムージー￥500 等（税込）
【交通】名神高速道路栗東IC

野洲のフェリーチェでいちご狩り体験
（滋賀県／野洲市商工会）

関東・甲信越

関東・甲信越

「落ちそうで絶対落ちない」巨岩で、猿飛佐助の修行の場
だったとも言われており、受験の合格祈願者が多く訪れてい
る。

岩根山ハイキング
（滋賀県／湖南市商工会）

株式会社フェリーチェ
☎077・589・5917
携帯090・8523・1583

（滋賀県／湖南市商工会）

岩根花園集落から岩根山へ登る中腹の絶壁に刻まれた、巨
大な像。高さ4.3m、幅2.1m、右手に持った宝剣の長さは
2.3m。渓谷を隔てた道からでもそのスケールの大きさがはっ
きりとわかり、見応えは十分。

（滋賀県／湖南市商工会）

旧東海道沿いに文化二年（1805年）
から続く酒蔵。
「理屈抜きにうまい、本物の良い酒を」
と、自然の恩恵を存分
に受けた近江の地で最高の米、水、技術とで、手塩にかけて丁
寧に醸して作られている。店内にて試飲販売あり。酒蔵見学は
事前に連絡が必要。
【営業／休み】平日9：00〜17：00／日曜・祝日定休・夏季土曜不定休
【交通】名神高速道路栗東湖南ICから7.2km
名神高速道路竜王ICから
11km
【問い合わせ】
北島酒造
☎0748・72・0012

江戸時代半ばから続く
「下田焼」は白地に藍色で描かれた素
朴で味わい深い絵柄が特徴で、温かみのある食卓を演出して
くれる。
事前に予約すれば、陶房で作陶や絵付けも体験できる。
【営業／休み】10：00〜18：00／月曜、
火曜 12月28日〜翌年 1 月 4 日
【料金】近江下田焼体験 絵付け800円〜／作陶3,500円〜
【交通】
名神高速道路栗東湖南IC
から10.6km
名神高速道路竜王ICから
8.4km
【問い合わせ】
近江下田焼陶房
☎0748・71・4667

竹内酒造株式会社
（滋賀県／湖南市商工会）

米にこだわり、水にこだわり、技術にこだわり、その製造は
あくまでも伝統的手法を厳守。お米選びに始まって、蒸米、麹
づくり、酵母づくり、仕込み…と、
全て手作業で行い、ひとりひ
とりの蔵人が、手間をかけ、愛情を込めて一滴一滴を造り上げ
ている。地元の近江米を使った清酒が有名。フレッシュ＆フ
ルーティが売り。
【休み】不定休
【交通】名神高速道路栗東湖南ICから4.3km
名神高速道路竜王ICから8.7km
【問い合わせ】
竹内酒造
☎0748・77・2001

（滋賀県／野洲市商工会）

琵琶湖畔で気軽に日
帰 りBBQが 可 能 な ビ
ワコマイアミランド
は、BBQコンロのレン
タルなど各種設備を完
備、快適なアウトドア
ライフが楽しめる。ま
た、テニス、ビーチバ
レー、グラウンドゴル
フ・マレットゴルフコースとスポーツ施設も充実。マイアミ浜
は自然がいっぱいでロケ−ションも最高な場所である。

（滋賀県／野洲市商工会）

滋賀県内のあちこちから見える美しい姿の近江富士は野洲
市のランドマーク。近くからは低い山に見えるが、
実は本格的
な登山が楽しめる魅力的な山である。
高さは432mあり、御上
神社側からの表登山道と裏登山道、近江富士花緑公園側から
の登山道の計 3 ルートがある。紫式部や松尾芭蕉の歌にも詠
まれた由緒ある山。
【交通】名神高速道路栗東
ICから4.4km
【問い合わせ】
野洲市観光物産協会
☎077・587・3710

【営業／休み】9：00〜17：00通年／無休
【料金】入場料：中学生以上500円 5 歳以上〜小学生300円
スポーツ施設は別途
【交通】栗東IC又は竜王ICから国道 8 号線12km
【問い合わせ】ビワコマイアミランド☎077・589・4254

手作り石けん教室
（京都府／木津川市商工会）

お肌に優しい本格
手作り石けんは、一度
使えば手放せなく
なってしまうほど、
しっとり洗い上がる
逸品。
「 京都のお抹茶
石けん」または「奈良
の日本酒石けん」から
選ぶことができる。純
金箔を散らした素敵な香りのゴージャスな石けんを持ち帰っ
て自宅で 3 〜 4 個にカットし、製作より約 1 か月後から洗顔・
浴用に使える。
【営業／休み】10：00〜16：00／土・日曜・祝日
【料金】4,500円
【交通】京奈和自動車道山田川ICから700m
【問い合わせ】手づくり石けんの店ツクツク☎080・5701・7509
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三上山（近江富士）

九州・沖縄

九州・沖縄

北島酒造株式会社

（滋賀県／湖南市商工会）

ビワコマイアミランド

中国・四国

中国・四国

【交通】名神高速道路栗東湖南ICから8.5km
名神高速道路竜王ICから9.3km
【問い合わせ】
湖南市観光協会
☎0748・71・2157

近江下田焼

関西

関西

ま がい ふ どうみょうおう

磨崖不動 明 王

曹洞宗 禅定寺
（京都府／宇治田原町商工会）

平安時代中期の正暦二年（991年）に東大寺五十三代別当で
あった平崇上人により創建された。
もとは、天台宗だが、現在
は禅宗の曹洞宗で、福井県の永平寺と神奈川県の總持寺を両
大本山とする。
本尊の十一面観音立像や日光・月光菩薩立像、
地蔵菩薩半跏像、四天王立像など貴重な重要文化財が安置さ
れている。
【営業】9：00〜16：00
【料金】拝観料
個人500円
団体（30名以上）400円
【交通】名古屋方面より、
京滋バイパス南郷IC6.4km
京都方面より、
京滋バイパス笠取IC8.2km
【問い合わせ】
曹洞宗 禅定寺
☎0774・88・4450
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グルメ
たん ば くり

催し

特産

温泉

見所

体験

グルメ

催し

特産

温泉

見所

北海道・東北

北海道・東北

体験

とん

丹波栗きん豚まん

新温泉町SUP体験、ジオヨガ、
トレイル（陸のガイド）

（兵庫県／丹波市商工会）

【営業／休み】11：00〜14：00／日曜・月曜・火曜
【料金】丹波栗きん豚まん250円 カレー大人味300円

URL：http://www.yoshiyoshi.jp/

山陰海岸ジオパークの魅力を知るには、
なんといってもSUP。近年話題のアクティ
ビティSUPに乗って海上へ、陸では出会え
ない景色をフルオープンの視界で体感でき
る。
そのほか、ジオヨガや陸のガイドなど各
種体験可能。
「体感は、
感動!!」
キラキラした思い出づくりを、
ぜひ。
【営業／休み】9：00〜18：00／年中無休
【料金】SUP体験 2 時間 1 名6,000円 ジオヨガ 1 時間 1 名2,000円
陸のガイド 2 時間 1 団体10,000円 その他各種体験有
【交通】北近畿自動車道八鹿氷ノ山ICから49.4km
【問い合わせ】ジオsen.s（センテンス）〜但馬因幡探求クラブ〜
☎0796・82・3147

全国の黒毛和牛のほぼすべ
てを子孫とする名牛「田尻」号
が生まれ育った、小代区貫田
に位置する39枚の棚田。斜面
に畦が独特なカーブを幾重に
も描き、前面に眺望が開けて
いること、休耕田がほとんどなくよく管理されていることな
どが評価され、
「日本の棚田百選」のひとつに選定されている。
また、
地区の男衆で作るお米「俺たちの武勇田」が好評。

十津川村優良特産品推奨審査会の厳しい審査に合格した村
自慢の特産品の一つ。素朴ながらも、豊かな自然で育てられ
た、こだわりのブナしめじ・足付き生なめこ・エリンギ。
炒めて
良し、
炊いても良し、お鍋の季節にぜひとも御賞味を。
【交通】南阪奈道路 葛城ICから
山麓線を五條市、168号線を南へ
70km、
425号線西へ40分
【問い合わせ】
上湯川きのこ生産組合
☎0746・64・0677

【交通】北近畿豊岡自動車道八鹿氷ノ山ICから36km

十津川村観光協会

【問い合わせ】香美町小代観光協会☎0796・97・2250

☎0746・63・0200

や えん

田んぼ体験イベント

日本遺産認定 北前船寄港地諸寄港

（兵庫県／新温泉町商工会）

【営業】9：00〜18：00／イベント開催日はHPにてご確認ください（春 1 回、秋 1 回）

URL：http://www.organic-farm.co.jp/

（奈良県／十津川村商工会）

芦屋坂から城山園地に向か
うと、つづら折りの道の先が
大きく開け、諸寄港が一望で
きる。ここから見る諸寄港は
山に囲まれ北前船の風待ち港
として最適であったことがわかる。諸寄地区には見学できる
施設として北前船の船主が奉納した船絵馬がある八坂神社社
務所（要事前予約）、3 軒の廻船問屋の 1 つ東藤田邸がある。
【営業】10：00〜15：00 【料金】ゲストハウス東藤田邸
【交通】北近畿自動車道八鹿氷ノ山ICから51.1km
【問い合わせ】八坂神社社務所☎0796・82・0503
ゲストハウス東藤田邸☎0796･82･1143

300円

せ のう

マイナスイオンの滝「清納の滝」
（奈良県／十津川村商工会）

川の上に吊り下げられた「やかた」に乗り、人力で進むロー
プウエイ。木のつるを伝う猿に似ていることからこの名が付
けられ、昔は川を渡る木こりや炭焼き人が仕事用に利用して
いた。
昴の郷、十津川温泉近
くの川沿いにあり、誰でも
乗ることができる、十津川
村のお勧め体験スポット。
【交通】
南阪奈道葛城ICから93.7km
【問い合わせ】十津川村観光協会
☎0746・63・0200

落差は高くないが、広い滝つぼと水量があり迫力のある滝。
清納の滝の別名、マイナスイオンの滝と呼ばれるほど、何と
いっても一番の魅力は滝つぼのすぐそばで見る事ができ、カ
ラダいっぱいに滝の魅力を体験できるところ。
また、清納の滝
の近くの大野出合橋から
は幸運のヴィーナス（顔面
岩）がお迎えするおもしろ
スポットである。
【交通】南阪奈道葛城ICから
89.7km
【問い合わせ】十津川村観光協会
☎0746・63・0200

中国・四国

中国・四国

【料金】大人3,000円 小学生1,500円 幼児無料
【交通】北近畿自動車道八鹿氷ノ山ICから49.6km
【問い合わせ】農事組合法人 アイガモの谷口☎0796・82・4660

野猿

関西

関西

アイガモ農法による自然循
環農法で米作りを営んでおり、
これは作り手にも食べる人に
も安心できる無農薬栽培。食に
関する興味関心を持ってほし
いと願って企画された米作り
の体験イベント。

（兵庫県／新温泉町商工会）

人力ロープウェイ

東海・北陸

東海・北陸

【交通】舞鶴若狭自動車道春日ICから 4 km
よしよし
【問い合わせ】手づくり豚まんの店 吉吉☎090・4649・1094

（兵庫県／新温泉町商工会）

こだわりのブナしめじ・足付き生なめこ・エリンギ
（奈良県／十津川村商工会）

関東・甲信越

関東・甲信越

食べたらはまる、丹波栗きん豚を
100％使って作った絶品豚まん！
丹波栗を食べて育った豚＝丹
波栗きん豚（たんばくりきんと
ん）
と玉ねぎ、
春雨が入って、
とってもジューシーな仕上がり。
肉汁がしみこんだほんのり甘い皮も人気。丹波に来たら必ず
食べていただきたい一品。

