令和元年度

観
光
宝探し
ノート
〒100-0006
東京都千代田区有楽町一丁目7番1号
有楽町電気ビル北館19階
☎03-6268-0086

〒100-0005
東京都千代田区丸の内3-2-2
丸の内二重橋ビル
☎03-3283-7874

観光宝探しノート事務局
〒130-0026
東京都墨田区両国4-34-8
笹屋ビル2階
（株式会社H&Sプロモーション内）
☎03-6659-9010

全国商工会連合会・日本商工会議所

❿
●

観光宝探しノート

⓬
●
青森

地元の魅力発信に努めている商工会・商工会議所の小冊子「観光宝探しノート」第６弾となる今回は全
国 47 都道府県 190 か所の地域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。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。

❸
●

グルメ

催し

北海道・東北

● きたみ市商工会
❶
❷ 湧別町商工会
●
❸ 鷹栖町商工会
●
❹ 陸別町商工会
●
❺ 壮瞥町商工会
●
❻ 栗山商工会議所
●
❼ 美幌商工会議所
●
❽ 洞爺湖町商工会
●
❾ 室蘭商工会議所
●
❿ 稚内商工会議所
●
⓫ 小樽商工会議所
●
⓬ 青森商工会議所
●
⓭ 五戸町商工会
●
⓮ 一戸町商工会
●
⓯ 遠野商工会
●
⓰ 矢巾町商工会
●

特産

温泉

● 大子町商工会
● 石岡市八郷商工会
● 那須町商工会
● 益子町商工会
● 那須烏山商工会
● 那珂川町商工会
● にのみや商工会
● 野木町商工会
● しぶかわ商工会
● 沼田市東部商工会
● 甘楽町商工会
● 長野原町商工会
● 前橋東部商工会
● 昭和村商工会
● 中之条町商工会
● 長瀞町商工会
● 吉見町商工会
● くまがや市商工会
● 小川町商工会
● 日高市商工会
● 庄和商工会
● いすみ市商工会
● 御宿町商工会
● 鴨川市商工会

●
●

●

● 高岡商工会議所 ● 沼津市商工会
● 高岡市商工会
● 西伊豆町商工会
● 南砺市商工会
● 清水町商工会
● 氷見商工会議所 ● 南伊豆町商工会
● 富山市南商工会 ● 浜北商工会
● 輪島商工会議所 ● 浜名商工会
● 加賀商工会議所 ● 奥浜名湖商工会
● 能登鹿北商工会 ● 浜松商工会議所
妙高商工会
● 美川商工会
● 豊浜商工会
中郷商工会
福井北商工会
●
●
● 平和町商工会
● 小千谷商工会議所 ● 高山北商工会
● 豊橋商工会議所
● 甲府商工会議所 ● 小坂町商工会
● 祖父江町商工会
● 小谷村商工会
● 高山南商工会
● 有松商工会
● 佐久穂町商工会 ● 多治見商工会議所 ● 桑名三川商工会
● 飯島町商工会
● 新居町商工会
● 大台町商工会
真田町商工会
川根本町商工会
●
●
● 大紀町商工会
● 上田商工会議所 ● 島田市商工会
● 下諏訪商工会議所
● 諏訪商工会議所
●
● 塩尻商工会議所
山口 ●
● 泰阜村商工会
● 天龍村商工会
●
●
● 上松町商工会
●
● ●● ● 福岡
●
佐賀
● ●
長崎
●

●

大分
●●●
● 熊本
●
●
●
●
● 宮崎

鹿児島

●

● ●

●
●
●

⓯
●

●
山形

●
●●
●
●

●
● ●●
● 鳥取 ●

● 島根

●
岡山

広島

●
●●●
●

愛媛

●

高知

⓰ 岩手
●

❻
●

● 町田商工会議所
● 山北町商工会
● 小田原箱根商工会議所
● 上越商工会議所
● 下田商工会
● 糸魚川商工会議所
● 五泉商工会議所
● 妙高高原商工会・

●
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秋田

❺
●
●
❽
❾
●

東海・北陸

●
沖縄

⓱
●

見所

関東・甲信越

● 八幡平市商工会
⓱
⓲ みやぎ北上商工会
●
⓳ 栗駒鶯沢商工会
●
⓴ 多賀城・七ヶ浜商工会
●
● 若柳金成商工会
● 加美商工会
● 利府松島商工会
● 新庄商工会議所
● 白鷹町商工会
● 松川町商工会
● 大玉村商工会
● 飯坂町商工会
● 平田村商工会
● 下郷町商工会
● 富久山町商工会
● 国見町商工会

⓫
●

⓭
●
⓮
●

北海道

※記事中のデータは2019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・商工会議所へお問
い合わせ下さい。

体験

●
❷ ❶
●
❼
●
❹
●

兵庫

●
●

●

● 香川
●● ●
徳島 ●

●

●

●

新潟

宮城

●●
●
● 福島
●
●

●
● 富山
●
●
●● 栃木 ● ●
●
●
● ●● ●
●
● ●●
長野 ● 群馬●
●
●
石川 ●
● ●
●
●
●
●
●
●● ●
茨城
●●
福井
●
埼玉 ●● ●
●
●●
岐阜
東京 千葉
● 山梨 ●
滋賀●
神奈川
●
●
●
●●
●
●
●
●
●
●
●
京都 ● ●
●●
●
静岡
●
●● ● ● 愛知
●
●
大阪 ● ● 三重 ● ● ●● ●
●
●● ●
●●
● ●
●
●
●
●
奈良

●
●
●和歌山
●

関西

● 東浅井商工会
● 高島市商工会
● 長浜商工会議所
● 長浜北商工会
● 日野町商工会
● 湖南市商工会
● びわ商工会
● 彦根商工会議所
● 香美町商工会
● 豊岡市商工会
● 淡路市商工会
● 姫路市商工会
● 新温泉町商工会
● 神河町商工会

●
●●
●

●●
⓳
⓲
●
●●
⓴
●

九州・沖縄
中国・四国

● 京丹後市商工会
● 木津川市商工会
● 笠置町商工会
● 阪南市商工会
● 忠岡町商工会
● 藤井寺市商工会
● 斑鳩町商工会
● 十津川村商工会
● 明日香村商工会
● 田原本町商工会
● みなべ町商工会
● 白浜町商工会
● 美浜町商工会
● 大津北商工会

● 湯梨浜町商工会
● 岩美町商工会
● 三朝町商工会
● 大田商工会議所
● 津和野町商工会
● 和気商工会
● 岡山南商工会
● 浅口商工会
● 竹原商工会議所
● 広島東商工会

● 大野城市商工会
● 福岡商工会議所
世羅町商工会
● 桂川町商工会
●
● 久山町商工会
● 五日市商工会
● やましろ商工会 ● 八女市商工会
● 北九州商工会議所
● 大畠商工会
● 東長崎商工会
● 松茂町商工会
美馬市商工会
● 南島原市商工会
●
● 唐津上場商工会
● 那賀町商工会
● 佐賀市南商工会
● 吉野川商工会
● 合志市商工会
● 上島町商工会
● 観音寺市大豊商工会 ● 菊池市商工会
● 玉東町商工会
● 菊陽町商工会
● 八代商工会議所
● 水上村商工会

● 御船町商工会
● 中津市しもげ商工会
● 高千穂町商工会
● 延岡商工会議所
● 日南商工会議所
● 垂水市商工会
● 与論町商工会
● 徳之島町商工会
● 屋久島町商工会
● 南九州市商工会
● 西之表市商工会
● うるま市商工会
● 伊是名村商工会
● 竹富町商工会
● 名護市商工会
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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

宙を感じる、美幌町での星空体験

米川の水かぶり
（来訪神行事 仮面・仮装の神々）

（北海道／美幌商工会議所）

（宮城県／みやぎ北上商工会）

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、2018年に
「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された。

【営業】20：00〜21：00
（7月〜10月月1回程度）
【料金】町内イベント：大人（高校生以上）1,200円〜 小人（中学生以下）200円〜

【期間】毎年二月初午の日（2020年2月9日（日）
）

幼児（小学生未満）無料
町外イベント：星のソムリエガイドなど要相談

【料金】観覧無料
【交通】三陸自動車道三滝堂 IC から12.2km
【問い合わせ】☎0220・45・1516

【交通】道美幌 IC から29km
【問い合わせ】美幌峠、みどりの村などでの星空体験☎0152・73・5251

百段階段でひなまつり

（山形県／新庄商工会議所）

（茨城県／大子町商工会）

山形新幹線のターミナル駅、JR 新庄駅から徒歩3分の場所にあ
り、1周300m のコースでスノーモービル、
バナナボートが楽しめる
冬のアクティビティフィールド。大小様々なすべり台も乗り放題！
小さなお子様からお年寄りまで雪を存分に満喫できる。休憩室、ト
イレ完備で、赤ちゃん連れでも安心！
【営業】営業期間：1月〜2月土曜、日曜、祝日
10：00〜12：00、13：00〜15：00
【料金】2,000円
【交通】東北中央自動車道東根北 IC から40km
【問い合わせ】雪国ワンダーランド☎0233・22・2111

大子町本町通りにある十二所神社の参道、通称
「百段階段」に約
1000体の雛人形が飾られる。百段もの階段に雛人形が飾られるの
は他に例がなく、年に一度しか見られないその光景は、まさに壮観。
雛人形は階段を上りながら見ることができ、当日は湯茶や甘酒、
雛あられなどのおもてなしがある。
【期間／営業】毎年3月3日に一番近い日曜（2020年3月1
（日））／
9：00〜15：00
（雨天・荒天中止）
【料金】無料
【交通】常磐道那珂 IC から45km
【問い合わせ】大子町商工会☎0295・72・0191

奈良斑鳩ツーリズム Waikaru

天龍村の霜月神楽

（奈良県／斑鳩町商工会）

（長野県／天龍村商工会）

世界文化遺産『法隆寺』のあるまち斑鳩。1400年前と変わらぬ風景
『いかるがの里』でバギーに乗って
『法隆寺・法輪寺・法起寺』の三塔
巡り体験、ぽっくり寺で有名な吉田寺で朱印帳作り体験など、その他
の体験22プラン。
『学ぶ・遊ぶ・食べる・泊まる』が揃った『大人の修
学旅行』を楽しむことができる。

旧暦11月（霜月）に行われる神楽で国の重要無形民俗文化財。天竜
川の神聖な水をいただく湯立と組合わせて行われているため、湯立
神楽とも呼ばれる。例年1月3日に「
「向方のお潔め祭り」、1月4日に
「坂部の冬祭り」
、1月5日に「大河内の池大神社例祭」が行われ、どの
お祭りも新しい年の幸せを祈って夜を徹して行われる。

【営業／休み】9：00〜18：00／水曜
（祝日営業）

【問い合わせ】天照皇大神社／大森山諏訪神社／池大神社

【料金】バギー体験：4,000円／1名／2h ※各体験の料金は HP をご覧下さい。
【支払方法】VISA、MasterCard、Suica、ICOCA、PayPay、LINE Pay、
支付宝、
微信支付など
【交通】西名阪自動車道法隆寺 IC から3km
【問い合わせ】奈良斑鳩ツーリズム Waikaru ☎0745・75・8055

CAVE OKINAWA
気軽に楽しめる神秘の鍾乳洞
（沖縄県／うるま市商工会）

全長200m の本島中部最大級の鍾乳洞！数万年をかけて形成さ
れた数々の鍾乳石！ライトアップされた幻想的な空間は必見！子
供から大人まで気軽に洞窟探検気分を味わえちゃう！「大自然の神
秘」と
「非日常の世界」をぜひ体感して下さい！
※所要時間30分程度、
雨の日も OK ！予約不要！
【営業／休み】9：00〜17：30
（最終受付17：00）／年中無休
【料金】大人500円
（高校生以上） 子供300円（3歳以上）
【支払方法】JCB、VISA、MasterCard、PayPay など
【交通】高速道路石川 IC から車で5分
【問い合わせ】CAVE OKINAWA ☎098・964・4888
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☎0260・32・3206
（天龍村教育委員会）

くろしおの芸術祭
（鹿児島県／西之表市商工会）

海外や国内で活躍するアーティストを招聘し、地域の子供や住民
と共同で、各お店のシンボルやベンチ等の記念写真スポット作りを
2011年から行っている。2019年は10月30日から11月8日にかけて
芸術祭が行われる。過去の作品が街中に展示され、デザインの経緯
について店主と会話したり、かわいい写真を撮って SNS に投稿す
るのもおすすめ！！来年はくろしおの芸術祭10周年。
【問い合わせ】商店街内
☎0997・23・1141

※支払方法について、現金払いのみの施設・店舗等については記載しておりません。
詳細は問い合わせ先にご確認ください。5

特集コンテンツ

特集コンテンツ

美幌町は景勝地「美幌峠」を有し、美幌町内で最も星がキレイに見
える場所として有名。美幌峠では屈斜路湖と満天の星空が溶け合う
神秘的な景色に包まれ、自然の雄大さを感じることができる。星空ガ
イドとオホーツク唯一の星空ソムリエも一緒にガイドするイベント
も行われており、星空を見上げて宇宙を感じる体験ができる。

雪国ワンダーランド

各地の催し

地域のおすすめグルメ・特産品
●●●●●●●●●●

インスタ映え間違いなし

冬の味覚！糸魚川荒波あんこう

日本の絶景

上越市立水族博物館 うみがたり

（新潟県／糸魚川商工会議所）

（新潟県／上越商工会議所）

魅力① 飼育数世界一！マゼランペンギンを圧倒的な近さで体感できる。
魅力② 開放的な日本海テラスからは雄大な日本海と夕やけの空が
一望できる。
魅力③ 新潟県内初となるシロイルカの飼育。
魅力④ 海中トンネルはまるで海の中を歩いているような気分が味
わえる。
【営業／休み】9：00〜17：00
（季節や曜日によって変更あり）／年中無休
【料金】個人：大人1,800円

【問い合わせ】糸魚川市観光協会☎025・555・7344

高校生1,100円

小中学生900円

幼児500円

シニア1,500円
【支払方法】現金、クレジットカード
【交通】上越 IC より6km 程度（15分）
【問い合わせ】上越市立水族博物館うみがたり☎025・543・2449

かがの湯ぷりん

甲府の街中ワイナリー

（石川県／加賀商工会議所）

（山梨県／甲府商工会議所）

昔ながらの湯文化を加賀素材で作ったスイーツで届けるため、温
泉の泡をイメージした
「泡ぷりん」など定番5種を販売。原材料には
加賀市産の牛乳や卵の他、かぼちゃや棒茶のような地元特産品も積
極的に取り入れている。また “ 賞味期限5分 ” のキャッチコピーで
話題の
「泡泡泡ぷりん」
（数量限定）や
「湯けむりソフトぷりん」も店
頭限定で販売している。
【営業／休み】10：00〜17：00
（17：00以降はふるさと店内にて販売）／不定休
【料金】泡ぷりん／400円（税別）、
カスタードぷりん／350円
（税別）ほか
【支払方法】JCB、VISA など、
電子マネー
【交通】北陸自動車道片山津 IC から5km
【問い合わせ】かがの湯ぷりん（㈲カモデ）☎0761・76・5001

サドヤではワイナリー・地下セラーの見学ツアーを行っており、
約700坪に及ぶ醸造場・貯蔵庫の地下ワインセラーでは、樽貯蔵庫、
一升瓶貯蔵庫、貯蔵用タンク内部に設けた展示室など、ブドウ栽培、
ワイン造りに関する展示が見られる。熟成したワインを造るために
欠かせないワインセラーは時が止まったような空間。南ヨーロッパ
をイメージした、おしゃれな外観も自慢！
【営業／休み】10：00〜18：00
（飲食店は別）／無休（年末年始除く）
【料金】見学ツアーはお一人様1,000円（中学生以下無料）
【支払方法】現金、クレジットカード
【交通】中央自動車道甲府南 IC から10km
【問い合わせ】サドヤワイナリー☎055・251・3671

鯖街道名物 鯖寿し

別所温泉

（滋賀県／大津北商工会）

（長野県／上田商工会議所）

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

信州の鎌倉・塩田平の西側に位置し、古くは
「七久里の湯」と呼ば
れ枕草子にも登場したともいわれる信州最古の温泉。北条氏が別院
として使っていたことから
「別所」という名前がついたといわれ、肌
がなめらかになることから「美人の湯」とも呼ばれている。立ち寄り
湯として外湯の「石湯」
「大師湯」
「大湯」
、
日帰り温泉施設「あいそめの
湯」もある。

【営業／休み】10：30〜18：00
（売切れ次第閉店）／不定休
【料金】鯖寿し2,500円〜
【交通】湖西道路真野 IC から約22km
（約25分 R367沿い）
【問い合わせ】味処 花ひさ☎077・545・5761

日南一本釣りカツオ炙り重
（宮崎県／日南商工会議所）

宮崎県日南市は
「一本釣りカツオ」漁獲量日本一のまち。そのまま
食べてもおいしい日南の新鮮なカツオを、各店舗の味付けで漬けに
してあり、七輪でさっと炙って味わうことができる。締めには、お茶
漬けスタイルがオススメ。現在、日南市内10店舗と東京1店舗で提供
中しており、累計25万食を突破。令和2年には10周年を迎える。カツ
オの水揚げの無い1月は休み。
要予約。
【営業／休み】営業時間等は店舗により異なりますので、HP でご確認ください。
【料金】全店統一1,500円（税込）、替え皿：400円
（税込）
【交通】宮崎自動車道田野 IC から43km
【問い合わせ】港の駅めいつ 他10店舗☎0987・64・1581
URL：https://www.icchaga.net/aburi/
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【料金】ホームページに掲載
【交通】上信越自動車道上田菅平 IC から約17km
【問い合わせ】別所温泉観光協会☎0268・38・3510
URL：http://www.bessho-spa.jp/

大井川第一橋梁
（静岡県／島田市商工会）

大井川鐵道で活躍する蒸気機関車
（SL）を気軽に撮影できるス
ポットとして人気なのが「大井川第一橋梁」。アクセスも簡単で家族
連れでも SL の撮影ができます。すぐ近くには道の駅川根温泉や川
根温泉ホテルがあり、露天風呂からも橋梁を渡る SL を眺めること
ができる。
【交通】新東名高速道路島田金谷 IC から25km
【問い合わせ】大井川鐵道 大井川第一橋梁☎0547・45・4112
（大井川鐵道）

※支払方法について、現金払いのみの施設・店舗等については記載しておりません。詳細は問い合わせ先にご確認ください。7

特集コンテンツ

特集コンテンツ

荒波あんこうとは、10kg 以上の大物級のキアンコウのこと。
糸魚川は絶好の漁場であり、冬の日本海の激しい荒波に揉まれる
ため、肝が肥大化し、身が引き締まったあんこうが育つ。1年中水揚
げされるが一番おいしいのは12月〜3月で、あんこうの各部位は異
なる味わいがあり捨てるところがなく、冬の味覚として親しまれて
いる。
糸魚川市内では12月から「糸魚川荒波あんこうフェア」
を開催。

北海道・東北

❿

グルメ

催し

⓭ 五戸町商工会

アドヴィクスところカーリングホール…P.9

見所

特別純米酒いやすこ…P.21
牡蠣しょうゆ…P.21
松島紅爵かぼちゃタルト…P.21

⓮ 一戸町商工会

笹かまぼこ手焼き体験…P.22
松島の四季写真コンテスト…P.22

一戸まつり…P.16
萬代舘…P.16

❷ 湧別町商工会

新庄商工会議所

奥中山高原…P.16

屯田七夕まつり…P.9

❷

❸ 鷹栖町商工会

❶

とりもつのアヒージョ…P.22

❼

❸

たかすぎゅうカレー…P.9

雪国ワンダーランド…P.4

グルメ

催し

特産

温泉

見所

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）

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）
【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月31日〜 1 月 5 日）
【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

❹

❹ 陸別町商工会

体験

東海・北陸

東海・北陸

北海道

ふるさと銀河線りくべつ鉄道…P.10
銀河の森天文台…P.10

⓫

❺ 壮瞥町商工会

❻

壮瞥産りんご100％のアップルワイン…P.10

白鷹町商工会

❻ 栗山商工会議所
北海道の道央圏で暮らすくりやま暮らし体験
（移住・定住希望者対象）
…P.10

白鷹鮎まつり…P.22

松川町商工会
あじさい小路…P.22

宙を感じる、
美幌町での星空体験…P.4

『遠野物語』のオリジナルアニメを
見ることができる遠野市立博物館…P.17

道の駅 ぐるっとパノラマ美幌峠…P.11
峠の湯びほろ…P.11
YOGA CAMP BIHORO…P.11

南部曲り家に宿泊できる施設
たかむろ水光園…P.17

美幌峠 雲海…P.11

道の駅あぷた…P.12

伝承園…P.17
マニアックな遠野の楽しみかた
遠野旅の産地直売所…P.17

⓬

青森

⓭

❾ 室蘭商工会議所

⓰

秋田

岩手

しりべしアグリツーリズム…P.13
にしん小樽漬…P.13

⓬ 青森商工会議所
香りをまなぶ！元気になる！
あおもりアロマツアー
（くろもじ編）
…P.14

⓳

⓯

松尾鉱山…P.19
不動の滝…P.19

山形
宮城

米川の水かぶり
（来訪神行事

⓲

⓴

富久山町商工会
ふくやま夢花火…P.24

国見町商工会
奥山家住宅洋館・主屋…P.24
中尊寺ハス…P.24

福島

（

屯田七夕まつり

仮面・仮装の神々）
…P.5

⓳ 栗駒鶯沢商工会
栗駒特産物直売センター
「山の駅くりこま」…P.19
栗駒山麓ジオパークビジターセンター…P.19

⓴ 多賀城・七ヶ浜商工会

）（鹿）

（北海道／鷹栖町商工会）

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】7 月第 3 土曜、
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

牛

たかすぎゅうカレー

（北海道／湧別町商工会）

絶景 裏松島 を望む シチノカフェ＆ピザ…P.20
絶景 裏松島 を望む シチノリゾート…P.20
七ヶ浜うみの駅 松島湾海鮮市場 七のや…P.20

新青森名物 あおもり帆立小屋
「活ホタテひっかけ釣り体験付き
お食事セット」…P.14
十和田湖でスタンドアップ
パドルボード＆カヤック…P.15

⓱ 八幡平市商工会

【営業／休み】9：00〜17：00／
毎週月曜、祝日の翌日、年末年始（12月31日〜 1 月 5 日）
【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・3393

日本夜景遺産
なかやま雪月火…P.24

⓲ みやぎ北上商工会

「小樽美人」
シリーズ…P.13

浅虫温泉海山クア
（健康）
の道
ドイツ式健康ウォーキング…P.14

下郷町商工会

徳丹城跡…P.18

純米吟醸酒 徳丹城…P.18
本格焼酎ゆくたがり…P.19

旧堀切邸…P.23

【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
【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
【問い合わせ】サロマ湖ワッカ原生花園☎0152・54・3434

「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。

九州・沖縄

九州・沖縄

⓱

❿ 稚内商工会議所
⓫ 小樽商工会議所

国指定史跡

やはばおでん…P.18
純米吟醸酒 南昌山…P.18

鯖湖湯…P.23

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。

平田村商工会

⓰ 矢巾町商工会

⓮

茂庭っ湖 カヤックツアー…P.23

（北海道／きたみ市商工会）

ジュピアランド ひらた…P.24

煙山ひまわりパーク…P.18

日本遺産「北の産業革命『炭鉄港』」…P.12
国の指定名勝「ピリカノカ」−絵鞆半島外海岸…P.12

遠藤ヶ滝…P.23

（北海道／きたみ市商工会）

ところ遺跡の館

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。
【営業／休み】11：00〜21：00
（冬期は11：30〜）
／不定休
（カレーは土曜、日曜、祝日のみ提供）
【交通】道旭川鷹栖ICから 4 km
【問い合わせ】
やました
☎0166・87・5557

若柳金成商工会
くりでんミュージアム
（くりはら田園鉄道公園）
…P.20

のっけ丼…P.15
ノルディック・ウォークを楽しもう
！
〈温泉入浴・海鮮丼昼食付きウォーキング体験型プラン〉
…P.15
八甲田周辺自然散策…P.15
8

中国・四国

中国・四国

❽ 洞爺湖町商工会

気軽に登山・名倉山…P.23

飯坂町商工会

どぶろくに漬込んだジューシーな
鶏肉「どぶろく唐揚げ定食」…P.17

LIFE IN BIHORO…P.11

最北稚内フットパス
（まち歩き、
山歩きコース）
…P.13

大玉村商工会

⓯ 遠野商工会

BIHORO BASE
（美幌マルシェ）
…P.10

サロマ湖ワッカ原生花園

関西

関西

❺
❽
❾

❼ 美幌商工会議所

山岳喫茶…P.12
洞爺湖越後屋…P.12

関東・甲信越

関東・甲信越

サロマ湖ワッカ原生花園…P.9
ところ遺跡の館…P.9

温泉

利府松島商工会

青森シャモロック…P.16
株式会社菊駒酒造…P.16

❶ きたみ市商工会

特産

北海道・東北

北海道・東北

体験

加美商工会
蕎麦 りぞう庵…P.20
株式会社 ＪＡ加美よつばラドファ…P.21
仙台味噌醤油蔵元 今野醸造…P.21
※支払方法について、現金払いのみの施設・店舗等については記載しておりません。
詳細は問い合わせ先にご確認ください。9

グルメ

催し

特産

温泉

見所

体験

ふるさと銀河線りくべつ鉄道

道の駅 ぐるっとパノラマ美幌峠

（北海道／陸別町商工会）

（北海道／美幌商工会議所）

廃線を利用して本物の気動車の運転体験（ 3 コース）
ができる。駅構内では、乗車体験、1 周400mの足こぎ式トロッコ、北海道
最古の転車台や古い車両庫などもあり鉄道遺産施設見学も可能。
【料金】運転体験Sコース2,000円、トロッコ300円など
【交通】道東自動車道足寄ICから40km
【問い合わせ】
ふるさと銀河線りくべつ鉄道
☎0156・27・2244

北海道の道央圏で暮らす
くりやま暮らし体験
（移住・定住希望者対象）
（北海道／栗山商工会議所）

栗山町は北海道の道央圏に位置しており、札幌、小樽、旭川
などに移動するにはとても便利な場所。栗山町への移住・定住
希望者には、
自然美あふれる四季折々を体験してもらうため、
一定の期間、家具、電化製品などが完備された移住体験施設
（長期ステイ型施設）の提供および滞在中の生活のサポートを
している。
【営業】通年
【料金】1 ヶ月54,000円〜180,000円
（ 1 施設） ※お問い合わせください
【問い合わせ】くりやま移住促進協議会
☎0123・73・7521
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【営業／休み】10：00 〜 22：00（21：45までの入浴）
／

YOGA CAMP BIHORO
（北海道／美幌商工会議所）

【料金】大人（中学生以上）500円
（税込）
、
子供
（ 4 歳〜小学生）
250円
（税込）
【交通】道美幌ICから 7 km
【問い合わせ】峠の湯びほろ☎0152・73・2121
URL：http://www.tougenoyu.com/index.html

美幌峠 雲海
（北海道／美幌商工会議所）

美幌峠で開かれるYOGAフェスティバル。日本最大のカル
デラ湖
「屈斜路湖」を眼下に望みながら、美幌の自然とひとつ
になるヨガが体験できる。参加延べ人数約500名〜800名。年
齢・性別不問で、北海道外からも多くの観光客が参加してい
る。北海道グルメを楽しみながら都会の喧騒を忘れ、至高のリ
ラクゼーションが堪能できる。
【営業】毎年 8 月最終土曜、日曜
【料金】クラス受講料1,500円〜 お得なプランもご用意しております。
【交通】道美幌ICから 5 km
【問い合わせ】美幌峠・美幌
町民会館・みどりの村など
☎0152・73・5251

美幌峠から見る屈斜路湖を覆う雲海は、奇跡的な自然環境
が作り出す、大自然の神秘。雲海から昇る日の出は息を吞むほ
どの絶景。人工物などもほとんどなく、360度見渡す限りの雲
海は、
一生に一度の体験になること間違いなし。
【営業】見頃時期：6 月〜 8 月（早朝 4 時〜 8 時頃）
※通年で体験可能。
【料金】無料（1Fは売店コーナー、2Fは展望台休憩所）
【交通】道美幌ICから29km
【問い合わせ】
美幌峠 雲海
☎0152・75・0700

【営業／休み】9：00〜17：30／11月16日〜 3 月31日まで毎週火曜
【料金】1,500円
（税別）
【交通】道央道伊達ICから13km

九州・沖縄

九州・沖縄

【問い合わせ】銀河の森天文台☎0156・27・8100

丸太材を梁に
使った全道一の
大ドーム風呂。デ
ザインが異なる
二つの浴室があ
り、男女日替わり
で 楽 し め る。ま
た、男女湯それぞれに屋外露天風呂があり、季節感を味わいな
がら温泉を満喫できる。そのほか漢方薬湯など数種類のお風
呂と、お身体が不自由な方のための浴室を備えている。

【問い合わせ】そうべつ情報館I内 農産物直売所サムズ☎0142・66・3600

BIHORO BASE
（美幌マルシェ）
（北海道／美幌商工会議所）

美幌町の特産物や地産品を町内外へ魅力的に発信するため
の美幌阪マルシェ「BIHORO BASE」
。美幌のイイものが集ま
り、ゆったりとしたオシャレな日曜日を町内町外を問わず、い
ろいろな人が楽しめる。赤いテントが目印。美容と健康をテー
マに近隣市町村からも多く出店している。
【営業】9：00 〜 13：00
（ 6 月〜10月毎月第 1 日曜）
【料金】各個店によって異なります。
イベント平均予算：1,000円〜1,500円
【交通】道美幌ICから 3 km
【問い合わせ】
BIHORO BASE
（美幌マルシェ）
☎0152・73・5251

中国・四国

中国・四国

【営業／休み】4 月〜 9 月 14：00〜22：30、
10月〜 3 月 13：00〜21：30／
月曜、火曜
（GWやお盆は特別開館）
【料金】大人 昼間：300円 夜間：500円 小人 昼間：200円 夜間300円
年間パスポート 大人：1,000円 小人：600円
【交通】道東道足寄ICから40km

町内の農・商・観光業者
が企画した、洞爺湖周辺の
風土や有珠火山の恵みを
受けて育った、壮瞥産つが
るりんご100%のアップル
ワイン。
アルコール分9％とや
や甘口で、ほんのりとした
りんごの香りと甘みが感
じられる非発泡性ワイン。姉妹品には壮瞥産りんご100％の
発泡性のシードル（スイート・ドライ）とノンアルコールのス
パークリングアップルジュースもあるので。ぜひご賞味を！

峠の湯びほろ

関西

関西

一般公開型天文台としては日
本最大級の反射望遠鏡を備え、
明るい星であれば昼間でも観察
でき、望遠鏡のダイナミックな
動きに驚かされる人も多い。天
文台スタッフの説明も丁寧で定
評があり、オーロラを観測した
こともある陸別ならではの展示物やオーロラ発生装置があ
る。子供向けの図鑑から専門雑誌まで備えたこあがりの図書
コーナーもアットホームな雰囲気が人気。

（北海道／壮瞥町商工会）

見所

東海・北陸

東海・北陸
（北海道／陸別町商工会）

壮瞥産りんご100％のアップルワイン

温泉

毎月第 2 水曜（祝日の場合は翌日木曜休館）

9：00〜18：00、

11月〜 4 月下旬 9：00〜17：00／年末年始
（12月31日〜 1 月 3 日）
【料金】入場無料
【交通】道美幌ICから29km
【問い合わせ】道の駅 ぐるっとパノラマ美幌峠☎0152・75・0700

銀河の森天文台

特産

（北海道／美幌商工会議所）

阿寒摩周国立公
園に位置する景勝
地「美幌峠」は、
360度に広がるパ
ノラマと屈斜路湖
が混ざり合う景色
が息を吞むほど美
しく、神秘的。ま
た、美幌峠の頂上
は絶好のフォトスポットで、とりわけ、朝の雲海と夜の星空の
絶景は特にすばらしい。
【営業／休み】4 月下旬〜10月

催し

関東・甲信越

関東・甲信越

【期間／営業／休み】4 月下旬〜10月下旬／9：00〜16：30
（受付16時まで）／火曜、水曜

グルメ

北海道・東北

北海道・東北

体験

LIFE IN BIHORO
（北海道／美幌商工会議所）

“LIFE IN BIHORO”は、
「ヨガ」
「カフェ」
「スケートパーク」
「スパ」を通じて、健康的なライフスタイルとコミュニティを創造
し、美しい山や湖など美幌町周辺の豊かな自然資源を活用した、アウトドアフィットネスも展開している。北海道最安最大級の
ヨガスタジオや屋内パーク場を有し、源泉温泉も魅力。屋内スケートパークやカフェも併設されている。
【営業】10：00〜22：30
【料金】温泉：大人400円、ヨガ：初回1,500円、会員3,500円〜
【支払方法】JCB、master、
VISA、交通系など
【交通】道美幌ICから 2 km
【問い合わせ】LIFE IN BIHORO
☎0152・73・1992
URL：http://lifeinbihoro.com/

※支払方法について、現金払いのみの施設・店舗等については記載しておりません。詳細は問い合わせ先にご確認ください。11

グルメ

催し

特産

温泉

見所

体験

道の駅あぷた

山岳喫茶

（北海道／洞爺湖町商工会）

自家焙煎珈琲の小さな喫茶店。
自家製パンのサンドイッチやカレー、グラタン、ケーキも手
作りしており、珈琲豆の販売もしている。
【営業／休み】10：00〜18：00
（L.O17：00）
／木曜
【料金】飲み物400円〜、食事800円〜、セット料金あり
【支払方法】現金、QR決済
【交通】道央道洞爺湖ICから 5 km
【問い合わせ】
山岳喫茶
☎0142・82・4536

9：00〜18：00、
9：00〜17：00／年末年始

温泉

見所

しりべしアグリツーリズム
（北海道／小樽商工会議所）

「さくらんぼ」
「プルーン」
「ワイン用ブドウ」
など後志の特色
ある旬の農産物をテーマに、生産者から直接学べる体験とグ
ルメを組み合わせたバスツアー。
小樽を出発して余市・仁木な
どの畑や農業施設を巡り、
小樽のワイナリーを訪問する。後志
産の食材にこだわっている厳選されたレストランで使える
クーポン付き。
【期間／営業／休み】7 月〜10月／10：00〜18：00／火曜
【料金】要問合せ（バス代、農園訪問、食事代、込み）
【問い合わせ】NPO法人ワインクラスター北海道☎0134・64・5581

【料金】お問い合わせください

東海・北陸

東海・北陸

4 月〜10月

「フットパス」とは、地域に昔からある、ありのままの風景を
楽しみながら歩く、つまり【Foot】ができる小径（こみち）
【Path】
のこと。稚内市には、周氷河地形と風車群を歩く「宗谷
丘陵コース」、稚内の文化と歴史の道「稚内公園コース」、稚内
市街地から海沿いの道を歩く「ノシャップ岬コース」など多く
のコースがある。
事前の申込みが必要。詳しくは稚内観光協会
まで。

特産

【営業／休み】春〜秋（設定日についてはご相談ください）

【営業／休み】
11月〜 3 月

（北海道／稚内商工会議所）

催し

【問い合わせ】稚内観光協会☎0162・24・1216

【支払方法】VISA、
JCB、LINEPay、
AliPay、
iD、WAON、nanaco、
楽天Edy
【交通】道央道虻田洞爺湖ICから 5 km
【問い合わせ】道の駅あぷた
☎0142・76・5501

日本遺産「北の産業革命『炭鉄港』」

（北海道／洞爺湖町商工会）

（北海道／室蘭商工会議所）

北海道空知地方と室蘭市、小樽市に点在する、炭鉱、
鉄鋼業、
鉄道、港湾にまつわる産業遺産を構成文化財とし、2019年 5
月に「本邦国策を北海道に観よ！北の産業革命『炭鉄港』
」が日
本遺産に認定された。
室蘭市では、鉄鋼業と鉄道、港に関する産業遺産 8 件が構成
文化財に認定。中でも道内最古の木造駅舎「旧室蘭駅舎」の隣
にはこの秋、蒸気機関車D51-560号機が登場。
8：00〜19：00、
11月〜 3 月

8：00〜17：00／

国の指定名勝「ピリカノカ」−絵鞆半島外海岸
（北海道／室蘭商工会議所）

室蘭市には先住民族アイヌの伝説・伝承とそれに由来する地名が多く、中でも特に風光明媚な 4 箇所は国の指定名勝
「ピリカノ
カ」
に指定されている。アイヌ語で「親なる断崖」を意味するポロ・チケウエが訛って名付けられた地球岬、アザラシの岩を意味す
るトッカリショ、海鳥の家を意味するマスイチセから名付けられたマスイチ浜、食料をとる入江を意味するハルカラモイなど、
いにしえのアイヌに想いをはせる景勝地がいっぱい。

にしん小樽漬

「小樽美人」シリーズ

（北海道／小樽商工会議所）

（北海道／小樽商工会議所）

小樽商工会議所のプロジェクトから生まれた地域ブランド
商品。
明治初期から大正時代にかけて小樽の繁栄を支え、歴史
的に深い関わりを持っている「にしん」を、小樽市内の水産加
工業者 7 社が、北海道産にしん、数の子、昆布を使用するなど
の基本ルールのもと、
各社それぞれの伝統技術を駆使して、現
代風にアレンジした生珍味。地元民に愛される“本物の味”を
追求した逸品。
【営業／休み】8：50〜17：50／土曜、
日曜、祝日
【問い合わせ】小樽商工会議所☎0134・22・1177

小樽商工会議所のプロジェクトと地元企業が企画・製造し、
“女性のうれしいを叶える”をコンセプトにした地域ブランド
商品。
後志
（しりべし）
地域の一次産品の活用を基本とし、梅や
アロニアなど果実を使ったリキュール酒や、女性酒造技能士
たちが米作りから携わった純米吟醸酒、
さらに、
りんごを使っ
た「和クレープ」
、ラズベリーを使った
「生どら焼」
、いちごを
使った
「花ごろも」といったスイーツを商品化し、大正ロマン
をイメージした女性キャラクターを配した統一的なパッケー
ジでシリーズ化、
商品展開を続けている。
【営業／休み】8：50〜17：50／土曜、
日曜、
祝日
【問い合わせ】小樽商工会議所☎0134・22・1177

【料金】入場無料
【交通】道央自動車道室蘭ICから約14km
【問い合わせ】地球岬展望台 ほか

12

※支払方法について、現金払いのみの施設・店舗等については記載しておりません。
詳細は問い合わせ先にご確認ください。13

九州・沖縄

九州・沖縄

【営業／休み】4 月〜10月
1 月 1 日のみ
【料金】入場無料
【交通】道央自動車道
室蘭ICから約 9 km
【問い合わせ】
（一社）室蘭観光協会
☎0143・23・0102

中国・四国

中国・四国

【営業／休み】9：00〜20：30
（季節により変動あり）
／
4 〜11月無休、
12〜 3 月不定休
【支払方法】JCB、
VISA、
MasterCard、
WAON、
WeChat Pay、
Alipayなど
【交通】道央道
虻田洞爺湖ICから 5 km
【問い合わせ】洞爺湖越後屋
☎0142・75・2158

関西

関西

洞爺湖越後屋
北海道のお土産、
日本のオ・ミ・ヤ・ゲ、洞爺湖のおみやげを
豊富に取り揃えている「おみやげ」のワンダーランド！なかで
もオリジナル商品に力を入れており「洞爺湖越後屋まんぢう」
（600円）や「洞爺湖越後屋金平糖缶」
（500円）は大変人気です
がココはやはり木刀の聖地、越後屋印の「洞爺湖木刀」は日本
は北海道から沖縄、また海外のお客様までコレを求めに世界
中からやって来る！

関東・甲信越

関東・甲信越

1 年を通し提供している
「うに丼」
（1,900円）
は地物や道内産
の新鮮な
「ウニ」
を一折まるごと使用し、ボリュームたっぷり！
お米は洞爺湖町産米を使用し、前浜で揚がったホタテの稚貝
の味噌汁がセットになった「うま
いもの満載」の一品。食堂からは
噴火湾のパノラマが一望でき、美
しい景色を見ながら食べる食事
は最高、天気の良い日は夕日がと
てもきれいな道の駅。

最北稚内フットパス
（まち歩き、山歩きコース）

（北海道／洞爺湖町商工会）

グルメ

北海道・東北

北海道・東北

体験

グルメ

催し

特産

温泉

見所

浅虫温泉海山クア（健康）の道 ドイツ式健康ウォーキング
（青森県／青森商工会議所）

【営業】5 月 1 日〜10月31日
【料金】1,500円
（昼食付）
【問い合わせ】
あおもりクア（健康）ガイド協会
☎017・752・3250

十和田湖で
スタンドアップパドルボード＆カヤック
（青森県／青森商工会議所）

澄んだ水の十和田湖で、サーフボードの上に立ったまま乗
り、オールを使って漕いで楽しむスタンドアップパドルボー
ド
（通称：SUP）と、座ってダブルブレードパドルで漕ぎ進む
カヤックが体験できる。
【営業】7 月 1 日〜 9 月30日

グルメ

催し

特産

温泉

見所

のっけ丼
（青森県／青森商工会議所）

「のっけ丼」とは、どんぶりご飯に青森魚菜センター内のお
店に並ぶお好みの刺身や惣菜などをのっけて作る自分だけの
オリジナル丼ぶり。食事券を購入したら、のっけ丼のスター
ト！まずはどんぶりご飯を手に取り、市場内のお店をまわっ
てお好みの具材をご飯の上にのせてもらう。のっけ丼が完成
したら、場内の休憩所で食べられる。
【営業／休み】通年 7：00〜16：00（ご飯が無くなり次第終了）
／

【料金】8,000円

毎週火曜、1 月 1 日、1 月 2 日

【問い合わせ】八甲田山荘☎017・728・1512

※臨時休業あり

【料金】食事券 750円券、1,500円券
【問い合わせ】株式会社のっけ丼☎017・763・0085

関東・甲信越

関東・甲信越

ドイツ式健康ウォーキングは、ドイツのクアオルト（森林や温泉などの自然を利用して治療・養生を行う、長期滞在型の保養
地）で行われている手法を取り入れた、健康づくりに役立つ運動効果の高いウォーキング。専門ガイドが心拍数を計測しながら、
個人の体力に合った運動強度で、疲労回復のストレッチやストレス解消のヨガを提供。ゆっくりと森林公園や砂浜などの自然あ
ふれるコースを歩く。

体験

北海道・東北

北海道・東北

体験

東海・北陸

東海・北陸

関西

関西

香りをまなぶ！元気になる！あおもりアロマツアー（くろもじ編）
（青森県／青森商工会議所）

疲労回復に役立つとして古くから活用されている、あおもりくろもじの香り。その 1 滴
に込められた自然の豊かさや生産者の想いを知るツアー。浅虫温泉は自然療法の宝庫
で、アロマセラピー講座やクアウォーキング体験、歴史ある温泉などが楽しめる。からだ
とこころをリフレッシュしたいすべての方におすすめ！

ノルディック・ウォークを楽しもう！
〈温泉入浴・海鮮丼昼食付き
ウォーキング体験型プラン〉
陸奥湾からの潮風が漂う、森林浴の森 日本100選にも選
ばれた遊歩道の木漏れ日の中で、全日本ノルディック・ウォー
ク連盟公認指導員のサポートのもと、身体に優しいウォーキ
ングが楽しめる。ウォーキングの後は温泉で身体を癒やし、海
の幸を食することもできる。

新青森名物“あおもり帆立小屋” 「活ホタテひっかけ釣り体験付きお食事セット」
（青森県／青森商工会議所）

「活ホタテのひっかけ釣り体験（ 1 回 2 分間釣り放題）」に、
「ホタテ海鮮丼」、
「りんごジュース」のついた、お食事セット。活ホタ
テのひっかけ釣りは、専用のひっかけ竿を使用して、店内に設置されたイケスの活ホタテが 2 分間釣り放題。釣ったばかりの新鮮
な活ホタテは、浜焼き、刺身に調理してもらい、その場で味わえる。

（青森県／青森商工会議所）

酸ヶ湯温泉のプロのツアーガイドが、高山植物が咲き乱れ
る湿原、八甲田の伏流水が大量に湧き出ているグダリ沼など
旬の絶景ポイントや、明治35年の雪中行軍遭難の地を巡る
コースにご案内する八甲田満喫ツアー。出発時間は9：00と
13：00の 2 コースのみとなっている。
【営業】6 月上旬〜10月下旬
【料金】大人3,500円 小学生2,500円
【問い合わせ】酸ヶ湯温泉☎017・738・6400

【営業】4 月 1 日〜 6 月30日
【料金】大人2,500円 子ども（小学生）1,800円 幼児
（ 3 歳〜未就学児）無料
（食事なし）
【問い合わせ】株式会社南部屋旅館☎017・752・4411

【営業／休み】通年／12月31日、1 月 1 日
【料金】1,500円
（大人・子ども）
【問い合わせ】株式会社DENフードスペシャル☎017・752・9454

14

※支払方法について、現金払いのみの施設・店舗等については記載しておりません。
詳細は問い合わせ先にご確認ください。15

九州・沖縄

九州・沖縄

（青森県／青森商工会議所）

八甲田周辺自然散策

中国・四国

中国・四国

【営業】6 月 1 日〜10月20日
【料金】25,000円
【問い合わせ】株式会社また旅くらぶ☎017・752・6705

グルメ

催し

特産

温泉

見所

青森シャモロック
（青森県／五戸町商工会）

株式会社菊駒酒造
（青森県／五戸町商工会）

五戸の風土を醸し、飲み続けても飽きず、菊駒らしく地域の
食材に寄り添うような酒造りを大切にしている。
【営業／休み】8：00〜17：00／土曜、
日曜、祝日
【問い合わせ】株式会社菊駒酒造☎0178・62・2323

【営業／休み】10：00〜18：00／月曜、
年末年始

グルメ

催し

特産

温泉

見所

『遠野物語』のオリジナルアニメを見ることができる
遠野市立博物館
（岩手県／遠野商工会）

『遠野物語』
の世界をジオラマや豊富な実物資料、最新の映像展示で紹介している。
河童やザシキワラシ、天狗や山の神など『遠野物語』の不思議な話を映像や資料で見
ることができる。大画面のシアターでは、当館でしか見れない「水木しげるの遠野物
語」や「ザシキワラシ」のアニメが人気。触れることができる展示やタッチパネル式の
映像展示は子供から大人まで楽しめる。
【営業／休み】9：00〜17：00
（入館受付〜16：30）
／