うへ山の棚田
（兵庫県／香美町商工会）

たじ ま ぐろ

余部鉄橋「空の駅」
・余部クリスタルタワー

但馬玄

（兵庫県／香美町商工会）

【営業／休み】6：00〜21：30／気象状況により閉門する場合有
【料金】無料 【交通】山陰近畿自動車道余部ICから 1 km
【問い合わせ】余部鉄橋「空の駅」
・余部クリスタルタワー

神戸牛、松坂牛等の有名ブ
ランド牛の多くは、但馬で繁
殖させた子牛を仕入れ肥育し
たものであり、ルーツは
「但馬
牛」。㈱上田畜産では、難しい
「繁殖」と「肥育」、そして精肉
までの加工、販売まで一貫して責任を持って生産しており、育
てた但馬牛の中でも一線を画したものを独自ブランド牛「但
馬玄（たじまぐろ）」と命名している。
【営業／休み】10：00〜18：00／火曜
【交通】北近畿豊岡自動車道八鹿氷ノ山ICから32km
【問い合わせ】㈱上田畜産☎0796・97・2929

たじま高原植物園
（兵庫県／香美町商工会）

豊かな植生と湧水に恵まれた瀞川平一帯は、氷ノ山後山那岐山国定公園に指定されてい
る素晴しい高原で、園内には樹木、草花の自生植物約2,000種類、それに類する300種類ほ
どの植物を見ることができる。また、園内にあるレストラン「ヒュッテブルンネン」
では、但
馬牛41部位の食べ比べや、季節により、かまくらやツリーハウス内での食事ができる。
【営業／休み】開園期間毎年 4 月初旬〜11月下旬 9：00〜17：00／開園期間中無休
【料金】大人510円 高校生410円 小・中学生100円
【交通】北近畿豊岡自動車道八鹿氷ノ山ICから23.7km
【問い合わせ】たじま高原植物園☎0796・96・1187
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南高梅（工場見学、梅林視察）
（和歌山県／みなべ町商工会）

九州・沖縄

九州・沖縄

約100年間、JR山陰本線の運航を支え
てきた余部鉄橋。平成22年 8 月、コンク
リート橋への架け替えにより橋脚は解体
されたが、3 本の橋脚は保存され、余部鉄
橋「空の駅」展望施設として生まれ変わっ
た。平成29年、
「余部クリスタルタワー」
の愛称で、地上から空の駅までを結ぶ全
面ガラス張りのエレベーターが完成。日本海の絶景を眺めな
がら、
高さ41mの浮遊感を楽しむことができる。

（兵庫県／香美町商工会）

梅林には、 8 万本の梅の木が植えられており日本最大級。
観梅時期にはなだらかな山
の斜面に見渡す限りの梅林が続き、
見応え十分。
3 〜 4 kmの周遊コースでは梅の香りを感じ、その景観を楽しむことができる。梅林
入口の近くのぷらむ工房では、無料で梅干工場を見学でき、梅干、ジャムなど手作り体
験も楽しめる。
（要予約）
【営業／休み】工場

8：30〜17：15／梅林

8：00〜17：00
（観梅時期は 1 月末〜 3 月初旬まで）／工場：不定休

梅林：3 月中旬〜 1 月中旬まで

【料金】工場見学無料、手作り体験などは1500円〜 梅林見学：大人300円 子供100円
【交通】阪和道みなべICから2.8km 【問い合わせ】工場見学：ぷらむ工房 梅林視察：南部梅林☎0739・74・2406

千里浜からの夕日
（和歌山県／みなべ町商工会）

長さ1.3kmほどの美しい砂浜、
熊野古道のなかでは、唯一白砂青
松の浜を歩くところでもある。“和
歌山県朝日夕日百選”にも認定さ
れていて、西向きに面した浜から太平洋に沈む夕日の美しさ
は絶景といわれている。
また、本州一のアカウミガメの産卵地としても有名で、5 月〜
6 月の産卵時期にはたくさんのウミガメがこの浜を訪れる。
【料金】無料
【交通】阪和道みなべICから5.3km
【問い合わせ】みなべ観光協会☎0739・74・8787
URL：http://www.town.minabe.lg.jp/docs/2013091500104/

備長炭製造体験（施設）
（和歌山県／みなべ町商工会）

備長炭の歴史・文化・製造技術を知る・観る・触れる様々なア
クティビティがある。観光はもちろん、小中学校の体験学習な
どもできる。
ピザ窯手作り体験では、手造のかまどでピザづくりを体験
することができ、持ち帰ることも可能。
（要予約）
また、炭アイ
スなど一風変わったここにし
かない雑貨も販売されている。
【営業／休み】8：30〜17：30／土曜
【料金】入館料200円
（体験は要予約）
【交通】阪和道みなべICから13.6km
【問い合わせ】紀州備長炭振興館
☎0739・76・2258

57

中国・四国

グルメ

特産

催し

温泉

見所

体験

グルメ

催し

特産

温泉

見所

北海道・東北

北海道・東北

体験

め ぬま

賣沼神社
（鳥取県／鳥取市南商工会）

鳥取市南商工会

世羅町商工会
ローズフェスタ…P.5

流しびなの館…P.59
鳥取市さじアストロパーク…P.59

芝桜とネモフィラの丘…P.62
春の花まつり ビオラの花絵 ゆり祭…P.62
ピンクのふじの散歩道…P.62
春のチューリップ祭…P.62
菊桃の花まつり…P.63

隠岐國商工会
キンニャモニャ祭り…P.59

【交通】鳥取自動車道河原ICから2.5km
【問い合わせ】売沼神社

中学生以下・障がい者等の方無料

15名以上団体200円
【交通】鳥取自動車道用瀬ICから2.6km

桜まつり…P.63

東海・北陸

東海・北陸

【問い合わせ】

ランニング詣…P.63

鴨方町手延べ麺まつり…P.4

【営業／休み】9：00〜17：00／毎週水曜
（祝日の場合は開館）
、
年末年始
【料金】高校生以上300円

ポピーフェスタ…P.63

浅口商工会

室町時代の京都金閣寺をモチーフにした大型木造建築の
館。内部の展示室には、江戸時代をはじめ各時代の雛人形、雛
飾り、加茂人形、御所人形など約1,000体を常設展示。また、流
しびなづくりなどの体験メニューも実施する。施設の庭は｢池
泉回遊式庭園｣として整備され、
庭を窓越しに見渡すことがで
きる食事処も併設。

関東・甲信越

関東・甲信越

賣沼神社…P.59

神話「因幡の白兎」に登場する「八上姫（やかみひめ）」を祀っ
た神社。日本最古の書物
「古事記」には、この八上姫と、大国主
命が結ばれるという神話が記されている。神社に隣接して整
備された「八上姫公園」には、八上姫と大国主命の恋物語が刻
まれた石碑があり、春には桜を楽しむこともできる。

流しびなの館
（鳥取県／鳥取市南商工会）

もちがせ 流しびなの館

道の駅世羅…P.63

☎0858・87・3222

岡山天文博物館…P.59
あさくち花火大会…P.59
金光町植木祭…P.60
よりしま海と魚の祭典…P.60

鳥取

みまさか商工会
小房…P.60

鳥取市さじアストロパーク

島根

（鳥取県／鳥取市南商工会）

広島
中国・四国

山口

香川

徳島

愛媛
高知

岡山天文博物館
（岡山県／浅口商工会）

和気商工会

萩・阿西商工会

和気町産りんご100％シードル
「和氣 syuwasyuwa りんごのうた」…P.60

観光農園 旭サンファーム…P.64

琴平町商工会
美祢市商工会
自転車の遊び場誕生！
『VARDOCK Bike Park』…P.63

五日市商工会
正一位 金持稲荷大社…P.61
金持本舗 用品名酒センター…P.61
金持神にあえる街 コイン通り商店街…P.61
空口ママのみるく工房…P.61
湯来温泉ホタルまつり…P.61
名勝 石ヶ谷峡…P.61
幻想的な社 客人神社…P.62
SNS映えする牧場
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不動の滝カントリーパーク…P.64

萩往還おもてなし茶屋
（旧小林家住宅）
…P.64

和気鵜飼谷温泉…P.60
片鉄ロマン街道
（和気サイクリングロード）
…P.60

三豊市商工会

東みよし町商工会

こんぴーくんグッズ…P.64

2018年にリニューアルされ、最新型プラネタリウムや太陽
観測など、身近な宇宙を体験できる。同じ敷地内には、口径
188cmを誇る反射望遠鏡を備えた国立天文台とアジア最大
級の京都大学最新鋭3.8m望遠鏡
「せいめい」があり、第 2 の地
球を探しに向け、現在調整中です。
【営業／休み】9：00〜16：30／月曜、
祝日の翌日、年末年始等
【料金】入場料：大人100円 中学生以下50円※プラネタリウム別料金
【交通】山陽自動車道鴨方ICから 6 km
【問い合わせ】
岡山天文博物館
☎0865・44・2465

（島根県／隠岐國商工会）

海士町発祥の民謡「キンニャモニャ」をモチーフに、毎年 8
月 第 4 土 曜 日 に 開 催 し て い る キ ン ニ ャ モ ニ ャ 祭 り。総 勢
1,000名によるキンニャモニャパレードは圧巻。パレード終
了後、19：30からは小泉八雲が絶賛した菱浦湾内から総打ち
揚げ数2,400発の花火と水中花火
の共演が楽しめる。
【期間／営業】毎年 8 月第 4 土曜
13：20〜20：00
【交通】JR山陰本線松江駅から一畑バス七類
港行きで40分。七類港からフェリーくにが
に乗船〜菱浦港着
【問い合わせ】
キンニャモニャ祭り実行委員会
（隠岐國商工会内）
☎08514・2・0376

九州・沖縄

九州・沖縄

【営業／休み】9：00〜22：00
（10〜 3 月は21：00まで）
休みはホームページをご覧ください
【料金】一般（高校生以上）
300円
（プラネタリウム・星空観察会
は別料金）
【交通】鳥取自動車道用瀬IC
から13km
【問い合わせ】
鳥取市さじアストロパーク
☎0858・89・1011

キンニャモニャ祭り

中国・四国

103cm大型望遠鏡やプラネタリウム、望遠鏡付宿泊施設
（星のコテージ）を備えた国内有数の公開天文台。営業日には
天候に関わらず毎日イベント（プラネタリウム、夜間観望会）
を実施し、大人も子ども楽みながら学べる。
星取県を掲げる鳥
取で、
自然の中で体感できる満天の星空も見どころ。

岡山

関西

関西

能登香の里

あさくち花火大会
（岡山県／浅口商工会）

毎年 8 月下旬に開催され、3,000発の花火を芝生に寝転
がって間近で見ることができる。花火以外でも地域物産展や
ステージイベントなど、夏の思い出づくりに最適。
【期間】8 月下旬（17：30〜20：45）
【交通】山陽自動車道鴨方ICから10.3km
【問い合わせ】あさくち花火大会実行委員会☎0865・44・9035

東アジア最大級のスケールで
パラグライダー体験…P.64
阿讃サーキット…P.64
吉野川ハイウエイオアシス…P.64

久保アグリファーム…P.62
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グルメ

催し

特産

温泉

見所

金光町植木祭
（岡山県／浅口商工会）

【期間】毎年 5 月上旬、
11月上旬（9：00〜17：00）
【料金】入場無料※会場内各ブースで購入
【交通】山陽自動車道
鴨方ICから 5 km
【問い合わせ】
浅口市金光植木祭
☎0865・42・7303

（岡山県／みまさか商工会）

和気鵜飼谷温泉
（岡山県／和気商工会）

湯量は日量150トン、
泉質はpH9.5のアルカリ性単純温泉。
岡山県内では珍しく40℃の高温。イオウ分を含んだ良質は、
美容にも良く、特に神経痛・関節痛・筋肉痛などに良いとされ
ている。また、ご家族からグループまで楽しめる 4 面全天候型
テニスコート、本格的屋内温水プールなどもある。
【休み】年中無休
【交通】山陽自動車道和気ICから5.2km
【問い合わせ】和気鵜飼谷温泉☎0869・92・9001

【料金】入場無料
※会場内各販売ブースで購入

創業明治44年。造幣局を擁するコイン通りにて「金持ブラ
ンド」を展開。店舗は屋上に立地する「金持稲荷大社」
の社務所
も兼ね、「金持ブランド」商品は全て神前での祈祷を行った縁
起物。とっておきの日にお目出度い華を添える一品として、大
切な人への感謝を込めた特別な贈り物として、数々の場面で
支持されている。
【営業／休み】9：00〜20：00／無休

【問い合わせ】

【交通】山陽自動車道五日市ICから8.8km
【問い合わせ】
用品名酒センター株式会社
☎082・921・0027

【交通】山陽自動車道鴨方ICから
10.3km
【問い合わせ】
よりしま海と魚の祭典実行委員会
☎0865・54・5116

和気町産りんご100％シードル
「和氣“syuwasyuwa”りんごのうた」
（岡山県／和気商工会）

町内にある佐伯観光りんご園で実っ
たりんごだけを使ったシードル（りんご
の醸造酒）です。
「和氣“syuwasyuwa”り
んごのうた」は、甘さ控えめで酸味と
ちょっとの渋味が効いた、食事に合う
さっぱりした飲みやすいお酒。その年の
りんごの出来で、シードルの味も変化す
るので、その年々の味をお楽しみくださ
い。

金持神にあえる街 コイン通り商店街
（広島県／五日市商工会）

日本に 3 か所しかない造幣局の一つがあり、コイン通り商
店街には、数多くの開運モニュメントが並ぶ。また、金持稲荷
大社、金持神社、金持地蔵等、来街されるお客様に幸運を授け
る街で、金持ブランド商品がおもてなし。
金色に輝く「金持タ
クシー」
を見つけたら更なる幸運も！？
【営業／休み】9：00〜16：00
（コイン通り商店街振興組合）／
土日・祝日（コイン通り商店街振興組合）
【交通】山陽自動車道五日市ICから8.5km
【問い合わせ】コイン通り商店街☎082・923・1351

空口ママのみるく工房
（広島県／五日市商工会）

地元の新鮮な牛乳をコトコト煮詰めたミルクジャムをはじ
め、プリンやどら焼きなどの手作りスイーツが大人気。
「いい
店広島」
を受賞し、
「ザ・広島ブランド」にも選ばれている。
敷地
内にはトトロやチョウザメを描いた薪積みアートを設置し、
地元の新たな魅力の創出にも一役買っている。
【営業／休み】10：00〜17：00／火曜
【交通】山陽自動車道五日市ICから17.7km
【問い合わせ】
空口ママのみるく工房
☎0829・86・1465

【料金】750ml 2,000円
（税込）
【交通】山陽自動車道和気ICから2.1km
【問い合わせ】
和気町特産品づくり研究会（和気商工会内）
☎0869・93・0522

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
道の路線跡で、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彩を変える山々の自然豊かな
サイクリングロードで、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。
【料金】サイクリングロードは無料 レンタサイクル 1 日300円
【交通】山陽自動車道和気ICから 4 km
【問い合わせ】和気町観光協会内☎0869・92・4678
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金持本舗 用品名酒センター
（広島県／五日市商工会）

【交通】山陽自動車道五日市ICから8.8km
金持稲荷大社
☎082・921・0027

見所

九州・沖縄

九州・沖縄

【営業／休み】電話にてご確認ください
【料金】1,000円〜4,000円
【交通】中国自動車道美作ICから13.9km
【問い合わせ】能登香の里 小房☎0868・76・0855
URL：http://awaimura.com/

（9：00〜12：00）

温泉

中国・四国

中国・四国

針葉樹が多い
山々と棚田に囲ま
れた自然豊かな場
所にあり、
キャンプ
場からコテージ、
ロ
グハウス、大人数
が収容可能な研修
宿泊施設「能登香
の家」
など様々なニーズに合わせて利用できる元祖、農村型宿
泊リゾート。
キャンプ場では最新のキャンプ道具貸し出しなど
も行っており、
友達、
家族と出かけてみてはいかが。

【期間】毎年12月上旬

金持稲荷大社は「お参りするたびに良い事がある」とわざわ
ざ新幹線に乗って月に一度訪れる人もいるなど、パワースポッ
トとして注目が高まっている。
ビル屋上という立地ながら、平
成30年 7 月には修景緑化工事も完了し、霊験あらたかで緑豊
かな神社に生まれ変わった金持稲荷大社に、
ぜひ参拝を。
皆様のご参拝をお待ちしております。

特産

関西

関西

能登香の里 小房

実入りが大きく味がよいと評判の寄島カキや鮮魚等の海産
物販売はもちろん、農産物
や地場産業品の販売に、マ
グロの解体や魚の重さ当て
クイズなどの催しも行われ
る。浅口市寄島の冬の味覚
をぜひ！

正一位 金持稲荷大社
（広島県／五日市商工会）

催し

東海・北陸

東海・北陸

実行委員会

よりしま海と魚の祭典
（岡山県／浅口商工会）

グルメ

関東・甲信越

関東・甲信越

植木のまち浅口市金光町では、春と秋に植木祭が開催され
る。季節の草花や庭木の展示販売をはじめ、期間中は毎日午後
4 時から競り市もある。また、期間限定でプロの庭師に庭造り
相談ができたり、苔玉アートも体験できるので、庭造りを始め
たい、
もっと良くしたい方にお勧め。

体験

北海道・東北

北海道・東北

体験

湯来温泉ホタルまつり
（広島県／五日市商工会）

毎年、
湯来温泉でホタルの出現にあわせて開催され、神楽や
和太鼓をはじめ、川魚のつかみ取り、縁日などが行われる。温
泉界隈や町内の一部地域では、例年 6 月中旬から 7 月上旬に
かけて、ゲンジボタル、ヘイケボタル、ヒメボタルの飛翔を鑑
賞することができる。
【期間】6 月下旬〜 7 月上旬
（平日・土18：00〜21：00／日曜10：00〜21：00）
【料金】一部有料
【交通】中国道吉和ICか
ら21.3km
【問い合わせ】
湯来温泉ホタルまつり
実行委員会
（広島市湯来交流体験
センター内）
☎0829・40・6016

名勝 石ヶ谷峡
（広島県／五日市商工会）

昭和12年（1937年）に広島県の名勝地の指定を受けた、水
内川の支流にある約 7 kmの渓谷。摩天岩、兜岩、名号岩、筍岩
などの奇岩に富み、比久ノ瀬滝、夕立滝、姫滝、出合滝、白髪滝、
など多くの滝があります。新緑・紅葉の季節が特に美しく、
シーズンには多くのハイカーでにぎわいを見せる。
【交通】山陽自動車道五日市ICから25.9km
【問い合わせ】石ヶ谷峡
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グルメ

催し

特産

温泉

見所

体験

グルメ

催し

特産

温泉

見所

北海道・東北

北海道・東北

体験

まろうど

幻想的な社

客人神社

（広島県／五日市商工会）

【交通】山陽自動車道五日市ICから
19.3km

【営業／休み】10：00〜17：00／水曜
【料金】入場無料

ポピーフェスタ
（広島県／世羅町商工会）

自然の地形を活かした若草の散策道で季節の訪れを体感で
きる。樹齢20年になるピンクの菊桃と10万本の黄色いレン
ギョウ、懐かしい香りを漂わせる菜の花などに出会いながら、
誰もが久しく忘れていた若草の上を歩く感触を楽しむことが
できる。
【期間／営業／休み】4 月 1 日
（月）〜 4 月下旬
9：00〜18：00／期間中無休

西日本最大 4 ヘクタールの丘に、45万株の鮮やかなシバザク
ラと100万本のネモフィラが織りなす光景は、まさに夢の里。
大
小 4カ所の展望コーナーも設置され、エントランス、ショップ、
フードコートもある。

【料金】大人（中学生以上）700円

五日市ICから17.8km
【問い合わせ】

中学生以下無料
【交通】尾道自動車道世羅

【交通】尾道自動車道世羅
ICから 8 km

久保アグリファーム

ICから12km

☎0829・921・0027

【問い合わせ】

（広島県／世羅町商工会）

4 月下旬からは、3 万平方メートルの園内にボタンザクラ、
パンジー、シャクナゲ、ツツジ、菜の花、ポピーなどが開花。5
月上旬からは、
あふれんばかりのフジの花が頭上を飾り、心和
むひとときを過ごせる。紫、白、ピンクのフジの花は息を飲む
美しさである。
園内には売店や食堂もある。
【期間／営業／休み】4 月下旬〜 5 月下旬
9：00〜17：00／期間中無休
【料金】大人
（中学生以
上）
800円 子ども
（4
歳〜小学生）400円
【交通】尾道自動車道
世羅ICから 9 km
【問い合わせ】
フラワーパーク
せらふじ園
☎0847・22・0020
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（広島県／世羅町商工会）

全天候型、西日本最大級のゆり園。春には、100品種・10万
本、初夏は50品種・20万本のユリが鑑賞でき、人気の花摘み体
験もできる。ビオラで、畑一面に大きな花絵を描いている。7
ヘクタールの広大な春の丘からは世羅連山を見下ろす雄大な
パノラマが楽しめる。各種切り花や球根、苗物の販売も行って
いる。
【期間／営業／休み】
4 月 6 日（土）〜 7 月上旬
9：00〜17：00／
期間中無休
【料金】
大人
（中学生以上）
800円 小学生400円
【交通】尾道自動車道世
羅ICから14km
【問い合わせ】
夢の花大地 世羅ゆり園
☎0847・27・1555

春のチューリップ祭
（広島県／世羅町商工会）

平野部よりも花に適した気候のため、 4 月下旬からの行楽
シーズンに満開を迎える。国内最大級のスケールを誇る花畑
は、開花期間も長く、鮮やかな色で楽しむことができる。レス
トランやカフェ、花ショップもあり、体験メニューやワーク
ショップなども開催。世羅高原の美しいロケーションと感動
の花風景は必見。
【期間／営業／休み】4 月13日（土）〜 5 月12日
（日）
9：00〜17：00／期間中無休
【料金】大人（中学生以上）
800円 子ども（ 4 歳〜小
学生）400円
【交通】尾道自動車道世羅
ICから11km
【問い合わせ】
世羅高原農場
☎0847・24・0014

桜まつり
（広島県／世羅町商工会）

全国屈指のシダレザクラの並木道を抜けると、満開のソメ
イヨシノが目前に。さまざまな桜が楽しめる園内には大きな
広場が 3 カ所あり、子ども連れの家族も思い切り遊ぶことが
できる。
また、食事施設や土産・植木・特産品など多数の販売所
もある。
【期間／営業／休み】3 月30日（土）〜 4 月下旬
9：00〜17：00／期間中無休
【料金】
大人800円
（中学生以上）
小学生400円
【交通】尾道自動車道世羅ICか
ら13.6km
【問い合わせ】
世羅甲山ふれあいの里
☎0847・24・1188

道の駅世羅
（広島県／世羅町商工会）

道の駅世羅では、「せらインフォメーションカウンター」
に
観光コンシェルジュを置き、町内の観光施設や飲食店などを
周遊する際の旬な情報を提供している。また、ハブ拠点として
の機能のほか、新鮮な地元の旬の食材を生かした季節を感じ
られるフードコーナーなどが充実しているので、お気軽にお
立ち寄りを。
【営業／休み】8：00〜18：00／12月31日
【交通】尾道自動車道世
羅ICから350m
【問い合わせ】
道の駅世羅
☎0847・22・4400