【支払方法】楽天ペイ、LINE Pay、
PayPay

5 月〜10月

【交通】八戸自動車道八戸北
ICから18km

月末日、11月〜 3 月

月曜、月末日、年末年始

※月曜が祝日および月末日が日曜・祝日の場合は開館、
資料特別整理日…11月24日〜30日・1月28日〜31日
【料金】一般310円 高校生以下160円
【交通】釜石道遠野ICから2.7km

青森シャモロック直売所

東海・北陸

東海・北陸

【問い合わせ】

【問い合わせ】遠野市立博物館☎0198・62・2340

☎0178・61・1511

南部曲り家に宿泊できる施設
たかむろ水光園

（岩手県／一戸町商工会）

毎年 8 月最終金〜日曜日に、岩手県北地区で最も早く開催される秋祭り。神輿や風流山
車、県指定無形民俗文化財の根反の鹿踊りなど郷土芸能が披露される。また、山車は南部
風流山車の形態を伝える物で、各山車組が全てを手づくりしている事が最大の特徴。中
日には、夜間運行と流し踊りが行われる。

（岩手県／遠野商工会）

「水と光の憩いのオアシ
ス」をテーマに、遠野の美
しい自然を再現。太陽熱や
チップボイラーを活用し
た自然に優しい施設。庭園
の散策はもちろん、食事や
釣り、
「トロン温泉」も楽し
める。
宿泊設備も完備。各種宴会・会食、合宿等の受け入れも
可。一棟貸切の『南部曲り家』は宿泊ができ、昔話も聴くことが
できる
（要予約）。曲り家付近の夜は隠れた絶景。

【営業】11：00〜16：00
【料金】1,050円
【交通】
釜石道
遠野ICから13km
【問い合わせ】
遠野ふるさと村
レストラン
☎0198・64・2300

【問い合わせ】遠野たかむろ水光園☎0198・62・2834・2839
（2834）

（岩手県／一戸町商工会）

萬代舘は、明治42年に人形芝居小屋として創業。映画が大
衆娯楽として絶頂期を迎えていた昭和31年に現在の建物に
改築された。
現在でも映画祭や寄席、
ライブなどが行われてい
る。
平成30年に展示場が完成し、萬代舘と併せて使用可能。
【交通】東北自動車道一戸ICから1.9km
【問い合わせ】萬代舘
☎0195・33・2111
（一戸町商工観光課）
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奥中山高原
（岩手県／一戸町商工会）

肌がすべすべになる天然温泉の朝朱の湯と煌星の湯があ
る。また奥中山高原スキー場が隣接し、周辺には県立児童館
「いわて子どもの森」
や釣り堀、観光天文台などがあり、
年間を
通して大自然の中でアウトドアが楽しめる。朝朱の湯の前に
ある「ジェラートショップ雪あかり」は地元の牛乳や果物をふ
んだんに使い、大人気！
【営業／休み】ホームページに掲載
【料金】ホームページに掲載
【支払方法】VISA、JCB、
auPAY、Origami Pay、メルペイ、LINE Pay、
ゆうちょPay、d払い
【交通】八戸自動車道
一戸ICから26.2km
【問い合わせ】奥中山高原㈱
☎0195・35・3131
URL：http://www.
okunakayamakogen.jp/

伝承園

マニアックな遠野の楽しみかた
遠野旅の産地直売所

（岩手県／遠野商工会）

遠野のかつての農家の生活様式を再現。国指定重要文化財
の曲り家「菊池家住宅」の囲炉裏で昔話を聞く事が出来る（ 1
週間前までの予約が必要）
。ま
た遠野で信仰されている『オ
シラサマ』を1000体祀ったオ
シラ堂もある。
【営業／休み】9：00〜17：00
（但し入
園は午後 4 時30分まで）
／無休
【料金】一般330円
小中高校生220円
【交通】釜石道遠野ICから6.5km
【問い合わせ】伝承園
☎0198・62・8655

（岩手県／遠野商工会）

遠野旅の産地直売所では、今までとはちょっと違う観光の
楽しみ方がある。市街地では案内付きで、遠野のおもしろい
人・場所・暮らしの発見ができ、農村部では普段味わえないフ
レッシュな体験や癒しの空間に入り込み、遠野の自然に触れ
ることができる。ガイドブックには載っていない、
そして遠野
旅の産地直売所でしか手に入らないアクティビティをぜひ！
【営業／休み】9：30〜16：00／
火曜、水曜
【料金】まちぶら：400円〜
農家民宿：7,000円
（税別）〜
【交通】
釜石道遠野ICから 3 km
【問い合わせ】
遠野旅の産地直売所
☎0198・66・3543

※支払方法について、現金払いのみの施設・店舗等については記載しておりません。
詳細は問い合わせ先にご確認ください。17

九州・沖縄

九州・沖縄

【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）
【料金】一般330円 小中学生230円 入浴料：一般550円 小中学生330円
【交通】釜石道遠野ICから9.8km

遠野ふるさと村ビジターセンター内にあるレストランのオ
リジナルメニュー。
どぶろくに漬込んだ鶏肉を使った、
ボリューム満点で、柔ら
かくジューシーな唐揚げが大好評！

中国・四国

中国・四国

【交通】八戸自動車道一戸ICから 2 km
【問い合わせ】
☎0195・33・2111
（一戸町商工観光課）

（岩手県／遠野商工会）

どぶろくに漬込んだジューシーな鶏肉
「どぶろく唐揚げ定食」

関西

関西

一戸まつり

萬代舘

関東・甲信越

関東・甲信越

青森県産地鶏「青森シャモロック」は、旨味たっぷりの出汁
と適度な歯ごたえが評判で遠方から来店する人も。直売所で
はお得に購入でき、
精肉やスイーツ以外に、店内で揚げた青森
シャモロックの唐揚げや青森シャモロックの出汁たっぷりの
ラーメンを味わうこともできる。毎月第 2・4 土曜日は特売日
となっており、
多くのお客様で賑わう。

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

体験

煙山ひまわりパーク

本格焼酎ゆくたがり

（岩手県／矢巾町商工会）

【交通】東北自動車道矢巾スマートICから1.8km
【問い合わせ】矢巾町産業振興課
☎019・611・2605

特産

温泉

見所

（岩手県／八幡平市商工会）

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。

明治初期に発見された松尾鉱山。
大正 3 年（1914）
、松尾鉱
業株式会社が設立され、最盛期には
「東洋一の硫黄鉱山」と呼
ばれるまでの生産高を誇った。そして現在、
松尾鉱山跡地は自
然を取り戻し、
動植物が育つ豊かな地になっている。
大自然と繁栄の跡地のコントラストは八幡平ならではの景
色である。
【料金】無料

【営業／休み】10：00〜21：00／

関東・甲信越

関東・甲信越

【期間】8 月中旬が見ごろ

催し

松尾鉱山

（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。

グルメ

北海道・東北

北海道・東北

体験

毎月第 3 火曜、
年末年始

東海・北陸

東海・北陸

【料金】1,550円／720ml
【問い合わせ】
「南昌の湯」矢巾町国民保養センター
☎019・697・2310

（岩手県／矢巾町商工会）

【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
【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

（岩手県／矢巾町商工会）

地元産野菜と天然だしにこだわった「やはばおでん」。だし
で煮込むことで塩分を控えめにでき、日本一健康なまちを目
指す矢巾町の新たな特産品。夏には「冷やしおでん」も提供し
ている。
【問い合わせ】創作和食あかり☎019・611・2288
エコレストランあいのの☎019・681・0304
「南昌の湯」矢巾町国民保養センター☎019・697・2310
矢巾町産業振興課☎019・611・2605

不動の滝

栗駒特産物直売センター「山の駅くりこま」

（岩手県／八幡平市商工会）

（宮城県／栗駒鶯沢商工会）

【料金】無料

純米吟醸酒 南昌山
（岩手県／矢巾町商工会）

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】1,650円／720ml
【問い合わせ】
「南昌の湯」矢巾町国民保養センター
☎019・697・2310
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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】1,570円／720ml
【問い合わせ】
「南昌の湯」矢巾町国民保養センター
☎019・697・2310

宮城県北部、栗原市。その肥沃な土壌から生産される食材は
どれも品質が高く、日本で初めて養殖に成功したといわれる
「いわな」、
「高原野菜」をはじめ、日本一の生産量を誇る「パプ
リカ」や冬の厳しい環境で育つ「伊豆沼れんこん」
などが有名。
山の駅くりこまでは農産物、加工品、
お土産品などを豊富に取
り揃えている。
【営業／休み】9：30〜18：00／年中無休
（年始 1 月 1 日のみ休み）
【料金】入場料無料
【支払方法】VISA、
MasterCard、
JCB、
PayPay
【交通】東北自動車道
若柳金成ICから10.2km
（車で
約15分）
／東北自動車道築館IC
から17.6km
（車で約30分）
【問い合わせ】栗駒特産物直売
センター「山の駅くりこま」
☎0228・24・8161

栗駒山麓ジオパークビジターセンター
（宮城県／栗駒鶯沢商工会）

平成20年岩手・宮城内陸地震で発生した多数の山地災害。何度も発生してきた河川の氾濫や冷害。たくさんの自然災害と向き
合い、知恵をあわせ、工夫を繰り返してきた先人たちの営みがこの地域に豊かさと多様な文化を育んできた。栗駒山麓ジオパー
クではこの経験を未来へ伝えるため、栗駒山麓の地形・景観を教育、学術研究、観光、
防災などに活用し、持続可能な地域づくりを目指す活動拠点である。
【営業／休み】3 〜11月 9：00〜17：00、
12〜 2 月 9：00〜16：00／
火曜（祝日の場合は翌平日）、
年末年始（12月29日〜 1 月 3 日）
【料金】入場料無料
【交通】東北自動車道若柳金成ICから車で約30分、
東北自動車道築館ICから車で約40分、
JRくりこま高原駅から車で約40分
【問い合わせ】
栗駒山麓ジオパークビジターセンター
☎0228・24・8836

※支払方法について、現金払いのみの施設・店舗等については記載しておりません。
詳細は問い合わせ先にご確認ください。19

九州・沖縄

九州・沖縄

名勝「不動の滝」はその昔「滝不動」と呼ばれていたが、明治
3 年の神仏仕分の令で本社の不動明王像を別の場所に移し、
人の罪やけがれを海に運び去る「瀬織津姫」を新たに祀り、翌
年「桜松神社」に改称し現在に至る。神社境内には 2 本の楓の
木が途中でつながることから恋愛成就のご利益がある「縁結
びの木」や雪の積もり具合から豊作を予知する「お供え石」
、つ
ららの大きさ
や太さによっ
て豊凶を占う
「岩祠の薬師
様」などの見
所スポットも
多い。

中国・四国

中国・四国

「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。

やはばおでん

関西

関西

国指定史跡 徳丹城跡

グルメ

催し

特産

温泉

見所

体験

絶景“裏松島”を望む シチノカフェ＆ピザ

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）

【営業／休み】7：00〜20：00
（水曜は8：00〜18：00）
／不定休
【料金】コーヒー等300円〜、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】
☎022・349・7001

【営業／休み】チェックイン：15：00〜

チェックアウト：10：00／不定休

特産

温泉

見所

株式会社 JA加美よつばラドファ
（宮城県／加美商工会）

「無菌包装米飯」を製造販売。特徴は米どころ宮城県大崎地方、ササニシキ発祥の地域の農家が、苗作りから稲刈りまで丹精込
めて育てたひとめぼれ、だて正夢、金のいぶき等のコメを原料にガスの直火炊きで究極のおいしさを追求していること。また
「無
菌包装米飯」は脱酸素剤を用いず、純粋にお米だけを炊いた無添加のごはん。
【営業／休み】8：30〜17：00／土曜、
日曜、祝日
【支払方法】JCB、
VISA、
MasterCard、
Suica、
ICOCA、Edy、
iD、PayPay、
Alipay
【交通】東北自動車道古川ICから10km
【問い合わせ】株式会社JA加美よつばラドファ☎0229・63・5911

【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

東海・北陸

東海・北陸

シチノカフェ＆ピザ

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で、夏には松島
湾クルージングやマリンスポーツ、
BBQも楽しめる。

催し

仙台港北ICから10.2km
【問い合わせ】シチノホテル
☎022・349・7001

仙台味噌醤油蔵元 今野醸造

（宮城県／多賀城・七ヶ浜商工会）

（宮城県／加美商工会）

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。
浜焼きコーナーではアンテナショップで購入した食材をその場で味わうこともできる。

（宮城県／利府松島商工会）

明治36年創業の本場仙台みそ醤油蔵元。のどかな田んぼに
囲まれた工場にてベストな食べ頃の味噌や醤油、味噌パウ
ダーなどの様々な調味料を販売しており、有名シェフも愛用
する本格派の味わいが楽しめる。
【営業／休み】9：00〜17：00／日曜、
祝祭日
【交通】東北自動車道三本木スマートICから 6 km
【問い合わせ】有限会社今野醸造☎0229・63・4004

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）

くりでんミュージアム
（くりはら田園鉄道公園）
（宮城県／若柳金成商工会）

「くりでん」
の愛称で親しまれ、2007年に廃線となったくりは
ら田園鉄道の歴史を学べるテーマパーク。
全線を再現した16m
のジオラマや、本物の運転台で体験するシミュレーター、実際
に活躍した車両の展示など、親子で楽しめるアトラクションが
いっぱい。
道路向かいの旧若柳駅では月に数回、動態保存の車
両を使った乗車会、
運転体験、
レールバイクも実施している。
【営業／休み】10：00〜17：00
（最終入館16：00）
／
毎週火曜、年末年始
【料金】大人510円
小・中学生310円（未就学児無料）
【交通】東北自動車道
若柳金成ICから5.6km
【問い合わせ】
くりでんミュージアム
（くりはら田園鉄道公園）
☎0228・24・7961
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蕎麦 りぞう庵
（宮城県／加美商工会）

昭和初期に建築された自宅古民家を改築し、2009年 1 月に
開店、現在11年目を迎えている。信州戸隠で修行を積んだ店
主が打つ繊細なそばと、地元加美町の銘酒、宮城の名物三陸ほ
やの天ぷらの組み合わせを是非ご堪能下さい。
【営業／休み】11：30〜14：00
（売切れ終了）／毎週火曜、水曜
【料金】ざるそば900円 三陸ほやの天ぷら800円 他
【支払方法】PayPay
【交通】東北自動車道三本木スマートICから 5 km
【問い合わせ】
蕎麦 りぞう庵
☎0229・25・6586

牡蠣しょうゆ

松島紅爵かぼちゃのタルト

（宮城県／利府松島商工会）

（宮城県／利府松島商工会）

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。
【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

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1.5km
【問い合わせ】菓子工房 松田屋
☎022・354・2623

※支払方法について、
現金払いのみの施設・店舗等については記載しておりません。詳細は問い合わせ先にご確認ください。21

九州・沖縄

九州・沖縄

【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

中国・四国

中国・四国

【営業／休み】10：00〜18：00／不定休
【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

特別純米酒いやすこ

関西

関西

七ヶ浜うみの駅 松島湾海鮮市場 七のや

関東・甲信越

関東・甲信越

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。

（宮城県／多賀城・七ヶ浜商工会）

グルメ

北海道・東北

北海道・東北

体験

グルメ

催し

特産

温泉

見所

笹かまぼこ手焼き体験
（宮城県／利府松島商工会）

9：00〜17：00

12月〜 4 月 9：00〜16：00／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：yoyaku@matsukama.jp

（山形県／新庄商工会議所）

【料金】無料
【交通】東北道
本宮ICから5.8km、
東北道二本松ICから
11.3km、

【問い合わせ】

磐越自動車道

NPO法人ウイザス
☎022･353･3910
メール：
yagai@withus.or.jp

白鷹鮎まつり
（山形県／白鷹町商工会）

山形の秋を代表するイベントとなった「白鷹鮎まつり」。
落
ち鮎漁が最盛期を迎える秋分の日頃、日本一の規模を誇る「ヤ
ナ場」
にて開催される、白鷹の秋の味覚と体験・イベント満載
のお祭り。天然鮎の塩焼き、子供たち対象の魚のつかみ取りは
毎年大人気！白鷹の美味しいグルメが勢ぞろいする「もみじ
市」も楽しみのひとつ。
【営業】10：00〜17：00
【料金】入場無料
【交通】山形自動車道
山形蔵王ICから35km
【問い合わせ】
道の駅 白鷹ヤナ公園
☎0238・85・5577

（福島県／大玉村商工会）

大玉村の南方にそびえる名倉山は、赤い岩肌が特徴。
頂上ま
ではおおよそ30分ほどで子供連れでも気軽に楽しめる。山頂
からは安達太良連峰と大玉村の美しい景観が望める。
春は水田
が鏡のようにきらめき、夏は新緑、秋は黄金色に輝く稲穂の
じゅうたん、
冬は雪景色と日々移り変わるその美しさは格別。

【交通】三陸自動車道
松島北ICから 1 km

見所

遠藤ヶ滝

（福島県／大玉村商工会）

【料金】出品無料

温泉

磐梯熱海ICから
16.4km
【問い合わせ】
大玉村観光協会
☎0243・24・8096

その昔、芥川龍之介の作品
「袈裟と盛遠」の遠藤盛遠が
この滝に打たれ、荒行を修め
たと言われている。駐車場よ
り遊歩道を上ること約30分、
大岩の間から水音を轟かせ
流れ落ちる遠藤ヶ滝にたど
り着く。さらに下流にある三
日月の滝は扇形の見事な広
がりを見せている。澄んだ空
気、四季折々の表情を見せる山道、清らかな川。
自然が織りな
す美しさが存分に楽しめる。
【料金】無料
【交通】東北道本宮ICから6.7km、東北道二本松ICから16.6km、
磐越自動車道磐梯熱海ICから23.7km
【問い合わせ】大玉村観光協会☎0243・24・8096

茂庭っ湖 カヤックツアー
（福島県／飯坂町商工会）

カヤックとは海や湖など水上で遊ぶ小型の舟で、下半身を包み込む形状（クローズドデッキ）が特徴のアウトドアスポーツ。
茂
庭っ湖（摺上川ダム）は、モンドセレクション 3 年連続最高金賞の「ふくしまの水」の水源で、
優良な水質が保たれ、
濡れても臭いや
汚れが気にならない。
また動力付きの船が禁止のため、穏やかな美しい湖面で初心者も楽しく安心してカヤックツアーに参加で
きる。
【営業／休み】午前の部 9：30〜、午後の部 13：00〜／12月〜 3 月
【料金】大人（中学生以上）5,000円（税込）
子供
（小学生以下）4,500円（税込）
【支払方法】ドコモ、auのみPayPay利用可能
【交通】東北自動車道飯坂ICから17km約30分
【問い合わせ】
運営主体：NPO法人いいざかサポーターズクラブ
☎024・529・6125

中国・四国

中国・四国

山形県新庄市では各家庭で鶏を飼っていて、ハレの日に丸ご
と1羽さばいて余すことなく食べたという文化・風習があり、
そ
の名残りで今でも「とりもつラーメン」
「とりもつ煮」などが日常
的に食されている。
そのとり
もつを現 代 風にアレンジ
し、 舟 形 町 産 の マッシュ
ル ー ム と 一 緒 に100％ オ
リーブオイルとにんにくで
煮込んだ商品。レトルトパ
ウチなのでそのままでもお
いしく食べられ、加熱する
とより一層おいしくなる。

【営業／休み】8：00〜17：00／年末年始

特産

関西

関西

とりもつのアヒージョ

「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。応募締切は 2 月上旬、高校生以下
のジュニア部門もある。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。

気軽に登山・名倉山

催し

九州・沖縄

九州・沖縄

【料金】972円
【問い合わせ】新庄商工会議所
☎0233・22・6855
メール：shinjyou@sjcci.or.jp

あじさい小路
（福島県／松川町商工会）

土合舘は伊達政宗の頃、二本松の畠山氏に対する拠点として福島市松川町にあった八丁目城の主要な支城であった。城址は現
在、土合舘公園となって整備されており、園内には約1.7kmの遊歩道があり、両脇にはガクアジサイや西洋アジサイなどの様々
な品種のあじさいが約5,000株植えられている。6 月下旬〜 7 月中旬に見頃を迎え、毎年 2 日間のイベントが商工会主催で開催さ
れる。
【交通】東北自動車道松川スマートICから 3 km
【問い合わせ】松川町商工会☎024・567・2265
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東海・北陸

東海・北陸

【営業／休み】3 月〜11月

松島の四季写真コンテスト
（宮城県／利府松島商工会）

グルメ

関東・甲信越

関東・甲信越

日本三景松島のお土
産通りに 2 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。

体験

北海道・東北

北海道・東北

体験

鯖湖湯

旧堀切邸

（福島県／飯坂町商工会）

（福島県／飯坂町商工会）

飯坂温泉で一番古い湯で、元禄 2 年に飯坂を訪ねた芭蕉も
この湯に入ったといわれている。日本最古の木造建築共同浴
場として親しまれてきたが、平成 5 年に明治時代の共同浴場
を再現した御影石の湯船に改築された。ヒバの香りに包まれ
て至福の時間が過ごせる。
【営業／休み】6：00〜22：00／原則 月曜
（祝祭日の場合営業）
【料金】大人200円
子供100円
【交通】東北自動車道
飯坂ICから 4 km約10分
【問い合わせ】鯖湖湯
☎024・542・5223

旧堀切邸は江戸時代から続く豪農・豪商の旧家を補修、復
元、一部新築して、飯坂温泉の観光交流拠点として平成22年
5 月に開館。当時からの建物は「表門」
「主屋」
「十間蔵」
「井戸小
屋」
などで、ほかの建物は新築となっており、堀切家を紹介す
るビデオコーナーや観光案内スペースの「離れ」、イベントに
使える
「下蔵」などがある。主屋に隣接する
「新蔵」
「中の蔵」
「道
具蔵」には展示スペースもあり文化伝承の場となっている。
【営業／休み】
9：00〜21：00／無休
（臨時
休館する場合あり）
【料金】無料
【交通】東北自動車道
飯坂ICから 4 km約10分
【問い合わせ】旧堀切邸
☎024・563・1138

※支払方法について、現金払いのみの施設・店舗等については記載しておりません。
詳細は問い合わせ先にご確認ください。23

グルメ

催し

特産

温泉

見所

関東・甲信越

ジュピアランド ひらた
（福島県／平田村商工会）

【問い合わせ】ジュピアランド ひらた

大子町商工会
百段階段でひなまつり…P.5

石岡市八郷商工会
石岡ものがたり 四季石けん…P.26

那須町商工会
那須のすいとん…P.26
黒田原駅前
ナスタルジック映画祭…P.26

☎0247・55・3535

那須の伝説 那須九尾まつり…P.26
那須郷土銘菓だっぱら…P.26

益子のローカルフード ビルマ汁 …P.27
益子の酒蔵 外池酒造…P.27
道の駅ましこ…P.27
日下田藍染工房…P.27
益子焼 陶芸教室…P.27

那須烏山商工会

地域の青年たちが、集落の元気を作るために始めたイベン
ト。
毎年、西暦に合わせた数のカマクラを作り、その中にロウソ
クを入れていく。
棚田が広がる公園全体がロウソクのほのかな
灯りに照らされ厳寒の大地にあたたかな景色を作り出す。

商工会青年部が中心となり企画した手作りのふくやま夏祭
りが富久山河川敷多目的広
場で開催される。子供まつ
りではビンゴゲーム大会や
THE水鉄砲などが行われ、
他にも豪華賞品が当たる大
抽選会など、家族や友達連
れで賑わう。夏祭りのフィ
ナーレを約6,000発の花火
で飾り、郡山市上空に華麗
な大輪の花を咲かせる。

花の風まつり…P.29

にのみや商工会
さむらい刀剣博物館…P.29
二宮尊徳資料館・史跡桜町陣屋跡…P.29

野木町商工会
野木町煉瓦窯
(旧下野煉化製造会社煉瓦窯)…P.29

しぶかわ商工会
上三原田の歌舞伎舞台…P.29

沼田市東部商工会
吹割の滝…P.30

甘楽町商工会

奥山家住宅洋館・主屋
（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。
【交通】東北自動車道国見ICから 2 km
【見学】内部非公開 ※要問合せ
【問い合わせ】
国見町まちづくり交流課
☎024・585・2238

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。
古戦
場に咲く優美で清らかな花が楽しめる。7 月〜 8 月が見頃。
【交通】東北自動車道国見ICから2.5km
【問い合わせ】国見町まちづくり交流課☎024・585・2238

国指定名勝 楽山園…P.30
こんにゃくパーク…P.30

長野原町商工会
長野原町営 浅間園…P.30

前橋東部商工会
2.5ヘクタールの広大な畑で
60種類のぶどうを栽培…P.31
カネコ種苗ぐんまフラワーパーク
イルミネーション…P.31

昭和村商工会
昭和の日記念イベント…P.31
道の駅オープン記念イベント＆
とうもろこしまつり…P.31
どんど焼き…P.31

中之条町商工会
四万温泉…P.32
奥四万湖…P.32
中之条ガーデンズ…P.32
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長瀞町商工会

吉見町商工会
願いごとが叶うお寺
板東11番札所 吉見観音…P.33

下田商工会

北五百川の棚田遊歩道…P.40
新潟県しただ温泉郷越後長野温泉
嵐渓荘…P.40

八木ヶ鼻オートキャンプ場…P.40
白鳥の郷公苑…P.40

糸魚川商工会議所

くまがや市商工会
妻沼聖天山…P.33

小川町商工会
晴雲酒造株式会社…P.33
帝松 松岡醸造株式会社…P.33
武蔵鶴酒造株式会社…P.33

日高市商工会

冬の味覚！糸魚川荒波あんこう…P.6
大型バスでは行けない絶景秘境を巡る…P.41
高浪の池…P.41
漁船ごとに販売する紅ズワイガニ直売所…P.41
国石「ヒスイ」探し体験…P.41
日本庭園を眺めながら割烹ランチ…P.41
日本海の獲れたてを見る！
珍しい昼セリを見学…P.42
フォッサマグナミュージアム…P.42

玉翠園・谷村美術館…P.42
姫川温泉ホテル國富翠泉閣…P.42
えちごトキめきリゾート雪月花…P.42
糸魚川温泉ホテル國富アネックス…P.43
笹倉温泉龍雲荘…P.43
柵口温泉権現荘…P.43
大人の学び旅「大地の学校 糸魚川」
セリ見学とセリ魚堪能…P.43
ヒスイの聖地・糸魚川巡り…P.43

五泉商工会議所

高麗鍋…P.34
巾着田曼珠沙華公園…P.34
高麗神社…P.34

小千谷商工会議所

華織 KAORI チューリップストール…P.44

小千谷縮・雪さらし体験…P.44

妙高高原商工会・妙高商工会

甲府商工会議所

お山のとまと食堂…P.44

庄和商工会

甲府の街中ワイナリー…P.7
幸せの丘ありあんす
「宝石の街・甲府の夜景」…P.45

中郷商工会

庄和の黒豆オーナー制度…P.34

めぐり会いの駅二本木駅と
豪華リゾート列車…P.44

いすみ市商工会
いすみ鉄道…P.34

小江戸情緒が息づく
甲府城下町を再現…P.45

小谷村商工会

御宿町商工会

栂池自然園ネイチャーウォーク…P.45
塩の道ガイドツアー〜千国越えコース〜…P.45

ONJUKU
モニュメント…P.35
おんじゅく
釣りキンメ祭り…P.35
月の沙漠記念館…P.35
月の沙漠記念像…P.35
おんじゅく まちかど
つるし雛めぐり…P.35

佐久穂町商工会

新潟
長野

鴨川市商工会
日蓮聖人降誕の地
小湊誕生寺…P.36
郷土料理
太巻き祭り寿司…P.36
千葉県指定伝統工芸品
鴨川萬祝染…P.36

北八ヶ岳「苔の森」…P.45

飯島町商工会

栃木
群馬
埼玉
東京
山梨 神奈川

茨城

千人塚公園…P.46
与田切公園…P.46
越百の水…P.46
飯島陣屋…P.46
米俵マラソン大会…P.46

九州・沖縄

九州・沖縄

【交通】磐越道郡山東ICから3.8km
【問い合わせ】
ふくやま夏祭り実行委員会
☎024・923・0896

那珂川町商工会

瞽女
（ゴゼ）
ミュージアム…P.39
百年料亭宇喜世…P.39
【越後上越「歩こっさ」】一度は行って
みたかった！春日山城跡・林泉寺…P.39

上越市立水族博物館 うみがたり…P.7
上杉謙信公の居城 春日山城…P.39
高田世界館…P.39

古民家−長瀞 ㈲東馬建設…P.32
長瀞蔵…P.32

見所

中国・四国

中国・四国

【営業／休み】8：30〜17：00／年始 1 月 1 日〜 6 日
【料金】無料
（会場に募金箱があったら協力してください）
【交通】東北道白河ICから55km
【問い合わせ】
下郷町三彩館 花の郷公園
☎0241・67・2416
（下郷町観光公社本社）

（福島県／富久山町商工会）

かやぶき古民家 大木邸…P.28
観光農園・大木邸の興野りんご園…P.28
ほたるの星の古民家おおぎす…P.28
龍門の滝…P.28
山あげ会館…P.28

上越商工会議所

温泉

関西

関西

（福島県／下郷町商工会）

ふくやま夢花火

特産

催し

東海・北陸

東海・北陸

益子町商工会

グルメ

関東・甲信越

関東・甲信越

「ジュピアランドひらた」は平田村蓬田岳中腹にあり、平成 9 年より「芝桜」の植栽を始め、現在では約25万株が植えられてい
る。
毎年 4 月下旬から 5 月中旬には、ピンクの絨毯を敷き詰めたような芝桜の花畑が広がり、訪れた人を魅了している。また、7 月
上旬には「展示されたアジサイの最多品種数372品種」でギネスの認
定を受けた
「世界のあじさい園・ゆり園」が開園し、彩り豊かなあじさ
いと香しいゆりが楽しめる。

日本夜景遺産 なかやま雪月火

体験

北海道・東北

北海道・東北

体験

真田町商工会

千葉

真田氏歴史館…P.47

町田商工会議所
町田薬師池公園四季彩の杜
薬師池…P.36

山北町商工会
かくれ湯の里 中川温泉 信玄館…P.36
手打ちそば 太平楽…P.37
丹沢湖畔の宿 落合館…P.37

小田原箱根商工会議所
2時間で完成する可愛い
手さげバッグ作り体験…P.37
おだわらふれあい体験市場…P.37
簡単にできるDIY塗装体験…P.37
ステッカー作りorパネル作り体験…P.38
和菓子！季節のねりきりを作ろう…P.38
世界のコーヒー飲み比べ体験…P.38
縫わずにできる革製
3連ポーチ作り体験…P.38
紅茶の美味しいいれ方と
クリームティー体験…P.38

上田商工会議所
別所温泉…P.7
上田城跡公園…P.47
北国街道・柳町…P.47
生島足島神社…P.47
きのこむら深山…P.47
特定非営利活動法人エリスン…P.48

下諏訪商工会議所
名物女将が案内する中山道
下諏訪宿・宿場めぐり…P.48

諏訪商工会議所
諏訪湖エリアまちなか観光案内人
『諏訪大社上社本宮』
ガイド…P.48
諏訪湖エリアまちなか観光案内人
『諏訪大社下社秋宮』
ガイド…P.48

塩尻商工会議所
中山道・奈良井宿で
「ひのき箸」作り体験…P.48

泰阜村商工会
天竜ライン下り…P.49

天龍村商工会
天龍村の霜月神楽…P.5
ブッポウソウの聖地
巣箱モニター見学…P.49
満島神社秋祭り…P.49

上松町商工会
寝覚の床…P.49
赤沢自然休養林…P.49
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グルメ

催し

特産

温泉

見所

石岡ものがたり 四季石けん
（茨城県／石岡市八郷商工会）

【料金】4 個セット
3,190円
（税込）
【交通】常磐道
土浦北ICから20km
石岡市八郷商工会
☎0299・43・0247
URL：http://www.
yasato.or.jp/

「那須食初水団
（なすくいぞめす
いとん）のいわ
れ」と伝統的な地
元の料理として
那須町の飲食店
やホテルなどで
様々なすいとん
を提供している。
しょうゆやみその一般的な味の他、トマトベースや牛乳ベー
スなどもあり和風、洋風の味が楽しめる。全ての提供店で那須
の地場野菜や肉などを使用、観光客を中心に人気があり、食材
の豊富な那須町を代表する料理となっている。
【料金】各店舗により異なる
【問い合わせ】那須町商工会☎0287・72・0231
URL：http://www.shokokai.or.jp/09/nasu/suiton2018/index.html

特産

温泉

見所

益子の酒蔵 外池酒造
（栃木県／益子町商工会）

70年以上前から益子
町田町の「衣料品業も
おかや」さんで作られ、
益子の家庭料理となっ
ている。先代が太平洋
戦争でビルマ（現ミャ
ンマー）に出征した際、
戦地で食べたスープが
忘れられず帰国後再現して地域に広めた夏野菜を使った健康
食。ジャガイモ、にんじん、ナスをぶつ切りにして煮込み、完熟
トマト・唐辛子を効かせカレー風味の夏を乗り切るには欠か
せないご当地料理。

全国新酒鑑評会 6 年連続金賞受賞。日々の食事をより楽し
く、
美味しくするような酒造りを目指し、
蔵人はじめスタッフ
が手作りにこだわり、
一つ一つ丁寧な作業を心掛けている。
売
店では蔵人自慢の酒をはじめ、酒蔵スイーツ、
酒コスメ等幅広
く製品を揃えている。
【営業／休み】9：00〜17：00／無休
【支払方法】クレジットカード各種、
交通系電子マネー、PayPay
【交通】北関東自動車道
真岡ICから12.3km
【問い合わせ】益子の酒蔵 外池酒造
☎0285・72・0001

【営業／休み】各店舗による
【料金】各店舗による
【交通】北関東自動車道真岡または桜川筑西ICから15.1km
【問い合わせ】益子町商工会

関西

関西

黒田原駅前ナスタルジック映画祭

益子のローカルフード“ビルマ汁”
（栃木県／益子町商工会）

催し

道の駅ましこ

（栃木県／那須町商工会）

（栃木県／益子町商工会）

【期間】毎年10月中旬
【料金】入場無料、販売有料
【交通】東北自動車道那須ICから10km、
那須高原スマートICから5.8km
【問い合わせ】旧藤田倉庫（会場）黒田原駅前映画祭実行委員会
☎0287・72・0128
URL：https://www.facebook.com/kurodahara.event/

建築大賞を受賞した建物と里山の自然豊かなロケーションにある道の駅。益子界隈の農産物、地のもの旬のものを使用した加
工品、益子の手仕事を紹介する民芸品など益子ならではの品揃えが充実した売り場と、地産地消をコンセプトにしたカフェレス
トランを備え、益子のことなら何でも分かるコンシェルジュもいる。
【営業／休み】9：00〜18：00／毎月第 2 火曜
【支払方法】VISA、MasterCard、
銀連
【交通】北関東自動車道真岡ICから10.7km
【問い合わせ】道の駅ましこ
☎0285・72・5530

中国・四国

中国・四国

特徴的な建物のJR黒田原駅をはじめ、昭和の建物が多く残る那須町黒田原。屋外で映画
を鑑賞しながら、オリジナル料理とお酒も楽しむことができる。スタッフの衣装や出店者
のディスプレイも
「昭和」を感じさせ、毎年統一したテーマで演出、子供から大人まで楽し
めるイベントも企画している。黒田原駅前から歩いてすぐの会場と会場までのノスタル
ジックな雰囲気が魅力。

東海・北陸

東海・北陸

【問い合わせ】

那須のすいとん
（栃木県／那須町商工会）

グルメ

関東・甲信越

関東・甲信越

山に囲まれた盆地であるこの地域は果樹栽培が盛んで、ま
た石岡地区は酒造会社が多く在る、水が綺麗なところ。このよ
うな環境に恵まれてできた、こだわりのオーガニック石けん
は、肌の弱い方にもお勧め。
春は無農薬のバラ、夏は天然はちみつ、秋は柿渋、冬は蔵元
の日本酒を配合した石けんのセット。

体験

北海道・東北

北海道・東北

体験

九州・沖縄

九州・沖縄

那須の伝説 那須九尾まつり
（栃木県／那須町商工会）

那須の伝説「九尾の
狐」にちなんだ、九尾狐
太鼓の演奏や九尾みこ
し、九尾よさこいなど
九尾一色に染まる那須
町最大のお祭り。お稲
荷 巻 き129mの 日 本 一
達成記念として、特製
九尾お稲荷寿司を販売。グルメ特設ブースや町内の逸品が当
たる大抽選会、九尾グッズや九尾まつり限定オリジナルビー
ルの販売もあり、大人から子供まで一日を通じて楽しめる。
【期間／営業】毎年 9 月最終日曜 10：00〜15：00
【料金】入場無料、販売有料
【交通】東北自動車道那須ICから8.5km、那須高原スマートICから 6 km
【問い合わせ】余笹川ふれあい公園☎0287・72・6918
URL：https://www.town.nasu.lg.jp/
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那須郷土銘菓だっぱら
（栃木県／那須町商工会）

原材料は品質にこだわり、生
地に那須町産「美米米」を米粉
にして練り込んだことでサク
サク感が増し、餡の中には国産
栗甘露煮が入っている。掛紙は
大正時代の那須町黒田原の街
中の絵を使用し、田舎らしさが
残る。
「那須」と「黒田原」の地名
も発信しており、那須ブランド
の認定品にもなっている。
【営業／休み】7：30〜19：30／不定休
【料金】5 個 900円
【交通】東北自動車道那須ICから9.9km、那須高原スマートICから5.8km
【問い合わせ】なかむらや志水（しすい）☎0287・72・5083
URL：http://www.shokokai.or.jp/09/nasu/nasu̲brand2019/index.html

日下田藍染工房

益子焼 陶芸教室

（栃木県／益子町商工会）

（栃木県／益子町商工会）

ほの暗い土間に埋められた常滑焼の藍甕の中で発酵させて
作られた染料によって藍の豊かな色相が生まれる。“甕の上”
と呼ばれる作業場は江戸時代の創業以来変わらず“ジャパン・
ブルー”を染め続けている。
築200年以上の茅葺きの建物内には、72もの藍甕が並び、
建物と甕場はともに県の有形文化財である。
【営業／休み】8：30〜17：00／月曜
【支払方法】VISA、MasterCard、
Origami Pay
【交通】北関東自動車道真岡ICから14.6km
【問い合わせ】
日下田藍染工房
☎0285・72・3162

益子焼で有名な益
子町には年間約275万
人の観光客が訪れて
おり、
買物・食事・陶芸
体験ができるスポッ
トとして人気。現在、
窯元は約250、陶器店
は50。若手からベテラ
ンまでここに窯を構える陶芸家も多く、その作風は多種多様。
春と秋には陶器市が開かれている。町内には陶芸教室を行う
店も多く、
ロクロ体験・手びねり・絵付けなど、
自分に合った陶
芸体験ができる。
【営業／休み】各店舗による
【料金】各店舗による
【交通】北関東自動車道真岡または桜川筑西ICから15.1km
【問い合わせ】益子町観光協会☎0285・70・1120

※支払方法について、現金払いのみの施設・店舗等については記載しておりません。
詳細は問い合わせ先にご確認ください。27

グルメ

催し

特産

温泉

見所

かやぶき古民家 大木邸
（栃木県／那須烏山商工会）

【営業／休み】原則

9：30〜17：30／不定休

【料金】日帰り体験宿泊体験により異なります。
（参考：素泊まり6,500円）
【支払方法】JCB、
VISA、
MasterCard、
交通系IC、
WAON、Alipayなど
【交通】北関東自動車道
宇都宮上三川ICから30km
【問い合わせ】
かやぶき古民家 大木邸
☎0287・82・7380

（栃木県／那須烏山商工会）

里山の原風景・ふれあいが味わえる宿。大木須地域では遊び
心のある村人達がインストラクターを務める様々な里山体験
プランがある。自然豊かな場所で、地元の人々とのふれあいを
通して暮らしの知恵や技が学べる。

9：00〜16：00
（ 9 月下旬〜11月）／
平日不定休
【料金】入園料無料
りんご持ち帰り 1 kg500円
【交通】北関東自動車道
宇都宮上三川ICから35km

（栃木県／那須烏山商工会）

江川にある高さ約20m、幅約65mの龍門の滝。この滝には
昔から大蛇が棲むという伝説がある。中州があり、滝つぼのす
ぐ近くまでおりられ、滝の上側を走る電車と滝とのコラボ写
真も撮れる。滝の隣にある龍門ふるさと民芸館では、お土産販
売や烏山の民話のアニメ上映があり、テラスから龍門の滝を
一望することができる。
【営業／休み】9：00〜16：00／火曜
（祝日の場合は翌日）、年末年始
【料金】入館無料
【交通】東北自動車道
矢板ICから約25km
【問い合わせ】
龍門ふるさと民芸館
☎0287・83・2765

見所

さむらい刀剣博物館

（栃木県／那珂川町商工会）

（栃木県／にのみや商工会）

住民主催の町を挙げた恒例のイベント「花の風まつり」は来
年で18回目を迎える。毎年 4 月29日〜 5 月 5 日、町内を 6 エリ
アに分け、約60カ所を会場に、約80団体・個人が参加し、様々
な催しを展開。陶器市や芸術祭、コンサート、写真展、美術館、
川舟下り、カフェ、茶席、焼き鮎、季節の花見、たけのこ祭り等
多彩な催しがある。
【営業】イベント会場毎
【交通】東北道
矢板ICから30〜40km
【問い合わせ】

静動『見る人の心を豊かにし 見る人の心を美しくし 人
の品性を向上させる それが日本刀です』
博物館では、名刀「村正」
「正宗」
「左文字」
など日本刀100点、
戦国武将が実際に身にまとったと言われる鎧など20点、その
他に戦国時代を彷彿とさせる美術品を数多く展示。また鎧を
ケースの外に展示しており普段では見られない背面も観覧す
ることができる。実際に刀を手に取って体験できるイベント
も実施
（不定期）。
【営業／休み】9：00〜17：00／月曜
【料金】1,000円

那珂川町観光協会

【交通】北関東自動車道桜川ICから
11km
（県道216号経由）

（主な連絡先）
☎0287・92・5757

北関東自動車道真岡ICから12km

【問い合わせ】大木邸の興野りんご園
☎0287・80・3123

龍門の滝

温泉

（国道408号経由）
【問い合わせ】さむらい刀剣博物館
☎0285・74・2846

二宮尊徳資料館・史跡桜町陣屋跡
（栃木県／にのみや商工会）

二宮尊徳は、文政 6 年に桜町（現在の真岡市）復興の命を受け、以来26年にわたり復興事業（桜町仕法）
を行った。
二宮尊徳資料
館は、尊徳の偉業や教えを映像などで紹介し、尊徳が使用していた陣笠や脇差なども展示している。国指定史跡桜町陣屋跡をは
じめ、
二宮神社やゆかりの方々の墓所がある蓮城院が隣接しており、ガイドを受けながら 1 時間程度で見学できる。
【営業／休み】9：00〜16：30／月曜、
祝日の翌日、年末年始
【料金】見学無料
【交通】北関東自動車道真岡ICから約10km
（県道45号経由）
【問い合わせ】
二宮尊徳資料館・史跡桜町陣屋跡
☎0285・75・7155

中国・四国

中国・四国

【営業／休み】10：00〜16：00／水曜日
年末〜 1 月中は冬期休業、8 月13日〜16日はお盆休業
【料金】大人 1 泊 2 食6,900円 その他ご利用の方法によって異なります
【交通】常磐自動車道
水戸北スマートICから38km
【問い合わせ】
ほたるの星の古民家おおぎす
☎0287・82・7255

【営業／休み】

特産

関西

関西

ほたるの星の古民家おおぎす

50年超の歴史を持ち粒の大きさや熟成した味わいが人気
で、遠くは東京や青森からも根強いファンが足を運んでいる。
9 月下旬から「秋映」にはじまり、11月の
「ふじ」
など多くの品
種でりんご狩りの体験もできる。八溝山系の山あいに降り注
ぐ陽光、そして、清らかな那珂川の水に恵まれて育った自然の
味覚をどうぞご賞味ください。

花の風まつり

催し

東海・北陸

東海・北陸

Edy、
iD、PayPay、
nanaco、

観光農園・大木邸の興野りんご園
（栃木県／那須烏山商工会）

グルメ

関東・甲信越

関東・甲信越

築100年超の茅葺き古民家を当時のままにゲストハウスと
して修復した体験型施設で、昔ながらの台所や囲炉裏、五右衛
門風呂も当時のまま再現している。畑で収穫体験もでき、採れ
た野菜で作るピザや釜戸で炊くご飯も一味違う。都会のけん
騒から離れてタイムスリップした空間で心もリフレッシュで
きる。

体験

北海道・東北

北海道・東北

体験

九州・沖縄

九州・沖縄

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烏山の山あげ行事を年間を通して紹介している。
名物ロボットの勘助じいさんが 5 分の1 サ
イズのミニチュアを使って説明してくれる他、実際に祭で使用している大屋台の展示や大型スクリーン映像を通してより詳しく祭
を知ることができる。
観光物産コーナーでは地元の特産品を多数そろえており、お土産販売も行っている（観光物産コーナーご利
用の際は入館無料）
。
【営業／休み】9：00〜16：00／火曜
（祝日の場合は翌日）
、
年末年始
【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

野木町煉瓦窯（旧下野煉化製造会社煉瓦窯）
（栃木県／野木町商工会）

（15人以上の団体 1 人 80円）
【交通】東北道久喜ICから約26km
【問い合わせ】野木町煉瓦窯（旧下野煉化製造
会社煉瓦窯）☎0280・33・6667
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（群馬県／しぶかわ商工会）

明治から昭和にかけて日本の近代化を支えた赤煉瓦製造施
設。日本最古のホフマン式円形輪窯で昭和54年に国の指定重
要文化財に指定される。敷地内には交流センター
（野木ホフマ
ン館）
が併設されており、レンタサイクルで渡良瀬遊水地や近
隣寺社への散策ができる。体験学習
施設では手作りピザなども楽しめ、
施設内の洋食レストラン「こびとカ
フェ」
も人気。
【営業／休み】煉瓦窯見学時間 9：00〜17：00／
毎週月曜、年末年始（12月29日〜 1 月 3 日）
（国民の祝日開館、翌平日閉館）
【料金】中学生以下・無料 高校生以上 1 人 100円

上三原田の歌舞伎舞台
1819（文政 2 ）年に建造された農村歌舞伎舞台。
「ガンドウ
返し」
「回転舞台」
「二重セリ」など、
歌舞伎円熟期のからくりが
残り、1960年に国重要有形民俗文化財に指定された。地元住
民でつくる委員会が操作技術とともに、公演時に設ける高桟
敷や升席、
これらを覆う屋根の設営技術を受け継いでいる。
今
年は創建から200年周年にあたり、11/ 2 ・ 3 の 2 日間、
「上三
原田の歌舞伎舞台創建200年祭」を開催された。
【営業／休み】渋川市赤城歴史資料館にお問い合わせください
【料金】渋川市赤城歴史資料館
にお問い合わせください
【交通】関越道
渋川伊香保ICから 6 km
【問い合わせ】
渋川市赤城歴史資料館
☎0279・56・8967

※支払方法について、現金払いのみの施設・店舗等については記載しておりません。詳細は問い合わせ先にご確認ください。29

グルメ

催し

特産

温泉

見所

吹割の滝
（群馬県／沼田市東部商工会）

【交通】関越道沼田ICから16km
【問い合わせ】沼田市利根支所観光係
☎0278・56・2111

国指定名勝 楽山園
織田信長の次男信雄が築造した池泉回遊式庭園を現代に蘇
らせた群馬県内唯一の大名庭園であり、平成12年には国の名
勝に指定された。楽山園という名前の由来は「知者ハ水ヲ楽シ
ミ、仁者ハ山ヲ楽シム」という論語の故事から名付けられた。
周囲の山々を借景として静寂の中に佇む庭園の美しさをご堪
能下さい。
【営業／休み】9：00〜17：00
（11〜 2 月は16：00まで）
／
年末・年始
（12月29日〜 1 月 1 日）
【料金】入場料300円
（団体20名以上250円）、
中学生以下無料
【交通】上信越道富岡ICから 3 km

【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／

Ｂ：1 房1,200〜2,000円
Ｃ：皿盛り食べ放題

団体様向け

30分

1,200円
（ 3 種以上）

※ぶどう狩りは別です。予約制
【問い合わせ】観光農園あかぎおろし☎027・212・8039

東海・北陸

東海・北陸

「昭和村」にちなんで「昭和の日」
を記念するイベントが行わ
れる。
様々な昭和の遊びを体験し、
それぞれの遊びに設定され
たミッションを達成することで賞品がもらえる企画や、多く
の人が多様なパフォーマンスを披露するステージイベント、
餅つき、餅投げなど盛りだくさんの内容。懐かしい昭和の時代
に戻ったような感覚をぜひ！
【期間】毎年 4 月29日（昭和の日）
【料金】無料
【交通】
関越道昭和ICから0.1km
【問い合わせ】
道の駅 あぐりーむ昭和
☎0278・25・4831

九州・沖縄

九州・沖縄

12月〜 3 月

【料金】浅間火山博物館：大人600円 子供300円
自然遊歩道：大人100円 子供100円
浅間記念館：大人300円 子供無料
スカイロックトレイル：大人 1,000円 子供500円
【交通】上信越自動車道碓氷軽井沢ICから35km（約50分）
【問い合わせ】長野原町営 浅間園☎0279・86・3000
URL：http://www.asamaen.tsumagoi.gunma.jp

道の駅オープン記念イベント＆
とうもろこしまつり
（群馬県／昭和村商工会）

「やさい王国」昭和村のとうもろこしは新鮮でとても甘く大
好評！そのとうもろこしの収穫を祝ってイベントを開催。通
常 2 本500円のとうもろこしの収穫体験を、この日に限り 5
本500円で行うことができ、焼きとうもろこしの実演販売や
すぐ近くの畑ではとうもろこし迷路など、とうもろこしづく
しの内容。他にも各種ステージイベントに餅投げやお楽しみ
抽選会など 1 日中楽しめる。
【期間】毎年 7 月最終日曜
【料金】無料
【交通】関越道昭和ICから0.1km
【問い合わせ】
道の駅 あぐりーむ昭和
☎0278・25・4831
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（群馬県／昭和村商工会）

中国・四国

中国・四国

（群馬県／長野原町商工会）

浅間火山博物館は映像を中心に火山の仕組みをわかりやす
く解説。自然遊歩道では景勝「鬼押し溶岩」の中に様々な高山
植物を見ることができる。また、園内にはビンテージバイクを
展示した「浅間記念館」
、浅間の秘境「舞台溶岩」をめぐる「スカ
イロックトレイル」、オートキャンプ場もある。

【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）
【問い合わせ】
カネコ種苗ぐんま
フラワーパーク
☎027・283・8189

昭和の日記念イベント

関西

関西

長野原町営 浅間園

【営業／休み】8：30〜17：00
（最終入館16：30）
／水曜

見所

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】
Ａ：収穫物の量り売り制で 1 ㎏1,200円より品種ごとに変動

日本夜景遺産のライトアップ部門に認定されたウィンター
イルミネーション。
「妖精たちの楽園」をテーマに100万球の
LEDが園内を彩る。最新鋭のレーザープロジェクターを使用
し、花と妖精のファンタジックな世界を表現する。
また、園内中
央にあるパークタワーからは関東一円の夜景も一望できる。

【営業／休み】9：00〜18：00
（最終受付17：00）
／
無休
（HPで営業日カレンダーをご確認ください）
【料金】入場無料 体験はコースによる
【支払方法】現金、クレジットカード
【交通】上信越道富岡ICから 3 km
【問い合わせ】こんにゃくパーク☎0274・60・4100

温泉

県内最大規模、約2.5haの敷地にシャインマスカット、ブラックビート、ジャスミン、サニールージュをはじめとした個性あふ
れる様々な品種のぶどうを育てている。
ぶどう狩り体験はもちろん、試食できる店頭販売も人気で、ぶどう棚の下で地元特産豚
肉のバーベキューも楽しめる。

（群馬県／前橋東部商工会）

（群馬県／甘楽町商工会）

特産

（群馬県／前橋東部商工会）

カネコ種苗ぐんま
フラワーパークイルミネーション

こんにゃくのおいしさと文化を発信する施設。施設内はこ
んにゃく・白滝工場ゾーン、
ゼリー工場ゾーン、バイキング・お
土産ゾーンの 3 つからなり、迫力ある工場見学とパワーあふ
れるこんにゃくバイキングが魅力。手作りこんにゃくゼリー
体験ができるキッチンもあり、こんにゃくパーク限定商品も
数多く取り揃えている。

催し

2.5ヘクタールの広大な畑で60種類のぶどうを栽培

（群馬県／甘楽町商工会）

【問い合わせ】楽山園☎0274・74・4795

こんにゃくパーク

グルメ

関東・甲信越

関東・甲信越

昭和11年当時の文部省から「天然記念物及び名勝」に指定
された吹割の滝は、
高さ7ｍ、幅30ｍ、
ごうごうと落下・飛散す
る姿から東洋のナイアガラとも呼ばれている。凝灰岩・花崗岩
の川床上を流れる片品川が、岩質の柔らかい部分を侵食して
多数の割れ目を生じ、あたかも巨大な岩が吹き割れたように
見えるところから名付けられた。

体験

北海道・東北

北海道・東北

体験

どんど焼き
（群馬県／昭和村商工会）

昭和村に残る伝統行事の一つで、無病息災などを祈ってお
世話になっただるまや門松などの縁起物を燃やすもの。道の
駅あぐりーむ昭和では約 7 mのやぐらを組んで盛大に燃やす
ため、遠方からも多くのだるまなどが集まる一大イベントと
なっている。当日は地元の神社の神主によって神事が行われ
てから火がつけられ、
神事が終わると干し柿や甘酒、
お菓子な
ど様々な品が振る舞われる。
【期間】毎年 1 月第 2 日曜
【料金】無料
【交通】
関越道昭和ICから0.1km
【問い合わせ】
道の駅 あぐりーむ昭和
☎0278・25・4831

※支払方法について、現金払いのみの施設・店舗等については記載しておりません。
詳細は問い合わせ先にご確認ください。31

グルメ

催し

特産

温泉

見所

四万温泉

奥四万湖

（群馬県／中之条町商工会）

※年末年始は時短営業／無休

【交通】関越自動車道渋川・
伊香保ICから38km
【問い合わせ】
☎0279・64・2321

奥四万湖は、平成
11年に四万川ダム
によりつくられた
ダム湖。独特な水の
色は「四万ブルー」
と呼ばれ、四万温泉
の人気観光スポッ
トになっている。4
月下旬から11月中
旬まではカヌー体験も楽しめる。その湖畔には四万川ダムや
周辺について解説展示する四万せせらぎ資料館があり、併設
されたカフェでは香り豊かなコーヒーやハーブティの他、
四万温泉地ビールも味わえる。

催し

特産

温泉

見所

願いごとが叶うお寺 板東11番札所 吉見観音
（埼玉県／吉見町商工会）

創建1200年を誇り、
板東11番札所として知られる。県指定史跡である「三重塔」を始め、
左甚五郎作と伝わる「野荒らしの虎」など境内は文化財の宝庫である。また重厚な建築物
と季節の樹木が織りなすコントラストは素晴らしく、特に
「春の桜」、
「秋の紅葉」は絶好の
写真スポットとして人気。近年は
「願いごとが叶うお寺」として注目を集め、老若男女を問
わず多くの方が拝観に訪れている。
【営業／休み】8：00〜17：00／無休
【料金】拝観料無料
【交通】関越道東松山ICから約 7 km、
圏央道川島ICから約 8 km
【問い合わせ】岩殿山安楽寺☎0493・54・2898

東海・北陸

東海・北陸

四万温泉協会

（群馬県／中之条町商工会）

グルメ

【営業】日中
【交通】関越自動車道渋川・伊香保ICから40km
【問い合わせ】四万温泉協会☎0279・64・2321

妻沼 聖 天山

（群馬県／中之条町商工会）

晴雲酒造株式会社

（埼玉県／くまがや市商工会）

12万㎡の敷地内に数百種類の植物が季節を彩り、四季折々の景観を楽しめる。なかでもガーデンデザイナーが設計デザインし
た「スパイラルガーデン」や
「ローズガーデン」は必見。木々が芽吹く早春、眩しい新緑、咲き誇る花々、鮮やかな紅葉、季節ごとに
変わる園内の様子をベンチに腰かけゆったりとした時が過ごせる。園内には陶芸や草木染めの体験施設、レストラン、茶屋があ
り入園無料。

日本三大聖天の一つ。1760年に再建された本殿の聖天堂
は、
日光東照宮を彷彿させる本格的な装飾建築。
「埼玉日光」と
称され、国宝に指定されている。平成15年10月から
「平成の大
修理」
が行われ、平成23年 6 月 1 日から一般公開されている。
昔から縁結びにご利益があることで知られている。
【営業／休み】9：00〜17：00／無休
【料金】国宝聖天堂拝観料700円（9：30〜16：00）
【交通】
関越道東松山ICから25km、
東北道羽生ICから25km
【問い合わせ】妻沼聖天山
☎048・588・1644

晴雲酒造は、小川の米・水・風土で醸す小川地酒
「晴雲」
醸造
元。土蔵の旧仕込み蔵、酒蔵資料館、冷水の湧き出る仕込み井
戸等を見学することができ、併設する酒蔵レストラン「玉井
屋」では、
地元野菜と仕込み水を使った食事が楽しめる。
【営業／休み】9：00〜12：00、
13：00〜17：00／年末年始
【料金】無料
【交通】関越自動車道嵐山・小川ICより車で10分
東武東上線・八高線小川町
駅より徒歩10分
【問い合わせ】晴雲酒造
☎0493・72・0055

中国・四国

中国・四国

【営業／休み】9：00〜17：00
（入園は16：30まで）
／
年末年始
【料金】入園料：無料
【交通】関越自動車道渋川・伊香保ICから27km
【問い合わせ】中之条ガーデンズ
☎0279・75・7111

（埼玉県／小川町商工会）

関西

関西

めぬ ま しょうでんざん

中之条ガーデンズ

関東・甲信越

関東・甲信越

四万温泉は豊かな自然に囲まれた昔ながらの温泉情緒が残
る温泉地。昭和29年には国民保養温泉地の第一号に指定され
ている。
源泉は42本のうち39本が自噴泉で、自然のチカラでこ
んこんと湧くパワフルな温泉。
浴用だけでなく、飲泉にも適し
ており、温泉街や旅館の中に飲泉所が設置されている。
日帰り
温泉や共同浴場もあり気軽に温泉巡りを楽しむことができる。
【営業／休み】8：30〜17：15

体験

北海道・東北

北海道・東北

体験

九州・沖縄

九州・沖縄

古民家−長瀞 ㈲東馬建設
（埼玉県／長瀞町商工会）

貸別荘〜ここだから出逢える解放感〜 1 日 1 組限定で、
ゆっくり自由な時間が満喫できる施設。貸別荘として宿泊し
ながら、建築物のすばらしさや旧家再生を実際に使用して感
じてもらうために家族向けの運営をしている。
【営業／休み】9：00〜17：00／水曜
【料金】施設ご利用料金＋オプション料金
【交通】関越自動車道花園ICから20km30分〜40分
【問い合わせ】
古民家 長瀞
☎03・5848・3526
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長瀞蔵
（埼玉県／長瀞町商工会）

創業享保13年の酒蔵。藤﨑摠兵衛商店は、長瀞地方特有の
寒暖差ある気候が生む発酵の力と、秩父山地・長瀞が育む豊か
な自然を活かした酒造りが自慢。仕込み水はすべて地元の天
然水。酒米は、埼玉県農林総合研究センターが開発した、さけ
武蔵、彩のきずなを使用。長瀞蔵の技術を結集し、酒文化の結
晶を醸す。
【営業／休み】10：00〜17：00／火曜
【支払方法】JCB、VISA、
MasterCard
【交通】
関越道花園ICから20km
【問い合わせ】
株式会社藤﨑摠兵衛商店
長瀞蔵
☎0494・69・0001

帝松 松岡醸造株式会社
（埼玉県／小川町商工会）

武蔵鶴酒造株式会社
（埼玉県／小川町商工会）

全国新酒鑑評会など、数々の大会で金賞記録を持つ松岡醸造
は、嘉永 4 年創業。
「日本酒造りの現場」が見られる酒蔵見学ツ
アーや最高級大吟醸使用の
「大吟醸ソフト」
など、
子供から大人の
方まで楽しめる。
酒蔵庭園レストラン
「松風庵」
で食事もできる。
【営業／休み】9：00〜17：00／直売店：年始
レストラン：11：00〜15：00／木曜
（予約の場合のみ、夜間営業あり）
【料金】無料
【交通】関越自動車道
嵐山・小川ICより車で15分
東武東上線・八高線小川町駅
より車で 5 分
【問い合わせ】
帝松 松岡醸造
☎0493・72・1234
庭園レストラン 松風庵
☎0493・74・1234

武蔵鶴酒造は、文政 2 年創業の小川町に現存する酒蔵のな
かで最も歴史のある酒蔵。
「飲む人の、笑顔を想う、酒造り」
を
モットーに、
秩父山系の豊かな伏流水と、厳選された原料米を
使用した日本酒を造っている。独自製法で造られる「奈良漬」
は毎年完売する人気ぶり。
【営業／休み】9：00〜17：00／不定休
【料金】無料
【交通】関越自動車道
嵐山・小川ICより車で10分
東武東上線・八高線小川町駅
より徒歩 3 分
【問い合わせ】武蔵鶴酒造
☎0493・72・1634

※支払方法について、現金払いのみの施設・店舗等については記載しておりません。
詳細は問い合わせ先にご確認ください。33

グルメ

催し

特産
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見所

高麗鍋
（埼玉県／日高市商工会）

巾着田曼珠沙華公園
（埼玉県／日高市商工会）

催し

特産

温泉

見所

おんじゅく釣りキンメ祭り
（千葉県／御宿町商工会）

御宿中央海岸にあるこのモニュメントは御宿町観光協会の
若手経営者たちが企画・製作したもので、御宿と深い交流があ
るメキシコのカンクンのビーチにあるモニュメントをモチー
フに、カラフルな色で仕上げている。SNS映えする御宿町の
新たな観光スポットとなっている。
【交通】圏央道市原舞鶴ICから国道297号線下り40分
【問い合わせ】御宿町観光協会☎0470・68・2414

千葉県のブランド水産物「外房つりきんめ鯛」
を通じ、地域
活性化を目的に毎年行われるイベント。釣り上げ直後の船か
ら産地市場まで徹底した低温管理を行い、700g以上のものが
ブランド認定されている。当日は「外房つりきんめ鯛」を一匹
1,500円程度で販売。
キンメ汁の無料配布、網代湾クルージン
グ、和太鼓、舞踊、よさこい、歌謡ショー、フラダンスのステー
ジパフォーマンスなどを展開する。
【交通】圏央道
市原舞鶴ICから
国道297号線下り40分
【問い合わせ】
御宿岩和田漁業協同組合
☎0470・68・2011

【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 7 km
【問い合わせ】巾着田曼珠沙華公園☎042・982・0268

（埼玉県／日高市商工会）

【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

（埼玉県／庄和商工会）

休耕田を使って栽培を始めた「庄和の黒豆」は黒豆せんべい
や、黒豆チョコ、黒豆きな粉も人気。庄和の黒豆の収穫体験が
楽しめる「黒豆畑のオーナー制度」があり、専業農家が丹精込
めて育てた黒豆を、10月頃には枝豆として、12月には黒豆と
して 2 度収穫を楽しむことができる。
【営業／休み】8：00〜19：00／ 1 月 1 日、2 日、その他臨時休館日有り
【交通】
圏央道五霞ICから15km
【問い合わせ】道の駅庄和
☎048・745・1481

月の沙漠記念館

月の沙漠記念像

（千葉県／御宿町商工会）

（千葉県／御宿町商工会）

月の沙漠の作詞者であり、御宿をこよなく愛した詩人「加藤
まさを」氏の作品や資料、御宿にゆかりのある文人や画家たち
の作品の紹介など、伝統ある御宿の再発見と、新たな文化の創
造を目指して建てられた記念館。
【営業／休み】9：00〜17：00／毎週水曜、
年末年始、祝日の翌日
【料金】大人400円 高大生・65歳以上300円 小中生200円
【交通】圏央道
市原舞鶴ICから
国道297号線下り40分
【問い合わせ】
月の沙漠記念館
☎0470・68・6389

童謡「月の沙漠」は御宿海岸で作られた。
「加藤まさを」
氏は、
大正中期より昭和前期にかけて、一世を風靡したみずみずし
い抒情画の数々を発表し、一時代を築くとともに、大正12年
に発表した「月の沙漠」
は、御宿海岸がその舞台となった。
【交通】圏央道市原舞鶴ICから国道297号線下り40分

中国・四国

中国・四国

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日には上皇上皇后両陛下が私的旅行と
して高麗神社を参拝された。

庄和の黒豆オーナー制度

関西

関西

高麗神社

東海・北陸

東海・北陸

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。

ONJUKUモニュメント
（千葉県／御宿町商工会）

グルメ

関東・甲信越

関東・甲信越

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。

体験

北海道・東北

北海道・東北

体験

九州・沖縄

九州・沖縄

いすみ鉄道
（千葉県／いすみ市商工会）

いすみ市の大原駅から大多喜町の上総中野駅までの26.8㎞をつなぐレトロな路線。沿線には田園風景や城下町、渓谷、また満
開の桜や菜の花が楽しめる。また伊勢海老をはじめとした魚介など、房総の素材を使用したメニューがテーブル席で食べられる
レストラン列車も好評。電車に揺られながら自然あふれる車窓と地元グルメが満喫できる。
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おんじゅく まちかどつるし雛めぐり
（千葉県／御宿町商工会）

月の沙漠記念館や御宿町商工会女性部員を中心に30以上の店舗で、一針一針思いを込めた手づくりの雛たちが飾られる。御宿
の海をイメージした「御宿ブルー」がテーマカラーのつるし雛やその年の干支にちなんだ可愛らしいつるし雛が町内を鮮やかに
彩る。
また、月の沙漠記念館ではつるし雛の制作体験や制作キット等の販売も行っている。

【交通】首都圏中央連絡自動車道茂原長南ICから20km（国吉駅まで）
首都圏中央連絡自動車道市原鶴舞ICから17km（国吉駅まで）

【期間】毎年 2 月中旬〜 3 月上旬
【料金】無料

【問い合わせ】いすみ鉄道株式会社☎0470・82・2161

【交通】圏央道市原舞鶴ICから国道297号線下り40分
【問い合わせ】
おんじゅくまちかどつるし雛めぐり実行委員会
☎0470・68・2818

※支払方法について、現金払いのみの施設・店舗等については記載しておりません。
詳細は問い合わせ先にご確認ください。35
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体験

町田薬師池公園四季彩の杜 薬師池

グルメ

催し
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見所

手打ちそば 太平楽

（東京都／町田商工会議所）

（神奈川県／山北町商工会）

【営業／休み】6：00〜18：00
（ 6 〜 8 月は〜19：00）
／年中無休

良質な北海道産のそば粉を 8 割、国産小麦を 2 割、丹沢の名水のみを使う手打ちそば。そば本来の食感と風味が絶品。
【営業／休み】11：00〜15：00／毎週水曜
【料金】もりそば700円、猪せいろ1,400円 他

関東・甲信越

関東・甲信越

「新東京百景」
、
「東京都指定名勝」
、
「日本の歴史公園100選」
に指定される、町田市を代表する公園。池にかかるタイコ橋の周り
は桜、花ショウブなど四季折々の花を楽しむことができる。2020年 4 月には隣接する西園に案内所や直売所、カフェ・レストラ
ン、体験工房などを備えたウェルカムゲートもオープン予定。一帯にはリス園やダリア園もあり、のどかな里の風景が広がる七
国山などとともに回遊できるスポットとなっている。

【交通】東名高速道大井松田ICから20km30分
【問い合わせ】落合館
☎0465・78・3190

【料金】入場無料

北海道・東北

北海道・東北

体験

【交通】東名高速道路横浜町田ICから10km
【問い合わせ】町田市公園緑地課
☎042・724・4399

東海・北陸

東海・北陸
（千葉県／鴨川市商工会）

千葉県指定伝統工芸品 鴨川萬祝染
（千葉県／鴨川市商工会）

鴨川萬祝染は江戸時
代に房総半島で生まれ
た染め物文化であり、
元々漁師が大漁祝いの
際に着用する着物で千
葉県指定の伝統工芸品
である。鴨川萬祝染鈴
染では代々伝わる萬祝
染の伝統を引き継ぎ、その技術を活かして、半纏やバッグ、帽
子などの日常品を提供。萬祝染の製作体験や試着体験も行っ
ており、鴨川を訪れる国内外の観光客にも好評。千葉県の伝統
工芸にぜひ触れてみては。
【営業／休み】8：00〜18：00／水曜
【料金】料金：1 名様 1,500円コース 3,500円コース
（税別）
【支払方法】PayPay
【問い合わせ】鴨川萬祝染 鈴染☎04・7092・1531
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“体験”して楽しい食が盛り沢山！花味結では、田んぼと山
に囲まれた豊かな鴨川の自然の中で、「郷土料理百選」に選ば
れた「太巻き祭り寿司」の手作り体験ができる。鴨川は古くか
らの米どころで、皇室献上米として知られた長狭米が有名！
その長狭米と地元野菜や卵を使った「太巻き祭り寿司」は千葉
県が誇る郷土料理。色々な絵柄があるのが特徴で、巻くのも見
るのも食べるのも楽しい。
【営業／休み】8：30〜12：00／
月曜、火曜、水曜
【料金】太巻き祭り寿司体験
1,700円
【交通】館山道君津ICから約30km
【問い合わせ】
食と農の体験工房 花味結
☎04・7099・8073

かくれ湯の里 中川温泉 信玄館
（神奈川県／山北町商工会）

泉質はPHが10と非常に高く、肌触りがとても滑らかで飲
泉も可能。アトピーや皮膚病、神経痛などに効果があるだけで
なく、飲泉により胃腸病などにも効能があることから内側か
ら外側から美しくなる「美人の湯」といわれている。
【営業／休み】日帰り入浴 平日・休日 11：30〜18：00
土曜・休前日・繁忙期 11：30〜17：00 お電話にてご確認ください。
／
不定休
【料金】1 泊 2 食 12,000円〜
（税別） 日帰りプランも用意しています
【支払方法】現金、
クレジットカード、
電子マネー
【交通】東名高速道
大井松田ICから23km35分
【問い合わせ】信玄館
☎0465・78・3811
URL：http://www.
shingenkan.co.jp/

（神奈川県／山北町商工会）

部屋から丹沢湖が一望できる宿。八丁山女や地元野菜をつ
かい、
昔ながらの山里の家庭の味で観光客・合宿・ビジネスと
幅広いお客様に好評。
【休み】不定休
【料金】平日7,500円〜
（ 1 泊 2 食付）
、
合宿プラン5,000円〜
【交通】東名高速道
大井松田ICから20km30分
【問い合わせ】落合館
☎0465・78・3190

2 時間で完成する可愛い
手さげバッグ作り体験
（神奈川県／小田原箱根商工会議所）

出来上がり寸法縦15cm横12cmマチと裏地付きの袋物を
作る。
ポイントは丁寧に説明してくれるので、初心者でも 2 時
間でおしゃれな袋物が完成する。
【営業／休み】随時／お問い合わせください
【料金】1,000円
【問い合わせ】中戸川ボタン店
☎0465・22・4575

九州・沖縄

九州・沖縄

【営業／休み】
9：00〜16：00／無休
【料金】無料
※特別拝観・宝物館は拝観料500円
【交通】館山自動車道
君津ICから50km
【問い合わせ】
大本山小湊誕生寺
☎04・7095・2621

（千葉県／鴨川市商工会）

丹沢湖畔の宿 落合館

中国・四国

中国・四国

誕生寺は日蓮聖人の直弟子・日家上人が日蓮聖人誕生の地
を記念して1276年に建立。千葉県のかおり風景100選に「誕
生寺の線香と磯風」が選定されている。主な見所としては「巨
大鬼瓦」
や県指定有形文化財
「仁王門」がある。近くには日蓮聖
人降誕の際、
海面に大小の鯛の群れが集まったとされる
「妙の
浦」
があり、
「日蓮聖人の使いとも言われる鯛」を遊覧船で見る
ことができる。2021年には日蓮聖人ご降誕800年祭を控えて
おり、
ぜひお越しいただきたい。

郷土料理 太巻き祭り寿司

関西

関西

日蓮聖人降誕の地 小湊誕生寺

おだわらふれあい体験市場
（神奈川県／小田原箱根商工会議所）

小田原は、古くから栄えた職人のまち。
伝統工芸や昔ながら
の食文化が今もなお息づいている。
小田原商店会の面々は、確
かな腕と気さくな人柄が自慢の職人ばかり。
そんな職人技と人
情に触れる「おだわらふれあい体験市場」にぜひご参加を！店
舗ごとに普段なかなか味わうことのできないプロのテクニッ
クや裏話を聞くことができるまたとない機会となるだろう。
【営業／休み】各店舗による
【料金】1,000円〜
【問い合わせ】
小田原箱根商工会議所
☎0465・23・1811
おだわらふれあい体験市場
URL：http://www.
odawara-cci.or.jp/fureai/

簡単にできるDIY塗装体験
（神奈川県／小田原箱根商工会議所）

初心者でもプロ並みにできるペイントリフォームを学ぶ。
気軽に家庭で行うための道具選びから、下準備、補修、ペイン
トの方法までをマスターできるので、ご家庭で何かを塗る際
のポイントが理解でき、塗料の選び方から塗装の仕方まで疑
問を解決。
【営業／休み】随時（要予約）14：00〜15：30
（要確認）
／日曜・祝日
【料金】1,000円
【問い合わせ】ヤブタ塗料
☎0465・21・6400

※支払方法について、現金払いのみの施設・店舗等については記載しておりません。
詳細は問い合わせ先にご確認ください。37

グルメ

催し

特産

温泉

見所

ステッカー作りorパネル作り体験

体験

「和菓子！季節のねりきりを作ろう」

（神奈川県／小田原箱根商工会議所）

1923年創業の老舗でありながら近年人気の洋菓子の手法
も取り入れているお店で、和菓子職人から季節ごとの植物等
をかたどった「ねりきり」つくりを体験することができる。

【営業／休み】要予約（お問い合わせください）／お問い合せください

【営業／休み】随時（要予約）／お問い合わせください

【料金】ステッカー500円、パネル1,500円
【問い合わせ】有限会社鳳文堂☎0465・34・9500

【料金】1,000円
【問い合わせ】河内屋製菓舗☎0465・22・2905

上杉謙信公の居城 春日山城
（新潟県／上越商工会議所）

空堀や土塁、大井戸など山城の特徴が残る春日山城は、
まさ
に「土の城」。
複雑な自然の地形を巧みに利用した堅固な城塞
は、難攻不落の天下の名城。屋敷や空堀が展開する山の裾野
に、延長1.2kmにも及ぶ堀と土塁で総構えが築かれている点
が大きな特徴である。
標高約180mにある本丸跡からは、日本
海や頸城平野、それを取り巻く山並みをも一望できる。

上越ICより 5 km程度
（14分）

上越市観光交流推進課

【問い合わせ】

【営業／休み】13：00〜15：00
（要確認）
／お問い合わせください
【料金】2,000円〜
【問い合わせ】小田原HOJYO庵（おだわらほうじょうあん）
☎0465・47・6729

38

（新潟県／上越商工会議所）

日本で初めての盲目の女旅芸人−瞽女（ごぜ）の資料館。伝
統的な雁木町家をミュージアムにして、
瞽女を描いた画家「斎
藤真一」の作品やかつての記録映像、そして様々な資料を通し
て農山村の人々が長年育んできた瞽女の文化を発信してい
る。
このミュージアムで地域の誇るオンリーワンの文化・歴史
をご堪能ください。
【営業】10：00〜16：00
【料金】一般500円
学生300円
団体割引あり
【交通】上越ICより 4 km程度
（10分）
【問い合わせ】
瞽女
（ゴゼ）ミュージアム
☎025・522・3400

百年料亭ネットワークの発起人でもある「宇喜世」
は、江戸
時代末期にまで遡るという由緒ある書院造の荘厳な建物が自
慢の老舗料亭。
国登録の有形文化財にも指定され、
城下町・上
越高田の歴史の一端を担ってきた。その趣ある建物で歴史を
感じながらゆったりと食事を楽しめる。部屋ひとつずつに物
語があり、個性ある装飾や景色は圧巻の一言！
【営業／休み】11：30〜14：00、
17：30〜22：00／不定休
【支払方法】現金、
クレジットカード
【交通】上越ICより
4 km程度（10分）
【問い合わせ】
百年料亭宇喜世
☎025・524・2217

【越後上越「歩こっさ」】一度は行ってみたかった！春日山城跡・林泉寺
（新潟県／上越商工会議所）

上越市（春日山）は上杉謙信が生まれ育ち、城を構え、亡くなった地。その入り口に位置する上越市埋蔵文化財センターでは、
「上杉おもてなし武将隊」によるお出迎えで、旅の気分を盛り上げてくれる。さらに地元観光ガイドとともに、上杉謙信が育んだ
「義の心」なども学べる。また、謙信が幼少期に学んだ林泉寺の壮大さは必見（特に紅葉時季はきれい）
。謙信も眺めた標高180mの
春日山城本丸跡から見る絶景を、ハイキング気分で楽しむことができる。昼食は幻の良質肉
「くびき牛」
の勝負飯を、ぜひご堪能
ください。
【営業／休み】6 月・9 月・10月・11月の土曜、
日曜
（15名以上限定商品） 9：00〜15：00
（変更可）／
未定
【料金】大人4,600円 子ども4,350円
【問い合わせ】☎025・525・1185

※支払方法について、現金払いのみの施設・店舗等については記載しておりません。
詳細は問い合わせ先にご確認ください。39

九州・沖縄

九州・沖縄
（神奈川県／小田原箱根商工会議所）

季節の美味しい紅茶でポピュラーかつ、正統的な紅茶のいれ方である「ゴールデンルール」
をマスター、さらにティーバッグで
の手軽ないれ方も覚えられる。また、
紅茶に合うフルーツマフィン作りも体験できる。

（新潟県／上越商工会議所）

百年料亭宇喜世

中国・四国

中国・四国

紅茶の美味しいいれ方とクリームティー体験

瞽女（ゴゼ）
ミュージアム

関西

関西

【営業／休み】11：00〜11：30、
13：00〜13：30
（要確認）／
お問い合わせください
【料金】1,800円〜2,100円
（革により値段が変わります）
＋300円でモチーフつけ放題
【問い合わせ】白牡丹
☎0465・22・2335

高田世界館
☎025・520・7626
☎025・520・7442

東海・北陸

東海・北陸
【営業／休み】随時
（要予約）
／お問い合わせください
【料金】1,000円〜
【問い合わせ】スズアコーヒー店
☎0465・22・4561

針も糸も使わずに、トンカチでトントン叩いたらすぐ完成
なので初心者でも簡単に作成できる。オプションで花や蝶な
どのモチーフもつけられるので、世界で一つしかないオリジ
ナルのものが作れる。

2019年に築108年を迎えた高田世界館は建築当時のまま
現存し、擬洋風建築という貴重さは勿論、本物だけが持ち合わ
せる時代色や雰囲気は、入館者にノスタルジックな感動を与
える。
映画ファンならずとも心に染み入るスポットである。
有
料見学では、映写すること自体が文化財の35mm映写機の迫
力が体験できる。また、
映写室の脇には秘密の小部屋も！

☎025・545・9269
☎025・526・5111

（神奈川県／小田原箱根商工会議所）

高田世界館

☎025・520・7442
【交通】

上越市文化行政課

創業1956年、熟練職人がコーヒー豆を焙煎しているお店で
J・C・Q・A認定コーヒーインストラクターが豆の産地、焙煎度
合、
精選方法など紹介し、厳選された世界のコーヒーを飲み比
べする。

見所

見学は可（要連絡）

【問い合わせ】
上杉謙信公の居城 春日山城

（神奈川県／小田原箱根商工会議所）

温泉

【休み】火曜定休

【交通】上越ICより 6 km程度
（15分）

縫わずにできる
革製 3 連ポーチ作り体験

特産

（新潟県／上越商工会議所）

【料金】無料

世界のコーヒー飲み比べ体験

催し

関東・甲信越

関東・甲信越

持ち込んだ画像データから、世界でたった一つの「屋外に貼
れるオリジナルステッカー」か「スチレンボードに高精細のポ
スターを貼ったオリジナルパネル」作りの体験ができる。

（神奈川県／小田原箱根商工会議所）

グルメ

北海道・東北

北海道・東北

体験

グルメ

催し

特産

温泉

見所

八木ヶ鼻オートキャンプ場
（新潟県／下田商工会）

【営業／休み】終日／無休 ※冬期間12月〜 4 月下旬までは休業
【料金】日帰り1,000円、1 泊 2 日2,000円
コテージ：日帰り8,000円、１ 泊 ２ 日12,000円
「いい湯らてい」入浴料：大人900円 子供600円
【交通】北陸自動車道三条燕ICから約20km車で30分

白鳥の郷公苑
（新潟県／下田商工会）

白鳥が湖や池ではなく川に飛来することは珍しい。五十嵐
川に隣接した白鳥の郷公苑では、走る、
踊る、
話す、
闘う…白鳥
たちのまだ知らない様々な表情がみられる。川のそばで非常
に近くで観察できるので、ぜひこの冬は下田の白鳥に会いに
来てください！

大型バスでは行けない絶景秘境を巡る

グルメ

催し

特産

温泉

見所

高浪の池

（新潟県／糸魚川商工会議所）

（新潟県／糸魚川商工会議所）

約 3 億年前のサンゴ礁で移動してできた石灰岩の山・明星
山。この山の大岩壁に落ち込んだ川原一体が国の天然記念物
に指定されている小滝川ヒスイ峡（小滝川硬玉産地）で、パ
ワースポットとしても知られている。山奥にあるため、高浪の
池から団体専用マイクロバスが運行している。
（要予約）

標高540mの白馬山麓国民休養地にある深さ13mの一年中
満々と水をたたえる高原の池。
池では巨大魚の目撃が相次ぎ、
地
元では浪太郎と翠の愛称で親しまれている。
秋は紅葉が水面に
映り込み、
背景には、
明星山の大岩壁が見えとても神秘的な雰囲
気に。
レストハウスでは昼食やスイーツも提供している。

【営業／休み】終日開放（但し冬期）／冬期以外

【休み】11月中旬〜 5 月上旬

【営業／休み】9：00〜16：00／11月中旬〜 5 月上旬

【交通】北陸自動車道三条燕ICから約20km車で30分

【料金】お 1 人様2,500円〜
（参加人数により異なる）

【交通】北陸自動車道糸魚川ICから約25km

【問い合わせ】☎080・8834・5467

【交通】北陸自動車道糸魚川ICから約25km

【問い合わせ】高浪の池高原交流センター☎025・556・2327

【問い合わせ】
糸魚川市観光協会

【問い合わせ】管理組合☎090・7199・9547
（9：00〜18：30まで対応）

関東・甲信越

関東・甲信越

川のせせらぎが聞こえ、八木ヶ鼻を望む絶好のロケーショ
ン。八木ヶ鼻温泉『いい湯らてい』に隣接しており、昼はバーベ
キュー、夜は温泉と 1 日ゆっくり過ごせる。ターブや焚火台の
レンタルも可能。

体験

北海道・東北

北海道・東北

体験

☎025・555・7344

東海・北陸

東海・北陸

関西

関西

漁船ごとに販売する紅ズワイガニ直売所
（新潟県／糸魚川商工会議所）

深さ2,500m〜3,000mの富山トラフはフォッサマグナの延長線上に位置し、海底火山の噴火でできた岩石溶岩が魚の集まる
漁礁をつくり出した。豊富な漁場には紅ズワイガニやあんこうなどの深海魚が多く生息している。道の駅マリンドリーム能生の
かにや横丁では漁船ごとに紅ズワイガニを販売しており、
直売なので鮮度や値段はどこにも負けない。

北五百川の棚田遊歩道
（新潟県／下田商工会）

【営業／休み】終日開放（但し冬期は雪対策必要）
【料金】無料
（但しガイドや冬期間は問い合わせ要）
【交通】北陸自動車道三条燕ICから約20km車で30分
【問い合わせ】三条市営業戦略室観光係☎0256・34・5605

新潟県しただ温泉郷越後長野温泉
らんけいそう

嵐渓荘
（新潟県／下田商工会）

国登録有形文化財の宿 日本秘湯を守る会会員。
昭和初期に燕駅前に建設された小川屋旅館の建物を、1955
年に移築した「緑風館」が国登録有形文化財に登録された。建
物頂部に見晴らしのやぐら「望楼（ぼうろう）」
を載せているの
が特徴で、客室も部屋ごとに異なる座敷飾りの意匠を凝らし
ている。
【営業／休み】宿泊施設へお問い合わせください
【料金】料金表を確認
【支払方法】現金、クレジットカード
【交通】北陸自動車道三条燕ICから約23.4km車で40分
【問い合わせ】嵐渓荘☎0256・47・2211

九州・沖縄

九州・沖縄

「北五百川の棚田」
と棚田の水源「大久保の清水」を散策する
遊歩道。
「北五百川の棚田」は、平成11年 7 月に日本の棚田百
選にも選ばれている。遊歩時間 1 時間20分（往復）約1.5㎞。
帽子、
長袖や長ズボンを着用し、足元がしっかりした靴でお
出かけください。

国石「ヒスイ」
探し体験
（新潟県／糸魚川商工会議所）

日本庭園を眺めながら割烹ランチ
（新潟県／糸魚川商工会議所）

ヒスイ海岸の愛称で親しまれている糸魚川海岸には、砂浜
ではなく石ころが広がっている。その石の多くは、糸魚川の山
で生まれ、長い年月をかけて川を下り海に流されてきたもの
で、小滝川ヒスイ峡より削られ流れてきたヒスイが打ち上げ
られることでも知られており、ヒスイ海岸、親不知海岸、須沢
海岸でヒスイ探しが楽しめる。
【料金】無料
【交通】北陸自動車道
糸魚川ICから約 5 km
【問い合わせ】
糸魚川市観光協会
☎025・555・7344
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中国・四国

中国・四国

【営業／休み】8：00〜17：00／ 1 月 1 日
【料金】1,000円程度〜
【交通】北陸自動車道能生ICから約 3 km
【問い合わせ】道の駅マリンドリーム能生
☎025・566・3456

回遊式日本庭園「翡翠園」は、島根県の足立美術館を手掛け
た造園家・中根金作氏の設計、監督により1978年に開園。松林
を背景に 3 つの滝、池、曲水をもって構成されており、巨石と
数多くの石を配した豪壮で優雅な庭園。翡翠園では、
日本庭園
を眺めながら室内での昼食も可能。季節ごとに新緑や紅葉と
四季折々の風景が楽しめる。
【営業／休み】9：00〜16：30
（16：00受付終了）
／
12月〜 3 月毎週火曜
（祝日の場合は翌日）
【料金】大人500円 高校生以下300円
お弁当1,500円〜
（ 5 名様以上）要予約
【交通】北陸自動車道
糸魚川ICから約 5 km
【問い合わせ】
ガーデンミュージアム
運営協議会
☎025・552・9277

※支払方法について、現金払いのみの施設・店舗等については記載しておりません。
詳細は問い合わせ先にご確認ください。41

グルメ

催し

特産

温泉

見所

日本海の獲れたてを見る！
珍しい昼セリを見学
（新潟県／糸魚川商工会議所）

【休み】荒天時、火曜、土曜、その他
【料金】1 人120円
【交通】北陸自動車道
能生ICから約 3 km
糸魚川市観光協会
☎025・555・7344

（新潟県／糸魚川商工会議所）

【営業】9：00〜17：00
（最終受付16：30）
【料金】大人500円 高校生以下300円
【交通】北陸自動車道糸魚川ICから約 5 km
【問い合わせ】
ガーデンミュージアム
運営協議会
☎025・552・9277

温泉

見所

笹倉温泉龍雲荘
（新潟県／糸魚川商工会議所）

プロが選ぶ日本のホテル・旅館100選の料理部門に 4 年連
続入選！効能の高い温泉は、地底深く横たわるフォッサマグ
ナから湧き出す1500万年前の化石海水。97度の源泉が噴き
出す温泉は、豊かな泉質で心も体も優しく癒してくれる。日本
海の新鮮な海の幸と、人の手で育まれた山の幸で彩る旬の味
を、北アルプスの山々を眺めながら楽しめる。

棚田・山々・川の流れ・小鳥のさえずり・おいしい空気…どこ
か懐かしい原風景が広がる静かな里山の一軒宿。森林からの
マイナスイオンと、清流からのさわやかな風を浴びながら入
る温泉は、つるつる滑らか美人の湯で、
美肌効果がある温泉は
別名「クレンジングの湯」とも呼ばれている。
源泉かけ流しと
展望風呂のそれぞれを楽しめる。

【料金】14,190円〜
（本日現在）

【料金】10,950円〜22,000円
（本日現在）

【問い合わせ】

【問い合わせ】笹倉温泉龍雲荘☎025・559・2211

ホテル國富アネックス
☎025・550・1000

【営業／休み】9：00〜17：00
（最終受付16：30）
／冬期間あり
【料金】大人500円 高校生以下無料
【交通】北陸自動車道糸魚川ICから約 3 km
【問い合わせ】フォッサマグナミュージアム
☎025・553・1880

姫川温泉ホテル國富翠泉閣
（新潟県／糸魚川商工会議所）

長野県小谷村との県境、姫川渓谷沿いに位置する宿。
「水が
おいしく食材が豊富」な土地柄を活かし、食事は厳選した旬の
食材を使った渾身の逸品ばかり。自家源泉による湯量豊富な
かけ流し温泉と、夜には満天の星空を眺める絶景の露天風呂
で至福のひと時が過ごせる。
【料金】14,190円〜26,070円
（本日現在）
【問い合わせ】ホテル國富翠泉閣
☎025・557・2000

柵口温泉権現荘

大人の学び旅「大地の学校 糸魚川」
セリ見学とセリ魚堪能

（新潟県／糸魚川商工会議所）

温泉総選挙特別賞を受賞した柵口温泉権現荘は、大自然に
囲まれた湯と食の宿。
源泉かけ流しの温泉は、全身を芯まで温
めてくれる人に優しい幸ある湯。能生漁港直送の鮮魚を豪快
に使った自慢の料理でおもてなし。全室リバービューの客室
からは、美しき四季の移り変わりと、鳥のさえずり、川音のせ
せらぎが楽しめる。
【料金】10,950円〜22,000円
（本日現在）
【問い合わせ】
柵口温泉権現荘
☎025・568・2201

【料金】17,500円
（大人・小児同額）
【問い合わせ】えちごトキめきリゾート雪月花☎025・543・8988（えちごトキめきリゾート雪月花予約センター）

ヒスイの聖地・糸魚川巡り
（新潟県／糸魚川商工会議所）

世界屈指のヒスイ（特に東洋で人気の高い宝石のひとつ）の産地として、名高いのが糸魚川である。
ここで採れるオンリーワン
資源の
「ヒスイ」をキーワードに、
「自然
（小滝川ヒスイ峡）」
「美容（翡翠温泉郷）」
「食
（魚、米、酒）」
「施設
（博物館、美術館）
「体験（勾
」
玉づくり、まち歩き）」をひとまとめに楽しめるツアー。
【営業／休み】通年 9：00〜17：00／無休
【料金】お問い合わせください（コース、内容により調整いたします）
【問い合わせ】糸魚川市観光協会
☎025・555・7344
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※支払方法について、現金払いのみの施設・店舗等については記載しておりません。
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九州・沖縄

（新潟県／糸魚川商工会議所）

新潟県上越地方を走るリゾート列車「雪月花」は、国内最大級の展望を確保し、インテリアの細部にまで
「新潟」にこだわってい
る。車両からは海と山両方の景色を堪能でき、走行中の見どころを紹介するアナウンスも流れる。四季明瞭な上越地方の美しい
風景と、地元料亭の食事や華やかなフレンチ料理が味わえる。

新潟県内でも有数の漁港である能生
（のう）
漁港で、豊かな
漁場で取れたばかりの新鮮な海の幸が並ぶ昼セリを、ガイド
の解説を聞きながら見学でき、水揚げされた鮮魚の中から厳
選した海の幸を夕食で食べることができる。とれたて直送の
日本海の幸をぜひ堪能あれ！
【営業／休み】通年 昼セ
リ見学および漁港ガイド
14：45〜15：20（セリ見
学時間15分程度）／
毎週火曜、土曜、その他
（セリ休み）
【問い合わせ】
糸魚川市観光協会
☎025・555・7344