【問い合わせ】
香山ラベンダーの丘
☎0847・24・1108

ランニング詣
（広島県／世羅町商工会）

数々のトップランナーを輩出してきた陸上の町を舞台に、
修善院で座禅を体験。
マイシューズや健脚の祈願を行い、
芦田
川沿いやトレイルランニングのコースを走った後、玉乃家で
トップランナーも食べたという町内産の米や豚肉、野菜など
を使った高カロリーの料理を味わうことができるパッケージ
プラン。
【営業／休み】11：30〜14：00
【料金】日帰り6,500円
（税
抜き）と宿泊9,500円（税抜
き）から（一般の宿泊は
5,400円（税込）から））
【交通】尾道自動車道世羅IC
から 3 km
【問い合わせ】
料理旅館 玉乃家
☎0847・22・1161

17：00〜22：00／不定期

九州・沖縄

九州・沖縄

ピンクのふじの散歩道

春の花まつり ビオラの花絵 ゆり祭

小学生300円

中国・四国

中国・四国

【期間／営業／休み】4 月 6 日（土）
〜 5 月19日（日）
9：00〜17：00／期間中無休
【料金】大人
（中学生以上）
800円 子ども（ 4 歳〜小学生）
400円
【交通】尾道自動車道世
羅ICから20km
【問い合わせ】
flower village
花夢の里
☎0847・39・1734

9：00〜17：00／期間中無休

【料金】大人700円

関西

関西

（広島県／世羅町商工会）

【期間／営業／休み】4 月下旬〜 6 月下旬

【交通】山陽自動車道

ラ・スカイファーム
☎0847・24・0614

芝桜とネモフィラの丘

春はポピー、夏はラベンダー、秋はコスモスを満喫、ハーブ
各種の香りをからだいっぱいに体感できる。ハーブ苗の販売
のほか、ラベンダーソフトクリームやハーブティーが味わえ
るカフェも人気。たくさんの花々が春の光を受けて、さざ波の
ように揺れる風景は必見。

東海・北陸

東海・北陸

【問い合わせ】客人神社

澄み切った空気と美しい水、SNS映え間違いなしのオシャ
レなカフェも併設されており、ゆっくりと自然を満喫できる
広大な牧場。乳搾り体験、バター作り、ボルダリング体験など
のアクティビティも豊富、癒しを求める方からアクティブに
過ごしたい方まで幅広く楽しめる。

菊桃の花まつり
（広島県／世羅町商工会）

関東・甲信越

関東・甲信越

宮島の神様が立寄られたと伝わる客人神社（まろうどじん
じゃ）。石段を登り、境内にそびえる 2 本のイチョウは高さ約
40mもある巨樹で、紅葉の時期になると、空と地面の一面を
黄金に染めるほどの迫力、期間
限 定 で18時 〜20時 頃 ま で 地 元
住民によるライトアップが行わ
れ、落ち葉で敷き詰めた「黄金の
絨毯」
を照らす。

SNS映えする牧場 久保アグリファーム
（広島県／五日市商工会）

自転車の遊び場誕生！
『VARDOCK Bike Park』
（山口県／美祢市商工会）

2018年春にオープンしたMTBパーク。組み立て式のパン
プトラック 1 コース、砂で造形したパンプトラック 2 コース
と「ダートジャンプレーン」が設けられている。小さな子供か
らプロライダーまで、楽しく遊びながら自転車のライディン
グスキルを身につけることができる遊び場。愛車やレンタル
サイクルでも楽しめる。
【営業／休み】9：00〜17：00
（季節、天候により変更あり）
／水曜
（祝日、GW、お盆、年末年始は営業）
【料金】利用料（一日）大人1000円
大学・高校生700円
中・小学生500円 未就学児300円
【交通】中国道美祢東JCT⇒小郡萩道
路絵堂IC⇒秋吉台方面へ車で 5 分
【問い合わせ】奥秋吉台大正洞サイク
ルステーション☎08396・2・0603
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観光農園 旭サンファーム
（山口県／萩・阿西商工会）

関東・甲信越

観光農園 旭サンファームは、
「土と食にこだわり、人と自然と文化を生かし、訪れる
人をもてなし、新たなふれあいを育む」がモットーである。ぶどう（種なし）2 種、梨 8 品
種、
フジりんごと季節に応じて様々種類の体験が可能。開園期間中には、バーベキューもできる。
【期間／営業／休み】8 月20日〜11月20日頃まで9：00〜16：00／開園期間中は無休
【料金】●ぶどう狩り：入園料無料
●りんご狩り：入園料

大人500円

もぎ取り量り売り
（ 1 kg1,700円
（税別）） ●梨狩り：入園料
小学生400円

3 歳〜小学生未満300円

大人600円

小学生400円

3 歳〜小学生未満300円

●バーベキュー：1 人前1,500円
（税別）

【交通】中国自動車道山口ICから25.4km
【問い合わせ】旭サンファーム☎0838・56・0614

東海・北陸

萩往還おもてなし茶屋（旧小林家住宅）
（山口県／萩・阿西商工会）

関西

萩往還おもてなし茶屋（旧小林家住宅）が建つ佐々並市の地区は、
江戸時代、萩往還を行き来する人馬の取次ぎをする「目代所（もくだ
いしょ）」が置かれた重要な場所だった。主屋は、明治時代に建てられ
たものを、明治40年代に移築したもので、大正時代に入って増築さ
れ、更に、昭和10年代に離れが建てられた。かつては旅館を営んでい
た時期があり、庭園に面した主座敷や田園風景が楽しめる奥座敷な
どがあり、趣のことなるおもてなし空間が楽しめる。佐々並の拠点施
設として利活用され、地元特産品も販売している。
【営業／休み】9：00〜17：00／毎週水曜
【料金】入館無料
【交通】中国自動車道山口ICから23.5km
【問い合わせ】萩往還おもてなし茶屋☎0838・56・0033

中国・四国

阿讃サーキット
（徳島県／東みよし町商工会）

九州・沖縄

四国で唯一のJAF公認サーキッ
トでは、毎年、トヨタ自動車が四国
で唯一「GAZOORACING ワク
ドキ サーキットを走ろう！」を開
催しており、山に囲まれた風景、田
舎の雰囲気を楽しみながら走ることができる。自家用車と免
許証、ヘルメットがあれば走れる。
【営業／休み】9：00〜17：00／第 1・第 3 月曜、
毎週火曜
【料金】4 輪フリー走行 平日・土曜・祝祭日
3,500円
（年会費）＋1,600円
（ 1 回／25分）
他
【交通】徳島自動車道吉野川スマートICから13.3km
【問い合わせ】阿讃サーキット☎0883・79・3705

不動の滝カントリーパーク
（香川県／三豊市商工会）

弘法大師が七つの宝を埋めた伝説がある
七宝山南にある公園で、不動の滝は高さ
50mの絶壁を岩にあたりながらほぼ真っ
すぐに流れ落ちる美しい滝。弘法大師が修
行の際、この岩に不動の像を刻んだことに
ちなんでこの名がついた。
「さぬき百景」に選ばれ、春は山桜、
初夏は若葉、
秋は紅葉と、四季折々の景観を見せてくれる。
【営業／休み】公園 24時間開園／年中無休
コミュニティセンター 9：00〜17：00／月曜及び年末年始
【料金】無料
（部屋を借りた場合は有料）
【交通】高松道さぬき豊中ICから4.5km
【問い合わせ】豊中コミュニティセンター☎0875・62・5205
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東アジア最大級のスケールで
パラグライダー体験
（徳島県／東みよし町商工会）

アジア大会が開催された実績を持つパラグライダーのテイ
クオフポイントは、標高差 1 千メートルを誇る我が国屈指のテ
イクオフポイントとなっており、遠くは太平洋、中国地方が眺
められる。
初心者が手ぶらで来ても空を飛ぶことができる。
【料金】標高1000m離陸：
12,000円〜他
【交通】徳島自動車道吉野川スマー
トICから6.2km（注：事務所とフラ
イトポイントが異なります。）
【問い合わせ】VANスカイスポーツ
☎0883・77・3065

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最大のハイウエイオアシス。
四国内のお土産はもちろん、徳島県、東みよし町内の特産品を
販売しており、食事もできる。春には、桜、岩つつじが咲く景勝
地の美濃田の淵の観光、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。周辺には、バンガロー、キャンプ
場、ホテルがある。
【営業／休み】3 月〜11月 8：30〜19：30
（土・日曜・祝日は20：00まで）
12月〜 2 月 8：30〜19：00
（土・日曜・祝日は19：30まで）
※物産エリア／無休
【料金】無料
【交通】徳島自動車道吉野川スマートIC隣接
【問い合わせ】吉野川ハイウエイオアシス
☎0883・79・5858

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（1935年）に建てられた現存する
最古の芝居小屋『旧金毘羅大芝居』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（緑・紫・金 各
500円）マスキングテープ（350円）クリアファイル（300円）な
どがあり、町内の土産物店他取
扱店が増えている。
【営業／休み】9：00〜17：15／
土・日曜・祝日
【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

九州・沖縄

グルメ

九州アルプス商工会

徳之島町商工会

高千穂町商工会

「九州最大級のボルダリング施設で
オリンピック選手を目指そう
！」…P.66

畦プリンスビーチ海浜公園…P.70

鹿児島県商工会連合会

世界農業遺産の山腹用水路と
棚田
（アート田んぼ）
…P.68

嘉穂アルプス
（馬見山・屏山・古処山）
…P.66
「80年の時を超えて…蘇るレトロな横丁」…P.66

関東・甲信越

一本釣りかつおの漬け丼…P.69

嘉麻市商工会

見所

姫甘海老…P.6
カンパチ
「海の桜勘」…P.69

南郷町商工会

現代によみがえる茶の湯釜の名品「芦屋釜」…P.67

温泉

垂水市商工会

久住高原星空の巡り
星と花の融合…P.7

芦屋町商工会

特産

催し

北海道・東北

体験

かごしま特産品市場…P.71

高千穂郷 最後の
領主高千穂太郎の居城跡…P.68

東海・北陸

「約750年の歴史をもつ伝統行事『山野の楽』」…P.66
「日本最南端のりんごの楽園」
嘉麻の里フルーツ共和国 九州りんご村…P.66
「新旧融合、唯一無二の神楽がここに誕生」
弥栄神楽座奉納…P.66

大野城市商工会
大野城心のふるさと館…P.67

佐賀

福岡

南九州市商工会知覧支所

大分

添田町商工会
英彦山がらがら御守りづくり体験…P.67

熊本

西海市商工会
七ツ釜鍾乳洞…P.67

鹿児島

インスタ映え間違えなしの桜の名所
「知覧平和公園」…P.69
「知覧特攻平和会館」
で平和について
考えてみませんか…P.69

宮崎

世界にも誇れる絶景、
ニッポンのお茶どころ知覧のお茶畑…P.69
「知覧ねぷた祭」
で街中が
躍動感あふれる一夜に…P.69

中国・四国

菊池市商工会

関西

長崎

一度食べたら、忘れられない知覧の
ソウルフード
「知覧といのずし」…P.70

菊池渓谷…P.7
ほたる…P.67

定番から個性的な物まで豊富な
「知覧茶グルメ」…P.70

菊池温泉…P.67
イデベンチャー…P.67

兄弟で活躍中のお殿さま
「お茶むらい
（市公認キャラクター）
」…P.70

美里町商工会

九州・沖縄

屋久島町商工会

フォレストアドベンチャー・美里…P.68

屋久島 クラフトビール…P.70
屋久島のめぐみと人の暮らしに
ふれるオリジナルツアー…P.70

合志市商工会
ユーパレス弁天…P.68
クラッシーノ・マルシェ…P.68

与論町商工会

合志マンガミュージアム…P.68

百合ヶ浜…P.71
与論民俗村…P.71
サザンクロスセンター…P.71

名護市商工会

沖縄

ネオパークオキナワ…P.72
道の駅許田やんばる物産センター…P.72
ぽんぽこ居酒屋ぽこぽん…P.72

うるま市商工会
車で行けて年中楽しめる離島ビーチ…P.72
沖縄初！車の免許出来る
トライクアドベンチャーツアー…P.72

伊是名村商工会
二見ヶ浦海岸…P.71
ウンナー…P.71
マリンアクティビティ、
島めぐり体験ガイドツアー…P.72
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「九州最大級のボルダリング施設で
オリンピック選手を目指そう！」
（福岡県／嘉麻市商工会）