九州・沖縄

えちごトキめきリゾート雪月花

（新潟県／糸魚川商工会議所）

中国・四国

中国・四国

玉翠園は四季の移ろいを感じられる鑑賞式日本庭園。遠く
の山を借景した景色は、室内から見ると 1 枚の絵画のよう。
隣
接する谷村美術館は、日本最高峰の木彫彫刻家・澤田政廣氏が
手掛けた仏像作品と、建築界の巨匠・村野藤吾氏設計の晩年の
建築物。仏像一体ずつを自然光で照らしている。

特産

関西

関西

玉翠園・谷村美術館

多岐にわたる種
類の岩石や鉱物を
展示する地球博物
館。約 5 億 年 前 に
できたヒスイ、今
なお活動を続ける
焼山火山から噴出
した火山岩など最
古と最新の歴史が凝縮。世界中の綺麗な宝石や鉱物がここま
で展示されている博物館は珍しい。また、海岸で拾った石の鑑
定も実施している。

糸魚川温泉ホテル國富アネックス
（新潟県／糸魚川商工会議所）

催し

東海・北陸

東海・北陸

【問い合わせ】

フォッサマグナミュージアム
（新潟県／糸魚川商工会議所）

グルメ

関東・甲信越

関東・甲信越

県内有数の広域的漁港である能生漁港では、時間帯的に珍
しい昼セリを行っている。近海で獲れた多種多様な鮮魚が市
場に並ぶ光景は圧巻！糸魚川の魚はなぜ美味しいのか、ガイ
ドの依頼があれば、魚の種類や漁獲方法など漁協関係者が詳
しく説明してくれる。

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

華織 KAORI チューリップストール
（新潟県／五泉商工会議所）

【料金】8,500円
（税抜き 別途送料）
【問い合わせ】株式会社カワノ☎0250・43・4450

お山のとまと食堂
（新潟県／妙高高原商工会・妙高商工会）

妙高のトマトが旬を迎えるのは 9 月。標高2,454mの妙高山
から吹き降ろす風は、真夏でも冷たく、芳醇な水とその冷気が
妙高の高原トマトを甘く美味しく育てる。お山のとまと食堂
は、そのトマトを使ったオリジナル料理を参加各店で期間限
定で提供するイベント。サラダやパスタ、ピザ、ケーキ、ラーメ
ンなど絶品トマト料理がそろう。

グルメ

催し

特産

温泉

見所

幸せの丘ありあんす「宝石の街・甲府の夜景」
（山梨県／甲府商工会議所）

幸せの丘ありあんすから眺める「宝石の街・甲府の夜景」は、日本夜景遺産に認定されている。北岳や中央アルプスなど雄大な
山々に囲まれた甲府盆地の夜景は、色彩豊かに輝く宝石をちりばめた「宝石箱」のような美しさ。
約270度の大パノラマで一望で
きる屋上展望台からの景色は、
昼も夜も甲府盆地の歴史や自然の美しさを堪能できる絶景スポットである。
【営業／休み】9：30〜17：00／毎月第 2・3・4 水曜と12/29〜31
【交通】中央自動車道甲府南ICから0.5km
【問い合わせ】幸せの丘ありあんす☎055・266・5005

【期間／休み】例年期間限定で 9 月前後に開催／店舗による
【料金】店舗による
【問い合わせ】参加各店または妙高高原商工会☎0255・86・2378
URL：https://myoko-tomato.jp/restrant/

関東・甲信越

関東・甲信越

シルクと和紙糸を使ったニットで、幅も長さもたっぷりの
ストールに、五泉を代表する花、チューリップをモチーフにし
た刺繍は大人のナチュラルなテイスト。トラッドからカジュ
アルまで、さまざまなテイストでおしゃれが楽しめる。シルク
と和紙糸のさらり感と上品な透け感を活かせるよう編み地の
パターンを特に工夫し、上品な透け感、さらさらでしっとりと
した肌触り。オフィスからパーティにまで使えるお役立ちア
イテムである。

体験

北海道・東北

北海道・東北

体験

東海・北陸

東海・北陸
（山梨県／甲府商工会議所）

（長野県／小谷村商工会）

（新潟県／中郷商工会）

【交通】上信越道中郷ICから 3 km
☎0255・74・2013

（新潟県／小千谷商工会議所）

真っ白な雪と色鮮やかな小千谷縮。雪さらしは、ユネスコ無
形文化遺産「小千谷縮」をつくるために必要な工程で、雪上に
さらすことで麻生地が漂白されるとの先人の知恵であり、冬
の厳しい時期に糸を績む、手織りで丹念に織り上げていくと
いう、雪国の暮らしならではの作業が今日まで伝えられてき
た。体験は
「かんじき」を履いて雪上での道つけから始まる。
【期間】2020年 1 月25日
（土）11：00〜13：00
【料金】体験料：2,000円
（ふのりそば試食）
【交通】関越自動車道小千谷ICから 2 km
【問い合わせ】楽集館グラウンド☎0258・81・1300

【営業／休み】10：00〜18：00
（飲食店は別）／年中無休
【支払方法】現金、
クレジットカード
【交通】中央自動車道
甲府南ICから10km
【問い合わせ】甲州夢小路
☎055・298・6300

塩の道ガイドツアー
〜千国越えコース〜

北八ヶ岳「苔の森」
（長野県／佐久穂町商工会）

（長野県／小谷村商工会）

現在小谷村内には、塩の道の街道跡を整備した 8 つのモデ
ルコースがあり、それぞれの塩の道周辺には、石仏や石塔、史
跡などが多く残されている。四季折々の自然を感じながら歴
史ロマンあふれる古道をガイド
と一緒に歩きませんか。
【営業】5 月下旬〜 7 月下旬の土曜、日曜、
祝日
【料金】3,500円
※ガイド料、保険代含む
※路線バス代は含まれません
【交通】
長野自動車道安曇野ICから60km
【問い合わせ】小谷村観光連盟
☎0261・82・2233
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【営業】毎年 7 月〜 8 月毎日開催
【料金】大人：6,500円
（栂池パノラマウェイ乗車料、
栂池自然園入園料、
ガイド料、保険代）
【交通】長野自動車道
安曇野ICから60km
【問い合わせ】
小谷村観光連盟
☎0261・82・2233

九州・沖縄

九州・沖縄

スイッチバック式の駅では線路が交わることから縁起の良
い「めぐり会いの駅」とも言われており、平成28年 ４ 月から
真っ赤な豪華リゾート列車「雪月花」が運行。運が良いとス
イッチバックしてホームに入る際、下り列車とめぐり会い並
んで入線する。

小千谷縮・雪さらし体験

高山植物の宝庫「栂池自然園」を地元ガイドの案内で歩くツ
アー。ミズバショウ湿原は比較的平坦な木道を気軽に歩ける
コースで、楠川まで歩く。
帰りにはゴンドラ駅隣接の
「栂の湯」
で疲れを癒すことができる。

中国・四国

中国・四国

JR甲府駅から徒歩 3 分。
「甲州夢小路」は甲府の伝統工芸品
店や菓子店、県産食材を使ったレストランなどが集まった商
業施設で、ワインの試飲など山梨の魅力をたっぷり堪能でき
る。
古民家を移築し、蔵や倉庫、石畳などの建築様式をふんだ
んに取り入れ、明治〜昭和初期の甲府城下町を再現。銅板の塔
は明治初期まで200年以上にわたって住民に時刻を知らせて
いた
「時の鐘」を再現したもの。

めぐり会いの駅二本木駅と
豪華リゾート列車

栂池自然園ネイチャーウォーク

関西

関西

小江戸情緒が息づく甲府城下町を再現

日本蘚苔類学会から「日本の貴重なコケの森」
に選定されて
いる原生林。一帯がコケに覆われ、
巨木とともに悠久の時の流
れと大自然の雄大さを感じさせてくれる場所。最寄りの有料
駐車場の向かいが原生林の入り口で、比較的気軽に散策でき
ることも魅力。
※天候の変化が大きいため、登山にふさわしい
寒さ対策、足元の装備等十分にしてお越しください。
【交通】
中部横断道
八千穂高原ICから25km
【問い合わせ】
佐久穂町商工会
☎0267・86・2275

※支払方法について、現金払いのみの施設・店舗等については記載しておりません。
詳細は問い合わせ先にご確認ください。45

グルメ

催し

特産

温泉

見所

体験

千人塚公園

真田氏歴史館

（長野県／飯島町商工会）

【問い合わせ】千人塚公園☎0265・86・6764

特産

温泉

見所

（長野県／上田商工会議所）

天正11年真田昌幸によって築城された上田城は、第一次・
第二次上田合戦で徳川軍を二度も撃退した難攻不落の城。春
は上田城千本桜まつり・秋には上田城けやき並木紅葉まつり
が行われ、信州上田の主たる観光地として観光客で賑わう。
【営業】管理事務所：8：30〜17：15、
公園内：24時間入園可
上田市立博物館・上田城櫓門：8：30〜17：00
（入館は16：30まで）
【料金】公園内：入園無料

上田市立博物館：一般300円

上田城櫓門：一般

300円 上田市立博物館と上田城櫓門の共通券：一般500円
【交通】電車JR上田駅・しなの鉄道上田駅・上田電鉄別所線上田駅で下車、
徒歩12分
自動車上信越自動車道

東海・北陸

東海・北陸

戦いの足跡や武具
甲冑など真田一族に
関する資料が展示さ
れた資料館。戦国の激
動の世を生き抜いた
真田三代の足跡を辿
り、真田三代の活躍に
思いを馳せる。館内の
展示は、年代に沿って
配置されており、観覧していくうちに真田氏の活躍の様子を
わかりやすく理解することができる。

上田菅平ICより 4 km、15分
【問い合わせ】上田城
☎0268・23・5135
（公園管理事務所）

【営業／休み】9：00〜16：00／火曜、
年末年始
【料金】入館料：250円
【交通】上信越道上田菅平ICから 5 km
【問い合わせ】真田氏歴史館☎0268・72・4344

（長野県／飯島町商工会）

【交通】中央道駒ヶ岳スマートICから6.5km
【問い合わせ】与田切公園☎0265・86・6046

（長野県／飯島町商工会）

与田切公園内にある「越百の水」は、信州の名水・秘水15選
に選ばれた中央アルプスの湧き水。飲めば「百歳を越える長
寿」になれると願いを込めて「越百の水」
と命名された。
【料金】無料
【交通】中央道駒ヶ岳スマートICから6.5km
【問い合わせ】与田切公園☎0265・86・6046

北国街道・柳町

生島足島神社

（長野県／上田商工会議所）

（長野県／上田商工会議所）

上田城下の旧北国街道
沿いの家並みが残る通り。
面影を残す街並みは白い
土塀に格子戸のある家、古
道具屋、杉玉のある造り酒
屋などがある。現在では、
地酒・地ワイン、信州そば
や美味だれ焼き鳥、また天
然酵母のベーカリーやご当地スイーツなど、信州上田の魅力
的な名物・銘品を扱う店舗が並ぶ。

URL：https://yanagimachi-ueda.jp/

飯島陣屋
（長野県／飯島町商工会）

江戸時代、全国に50〜60か所あった幕府代官陣屋の一つで
明治時代に取り壊
された建物を発掘
調査と古文書に基
づいて復元した。
実際に展示物を手
に取って、囲炉裏
でくつろぎながら
代官気分を味わ
え、飯島陣屋では五平餅作り体験もできる。
【営業／休み】9：00〜17：00
（入館16：30まで）
／
毎週月曜、祝日の翌日、12/15〜 3 /14
【料金】一般300円
（団体20名以上250円） 小・中・高校生150円（団体20名
以上100円）
【交通】中央道駒ヶ岳スマートICから6.0km
【問い合わせ】飯島陣屋☎0265・86・4212
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米俵マラソン大会
（長野県／飯島町商工会）

飯島町（めしのしま）は美味しいお米の産地。この美味しい
お米を食べ、そして米作りの応援、今は作り手がほとんどいな
い米俵の技能を継承していきたい！その想いから考案された
大会。米俵を担いで走り、担いだ重さのお米をお持ち帰り！
ゴールの後は美味しいご飯をお腹いっぱい食べられる。
【料金】エントリー料：2,000円〜9,000円
【交通】中央道駒ヶ岳スマートICから5.5km（会場の飯島町役場まで）
☎090・3349・0888
（事務局）
URL：http://
komedawara.org/

【営業／休み】ホームページに掲載
【交通】上信越道上田菅平ICから15km
【問い合わせ】生島足島神社☎0268・38・2755
URL：http://www.ikushimatarushima.jp/

きのこむら深山
（長野県／上田商工会議所）

信州の大自然の恵み地物きのこ・秋は旬の松茸など、個人様向け、団体様向けのお料理を
豊富にご用意。ぜひご賞味を！
【営業／休み】
（平日）11：30〜14：00
（L.O）
（土曜、日曜、祝）11：30〜14：30
、
（L.O）
（夜）17：00〜21：00
、
（要予約）／
不定休（ 9 月〜11月は無休）
【料金】<一般用団体様>
■□きのこ田舎料理□■
○りんどうコース（馬刺付） 4,400円
○あじさいコース（馬刺付） 3,630円
○すみれコース 2,420円
○さくらコース 1,760円
○田舎きのこ汁膳（B） 1,650円
○深山特製弁当 1,430円
■□松茸料理□■ （期間 9 月 1 日〜11月30日）
○松茸御膳A
5,500円
○
〃
B
7,700円
○
〃
C
11,000円
○
〃
D
14,300円

<団体様用>
■□きのこ田舎料理□■
○きのこ活づくり御膳 2,200円
○信州そば膳 1,650円
○田舎きのこ汁（A） 1,100円
○菜の花御膳 1,650円
（季節料理：3 月〜 5 月末まで）
松茸料理につきましては団体様向けのメニューが
ございますのでお問い合わせください。

■□一品料理□■
○松茸ご飯 660円
○松茸なべ（うどん入） 2,750円
○松茸土瓶蒸 1,320円
○炭火焼松茸 3,850円
○松茸天ぷら 1,650円
【交通】北陸新幹線・上田駅から車で20分
別所線・別所駅から車で 5 分
【問い合わせ】きのこむら深山
☎0268・38・7333

※支払方法について、現金払いのみの施設・店舗等については記載しておりません。詳細は問い合わせ先にご確認ください。47

九州・沖縄

九州・沖縄

【営業】店舗による
【交通】電車JR上田駅・しなの鉄道上田駅・上田電鉄別所線上田駅で下車、
徒歩12分
自動車上信越自動車道上田菅平ICより 4 km、15分
【問い合わせ】北国街道・柳町

生きとし生ける
もの万物に生命力
を 与 え る「 生 島 大
神」と、生きとし生
けるもの万物に満
足を与える「足島大
神」の二神が祀ら
れ、摂社（下社・下
宮）には諏訪大神が祀られる信濃屈指の古社。
上田地方は多く
の戦国武将が群雄割拠する歴史的要地であり、生島足島神社
は武田信玄をはじめ、真田幸村、真田昌幸
（幸村の父）
、真田信
幸（幸村の兄）の尊崇が特に篤かった神社である。

中国・四国

中国・四国

与田切川沿いにある自然公園。オートキャンプやバーベ
キューサイトなどのキャンプ施設、テニスコートやプール等
のスポーツ施設があり 1 年を通じて各種イベントも開催して
いる。
公園内の「越百の水」も多くの方が汲みに来るスポット
である。

越百の水

関西

関西

コスモ

与田切公園

関東・甲信越

関東・甲信越

【交通】中央道駒ヶ岳スマートICから10km

催し

上田城跡公園

（長野県／真田町商工会）

標高830mにある千人塚公園は、
中央アルプスの麓でお花見・SUP・ヨット・カヌー・マレットゴルフ・キャンプなどが楽しめる
町内屈指の景勝地。公園内にある「城ヶ池」は全国ため池百選にも選ばれている。
「マレットゴルフコース発祥の地」でもあるマ
レットゴルフ場では毎年夏には
「世界大会」が開かれ多くの人で賑う。

グルメ

北海道・東北

北海道・東北

体験

グルメ

催し

特産

温泉

見所

特定非営利活動法人エリスン
（長野県／上田商工会議所）

【営業／休み】月曜〜金曜

9：00〜16：00／土曜、
日曜、祝日

【料金】商品毎に異なる
【交通】
北陸新幹線・上田駅から車で20分
【問い合わせ】エリスン
☎0268・39・8666

（長野県／諏訪商工会議所）

【問い合わせ】諏訪湖エリアまちなか観光案内人協議会
☎0266・52・7185
（ガイド受付事務局）

日本最古の神社のひとつである諏訪大社は、全国に1万社余
りある諏訪神社の総本山である。信濃のくにづくりをしたとい
われる五穀豊穣と武勇の神を祀り、諏訪湖をはさんで南に上社
（かみしゃ）
、北に下社
（しもしゃ）
があり、上社は前宮と本宮、下
社は春宮と秋宮にわかれている。
このガイドでは、神話の時代の
お話から、7 年ごとの大祭
「御柱祭」
、社寺建築、地域の人々の暮
らしまで、
案内人が丁寧にわかりやすく楽しく案内してくれる。
【営業／休み】4 〜10月 9：00〜16：30、
11〜 3 月 9：00〜16：00
（終了）／
7 月31日、8 月 1 日、8 月13日〜17日、
12月27日〜 1 月 7 日
【料金】1 名 200円
【問い合わせ】

【営業／休み】8：30〜17：15／土曜、
日曜、
祝日
JR飯田線平岡駅から500m
【問い合わせ】天龍村役場
☎0260・32・2001

満島神社秋祭り

寝覚の床

（長野県／天龍村商工会）

（長野県／上松町商工会）

天龍村の中心地平岡、満島地区で行われるお祭りで、
起源は
今から約400年前の天正元年といわれ、普段山の上の神社に
祀られている御神体が、年に一度行列を組んで里に下り、
五穀
豊穣、家内安全、無病息災を願って練り歩くもの。
行列は、子供
たちの奉納昇り旗を先頭に
「氏子青年」による勇壮な掛け太鼓
など時の大名行列の趣を感じさせる華やかなものである。
【期間】
例年10月第 2 土曜、
日曜
【問い合わせ】
天龍村教育委員会
☎0260・32・3206

白い巨岩と
緑の淵が美し
い名勝。古くは
木曽八景のひ
とつとして知
られ、グリーン
シ ー ズ ン、 紅
葉、冬景色と季
節ごとの景観
が楽しめる。木
曽川にせり出した大岩の上には浦島堂が祀られており、寝覚
エリアには手打ちそばや五平餅などの飲食店も多い。
【休み】無休
【料金】臨川寺拝観料200円
【交通】中央道伊那ICから60km中津川ICから50km

諏訪湖エリアまちなか観光案内人協議会
☎0266・52・7185
（ガイド受付事務局）

（長野県／塩尻商工会議所）

天龍村の村鳥であるブッポウソウは体長30cmほどで、光
輝く瑠璃色の身体とオレンジのくちばしが特徴。絶滅危惧種
指定の貴重な渡り鳥だが、天龍村では巣箱掛けを行うなどの
保護活動を通じて生息環境の保全に取り組み、村内には毎年
5 月初旬から多くのブッポウソウが飛来する。天龍村役場屋
上に設置した「巣箱」内の様子を庁舎 1 階モニターで見ること
ができる。
【交通】

【問い合わせ】
☎0260・27・2247

（長野県／諏訪商工会議所）

子ども1,450円 （その他団体割有り）

【交通】中央道
飯田山本ICから 8 km
天龍ライン遊舟有限会社

特産品である木曾ひのきのお箸作りを簡単な手法で作れる。専用キットを使って、ひのき
を箸の形に削ってやすりをかけ、
【奈良井宿】の味のある焼き印を押すことができる。
カンナ
で削ったかんなくずも持ち帰ることができる。お部屋の芳香剤やお風呂に入れて香りを楽
しんだり、消臭剤として癒しの効果を楽しめる。

48

【営業】天候等により運休になる場合あり。ホームページ参照のこと。

【問い合わせ】
下諏訪温泉旅館組合女将の会
（桔梗屋旅館）
☎0266・27・8024

中山道・奈良井宿で
「ひのき箸」作り体験

【営業／休み】要事前問合せ／12月30日〜 1 月 3 日
【料金】体験料：1 人1,000円
（最大 5 人まで一緒に体験できます）
【問い合わせ】奈良井宿観光案内所☎0264・34・3160

天竜川きっての名勝地、天竜峡を下るツアー。約45分間の
船旅では、明治の書道家日下部鳴鶴が天竜峡の十の岩峰に刻
んだ文字を絶景とともに眺めることができる。四季折々の草
花や、船頭の投網披露なども見もの。終点唐笠港では、天竜ラ
イン下りならではのお菓子「秘境駅最中」や泰阜村の特産品も
販売している。

【料金】2,000円〜
（コースによる）

諏訪湖エリアまちなか観光案内人
『諏訪大社下社秋宮』ガイド

（長野県／天龍村商工会）

【問い合わせ】一般社団法人上松町観光協会☎0264・52・1133

赤沢自然休養林
（長野県／上松町商工会）

森林浴発祥の地で、8 コースの遊歩道で散策が楽しめる。夏のイベントシーズンの他、春は新緑、
秋は紅葉が美しく、
森林の中を
走る森林鉄道の体験乗車もできる。
【営業／休み】9：00〜16：00／11月上旬〜翌 4 月下旬
【料金】駐車場料金600円（大型バス2,000円）
【交通】中央道伊那ICから72km中津川ICから65km
【問い合わせ】一般社団法人上松町観光協会☎0264・52・1133

※支払方法について、現金払いのみの施設・店舗等については記載しておりません。
詳細は問い合わせ先にご確認ください。49

九州・沖縄

九州・沖縄

【営業／休み】4 〜10月 9：00〜16：30、
11〜 3 月
9：00〜16：00
（終了）
／ 8 月13日〜17日、
12月27日〜 1 月 7 日
【料金】1 名 200円

【営業／休み】通年／女将の都合による

見所

ブッポウソウの聖地 巣箱モニター見学

（長野県／泰阜村商工会）

【料金】定期船：大人2,900円

温泉

中国・四国

中国・四国

日本最古の神社のひとつである諏訪大社は、全国に1 万社余
りある諏訪神社の総本山である。
信濃のくにづくりをしたとい
われる武勇と五穀豊穣の神を祀り、諏訪湖をはさんで南に上
社
（かみしゃ）
、
北に下社
（しもしゃ）
、
さらに上社は前宮と本宮、
下社は春宮と秋宮にわかれている。
武勇の神ともいわれ、徳川
家康や武田信玄など多くの武将からも信仰を集めた神社であ
る。
このガイドでは、神話の時代のお話から、 7 年ごとの大祭
「御柱祭」
、
社寺建築のほか、
地域の人々の暮らしまで、
案内人が
丁寧にわかりやすく楽しく案内してくれる。

中山道・下諏訪宿や諏訪大社を地元の名物女将が、
鎌倉時代
や江戸時代、近代などの歴史的
な切り口や武田信玄ゆかりの地
めぐりなど、要望に応じて案内
する。諏訪大社下社 7 不思議の
ご案内コースが好評で、時計作
り体験やオルゴール製作体験
と組み合わせることもできる。

特産

関西

関西

諏訪湖エリアまちなか観光案内人
『諏訪大社上社本宮』ガイド

（長野県／下諏訪商工会議所）

天竜ライン下り

催し

東海・北陸

東海・北陸

上田菅平ICより車で40分

名物女将が案内する中山道
下諏訪宿・宿場めぐり

グルメ

関東・甲信越

関東・甲信越

耕作放棄地を開墾して育てた桑畑から取れる桑の実・桑の
葉を使用した製品を加工、販売。農薬不使用の信州上田産桑
100％の商品のみ販売している。うえだ道と川の駅 おとぎの
里、道の駅 あおき、丸子農産物直売加工センターあさつゆ、上
田市観光会館 売店、上田電鉄 別所温泉駅、東部湯の丸SA 上
下線などでも購入できる。

体験

北海道・東北

北海道・東北

体験

東海・北陸

グルメ

特産

催し

小坂町商工会

醤油工場見学＆醤油搾り体験…P.58
酒蔵無料見学…P.58

高山南商工会

昆布王国高岡「高岡昆布百選」…P.51

浜名商工会
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.59

多治見商工会議所

福岡町つくりもんまつり…P.51

奥浜名湖商工会

【焼き物文化が栄える多治見でチャレンジ！】
陶の里いちのくら 陶芸教室…P.56

戸出七夕まつり…P.51
中田かかし祭…P.51

奥浜名湖みそまん物語…P.59
竜ヶ岩洞…P.59
みかん狩り…P.59

新居町商工会

南砺市商工会

浜名湖の海産物を
「楽しく
・美味しく」味わう体験…P.56

瑞泉寺前通り 木彫り猫探しのお散歩…P.51

富山

【氷見でふるさと生活体験】
氷見漁港せり市見学…P.52

豊橋商工会議所
炎の祭典…P.60

大井川第一橋梁…P.7
抹茶たいやき…P.57

祖父江町商工会
そぶえイチョウ黄葉まつり…P.60

プレミアム茶の実オイルの練り香水
「富士実香
（ふじみこう）
」…P.57

有松商工会
桶狭間古戦場まつり…P.60

桑名三川商工会

黄金崎の馬ロック…P.58

岐阜

多度山トレイルラン…P.61
多度山…P.61
多度峡天然プール…P.61

清水町商工会
清水町湧水まつり…P.58

輪島商工会議所

【問い合わせ】高岡食のブランド推進実行委員会☎0766・23・5000
URL：http://www.takaoka-konbu.com/

野菜・果物・草花を利用し、見立て細工を飾る祭りで、
その年
の話題の人物やアニメキャラクターなどを表現した素朴でユ
ニークなつくりもんが展示される。五穀豊穣を感謝して行わ
れる地蔵祭りが起源となり、300年以上の歴史がある。長い年
月を経て、野菜や草花を利用した見立て細工の民衆芸術「つく
りもん」を飾る現在の姿となった。
【開催日】毎年 9 月23日〜24日
【交通】能越自動車
道福岡ICから 3 km
【問い合わせ】
福岡町つくりもん
まつり実行委員会
☎0766･64･1426
【会場】
福岡地区市街地一円

戸出七夕まつり
（富山県／高岡市商工会）

大小1,000本以上の七夕飾りに彩られる町内は、夜になると提灯に明かりが灯り、幻
想的な雰囲気に包まれる。メインストリートの商店街は「七夕のトンネル」とも形容さ
れ、多くの来場者で賑わう。七夕飾りの多くは地域住民の手作業で作られ、大きいもの
で高さ15mを超える。
アイディア・バランス・色彩などバラエティに富んだ飾りの数々
は、訪れる人に驚きと感動を与える。
【開催日】毎年 7 月 3 日〜 7 日
【交通】北陸自動車道高岡砺波スマートICから 4 km
【問い合わせ】戸出七夕まつり実行員会☎0766・63・0792
【会場】戸出町中心商店街

南伊豆町商工会

観光客回遊WA-MO
（ワーモ）
で
輪島を巡る…P.53

下田・南伊豆・河津がんバル…P.58

九州・沖縄

加賀商工会議所
かがの湯ぷりん…P.6
深田久弥 山の文化館…P.53

愛知

静岡

能登鹿北商工会
能登の恵みを存分に味わえる
「浜焼き 能登風土」…P.53

中田かかし祭

瑞泉寺前通り
木彫り猫探しのお散歩

（富山県／高岡市商工会）

美川商工会
ふぐ卵巣の
漬け込み体験…P.53

大台町商工会

三重

福井北商工会

道の駅奥伊勢おおだい…P.61

宮川ダム湖観光船…P.63

奥伊勢テラス…P.61

千客万来夏まつり…P.63

奥伊勢わいわいイベント…P.62
どんとこい大台まつり…P.62

八恵茶ティーバッグ 80ｇ…P.64

ガレットとクレープの専門店…P.53
味も雰囲気も人も優しいカフェ…P.54

アウトドアプログラム…P.62

進化する緑茶 TSUMUKIYUTAKA
日々のお茶 カップデセンチャ…P.64

大杉谷登山道…P.62

宮川物産

しあわせとどけるケーキ屋さん…P.54
シンプル＆キュートなパティスリー…P.54

大杉谷自然学校…P.62
奥伊勢宮川温泉…P.63

天照皇大神 御神號額…P.64
和紅茶 ファーストフラッシュ
（5月）
…P.64

素朴で飽きない味…P.54

もみじ館…P.63

ロッジ宮川…P.65

子供連れでも入りやすい隠れ家カフェ…P.54

清流茶屋…P.63

ご当地時短コスメ 柚子香…P.65

奥伊勢ゆず商品…P.64

もりのわフェスタ＆もりたシャルソン…P.55

大紀町商工会
高山北商工会
オクヒダバギー…P.55
乗鞍山麓五色ケ原の森…P.55
「閃き」
を呼ぶ異空間…P.55
50

中国・四国

西伊豆町商工会

pH9.5以上のアルカリ泉質
3つの「あったか温泉」…P.52

福岡町つくりもんまつり

平和町商工会

島田市商工会

福井

見所

桜ネックレス…P.60

沼津市商工会

富山市南商工会

温泉

鯛まつり…P.60

奥大井湖上駅…P.57
夢の吊橋…P.57

石川

特産

関西

【氷見でふるさと生活体験】
船で行く
！定置網漁見学…P.52

「富山県民は昆布好き！」
北前船の寄港地だった高岡では、
昆
布を食べる習慣が根付いており、富山 1 世帯当りの昆布消費額
は全国トップクラスでまさに
「昆布王国」
という名がぴったり。
「高岡昆布百選」はそんな昆布を愛する高岡の伝統と歴史から
生まれたおもてなし料理で、
昆布飯、
スイーツ、
おにぎり、
弁当、
土産など全国的に珍しい昆布料理を存分に堪能できる。

豊浜商工会

大井川鐵道井川線
（南アルプスアプトライン）
…P.57

【氷見でふるさと生活体験】
地元でとれた鮮魚で干物作り体験…P.52

催し

（富山県／高岡市商工会）

はままつフラワーパーク
開園50周年記念事業…P.59

川根本町商工会

グルメ

東海・北陸

【氷見でふるさと生活体験】
自分だけの
オリジナル細工かまぼこ作り…P.52

昆布王国高岡「高岡昆布百選」
（富山県／高岡商工会議所）

浜松商工会議所

浜名湖あらいの牡蠣プリ丸
「牡蠣小屋」…P.56

氷見商工会議所

体験

関東・甲信越

「枝垂れ桜の里」朝日町…P.56
堂之上遺跡
（ドウノソライセキ）
…P.56

高岡市商工会

見所

浜北商工会

巌立峡 ひめしゃがの湯…P.55

高岡商工会議所

温泉

北海道・東北

体験

手作りオリジナル下駄…P.65
ななほフルーツジャム…P.65

東紀州産木工品…P.66
川辺の宿 民泊さんずい…P.66

伊勢榊…P.65
奥伊勢の水 清酒 千里一…P.66

農家民宿で食旅「松阪牛すき焼き体験」…P.66
奥伊勢の森「七保ベース」野あそび村キャンプ場…P.66

昭和58年から毎年開催されているお祭りで、ワラや木など
身近にある材料を使い、世相を反映したユーモラスなかかし
が会場周辺に楽しく飾られる。商店街活性化事業の一環とし
て始まった「中田かかし祭」も、平成21年度から地域をあげて
のお祭りとして、住民が一丸となり明るく和やかなイベント
となるよう取り組み、
地区内外の人々を温かく迎えている。
【開催時期】毎年 9 月中旬
【交通】北陸自動車道
高岡砺波スマートICから
5 km
【問い合わせ】
中田かかし祭実行員会
☎0766･36･1135
【会場】中田中央公園周辺

（富山県／南砺市商工会）

軒先や店内に潜む愛らしい「木彫り猫」
を探しながら、日本
遺産「木彫刻美術館・井波」を散策するのが観光客に人気と
なっている。 木彫り猫は2017
年から地元瑞泉寺前商盛会が
瑞泉寺前彫刻部会と協力し30
体余りを制作。彫刻作家の個性
も出ており、表情豊かな猫が軒
下やかめの中など見つけにく
い場所にも隠れている。猫好き
の人ならぜひ、まち歩きを楽し
んでもらいたい。
【交通】北陸自動車道砺波ICから 9 km
【問い合わせ】瑞泉寺前通り

※支払方法について、現金払いのみの施設・店舗等については記載しておりません。
詳細は問い合わせ先にご確認ください。51

グルメ

催し

特産

温泉

見所

体験

【氷見でふるさと生活体験】
自分だけのオリジナル細工かまぼこ作り

【氷見でふるさと生活体験】
地元でとれた鮮魚で干物作り体験

（富山県／氷見商工会議所）

（富山県／氷見商工会議所）

富山県の北西部、能登半島の東側の付け根部に位置する氷
見市は、一年を通じて豊富な海の幸が水揚げされる。地元でと
れた新鮮ないわしやあじを手開きし、みりん干しを作る体験
が楽しめる。作ったみりん干しは、お土産として持ち帰ること
ができる。
【営業／休み】通年（平日のみ）／土曜、日曜、祝日

日本初、公道を走ることができるWA-MO（ゴルフカート）
で、道の駅輪島から輪島朝市・輪島キリコ会館・輪島工房長屋
へご案内。輪島の有名スポットはもちろん、さまざまな場所へ
気軽に移動ができ、観光に便利。
【営業】8：00〜17：00
【料金】無料

【営業／休み】通年
（平日のみ）
／お問い合わせください

【料金】1,500円

☎0768・22・7777

【料金】1,200円〜

【問い合わせ】
氷見市宿泊体験推進協議会

URL：http://
wajimacci.or.jp/

【問い合わせ】

事務局：一般社団法人氷見市観

☎0766・74・5250

☎0766・74・5250

（富山県／氷見商工会議所）

日本でも有数の好漁場より、四季を通じてたくさんの魚が
水揚げされる氷見漁港。活気あふれる市場で、
セリの様子が見
学できる。
（ 2 階からの見学）

日が昇る前に遊覧船に乗って出発し、定置網漁の網を引き
上げる作業を間近で見ることができる。4：00集合→4：30頃
出航→6：00に港へ戻ってくる日程。

3 つの「あったか温泉」

（富山県／富山市南商工会）

立山山麓エリアの 3 つの温泉は、いずれもpH値が9.5以上の強アルカリ泉質。
アルカリ性（pHが高い）の温泉は刺激も少なく、
肌がすべすべする「美肌の湯」として女性に好まれ、複数の泉質の温泉をこれだけ近くで楽しめるのは富山県内でも立山山麓だ
け。
エリア内では11の施設（旅館・ペンション）での湯めぐりが楽しめる。日頃の疲れやストレスを癒しに来ませんか。
【交通】北陸自動車道立山ICから20km
【問い合わせ】立山山麓温泉☎076・481・1171、
立山山麓観光旅館組合☎076･481･1436
URL：http://tateyama36.info/hotspring/

深田久弥 山の文化館
（石川県／加賀商工会議所）

「日本百名山」とい
えばその名が思い浮
かぶように、登山家・
山に関する随筆家と
して知られている深
田久弥。ここでは彼が
立ち上げ、自身も「九
山」という俳号を持
ち、会に参加していた
「はつしほ句会」による歴代作品を展示
しており、小説家としての側面を垣間見ることができ、のちに
執筆する
「日本百名山」への道のりを知ることができる。
【営業／休み】9：00〜17：00
（入館は16：30迄）
／火曜
【料金】一般350円 高校生以下、
障がいのある方無料 75歳以上170円、
団体（20名以上）290円
【交通】北陸自動車道加賀ICから2.8km
【問い合わせ】深田久弥 山の文化館☎0761・72・3313

能登の恵みを存分に味わえる「浜焼き 能登風土」
（石川県／能登鹿北商工会）

ふぐ卵巣の漬け込み体験
（石川県／美川商工会）

世界農業遺産に認定された能登半島の中程に位置し、自家製
の能登野菜とともに、夏は採れたての海鮮焼き、冬は目の前の
七尾湾から水揚げした能登かきを提供。
のと鉄道「笠師保」駅前
の空き店舗を改装した店内で、ゆったりと能登の幸が楽しめ
る。
また、駅舎内にある駅長室を改修した飲食スペースも増設
し、列車の発着風景を見ながらの食事もできる。
※能登半島で
は数少ない大型バスの受け入れが可能。
【営業／休み】10月〜 6 月 11：00〜20：30、
7 月〜 9 月 11：00〜15：00
※金曜、土曜、日曜は17：00〜20：30で営業
不定休
【料金】能登かきコース3,300円（冬）、
漁師の海鮮まかない丼1,500円（夏）他
【支払方法】PayPay、
auPAY
【交通】のと里山海道大津ICから 4 km
【問い合わせ】浜焼き 能登風土
☎0767・68・3765

江戸時代、北前船が往来していた頃から白山市美川で作り
続けられている
「ふぐ卵巣の糠漬け・粕漬け」。
猛毒を持つふぐ
の卵巣を塩と糠に漬けて 3 年以上熟成させ無毒化した発酵食
品で、「奇跡の食品」
「食の世界遺産」ともいわれている。
「あら
与」では“世界でここだけ！ ”の奇跡の技に関する話を聞き、
工
場見学、粕漬け体験、
「みかわ茶漬け」の試食ができる。ふぐの
卵巣の粕漬け 1 本のお土産付き！
【営業／休み】10：00〜12：00
（その他の時間については要相談）
／
水曜・日曜、祝日、
7・8・12月はお休み
受入人数 2 〜 5 名
【料金】2,500円／人（みかわ
茶漬け試食、お土産付き）
【交通】北陸自動車道
美川ICから 3 km
【問い合わせ】白山市観光連盟
☎076・259・5893

ガレットとクレープの専門店
（福井県／福井北商工会）

100％の福井県産そば粉とゲランドの塩を水のみで溶き、クレープのように生地を薄くのばして高温で香ばしく焼き上げたガ
レット。えごま卵やハム・ソーセージ、魚介類、
肉類、
チーズ、たっぷりの季節の野菜などをトッピングしてボリューム満点！！だ
けど、
とってもヘルシー！デザートには、季節のフルーツやアイスを添えたクレープもご用意。大満足まちがいなし！
【営業／休み】ランチタイム：11：30〜14：30
【支払方法】現金、クレジットカード

ティータイム：14：30〜17：00
（土曜、祝日） ディナー（予約営業）
：18：00〜21：00／日曜・月曜

【交通】北陸道福井北ICから 7 km
【問い合わせ】Rozell（ロゼル）☎0776・92・0425
URL：http://www.rozell-fukui.com/

※支払方法について、現金払いのみの施設・店舗等については記載しておりません。
詳細は問い合わせ先にご確認ください。53

九州・沖縄

九州・沖縄

pH9.5以上のアルカリ泉質

見所

中国・四国

中国・四国

【営業／休み】5 月〜11月／11月〜 4 月
【料金】40,000円
（税別）／ 1 艘貸切運賃
【問い合わせ】氷見市宿泊体験推進協議会
事務局：一般社団法人氷見市観光
協会
☎0766・74・5250

温泉

関西

関西

【氷見でふるさと生活体験】
船で行く！定置網漁見学

（富山県／氷見商工会議所）

【営業／休み】通年／日曜、祝日、漁協の休業日
【料金】無料
【問い合わせ】氷見市宿泊体験推進協議会
事務局：一般社団法人氷見市観光協会
☎0766・74・5250

ecocart/

光協会

特産

東海・北陸

東海・北陸

氷見市宿泊体験推進協議会
事務局：一般社団法人氷見市観光協会

【氷見でふるさと生活体験】
氷見漁港せり市見学

52

（石川県／輪島商工会議所）

催し

関東・甲信越

関東・甲信越

富山県の北西部、能登半島の東側の付け根部に位置する氷
見市は、春夏秋冬、尽きせぬ海の幸、里山の恵みに満ちたいろ
どり豊かな、まさに
「日本の心のふるさと」のひとつである。富
山名産の細工かまぼこに絵付けをし、自分だけのオリジナル
かまぼこを作る体験。絵付けしたかまぼこは、
真空パックにし
て持ち帰られる。

観光客回遊WA−MO（ワーモ）で
輪島を巡る

グルメ

北海道・東北

北海道・東北

体験

グルメ

催し

特産

温泉

見所

味も雰囲気も人も優しいカフェ
（福井県／福井北商工会）

【営業／休み】8：00〜19：00／火曜
（その他不定休あり）

しあわせとどけるケーキ屋さん
（福井県／福井北商工会）

グルメ

特産

温泉

見所

もりのわフェスタ＆もりたシャルソン
（福井県／福井北商工会）

来店者がワクワクするような様々なスイーツを取り揃え、
美味しさは当然のことながら、見た目の美しさにもこだわっ
て作っている。店名のmieux en mieux とは、フランス語で
「より良くする」という意味。
多くの人に愛されるより良い店
になればと名付けられた。日本各地、フランスでの経験を生か
しながら喜んでもらえるスイーツを追求している。

【もりのわフェスタ】
雑貨・フード販売（マルシェ）、
ワークショップ、体験、子供の遊び場（ワンダーランド）、
エコキャンドル、
プロジェクションマッ
ピング等の楽しいイベントもりだくさん。
【もりたシャルソン】
ソーシャルマラソンの略で、パーティするように街の再発見や楽しい体験ができる。
給○ポイント（店での特典や体験）やシメのパーティでは地元民との交流も楽しめる。

【営業／休み】ショップ：平日（10：00〜19：00）
、日曜（10：00〜14：00）

【営業／休み】通年 9 月最終日曜開催（予定）10：00より

20：00／開催日、
雨天・荒天の場合（変更も有）

カフェ：平日（10：00〜

【料金】もりのわフェスタは入場無料、もりたシャルソンの参加費 大人4,000円（R1年度）
（Tシャツ・パーティ

【問い合わせ】
だいだい珈琲

18：00LO）
、日曜（10：
00〜13：00LO）
／毎週

飲食代込） 子供2,000円
（R1年度） 小学生以下無料（Tシャツ無）
【交通】北陸道福井北ICから 7 km＆8.5km

月曜、隔週火曜

【問い合わせ】☎0776・56・4014

東海・北陸

【交通】北陸道

東海・北陸

【交通】北陸道福井北ICから 9 km

☎0776・89・1898

催し

もりたシャルソン：森田公民館出発☎0776・56・0195

福井北ICから 8 km
【問い合わせ】
ミュウミュウ
☎0776・97・9656

（福井県／福井北商工会）

パンや食パンなど
「ハード系」と呼ばれ
る食事パンを中心に、
本格的石窯で薪を燃
やしパンを焼いてい
る。石窯の遠赤外線効
果により、翌日でも
しっとりしており、何
もつけなくてもパン
生地本来の味わいが
感じられる。

（福井県／福井北商工会）

閑静な住宅街の中に佇んでいる静かにゆっくりと食事やティータイムを過ごせるカフェ。カフェとはいえ、カレーなどランチ
やデザート・パン等主に福井県産の旬な食材を使ってすべて手作りしている。もちろんコーヒーはハンドドリップ。農薬や添加
物が多いこの世の中、健康のためにもオーガニックや手作りにこだわっている。
ここにしか置いていないカップや器も魅力。

【問い合わせ】ベルソー☎0776・76・0497

（岐阜県／高山北商工会）

（岐阜県／高山北商工会）

奥飛騨を風を切って駆け抜ける！日本では珍しい、公道を
走れるバギー。自然豊かな奥飛騨温泉郷を五感で感じながら、
時速30Kmのバギーで周遊してみませんか？各方面からの高
速バス、特急バスの発着場となっている平湯バスターミナル
より徒歩約10分。
【営業／休み】受付8：00〜16：00 貸出9：00〜15：00／
雨天時・冬期（11月〜 4 月末頃）
【料金】オープニング特別料金 3,800円税込／ 1 日（燃料・保険料込）
【交通】長野道松本ICから約60km東海北陸自動車道飛騨清見ICから約56km
【問い合わせ】株式会社
ナガセスッポン養殖場
☎080・1596・2841

【営業／休み】平日：9：00〜18：00 土曜・日曜：8：00〜17：00／水曜・木曜
【支払方法】PayPay
【交通】北陸道福井北ICから 7 km
【問い合わせ】パンの店 ベルツ☎0776・43・9795
URL：https://bakery-2363.business.site/

子供連れでも入りやすい隠れ家カフェ

【営業／休み】11：00〜16：00
（ランチ：11：00〜13：30）
／日曜・月曜
【交通】北陸道福井北ICから 7 km

乗鞍山麓五色ケ原の森

【営業／休み】7：00〜17：00／11/ 1 〜 5 /19
【料金】3,500〜9,210円
【交通】東海北陸道飛騨清見I.Cから48km
【問い合わせ】
五色ケ原の森案内センター
☎0577・79・2280

「閃き」を呼ぶ異空間

巌立峡 ひめしゃがの湯

（岐阜県／高山北商工会）

（岐阜県／小坂町商工会）

江 戸時 代の古 民 家
を、常識に囚われずリ
ノベーションした喫茶・
雑貨
「閃き堂」
が、2019
年 9 月8日 に オ ー プ
ン。関わった職人と音
楽 家の店 主の深いこ
だわりが感じられる店
内は必見。
コーヒーやスパイシーでスペーシーなカレーもある。
「マンガ大賞」
選考員でもある店主が厳選した漫画が並び、読む
ことができる。
ライブ、
映画上映などのイベントも開催予定。
【営業／休み】10：00〜17：00／木曜、
金曜
【料金】ドリンク：350〜750円、
フード：400〜1,400円
【支払方法】現金、クレジットカード、電子マネー、QR決済
【交通】中部縦貫自動車道（高山清見道路）高山ICから約10km
【問い合わせ】喫茶・雑貨 閃き堂☎0577・70・8516
URL：https://hiramekido.com/
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五色ケ原の森は、乗鞍山麓の西側に広がる約3,000ヘク
タールの広大な森林地帯。未踏の秘境として守られてきた原
生林。日本で初めてガイドの同行を義務付けた自然保護地域
となって今年で16年目。点在す
る滝や池・苔むした岩等の渓谷
沿いを歩く従来の 2 コースに加
え、今年は新たに学術的にも貴
重な原生林の中を歩く「ゴスワ
ラコース」が新設された。ツアー
は10日前までに予約が必要。

日本有数の高濃度炭酸泉は、300年以上昔から湯治場とし
て親しまれており、神経痛、関節痛、冷え症、高血圧症、慢性皮
膚炎などの効能があるだけでなく、飲泉することで消化器系
の病気に良いともいわれている。
また館内レストランでは、
鉱
泉湯豆腐や鉱泉しゃぶしゃぶなどの鉱泉料理を楽しめる。入
浴して、飲んで、
食べれる地域の宝物である。
【営業／休み】10：30〜21：30／水曜
【料金】大人700円 小学生350円
【支払方法】PayPay、
Alipay、
VISA、
MasterCard
【交通】中央自動車道
中津川ICから75km
【問い合わせ】
ひめしゃがの湯
☎0576・62・3434

※支払方法について、
現金払いのみの施設・店舗等については記載しておりません。詳細は問い合わせ先にご確認ください。55

九州・沖縄

九州・沖縄

【営業／休み】
10：00〜19：00／水曜
【支払方法】現金、
クレジットカード
【交通】
北陸道福井北ICから 7 km
【問い合わせ】
パティスリー ル・タニ
☎0776・97・9123

（福井県／福井北商工会）

オクヒダバギー

中国・四国

中国・四国

菓子店だけでなくレストランやカフェでも経験を積んだ
オーナーは、生ケーキ・焼菓子はもとより、
マカロンからパン
までと幅広いレパートリーの中から約15種を厳選し提供し
ている。
『材料にこだわり計算されているのに奇抜すぎず、普
通に美味しいと感じてもらえるお菓子作り』がモットー。また
店内では、ステキなお皿
で美味しいお菓子が味
わえる。

素朴で飽きない味

関西

関西

シンプル＆キュートなパティスリー

関東・甲信越

関東・甲信越

オーナーは生まれも育ちも森田。森田に住み、この地が大好
き。なるべく地元の素材にこだわり、安心・安全なものを提供
している。インテリアは白を基調に、落ち着いた、明るい雰囲
気をかもし出している。
「心をこめて、丁寧に、正直に」をモッ
トーに、また来たくなるようなあたたかい空間作りを心がけ
ている。プチ唎酒体験等のイベントもスポットで実施。

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

「枝垂れ桜の里」朝日町
（岐阜県／高山南商工会）

毎週水曜
【交通】東海北陸自動道
飛騨清見ICから37km
【問い合わせ】飛騨あさひ観光協会
☎0577・55・3777

飛騨川の上流、標高700mの高地に営まれた堂之上遺跡（ド
ウノソライセキ）は、昭和48年から開始された発掘調査の結
果、今から約5,500〜4,500年前の縄文時代前期から中期の典
型的な集落跡が、ほぼ完全な状態で明らかにされた。飛騨川を
見下ろす遺跡に立って、縄文人の生活や、暮らしを肌で感じて
みてください。
【営業／休み】8：30〜17：00／毎週月曜
（祝日の場合は翌日）
冬期間（12月 1 日〜 3 月
31日）
【料金】無料（学習室利用

【営業】9：00〜17：00
【交通】新東名高速道島田金谷ICから50km
【問い合わせ】
大井川鐵道井川線（南アルプスアプトセンター）
☎0547・59・2137

奥大井湖上駅

夢の吊橋

（静岡県／川根本町商工会）

（岐阜県／多治見商工会議所）

豊かな自然と水源に恵まれ古くから焼き物文化が栄える
町、多治見。ひも状の粘土を積み重ねて作る手びねりやろくろ
を使ったうつわ作りを指導員に教わりながら体験することが
できる。その他にもお好みで素焼きのうつわ（湯呑・飯碗・皿な
ど）に、絵具を使って下絵付けをする体験や、多治見市笠原町
産の小さなタイルを使ったモザイクタイルアート作りも体験
できる。
【営業／休み】通年 10：00〜17：00
（受付は16：00まで）
／毎週火曜、年末年始
【料金】
手びねり・ろくろ体験：大人3,000円 幼児〜小学生2,500円
下絵付け体験：体験料1,500円＋素焼きのうつわ代700円〜
モザイクタイルアート体験：1,500円
【問い合わせ】陶の里いちのくら 陶芸教室
☎0572・22・0509

長島ダム建設に伴い接岨湖の湖上に佇んでいる駅。なぜ、
こ
んなところに駅が…。駅を挟むように奥大井レインボーブ
リッジが架かっている。2019年度「クールジャパンアワード
2019」をこの駅が受賞。トロッコ列車を降りればゆっくりと
した時間を体験することができる。橋に遊歩道が付いていて、
駅までいくことができウォーキングを楽しむことができる。
【営業】9：00〜17：00
【交通】新東名高速道
島田金谷ICから65km
【問い合わせ】
】
大井川鐵道井川線
（南アルプスアプト
センター）
☎0547・59・2137

抹茶たいやき

【営業】8：30〜17：00
【交通】新東名高速道島田金谷ICから70km
【問い合わせ】
川根本まちづくり
観光協会
☎0547・59・2746

プレミアム茶の実オイルの練り香水
「富士実香（ふじみこう）」

（静岡県／島田市商工会）

創業50余年、元祖抹茶たいやきの店として地元住民や観光
客から愛され続ける人気店。名物の「抹茶たいやき」は抹茶を
生地にふんだんに混ぜ込み、お茶の風味とあんこが絶妙に
マッチした甘党必見の逸品。店内では創業以来継ぎ足し使わ
れる黒いおつゆで煮込んだ静岡おでんや、どこか懐かしさを
感じるらーめんや焼きそばを食べることができる。
【営業／休み】
10：00〜15：30／
毎週木曜（水曜不定休）
【交通】新東名高速道路
島田金谷ICから20km
【問い合わせ】
たいやきや
☎0547・53・2275

大間ダムに架かる全長90ｍ高さ8ｍの吊り橋。
山道を進んでい
くと眼下に広がるエメラルドグリーンの湖面に目を奪われる。
世
界の旅行口コミサイトでは「死ぬまでには一度は渡ってみたい徒
歩吊り橋10選」に選ばれた。
橋の真ん中で恋の願いをすれば叶う
とも言われているパワースポットとしても人気。

九州・沖縄

九州・沖縄

【焼き物文化が栄える多治見でチャレンジ！】
陶の里いちのくら 陶芸教室

（静岡県／川根本町商工会）

中国・四国

中国・四国
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大井川を縫うように川根本町千頭から南アルプスの麓、静岡市井川までの25.5Km。ほぼ非
電化路線で、赤色のトロッコの車体がゆっくりと進んでいく。途中、アプトいちしろ駅と長島
ダム駅の間1.5Kmは電化路線となっており、この区間は日本で唯一、日本鉄道路線勾配
90/1000‰のアプト式路線となっている。
11月〜 3 月にかけて星空列車（特別列車）も運行さ
れる。

関西

関西

【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

大井川鐵道井川線（南アルプスアプトライン）
（静岡県／川根本町商工会）

高山ICから約18km

【営業／休み】9：00〜17：00 9：00〜18：00
（ 7 〜 8 月）
／月曜
（祝日の場合は翌日）、年末年始 ※夏季（ 7 月中旬から 8 月下旬）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

【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
（ 7 月中旬から 8 月下旬）
は無休

見所

【問い合わせ】
久々野歴史資料館
☎0577・52・3459

5 月〜10月中旬
「うなぎつかみ・さかなつかみ・しらす釜揚げ体験」
うなぎつかみ体験は、つかみどりしたうなぎを白焼き加工。自ら「串打ち」
「蒲焼き」してご飯と合わせてうな丼にする体験。さ
かなつかみ体験は、
浜名湖の活きた魚をつかみどりし、焼き魚・フライ・煮つけなどに調理する（追加料金）。しらす釜揚げ体験は、
200gの生シラスを熱した塩水で湯がいて、
アツアツのまま食べる体験。

（静岡県／新居町商工会）

温泉

の場合は有料）

（静岡県／新居町商工会）

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

【交通】
中部縦貫自動車道

浜名湖の海産物を「楽しく・美味しく」
味わう体験

浜名湖あらいの牡蠣プリ丸「牡蠣小屋」

催し

東海・北陸

東海・北陸

【営業／休み】9：00〜17：00／

堂之上遺跡（ドウノソライセキ）
（岐阜県／高山南商工会）

グルメ

関東・甲信越

関東・甲信越

朝日町は「枝垂れ桜の里」とも呼ばれ、 4 月後半から神社仏
閣など様々な場所で素晴らしい枝垂れ桜が見られる。例年
4 ヵ所の枝垂れ桜がライトアップされており、スタンプラ
リーも開催。中でも青屋神明
神社の枝垂れ桜は「水田に映
る枝垂れ桜」として注目を浴
びている。また、 5 月上旬には
秋神ダム上流の桜も見頃とな
り、長い期間をかけて桜を楽
しむことができる。

体験

北海道・東北

北海道・東北

体験

（静岡県／沼津市商工会）

沼津市商工会では特
産であるお茶の新たな
活用方法に取り組んで
おり、茶の実油を使用し
た練り香水『富士実香』
を開発した。現在は会員
有志による富士実香グ
ループに事業移管し、
「愛鷹緑茶「
」原宿ざく
ら」
「戸田たちばな」の 3
種類を販売している。ま
た、
『お茶の実油の石けん』などの新商品の開発も行っている。
【問い合わせ】富士実香グループ
URL：https://fujimiko-numazu.jimdofree.com

※支払方法について、現金払いのみの施設・店舗等については記載しておりません。
詳細は問い合わせ先にご確認ください。57

グルメ

催し

特産

温泉

見所

黄金崎の馬ロック
（静岡県／西伊豆町商工会）

【交通】

清水町湧水まつり
（静岡県／清水町商工会）

清水町の夏の風物詩。柿田川公園を会場に、
毎年恒例の湧水
太鼓、みこしの練り歩き、しゃぎりや町民ステージ、商工祭、大
道芸人やテレビでもおなじみの芸人ライブなどが行われる。
祭りのフィナーレは、柿田川煙火保存会による全国でも珍し
い、手筒花火のスペシャルライブがあり、夜空に吹き上がる手
筒花火とレーザー光線と音楽のコラボレーションによる圧巻
のパフォーマンスが楽しめる。

東名高速道

【営業】8 月第 1 土曜

沼津ICから約60km

【料金】入場無料

11：00〜21：00

伊豆縦貫道塚原ICから5Km
【問い合わせ】
清水町産業観光課
☎055・981・8238

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。

奥浜名湖みそまん物語
奥浜名湖の銘菓の「みそまん」
「奥浜名湖みそまん物語」
。
は、
奥浜名地域の老舗和菓子屋10店のみそまんの食べ比べがで
きる、
美味しい夢の詰め合わせ。
「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、週末や季節ごとに奥浜
名湖地域などで行われるイベントなどで限定販売されいる。
【問い合わせ】奥浜名湖観光協会☎053・522・4720

【料金】1,650円〜2,200円
【交通】東名高速道路舘山寺SICから 3 km
【問い合わせ】舘山寺温泉観光協会
☎053・487・0152
URL：http://www.kanzanji.gr.jp

みかん狩り
（静岡県／奥浜名湖商工会）

竜 ヶ 岩 洞 は2億5
千万年前の石灰岩地帯
に形成された総延長
1000mを越える東海地
方最大級の観光鍾乳
洞。約400mの観光ルー
トは繊細で豊富な鍾乳
石で彩られ、中でも落
差30mの地底の大滝は
まさに圧巻の眺め！天
井から流れ落ちる景観に思わず立ち尽くす程である。
夏は涼し
く、
冬暖かい年間気温18℃の快適探訪をお楽しみください。

【営業／休み】10月上旬〜12月中旬 9：00〜15：00位／※シーズンにより
実の生育状態や開園日、料金などが変更される可能性があります。
来園前には電話などでご確認ください。
【料金】大人1,200円 子供800円
幼児600円
【交通】東名高速道三ヶ日ICから約10分
【問い合わせ】三ヶ日町みかん狩り組合
☎053・526・2253

【問い合わせ】竜ヶ岩洞☎053・543・0108

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
れている。
その建物の中で日本食に欠かせない調味料「醤油」
について学ぶ工場見学。国内産の大豆、小麦、オーストラリア
やメキシコの海水から作られた天日原塩で仕込んだ「もろみ」
を自分で搾る体験もできる。
【営業／休み】平日8：00〜18：00 土曜9：00〜16：00／日曜、祝日、年末年始
【料金】工場見学無料（要予約） 醤油搾り体験1,650円（税込）
（要予約）
【支払方法】PayPay・現金
【交通】第二東名高速道
浜北ICから7.5km
【問い合わせ】明治屋醤油
☎053・586・2053

酒蔵無料見学
（静岡県／浜北商工会）

元治元年創
業の蔵元。地元
農家が栽培す
る静岡県産米
を100％ 使 用
し、赤石山系か
らの豊富な伏
流水でこだわ
りの地酒を醸す。名物杜氏や見学対応スタッフが 1 名様から
でも無料でご案内（予約不要／但し10名様以上の団体の場合
は要予約）。蔵直営店舗でのみ販売の日本酒はじめ、各種のこ
だわりの酒が無料で試飲できる。

はままつフラワーパーク開園50周年記念事業
（静岡県／浜松商工会議所）

浜松の観光のシンボルであり、老舗植物園としても名高い
「はままつフラワーパーク」は2020年度に開園50周年を迎える。
「大
物盆栽展」や、スロープカーの新設、噴水のリニューアルをはじめ開園50周年を彩る華やかなイベントが各種開催されるほか、世
界一美しい「桜とチューリップの庭園」や「虹のフジのトンネル」など圧倒的な美しさが堪能できる。
【営業／休み】9：00〜17：00
（夜間開園時〜21：00）
／無休（12/29〜31は施設点検のため休園）
【料金】無料〜1,000円
（季節変動あり）
【交通】東名高速道路舘山寺スマートICから 3 km
【問い合わせ】はままつフラワーパーク☎053・487・0511

【営業／休み】10：00〜18：00／年始
（ 1 月 1 日、1 月 2 日のみ）
【料金】無料
【交通】新東名高速浜松浜北ICから 7 km・浜松SAスマートICから3Km
【問い合わせ】花の舞酒造株式会社☎053・582・2121
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九州・沖縄

九州・沖縄

【営業／休み】9：00〜17：00／年中無休
【料金】大人1,000円 小中学生600円
【交通】新東名高速道浜松いなさICから9.5km

奥浜名湖の三ヶ日町は静岡県を代表するみかんの産地。町
内の主要道路周辺では、ドライブ客に便利な観光みかん園が
点在し、10月から12月にかけて甘くみずみずしい実をたたえ
ている。
「機能性食品」としても注目されており、大使館ミニ
ターツアーでも大変好評だった三ヶ日みかんをたっぷり味
わってください。

中国・四国

中国・四国

【期間】2020年 6 月13日〜21日
【料金】バルチケット：5 枚綴り3,700円
（税込・予定）
【交通】新東名高速道長泉沼津ICから約85km
【問い合わせ】南伊豆事務局：南伊豆町商工会☎0558・62・0675
URL：https://www.shimoda-city.info/bar/

見所

【営業／休み】各店舗による

（静岡県／奥浜名湖商工会）

伊豆半島南部の 1 市 2 町190店舗（前回実績）が参加、エリア内が巨大なテーマパークとなる街バルイベント。5 枚綴りのチ
ケットで飲み歩き、食べ歩きだけでなく、観光施設入園券や旅館の温泉入浴、伊勢海老や干物のお土産購入まで使い方は様々！
300万輪が咲き誇る日本一の群生「下田あじさい祭」の見頃に合わせて 9 日間開催される。

温泉

（静岡県／奥浜名湖商工会）

竜ヶ岩洞

（静岡県／南伊豆町商工会）

特産

関西

関西

下田・南伊豆・河津がんバル

（静岡県／浜名商工会）

催し

東海・北陸

東海・北陸

【交通】東名高速道
沼津ICから 6 km、

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

グルメ

関東・甲信越

関東・甲信越

黄金崎公園の先端にある大きな馬の形をした奇岩で、通称
「馬ロック」。日本の奇岩100景にも登録されている面白い岩
肌で、
この馬をバックに写真を撮る観光客が増加しており、穴
場観光スポットとなっている。この奇岩のある黄金崎公園は
展望台や遊歩道、芝生広場など散歩に丁度良い公園で無料駐
車場もある。天気の良い日は富士山が見られることも！

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

鯛まつり
（愛知県／豊浜商工会）

【料金】無料

桜ネックレス
（愛知県／平和町商工会）

稲沢市平和町の桜は、日光川桜づつみ、須ヶ谷川桜づつみな
どの桜並木（総距離2.8㎞、約1400本もの桜）がリング状に連
なり、まるでピンクのネックレスのように見えることから「桜
ネックレス」と呼ばれている。3 月上旬〜 5 月上旬の長い期
間、約60品種もの桜を楽しめるため、県外から多くの観光客
が訪れる。商工会では、毎年 4 月初旬に「へいわさくらまつり」
を開催。
【問い合わせ】
桜ネックレス

豊丘ICから約 3 km
【問い合わせ】

稲沢市平和支所
☎0567･46･1111

豊浜観光協会
（豊浜商工会内）
☎0569・65・0004

【営業／休み】8：30〜17：15／土曜、
日曜、祝日、年末年始
【料金】参加料：4,000〜6,500円
【支払方法】クレジットカード、電子マネー
【交通】東名阪自動車道桑名東ICから約7.5km
【問い合わせ】多度山トレイルラン
☎0594・48・2627

多度峡天然プール
（三重県／桑名三川商工会）

多度山は桑名市の北部に位置し桑名市のシンボル的な山で
ある。
標高は403mで、北は岐阜県海津市、西はいなべ市と接
し、山頂からは桑名市全景、川越町、遠くは四日市市と伊勢湾
まで一望できる。東は濃尾平野
をとおして名古屋市、その向こ
うには御嶽山の一大パノラマが
楽しめる。多度山登頂へはいく
つもルートがあり、様々な景色
が味わえる。

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有松ICから2.2km
【問い合わせ】
桶狭間古戦場観光案内所
☎052･755･3593
名古屋市緑区桶狭間巻山
2037
URL：http://
okehazama.net/

【営業／休み】7 月中旬〜 8 月末
【料金】無料
【交通】東名阪自動車道
桑名東ICから約 9 km
【問い合わせ】
多度峡天然プール
☎0594・48・2702

9：00〜15：00／ 9 〜 7 月中旬

九州・沖縄

九州・沖縄

【営業／休み】9：00〜15：00／
土曜、日曜、祝日、年末年始
【交通】
東名阪自動車道桑名東ICから約7.5km
【問い合わせ】☎0594・48・2627

天然プールならではの爽快感が最大の魅力。カルキや消毒
剤を一切使わずに自然の川の流れの力だけで、清潔に保たれ
た天然プールは、水も冷たく爽快感は格別で、他のプールでは
なかなか体験できない。
期間中は様々なイベントも行われ、
親
子で楽しむことができる。

中国・四国

中国・四国
60

多度山トレイルランは商工会主催のため、地域商工業者との関わりを持ち、また誰もが楽しめる地域密着型のトレイルランニ
ングレース。
手作り感のある大会を目指し、多くのトレイルランナーに多度の魅力を発信し、大会だけでなく再度訪れたい場所に
なってほしいという想いで運営されている。
当日にはレースだけでなく、
地域の魅力を発信する
「たどうまルシェ」
も開催される。

関西

関西

【交通】東海北陸道一宮西ICから
国道155号経由で約 8 km
【問い合わせ】
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
黄葉情報
URL：https://twitter.com/
sobuecho̲skr
まつり公式サイト
URL：https://matsuri.sobue.
biz/

多度山トレイルラン

（三重県／桑名三川商工会）

【営業】
（2019年開催データ）9 月14日
（土）、
15日（日）
15：00〜19：30
【料金】桟敷SS特別席5,000円 桟敷SS席3,000円 イスA席2,000円
イスB席1,500円 ※前売り料金、当日券は＋500円
【支払方法】現金、クレジットカード
【交通】東名高速道路豊川ICから約11km
【問い合わせ】炎の祭典実行委員会（豊橋商工会議所内）
☎0532・53・7211

【営業】11月下旬から12月上旬
【料金】無料

見所

（三重県／桑名三川商工会）

多度山

東三河地域に広がる手筒花火は、竹筒を抱え、火の粉を
体に浴びながら打ち揚げられる。
10mにものぼるいくつも
の炎の柱は他にはない壮大なスケール。ここでしか見られ
ない手筒花火18本一斉揚げの他、東三河の伝統打揚げ花
火や仕掛花火など多彩な花火が楽しめる。また観るだけで
はなく、事前に手筒花火の体験を通して豊橋の文化や歴史
が学べる体験ブースをご用意。

（愛知県／祖父江町商工会）

温泉

平和町商工会
☎0567･46･0031

（愛知県／豊橋商工会議所）

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。

特産

へいわさくらまつり

炎の祭典

そぶえイチョウ黄葉まつり

催し

東海・北陸

東海・北陸

【交通】南知多道路

グルメ

関東・甲信越

関東・甲信越

最長約18mの竹と木の骨組みに白木綿を巻いて作った大
小の鯛 5 匹が、威勢の良い掛け声とともに若者に担がれ、町内
を練り歩き海に入る奇祭で、海の祭りにふさわしく勇壮。鯛を
担いで海へ入ったり、船で曳いたり、鯛と鯛が絡んだり、鯛が
壊れるほど丸太に打込むシーン等が人気で、夕暮れから胴内
に灯りをともして練り歩くシーンは幻想的。毎年 7 月中旬に
開催され、奉納の豊浜花火大会も開催される。

体験

北海道・東北

北海道・東北

体験

道の駅奥伊勢おおだい
（三重県／大台町商工会）

奥伊勢テラス
（三重県／大台町商工会）

大台町をはじめと
する近隣の町で採れ
た農産物や特産加工
品が数多く並ぶ。
（原
木椎茸やお餅商品、大
台茶、干物、特産加工
品など人気商品が多
数）また、メニュー豊
富なまごごろ食堂や鹿肉を使った道の駅− 1 グランプリ入賞
歴のあるおおだいバーガーや軽食を販売するまごごろ屋台を
併設する。
【営業／休み】8：00〜18：00、
食堂8：00〜16：00
（オーダーストップ）／
お正月 1 月 1 、2 日
【交通】紀勢自動車道大宮大台ICから約 2 km
【問い合わせ】道の駅奥伊勢おおだい☎0598・84・1010
URL：http://www.okuise-odai.jp

大台町の観光案
内と町内の特産品
を展示販売する、
木の香り漂うかわ
いいログハウス風
施設。ここでしか
手に入らない商品
もあり、緑豊かな
大台町ならではの
木工製品や若手作家の味のある手作り商品、農産加工品など
を販売。
大台町や周辺市町の観光パンフレットも揃い、
観光の
拠点に立ち寄りやすい施設となっている。
【営業】平日 9：00〜16：00、
土曜、日曜、
祝日 9：00〜17：00
【交通】紀勢自動車道大宮大台ICから約 2 km
【問い合わせ】大台町観光協会☎0598・84・1050
URL：https://web-odai.info/booking/play/56
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グルメ

催し

特産

温泉

見所

奥伊勢わいわいイベント
（三重県／大台町商工会）

どんとこい大台まつり
（三重県／大台町商工会）

大台町の秋まつりの中で最も盛大に行われ、大台町の特産
品販売や各種物産展、ステージイベント、千人鍋、和太鼓演奏、
餅まき菓子まきなどがあり、子どもから大人まで、一緒になっ
て楽しめるお祭り。11月第 2 日曜開催。
【営業／休み】9：00〜17：00／土曜、
日曜、祝日
【交通】紀勢自動車道大宮大台ICから約 2 km
【問い合わせ】
大台町役場産業課
☎0598・82・3786

〜21：00受付
（22：00終了）／メンテナンス休暇有（ 1 月中旬）
【交通】紀勢自動車道大宮大台ICから約11km
【問い合わせ】奥伊勢フォレストピア☎0598・76・1200
URL：http://okuiseforestpia.com/

URL：https://www.oosugidani.jp/

☎0598・76・1313

宮川上流漁業協同組合が運営する鮎料理専門店。澄んだ川
と緑に囲まれた渓谷のすぐ側にある桟敷席で、鮎料理が楽し
める。宮川の伏流水を利用して育てた新鮮な鮎を使った塩焼
き、フライ、刺身、
鮎雑炊などの多彩なメニューがあり、清流定
食、清流御膳などのセットも人気。プライベート感たっぷりな
対岸の特別席は、1 日 1 組限定。
雄大な景色を眺めながら宮川
の幸が堪能できる。

秘境大杉谷渓
谷は、富山の黒部
渓谷、新潟の清津
峡とともに、日本
三大渓谷のひと
つに数えられて
いる。まだ見ぬ大
自然へと続く連
絡船として、気軽
に絶景を楽しみたい方の遊覧船として、秘境・大杉谷渓谷を船
上から案内している。
【営業／休み】
10：00〜17：00／水曜、
年末年始
（12月30日〜 1月 3 日）
は運休
【交通】紀勢自動車道大宮大台ICから約32km
【問い合わせ】一般財団法人旧大杉村再生協議会☎0598・31・3661
URL：http://www.boukyomaru.or.jp

千客万来夏まつり
（三重県／大台町商工会）

毎年 8 月15日に開催される
「千客万来夏まつり」では、大台町役場駐車場付近を会場に多くの店が並び、催し物が行われる。ス
テージでは太鼓の演奏や浴衣ファッションショー、抽選会などがあり、地元の子ども達による子供みこしも会場に華を添え、多
くの人で賑わう。夜 8 時半頃からは花火も打ち上げられ、歓声が響く。
【期間】毎年 8 月15日17：00〜21：00頃
【交通】紀勢自動車道大宮大台ICから約2.3km
【問い合わせ】千客万来夏まつり実行委員会（大台町商工会）☎0598・82・1411

【営業／休み】10：00〜17：00／土曜、
日曜、祝日
【交通】紀勢自動車道大宮大台ICから約35km
【問い合わせ】NPO法人大杉谷自然学校☎0598・78・8888
URL：http://osugidani.jp/

※支払方法について、現金払いのみの施設・店舗等については記載しておりません。
詳細は問い合わせ先にご確認ください。63

九州・沖縄

九州・沖縄
【営業／休み】8：30〜17：00／
開山期：
（ 4 月中旬〜11月下旬）
無休、閉山期：不定休
【交通】紀勢自動車道
大宮大台ICから約47km
（登山道入り口付近まで）
【問い合わせ】
公益社団人大杉谷登山センター
☎0598・78・3338

（三重県／大台町商工会）

【問い合わせ】
ふるさとプラザもみじ館

（三重県／大台町商工会）

【期間／営業／休み】6 月〜 9 月末までの夏期限定／11：00〜15：00
（オーダーストップ）／月曜
【交通】紀勢自動車道
大宮大台ICから約21km
【問い合わせ】清流茶屋
（宮川上流漁業協同組合直営）
☎0598・77・2110

大杉谷自然学校は、大
台町の過疎高齢化の著
しい大杉谷地域を
フィールドに、地域の教
育力（自然・人・文化）
を
活かした環境教育プロ
グラムを提供。急速に失
われつつある「地域の自
然観や価値観」を次世代
に伝える役割を担い「持続可能な新しい社会の創造」に寄与す
ることを目指し、宮川の豊かな自然の中で、子どもから大人ま
で楽しんで学べる様々なプログラムを提供している。

【交通】紀勢自動車道大宮大台ICより4.3km

中国・四国

中国・四国

（三重県／大台町商工会）

大杉谷登山道は、雄大な渓谷を眺めながら、7 つの滝と11
の吊り橋を越えて自然林の森を抜け、大台ケ原に至る登山道。
大杉谷は日本有数の多雨地帯でもあり、豊かな水は渓谷や滝、
「嵓（くら）」と呼ばれる巨大な岩壁だけでなく、世界的にも極
めて豊かな生態系や生物多様性を育み、ユネスコエコパーク
の核心地域として厳格な保護と長期的保全の対象である。

【営業／休み】9：00〜17：00
（L.O 16：00）
／火曜

宮川ダム湖観光船

（三重県／大台町商工会）

大杉谷自然学校

もみじ館は、清流日本一にもなった宮川の湖畔に建つログ
ハウス。カフェやランチはもちろん、
焼きたてパンや日替わり
弁当、農産物も販売。お米は自家栽培の竹のパワーを使って栽
培した美味しい低農薬のお米を使用しており、湖畔のテラス
で美しい景色を眺めながら、お茶や食事とともに楽しいひと
ときが過ごせる。

関西

関西

大杉谷登山道

見所

日帰り入浴：11：00

清流茶屋

【営業／休み】9：00〜17：00
（可能対応時間）
／日曜・火曜
【支払方法】クレジットカード（事前決済のみ）
【交通】紀勢自動車道大宮大台ICから約5.5km
【問い合わせ】株式会社Verde大台ツーリズム☎080・4840・7315
（代表）
URL：http://verde-odai.co.jp

温泉

東海・北陸

東海・北陸

奥伊勢宮川温泉は、
清流や緑に囲まれたホ
テル奥伊勢フォレスト
ピア内にあり、主成分
の重曹泉は、昔から肌
が滑らかになる「美人
の湯」
、
「美肌の湯」とし
て親しまれ、入浴後に
は爽快感・清涼感が得られる心地よさが特徴。地元の薬草グ
ループが栽培した月替わり薬草風呂、天気の良い日には満点
の星空を眺められる露天風呂、
屋外打たせ湯などがある。
【営業／休み】宿泊のお客様：〜23：00、翌6：00〜9：00

三重県初のDMO団体として、アウトドアを中心とした観光を通して奥伊勢の価値を再生することを目指す。日本一の清流宮
川、日本三大渓谷のひとつ大杉谷、トレイルランニングコースのある総門山などの自然環境を生かしたアウトドアプログラムを
企画・運営。
SUP、登山、ノルディックウォーキング、サイクリング、熊野古道歩きなどの他、アウトドアフェスティバルも開催し
ている。

特産

（三重県／大台町商工会）

【営業／休み】8：00〜18：00／お正月：1 月 1 、2 日

（三重県／大台町商工会）

催し

もみじ館

（三重県／大台町商工会）

【交通】紀勢自動車道大宮大台ICから約 2 km
【問い合わせ】道の駅奥伊勢おおだい☎0598・84・1010
URL：http://www.okuise-odai.jp

アウトドアプログラム
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奥伊勢宮川温泉

グルメ

関東・甲信越

関東・甲信越

毎月1回開催
される奥伊勢わ
いわいイベント
は、季節の食材
を使ったオリジ
ナルスイーツ
や、名物でたら
め焼きなどを一
般の方々に無料
で振る舞う人気行事。開催日はホームページに掲載。
（振る舞いは10時〜開始、無くなり次第終了）

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

八恵茶ティーバッグ 80g
（三重県／大台町商工会）

【営業／休み】
9：00〜17：00／土曜、
日曜、祝日
【料金】640円
【問い合わせ】
株式会社 セーフティ・リ・ファーム88

進化する緑茶 TSUMUKIYUTAKA
日々のお茶 カップデセンチャ
（三重県／大台町商工会）

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。
JGAP認証農場の農家直送の特選深蒸煎茶は、消費者の生
活スタイルに合わせた、マグカップ用
のティーバッグになっている。

☎0598・85・7031

【料金】1,500円

URL：http://www.safetyrefarm88.co.jp/

【支払方法】現金、クレジットカード、

グルメ

催し

特産

温泉

見所

ロッジ宮川
（三重県／大台町商工会）

大台ケ原から伊勢に流れる清流、水質日本一に輝く
「宮川」の上流域の集落に佇む、外国人観光客（インバウンド）
向けの日本家
屋の宿。また、日本三大峡谷としても知られる秘境大杉谷登山口にもっとも近い宿なので大杉谷登山の拠点としてもオススメ。
部屋には100インチスクリーンと4Kプロジェクターがあり、
静かな空間で心行くまでホームシアターが楽しめる。
【料金】6,500円／ 1 名〜
【支払方法】現金、クレジットカード
【交通】紀勢自動車道大宮大台ICから15km
【問い合わせ】ロッジ宮川
URL：https://lodgemiyagawa.com/

東海・北陸

東海・北陸

電子マネー、QR決済
【交通】伊勢自動車道
勢和多気ICから 2 km
【問い合わせ】合資会社積木商店
☎0598・85・0808
URL：http://tsumukisyouten.com

ご当地時短コスメ

（三重県／大台町商工会）

（三重県／大台町商工会）

（三重県／大台町商工会）

天照皇大神 御神號額は、伊勢神宮の御用材木曽ひのきと
劣化や色あせを防ぐUVカットアクリルを使用した最高級
品。会社事務所・店舗・自宅などの用途、新築祝いにも最適。伊
勢神宮禰宜・天見通命裔の家系の荒木田守明（あらきだもりあ
き）の直筆掛け軸謹書「菊紋」
「祈
祷」で、為書きには本人の名前また
は会社名が入る。御神號の「照」の
位置に捺された「神璽（しんじ）の
印」がご祈祷済の証。
【営業／休み】8：00〜17：00／
土曜、日曜、祝日
【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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（三重県／大紀町商工会）

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。
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
ワンジェルは、旅行に
も大変便利。
使い切り
1 泊分のスキンケア
セットは気軽に試せると宿泊施設・日帰り入浴施設の売店で好
評発売中。

三重県大紀町で育ったヒノキやサクラなどの丸太を加工
し、鼻緒部分は、アフリカン生地パーニュを独自加工した優し
い肌触りの、
手作りオリジナル下駄を制作している。プレゼン
トやお土産、ファッションのアクセントや体幹トレーニング
用としても人気。スタンダードな二本歯に加え、伊勢地方で
「健康下駄」と呼ばれた一本歯タイプもあり、男性・女性・キッ
ズ等各サイズを展開。
【問い合わせ】TARD☎090・6112・6880
URL：http://tardmie.wixsite.com/tard

【問い合わせ】株式会社丸八土建 あしたば事業部
☎0598・76・0100
URL：http://www.ashitaba-cosme.com

和紅茶 ファーストフラッシュ（ 5 月）
（三重県／大台町商工会）

三重県の中山間地域で育まれる大台茶は、春になり 5 月に
入ると新芽が出始める。この時期に取れる一番茶を発酵させ
た紅茶がファーストフラッシュである。渋みが少なく、
上品な
甘みで癖がなく、爽やかな香りが特徴。天日乾燥のため生産量
が少なく貴重な紅茶で、
「ちょっとした自分へのご褒美に」
「美
味しい紅茶を飲みたい時に」
「国産
の紅茶を求める方に」おすすめ。
【営業／休み】9：00〜17：00／日曜
【料金】1,000円
【問い合わせ】合資会社丸合製茶工場
☎0598・85・0026
URL：https://tea-maruai.com/

ななほフルーツジャム
（三重県／大紀町商工会）

九州・沖縄

九州・沖縄

【営業／休み】9：00〜17：00／土曜、
日曜、
祝日
【料金】ゆずっこサイダー（瓶入）200ml 248円
柚子塩ぽんどれ（瓶入）200ml 567円
柚子ドレッシング（瓶入）200ml 567円
【問い合わせ】株式会社宮川物産
☎0598・76・0200
URL：http://www.miyafoods.com/

手作りオリジナル下駄

伊勢榊
（三重県／大紀町商工会）

果実とグラニュー
糖のみで製造してい
るため、フルーツ本
来の香りと味が特
徴。果 実 は 全 て 自 農
園で作る有機肥料
（落葉・刈草の米ぬか
発酵堆肥）と近所の
松阪牛飼育農家の牛
糞 堆 肥 を 使 用。農 薬
は使用せず、害虫も人手で駆除している。収穫後はブロック状
に冷凍保存。原則ジャムとしての在庫は置かず注文後製造す
ることで、より新鮮な状態で商品を提供している。

中国・四国

中国・四国

宮川物産は地元農産物を使った商品を開発・生産・販売する食品加工会社で、大台町特産の柚子を使った商品も提供。
【ゆずっこサイダー】
奥伊勢柚子の果汁と国産甜菜グラニュー糖で仕上げた甘さ控えめのスッキリサイダー。
【柚子塩ぽんどれ】
和風出汁に柚子と塩を加えたドレッシング。鍋や野菜料理、
洋風料理にも好相性。
【柚子ドレッシング】
口いっぱいに奥伊勢柚子の香りが広がり、冷製パスタのソースにも使える。

天照皇大神 御神號額

柚子香

関西

関西

ゆ ず か

宮川物産 奥伊勢ゆず商品

関東・甲信越

関東・甲信越

番茶・玄米・はと麦・大麦・柿茶・発酵茶・ほうじ茶・裸麦の八
種類をブレンド。煮ださなくても手軽に急須で飲めるように
全ての原料を砕き、
ティーバッグ加工にされている。日々の健
康づくりのお供にどうぞ。

体験

北海道・東北

北海道・東北

体験

伊勢榊（由緒ある山々で育つ品質の高い国産本榊）
は、大紀
町永会という集落の山々から採取・剪定・結束・出荷している。
大紀町は伊勢の国と呼ばれるエリアでもあり、本榊を採取す
る山々は、「伊勢神宮」
と神宮の別宮「瀧原宮」
を繋ぐ山々の一
直線上にあり、本榊は日本百名水「宮川」に流れ出る山水で
育っている。
現在では「お伊勢さんの榊 伊勢榊」として認知
されてきている。
【料金】インターネット販売
【支払方法】現金、
クレジットカード
【問い合わせ】
伊勢榊
☎050･7516･4676
URL：https://ise-sakaki.jp

【交通】紀勢自動車道勢和多気ICから 6 km
【問い合わせ】奥伊勢ななほ農園☎0598・89・4092

※支払方法について、現金払いのみの施設・店舗等については記載しておりません。
詳細は問い合わせ先にご確認ください。65

グルメ

催し

特産

温泉

見所

奥伊勢の水 清酒 千里一
（三重県／大紀町商工会）

【営業／休み】9：00〜19：00／
不定休

（三重県／大紀町商工会）

紀州・奥伊勢地域のヒノキ・杉などの地元産の材料で 1 点 1
点全て手作り。地元の木を知り尽くした木工職人が作る、
ヒノ
キのまな板、カッティングボード、菓子皿は、細部の仕上げに
までこだわった製品として愛されている。雨が多い地域の木
材は、柔らかな風合いで調理道具に最適な素材。新築祝い、結
婚祝いなどでも使われている大紀の逸品。
【問い合わせ】奥川板金
☎0598・73・3170

【交通】紀勢自動車道
紀勢大内山ICから300m
☎0598・74・1025

（三重県／大紀町商工会）

URL：https://taiki-bm.wixsite.com/sanzui

食×農×体験×泊
を体験できる『農家民
宿で食旅「松阪牛すき
焼き体験」』は、農家民
宿に宿泊し、すき焼き
で使う野菜やシイタ
ケの収穫、釜戸でご飯
作り、松阪牛のすき焼
きを満喫できるとて
も贅沢な体験。大紀町は松阪牛の肥育地域として評価が高く、
松阪牛の一位を決める「松阪肉牛共進会」では平成29年、30年
の 2 年連続優秀賞一席を獲得している。
【休み】年末年始
【料金】日帰り：4,980円、
宿泊：11,550円 （共に税込）
【交通】紀勢自動車道勢和多気ICから10km

彦根浪漫ウォーク〜袴姿でお得におさんぽ〜…P.76
彦根浪漫ウォーク〜角打ち体験〜…P.76
彦根浪漫ウォーク〜きき茶体験〜…P.76
彦根浪漫ウォーク〜金箔押し体験〜…P.76

香美町商工会

ホテルプライベートビーチでグランピング体験
（Okubiwako Marvelous Green）
…P.69
高島の自然の素晴らしさをバックにした写真撮影の
サービス LIFETIME PHOTOGRAPHY…P.69
萩乃露 特別純米 十水仕込 雨垂れ石を穿つ…P.69
とも栄菓舗 高島のおやつ「パイべえ」…P.69
みのり農園直営レストラン「sato kitchen」…P.69
バニラ風味のトマトのジャム…P.70
自然豊かな高島の魅力が体験できる
宿泊施設〜志我の里〜…P.70
農家民宿 棚田ハウス…P.70
淡海堂 高島五蔵の酒粕れーずんさんど…P.70
農家の嫁 ガーリックオイル…P.70
米マヨ…P.71
果実の発酵ドレッシング…P.71
メタセコイア並木が見える宿で
囲炉裏料理を体験 ちょい宿あだち…P.71

かすみ海上GEO TAXI…P.76

豊岡市商工会
豊岡市・地元女子おすすめ「大人の遠足」…P.77

淡路市商工会
淡路市観光モデルコース…P.77

塩田温泉郷ブランド 夢色シリーズ…P.77

新温泉町商工会

【営業／休み】チェックイン 13：00〜17：00 チェックアウト 7：00〜12：00／年中無休
（デイキャンプのみ月曜定休）
【料金】全サイト／お車と大きめのテントとタープをゆったり張れます
◆オートサイト：宿泊
お車 1 台／3,000円
（ 4 人迄）5 人目より＋1,000円／ 7 名様迄
（用意サイト数／ 5 サイト）
◆AC電源付きオートサイト：宿泊
お車 1 台／4,000円
（ 4 人迄）5 人目より＋1,000円／ 7 名様迄
（用意サイト数／ 5 サイト）
◆
【遊愉Yuyuエリア】
さえずりオートサイト宿泊
お車 1 台／4,000円
（ 4 人迄）5 人目より+1,500円／ 7 名様迄
（用意サイト数／ 2 サイト）
◆
【遊愉Yuyuエリア】
せせらぎオートサイト宿泊
お車 1 台／5,000円
（ 4 人迄）5 人目より+1,500円／ 7 名様迄
（用意サイト数／ 1 サイト）
◆
【BBQわいがや広場】
デイキャンプ
お車 1 台／2,000円
（ 3 人迄）4 人目より+1,000円／人
【交通】紀勢自動車道勢和多気ICから約 7 km
【問い合わせ】奥伊勢の森「七保ベース」野あそび村キャンプ場☎090・5458・9249
URL：http://www.ma.mctv.ne.jp/~nonta/
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古市古墳群…P.79

斑鳩町商工会
奈良斑鳩ツーリズム Waikaru…P.4

十津川村商工会
十津川村を縦断！
日本一走行距離の長い路線…P.80

スリル満点！
「谷瀬のつり橋」…P.80

明日香村商工会

麒麟獅子舞…P.77

民宿キトラ…P.80
明日香のイチゴ
（あす花園芸）
…P.81

神河町商工会

徳星醤油醸造場…P.81

天狗のとまり木…P.78

田原本町商工会
武道
（日本古来の身体の使い方）
体験…P.81
ふんどし着用体験
〜日本の伝統下着を着用しませんか〜…P.81
本物の真珠ハンドメイド ブレス・ネックレス作り…P.81
草木染 ハンカチやストールづくり…P.82

京都
滋賀

兵庫

最新鋭の歯ブラシ工場を見学して、
オリジナル歯ブラシを作ろう
！…P.82

観音の里めぐり
「魅惑の仏像に出会う旅」
〜案内人とめぐる観音の里〜…P.71

大阪

手前「味噌」作り体験…P.83
「こんなの欲しい！」
を形に
コサージュ作り体験…P.83
四季の花 生菓子作り体験…P.83
世界に一つだけ！
あなたの為のハーブ・スパイスブレンド…P.83

奈良

鶏足寺
（旧飯福寺）
…P.72
深坂古道…P.72

余呉湖の釣り
（ワカサギ釣り）…P.73
木之本地蔵大縁日…P.73

和歌山

南紀白浜クーポン付まち歩きmap…P.84
南紀白浜 源泉インスタフォトラリー…P.84
南紀白浜温泉 外湯めぐり…P.85

FARM KEI
（ファーム ケイ）
…P.73

湖南市商工会
不動の滝…P.74
じゅらくの里…P.74
近江木綿正藍染…P.75
妙感寺…P.75

南高梅
（工場見学、
梅林視察）
…P.84

白浜町商工会

日野町商工会
滋賀農業公園ブルーメの丘…P.74
滋賀県下最大級 大空間のいちご狩り…P.74

千里の浜…P.84
紀州備長炭振興館…P.84

観音の里ふるさとまつり…P.73
恋人の聖地
（奥琵琶湖パークウエイ・
つづら尾崎展望台）
…P.73

花の郷 日野ダリア園…P.74

芸能のふるさとで
「巫女体験」…P.83

みなべ町商工会

西野水道…P.72
冷水寺…P.72

ハーバリウム制作…P.82
自分だけの「ミニＭＹ畳」作り…P.82
うどん作り体験…P.82

長浜商工会議所

曹洞宗・久澤山 全長寺…P.72

木々と山々に囲まれた空間で、自然を思う存分満喫できるキャンプ場。清流遊びや川釣りなども楽しめ、夜にはなんと！ドラ
ム缶風呂で自然と一体化！キャンピングカーやトレーラーも入れる。木登り遊びとわんこと泊まれる遊愉Yuyuエリアを新設！
ツリ−クライミングを楽しんだり、ドッグランも充実。わんこもフリ−で遊ばせる事ができる完全プライベ−トオートサイト。

藤井寺市商工会

日本一大きな村の中心地！
「道の駅 十津川郷」…P.80

姫路市商工会

長浜北商工会

（三重県／大紀町商工会）

正木美術館…P.79

一棟貸の宿 いかるが日和…P.80

【問い合わせ】大紀町日本一のふるさと村☎0598・87・1500

奥伊勢の森「七保ベース」野あそび村キャンプ場

忠岡町商工会

九州・沖縄

九州・沖縄

【料金】素泊まり：4,000円、
一泊二食付き：7,000円 （税込）
【交通】紀勢自動車道大宮大台ICから 7 km
【問い合わせ】川辺の宿 民泊さんずい☎090・3151・7633

（三重県／大紀町商工会）

山中渓のさくら…P.79

中国・四国

中国・四国

海・山・川揃う自然
豊かな大紀町にある
農林漁業体験民宿。川
辺にある昭和の良き
時代の建物で、四季の
移ろいに合わせて変
化する美しい自然や、
ゆるやかな時間の流
れを満喫できる。日本
文化や田舎ぐらし体験なども充実しており、外国人観光客に
も人気。1 日 1 組限定なので、気兼ねなくゆったりとした空間
を存分に楽しめる。