嘉穂アルプス（馬見山・屏山・古処山）
（福岡県／嘉麻市商工会）

2016年、九州で 2 か所目となる日本山岳遺産に認定され、
登山客数が増えている「嘉穂アルプス」。各山、国の特別天然記
念物や様々な景観を楽しませてくれる。
2018年には、屛山と馬見山の間にある山に新たに「江川岳」
という名前が命名された。
【交通】
九州自動車道福岡IC
から30分

（福岡県／嘉麻市商工会）

今年で県指定無形民俗文化財に指定されて60年の節目を
迎える嘉麻市を代表する伝統行事の一つ。神事に参加できる
のは山野地区に住む少年たちのみ。約750年の歴史を住民で
大切に守ってきた。氏子安全と五穀豊穣を願い舞う。

【営業／休み】9：00〜18：00／不定休
（ 8 月下旬〜11月下旬まで無休）
【料金】梨狩り
：7 月下旬〜12月上旬 1 ㎏630円
りんご狩り：8 月下旬〜11月下旬 1 ㎏630円
【交通】九州自動車道福岡ICから35.7km
【問い合わせ】宮小路果樹組合☎0948・57・2580
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七ツ釜鍾乳洞

奏楽祭：秋分の日

【営業】毎月第 2・4 日曜 13：00〜15：00 【料金】3,000円（税込）／人
※山伏着付け体験を希望する場合は、別途2,000円（税込）／人
【交通】大分自動車道杷木ICから33.3km
【問い合わせ】一般社団法人地域ブランディング協会
☎070・4318・7006
（ホンダ）

（長崎県／西海市商工会）

約3000万年前の地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。洞内は約15℃と涼しく、海底をイメー
ジして一部ライトアップ中。夏は洞口に、「冷たい足湯」を設
置。地下水を使った「名水らむね」も販売している。
【営業／休み】9：00〜18：00
（10月〜 3 月は17：00まで）
／
12月30日〜翌 1 月 2 日
【料金】高校生以上510円 中学生300円 小学生200円 幼児100円
【交通】西九州道大塔ICから約26.1km
【問い合わせ】七ツ釜鍾乳洞☎0959・33・2303

ほたる

菊池温泉

（熊本県／菊池市商工会）

「新旧融合、唯一無二の神楽が
ここに誕生」弥栄神楽座奉納
（福岡県／嘉麻市商工会）

新と旧が融合した唯一無二の神楽。嘉麻市を拠点とし、地域
社会と共に日本文化を発信している。若手芸術家による斬新
な面とミュージカルにも負け
ない独自の音色は、観客を十六
夜の世界に誘う。幻想的な神社
で行われる神楽の舞は神秘的
な雰囲気をかもしだし、見る者
の心を虜にする。
【期間】5 月中旬 18：00〜
【交通】九州自動車道福岡ICから
34.7km
【問い合わせ】射手引神社
☎0948・52・0673

旭志を流れる二鹿来川
（にかきがわ）や渡瀬川では
数万匹のホタルが飛び交
い、シーズン中には多くの
人で賑わう。旭志地区の豊
かな大自然の中、夜空をホ
タルが光りながら飛び交う
姿は幻想的。
【期間】5 月下旬〜 6 月上旬
【交通】九州道植木ICから16km
【問い合わせ】菊池市商工観光課
☎0968・25・7223

（熊本県／菊池市商工会）

九州・沖縄

九州・沖縄

嘉麻市・馬見山中腹
の斜面約10ヘクター
ルを利用して、梨やり
んごを栽培する観光
農園6軒が集まる果
樹地区。約 8 種のりん
ごや約9種の梨を育
てている。ここで採れ
るりんごは40数年の歳月をかけ、苦労に苦労を重ねた九州の
りんごである。

【交通】九州自動車道太宰府ICから1.6km
【問い合わせ】大野城心のふるさと館☎092・558・5000

中国・四国

中国・四国

【開催日】口開祭：秋分の日前日
【交通】九州自動車道
福岡ICから26.4km
【問い合わせ】
嘉麻市役所
生涯学習課文化財係
☎0948・57・3176

【営業／休み】11：00〜17：00
（金・土・日曜は18：00〜22：00）
／
不定休（金・土・日曜以外、
予約すれば夜営業可）
【料金】七輪のレンタル（炭火代込500円）
【交通】九州自動車道福岡ICから34.4km
【問い合わせ】トンチャン横丁☎090・9795・4562

（福岡県／嘉麻市商工会）

【営業／休み】9：00〜19：00／月曜
（祝日の場合翌平日）
、
年末年始
【料金】入館無料（※企画展、体験事業等は有料）

関西

関西

（福岡県／嘉麻市商工会）

見所

東海・北陸

東海・北陸

「約750年の歴史をもつ伝統行事『山野の楽』」

温泉

歴史・こども・にぎわいをキー
ワードに、2018年 7 月に誕生した
市民ミュージアム。
貴重な資料の
展示を行う企画展示室（※有料）
や、プロジェクションマッピン
グを使い特別史跡「大野城跡」
「水城跡」を紹介するシアター、
初心者が楽しめるクライミングコーナー、子ども向け体験
コーナー、カフェ・ショップなど、
幅広い世代で楽しめる。

英彦山がらがら御守りづくり体験
大切な人のためにあなたの想いを
込めた御守りを作ってみてはいか
が？霊山「英彦山」の参道を散策し、古
くから伝わる魔除けの土鈴「英彦山が
らがら」の絵付け体験を行い、英彦山神宮奉幣殿にて正式参拝
をする。お子さんが生まれる方、ご家族の安全・安心を願われ
る方など、霊山「英彦山」をぜひ体感を！

特産

（福岡県／大野城市商工会）

（福岡県／添田町商工会）

「80年の時を超えて…蘇るレトロな横丁」

「日本最南端のりんごの楽園」
嘉麻の里フルーツ共和国 九州りんご村

古くから茶の湯釜の名品として知られ
る芦屋釜。その芸術性、技術力に対する評
価は高く、国指定重要文化財の茶の湯釜 9
点の内、8 点が芦屋釜。
芦屋釜の里は、江戸時代初期頃に途絶えた芦屋釜の復興に取
り組む施設で、3000坪の日本庭園の中に芦屋釜復興工房や資料
館、
いつでも抹茶を楽しめる立礼席、
大小の茶室が点在している。

催し

大野城心のふるさと館

（福岡県／芦屋町商工会）

【営業／休み】9：00〜17：00
（入園・呈茶は16：40まで）
／毎週月曜（祝日の
場合翌平日）、年末年始
【料金】中学生以上200円（15人以上の団体100円）、小学生100円（15人以
上の団体50円）、6 歳未満（小学校就学前）無料 ※身障者減免あり
【交通】九州自動車道鞍手ICから17.6km
【問い合わせ】芦屋釜の里☎093・223・5881
（FAX093・223・5882）

【営業／休み】10：00〜22：00
（土・日曜・祝日は10：00〜20：00）
／
毎週水曜（水曜が祝日の場合、翌平日）
【料金】2 時間540円
【交通】九州自動車道福岡ICから33.8km
【問い合わせ】足白ボルダリングセンターK-WALL☎0948・43・4870

全盛期から今まで
歴史の流れを刻んで
きた旧本町市場の空
間が、新たに命を吹き
込まれ、生まれ変わっ
た「トンチャン横丁」。
生後約25ヶ月の雌牛
の柔らかくジュー
シーな旨味で溢れた
お肉が直売されている。また、七輪をレンタルし、お酒を酌み
交わしながらその場で食べることもできる。

現代によみがえる茶の湯釜の名品「芦屋釜」

グルメ

関東・甲信越

関東・甲信越

人気急上昇のボルダリン
グ。九州で最大級のウォール
の広さを持った専用施設が嘉
麻市にオープン！
高さ最大4.5m、斜度85度
〜135度までの大人用ウォー
ル（小学生以上）が計 7 面。
初
級者〜上級者まで、
大人数でも余裕のキャパシティ。さらに未
就学児用のウォールも 4 面備えており、子供から大人まで楽
しめる！

体験

北海道・東北

北海道・東北

体験

今から60年ほど前、もうも
うと立ち込める湯煙のなか現
れた白龍のお告げから、菊池
市の温泉は掘り当てられたと
伝えられており、別名「美肌の
湯」
「化粧の湯」といわれるほど、肌触りのよい温泉で、湯量も
豊富。
平成23年10月に日本の名湯百選に認定された。
【営業／休み】9：00〜18：00
（菊池温泉観光旅館協同組合）
／年末年始
（菊池
温泉観光旅館協同組合）
【料金】各施設ごとに異なる
【交通】九州道植木ICから13.4km
【問い合わせ】菊池温泉観光旅館協同組合☎0968・25・2926

イデベンチャー
（熊本県／菊池市商工会）

九州唯一の井出（用水路）下り、原井出をカヤックで下る「イデベンチャー」は、水の流れに身を任
せ、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である。
【期間／休み】7 月〜 9 月の土・日曜・祝日／水曜（きくちふるさと水源交流館）
【料金】新マブコース：中学生以上ひとり3,000円 小学生以下2,000円
（保険料込）
【交通】九州道植木ICから19.9km
【問い合わせ】きくちふるさと水源交流館☎0968・27・0102
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グルメ

催し

特産

温泉

見所

フォレストアドベンチャー・美里
（熊本県／美里町商工会）

【営業／休み】
9：00〜15：00／

フォレスト
アドベンチャー・美里
☎080・8387・3310

（熊本県／合志市商工会）

【営業／休み】
9：00〜19：00／
第 2 木曜
【問い合わせ】
クラッシーノ・マルシェ
☎096・342・5554

第 2 木曜（祝日の場合は翌日）
【料金】温泉：大人400円 子供200円
プール：大人600円 子供400円
【問い合わせ】
合志市総合健康センターユーパレス弁天☎096・348・2626

合志マンガミュージアム
（熊本県／合志市商工会）

合志マンガミュー
ジアムには、
「マンガ
を 読 も う! 観 よ う!!
学ぼう!!! 」を合言葉
に、明治期の風刺マン
ガ、貸本マンガなどの
貴重なマンガ資料や
現 代 の 単 行 本 な ど、
1960年代〜現在まで
のマンガ約 1 万 5 千冊が読み放題！
大人はあの頃の懐かしいマンガに、子どもは古今東西のお
もしろいマンガに出会える。

見所

カンパチ「海の桜勘」
（鹿児島県／垂水市商工会）

垂水市漁協が養殖しているカンパチ
「海の桜勘」
は、平均水
深120m、平均水温22℃の雄大な桜島を臨む錦江湾の養殖漁
場で丹精込めて育てられており、単一漁協として日本一のカ
ンパチの産地である。
餌にお茶を混ぜることにより、さらに鮮
度が保たれ、
魚臭さがなくなり、身質の透明感が増した。

【営業／休み】11：30〜13：30／第 2・第 4 木曜
【料金】鈴之家定食 1,200円、漁師の丼たれ 600円
【交通】宮崎道宮崎ICから51.3km
【問い合わせ】鈴之家 旅館☎0987・64・0015

インスタ映え間違いなしの桜の名所
「知覧平和公園」
（鹿児島県／南九州市商工会知覧支所）

知覧特攻平和会館の周辺にあり、ソメイヨシノを中心に約
600本の桜の木が植えられている。例年 3 月下旬頃から開花が
始まり、満開になると会館へと続く並木道は、ピンクのトンネ
ルへと様変わり。
また、満開の時期には、日没からライトアップ
も楽しめる。
本当は「ヒミツ」にしておきたい、そんなフォトス
ポットである。
【営業／休み】無休
【料金】無料
【交通】南薩縦貫道南九州知
覧ICから1.2km
【問い合わせ】
南九州市役所
☎0993・83・2511

「知覧特攻平和会館」で
平和について考えてみませんか
（鹿児島県／南九州市商工会知覧支所）

会館には特攻隊員らの遺品や遺影・遺書などが展示されて
いるほか、実戦に使用され海中から引き揚げられた零戦が公
開されている。
また、語り部による講話や（土日祝は定刻制、
平
日は原則10名様〜予約制）、英語・中国語・韓国語によるタブ
レット型の音声ガイド案内の貸出も行っている。平和と命の
尊さについて考える時間を与えてくれる場所である。
【営業／休み】9：00〜17：00／無休
【料金】500円（団体：400円）
【交通】南薩縦貫道南九州知覧
ICから1.5km
【問い合わせ】
知覧特攻平和会館
☎0993・83・2525

九州・沖縄

九州・沖縄

【営業／休み】10：00〜18：00／月曜
（月曜が祝日の場合は翌平日）、毎週月
末日（土曜・日曜・祝日を除く）、年末年始
【料金】大人・大学生300円 中学・高校生100円 小学生以下無料

温泉

中国・四国

中国・四国

地元で採れた新鮮な野菜や、スイカ、イチゴ、マンゴーなど
旬の果物をはじめ、
天草の海産物や阿蘇のあか牛など、熊本県
から
「いいもの」
を集めたアンテナショップ。
合志ブランド認証品など、ギフトに最適な商品を取り揃え
ているので、
ぜひご利用を！

【営業／休み】10：00〜23：00／

南郷町はかつお一
本釣りの漁獲高日本
一の町であり、古くか
ら基幹産業として栄
えて来た。そのため食
文化もかつおに特化
したものが多く、特に
【かつおの漬け丼】は
漁師が船の上で食べ
ていたものが陸地でも広がったといわれている。家庭や飲食
店でそれぞれ違う醤油を使っているので食べ比べもできる。

特産

関西

関西

クラッシーノ・マルシェ

温泉・プール・レストラン・ト
レーニング室・宴会場の複合施設
です。
県内でも最大級の広さを持つ
温泉施設で、サウナやうたせ浴、
歩行浴など様々な施設がある。
フリーマーケット、ビンゴ大
会、カラオケ大会など毎月様々な
イベントを開催！詳しくはホー
ムページをご確認ください。

一本釣りかつおの漬け丼
（宮崎県／南郷町商工会）

催し

東海・北陸

東海・北陸

不定休
【問い合わせ】

ユーパレス弁天
（熊本県／合志市商工会）

グルメ

関東・甲信越

関東・甲信越

熊本県では初となるフォレストアドベンチャー・美里は、
緑川
ダム湖畔に位置し、森や地形をそのまま使った本格アウトドア
パーク。
ダイナミックでスリリングな体験ができる「アドベン
チャーコース」と日本初のダム湖横断が体験できる「ジップト
リップコース」がある。「アドベンチャーコース」は、木の高低
差と特徴を生かした40のアクティビティを設置しており、
「ジッ
プトリップコース」
は、往路410m、復路510mのロングジップス
ライドが楽しめる。

体験

北海道・東北

北海道・東北

体験

【問い合わせ】合志マンガミュージアム☎096・273・6766

世界農業遺産の山腹用水路と棚田
（アート田んぼ）
（宮崎県／高千穂町商工会）

2015年12月に世界農業遺産に認定された
「高千穂郷・椎葉
山地域」
。本
地域の農地
は標高の高
い傾斜地に
あるため、
数10km離
れた山奥に
水源を求め、
500kmの山腹用水路網と1,800haの棚田を造成し現在に活
かされている。
農業はもちろん、山腹用水路の見学会や田んぼ
アートとしても地域に親しまれている。
【交通】九州中央道小池高山ICから約68.7km（アート田んぼ）
【問い合わせ】高千穂町財政課総合政策室☎0982・73・1260
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高千穂郷 最後の領主高千穂太郎の居城跡
（宮崎県／高千穂町商工会）

高千穂郷の最後の
領主、三田井越前守親
武公（ミタイエチゼン
ノカミチカタケコウ）
の居城跡にあり、領土
（高千穂）全体が見渡
せる随一のロケー
ション。高千穂峡や高
千穂神社へも車で5
分ほどと近く、夜の観光にも便利。秋季の早朝には足元から出
る雲海を楽しめることもできる。
【営業／休み】13：00チェックイン 10：00チェックアウト／不定休
【料金】入村料800円／ 1 人、
サイト利用料1,000円／ 1 テント
【交通】九州中央道小池高山ICから76km
【問い合わせ】仲山城跡キャンプ場☎090・3070・2274
メール：4192nippon@gmail.com

世界にも誇れる絶景、
ニッポンのお茶どころ知覧のお茶畑
（鹿児島県／南九州市商工会知覧支所）

全国的にもお茶のブランドとして知られている「知覧茶」。
オススメはやはり新茶の時期。毎年、この時期を迎えると、あ
たりは新芽の鮮やかなグリーン一色に染まり、さわやかな香
りが漂う。また、気候にも恵まれた知覧町南部地区では、
「薩摩
富士」こと開聞岳
を望むこともでき
る。お茶の香りを
思い切り吸い込ん
で、元気をもらえ
る、そんな景色が
広がっている。
【問い合わせ】
南九州市役所
☎0993・83・2511

「知覧ねぷた祭」で
街中が躍動感あふれる一夜に
（鹿児島県／南九州市商工会知覧支所）

青森県平川市で行われている「ねぷた祭」
が、ここ知覧町で
も楽しめる。
高さ 5 m、幅 4 m、大小 7 基の
「ねぷた」
が、威勢の
良い掛け声とともに商店街を練り歩くさまは圧巻！日没後に
行われる点灯式で、一斉に「ねぷた」
に灯りがともると、
あちら
こちらから歓声
が あ が る。毎 年
約 3 万人の人で
にぎわう大イベ
ントである。
【開催日】
毎年 7 月第 3 土曜
【問い合わせ】
南九州市役所
☎0993・83・2511
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一度食べたら、忘れられない知覧の
ソウルフード「知覧といのずし」
（鹿児島県／南九州市商工会知覧支所）

【問い合わせ】

定番から個性的な物まで
豊富な「知覧茶グルメ」
（鹿児島県／南九州市商工会知覧支所）

知覧茶は飲物…、だけではない！街の散策に知覧茶のソフ
トクリームやかき氷はのどを潤してくれ、茶そばはもちろん、
サイダーやさつまあげなど、知覧茶の加工品は、各飲食店で味
わえるほか、お土産としても好まれている。旅の記念にいか
が。
【問い合わせ】

南九州市知覧観光協会

南九州市知覧観光協会

☎0993・58・7577

☎0993・58・7577
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百合ヶ浜

（鹿児島県／鹿児島県商工会連合会）

【営業／休み】9：30〜19：00／年中無休 ※年始除く
【問い合わせ】かごしま特産品市場☎099・224・1093

大金久海岸の沖合約1.5㎞にぽっかり浮かぶ百合ヶ浜は、春
から夏にかけて中潮から大潮の干潮時だけに姿を現す真っ白
な砂浜。
海面はキラキラと輝き、白い砂浜とエメラルドグリー
ンの海の色はまさに地球の楽園。
この百合ヶ浜で「年齢の数だ
け星砂を拾えば幸せになれる」という伝説がある。
【営業】干潮時
【料金】
百合ヶ浜ツアー
大人 1 人3,000円
【交通】大金久海岸
まで、空港・港から

東海・北陸

東海・北陸

北は長島町、南は
与論町まで全長
600kmの 鹿 児 島 の
地が生み育んだ特産
品。
天文館ではそんな
逸品の数々を取り揃
えている。来て、見
て、さわって、味わっ
て
「うまい」
「すごい」鹿児島を発見実感してはいかが。
1 階：食の特産品・お土産品を約1,200種類
2 階：焼酎・工芸品を約200種類
※毎月第 1 土曜日は店内全商品 5 ％OFF（酒類を除く）

（鹿児島県／与論町商工会）

関東・甲信越

関東・甲信越

郷土料理「鶏のぞうすい」をアレンジした「知覧といのずし」
も知覧町の名物グルメである。地元産の食材を使用し、鶏の旨
味をたっぷり吸いこんだお米に山菜があいまって、食も一気
にすすむ。
各店舗オリジナルの「知覧といのずし」、
この機会に
ぜひ御賞味を！

体験

北海道・東北

北海道・東北

体験

車で約20分
【問い合わせ】
与論町商工会
☎0997・97・2113

（鹿児島県／南九州市商工会知覧支所）

【問い合わせ】
南九州市役所
☎0993・83・2511

（鹿児島県／徳之島町商工会）

畦プリンスビーチ
海浜公園は、昭和47年
に現天皇陛下が皇太
子時代に美智子妃殿
下と散策されたこと
から名付けられた美
しいビーチを持つ海
浜公園。リーフの内海
には珊瑚礁が広がり、
色とりどりの熱帯魚を見ることができ、シュノーケリングに
もおすすめのスポット。またシャワーが設置されているので
快適に海水浴も楽しめる。

サザンクロスセンター

（鹿児島県／与論町商工会）

（鹿児島県／与論町商工会）

昭和30年代の高度成長期の波は、与論島にも押し寄せ、家
庭には家電などが入り、島の暮らしぶりは急激に変わって
いった。暮らしが便利になる一方で、島の大切な生活文化が失
われてしまうという危機感から民具を収集し、島人の歩みを
残し後世に伝える為設立されたのが私設民族資料館「与論民
俗村」である。
【営業／休み】9：00〜18：00／年中無休
【料金】大人（中学生以上）400円 小学生200円
小学生150円
【交通】東区バス停下車徒
歩15分・空港・港より車
で15分
【問い合わせ】
与論民俗村
☎0997・97・2934

団体
（15名以上）350円

与論の歴史・文化・自然・暮らし・芸能などのパネルや民具が
展示されている資料館で、
また、与論を愛した森瑤子さんの遺
品や映画めがねで使用した自転車も展示されている。また、5
階展望台からは沖縄県北部や近隣の島々を見渡すことができ
て、与論を知ることができる資料館である。
【営業／休み】
9：00〜18：00
（入館は17：30
まで）／年中無休
【料金】
大人（高校生以上）400円
子供（中学生以下）200円
※団体割引あり
【交通】空港・港より車で10分
【問い合わせ】
サザンクロスセンター
☎0997・97・3396

九州・沖縄

九州・沖縄

【営業／休み】通年／無休
【料金】無料
【交通】亀徳新港から18.9km・徳之島子宝空港から13.3km

与論民俗村

中国・四国

中国・四国

南九州市公認キャ
ラクターの「お茶むら
い」
。実は 2 人兄弟。イ
ベントには弟よりス
レンダーな兄も駆け
つけ、イベントを盛り
上げる。

畦プリンスビーチ海浜公園

関西

関西

あぜ

兄弟で活躍中のお殿さま
「お茶むらい（市公認キャラクター）」

【問い合わせ】徳之島町地域営業課☎0997・83・4111

屋久島 クラフトビール
（鹿児島県／屋久島町商工会）

屋久島ならではの軟水と島内の農産物を使用し、無濾過・非
加熱・酵母の生きている自然発泡のビールを醸造している。屋
久島の地杉がふんわり香るアンバーエール「YAKUSHIMA
CEDAR」やタンカンピールを漬け込んだ「YAKUSHIMA
TANKAN」など。醸造所では 5 種類のドラフトビールも楽し
める。
【営業／休み】
13：00〜18：00／日曜
【料金】560円〜
【交通】屋久島空港より車で
2.6km
【問い合わせ】
Catch the Beer
（キャッチザビア）
☎0997・43・5870
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屋久島のめぐみと人の暮らしにふれる
オリジナルツアー
（鹿児島県／屋久島町商工会）