農家民宿で食旅「松阪牛すき焼き体験」

阪南市商工会

彦根商工会議所

高島市商工会

見所

鹿鷺山 笠置寺…P.79

竹生優庵…P.75

湖北野鳥センター…P.68
小谷城跡…P.68
近江孤蓬庵…P.68
五村別院…P.68
長浜あざいあっぱれ祭り…P.68

温泉

笠置町商工会

竹生島…P.75
冨田人形会館…P.75

東浅井商工会

特産

関西

関西

川辺の宿 民泊さんずい

びわ商工会

催し

東海・北陸

東海・北陸

【問い合わせ】里村酒店

関西

グルメ

関東・甲信越

関東・甲信越

約200年前に創業した「酒のさとむら」の11代目の現店主
が、熊野古道を往来した旅人に鋭気と安らぎを与えた旨口の
酒「千里一」を復活させた。大紀町の霊峰行者山の裾野より湧
き出る谷水を一部利用し、地元の酒造メーカーで製造してい
る。店舗裏には飲食スペースもあり、気軽にオリジナルのお酒
などが味わえる。

東紀州産木工品

体験

北海道・東北

北海道・東北

体験

美浜町商工会
京丹後市商工会
青の洞窟・愛の洞窟体験…P.78
漁港見学と朝のピチピチにぎり寿司体験…P.78
遊覧船とび丸タクシー…P.78
ジオカヤック体験…P.78

木津川市商工会
手作り石けん教室…P.79

カナダ移民のまち アメリカ村
カナダミュージアム…P.85
カナダ移民のまち アメリカ村 遊心庵…P.85
すてぶす丼…P.85
ええやん！MIHAMA夕暮れ市…P.85

大津北商工会
鯖街道名物

鯖寿し…P.6
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グルメ

催し

特産

温泉

見所

体験

湖北野鳥センター

小谷城跡

（滋賀県／東浅井商工会）

特産

温泉

見所

ホテルプライベートビーチでグランピング体験（Okubiwako Marvelous Green）
（滋賀県／高島市商工会）

春は桜の海津大崎、夏は湖水浴やカヌー、SUP のアクティビティ、秋にはメタセコイアの紅葉へサイクリングと自然豊かなマ
キノの魅力を肌で感じていただけるグランピングサービスを展開。地元の野菜などを取り入れ、さらに地域の魅力発信基地とな
り得るようなグランピングステイを目指している。
【料金】料金変動の為 HPをご参照ください。
【支払方法】現金、クレジットカード、QR決済
（PayPayのみ）
【交通】北陸自動車道木之本ICから20km
【問い合わせ】奥琵琶湖マキノグランドパークホテル
☎0740・28・1111

東海・北陸

東海・北陸

【営業／休み】9：00〜16：30／火曜
（火曜が祝日の場合は翌日）
、年末年始
【料金】高校生以上200円 小中学生100円 幼児無料
【交通】北陸自動車道木之本ICから10km
【問い合わせ】湖北野鳥センター☎0749・79・1289
URL：http://www.biwa.ne.jp/~nio/

戦国大名浅井
家の居城で、浅
井長政とお市の
方、茶々・初・江
の三姉妹がすご
した中世五大山
城の一つ。石垣
や曲輪などの遺
構が当時のまま
保存されていて、歴史的な価値が高く、戦国の世が偲ばれる場
所。また春は桜、秋は紅葉で色づき、びわ湖と竹生島、伊吹山が
一望できる大パノラマが広がっている。

催し

【交通】北陸自動車道小谷城スマートICから 3 km
【問い合わせ】小谷城跡☎0749・78・0300
（北びわこふるさと観光公社）
URL：https://www.eonet.ne.jp/~odanijou-s/index.html
（小谷城戦国歴史資料館）

高島の自然の素晴らしさをバックにした写真
撮影のサービス LIFETIME PHOTOGRAPHY

（滋賀県／東浅井商工会）

各地の庭園設計家として、茶人としても名高い「小堀遠州」の菩提寺。近江
八景を模したといわれる自然の地形を活かした趣のある設計で、簡素な石組
の枯山水と、池泉回遊式庭園があり、県の名勝に指定されている。秋には境内
の木々が色づき、隠れた紅葉の穴場スポット。秋には紅葉茶会も開催される。

（滋賀県／高島市商工会）

高島市の自然の素晴らしさを活かし、ファミリーフォトを
中心に写真撮影、編集、
アルバム作成まで一貫したサービスを
展開している。
【問い合わせ】LIFETIME PHOTOGRAPHY
☎090・6055・0318

感動、興奮、驚きを表す感嘆符
「！」
は、
「雨垂
（あまだ）
れ」
と読
む。
「雨垂
（あまだ）
れ石を穿
（うが）
つ」
は萩乃露の契約栽培米が
甚大な台風被害の中、
奇跡的に収穫されたことから生まれたお
酒。
江戸時代の醸造手法「十水（とみず）仕込」で造るのが一つ
の特徴で、この古の手法が生み出す味わいは、現
在の醸造手法でできない、濃密にして爽やか、鮮
烈な美味しさ。
国内外のコンテストでも高評価。

【問い合わせ】株式会社福井弥平商店
☎0740・36・1011

五村別院
（滋賀県／東浅井商工会）

湖北地方は真
宗信仰の篤い地
域で、五村別院
は門徒ゆかりの
寺として、重要
な役割を果たし
ていた。本堂、表
門、書院、大広間
などで構成され、広大で厳かな景観を見せている。本堂西南に
ある廟には教如上人の遺骨が納められ、命日にちなんだ
「五日
講」の法要が盛大に営まれる。
【営業／休み】9：00〜16：30／無休
（年末年始を除く）
【交通】北陸自動車道小谷城スマートICから 5 km
【問い合わせ】五村別院☎0749・73・3133
URL：http://www.daitsuji.or.jp/gomura
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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
1,000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る。
【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/

とも栄菓舗
高島のおやつ「パイべえ」
（滋賀県／高島市商工会）

（滋賀県／高島市商工会）

高島の滋賀羽二重糯米と近江米の米粉で作った粒餡の大福
餅を144層の手折りのパイ生地で包み、オーブンで焼き上げ
た和洋折衷のおやつ菓子。若年層の顧客開拓を意識しつつも、
店舗で直接お渡ししたいという想
いから、日に数回焼き立てを自店舗
と安曇川の道の駅だけに限定して
販売している。
【営業／休み】9：00〜19：00／元旦
【料金】1 個 180円
【支払方法】現金、クレジットカード、QR決済
【交通】北陸自動車道木之本ICから37km
名神高速道路京都東ICから46km
【問い合わせ】有限会社とも栄菓舗
☎0740・32・0842

みのり農園直営レストラン
「sato kitchen」
年間200種類の野菜を有機栽
培で育てる農家
「みのり農園」が、
自家栽培こだわり野菜を使った
メニューを提供するレストラン。
明治37年に建てられた古民家を
改装した店で、レストランは土日
のみの営業。ランチセットの内容
は週替わりでその時の旬の野菜
を中心にしたメニュー。営業日な
どの詳細はHPでご確認を！
【営業／休み】
11：00〜15：00
（L.O14：00）
／月曜〜金曜 1月〜4月頃冬季休業
【料金】ランチセット 1,500円
【交通】北陸道木ノ本ICから41.6km、名神高速京都東ICから53.9km
【問い合わせ】sato kitchen☎0740・33・0012

※支払方法について、
現金払いのみの施設・店舗等については記載しておりません。詳細は問い合わせ先にご確認ください。69

九州・沖縄

九州・沖縄

【営業】8：30〜17：30
【料金】萩乃露 特別純米 十水仕込 雨垂れ石を穿つ
720ml 1,650円
（消費税込）
【支払方法】現金、クレジットカードのみ
【交通】北陸自動車道木之本ICから40km
名神高速道路京都東ICから40km

中国・四国

中国・四国

【営業／休み】9：00〜17：00
（冬期は16：00まで）
／11月17日
（開山忌法要のため）
【交通】北陸自動車道小谷城スマートICから 8 km
【問い合わせ】近江孤蓬庵☎0749・74・2116

（滋賀県／高島市商工会）

萩乃露 特別純米 十水仕込
雨垂れ石を穿つ

関西

関西

近江孤蓬庵

関東・甲信越

関東・甲信越

目の前に広がる湖
北水鳥公園には、一
年を通して多くの野
鳥が訪れ、フィール
ドスコープで水鳥を
身近に観察できるほ
か、専門員が自然に
ついてわかりやすく
説明してくれる。秋から冬にかけてオオヒシクイやコハク
チョウ、オオワシなどの渡り鳥がやって来て、琵琶湖の美しい
夕陽と共に訪れる人を魅了している。

（滋賀県／東浅井商工会）

グルメ

北海道・東北

北海道・東北

体験

グルメ

催し

特産

温泉

見所

バニラ風味のトマトのジャム
（滋賀県／高島市商工会）

【問い合わせ】季節のジャム tomoʼn☎0740・22・5171

自然豊かな高島の魅力が体験できる
宿泊施設〜志我の里〜
（滋賀県／高島市商工会）

高島の魅力と田舎暮らし体験ができるセルフビルドの宿泊
施設。薪ストーブと薪ボイラーや太陽熱温水器などの自然エ
ネルギーを使った、循環型の設備が揃う。薪割り体験や畑の収
穫も一緒にできる。ビワイ
チやキャンプ利用も人気♪

米マヨ

催し

特産

温泉

見所

果実の発酵ドレッシング

（滋賀県／高島市商工会）

（滋賀県／高島市商工会）

植物性乳酸菌入り、米粉からできた法定アレルゲン27品目
不使用の100%植物性マヨネーズ。厳選された特別栽培米を
使用しており、アレルギーをお持ちの方も安心して食べられ
る。

「発酵するまち高島」
を意識して開発されたドレッシング。
果実の皮の部分を発酵させて作ったピールを入れることで、
味わいと食感が増している。
【営業／休み】9：30〜15：30／火曜・日曜
【料金】432円（税込）
【問い合わせ】MIZU café COCCO☎0740・25・8131

【営業／休み】9：00〜17：00／土曜、
日曜、祝日
【料金】1 本200g

グルメ

453円

【問い合わせ】株式会社ヤサカ アレルノン食品事業部☎0740・28・7751

【問い合わせ】志我の里
☎090・6601・3353

関東・甲信越

関東・甲信越

マキノ産桃太郎トマトを使用。フランス菓子の技法を駆使
してトマトの果実感を最大限引き出した、フルーツのような
新しい風味のトマトジャム。

体験

北海道・東北

北海道・東北

体験

東海・北陸

東海・北陸

関西

関西

農家民宿 棚田ハウス
（滋賀県／高島市商工会）

メタセコイア並木が見える宿で
囲炉裏料理を体験 ちょい宿あだち

【問い合わせ】棚田ハウス☎090・4298・6309

（滋賀県／高島市商工会）

（滋賀県／長浜商工会議所）

（滋賀県／高島市商工会）

高島の 5 つの酒蔵「萩乃露」、
「松の花」、
「不老泉」、
「琵琶の長
寿」
、
「竹生嶋」の酒粕をバタークリームと合せ、各蔵のお酒に
漬けたレーズンをサブレ生地でしっとり包み込んだ、お大人
の味わいのレーズンサン
ド。五蔵の商品は一つの
パッケージにまとまって
おり、
お土産物に最適。

農家の嫁 ガーリックオイル
（滋賀県／高島市商工会）

お米とにんにくの生産農家に嫁いだ『農家の嫁』がシンプル
に“おいしい”を追求。ゆっくりと時間をかけて行う低温抽出
製法によりできた、今までにない芳醇な香りとまろやかな旨
味のあるオイル。ガーリックトースト、パスタ、手作りドレッ
シングと使い方はいろいろ。

【休み】不定休
【料金】1 泊 2 食付 8,600円より
（ 1 日 1 組限定）
【交通】北陸道木之本ICから約22km

びわ湖長浜・観音の里の、指定文化財の観音像に出会う旅。
観光ボランティアガイドが同行し、昼食には、旧北国街道、北
国脇往還由来の名物である郷土料理
「さば寿司御膳」を堪能で
きる。
【営業】
「長浜・米原・奥びわ湖を楽しむ観光情報サイト」
HPをご覧ください。
【料金】大人約8,500円〜9,500円
（HPをご参照ください）
【問い合わせ】一般社団法人北びわこふるさと観光公社☎0749・78・0300

【問い合わせ】メタセコイア並木が見える宿で囲炉裏料理を体験
ちょい宿あだち☎090・5043・2196
URL：https://tyoiyad.jimdofree.com/

【営業／休み】9：00〜17：00／不定休
【交通】名神高速道京都東ICから46km
【問い合わせ】よこいファーム
☎0740・33・0823

【営業／休み】9：00〜17：30／
水曜、不定休あり
【料金】1,200円
【交通】名神高速道路
京都東ICから40km
【問い合わせ】淡海酢有限会社
☎0740・36・0018
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九州・沖縄

九州・沖縄

「新・日本街路樹百景」に選定された人気スポット「マキノ高
原のメタセコイア並木」を眺められる宿。里山の四季を感じな
がらの生活や当宿自慢の囲炉裏を囲んでの食事、
自然観察、農
業体験などを楽しみながらリフレッシュでき、自分発見に
も！ランチ営業や移住体験も行っており、詳細はHPで紹介。

淡海堂
高島五蔵の酒粕れーずんさんど

観音の里めぐり「魅惑の仏像に出会う旅」
〜案内人とめぐる観音の里〜

中国・四国

中国・四国

滋賀県唯一の棚田百選の畑集落で古民家を改装
した宿泊施設。棚田米を使ったかまど炊きご飯や
地元産素材にこだわった食事を提供。
また、味噌づ
くり、梅仕事、自家菜園で栽培したブルーベリーや
ルバーブを使ったジャム作り、星空観察、山野草観
察会、雪遊びなど都会では味わえない四季折々の
体験で棚田のよさを都市部や海外に向けて発信し
ている。

グルメ

催し

曹洞宗・久澤山

特産

温泉

見所

体験

全長寺

余呉湖の釣り（ワカサギ釣り）

（滋賀県／長浜北商工会）

（滋賀県／長浜北商工会）

【料金】拝観料300円
（要予約）
【交通】北陸自動車道木之本ICから約 9 km
【問い合わせ】
（公）長浜観光協会 北部事務所☎0749・82・5909

特産

温泉

見所

木之本地蔵大縁日
（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。
【期間／営業／休み】11月22日〜 3 月下旬
（ワカサギ釣り）／
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

催し

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】

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から約 3 km
【問い合わせ】

余呉湖漁業協同組合
☎0749・86・3033

☎0749・82・5900

（滋賀県／長浜北商工会）

（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】終日／冬季積雪時
【交通】北陸自動車道木之本ICから約15km
【問い合わせ】
（公）長浜観光協会
北部事務所
☎0749・82・5909

（滋賀県／長浜北商工会）

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。
【営業／休み】終日／無休
【交通】
北陸自動車道木之本ICから約 8 km
【問い合わせ】
（公）長浜観光協会 北部事務所
☎0749・82・5909
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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／長浜北商工会）

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から約35km
【問い合わせ】
長浜市北部振興局地域振興課
☎0749・82・5900

【期間】2019年10月20日
（日）9：00〜17：00
【交通】北陸自動車道木之本ICから約 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

【料金】紅葉散策協力金200円（11月中旬〜下旬頃）
【交通】北陸自動車道木之本ICから約 6 km
【問い合わせ】
（公）長浜観光協会 北部事務所☎0749・82・5909

西野水道

（滋賀県／長浜北商工会）

恋人の聖地
（奥琵琶湖パークウエイ・つづら尾崎展望台）

興課内）☎0749・82・5900

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から約10分
【問い合わせ】
（公）長浜観光協会
北部事務所
☎0749・82・5909

FARM

KEI
（ファーム ケイ）

（滋賀県／日野町商工会）

ハウス栽培のトマトは 7色（種）くらいで、それぞれ摘み採れる時期がある。トマト、トマトジュース、ケチャップ、ピザソース
の自家製商品の販売や体験コーナーとして、ジュエリートマト狩り＆ピザ作りがファミリー、カップル、
グループで楽しめる。
【営業】体験時間 10：00〜15：00の約 2 時間
【料金】2,800円
【交通】名神高速道路蒲生スマートICから車約15分、
または新名神高速甲賀土山ICから車約25分
【問い合わせ】FARM KEI
（ファーム ケイ）
☎090・5671・9645

※支払方法について、現金払いのみの施設・店舗等については記載しておりません。
詳細は問い合わせ先にご確認ください。73

九州・沖縄

九州・沖縄

【営業／休み】9：00〜16：00／無休

観音の里ふるさとまつり

中国・四国

中国・四国

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
佇まいに往時を
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。

深坂古道

関西

関西

鶏足寺（旧飯福寺）

東海・北陸

東海・北陸

ふるさと夏まつり実行委員会事務局

関東・甲信越

関東・甲信越

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。

グルメ

北海道・東北

北海道・東北

体験

グルメ

催し

特産

温泉

見所

体験

滋賀農業公園ブルーメの丘

温泉

見所

9：30〜18：00、
11月

9：30〜17：00、

10：00〜17：00／水曜
（12月〜 2 月は水曜、
木曜）
祝日は除く

【料金】大人
（中学生以上）
1,000円

江戸時代中期に京都から伝わった昔ながらの技法を今も守り続けているただ一軒の工
房。藍の栽培から発酵、染色、織りまで技法は昔のままに、反物をはじめ、のれん、座布団カ
バー、
巾着袋など和のインテリアやファッションを楽しめる商品を幅広く製作している。
【営業／休み】9：00〜17：00／不定休

関東・甲信越

関東・甲信越

12月〜 2 月

特産

（滋賀県／湖南市商工会）

ブルーメの丘は酪農・ふれあい・体験をテーマに自然の中で、遊びを通じて感性を育む公園。春には13万本のチューリップ、夏
にはひまわりなど四季折々の花が咲き、アルパカやカンガルー、カピバラなどたくさんの動物とふれあえる。
2019年 3 月には、西
日本最大級、高さ17mのドイツ製アスレチック「アルプスジム」がオープンし、72のクライミ
ング・アトラクションが自由に楽しめる。
10：00〜17：00、
土曜、日曜、
祝日、3 月〜10月

催し

近江木綿正藍染

（滋賀県／日野町商工会）

【営業／休み】平日

グルメ

北海道・東北

北海道・東北

体験

※事前連絡要

【料金】オリジナルハンカチ藍染め体験（要予約）1,300円〜
【交通】名神高速道路竜王ICから約 6 km
【問い合わせ】紺喜染織☎0748・75・0128

子ども（ 4 歳以上）
600円
【支払方法】JCB、
VISA、
MasterCard、
Suica、
ICOCA、iD
【交通】名神高速道八日市ICから12km

東海・北陸

東海・北陸

【問い合わせ】滋賀農業公園ブルーメの丘
☎0748・52・2611

（滋賀県／日野町商工会）

2002年 に オ ー プ
ンした「花の郷・日
野 ダ リ ア 園 」。町 内
出身者で還暦を迎
えた同志が地域の
恩恵に感謝し、郷づ
くりの一端を担え
ればとボランティ
アで発起、10,000㎡
の休耕田にダリアをいっぱいに咲かせている。ダリアは150
種類12,000本。毎年徐々に種類を増やしており、初夏から秋
にかけて咲き誇るダリアがゆっくり楽しめる。

竹生島

（滋賀県／湖南市商工会）

（滋賀県／びわ商工会）

三雲山麓にたたずむ由緒あるお寺。1336年頃に藤原藤房に
よって開かれたといわれ、本尊木造十一面千手観音坐像を
祀っている。本堂は国登録有形文化財で、境内には微妙大師の
墳墓がある。
【営業／休み】9：00〜17：00／不定休
【料金】拝観料：志納
【交通】名神高速道路
栗東湖南ICから
約11km
【問い合わせ】
雲照山妙感寺
☎0748・72・7640

琵琶湖に浮かぶ周囲 2 kmあまりの小島で、宝厳寺と都久夫
須麻神社が祀られている。宝厳寺の唐門は秀吉の大坂城の唯
一の遺構と伝わり、都久夫須麻神社の本殿とともに国宝に指
定され、近年は琵琶湖第一のパワースポットとして注目を集
めている。おしゃれなカフェや土産物店も併設しており、島で
ありながらビワイチの為の自転車置き場を設置している。
【営業／休み】3 月〜概ね11月／冬季
【料金】入島料400円
【交通】長浜ICから
長浜港へ10分
長浜港から
観光船で約30分
【問い合わせ】
☎0749・62・4111

【営業／休み】9：00〜16：00／火曜
（開花期は無休）
【料金】500円
（中学生以上） 子供200円（小学生）
【交通】名神高速道蒲生スマートICから17km

及び荒天時

【問い合わせ】花の郷 日野ダリア園☎0748・52・5651

不動の滝
（滋賀県／湖南市商工会）

正式には行場不動乃滝（三雲大日大聖不動明王）といい、岩
には昔、行者が滝に打たれ修行をした記録のような文字が浮
かぶ。
（県道三雲から信楽方面へ700m）
【料金】無料
【交通】名神高速道路
栗東湖南ICから約12km
駐車場はないが、普通車が 2 台ほど
停められるスペースあり。
【問い合わせ】湖南市観光協会
☎0748・71・2157
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じゅらくの里
（滋賀県／湖南市商工会）

情報発信の場
「福祉パーク館」
のほか、陶芸の体験工房、滝や
水車があるせせらぎ水路、小さいお子さまが遊べる大型遊具な
ど施設が充実している。
家族向けの紅葉・お花見スポットでもあ
り、
近隣に見どころも多く、
四季を通じて楽しむことができる。
【営業／休み】9：00〜17：00／月曜、
祝日の翌日、お盆、年末年始
【料金】パターゴルフ：1 人350円（18ホール）9：00〜15：00受付
【交通】名神高速道路
栗東湖南ICから
約 7 km
【問い合わせ】
じゅらくの里
福祉パーク館
☎0748・77・0041
土の館
☎0748･77･0882
もりの館
☎0748･77･4694

冨田人形会館

竹生優庵

（滋賀県／びわ商工会）

（滋賀県／びわ商工会）

長浜市北冨田に伝わる冨田人形は、百数十年の伝統を誇る
人形浄瑠璃。江戸時代巡業にきた阿波の一座が、路銀代わりに
道具全てを置いて帰ったのが始まりといわれる。平成 3 年に
完成した「冨田人形会館」
（見学は要予約）には、人形浄瑠璃の
舞台があり、人形や芝居道具も保管されている。また、2019年
に初めてロシア公演を成功させた。
【営業】不定期・応相談（見学には予め問い合わせ先に連絡して代表者の方と
相談の上、予約が必
要です）
【交通】北陸自動車道
長浜ICより20分
【問い合わせ】
☎0749・72・2082

体験型古民家宿は、古民家に宿泊するだけでなく、
「歴史探
索」
「農業体験」
「地域の特産品加工体験」
「地域のお祭りに参加
する」といった独自のオプションツアーの企画も可能。
【営業／休み】
16：00〜11：00／不定休
【料金】35,000円／
4 人 1 泊・1 名追加8,000円
【支払方法】クレジットカード
【交通】長浜ICから15分
【問い合わせ】☎0749・72・4550

※支払方法について、現金払いのみの施設・店舗等については記載しておりません。詳細は問い合わせ先にご確認ください。75
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【営業／休み】10：00〜16：00／
月曜
（祭日の場合は翌日）
【料金】時期により変動
【交通】名神高速道路
蒲生スマートICから11km
【問い合わせ】ナチュラ 日野
☎0748・53・0831

（滋賀県／日野町商工会）

妙感寺

中国・四国

中国・四国

安心で安全な農作物を安定的に生産するをモットーに章
姫・かおり野・紅ほっぺ・よつぼし・他数種類のイチゴを生産。
新しく綺麗な連棟ハウスでの大空間のいちご狩りが堪能でき
る。また時期によって甘くてジューシーな苺・芳醇な香りの
苺・酸味やコクがある苺の食べ比べが楽しめる。

花の郷 日野ダリア園

関西

関西

滋賀県下最大級
大空間のいちご狩り

グルメ

催し

特産

温泉

見所

体験

彦根浪漫ウォーク
〜袴姿でお得におさんぽ〜

彦根浪漫ウォーク〜角打ち体験〜
（滋賀県／彦根商工会議所）

関東・甲信越

彦根城がある城下町を袴姿で散策する体験プラン。都会の
喧騒を離れ、時間もゆったり、空間も広々とした彦根でなら、
SNS映えの写真も多く撮れ、特別な体験となること間違いな
し！また、プラン利用者だけのお得な特典や本物体験もたくさ
んご用意！普段は体験できない袴姿で、歴史と文化の街彦根を
散策されてみてはいかが。
【営業／休み】10：00〜20：00

9：00〜20：00／水曜
【料金】490円〜
【交通】名神高速道路

（受付終了17：00）／水曜
【料金】女性4,000円

【営業／休み】

男性5,000円

【交通】北近畿豊岡自動車道
日高神鍋高原ICから各方面

温泉

見所

淡路市観光モデルコース
淡路市商工会のHPにて、淡路島の魅力あふれる飲食店や観
光施設、体験施設などのお店の情報や、そのお店のクチコミ情
報を『淡路島ええもんうまいもん情報』として情報発信中！行
きたいお店を見つけたら、
「お気に入り登録」
に追加していくこ
とで、オリジナルの観光マイプランを作り上げることができ
る。
お店の情報には最寄りのバス停や時刻表もチェックできる
ので、
車がなくても淡路島を満喫できるプランが作れる！
【料金】無料

【問い合わせ】豊岡市商工会
☎0796･42･4751

【問い合わせ】

URL：http://
sci-awaji.jp/wp/

☎0749・22・1201

関西

関西

彦根浪漫ウォーク〜金箔押し体験〜

（滋賀県／彦根商工会議所）

（滋賀県／彦根商工会議所）

【営業／休み】9：30〜18：00／
火曜、第 1・第 3 水曜
【料金】2,600〜4,600円
（ 2 日前まで要予約）
（最小催行人数 4 名から）
【交通】名神高速道路
彦根ICから 3 km
【問い合わせ】井上仏壇
☎0749・22・1587

かすみ海上GEO TAXI
（兵庫県／香美町商工会）

透明度の高い海と圧巻の岩肌、神秘的な奇岩・洞門・断崖を有する香住海岸の絶景を巡る海上遊覧。3 年前に廃業になっていた
ところ、実際に漁で使用している愛船で巡る海上遊覧として今年 5 月から復活させた。コースは30・60・90分の 3 コースを用意。
5 月の開業から現在まで約1000人が利用している、
今話題沸騰中の体験型観光ツール。
9：00〜17：00、
問い合わせ窓口

塩田温泉郷ブランド 夢色シリーズ
（兵庫県／姫路市商工会）

麒麟獅子舞
（兵庫県／新温泉町商工会）

奈良時代より湯治などで利用されていた塩田温泉郷の塩田
温泉・姫路ゆめさき川温泉・雪彦温泉の三温泉。
その温泉水と
香寺ハーブ・ガーデンのハーブがコラボした入浴剤・せっけん・
クリームで、
良質な温泉とハーブの効用が家でも体験できる。
【営業／休み】
8：30〜17：30／土曜・日曜・祝日
【料金】夢色せっけん詰合せ1,800円
夢色クリーム1,800円
夢色の湯350円
夢色石鹸600円（いずれも税別）
【交通】中国道夢前ICから1.1km
【問い合わせ】塩田温泉郷ブランド協議会（姫路市商工会内）
☎0120・136・833

「麒麟獅子」は、地に潜む魔性をはらい空に住む善者を呼び、
人々の大いなる夢をかきたてる神の使者として地域の人々に
尊敬され、愛されてきた。祭りの日に神前で奉納したあと、各
町内を廻って家内安全・無病息災を祈願する。2019年 5 月、
『日本海の風が生んだ絶景と秘境―幸せを呼ぶ霊獣・麒麟が舞
う大地
「因幡・但馬」
』として日本遺産に認定されている。
【期間】7 月第三月曜とその前日、10月 8 日
【交通】北近畿豊岡自動車道八鹿氷ノ山ICから50km
【問い合わせ】宇都野神社ほか 8 地区☎0796・82・1347
URL：http://www.city.tottori.lg.jp/

8：00〜20：00／運航期間外
（10月〜 3 月末）、荒天時（波高50cm以上）
、

【料金】30分コース：大人4,000円 小人3,000円
60分コース：大人5,500円 小人3,500円
90分コース：大人7,000円 小人4,000円
※お一人でのご利用の場合は二人分の料金となります。
※小人は 3 歳〜中学生
【交通】北近畿豊岡自動車道日高神鍋高原ICから40km
【問い合わせ】かすみ海上タクシー事業協同組合
☎080・2434・0001/090・8570・0002

76
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【営業／休み】
9：30〜17：00／火曜
【料金】1,200円〜
【交通】名神高速道路
彦根ICから 3 km
【問い合わせ】
政所園 夢京橋店
☎0749・22・8808

350年以上の歴史を誇る「彦根仏壇」
。
製造工程の1 つ、金箔
押しを本金箔を用いて体験できるプラン。
自分の干支に貼る金
箔押し体験とひこにゃんスタンプによる金箔押し体験から選
ぶことができる。
また、体験当日に限り利用できる、500円割引
券をプレゼント！鎧や兜が武士の必需品であった戦乱の時代
に端を発した彦根仏壇。
その歴史をぜひ感じてみ
ては。

中国・四国

中国・四国

創業宝暦六年の日本茶専門店にて希少品種の無農薬・有機
栽培の近江政所茶のきき茶を楽しめるプラン。無農薬・有機栽
培なので、近年トレンドとなっているオーガニック食材を志
向される方々にもおススメ。また、体験者にはひこにゃんオリ
ジナルティーバッグをプレゼント！彦根のお茶の歴史と自然
を味わわれたい方は、
体験されてみてはいかが。

東海・北陸

東海・北陸

淡路市商工会
☎0799・62・3066

さざなみ酒店

彦根浪漫ウォーク〜きき茶体験〜

【営業／休み】運航期間 4 月〜 9 月末、運航時間
その他うねり等状況により判断

海、山、
温泉、城下町があり、食もアクティビティも豊富な豊
岡市。
魅力たっぷりでどこに行けばいいか分からない、そんな
方にお勧めしたいモデルコースを女子のタイプ別にご提案。
地元女子が集まって考えた、大人女子が楽しめる「大人の遠
足」。
日帰りで楽しむもよし、宿泊してゆっくり楽しむもよし、
それぞれの豊岡を満喫して。

【問い合わせ】

サムスィング・フォー
☎0749・22・3434

特産

（兵庫県／淡路市商工会）

彦根ICから 2 km

【交通】名神高速道路彦根ICから 3 km
【問い合わせ】ブライダルハウス

催し

関東・甲信越

地元湖東地域で醸造した日本酒を 3 種類飲み比べする体験
プラン。体験会場は地元の酒屋さん。日本酒を造る際に使用し
ていた木材を使ったテーブル等、酒蔵の息吹が感じられ素敵
な雰囲気の店内では、気に入った酒があればその場で購入で
きる。さらに、袴姿で角打ち体験をされた方には、うろりの佃
煮のサービス付き！

（滋賀県／彦根商工会議所）

豊岡市・地元女子おすすめ「大人の遠足」
（兵庫県／豊岡市商工会）

グルメ

北海道・東北

北海道・東北

体験

グルメ

催し

特産

温泉

見所

体験

天狗のとまり木

グルメ

手作り石けん教室

（兵庫県／神河町商工会）

特産

温泉

見所

鹿鷺山 笠置寺

（京都府／木津川市商工会）

（京都府／笠置町商工会）

【交通】播但道神崎南ICから10.9km

【営業／休み】10：00〜16：00／原則として土曜、
日曜、祝日

奈良時代に創建。笠置山の山頂に位置し、高さ15mの巨岩
「弥勒磨崖仏」を中心に巨石が点在する。奈良時代には東大寺
お水取りの発祥の地、
平安時代には弥勒信仰の聖地、鎌倉時代
には南朝後醍醐天皇の都として、時代時代の顔を持つ場所で
ある。
現在、一周800mの修行場は遊歩道として整備され、春
の青もみじ、秋の錦もみじ、冬の雲海と、季節によって様々な
自然を体感することができる。

【問い合わせ】神河町観光協会☎0790・34・1001

【料金】3,500円

【営業／休み】8：00〜17：00／無休

【支払方法】現金、クレジッ
トカード、電子マネー、QR

【料金】入山拝観料

【料金】無料

生まれた月の宝石を身につけると幸せになれると言われて
いる誕生石石鹸。心を込めて手作りした石鹸は、飾るのはもち
ろん、使っても心が満たされ美しくバスルームを彩る。
また、
キラキラ透明で天然のアロマが神秘的な香りを漂わせ、泡を
立てると肌にやさしく使い心地もよい。オプションで本物の
宝石パウダーを入れ込むこともできる。

東海・北陸

【交通】京奈和自動車道

小人無料

山田川ICから700m

【交通】京奈和道
木津ICから21km
【問い合わせ】
鹿鷺山 笠置寺
☎0743・95・2848

【問い合わせ】手づくり
石けんの店ツクツク
☎080・5701・7509

（京都府／京丹後市商工会）

丹後のイタリアと言われるほどの海の絶景に感動。透き
通ったブルーが美しい青の洞窟や、可愛いハートが出迎える
愛の洞窟に魅了される。この洞窟を発見したのは地元の漁師
さん！海をよく知る漁師さんのガイドも楽しみのひとつ。

（京都府／京丹後市商工会）

山陰海岸ジオパークの絶景を日の出とともに体験。
旬の地魚
が獲れる様子を見学して、
大自然の中での漁師の本業を体感。
また、
船に上がった魚を朝ご飯で刺身や焼き物、
煮付け、
握りず
しなどにして満喫できるプログラム。
獲れた魚をすぐに食べる
体験は食育プログラムとしても活用することができる。
【営業／休み】3 月下旬〜11月初旬 ※完全事前予約制／
上記期間内で海が荒れた日
【料金】
お一人様 3,000円〜 【支払方法】
JCB、
VISA、
MasterCard、
PayPay
【交通】京都縦貫自動車道京丹後大宮ICから20km
【問い合わせ】一般社団法人京丹後龍宮プロジェクト☎0772・75・2639
URL：http://kyoto-sea.com/

山中渓のさくら

正木美術館

（大阪府／阪南市商工会）

（大阪府／忠岡町商工会）

紀州街道の古い街並みが残るJR山中渓駅周辺に、豊かな自
然を復活させるべく、昭和40年代から山中川沿いに桜の植栽
を始め、現在では約1,000本の見事な桜並木が観られる。見頃
は 3 月下旬〜 4 月中旬頃で、夜のライトアップも華やか。毎
年、近くの
「わんぱく王国」で
『山中渓桜まつり』が開催される。
また「わんぱく王国」内ではBBQコーナーも楽しめる。
【問い合わせ】山中渓のさくら☎072・473・2100

創設者正木孝之が収集した東洋古美術
品を展示するため昭和43年に開館。収蔵
品は多岐にわたり、国宝 3 件、重要文化財
13件を含む約1300点にのぼる。
特に、
「大
燈国師墨蹟渓林偈・南嶽偈」
（国宝）
など墨
蹟及び水墨画、さらに「千利休像」
（重文）
をはじめとする茶の湯関連の名品群は、
我が国が誇る文化遺産として高く評価さ
れている。

URL：http://masaki-art-museum.jp/

遊覧船とび丸タクシー
（京都府／京丹後市商工会）

犬ヶ岬、経ヶ岬は、地元漁師たちも日々絶景と唸る丹後の誇
りのひとつ。
「山陰海岸ジオパーク」を遊覧しながら、丹後半島
の雄大な景色を楽しめる。海をよく知る漁師さんが案内して
くれる。※コースによって内容が異なる。
【営業／休み】4 月〜 9 月の海の穏やかな日
9：00〜12：00随時出港
（ 1 時間程度）
※完全事前予約制／
上記期間内で海が荒れた日
【料金】小人1,500円〜 大人3,000円〜 ※ 2 名様から
【支払方法】JCB、
VISA、MasterCard、
PayPay
【交通】京都縦貫自動車道京丹後大宮ICから20km
【問い合わせ】一般社団法人京丹後龍宮プロジェクト☎0772・75・2639
URL：http://kyoto-sea.com/
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ジオカヤック体験
（京都府／京丹後市商工会）

インストラクターと共にシーカヤックに乗って、丹後の四
季や自然、透明度の高い海を楽しむ体験。山陰海岸ジオパーク
である丹後半島を海から見る景色は、まさに絶景。
【営業／休み】6 月〜 9 月の海の穏やかな日／左記期間内で海が荒れた日
【料金】要相談
【支払方法】JCB、VISA、
MasterCard、
PayPay
【交通】京都縦貫自動車道京丹後大宮ICから20km
【問い合わせ】一般社団法人京丹後龍宮プロジェクト☎0772・75・2639
URL：http://kyoto-sea.com/

古市古墳群
（大阪府／藤井寺市商工会）

大阪で初めて世界文化遺産に登録された「百舌鳥・古市古墳群」。日本で第 1 位の体積・第 2 位の面積を誇る応神天皇陵古墳や、
実際に敷地内に入って古墳の大きさや形を体感できる津堂城山古墳や古室山古墳、また駅のすぐ横にある鍋塚古墳など大小さ
まざまな形の古墳がある。
周辺にはハイセンスなお店も多くあり、カフェや飲食店巡りも楽しめる。お土産には古墳にまつわるはにわグッズやこふんス
イーツがオススメ。お立ち寄りの際は、観光情報がつまった案内所「藤井寺まちかど情報館 ゆめぷらざ」
へ。
【交通】西名阪自動車道
藤井寺ICから1.6km

※支払方法について、現金払いのみの施設・店舗等については記載しておりません。
詳細は問い合わせ先にご確認ください。79

九州・沖縄

九州・沖縄

【営業／休み】10：00〜16：30
（16：00最終入館）
／
展覧会開催中（春季・秋季）
の月曜、展示替期間 夏
季・冬季は休館
【料金】一般700円 高・大生500円 小・中生300円
【交通】阪神高速湾岸線助松出口から約10分
【問い合わせ】公益財団法人正木美術館☎0725・21・6000

中国・四国

中国・四国

【営業／休み】9：30〜15：00まで
（ 1 時間程度）
要予約／
上記期間内で海が荒れた日
【料金】2 人から＠5,000円 3 人から＠4,000円
【支払方法】JCB、
VISA、MasterCard、
PayPay
【交通】京都縦貫自動車道京丹後大宮ICから20km
【問い合わせ】一般社団法人京丹後龍宮プロジェクト☎0772・75・2639
URL：http://kyoto-sea.com/

漁港見学と朝のピチピチにぎり寿司体験

関西

関西

青の洞窟・愛の洞窟体験

東海・北陸

大人300円
中学生100円

決済（AirPay）

関東・甲信越

関東・甲信越

崖にせり出した幹から天に伸びる、樹齢千年以上、樹高25ｍの巨木は、
「天狗のとまり木」と
呼ばれている。岩場に張り巡らせた根でしがみついているような力強さがある檜で、聖徳太
子の息子「山背王
（やましろおう）」が逃げ延びた際、王を守るために来た天狗が地域の守り神
としてつくしていると言われている。
地元住民が山道を整え、平成29年に遊歩道や案内板が整備された。

催し

北海道・東北

北海道・東北

体験

グルメ

催し

特産

温泉

見所

体験

一棟貸の宿 いかるが日和

明日香のイチゴ（あす花園芸）

（奈良県／斑鳩町商工会）

（奈良県／明日香村商工会）

【営業／休み】チェックイン 15：00、チェックアウト

11：00／水曜

ただしチェックアウトは可

【料金】
月〜木曜、
日曜：14,000円
（ 2 名）
＋追加7,000円
（ 1名） 金曜、
土曜、
祝日：19,000円
（ 2 名）
＋追加7,000円
（ 1名）
正月、
GW、
お盆：24,000円
（ 2 名）
+追加7,000円
（ 1名）
、6 才まで半額、2 才まで無料※最低人数大人 2 名から
【支払方法】VISA、
MasterCard、
Suica、
ICOCA、
PayPay、
LINE Pay、
支付宝、微信支付など
【交通】西名阪自動車道法隆寺ICから 3 km
【問い合わせ】一棟貸の宿 いかるが日和

特産

温泉

見所

徳星醤油醸造場
（奈良県／明日香村商工会）

明日香村の特産いちご「あすかルビー」
「古都華」の 2 種類を
販売。
古都華は非常に甘く、果肉もしっかりしていて奈良県内
でも生産者が少ない希少ないちご。いちご狩りも実施してお
り、1,500円
（30分）で団体バスのお客様にも対応。明日香村の
いちごの旬は 1 月〜 2 月だが、来年からこの園では 7 月初旬
まで美味しいいちごが楽しめるシステムを始める。

創業1918年、明日香村で100年を越す老舗の醤油蔵。濃口
醤油が定番商品で、地元明日香村を中心として近隣地域の
人々に親しまれている。初代から大切に受け継いできた杉の
大桶で 1 年から 2 年じっくり時間をかけ熟成させた手作り醤
油。
近年、インバウンド来訪者を中心として醤油蔵見学をアク
ティビティとして提供し、好評を得ている。

【営業／休み】9：00〜16：00／不定休

【営業／休み】8：30〜18：00／日曜

【料金】古都華：1 パック500円〜

【料金】濃口醤油（1L）
980円（税抜）〜

あすかルビー：1 パック400円〜

【交通】南阪奈自動車道経由高田バイパスICから 7 km
【問い合わせ】あす花園芸

☎0745・75・8055

催し

経由高田バイパスICから 7 km
【問い合わせ】徳星醤油醸造場
☎0744・54・2023

（奈良県／十津川村商工会）

【営業／休み】8：30〜19：00／
年中無休
【問い合わせ】八木新宮バス
☎0742・20・3100
（奈良交通株式会社）

（奈良県／十津川村商工会）

「道の駅 十津川郷」には、十津川清流のあまご甘露煮や、水
がおいしい十津川の手づくり豆腐やこんにゃく、田舎みそ、ポ
ン酢や昔ながらの梅干、無農薬十津川産の番茶、
「ゆべし柚餅
子」など安心の手づくりの食品や郷土のお土産品が揃ってい
る。大きなエリンギやしめじ等の山の幸も人気。また、お土産
以外にも足湯や蕎麦処「行仙」、展示コーナーもあり、
長旅の疲
れを癒せる空間にも
なっている。

道の駅 十津川郷
☎0746・63・0003

スリル満点！「谷瀬のつり橋」
（奈良県／十津川村商工会）

長さ297m・高さ54m、日本有数の長さを誇る鉄線橋。昭和
29年の戦後復興期に架けられた生活用のつり橋で、周辺の大
自然、山々が織りなす景色を眺めることができる。落ちないと
分かっていても高さと揺れで足がすくんでしまうスリルを楽
しめることなどが話題を呼び、十津川村NO.1の観光名所と
なっている。毎年 8 月 4 日の「はし（ 8 ・ 4 ）の日」につり橋の上
で演奏される「揺れ
太鼓」は気合・迫力
十分で圧巻の一言。
【交通】南阪奈道
葛城ICから約60km
【問い合わせ】
十津川村観光協会
☎0746・63・0200
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民宿キトラ
（奈良県／明日香村商工会）

明日香村内の築200年以上の古民家を宿泊施設としてリノ
ベーション。和のテイスト満載の古民家宿として生まれ変わ
り、今春 4 月にオープン。露天風呂、バーカウンターなどを備
え付けている。徒歩 5 分圏内に国宝・キトラ古墳壁画があり、
明日香村をゆっくり味わうには最適の宿。
【営業／休み】15：00〜10：00／不定休
【料金】10,000円〜
（夕朝食付き）
【交通】南阪奈自動車道
経由高田バイパスICから10km
【問い合わせ】民宿キトラ
☎090・9879・7226

（奈良県／田原本町商工会）

日本古来の身体の
使い方を武道から学
び、身体を通じて日本
の伝統文化を知るこ
とができる。道着の着
用から始まり、精神統
一、身体の使い方、護
身術にも活用できる
技、片づけまですべて
を約 2 時間で行う体験。現在の武道ではなく日本古来の武道、
古来から受け継がれてきた日本文化、精神を五感で感じよう。
【営業／休み】土曜 9：00〜19：00、
日曜 9：00〜20：00／月曜〜金曜
【料金】3,000円
【交通】京奈和自動車道三宅ICから 2 km
【問い合わせ】武道研鑽会 愛敬塾☎0744・33・0820
「プチ&ちょこの旅 田原本町」 URL：https://www.puchi-choko.jp/

ふんどし着用体験
〜日本の伝統下着を着用しませんか〜
（奈良県／田原本町商工会）

体験メニューの内容はふんどし・トランクスなどの商品製
造工場を見学し、日本の伝統下着であるふんどしの製造方法
を学ぶもの。
その後、ふんどし着用方法の説明を聞きながら、
ふんどしの着用を体験し、最後にふんどし着用で記念撮影。
一
度履いてみたかった方・購入するのは恥ずかしい方・日本文化
を感じたい外国人観光客にピッタリ！
【営業／休み】10：00〜15：00／日曜、
祝日
（要相談で予約受付）
【料金】5,000円（お土産のふんどし 2 枚付）
※ズボンの上からの着用体験の為、
ズボンの持参が必要。
【交通】京奈和自動車道
三宅ICから 3 km
【問い合わせ】稲田布帛工業所
☎0744・33・4875
「プチ&ちょこの旅 田原本町」
URL：https://www.puchi-choko.jp/

本物の真珠ハンドメイド ブレス・ネックレス作り
（奈良県／田原本町商工会）

三重県伊勢志摩産の真珠を使用した淡水パール・天然石の中から好きな真珠を選び、組
み合わせることで個性的な独創性のある一点物の真珠ブレスレット・ネックレスを作り、
持ち帰ることができる。
また、専門家ならではの真珠に関する情報提供・説明があり、真珠の知識も深められる。
【営業／休み】10：00〜17：00／無休
【料金】ブレスレット作り2,800円 ネックレス作り6,800円
【支払方法】現金、クレジットカード
【交通】京奈和自動車道三宅ICから1.5km
【問い合わせ】真珠の奥出加工 展示場
☎080・6912・5846
「プチ&ちょこの旅 田原本町」
URL：https://www.puchi-choko.jp/

※支払方法について、
現金払いのみの施設・店舗等については記載しておりません。詳細は問い合わせ先にご確認ください。81

九州・沖縄

九州・沖縄

【営業】9：00〜17：00
【交通】南阪奈道
葛城ICから82km
【問い合わせ】

武道（日本古来の身体の使い方）
体験

中国・四国

中国・四国

始点の大和八木から、道中「日本一大きな村」十津川村を縦
断し、終点の新宮を結ぶ、高速道路を使わないバスの中では日
本一の走行距離を誇る路線バス。始点から終点までは 6 時間
半。十津川村の名所「谷瀬のつり橋」や、
源泉かけ流しの温泉、
世界遺産・熊野古道でのハイキングや神社めぐりを楽しみつ
つ、のんびりゆったり、スローな旅はいかが？