島の自然と一体となる時間と、島の伝統産業・島の暮らしに
ふれるひとときを提供
初めての屋久島ツアー決定版 Ⅰ
白谷雲水峡（苔の森）／縄文杉／観光＆里のエコツアー
3 日間コース
初めての屋久島ツアー決定版 Ⅱ
ヤクスギランド（半日）／白谷雲水峡（太鼓岩）／観光＆里の
エコツアー 3 日間コース
【営業／休み】9：00〜18：00／年中無休
【料金】決定版Ⅰ：43,000円／
決定版Ⅱ：39,000円
※昼食 3 回・３ 日間すべて送迎付
注：両プランとも屋久島までの交通費・島内
での宿泊費は含まれておりません
【交通】屋久島空港から2.9km
【問い合わせ】
株式会社屋久島ガイド協会
☎0997・49・4191
（FAX0997・43・5970）

二見ヶ浦海岸
（沖縄県／伊是名村商工会）

場所は伊是名島の南東に位置し、
島の絶景スポットとして人
気を博しており、白砂とエメラルドグリーンの海が続く全長約
1キロの渚で、
日本の渚百選に
も選ばれている。
また、陸（ア
ギ）ギタラ麓の展望台から望
む景色も美しく、観光客の殆
どがここを訪れる。季節や時
間帯によって海の色彩が変わ
り訪れた人を魅了している。
【営業】通年・無休
【料金】見学無料
【交通】
伊是名仲田港より車で10分程度
【問い合わせ】
いぜな島観光協会
☎0980・45・2435

ウンナー
（沖縄県／伊是名村商工会）

稲の豊作を祈願する集落の行事で、勢理客区、仲田区、伊是
名区、
諸見区で行われている。その年祝い事のあった家庭を回
り、みんなで歌を歌い、酒を酌み交わしその家庭が準備した料
理を楽しむ。
その後、大綱引きやスナイ
（担がれた板の上での
組み合い）、
沖縄相撲大会があり、
夜を徹して行われる。
【開催／営業】7 月下旬〜 8 月上旬／8：00〜19：00
【料金】見学無料
【問い合わせ】
いぜな島観光協会
☎0980・45・2435
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マリンアクティビティ、
島めぐり体験ガイドツアー
（沖縄県／伊是名村商工会）

関東・甲信越

東シナ海に浮かぶ伊是名島のエメラルドグリーンの海でク
ルージングやフィッシングが楽しめる。その他、各離島を結ぶ
海上タクシーとしても利用できる。
船長夫妻は村公認ガイドも行っており、旅の目的に合わせ
たオーダーメイドの島めぐり体験も好評で、伊是名島の自然
が丸ごと楽しめる。
【営業／休み】完全予約制／無休
【料金】
クルージング：1 時間

東海・北陸

15,000円
（〜 6 人）
島めぐり体験: 3 時間
6,000円
（〜 3 人）
【問い合わせ】
H・Yマリン
☎090・1886・3579

関西

道の駅許田やんばる物産センター
（沖縄県／名護市商工会）

中国・四国

沖縄自動車道の終
点、沖縄本島北部の玄
関口名護、許田IC近く
にある沖縄県北部12
市町村の特産品を取
り揃えた道の駅。地元
で採れた野菜やフ
ルーツなどの農産物、
お土産品、スィーツ、
ステーキ、沖縄料理な
どグルメ満載。
建物の屋上から名護湾を展望しながらホット一息して、旅
の疲れを癒そう。

九州・沖縄

【営業／休み】8：30〜19：00／不定休
【交通】沖縄自動道許田ICから1.2km
【問い合わせ】道の駅許田やんばる物産センター☎0980・54・0880

車で行けて年中楽しめる離島ビーチ
（沖縄県／うるま市商工会）

沖縄県本島と海中
道路でつながってい
て船や飛行機を使わ
ずに車で行ける離島、
伊計島にあるビーチ。
小さな湾に囲われて
いるため、潮の干満に
影響を受ける事なく、
年中いつでも海水浴が楽しめる。また、沖縄でも屈指の透明度
と多くの熱帯魚に恵まれているため、冬場でも普段着で乗れ
るガラスボートも人気。
【営業／休み】9：00〜17：00
（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】沖縄自動車道沖縄北ICから26.7km
【問い合わせ】伊計ビーチ（伊計島総合開発株式会社）☎098・977・8464

ネオパークオキナワ
（沖縄県／名護市商工会）

亜熱帯の気候とやんば
るの自然を活かした自然
動植物園。22ha（東京ドー
ム 5 個分）の広大な敷地に
貼られたフライングケー
ジ内は、アフリカ・中南米・
オセアニアの3ゾーンに
大きく区分され、それぞれに各地の動植物を展示している。園
内一周、約 1 キロのコースを散策しながら、世界各地の動植物
と触れ合える。他にも、軽便鉄道を再現したガイド列車や国際
種保存センター、ふれあい広場など施設は充実している。
【営業／休み】9：00〜17：30／年中無休

地域密着だからこそ知っている
魅力的なお宝情報を発信！

商工会
の

ご案内

【料金】入園料：大人（一般・大学生）660円 中人（中学・高校生）330円
小人（小学生以下）220円 園内別途体験費用
【交通】沖縄自動道許田ICから8.8km
【問い合わせ】ネオパークオキナワ☎0980・52・6348

ぽんぽこ居酒屋ぽこぽん
（沖縄県／名護市商工会）

地産地消でおもて
な し！ 沖 縄 と 食 べ よ
う。完全禁煙の「食事
も楽しめる」名護市営
市場2階にの老舗居
酒屋。
やんばる地鶏、今帰
仁産アグーや名護の
新鮮旬野菜などを
使ったお料理と島酒
に合うあてから、日本酒ワインに至るまでお客様のニーズに
応える。薬剤師コラボの健康酒もある。
【営業／休み】18：00〜23：30／日曜・月曜
【料金】飲み放題プラン、各種宴会プランあり2,000円〜
【交通】沖縄自動道許田ICから6.1km
【問い合わせ】ぽんぽこ居酒屋ぽこぽん☎070・5416・1129

沖縄初！車の免許出来る
トライクアドベンチャーツアー
（沖縄県／うるま市商工会）

車の免許（AT可）で参加OK ！沖縄の新しい陸遊びトライク
アドベンチャーツアー。
トライクとは 3 輪バイクの事で、車と
は違い五感で沖縄を感じながら離島の絶景スポットへ冒険に
出かけるツアーを提供している。
運転レクチャーはもちろんの
こと、先導ガイドが同行するので安心して参加できる。
お子様
連れのお客様は転落防止ハーネスもあるので更に安心♪無線
機内蔵のヘルメットでワイワイ会話しながら楽しめるツアー。
【営業／休み】9：00〜17：00／不定休
【料金】トライク体験3,500円
トライクツアー5,000円〜
【交通】沖縄道沖縄北ICから約12km
【問い合わせ】
沖縄島遊びホーリーズ
☎098・923・0819

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経済団体です。主に町村部
に設立された公的団体で、平成30年 4 月 1 日現在、国内に
1,653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80万の事業者を数え、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、協議等を行い、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 日の来館者は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。
また、全国の特産品を購入できるECサイト「ニッポン
セレクト.com」
を運営しております。
地元密着の経済団体として、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 6 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2,000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。
＜むらからまちから館＞
年中無休
（年末年始は除く）
月〜土10：30〜19：15／日・祭日は10：30〜18：45
［交通］JR有楽町駅前 地下鉄銀座各駅から徒歩 5 分以内
〒100-0006 東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館1F
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3 音威子府村商工会

7 興部町商工会
8 津別町商工会
9 壮瞥町商工会
10 中標津町商工会
11 足寄町商工会
12 泊村商工会
13 月形商工会
14 鷹栖町商工会
15 湧別町商工会
16 ニセコ町商工会

18 更別村商工会
19 厚沢部商工会
20 洞爺湖町商工会
21 新ひだか町商工会
22 平川市商工会
23 平内町商工会
24 遠野商工会
25 矢巾町商工会
26 紫波町商工会
27 軽米町商工会
28 みやぎ北上商工会
29 蔵王町商工会

七ヶ浜商工会
31 加美商工会
32 利府松島商工会
33 にかほ市商工会
34 尾花沢市商工会
35 三春町商工会
36 富久山町商工会
37 中田町商工会

74

43 河内町商工会
44 常総市商工会
45 坂東市商工会
46 高萩市商工会
47 那珂川町商工会
48 上三川町商工会
49 那須鳥山商工会
50 前橋東部商工会
51 昭和村商工会
52 しぶかわ商工会
53 ふかや市商工会
54 日高市商工会
55 小川町商工会
56 富里市商工会
57 南房総市内房商工会
58 鋸南町商工会
59 富津市商工会
60 鴨川市商工会
61 いすみ市商工会
62 小金井市商工会
63 清瀬商工会
64 足柄上商工会
65 寒川町商工会
66 大磯町商工会
67 畑野商工会
68 与板町商工会
69 中央市商工会
70 河口湖商工会
71 山梨市商工会
72 北杜市商工会
73 木曽町商工会
74 佐久穂町商工会

77 高森町商工会
78 富山市八尾山田商工会
79 立山舟橋商工会
80 小矢部市商工会
81 羽咋市商工会
82 越前市商工会
83 坂井市商工会
84 笠原町商工会
85 関ヶ原町商工会
86 東白川村商工会
87 清水町商工会
88 伊豆市商工会

天城湯ヶ島支所
伊豆市商工会
中伊豆支所
89 川根本町商工会
90 新居町商工会
91 裾野市商工会
92 函南町商工会
93 浜北商工会
94 浜名商工会
95 奥浜名湖商工会
96 豊浜商工会
97 祖父江町商工会
98 有松商工会
99 下山商工会
100

稲武商工会

101

大台町商工会

102

大紀町商工会

関西エリア

30 多賀城・

42 下郷町商工会

76 箕輪町商工会

103

東浅井商工会

104

長浜北商工会

105

湖南市商工会

106

甲賀市商工会

107

野洲市商工会

108

木津川市商工会

109

宇治田原町商工会

110

丹波市商工会

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
長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪松島10286‑1
☎0265‑79‑2117
長野県下伊那郡高森町下市田2971‑7 商工会館
☎0265‑35‑2254
富山県富山市八尾町東町2149
☎076‑455‑3181
富山県中新川郡立山町前沢2469
☎076‑463‑1221
富山県小矢部市八和町5‑15
☎0766‑67‑0756
石川県羽咋市旭町ア139番地
☎0767‑22‑1393
福井県越前市粟田部町11‑9
☎0778‑43‑0877
福井県坂井市坂井町第 2 号10番地 1 号
☎0776‑66‑3324
岐阜県多治見市笠原町2081‑1
☎0572‑43‑3241
岐阜県不破郡関ヶ原町大字関ケ原2682‑2
☎0584‑43‑0270
岐阜県加茂郡東白川村神土582‑1
☎0574‑78‑2275
静岡県駿東郡清水町玉川151
☎055‑975‑6987
静岡県伊豆市修善寺838‑1
☎0558‑72‑8511
静岡県伊豆市八幡500‑1
☎0558‑83‑0014
静岡県榛原郡川根本町上長尾773‑1
☎0547‑56‑0231
静岡県湖西市新居町新居3380‑8
☎053‑594‑0634
静岡県裾野市深良451番地
☎055‑992‑0057
静岡県田方郡函南町仁田68‑2
☎055‑978‑3995
静岡県浜松市浜北区貴布祢289‑10
☎053‑586‑2171
静岡県浜松市西区雄踏町宇布見4859‑15
☎053‑592‑3111
静岡県浜松市北区細江町気賀595‑1
☎053‑527‑2600
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
愛知県稲沢市祖父江町山崎下枇486‑1
☎0587‑97‑5800
愛知県名古屋市緑区有松3012番地
☎052‑621‑0178
愛知県豊田市大沼町越田和37‑1
☎0565‑90‑2602
愛知県豊田市稲武町竹ノ下 1 番地 1
☎0565‑82‑2640
三重県多気郡大台町佐原1001‑4
☎0598‑82‑1411
三重県度会郡大紀町崎2200‑1
☎0598‑74‑1379
滋賀県菜長浜市内保町2843
☎0749‑74‑0194
滋賀県長浜市木之本町木之本1952番地
☎0749‑82‑5051
滋賀県湖南市中央 1 丁目 1 番地 1
☎0748‑72‑0038
滋賀県甲賀市水口町水口5577‑2
☎0748‑62‑1676
滋賀県野洲市西河原2400番地
☎077‑589‑4880
京都府木津川市木津南垣外83‑3
☎0774‑72‑3801
京都府綴喜郡宇治田原町岩山釜井谷1‑36
☎0774‑88‑4180
兵庫県丹波市氷上町成松140‑7
☎0795‑82‑3476

111

香美町商工会

112

新温泉町商工会

113

十津川村商工会

114

みなべ町商工会

115

鳥取市南商工会

116

隠岐國商工会

117

浅口商工会

118

みまさか商工会

119

和気商工会

120

五日市商工会

121

世羅町商工会

122

萩・阿西商工会

123

美祢市商工会

124

東みよし町商工会

125

三豊市商工会

126

琴平町商工会

九州・沖縄エリア

17 豊浦町商工会

41 安積町商工会

関東・甲信越エリア

6 長万部商工会

40 国見町商工会

75 信濃町商工会

中国・四国エリア

5 きたみ市商工会

39 西郷村商工会

福島県石川郡石川町字関根1‑2
☎0247‑26‑3211
福島県西白河郡西郷村大字熊倉字折口原69‑3
☎0248‑25‑1266
福島県伊達郡国見町大字藤田字南20番地
☎024‑585‑2280
福島県郡山市安積 3 丁目31
☎024‑946‑2068
福島県南会津郡下郷町大字豊成字下モ6356
☎0241‑67‑3135
茨城県稲敷郡河内町長竿3566‑1
☎0297‑84‑2136
茨城県常総市新石下3678
☎0297‑42‑3155
茨城県坂東市岩井3230‑1 坂東市商工会館 3 階
☎0297‑35‑3317
茨城県高萩市下手綱2000
☎0293‑22‑2501
栃木県那須郡那珂川町馬頭116‑5 商工会館
☎0287‑92‑2249
栃木県河内郡上三川町しらさぎ1‑3‑4
☎0285‑56‑2206
栃木県那須烏山市金井2‑5‑11
☎0287‑82‑2323
群馬県前橋市鼻毛石町1426‑1
☎027‑283‑2422
群馬県利根郡昭和村大字糸井403‑1 商工会館
☎0278‑23‑2918
群馬県渋川市吹屋384
☎0279‑23‑8845
埼玉県深谷市永田1420 深谷市花園就業改善センター
☎048‑584‑2325
埼玉県日高市南平沢1083
☎042‑985‑2311
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
千葉県富里市七栄653‑1
☎0476‑93‑0136
千葉県南房総市富浦町原岡918
☎0470‑33‑2257
千葉県安房郡鋸南町勝山144
☎0470‑55‑3691
千葉県富津市青木1573‑1
☎0439‑87‑7071
千葉県鴨川市横渚643番地の 2 商工会館
☎04‑7092‑0320
千葉県いすみ市大原7400‑8 商工会館
☎0470‑62‑1191
東京都小金井市前原町3‑33‑25
☎042‑381‑8765
東京都清瀬市松山2‑6‑23 清瀬商工会館 2 階
☎042‑491‑6648
神奈川県足柄上郡松田町松田惣領2083‑2
☎0465‑83‑3211
神奈川県高座郡寒川町宮山141‑1 商工会館
☎0467‑75‑0185
神奈川県中郡大磯町大磯927‑12
☎0463‑61‑0871
新潟県佐渡市畑野甲559‑7
☎0259‑66‑2458
新潟県長岡市与板町与板甲134番地 2 商工会館
☎0258‑72‑2303
山梨県中央市布施1555‑1
☎055‑273‑4141
山梨県南都留郡富士河口湖町船津2088‑2
☎0555‑73‑1122
山梨県山梨市上神内川1348番地
☎0553‑22‑0806
山梨県北杜市長坂町長坂上条2575‑19
☎0551‑32‑1211
長野県木曽郡木曽町福島6442‑6
☎0264‑22‑3618
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

東海・北陸エリア

4 新得町商工会

38 石川町商工会

関西エリア

2 上川町商工会

☎0164‑33‑2459
北海道上川郡上川町中央町605番地
☎01658‑2‑3111
北海道中川郡音威子府村字音威子府
☎01656‑5‑3039
北海道上川郡新得町本通南 1 丁目23番地
☎0156‑64‑5324
北海道北見市常呂町字常呂298番地
☎0152‑54‑2249
北海道山越郡長万部町字長万部453番地の 1
☎053‑594‑0634
北海道紋別郡興部町字興部716‑5
☎0158‑82‑2217
北海道網走郡津別町字本町83番地
☎0152‑76‑2191
北海道有珠郡壮瞥町滝之町286‑56
☎0142‑66‑2151
北海道標津郡中標津町東 2 条南 2 丁目 1
☎0153‑72‑2720
北海道足寄郡足寄町北 1 条 4 丁目48番地 1
☎0156‑25‑2141
北海道古宇郡泊村大字茅沼村字北坂の上129‑2
☎0135‑75‑3231
北海道樺戸郡月形町1068番地
☎0126‑53‑2341
北海道上川郡鷹栖町南 1 条 1 丁目 1 番26号
☎0166‑87‑2210
北海道紋別郡湧別町中湧別中町3020番地の 1
☎01586‑2‑2278
北海道虻田郡ニセコ町字富士見95番地
☎0136‑44‑2214
北海道虻田郡豊浦町字幸町86‑2
☎0142‑83‑2221
北海道河西郡更別村字更別南 1 線91番地21
☎0155‑52‑2010
北海道檜山郡厚沢部町本町97
☎0139‑64‑3024
北海道虻田郡洞爺湖町本町58番地
☎0142‑76‑2311
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
青森県平川市柏木町藤山27‑2
☎0172‑44‑3055
青森県東津軽郡平内町小湊字小湊35‑3
☎017‑755‑3254
岩手県遠野市新穀町6‑1
☎0198‑62‑2456
岩手県紫波郡矢巾町大字南矢幅第 8 地割261番地
☎019‑697‑5111
岩手県紫波郡紫波町日詰字東裏85‑4
☎019‑672‑2244
岩手県九戸郡軽米町大字軽米4‑47
☎0195‑46‑2711
宮城県登米市中田町宝江黒沼字大海崎 6
☎0220‑45‑2121
宮城県刈田郡蔵王町大字円田字駅内62‑1
☎0224‑33‑2138
宮城県多賀城市伝上山 3 丁目1‑12
☎022‑365‑7830
宮城県加美郡加美町字西田1‑18‑1
☎0229‑63‑2734
宮城県宮城郡利府町中央 2 丁目8‑3
☎022‑354‑3422
秋田県にかほ市金浦字十二林158‑9
☎0184‑38‑3350
山形県尾花沢市若葉町一丁目2‑20 商工会館
☎0237‑22‑0128
福島県田村郡三春町字大町29
☎0247‑62‑3523
福島県郡山市富久山町福原字福原2‑2
☎024‑923‑0896
福島県郡山市中田町下枝久保194‑4
☎024‑973‑2211

関東・甲信越エリア

1 秩父別町商工会 北海道雨竜郡秩父別町1875番地

北海道・東北エリア

北海道・東北エリア

商工会 問い合わせ一覧

127

芦屋町商工会

128

嘉麻市商工会

129

大野城市商工会

130

添田町商工会

131

西海市商工会

132

菊池市商工会

133

美里町商工会

134

合志市商工会

135

九州アルプス商工会

136

南郷町商工会

137

高千穂町商工会

138

垂水市商工会

139

徳之島町商工会

鹿児島県
商工会連合会
141 南九州市商工会
140

142

屋久島町商工会

143

与論町商工会

144

名護市商工会

145

うるま市商工会

146

伊是名村商工会

兵庫県美方郡香美町香住区若松620‑3
☎0796‑36‑0123
兵庫県美方郡新温泉町湯1391‑2
☎0796‑92‑1856
奈良県吉野郡十津川村武蔵10‑1 十津川村山村振興センター
☎0746‑62‑0132
和歌山県日高郡みなべ町芝503
☎0739‑72‑3225
鳥取県鳥取市河原町長瀬45‑1
☎0858‑85‑1160
島根県隠岐郡海士町大字福井1375番地 1
☎08514‑2‑0376
岡山県浅口市鴨方町鴨方2244‑8
☎0865‑44‑3211
岡山県美作市栄町187‑4
☎0868‑75‑0044
岡山県和気郡和気町尺所 2
☎0869‑93‑0522
広島県広島市佐伯区五日市中央4‑15‑3
☎082‑923‑4138
広島県世羅郡世羅町西上原121‑5
☎0847‑22‑0529
山口県萩市川上4462‑15
☎0838‑54‑5500
山口県美祢市大嶺町東分320‑3
☎0837‑52‑0434
徳島県三好郡東みよし町加茂3360
☎0883‑82‑2177
香川県三豊市豊中町本山甲203‑1
☎0875‑62‑2275
香川県仲多度郡琴平町榎井869‑5
☎0877‑73‑5525
福岡県遠賀郡芦屋町中ノ浜 9 番52号
☎093‑222‑2111
福岡県嘉麻市鴨生392‑1
☎0948‑42‑1400
福岡県大野城市瓦田2‑6‑12
☎092‑581‑3412
福岡県田川郡添田町大字添田2062番地の 2
☎0947‑82‑0244
長崎県西海市西彼町喰場郷1686‑3
☎0959‑37‑5400
熊本県菊池市隈府884‑1
☎0968‑25‑1131
熊本県下益城郡美里町土喰153
☎0964‑47‑0336
熊本県合志市御代志1842
☎096‑242‑0733
大分県竹田市久住町大字久住6161番地 1
☎0974‑76‑0151
宮崎県日南市南郷町東町14‑11 商工会館
☎0987‑64‑1125
宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井1099‑1
☎0982‑72‑2350
鹿児島県垂水市旭町32‑2
☎0994‑32‑0225
鹿児島県大島郡徳之島町亀津986‑4 徳之島町商工会館
☎0997‑82‑1409
鹿児島県鹿児島市名山町9‑1
☎099‑226‑3773
鹿児島県南九州市知覧町郡17859番地
☎0993‑56‑0247
鹿児島県熊毛郡屋久島町宮之浦288‑1 商工会館
☎0997‑42‑0159
鹿児島県大島郡与論町茶花2323‑1
☎0997‑97‑2113
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
沖縄県うるま市勝連平安名2884‑1
☎098‑978‑3168
沖縄県島尻郡伊是名村字諸見565‑4
☎0980‑45‑2475
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