日本一大きな村の中心地！
「道の駅 十津川郷」

関西

関西

十津川村を縦断！
日本一走行距離の長い路線

東海・北陸

東海・北陸

☎090・3490・4337

【支払方法】現金、クレジットカード
【交通】南阪奈自動車道

関東・甲信越

関東・甲信越

飛鳥時代から伝承される歴史や文化とともに、1400年前と変わらぬ風景「いかるがの里」
を感じられる奈良・斑鳩の旅。
世界文
化遺産「法隆寺」
まで徒歩 6 分の立地にあり、寺社巡りだけでなく斑鳩での新たな体験ツアーや名物「竜田揚げランチ」など、魅力
が満載。暮らすように泊まる一棟貸の宿「いかるが日和」は、
旅の疲れを癒してくれる。

グルメ

北海道・東北

北海道・東北

体験

グルメ

催し

特産

温泉

見所

草木染 ハンカチやストールづくり
（奈良県／田原本町商工会）

【営業／休み】10：00〜17：00／不定休
【料金】ハンカチ1,000円 ガーゼミニストール1,000円
ヘンプストール4,000円
【交通】京奈和自動車道
【問い合わせ】カームデイズ
☎0744・33・2084
☎090・7482・7970
「プチ&ちょこの旅 田原本町」
URL：https://www.puchichoko.jp/

お世話になったあの人へ、お部屋のアクセントに！！小さな
お子供さんから大人の方までどなたでも体験できるハーバリ
ウムを作り。
ボトルの形、花の
大きさ、花の色、オイルの色選
び、自分のイメージをそのまま
をカタチにできる。
ハーバリウ
ム作成のポイント、コツなどを
細かく説明してくれる。

手前「味噌」
作り体験
（奈良県／田原本町商工会）

麹醸造元だからこそ可能なほんまものの味噌作りをどなたでも簡単に体験できる。無添加の自家製米麹・日本産大豆・赤穂の
塩を使用し、昔ながらの手ごね製法で長期熟成することで、格別な味を楽しめ、自分好みの熟成度で味わえるのも魅力。
【営業／休み】13：00または14：00〜開始のみ／不定休
【料金】4,730円
（ 4 kg、容器代込）
※持ち物 エプロン三角巾が必要。
【交通】京奈和自動車道三宅ICから2.5km
【問い合わせ】嶋田味噌・麹醸造元☎0744・32・2114
「プチ&ちょこの旅 田原本町」
URL：https://www.puchi-choko.jp/

2 km
【問い合わせ】株式会社カツラギ種苗
☎0744・32・2469
「プチ&ちょこの旅 田原本町」
URL：https://www.puchi-choko.jp/

（奈良県／田原本町商工会）

URL：https://www.
puchi-choko.jp/
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最新鋭の歯ブラシ工場を見学して、
オリジナル歯ブラシを作ろう！
（奈良県／田原本町商工会）

普段体験できないクリーンルーム・衛生服を着用し、
普段何気
なく使用している歯ブラシの製造工程を最新鋭の歯ブラシ工場
にて見学。
そして、25色のカラフルなハンドルから好きな色を選
んで植毛し、ブラシの毛を切ってパッキングまで行う、オリジナ
ル歯ブラシ作り。
自分用とプレゼント用の2本を持ち帰りできる。
【営業／休み】10：00〜15：00／土曜、
日曜、祝日、年末年始、お盆、GW
【料金】大人3,500円 子供2,000円
（作成した歯ブラシ付）
【交通】京奈和自動車道
三宅ICから 4 km
【問い合わせ】株式会社タナベ
☎0744・33・5611
「プチ&ちょこの旅 田原本町」
URL：https://www.puchichoko.jp/

世界に一つだけ！あなたの為の
ハーブ・スパイスブレンド
（奈良県／田原本町商工会）

輝く毎日を過ごすための要素である美・健康を約50種類の
ハーブ・スパイスから選んでブレンドできる。
毎日、
頑張っている
身体のサインを見逃すことなくしっかりケアする
「世界にひとつ
だけ！あなたのためのハーブ・スパイスブレンド」作りをぜひ！
また、
養生カレーも一緒に味わって、
心と身体の美と健康へ。
【営業／休み】11：00〜15：00／水曜、
その他臨時休業有
【料金】ハーブティーブレンド1,650円
カレースパイスブレンド1,650円
＋1,500円でランチ付
【交通】京奈和自動車道三宅ICから2.5km
【問い合わせ】
雑貨マルシェ カフェ養生庵
☎0744・34・3737
「プチ&ちょこの旅 田原本町」
URL：https://www.puchi-choko.jp/

植物由来の原料のみを使用した、本物の職人が教える生菓
子作り体験。
日本の四季に合わせた植物を作って、見て、食べ
て、香りを嗅いで、話を聞き、五感で日本の伝統文化を味わえ
る。
また、名物五千石最中とお茶を楽しみながら、あんこのお
話・生菓子の歴史を知ることができる。
自分で作った生菓子は
持ち帰ることもできる。
【営業／休み】10：00〜／火曜
【料金】2,500円
（名物五千石最中と緑茶付）
【支払方法】PayPay、
Origami Pay
【交通】京奈和自動車道
三宅ICから1.5km
【問い合わせ】はつの家
☎0744・33・2134
「プチ&ちょこの旅 田原本町」
URL：https://www.puchichoko.jp/

芸能のふるさとで「巫女体験」
（奈良県／田原本町商工会）

村屋神社では巫女の衣装を実際に着用して、自然豊かな神
社の説明と歴史を知る。
そして、日本の始まりであり芸能のふ
るさとでもある村屋神社で古くから伝わる村屋神社独自の
「代々神楽」という巫女舞の簡単なレッスン及び体験。最後に
は普段は公開していないスポットでの写真撮影を行い、SNS
映えもバッチリ！
【営業／休み】9：00〜17：00／無休
【料金】10,000円
【交通】京奈和自動車道
三宅ICから 5 km
【問い合わせ】村屋神社
☎0744・32・3308
「プチ&ちょこの旅 田原本町」
URL：https://www.puchichoko.jp/

※支払方法について、現金払いのみの施設・店舗等については記載しておりません。
詳細は問い合わせ先にご確認ください。83

九州・沖縄

九州・沖縄

【営業／休み】10：30〜13：30、
13：30〜16：30／水曜、
日曜
【料金】3,500円
【支払方法】PayPay
【交通】京奈和自動車道
三宅ICから 2 km
【問い合わせ】
Natural Bouquet
☎0744・32・4581
「プチ&ちょこの旅 田原本町」

（奈良県／田原本町商工会）

中国・四国

中国・四国

花屋さん店舗内で行う体験会だからこそ実現できるコサー
ジュ作り。たくさんの種類から選んだお花を使用したコサー
ジュは、とても良い記念、思い出になること間違いなし！ま
た、コサージュ作りを応用すれば髪飾り、ブライダルブーケ、
リースなどいろいろなものが作れるようになる。

四季の花 生菓子作り体験

関西

関西

「こんなの欲しい！」を形に
コサージュ作り体験

【営業／休み】8：30〜17：00／日曜、
祝日、
その他
【料金】1 グループあたり講師料2,000円＋ 1 個あたり1,500円
【支払方法】PayPay、
Origami Pay
【交通】京奈和自動車道三宅ICから 2 km
【問い合わせ】織田畳店内ギャラリー
☎0744・32・0644
「プチ&ちょこの旅 田原本町」
URL：https://www.puchi-choko.jp/

【営業／休み】平日 15：00〜／土曜、
日曜、
祝日、
月曜
【料金】4,000円
（体験、食事、お土産うどん付）
【支払方法】PayPay
【交通】京奈和自動車道
三宅ICから 3 km
【問い合わせ】十津川うどん古道
☎0744・32・2010
「プチ&ちょこの旅 田原本町」
URL：https://www.puchi-choko.jp/

見所

【支払方法】PayPay
【交通】京奈和自動車道三宅ICから

畳製造現場の見学、畳の歴史・畳の材料など畳についての知識を深めてから、ミニ畳作りをするもの。畳にはリラックス効果、
消臭効果など様々な効果があると言われており、実際に畳やイグサに触れて日本の伝統文化を感じることができる。豊富な種類
から好きなヘリを選んでミニ畳を作成・持ち帰りできる。ミニ畳は写真立て、置物の台など使用方法は様々。

（奈良県／田原本町商工会）

温泉

【料金】1,500円

（奈良県／田原本町商工会）

うどん屋さんのうどん職人、直伝のうどん作り教室。
自家製
麺と奈良県吉野郡十津川村の清流水とミネラル豊富な天然塩
と化学調味料を一切使用していないこだわり抜いたダシを使
用。
自身で製麺から完成までの全て行って、本当の自然食を食
べ、
残りはお土産に持ち帰ることができる。

特産

【営業／休み】9：00〜18：00／水曜

自分だけの「ミニMY畳」作り

うどん作り体験

催し

東海・北陸

東海・北陸

三宅ICから1.5km

ハーバリウム制作
（奈良県／田原本町商工会）

グルメ

関東・甲信越

関東・甲信越

人々は古来より植物から色をもらって着色を行っていた。
現在のプリント製品には無い、やさしくナチュラルな色合い
で万葉の色を感じ、万葉びとに思いをはせながらオリジナル
のハンカチ、ストールを作る体験。また作るだけでなく、周辺
では、
春には桜、
夏には田園風景といった四季折々の自然を見
て楽しむこともできる。

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

千里の浜
（和歌山県／みなべ町商工会）

【料金】無料
【交通】阪和道

みなべ観光協会
☎0739・74・8787
ウミガメ産卵観察
みなべ町教育委員会
☎0739･74･3134

（和歌山県／みなべ町商工会）

（和歌山県／白浜町商工会）

白浜温泉街を散策しながら、付いている 4 枚のクーポンで
地元の美味しい食べ物やお土産等と引き換えたり、指定の温
泉施設に入ることができる“買って”“得する”マップ。和歌山
県南紀白浜の27施設で利用可能。購入についてなど、詳しく
はホームページで紹介。
販売期間：2019年10月 1 日
（火）ｰ2020年 6 月15日
（月）
使用期間：2019年10月 1 日
（火）ｰ2020年 6 月30日
（火）

（和歌山県／白浜町商工会）

インスタグラムで南紀白浜観光局のアカウントをフォローしてください！白浜町内のさまざまな泉質の源泉・温泉等をめぐ
りポイントを集め、
ご応募いただいた方の中から抽選で宿泊券等をプレゼント！詳細については、ホームページで紹介。
開催期間：2019年10月 1 日（火）〜2020年 2 月29日
（土）

【問い合わせ】南紀白浜観光局
☎0739・43・3201
（平日のみ 8 :30〜17:15）
URL：http://www.nankishirahama.jp/
photorally/2019/
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（和歌山県／美浜町商工会）

明治以来、美浜町三尾はカナダへ多くの移民を送り出し、
そ
の移民たちが帰国後にカナダでの暮らし・文化を三尾に根付
かせた。カナダミュージアムはそのシンボルでもある民家に、
彼らの歴史と地域にもたらした文化、カナダでの足跡を展示
し、その軌跡を後世に伝えていく施設である。
帰国者の古きカ
ナダでの暮らしぶりが感じられるカフェを併設している。

【交通】紀勢自動車道

【営業／休み】10：00〜16：00／毎週火曜、
年末年始

約10km

【料金】入館料150円（珈琲割引券付き）
【交通】阪和道〜湯浅御坊道路
御坊ICから11km
【問い合わせ】
日ノ岬・アメリカ村カナダミュージアム
☎0738・20・6231

カナダ移民のまち アメリカ村 遊心庵
（和歌山県／美浜町商工会）

遊心庵は、カナダに渡りサケ漁で成功した三尾出身の田中松蔵氏が昭和 8 年頃に建てた邸宅で、国の登録有形文化財に指定さ
れている。カナダ移民の歴史や文化を伝える貴重な建物を保存しつつ、宿泊施設として整備し一軒家貸切の宿となっている。
「カ
ナダ移民のまち アメリカ村」
を象徴する趣のある和洋折衷の邸宅で、他では味わえない格別な滞在を堪能してはいかが。
【営業／休み】チェックイン 16：00〜20：00、
チェックアウト 7：00〜10：00／無休
（不定休）
【料金】一軒家貸切の宿泊（素泊り基本料金） 平日：15,000円
（ 2 名）
、
追加5,000円
（ 1 名） 週末：20,000円
（ 2 名）
、追加6,000円
（ 1 名）
【交通】阪和道〜湯浅御坊道路御坊ICから11km
【問い合わせ】アメリカ村ゲストハウス 遊心庵☎0738・20・9015（NPO事務局）

【料金】1 枚800円
【交通】紀勢自動車道南紀白浜ICから約10km
【問い合わせ】南紀白浜観光局
☎0739・43・3201
（平日のみ 8 :30〜17:15）
URL：http://www.nankishirahama.jp/

南紀白浜 源泉インスタフォトラリー

【交通】紀勢自動車道
南紀白浜ICから約10km

温泉としては非常に歴史が古く、日本三古湯の一つに数え
られる。飛鳥奈良時代から｢牟婁の湯」の名で知られ、斉明天皇
をはじめ多くの宮人たちが入られた由緒正しい温泉地として
人気を集めている。町内には公衆浴場や民営の浴場、また各ホ
テル旅館でも日帰り入浴ができるなどそれぞれの泉質の違い
を楽しむことができる。

九州・沖縄

九州・沖縄

【営業／休み】8：30〜17：00／
土曜
（ 6 月は土曜、
日曜）
、
年末年始は要問合せ
【料金】入館料無料
※体験料金は要問合わせ
【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

南紀白浜クーポン付まち歩きmap

見所

カナダ移民のまち アメリカ村
カナダミュージアム

（和歌山県／白浜町商工会）

南紀白浜ICから

温泉

中国・四国

中国・四国

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。
手造りのかまどを使った石窯ピザ
焼き体験や、備長炭を使った風鈴の手
作り体験ができる
（要予約）
。
また、炭アイスなど一風変わったこ
こにしかない商品も販売されている。

【営業／休み】
ぷらむ工房：9：00〜17：00／不定休
南部梅林：8：00〜17：00(観梅時期は 1 月下旬
〜 3 月上旬）／ 3 月中旬〜 1 月中旬
【料金】工場見学無料
手作り体験などは1500円〜
梅林見学：大人（中学生以上）300円
小人（小学生）100円
【交通】阪和道みなべICから2.8km
【支払方法】
ぷらむ工房:現金、
クレジットカード、
電子マネー、QR決済
【問い合わせ】ぷらむ工房☎0739･74･2406
南部梅林(梅の里観梅協会）☎0739･74･3464
（開園期間中のみ）

特産

関西

関西

紀州備長炭振興館

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）

南紀白浜温泉 外湯めぐり

催し

東海・北陸

東海・北陸

みなべICから5.3km
【問い合わせ】

南高梅（工場見学、梅林視察）
（和歌山県／みなべ町商工会）

グルメ

関東・甲信越

関東・甲信越

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
下旬〜 8 月上旬の産卵時期にはたくさんのウミガメがこの浜
を訪れる。
（ウミガメ産卵観察は要申請）

体験

北海道・東北

北海道・東北

体験

すてぶす丼

ええやん！ MIHAMA夕暮れ市

（和歌山県／美浜町商工会）

（和歌山県／美浜町商工会）

「すてぶすとん」は工野儀兵衛が最初に渡ったカナダの港町
「スティーブストン」を三尾なまり風にした名前。店内はカナ
ダの港町のパブレストランをイメージしており、美浜町や近
隣の新鮮な食材を活かした料理や、カナダ風の食材や調理を
した料理も提供している。料理や地元三尾の方とのふれあい
を通じてアメリカ村のストーリーを体感してみては？
【営業／休み】10：00〜16：00／毎週火曜、
水曜、年末年始
【料金】
すてぶす丼1,000円、他
【交通】
阪和道〜湯浅御坊道路
御坊ICから11km
【問い合わせ】
アメリカ村食堂
すてぶすとん
☎0738・20・1420

平成26年にスタートした毎月第 1 日曜日（原則）に町内各
所で開催するマルシェ。毎回十数店舗のこだわりの店が出店
し、美浜町や周辺地域の美味しいものや特産品、
ハンドメイド
商品などが集まる。開催場所は毎回異なるので、facebookで
ご確認ください。
【営業】15：00〜17：00
【交通】御坊湯浅道御坊ICから約 7 km
【問い合わせ】町内各所にて開催☎0738・22・0422
（代表者
URL：https://ja-jp.
facebook.com/
yugureichi/

谷国水産）

※支払方法について、現金払いのみの施設・店舗等については記載しておりません。詳細は問い合わせ先にご確認ください。85

体験

中国・四国
湯梨浜町商工会

グルメ

催し

世羅町商工会

特産

温泉

見所

五日市商工会

芝桜とネモフィラの丘…P.92
春の花まつり ビオラの花絵 ゆり祭…P.92

盛春桜花さくらまつり…P.94
湯来温泉…P.94

秋のローズフェスタ…P.92

湯来フェス!!…P.94

今滝
（ウォーキングリゾート）
…P.88

ひまわりまつり…P.92

湯の山温泉…P.94

秋のダリア祭…P.92

五日市アニコミ&アニソンフェス…P.95

秋の花祭り…P.93

金持神にあえる街 コイン通り商店街…P.95

コスモスフェスタ…P.93

久保アグリファーム…P.95

梨狩り・ぶどう狩り…P.93

湯来温泉ホタルまつり…P.95

浦富海岸 自然体験…P.88
浦富海岸プレミアムクルーズ船「ミューズ」…P.88

やましろ商工会

道の駅世羅…P.94

東海・北陸

三朝町商工会

梨狩り・ぶどう狩り…P.93
ぶどう狩り・リンゴ狩り…P.93

関東・甲信越

ゆりはまウォーキングリゾート…P.88
はわい温泉・東郷温泉
（ウォーキングリゾート）
…P.88

岩美町商工会

北海道・東北

BEST PHOTO
COLLECTION

美和サンチャロウまつり…P.95

三朝温泉 日本遺産ガイドツアー…P.89

大田商工会議所
あなご…P.89

鳥取
関西

島根

岡山
広島
中国・四国

山口
香川
徳島

愛媛

津和野城跡の雲海…P.89

九州・沖縄

津和野町商工会

高知

鷺舞神事…P.89
SLやまぐち号…P.89
芋煮と地酒…P.90
源氏巻…P.90

和気商工会
和文字焼きまつり…P.90
片鉄ロマン街道
（和気サイクリングロード）
…P.90

大畠商工会
大畠俄まつり…P.96

吉野川商工会
「美郷の梅酒」蔵めぐり…P.97

サザンセト大畠鯛釣り大会…P.96

岡山南商工会
邦美丸の海苔…P.90

浅口商工会
つばきの丘運動公園…P.91

竹原商工会議所
竹原ぶどうプレミアムギフトセット…P.91
プライベートチャータークルーズ…P.91

汐まち鍋…P.96

松茂町商工会
松茂町・海と大地の恵みを体感…P.96

上島町商工会
ゆめしまエコツーリズム ヨットセーリング…P.98
ゆめしまエコツーリズム シーカヤック…P.98
藻塩づくり体験…P.98
でべそおばちゃんの店の「レモン懐石」…P.98

美馬市商工会
穴吹川…P.96

那賀町商工会

遊漁船…P.98
無人島で炭焼きBBQ…P.99
レモンポーク…P.99
積善山の三千本桜…P.99
ゆめしま海道…P.99

四季美谷温泉…P.97

広島東商工会
サムライショー…P.91
86

阿波ジビエレストラン
「四季の森」…P.97
わんだぁ工房…P.97

観音寺市大豊商工会
豊稔池アーチ式ダム…P.99
87

グルメ

催し

特産

温泉

見所

ゆりはまウォーキングリゾート
（鳥取県／湯梨浜町商工会）

【交通】山陰道はわいICから3.5km（東郷湖）
【問い合わせ】

はわい温泉・東郷温泉
（ウォーキングリゾート）
（鳥取県／湯梨浜町商工会）

東郷湖底から源泉が湧く温泉場。湧出を鯉が教えたという
伝説から「恋の湯」とも呼ばれ、安産祈願や若いカップルにも
人気。客室や露天風呂から東郷湖を見渡せる宿が多く、
冬にな
ると温泉が湖底から湧き出し、湯けむりに包まれ幻想的な
ムードが味わえる。七福神の湯と呼ばれる足湯が町内に 7 か
所あり、いずれも無料
で楽しめる。
【営業】9：00〜17：00

URL：http://

【交通】

genkiwalking.net/

山陰道はわいICから3.5km
【問い合わせ】

催し

特産

温泉

見所

あなご
（島根県／大田商工会議所）

日本遺産第一号に認定され、【六感治癒】
【六根清浄】
のテー
マがある三朝温泉。地元ガイドが陣所の館、三朝神社、恋谷橋
などのスポットを巡りながら、何気なく歩くだけでは気が付
かない街の魅力を伝えてくれるツアー。
三朝がもっとわかる、
好きになる日本遺産ガイド、ぜひ、ご参加を！
【料金】1 グループ（10名程度）3,000円

島根県は、平成29年度にあなご類の漁獲高が
（508t）で全国
一位になり、その内、約半分（45.7％）が大田市で水揚げされ
ている。島根県産は40cm〜60cmの大型サイズが多く、身が
厚く、プリプリとした食感で、大変美味しいと評判。現在、市内
旅館や飲食店で、各種あなご料理を提供している。
【問い合わせ】大田商工会議所☎0854・82・0765

（それ以上に関してはお問い合わせください）
【交通】中国道
院庄ICから56km
【問い合わせ】
三朝温泉観光協会

東海・北陸

東海・北陸

湯梨浜町商工会
☎0858・32・0854

三朝温泉 日本遺産ガイドツアー
（鳥取県／三朝町商工会）

グルメ

（三朝温泉ほっとプラ座内）
☎0858・43・0431

はわい温泉・東郷温泉
観光案内所
☎0858・35・4052

津和野城跡の雲海

（鳥取県／湯梨浜町商工会）

鷺舞神事

（島根県／津和野町商工会）

「今滝」は、湯梨浜町北福の集落から東方に約 1 km、舎人川上流の標高124mに位置し、滝の高さは44mを誇り、その瀑布は壮観
そのもの。三方は絶壁で囲まれ、豪快さと幽玄さを漂わせており、また、神仏混交の滝として近くには竜王、不動明王がまつられ
ている。遊歩道や駐車場などが整備され、自然観察や森林浴に最適。滝の勇姿を間近に見ながら滝床料理も楽しめる。

吉見氏・坂崎氏・亀井氏の居城。秋季は紅葉が美しい他、
早朝
（7：00〜8：00頃）は雲海が生じ、天空の城となる。さらにVR
アプリをスマホにDLすることにより、江戸時代初期の様子を
鑑賞することができる。
【交通】中国高速自動車道小郡ICから 1 時間10分、
中国高速自動車道六日市ICから 1 時間
【問い合わせ】
津和野城跡観光リフト
☎0856・72・0376

戦国時代、吉見政頼公が領内の疫病平癒のために勧請した
ことが始まり。
雌雄の鷺に扮した舞方、演奏を行う囃子方、警
固役などが弥栄神社や殿町通りをはじめ、町内を練り歩く。
【交通】中国高速自動車道小郡ICから 1 時間10分、
中国高速自動車道六日市ICから 1 時間
【問い合わせ】
津和野町観光協会
☎0856・72・1771

中国・四国

中国・四国

【営業】滝床料理は予約制
【交通】山陰道泊・東郷ICから4.6km
【問い合わせ】湯梨浜町観光協会
☎0858・35・4052

（島根県／津和野町商工会）

関西

関西

今滝（ウォーキングリゾート）

関東・甲信越

関東・甲信越

古来より東郷湖をめぐるこの地は緑豊かな山々や温泉など
体や心を癒す土地として人々を魅了してきた土地で、羽衣伝
説でも有名。
「リゾート」の名の通り、
すばらしい景色はもちろ
ん、歩いた後は温泉やグルメを満喫したり、SUPなどウォー
ターアクティビティを体験することもできる。コースは全部
で 7 つ。東郷湖周辺の街並みを、ぜひ歩いてみてください。

体験

北海道・東北

北海道・東北

体験

九州・沖縄

九州・沖縄

浦富海岸 自然体験
（鳥取県／岩美町商工会）

ユネスコ世界ジオパークに認定されている「山陰海岸ジオ
パーク」の浦富海岸エリアで
「シュノーケリング」
「シーカヤッ
ク」
「サップ」
「サーフィンスクール」をはじめとするマリンス
ポーツを体験しながら美しい景色と透明感の高い海が満喫で
きる。親切なスタッフが丁寧に教えてくれるので初心者の方
でも大丈夫。ウエットスーツをはじめとする道具はレンタル
できるため気軽に
参加可能。
【問い合わせ】
岩美町立渚交流館
☎0857・73・0118
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浦富海岸プレミアム・クルーズ船
「ミューズ」
（鳥取県／岩美町商工会）

浦富海岸は、山陰海岸国立公園の中でも風光明媚な場所で
あり海の透明度が高いことで有名で通称「Iwamiブルー」と
呼ばれている。船内は開放的な空間で海を間近に感じながら、
地元食材を使用したブランチ・スイーツを堪能できる。また、
海風が心地良い外デッキでも飲食可能。五感を刺激する約60
分の優雅なクルージングを楽しむことができる。

SLやまぐち号
（島根県／津和野町商工会）

JR新山口駅からJR津和野駅の区間、SLやまぐち号が運行している。
石炭の煙を吐きながら、緑の山々の中を走る勇壮な姿はカ
メラマンのみならず、
親子連れからお年寄りまで大人気のスポットとなっている。
【運行・料金】HPをご確認ください。
【交通】中国高速自動車道小郡ICから 1 時間10分、
中国高速自動車道六日市ICから 1 時間
【問い合わせ】津和野町観光協会
☎0856・72・1771
URL：http://www.c571.jp/schedule/index.html

【営業】6 月〜 9 月までの
土曜、日曜
【料金】大人4,800円
小人4,100円
（貸切対応別途相談）
【問い合わせ】
山陰松島遊覧株式会社
☎0857・73・1212

※支払方法について、現金払いのみの施設・店舗等については記載しておりません。
詳細は問い合わせ先にご確認ください。89

グルメ

催し

特産

温泉

見所

体験

芋煮と地酒

つばきの丘運動公園

（島根県／津和野町商工会）

※季節が限られる店舗があります。
【交通】中国高速自動車道小郡ICから 1 時間10分、
中国高速自動車道六日市ICから 1 時間

特産

温泉

見所

（広島県／竹原商工会議所）

緑豊かな自然を活かし、誰もがスポーツに親しみ、交流を深
めることのできる拠点的な都市公園として、里庄町制施行50
周年（平成12年度）
を記念に整備されたもの。
子どもが大好きな遊具を設置した“子ども広場”や健康づく
りに最適なウォーキングコースがある。ウォーキングコース
の途中には展望デッキがあり、晴れた日には瀬戸内海を望む
ことができる。

竹原でのぶどう栽培は明治 3 年からはじまり、約150年の
歴史がある。
神田精果園は竹原ぶどうの祖、神田家の末裔にあ
たり、
その長い歴史ある就農で得た知識と経験を糧に、竹原産
地ならではの水はけの良い賀茂川下流の砂地土壌で、多品種
のぶどう栽培を行っている。ぶどう栽培150年の伝統を盛り
込んだプレミアムギフトはお土産や贈り物に最適。
【営業／休み】
直売所：7 月〜10月 9：00〜18：00／1月〜 6 月 11月〜12月

【営業／休み】8：30〜17：15
（ナイター営業あり）／年始 3 が日

【料金】2.5Kg

【料金】多目的グラウンド（町外在住者・一般）
：400円／時間

【支払方法】VISA、
MasterCard、JCB、
AmericanExpress、
DinersClub、
Discover、
iD、QUICPay、
PayPayなど
【交通】山陽道河内ICから15Km
【問い合わせ】神田精果園☎0846・22・0693

（島根県／津和野町商工会）

こし餡をカステラ状の生地に包んだ津和野の銘菓。江戸時
代、忠臣蔵で有名な吉良上野介に献上し、津和野藩御取潰しの
危機を救ったお菓子として伝わる。

和文字焼きまつり
（岡山県／和気商工会）

毎年 8 月16日に開催する和気町の夏の風物詩、炎の祭典。
日本の送り火として、夏の夜空に巨大な「和」
の火文字が和気
町の観音山に浮かぶ幻想的なイベントで、和文字の点火後に
は約2,500発の仕掛花火が打ち上げられ、間近で見る音楽と
融合した花火は圧巻。
【営業】毎年 8 月16日 18：45〜21：30
【料金】無料
【交通】
山陽道和気ICから 5 km
【問い合わせ】
和文字焼きまつり実行委員会
（和気商工会内）

（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
清流や季節ごとに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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邦美丸の海苔
（岡山県／岡山南商工会）

地元漁師夫婦が、自
分達で育てた海苔を
自分達の手で販売し
たいという想いを掲
げ、2009年 に「 邦 美
丸」を立ち上げた。口
溶け良好で香り高い
早摘み海苔のみをボ
トルに詰めており、絶
品と評価が高い。味付
けは、味海苔・塩海苔・焼海苔・わさび海苔・とうがらし海苔の
5 種。余計なものを使用せず味付けしており、小さなお子様か
らご年配の方まで幅広く愛されている。

（広島県／竹原商工会議所）

サムライショー
（広島県／広島東商工会）

「世界一美しい」と絶賛される瀬戸内海。無数の島々が織り
なす美しい景観は『東洋のエーゲ海』と言われるほど。そんな
世界に誇る『多島美』をクルーザーに乗って非日常な体験がで
きる。
四季を通じたイベント（お花見・花火・サンセットクルー
ズ等）
を行い、完全オーダーメイドの
「プライベート・チャー
タークルーズ」
が楽しめる。
【営業／休み】8：00〜18：00／水曜、
12月〜 1 月の冬季
【料金】1 艘辺り（60分）15,000円〜
（税抜） ※他のプランあり
【支払方法】VISA、MasterCard、
JCB、
AmericanExpress、
DinersClub、
Discover、
iD、QUICPay、
PayPayなど
【交通】山陽道河内ICから15km ※竹原港を想定
【問い合わせ】せとうちクルーザー☎0846・31・1009

訪日観光客向けナイトアクティビティ・体験型アクティビ
ティとして、日本文化の侍精神の伝授、刀を使った殺陣の見
学。さらに実際に体験もできる。主な流れは、侍による殺陣の
演武見学後、観客を巻き込んだ時代劇の寸劇。
その後、侍によ
る刀の基本の取り回し指導・簡単な殺陣付けを行い、
侍相手に
実際にチャンバラ体験。旅行の楽しい思い出となること間違
いなし！
【料金】サムライショー（30分）
（演武・寸劇・体験）60,000円
（税込）
【問い合わせ】サムライユニット大義（オフィス大義）☎050・3635・4211
URL：https://samurai-hiroshima.jp

【料金】各 8 切80枚板のり10枚分、
1,080円
（税込）
【問い合わせ】邦美丸☎080・6240・9230
URL：http://kunimimaru.com
※支払方法について、現金払いのみの施設・店舗等については記載しておりません。詳細は問い合わせ先にご確認ください。91

九州・沖縄

九州・沖縄

片鉄ロマン街道
（和気サイクリングロード）

プライベートチャータークルーズ

中国・四国

中国・四国

【交通】中国高速自動車道小郡ICから 1 時間10分、
中国高速自動車道六日市ICから 1 時間
【問い合わせ】
町内各店舗にて購入可能

関西

関西

源氏巻

東海・北陸

東海・北陸

【交通】山陽自動車道鴨方ICから約 7 km
【問い合わせ】つばきの丘運動公園☎0865・64・7266

5,000円
（税別）

関東・甲信越

関東・甲信越

【営業】町内の飲食店でお召し上がりになれます。

催し

竹原ぶどうプレミアムギフトセット

（岡山県／浅口商工会）

津和野の芋煮は「日本三大芋煮」の一つに数えられており、きめ細かな里芋を炙り鯛の出汁と薄口醤油で煮込み、香りづけに刻
み柚子を添える上品な味わいが特徴。毎年10月第 3 日曜日には、「日本三大芋煮会」が開催
される。
また、津和野町には三つの酒蔵があり、青野山の豊かな水を使用し、冬の厳しい冷え込み
が素晴らしい酒を作り上げている。

グルメ

北海道・東北

北海道・東北

体験

グルメ

催し

特産

温泉

見所

芝桜とネモフィラの丘
（広島県／世羅町商工会）

【期間／営業／休み】詳細HPにて／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

春の花まつり ビオラの花絵 ゆり祭
（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】詳細はHPにて／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

秋の花祭り

催し

特産

温泉

見所

コスモスフェスタ

（広島県／世羅町商工会）

（広島県／世羅町商工会）

春は、ビオラ、夏は初夏のゆりやペチュニア、秋はサルビア・
ケイトウなどの花々を観賞でき、園内では生花や球根の販売、
ゆりの摘み取りを開催
（有料）
も人気。
高原の風が渡るお花畑で
心ゆくまでお花の観賞をお楽しみください。
【期間／営業／休み】詳細はHPにて／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14km

ラベンダーを中心に春は、アイスランドポピー、
夏はラベン
ダー、
秋はコスモスが敷きつめられた花畑を満喫、
ハーブ各種
の香りをからだいっぱいに体感してください。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。
【期間／営業／休み】詳細はHPにて／9：00〜17：00／期間中無休

【問い合わせ】
夢の花大地

【料金】
大人700円
（中学生以上）
小学生300円

世羅ゆり園
☎0847・27・1555

【交通】尾道自動車道

夢の花大地 世羅ゆり園

世羅ICから 8 km

☎0847・27・1555

【問い合わせ】
香山ラベンダーの丘
☎0847・24・1108

梨狩り・ぶどう狩り

（広島県／世羅町商工会）

梨狩り・ぶどう狩り

（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（2019年）
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。日本最長400ｍ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。

東京ドーム13個分という日本最大級の栽培面積を誇る果
樹農園で、世羅町特産の梨をはじめぶどう、りんご、桃などを
生産している。梨狩りやぶどう狩りなどの果物狩りとともに
直売所「ビルネ・ラーデン」では、果物はもちろん、新鮮な野菜
や米などを販売している。
【営業／休み】8：00〜17：00／期間中無休
【料金】梨狩り：大人1,100円 小人600円
ぶどう狩り：大人1,300円 小人800円
【交通】尾道自動車道世羅ICから14km
【問い合わせ】世羅幸水農園
☎0847・25・0174

標高450mの高原に40ヘクタールの広大な敷地が広がり、
世羅梨やぶどうが実る。農園管理も徹底されており、
安心して
果物狩りが楽しめる。
直売所「山の駅」
では、果物だけでなく、
新鮮野菜なども販売している。
【営業／休み】8：00〜17：00
（
（山の駅）
9：00〜16：30
（果物狩り）
最終受付
15：30）
／不定期
【料金】梨狩り・ぶどう狩り：大人1,000円 小人500円
【交通】尾道自動車道
世羅ICから約10km
【問い合わせ】世羅大豊農園
☎0847・27・0231

中国・四国

中国・四国

【期間／営業／休み】詳細はHPにて／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）
※開花ピーク時は、入園料が変動いたします。
【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

（広島県／世羅町商工会）

関西

関西

秋のローズフェスタ

東海・北陸

東海・北陸

【問い合わせ】

グルメ

関東・甲信越

関東・甲信越

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。

体験

北海道・東北

北海道・東北

体験

九州・沖縄

九州・沖縄

ひまわりまつり
（広島県／世羅町商工会）

高原エリアの冷涼な気候に恵まれ、春・夏・秋に渡って色と
りどりの花風景が楽しめる。
夏は、110万本（2019年）
ものひまわりが、世羅高原農場の
丘一面を、黄色く染め上げる。
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され、全シーズン通してメルヘン
な世羅高原の丘の風景を届けている。
【期間／営業／休み】詳細はHPにて／9：00〜17：00／期間中無休
【料金】大人1,000円
小人500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
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秋のダリア祭
（広島県／世羅町商工会）

草花が四季折々
に美しい景観を見
せる世羅高原農場
で、「 秋 の ダ リ ア
祭」を開催。標高
500mの涼しい気
候を活かし、西日
本最大規模となる
550種7,500株
（2019年）
のダリアが栽培され、秋が深まるにつれて、色濃く
鮮やかな大輪の花を次々と咲かせる。見頃にあわせてフォト
コンテストや体験教室なども催される。

ぶどう狩り・リンゴ狩り
（広島県／世羅町商工会）

完熟した甘いリンゴやぶどう狩りを存分に楽しむことができる。樹園地は、開園当初より29年間一度も除草剤を使用せず管理
し、安心・安全でおいしい果物作りにこだわっている。
【営業／休み】8：30〜17：00／期間中無休
※天候等により開園期間、開催状況の変動あり
【料金】りんご狩り：大人800円 小学生600円 幼児400円
ぶどう狩り：大人1,300円 小学生1,000円 幼児600円
【交通】尾道自動車道世羅ICから約15km
【問い合わせ】世羅向井農園☎0847・22・3275

【期間／営業／休み】詳細はHPにて／9：00〜17：00／期間中無休
【料金】大人1,000円 小人500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

※支払方法について、現金払いのみの施設・店舗等については記載しておりません。
詳細は問い合わせ先にご確認ください。93

グルメ

催し

特産

温泉

見所

道の駅世羅
（広島県／世羅町商工会）

【営業／休み】8：00〜18：00／12月31日
【交通】尾道自動車道世羅ICからすぐ
【問い合わせ】
道の駅世羅

『盛春桜花さくらまつり』は、造幣局広島支局が実施してい
る『花のまわりみち』の開催に合わせて、五日市商工会が主催
している。佐伯区外から訪れる観光客などの来場者に対して
は、佐伯区の観光・特産品を
PR、近隣住民に対しては、五
日市商工会の感謝デーと位
置付け、参加型の楽しいイベ
ントやステージショーなど
が行われる。

催し

特産

温泉

見所

五日市アニコミ＆アニソンフェス
（広島県／五日市商工会）

「五日市から世界へ」をコンセプトにアニコミ&アニソンフェスを開催。五日市中央公園
ではコスプレダンスステージやアニソンライブ、佐伯区民文化センターでは同人誌即売会
を同時開催。今後も 5 月・11月（予定）に毎年開催する計画もある。
【営業】10：00〜18：00
（令和元年11月23日）
【交通】山陽自動車道五日市ICから 8 km
【問い合わせ】五日市アニソンフェス実行委員会
☎080・3054・0583
（実行委員会副委員長：荒谷）

【営業】例年 4 月中旬開催
10：00〜16：00
（ 2 日間開催）

東海・北陸

東海・北陸

☎0847・22・4400

盛春桜花さくらまつり
（広島県／五日市商工会）

グルメ

関東・甲信越

関東・甲信越

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。

体験

北海道・東北

北海道・東北

体験

【料金】入場無料
【交通】山陽自動車道
五日市ICから 8 km
【問い合わせ】五日市商工会（主催）
☎082・923・4138

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）

（広島県／五日市商工会）

今から1,500年前、
傷ついた白鷺が湯浴するのを見て発見されたと伝えられる古い歴史を持つ
「国民保健温泉地」。
心地よいせせらぎの音が聞こえる渓流に沿って並ぶ温泉街は、他の温泉街のモデルになったともいわれ、四季それぞれに情緒
あふれる谷あいの温泉地である。
【交通】山陽自動車道五日市ICから27km
【問い合わせ】湯来温泉

久保アグリファーム
（広島県／五日市商工会）

【営業／休み】9：00〜16：00
（コイン通り商店街振興組合）／
土曜、日曜、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 km
【問い合わせ】コイン通り商店街☎082・923・1351

澄みきった空気と美味しい水、自家牧草で牛たちが伸び伸
びと育つ湯来町の広大な牧場。乳搾りやバターづくりなども
体験（要予約）
でき、生乳を使用した美味しいジェラートや地
元で採れる新鮮な野菜なども販売している。都会の喧騒を忘
れ、自然を満喫しませんか？
【営業／休み】10：00〜17：00／水曜
【料金】入場無料、要予約体験（搾乳等）500円〜
【交通】山陽自動車道五日市ICから17.8km
【問い合わせ】
久保アグリファーム
☎0829・86・0337

中国・四国

中国・四国

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！？

関西

関西

湯来温泉

九州・沖縄

九州・沖縄

湯来フェス！！
（広島県／五日市商工会）

楽しいステージイベントやおいしい特産品が満喫できる湯
来町の一大イベント。ステージでは神楽のほか、和太鼓、ダン
ス、田楽など、多彩なパフォーマンスが繰り広げられる。テン
ト村には、湯来町のうまいものが集結、フェスに欠かせないグ
ルメも充実している。
【営業】例年11月上旬開催（令和元年11月 4 日） 10：00〜15：00
【料金】入場無料
【交通】中国自動車道
吉和ICから20km
【問い合わせ】
五日市商工会（主催）
☎082・923・4138
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湯の山温泉
（広島県／五日市商工会）

湯治信仰の場として古くから栄え、江戸時代には広島藩主
も入湯した歴史がある。神社境内より湧き出る霊泉の効能は
高く、パワースポットとしても注目される「国民保健温泉地」。
奇跡的に現存する「湯ノ山明神旧湯治場」は、日本最古の湯屋
として当時の姿を伝えている。
【交通】山陽自動車道
五日市ICから24km
【問い合わせ】
湯の山温泉

湯来温泉ホタルまつり
（広島県／五日市商工会）

美和サンチャロウまつり
（山口県／やましろ商工会）

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・土曜18：00〜21：00／日曜10：00〜21：00）
【交通】中国道
吉和ICから21km
【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

美和サンチャロウまつりは、
地域の特産品である岸根栗の販
売を始め、伝統芸能である神楽の舞など、内容盛りだくさんで
毎秋開催されている。
中でも人気なのが、歩きながらご当地ク
イズに答えて弥栄湖畔を一周できる「あるいちゃろう10,000
歩ラリー大会」
。大自然の中で心も体もリフレッシュできる体
験型イベントとして毎年100チーム以上の参加がある。
【営業】8：30〜16：00
【料金】ウオークラリー
に参加される方600円
（当日受付可）
【交通】山陽道
大竹ICから13km
【問い合わせ】
黒沢グラウンド
（弥栄湖周辺）
☎0827・96・0132

※支払方法について、現金払いのみの施設・店舗等については記載しておりません。
詳細は問い合わせ先にご確認ください。95

グルメ

催し

特産

温泉

見所

体験

グルメ

催し

特産

温泉

見所

オオバタケニワカ

大 畠 俄まつり
（山口県／大畠商工会）

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

四季美谷温泉

阿波ジビエレストラン「四季の森」

（徳島県／那賀町商工会）

（徳島県／那賀町商工会）

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

ヨーロッパでは、狩猟された鳥獣の料理を
「ジビエ」と言う。
特に高級食材の鹿肉は、
貴族の食べ物と言われている。レスト
ラン「四季の森」
では、柔らかくて食べやすい鹿肉料理を考案
し、阿波ジビエの 1 号店として認定されている。
四季それぞれ
に美しい渓谷のパノラマと共に「四国の森ジビエ」をお楽しみ
ください。

【営業】毎年10月頃間催

【営業／休み】10：00〜21：00／毎月第 3 水曜
（ 8 月11月は除く）

【営業／休み】11：00〜21：00／毎月第 3 水曜
（ 8 月11月は除く）

【交通】山陽道

【料金】1 人／12,500円

【料金】入浴料：大人600円

【支払方法】JCB、
VISA、MasterCard

玖珂ICから22.8km
【問い合わせ】

（餌代含む）、毎年変動
【交通】山陽道

【支払方法】JCB、
VISA、
MasterCard
※カード決済は5,000円以上のお買いもので利用可能

※カード決済は5,000円以上のお買いもので利用可能
【交通】徳島道徳島ICから83km

【交通】徳島道徳島ICから83km

【問い合わせ】阿波ジビエレストラン「四季の森」☎0884・65・2116

東海・北陸

大畠観光協会
☎0820·45·2414

玖珂ICから22km
【問い合わせ】大畠観光協会

子供400円

宿泊料：税抜5,900円〜

【問い合わせ】四季美谷温泉☎0884・65・2116

☎0820·45·2414

（山口県／大畠商工会）

（徳島県／松茂町商工会）

漁船に乗って、海から見上げる飛行機のテイクオフと、名産
のシラス漁の見学。陸にあがれば、これまた名産のレンコンや
さつまいも（鳴門金時）の収穫体験。
お昼ごはんは自分で収穫
したレンコン・鳴門金時のBBQと、獲れたて新鮮シラスを
どっさりのせたシラス丼。松茂町の海と大地の豊かな恵みを、
存分に味わってみてはいかが。
【問い合わせ】
松茂町商工会
☎088・699・3574

わんだぁ工房

「美郷の梅酒」蔵めぐり

（徳島県／那賀町商工会）

（徳島県／吉野川商工会）

わんだぁ工房はかつて割り箸工場として使用されていた場
所を改装し、新たに木工製品の製造・体験場所として誕生し
た。カンナを使用した木頭杉の五稜箸作り体験や、作ったお箸
にレーザー加工機を使用した名入れ（一膳¥300）も行うこと
ができる。
【営業／休み】8：00〜17：00／予約次第

穴吹川
（徳島県／美馬市商工会）

日本一の清流といわれる穴吹川流域には、世界農業遺産に認定された農地やそこで採れた野菜を使った農家レストランや農
家民宿などが点在する。夏期限定営業の川の家では、手ぶらでバーベキューができるサービスや穴吹川流域でとれたブルーベ
リーやスダチを使ったかき氷を販売。夏だけでなく、
春の桜・新緑、秋の紅葉、冬の星空、ジビエ鍋など一年を通して楽めるスポッ
トである。

【料金】箸作り体験費用：2,000円（オプション有り）
【交通】徳島道徳島ICから90.3km
【問い合わせ】わんだぁ工房☎0884・68・2320
（廣間組（有）内）
（要予約）

吉野川市美郷は四国有数の梅の産地で、2008年に全国初の
「梅酒特区」
に認定され、現在は5つの酒蔵が梅酒の製造販売を
行っている。
「美郷の梅酒」
の特徴は、収穫してすぐの梅を漬け込
み、梅の実の味を十分に引き出すところ。
一般的な梅酒以外に
も、ブランデーで漬けたものや3 年の長期熟成のものなど個性
的な梅酒もある。
蔵を巡り自分好みの梅酒を探してはいかが？
【交通】徳島道脇町ICから約13km
【問い合わせ】東野リキュール製造場☎0883・43・2216
農事組合法人 フジ☎0883･43･2574
大畠酒造☎0883･43･2275
株式会社 アワグラス☎090･4971･7856
徳長梅酒製造場
☎0883・30・0312

【交通】徳島自動車道脇町ICから 4 km
【問い合わせ】美馬市商工会穴吹支所
☎0883・52・3393
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九州・沖縄

九州・沖縄

【休み】各店舗要確認
【料金】名店舗要確認
※店舗によリ料金設定が異
なる
【交通】山陽道
玖珂ICから22〜24km
【問い合わせ】大畠観光協会
☎0820·45·2414

松茂町・海と大地の恵みを体感

中国・四国

中国・四国

日本三大潮流のひとつ、大畠瀬戸で育った甘く濃い味の天
然鯛をメインに、豪華な海鮮、鯛のアラからとったスープ、渦
潮をイメージして巻いた白菜が特徴。まさに大畠瀬戸の町で
しか昧わえない「汐まち鍋」。柳井市による「柳井ブランド」に
も認証された。剌身に使用する新鮮な鯛を使った資沢な昧わ
いを堪能あれ。完全予約制。

関西

関西

汐まち鍋

東海・北陸

【営業】毎年 9 月頃開催

関東・甲信越

関東・甲信越

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

サザンセト大畠鯛釣り大会
（山口県／大畠商工会）

北海道・東北

北海道・東北

体験

グルメ

催し

特産

温泉

見所

体験

ゆめしまエコツーリズム ヨットセーリング

無人島で炭焼きBBQ

（愛媛県／上島町商工会）

【料金】半日
（午前・午後）
ツアー、
サンセットツアー お一人様料金：1 名参加 10,000円、2 名参加 5,000円、3 名参加
1 日ツアー お一人様料金：1 名参加 20,000円、2 名参加 10,000円、3 名参加 8,000円、4 〜 8 名参加 6,000円
小学生以下は全ツアー半額

4,000円、4 〜 8 名参加

3,000円

【支払方法】現金、QR決済

自然いっぱいの無人島へ手ぶらで船で渡って炭焼きBBQ
や石釜料理を注文して楽しむことができる。他にも魚釣り、磯
遊び、海水浴、昆虫採集などアウトドア派にはたまらない
フィールドで様々なオプションプランをご用意。
キャンプ場設備にはウォシュレットや温水シャワー室も完備。
【営業／休み】完全予約制（ 5 日前までにお電話にて）／月曜
【料金】お一人様4,000円〜（渡船料、バーベキューコンロ、木炭料金含む）
から因島土生港、土生港か
ら長江フェリーで長江港に

因島土生港長崎桟橋、土生港長崎桟橋から生名フェリーで立石港に渡り、6.5km
【問い合わせ】上島町観光協会☎0897・72・9277

温泉

見所

（愛媛県／上島町商工会）

【交通】しまなみ海道因島北IC（広島方面より）及び因島南IC（愛媛方面より）

【交通】しまなみ海道因島北IC（広島方面より）及び因島南IC（愛媛方面より）から

特産

青いレモンの島・岩城島の温暖な気候のもと、
潮風をたっぷ
り浴びレモン飼料を食べて育ったレモンポークの味は、一度
食べると忘れられません。さっぱりしていて旨みはしっかり、
脂身までとろける柔らかさ。ほんのり甘さも感じられる。町内
のお店ではレモンポーク丼、レモンポークハンバーグなどが
食べられ、販売もしている。
【交通】しまなみ海道因島北IC（広島方面より）及び因島南IC（愛媛方面より）
から因島土生港、土生港から長江フェリーで長江港に渡り、4.1km
【問い合わせ】松浦農場
☎0897・75・3076

渡り、4.1km

東海・北陸

東海・北陸

URL：https://kamijima.info/ecotour/yacht-sailing

【問い合わせ】
活魚・民宿 よし正
☎0897・75・2267

（愛媛県／上島町商工会）

【営業／休み】予約制（ 2 日前まで）
／年末年始（天候により中止有）
【料金】半日ツアー：6,000円 1 日ツアー：12,000円
【支払方法】現金、QR決済
【交通】
しまなみ海道因島北IC
（広島方面より）
及び因島南IC
（愛媛方面より）
から
因島土生港長崎桟橋、
土生港長崎桟橋から生名フェリーで立石港に渡り、
4.5km

URL：https://kamijima.info/
ecotour/kayak

でべそおばちゃんの店の「レモン懐石」
（愛媛県／上島町商工会）

瀬戸内海の青い空、青い海に囲まれた岩城島は温暖な気候
に恵まれ、美味しいレモンが育つ自然豊かな島。地元レモン農
家のお母さんが開いた農家レストランでは、レモンを主役に、
瀬戸内の海山の新鮮な食材を使った手作り料理を堪能でき、
まるで親戚のおばちゃんの家のようにゆっくりくつろげる。
レモン懐石、おまかせ懐石などコースメニューが中心。
【営業／休み】完全予約制（ 5 日前までにお電話にて）
／お盆、
お正月
【料金】1 人2,000〜3,000円 ※時期によって変動
【交通】しまなみ海道因島北IC（広島
方面より）及び因島南IC（愛媛方面
より）から因島土生港、
土生港から長江フェリーで長江港
に渡り、4.5km
【問い合わせ】
でべそおばちゃんの店
☎0897・75・2843
（西村）
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平安時代末期、弓削島は後白河法皇の塩の荘園であり、鎌倉
時代には京都の東寺領として栄えたという歴史を持つ弓削
塩。土器を使って潅水を炊いて作る「古代の塩」や、海水をくみ
上げて担桶で運んで、塩田に打桶で海水を撒いて作る「揚げ浜
式塩田」。伝統的な塩作りの体験を通し、中世の歴史も体感で
きる。ミネラル成分が海水に近い弓削塩は味も格別。完成した
塩はお持ち帰りもできる。
【営業／休み】予約制 ※「揚げ浜式塩田」は 7 〜 9 月のみ／不定休
【料金】
お一人様1,000円 古代の塩
（9〜15時 1.5時間）
、
揚げ浜式塩田
（9〜12時）
【交通】しまなみ海道因島北IC（広島方面
より）及び因島南IC（愛媛方面より）から
因島土生港長崎桟橋、土生港長崎桟橋か
ら生名フェリーで立石港に渡り、7 km
【問い合わせ】弓削の荘
☎0897・77・2232
（しまでCafé）

（愛媛県／上島町商工会）

瀬戸内海に浮かぶ岩城島の中央に位置し、
「岩城富士」とも呼ばれる積善山。
山頂へ向かう山道沿いにはさまざまな桜が咲き、
「三千本桜」といわれ親しまれている。
岩城港から山頂へは車でも行けるが歩いても 2 時間ほど。
山頂の展望台から桜越しに眺める
瀬戸内海の多島美はまさに絶景。
「いわぎ桜まつり」
期間中
（交通規制あり）
、
竹明かりが設置され夜桜見物もできる。
【営業】3 月下旬〜 4 月中旬
【料金】約三千本
（ソメイヨシノ、オオシマザクラ、ヤマザクラ、シオガマザクラ、ウコン、陽春、神代曙ほか）
【交通】しまなみ海道因島北IC（広島方面より）及び因島南IC（愛媛方面より）から因島土生港、土生港から
長江フェリーで長江港に渡り、4.1km
しまなみ海道生口島北IC（広島方面より）及び生口島南IC（愛媛方面より）から生口島洲江港、洲江港から
三光汽船で小漕港に渡り、4 km
【問い合わせ】上島町商工観光課☎0897・77・2252
URL：https://twitter.com/kamijima̲ehime

九州・沖縄

九州・沖縄

【問い合わせ】
瀬戸内パドラーズクラブ
☎0897・72・9277

（愛媛県／上島町商工会）

積善山の三千本桜

URL：https://www.shimano-kaisha.
co.jp/yugeshio/

遊漁船
（愛媛県／上島町商工会）

釣り経験や事前準備など一切なくても、船釣りを気軽に体験
することができる。
前泊して翌朝一番良い時に岩城島よし正桟
橋より出船、もしくは当日朝に来て釣りをして、夜は釣った魚
を食べるなど様々なオプションプランをご用意。
小学生 2 年生
以上の参加で、
小さいお子様は乗船のみ。
ご予約はお電話で。
【営業／休み】完全予約制（ 5 日前までにお電話にて）／月曜
【料金】4 名まで20,000円以降 1 名追加ごとに5,000円
半日（ 4 時間）コース（午前・午後）
【交通】しまなみ海道因島
北IC（広島方面より）及び
因島南IC（愛媛方面より）
から因島土生港、土生港
から長江フェリーで長江
港に渡り、4.1km
【問い合わせ】
活魚・民宿 よし正
☎0897・75・2267

中国・四国

中国・四国

干満の差は 3 〜 4 mにもなり、満ち引きの力がもたらす潮
流は、
場所によって、さながら川のよう。かと思えば、内海なら
ではの、鏡のような静かな海面を見せる。時にはダイナミック
に、時には静かに……、地球の営みを感じながら、瀬戸内海の
自然を身体全体で楽しむことができるシーカヤック。ガイド
が丁寧に案内してくれるので、初心者の方も安心。

藻塩づくり体験

関西

関西

ゆめしまエコツーリズム シーカヤック

関東・甲信越

関東・甲信越

【営業／休み】予約制（ 3 日前まで）
／年末年始（天候により中止有）

催し

レモンポーク

（愛媛県／上島町商工会）

瀬戸内海の多島美を満喫するには、風を受けて走るヨットセーリングがおすすめ。穏やかな瀬戸内海はキラキラと輝き、ヨッ
トは海の上を滑るように走る。360°
空と海。間に浮かぶ島々、瀬戸内の多島美はえも言われぬ美しさ。船の上ではセーリングの準
備から初歩的な操作などを経験を積んだベテランガイドの指導のもとで体験できる。

グルメ

北海道・東北

北海道・東北

体験

ゆめしま海道

豊稔池アーチ式ダム

（愛媛県／上島町商工会）

（香川県／観音寺市大豊商工会）

愛媛県上島町の離島、弓削島、佐島、生名島をつなぐ2つの橋
から成る
「ゆめしま海道」
。
2022年には岩城島まで架橋、
海道が完
成する予定。
どの島にも信号がなく道路はゆったり広め。
交通量
も少ないため、
おだやかに広がる瀬戸内海など島ならではの景観
を、ドライブはもちろんサイクリングやウォーキングなどそれぞ
れのペースでたっぷり楽しめ、
様々なイベントも開催される。

現存する日本最古の石積み式マルチプルアーチダム。5 つ
のアーチが連なった貴重な形はまるで中世のヨーロッパの古
城を思わせる風格があり、まさに石のアートのよう。平成18
年には重要文化財に指定された。
毎年、初夏に豪音とともに勢
いよく放水される「ゆる抜き」の風景は季節の風物詩になって
いる。

【営業／休み】8：30〜17：15／年末年始
【交通】しまなみ海道因島北IC（広島方面より）及び因島南IC（愛媛方面より）
から因島土生港長崎桟橋、
土生港長崎桟橋から生名
フェリーで立石港に渡り、
6.5km
【問い合わせ】
上島町観光協会
☎0897・72・9277
URL：https://www.
kamijima.info/

※支払方法について、
現金払いのみの施設・店舗等については記載しておりません。詳細は問い合わせ先にご確認ください。99

九州・沖縄

グルメ

特産

催し

菊陽町商工会

大野城市商工会
おおの山城大文字まつり…P.101

中津市しもげ商工会

鼻ぐり井手公園…P.107
豊後街道菊陽杉並木…P.107
菊陽町総合交流ターミナル施設 さんふれあ…P.107

道カフェ 余菓の日…P.109

阿蘇くまもと空港（日本一夕陽の綺麗な空港）…P.107

高千穂牛あぶり丼…P.109

小水城ゆめあかり広場…P.101
大野城市推奨品 郷土料理「大野城鶏ぼっかけ」…P.101

高千穂町商工会

延岡商工会議所

「路地裏探訪」600年の歴史を誇る日奈久
路地裏ツーリズム…P.108

世界でも最大規模を誇る
カラフルな海中世界を満喫！
シュノーケリング体験…P.109

ふるさと水城跡公園…P.102

水上村商工会

梅頭窯跡…P.102
善一田古墳公園…P.102

市房ダム湖でカヌーの学校…P.108

大野城心のふるさと館…P.102

天然やまめ釣りの学校…P.108

のべおか島旅 路地裏情緒と
鯛茶漬けづくり…P.109
太平洋の絶景が待っている！
島ならではの観音道トレッキングを
楽しむ
「島野古道」…P.109

御船町商工会

博多伝統芸能館 公演…P.103

おおの山城大文字まつり
おおの山城大文字まつりは、四王寺山を望む大文字公園で
開催される秋の一大市民まつり。まつり開催中は四王寺山に
「大」
の文字が灯り、まつりの夜は子どもたちの夢を描いた「夢
灯り」
で会場は幻想的な光景に包まれる。物販・飲食ブースや、
ご当地キャラクターショー、吹奏楽の演奏、パレード、子ども
たちや市民団体によるステージ披露など見どころいっぱい！
【営業】毎年 9 月下旬の土曜、日曜
（ 2 日間開催）
【料金】入場無料
【問い合わせ】
おおの山城大文字

グルメ

催し

特産

温泉

見所

JOE QUEST
（ジョークエスト）
〜大野城まち歩きアプリ〜
（福岡県／大野城市商工会）

大野城市に点在する歴史資源やお店などの地域資源（地点）
で構成するコース
「ミッション」
を、ゲーム感覚で回遊してもら
う、
スマートフォン・タブレット用の無
料アプリ。各地点に設置しているQR
コードを読み込むことで、地点クリア
＆ポイント獲得！ポイントをためると
市の特産品や市のPRキャラクター大
野ジョーのグッズに交換できる。

まつり委員会事務局

【料金】ダウンロード無料

☎092・574・6677

【問い合わせ】
大野城市ふるさとにぎわい課
☎092・580・1895

集え！ハンターたち。わくわく化石発掘体験…P.108

桂川町商工会
国の特別史跡

王塚古墳…P.103

久山町商工会

福岡

日南一本釣りカツオ炙り重…P.6
日南完熟金柑もなか 運つつみ…P.110

長崎
熊本 大分

八女市商工会

日南商工会議所

日南市・串間市の焼酎…P.110

垂水市商工会

元日本一の道の駅で即売切れ！
幻のコーヒー大福…P.103

宮崎

カンパチ
「海の桜勘」…P.110

与論町商工会

北九州商工会議所

鹿児島

百合ヶ浜…P.110

徳之島町商工会

東長崎商工会

（福岡県／大野城市商工会）

大野城市全体をパビリオンと見立て
（祭典）
、
プログラムを約
2 か月間という期間におこなうもので、大野城市の魅力を体感
してもらうワークショップ、雑貨マルシェ、山歩き、まち歩きな
どの体験型イベントや各地域で開催の参加型イベント。
【問い合わせ】
（一社）大野城市にぎわいづくり協議会☎092・558・1303

畦プリンスビーチ海浜公園…P.110

戸石名物 ふぐ刺し…P.104

屋久島町商工会

南島原市商工会

屋久鹿革を使ったネームタグorキーケース製作体験…P.111

有馬キリシタン遺産記念館…P.104

南九州市商工会

幻の魚 えつ と橋の駅ドロンパ…P.104

西之表市商工会

合志市商工会

くろしおの芸術祭…P.5

うるま市商工会

合志物産館 志来菜彩…P.105
ユーパレス弁天…P.105

CAVE OKINAWA 気軽に楽しめる神秘の鍾乳洞…P.4

合志マンガミュージアム…P.105

菊池市中央図書館…P.105
原井手下りアドベンチャー「イデベンチャー」…P.105
菊池武光公騎馬像…P.106
菊池武光公騎馬像前でインスタ映えする写真
撮影！鎧兜＆女官着付体験…P.106

☎092・558・2206

大野城市推奨品 郷土料理「大野城鶏ぼっかけ」
（福岡県／大野城市商工会）

クラッシーノ・マルシェ…P.104

菊池市商工会

伝統の知覧の水カラクリ…P.111

知覧特攻平和会館 平和 と 命 について考える…P.111
知覧ねぷた祭りでねぷたを引いてみませんか…P.111

佐賀市南商工会

2018年の 4 月にオープン。国指定特別史跡水城跡の一部に
あたる上大利小水城跡をじっくりと眺めることができる。古
代の人の手で作られた小水城
跡の土塁は、雄大な歴史ロマ
ンを感じさせる。周辺の史跡
を見て回る際の憩いの場とし
ても最適。毎年 9 月には、「小
水城のあかり」
が開催され、紙
灯籠でライトアップされた小
水城跡の幻想的な姿は必見。

沖縄

伊是名村商工会
伊是名島でSUP/SUPヨガ…P.112
ウンナー…P.112

竹富町商工会

古くから大野城市上大利地区周辺に伝わる郷土料理。親睦の場の「シメの料理」や「家
庭の手軽な料理」として、ご飯にしょうゆ味の鶏の汁物をかけて食べており、ご飯に汁
をぶっかけたところから「ぼっかけ」
と呼ばれている。
現在、この郷土料理
「鶏ぼっかけ」
を多くの人に知ってもらい親しんでもらいたいと、小
学校給食の献立に取り入れたり、さらに普及させるため、有志で結成されたボランティア
団体
「大野城鶏ぼっかけ隊」
が、
市内外のおまつりなどでも販売を行いPRに努めている。
【問い合わせ】
（一社）大野城市にぎわいづくり協議会☎092・558・1303

パイナップル饅頭…P.112

名護市商工会
玉東町商工会
ハニーローザ収穫祭…P.106

名護市営市場…P.112
ガーデンレストラン&カフェ 美らテラス…P.112

ハニーローザソフトクリーム…P.106
西南戦争遺跡群…P.106
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九州・沖縄

九州・沖縄

唐津上場商工会
豊玉姫神社

（福岡県／大野城市商工会）

【料金】無料
【交通】
九州自動車道太宰府ICから 3 km
【問い合わせ】
大野城市ふるさと文化財課

屋久島地魚くんせい作り体験コース…P.111
国の天然記念物「七ツ釜」の洞窟探検！
自然の神秘を楽しむSUPツアー…P.104

小水城ゆめあかり広場

中国・四国

中国・四国

北九州産業観光ツアー…P.103

おおのじょうまちなか
わくわくパビリオン

関西

関西

伊野天照皇大神宮…P.103

佐賀

東海・北陸

東海・北陸

福岡商工会議所

体験

（福岡県／大野城市商工会）

八代商工会議所

おおのじょうまちなかわくわくパビリオン…P.101

見所

関東・甲信越

関東・甲信越

JOE QUEST（ジョークエスト）〜大野城まち歩きアプリ〜…P.101

温泉

北海道・東北

北海道・東北

体験

グルメ

催し

特産

温泉

見所

ふるさと水城跡公園
（福岡県／大野城市商工会）

体験

梅頭窯跡
（福岡県／大野城市商工会）

【料金】無料

梅頭窯跡は、6 世紀末から 7 世紀ごろの遺跡。須恵器の一大
生産地であった国指定史跡牛頸須恵器窯跡に含まれる。窯の
全長は約11.5mあり、山の斜面をトンネル状に掘って作られ
ている。窯の操業後には墓として使われ、鉄刀や鉄鏃、須恵器
が出土している。全国的に珍しい遺跡である。保存・公開のた
め覆屋が建てられ、窯跡の様子が見学できる。

特産

温泉

見所

博多伝統芸能館 公演
（福岡県／福岡商工会議所）

「博多伝統芸能館」は、2017年に博多の総鎮守・櫛田神社前に開設された、博多の伝統文化に“触れる”“体験できる”新たな観光
スポット。江戸時代中頃以降に登場したと伝えられている博多芸妓の稽古場としても利用されている。この体験型文化施設を通
して、日本舞踊や民踊、博多独楽など博多に伝わる伝統芸能の魅力を市民や国内外の観光客に発信している。毎月数回開催され
ている公演は、演舞鑑賞やお座敷遊び体験、踊り体験、芸妓との記念撮影等が楽しめる内容となっている。
また、希望の日時、プロ
グラム内容で開催する「リクエスト型公演」も実施している。
【営業／休み】公演開催時間／不定休（公演開催日以外は入館不可）

【交通】九州自動車道太宰府ICから2.5km

【料金】無料

【料金】3,000円〜5,000円 ※リクエスト型公演は別途料金形態あり

【問い合わせ】大野城市ふるさと文化財課

【交通】九州自動車道太宰府ICから2.5km

【支払方法】現金、クレジットカード

【問い合わせ】大野城市ふるさと文化財課
☎092・558・2206

※基本は現金。ネット申し込みのみ、PayPal決済利用可能
【交通】福岡都市高速道呉服町ランプICから 1 km

☎092・558・2206

催し

関東・甲信越

関東・甲信越

JR水城駅すぐそば、国指定特別史跡水城跡にある。水城跡
と、国指定特別史跡である大野城跡を一度に見上げることが
出来る抜群のロケーション。水城跡を歩いて回る際の拠点と
しても利用できる。約1350年前に造られた土塁は今でも存在
感があり、古代のロマンを感じさせる。

グルメ

北海道・東北

北海道・東北

体験

【問い合わせ】博多伝統芸能館

東海・北陸

東海・北陸

☎092・441・1118

（福岡県／桂川町商工会）

（福岡県／久山町商工会）

大野城心のふるさと館

（福岡県／大野城市商工会）

（福岡県／大野城市商工会）

【営業】4 〜 9 月 8：00〜18：30、
10〜 3 月
【料金】無料
【交通】九州自動車道太宰府ICから2.5km
【問い合わせ】大野城市ふるさと文化財課
☎092・558・2206

8：00〜18：00

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、工作ワークショップ、歴史講座など、幅広い層が楽し
める施設となっている。
【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）
【交通】九州道太宰府ICから約 2 km
【問い合わせ】大野城心のふるさと館☎092・558・5000

元日本一の道の駅で即売切れ！
幻のコーヒー大福
（福岡県／八女市商工会）

八女市でもまだ知る人ぞ知る商品だが、一度食べた人のリ
ピート率の高さと口コミで評判となり、入荷してもすぐに完
売する人気商品。中の生クリームと白餡が絶妙に絡み合う美
味しさに驚く。手作りならではのどっしり感も好評。コーヒー
大福が代表的だが、抹茶大福とキャラメル大福も同じく人気。
数量限定で、ふるさと納税の返礼品にもなっている。
【営業／休み】9：00〜18：00／第 2 水曜
【料金】2 個入260円（税込）
5 個入650円
（税込）
【交通】九州道八女ICから 9 km
【問い合わせ】あまゆう
（販売先：道の駅たちばな）
☎0943・37・1711
（道の駅たちばな）
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【営業／休み】社務所毎月 1 日・15日のみ開所／無休
【料金】無料
【交通】九州自動車道福岡IC
から7.1km
【問い合わせ】
伊野天照皇大神宮
☎092・976・1111
（久山町）

北九州産業観光ツアー
（福岡県／北九州商工会議所）

水まわりの総合メーカーTOTOや産業用ロボットの安川
電機に代表されるように、日本のモノづくりを牽引してきた
北九州市。それらの背景を活かして産業観光に取り組んでお
り、修学旅行や団体旅行にも活用できる企業や施設が人気を
集めている。
工場見学以外にも、九州有数の観光地・門司港レ
トロ地区や日本新三大夜景都市に認定された夜景スポットも
充実しており、
組み合わせは多彩。
【営業／休み】通年 9：00〜18：00／土曜、
日曜、
祝日は工場見学は不可
（ただし、資料館・ミュージ
アムは営業）
【料金】無料（施設によって
有料の場合あり）
【問い合わせ】
北九州商工会議所・
北九州産業観光センター
☎093・551・5011

※支払方法について、現金払いのみの施設・店舗等については記載しておりません。
詳細は問い合わせ先にご確認ください。103

九州・沖縄

九州・沖縄

2019年 4 月にオープンしたばかりの、大野城市で一番新し
い観光スポット。善一田古墳群は、6 世紀後半〜 7 世紀頃の遺
跡で、狭い範囲に30基ほどの古墳が密集した。貴重な遺跡を
多くの人に体感してもらえるよう、 9 基の古墳を保存し公園
として整備した。本物の古墳が持つスケール感、古代の空気を
味わうことができる。
大野城市を見下す眺望も見所の一つ。

【営業／休み】9：00〜16：30／
毎週月曜（月曜が祝日の場合は翌日）、年末年始12月29日〜 1 月 3 日
【料金】大人330円 中高生160円
小学生110円
※土曜は高校生以下無料
※20人以上は団体割引あり
【交通】九州自動車道福岡ICから20km
【問い合わせ】王塚古墳装飾古墳館
☎0948・65・2900

江戸時代には『九州の伊勢』として福岡藩の黒田氏に庇護さ
れ多くの参拝者で賑わった。祭神は天照大神で、
境内は伊勢神
宮と同じ神明造りの社殿があり、
滝の音も心地よく、
近年はパ
ワースポットとしてお参りの人が絶えない。神社の前を流れ
る猪野川は江戸時代から続く蛍の名所でもあり、夏は川遊び
の子どもたちで賑わう。
周辺は春は桜、秋は紅葉が美しく水取
り宮跡や古宮跡など見所も多い。

中国・四国

中国・四国

6 世紀中ごろに造られた前方後円墳で、石室内に豊富な文
様が描かれた装飾古墳。高松塚古墳やキトラ古墳と同じ国の
特別史跡に指定されており、日本の三大装飾古墳の一つでも
ある。
特徴は、5 色（赤・黒・緑・白・黄色）を使い多種多様な文様
が描かれ、石室内部も複雑精緻に造られていること。通常は春
と秋しか公開していないが、王塚装飾古墳館では王塚古墳の
原寸大の石室のレプリカを展示し、中に入って体感できる。

善一田古墳公園

伊野天照皇大神宮

関西

関西

国の特別史跡 王塚古墳

グルメ

催し

特産

温泉

見所

戸石名物 ふぐ刺し
（長崎県／東長崎商工会）

【営業／休み】11：30〜14：00、
17：00〜21：00／火曜
【料金】一人前2,700円〜

有馬キリシタン遺産記念館
（長崎県／南島原市商工会）

世界文化遺産「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」
の構成資産である「原城跡」を中心とする南島原におけるキリ
シタン史を展示したガイダンス施設。キリスト教の伝来から
繁栄の時代を示す「日野江城跡」キリシタン弾圧や「島原・天草
一揆」の歴史をわかりやす
く解説しており、現地と併
せて立ち寄れば、史跡の価
値をより理解することが
できる。
【営業／休み】9：00〜18：00／

【交通】高速道

【問い合わせ】

諫早ICから11.7km
【問い合わせ】和泉苑
☎095・830・2101

木曜、年末年始
有馬キリシタン遺産記念館
☎0957・85・3217

（佐賀県／唐津上場商工会）

【営業／休み】9：30〜18：00／12月31日〜 1 月 3 日
【料金】入場料無料
【交通】長崎道
佐賀大和ICから18km
【問い合わせ】
橋の駅ドロンパ
☎0952・47・5209
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熊本の「うまか逸品」を一堂に集めた県内最大級の物産館。
合志市はもちろん、熊本県内の農畜産物、銘菓、いきなり団子
や辛子れんこん等の県産品、味噌醤油に至るまで、全館で熊本
県産品にこだわった品ぞろえをしている。毎朝運ばれてくる
生産者直送の新鮮な野菜くだものは大人気で、熊本県産品を
使った手作り惣菜コーナーも必見！
【営業】9：00〜19：00
【支払方法】現金、クレジットカード、電子マネー

温泉・プール・トレーニング
ジム・レストランなども兼備
えた熊本県内でも最大級の温
泉レジャー施設。館内では、日
本舞踏やフリーマーケットな
ど様々なイベントを実施して
いる。
【営業／休み】10：00〜23：00／

【交通】九州道
熊本ICから6.2km

第 2 木曜
（祝日の場合は翌日）

九州道北熊本スマート

【料金】
温泉：大人400円 子人200円
プール：大人600円 子人400円

ICから8.7km

【交通】九州道

【問い合わせ】

北熊本スマートICから 2 km
【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

合志物産館 志来菜彩
☎096・248・0030

合志マンガミュージアム

菊池市中央図書館
（熊本県／菊池市商工会）

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。

クラッシーノ・マルシェ
（熊本県／合志市商工会）

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。
【営業／休み】
9：00〜19：00／第 2 木曜
【支払方法】現金、クレジットカード
【交通】
九州道北熊本スマートICから 2 km
【問い合わせ】
クラッシーノ・マルシェ
☎096・342・5554

菊池市の図書館は明治20年県内初の図書館として開設さ
れた。それから130年、新しい図書館が開館した。国内でも類
を見ない本棚が見所。
菊池川をイメージした本棚は、
「ブック
リバー」
と呼ばれ、知識が成長していく様を表している。また、
無料のWi-fiも設置され、スモールオフィスとしても利用でき
るスペースを確保している。ブックリバーでお気に入りの本
に出会ってみては？
【営業／休み】
火曜〜金曜 9：00〜19：00、
土曜、
日曜、
祝日 9：00〜17：00／
月曜、年末年始、特別整理期間
【料金】無料
【交通】九州自動車道
植木ICから約15km
【問い合わせ】
菊池市中央図書館
（菊池市生涯学習センター
KiCROSS）
☎0968・25・1111

原井手下りアドベンチャー「イデベンチャー」
（熊本県／菊池市商工会）

世界かんがい施設遺産に登録された「菊池のかんがい用水群」の 1 つである、原井手（はるいで）をカヤックで下るアドベン
チャーツアー。カヤック（ 2 人乗り）に乗り、水の流れに身をまかせるだけ。橋の下をくぐり、
真っ暗な水路トンネルを通り、水の流れる音や風を感じながら特別な時間を過ごすことがで
きる。
子ども向けの安全な『ショートコース』もある。また、原井手の水で育ったお米が味わえ
る「里山ランチ」を食堂で提供。
【営業／休み】開催日：7 月〜 9 月の土曜、
日曜、祝日（基本）
※平日希望は要相談 時間：1 日 4 回実施 10：30〜、
13：00〜、14：30〜、
16：00〜／
イデベンチャー：7 〜 9 月以外、水源交流館：水曜
【料金】新マブコース（全長 2 km）
：中学校以上 1 人3,000円
（税別）
小学生以下 1 人2,000円
（税別）
ショートコース（全長700m）
：1 人1,000円
（税別）
未就学児500円（税別）
※ショートコースは、基本未就学児向け（団体のみ）
【交通】九州自動車道植木ICから約19km
【問い合わせ】きくちふるさと水源交流館
☎0968・27・0102

※支払方法について、現金払いのみの施設・店舗等については記載しておりません。
詳細は問い合わせ先にご確認ください。105

九州・沖縄

（佐賀県／佐賀市南商工会）

「えつ」は佐賀県佐賀市と福岡県大川市の間を流れる筑後川
を遡上するカタクチイワシ科の魚で希少な漁のため幻の魚と
呼ばれる。漁の解禁期間中は佐賀市南部地域の寿司店や鮮魚
店等の約10店舗でえつ料理を提供。また、毎年 6 月中旬に「橋
の駅ドロンパ」
で新鮮なえつ料理を安価で楽しめる「佐賀市も
ろどみ“えつ”銀色まつり一日限定イベント」も開催。

（熊本県／合志市商工会）

【営業／休み】火曜〜日曜 10：00〜18：00、
毎月第 3 土曜 10：00〜20：00／月曜
（祝日の場合は翌平日）
【料金】フリーゾーン：無料
キューブゾーン：
大人・大学生300円
中高生100円
小学生以下無料
【交通】九州道北熊本スマー
トICから4.4km
【問い合わせ】
合志マンガミュージアム
☎096・273・6766

九州・沖縄

幻の魚“えつ”と橋の駅ドロンパ

見所

中国・四国

中国・四国

【料金】七ツ釜スペシャルツアー
大人12,000円 子供5,000円
【支払方法】PayPay
【交通】西九州自動車道唐津千々賀山田ICから16km
【問い合わせ】たいようアウトドアー！
☎090・5916・6561

温泉

ユーパレス弁天

（熊本県／合志市商工会）

（熊本県／合志市商工会）

国の天然記念物「海蝕洞七ツ釜」、奥行100m以上ある洞窟をSUPで探検！自然が作り
だした迫力満点の岩壁と洞窟に入るスリリングな体験。洞窟内部は深く澄んだブルーを
湛えた神秘の世界。
奥に進むと、いっさい光が届かず漆黒の闇に響く波の打ち寄せる音。
悠久の時の流れによってできた、まさにパワースポット！！ SUPだけでしか味わえない
非日常の世界を楽しみませんか？

特産

関西

関西

国の天然記念物「七ツ釜」の洞窟探検！自然の神秘を楽しむSUPツアー

催し

東海・北陸

東海・北陸

【支払方法】PayPay、
Origami Pay

合志物産館 志来菜彩

グルメ

関東・甲信越

関東・甲信越

「ふぐ」の産地と言えば下関が有名だが、実は「とらふぐ」
の
養殖生産量日本一は長崎県！！長崎県の中でも「とらふぐ」
生
産で有名な長崎市戸石町にある《和泉苑》。美味しいものをよ
りお求めやすくという先代の想いを受け継いで、産地直送だ
からできる味と価格を提供している。生にこだわり、
できるだ
け新鮮な食感を味わってほしいと、熟練の職人が目利きした
新鮮な
「とらふぐ」
を届けている。

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

菊池武光公騎馬像
（熊本県／菊池市商工会）

【営業／休み】
（菊池観光協会）9：00〜18：00／

【交通】九州自動車道
植木ICから約18km
【問い合わせ】
一般社団法人菊池観光協会
☎0968・25・0513

（熊本県／玉東町商工会）

【問い合わせ】
玉東町産業振興課
☎0968・85・3113

【営業／休み】9：00〜18：00／
年中無休（不定期）
【料金】大人3,000円
【支払方法】PayPay

子供1,500円

温泉

見所

豊後街道菊陽杉並木

（熊本県／菊陽町商工会）

（熊本県／菊陽町商工会）

戦国武将や熊本城を築城して名高い「加藤清正公」の治水事
業の一環として、1608年に掘削されたと伝えられ、その特徴
は硬い岩盤をカマボコ型にくり抜いてあることで生じる水流
（渦）
を利用して井手底に堆積した土砂（火山灰）を次々に下流
へ排出していく仕組みは世界的にも類を見ない珍しさであ
る。周辺も整備され公園化したことで休日ともなると多くの
親子連れの憩いの場所として人気が高い。
【料金】入場無料
【交通】熊本ICから車で20分、阿蘇くまもと空港から車で15分
【問い合わせ】☎096・292・3200
（南部町民センター内）

【交通】九州自動車道

豊臣秀吉の家臣の戦国武将で、
熊本城を築城して名高い「加
藤清正公」
が、鹿児島県屋久島の杉を取り寄せて植えたと伝え
られる
「豊後街道菊陽杉並木」。
豊後街道の東西に約 6 ㎞続き、幅は40m、旧国道57号線と
JR豊肥本線が並行して走っており、その壮大な規模に圧倒さ
れる。
台風等の被害により減少したが、姉妹都市である屋久島か
ら取り寄せた幼木の補植により維持されている。
また、杉並木のある菊陽町には、JR光の森駅、三里木駅、原
水駅があり、三里木駅からは阿蘇くまもと空港までの路線の
複線化が計画されている。

植木ICから18km
【問い合わせ】
（一社）菊池観光協会
☎0968・25・0513

ハニーローザソフトクリーム
（熊本県／玉東町商工会）

町の特産品である「ハニーローザ」の果汁を使用した爽やか
な味わいの逸品で、JR木葉駅に隣接した観光拠点施設「ぷ
らっとぎょくとう」でしか食べられない。ハニーローザはその
希少性と果汁糖度から“幻のスモモ”と称されており、毎年 6
月の収穫を心待ちにするファンも多く、玉東町は生産量全国
一を誇る。
「ふらっとぎょくとう」ではアイスクリームやジャ
ムなどハニーローザの加工品も扱っている。

西南戦争遺跡群
（熊本県／玉東町商工会）

玉東町は、国内最後の内戦「西南戦争」の激戦地。有名な田原坂古戦場に隣接し、一帯が戦場となったことから関連する多くの
遺跡（国史跡）が残っている。その中でも半高山古戦場は近年公園整備が進められており、山頂からは有明海から阿蘇までが一望
できる絶景が楽しめる。また、各遺跡をめぐるフットパスコースも整備されている（令和 2 年度完成予定）。

菊陽町総合交流ターミナル施設
さんふれあ
（熊本県／菊陽町商工会）

阿蘇くまもと空港
（日本一夕陽の綺麗な空港）
（熊本県／菊陽町商工会）

平成30年に全館リニューアルし、
「スポーツジム・フィット
ネススタジオ」の機能が加わり健康拠点として生まれ変わっ
た。大浴場、露天風呂、サウナ、家族風呂などがある「温泉館」
と、農産物直売所やレストランもあり、1 日中楽しめる。温泉
の泉質は弱アルカリ性の単純温泉、一般的に神経痛、リウマ
チ、糖尿病、疲労回復などに効果がある。
【営業／休み】直販店 9：00〜19：00、
温泉 9：30〜23：00、
レストラン 11：00〜21：00／
毎週火曜（祝日の場合は営業）
【料金】温泉入浴料 一般400円 他プラン有り
☎096・232・8690
URL：http://www.sanfurea.co.jp/

「日本一夕陽の綺麗な空港」として知られ、年に 2 回、夕陽に
向かって離陸する飛行機を見ることができる、11月と 1 月に
は写真を撮る人が数多く訪れる。
また、道路と滑走路が至近距
離にあるため間近で飛行機を見ることができ、雨の日は水煙
とともに離着陸する迫力あるシーンを見に来る人も多い。
滑走路脇は以前から桜の花見客で賑わう場所であったが、
近年滑走路脇500ｍにわたって芝桜を植樹するなど、
「空港を
利用しない人でも楽しめる空港」
づくりに取り組んでいる。

【交通】九州自動車道菊水ICから約12km、九州自動車道植木ICから約10km
【問い合わせ】玉東町教育委員会
☎0968・85・3609

106

※支払方法について、現金払いのみの施設・店舗等については記載しておりません。
詳細は問い合わせ先にご確認ください。107

九州・沖縄

九州・沖縄

【営業／休み】9：00〜18：00／
月曜、年末年始
【料金】ハニーローザソフトク
リーム 1 個300円
【支払方法】PayPay・現金
【交通】九州自動車道
菊水ICから12km
【問い合わせ】
ぷらっとぎょくとう
☎0968・82・8617

中国・四国

中国・四国

｢ハニーローザ｣はスモモの品種で、玉東町は日本一の栽培
面積と生産量を誇る。一般的なスモモに比べ、
糖度が抜群に高
いのが特徴で、酸味が少なく、果肉は柔らか。毎年 6 月上〜中
旬のわずか10日間しか収穫することができないため、“幻の
スモモ”ともいわれている。
｢ハニーローザ収穫祭｣ は毎年 6 月上旬に開催され、収穫体
験
（ 5 月上旬まで受付予定、定員あり）も行っている。その他抽
選会、農産物等の
販売もある。

鎧兜や女官の着付体験ができる体験コース。着付け後は写
真撮影や新しくなった菊池市ふるさと創生市民広場を散策す
ることもできる。人力車の前や騎馬像として日本一大きい菊
池武光公騎馬像の前で、ぜひ撮影してみては？ご家族ご友人
で旅行の記念にどうぞ。

特産

関西

関西

ハニーローザ収穫祭

（熊本県／菊池市商工会）

鼻ぐり井手公園

催し

東海・北陸

東海・北陸

年末年始
【料金】無料

菊池武光公騎馬像前でインスタ映え
する写真撮影！鎧兜＆女官着付体験

グルメ

関東・甲信越

関東・甲信越

今年、生誕700周年を迎えた菊池一族第15代「菊池武光」
は、百戦錬磨の勇将として名を馳せ、後醍醐天皇の皇子懐良親
王を盛り立て、九州を平定し、菊池一族の最盛期を築いた。日
本有数の大きさを誇る騎馬像は、新しくなった菊池市ふるさ
と創生市民広場の敷地内にそ
びえたち、菊池市のシンボルと
なっている。

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

「路地裏探訪」600年の歴史を誇る
日奈久 路地裏ツーリズム
（熊本県／八代商工会議所）

【営業／休み】土曜、日曜

9：00〜15：00／年末年始

市房ダム湖でカヌーの学校
（熊本県／水上村商工会）

カヌーから眺める景色は、何もかも新鮮に映る。専門のイン
ストラクターが丁寧に指導してくれるので初心者の方でも安
心。また、3 人乗りのボートもあるので、小さなお子様連れの
ご家族も楽しめる。
【営業／休み】9：00〜17：00／毎週木曜
【料金】カヌー体験料：2 時間4,000円
（インストラクター料、保険料込）
団体割引あり
【交通】九州道人吉ICから約40km
【問い合わせ】あめんぼー館

道カフェ 余菓の日
地元で作られた木炭を使って焙煎した珈琲と、自家製ケー
キのお店。季節毎に変わる果物ケーキが好評で、見晴らしのよ
い店内からの景色も味わえる。
【営業】10：00〜17：00
（金曜、土曜、日曜）
【交通】東九州自動車道中津ICから約12km、JR中津駅より約13km
【問い合わせ】
道カフェ 余菓の日
☎080・9521・6474

2019年 8 月オープンした高千穂牛あぶり丼とチキン南蛮
の専門店。高千穂神社から徒歩 1 分と観光に便利な立地で、気
軽に高千穂グルメが楽しめる。平成19年に和牛のオリンピッ
ク
「全国和牛能力共進会」
において日本一を獲得したブランド
牛・高千穂牛を贅沢に使った「高千穂牛あぶり丼」
は、
一度食べ
るとやみつきになる自慢の逸品。
宮崎名物・チキン南蛮定食や
うどんもある。

【料金】高千穂牛あぶり丼
1,700円
（数量限定）
【問い合わせ】
ともえまる食堂
☎0982・83・1166

【営業／休み】
通年（詳細はお問い合わせください）／
年末年始
【料金】2,500円（船代別）
【問い合わせ】
離島 島野浦いきいき観光協議会
☎090・3662・0982

☎0982・36・0852

太平洋の絶景が待っている！島ならではの観音道トレッキングを楽しむ
「島野古道」
（宮崎県／延岡商工会議所）

宮崎県の離島、島野浦島では、33の観音像が祀られた「遠見場
（とんば）山」のトレッキングロードが楽しめる。
断崖から太平洋
を一望する、島ならではの絶景パノラマや、春に咲き誇るミツバツツジなど、見どころ沢山のコース。
基本的に通年楽しめるが、
ミツバツツジが咲く 4 月が最も美しく魅力的。天気が良ければ四国が見える。
【営業／休み】お問い合わせください
【料金】1,500円
（船代別）
【問い合わせ】
離島 島野浦いきいき観光協議会
☎090・3662・0982
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九州・沖縄

九州・沖縄

【営業／休み】9：00〜17：00
（※化石発掘体験開催日は土曜、日曜、祝日
1 日 3 回）／年末年始、月曜（祝日の場合は翌平日）
【料金】
大人1,000円 子供500円
（ 4 歳以上高校生以下） ※2019年 9 月現在
【交通】九州自動車道御船ICから 3 km
【問い合わせ】御船町観光交流センター☎096・282・4700

「しまんだ」と呼ばれ親しまれている島野浦島は、宮崎県北
東部、日向灘（ひゅうがなだ）に浮かぶ面積約2.8㎢の島。
離島
ならではの狭くて入り組んだ町並みを地元の案内人が紹介し
てくれ、島でしか体験できない路地裏情緒が楽しめる。町歩き
の後は、漁師料理の鯛茶漬けづくりを体験。新鮮な食材を使っ
た地元料理をご賞味ください。

中国・四国

中国・四国

（熊本県／御船町商工会）

約 9 千万年前、白亜紀後期の地層が分布し、国内で初めて肉
食恐竜の歯の化石が見つかった熊本県「恐竜の郷御船町」で、
ハンマーで石を叩き、割りながら化石を探す体験ができる（発
掘した化石は、一人一個まで持ち帰り可）。
どんな化石が出て
くるかドキドキ。思わぬ大発見があるかも。化石ハンターに
なって恐竜がいた時代の貴重な化石をゲットしよう！

（宮崎県／延岡商工会議所）

延岡が誇る世界で最大規模の、巨大でカラフルなサンゴや
熱帯魚の集まるポイントで、ダイビングギアをつけることな
く手軽に色とりどりの魚たちや景観を楽しめる。
浦城（うらし
ろ）エリアは波も穏やかなので、お子様や初心者のシュノーケ
リング体験にもピッタリ。お子様専用のシュノーケリング機
材も用意しており、インストラクターがしっかり指導、管理す
るので安心して遊べる。
【営業／休み】
通年
（詳細はお問い合わせくだ
さい）
【料金】5,000円
【問い合わせ】
延岡マリンサービス

関西

関西

集え！ハンターたち。わくわく化石発掘体験

のべおか島旅
路地裏情緒と鯛茶漬けづくり

東海・北陸

東海・北陸

【料金】体験料：2 時間3,000円
（インストラクター料、
保険料込）
【交通】九州道人吉ICから約40km
【問い合わせ】あめんぼー館
☎0966・46・0800

見所

11：00〜14：00／水曜

☎0966・46・0800

（宮崎県／延岡商工会議所）

【営業／休み】9：00〜17：00／毎週木曜

温泉

【営業／休み】

世界でも最大規模を誇るカラフルな
海中世界を満喫！シュノーケリング体験

（熊本県／水上村商工会）

特産

（宮崎県／高千穂町商工会）

【問い合わせ】八代商工会議所
☎0965・32・6191

渓流の女王と言われるやまめは、ちょっとやそっとじゃ釣
れない幻の魚。村の釣り名人にそのコツを学ぶ体験。また、釣
り竿・餌等はインストラクターが準備してくれるので手ぶら
で大丈夫。

催し

高千穂牛あぶり丼

（大分県／中津市しもげ商工会）

【料金】3,000円
（ガイド料、昼食代、温泉入浴料、お土産）

天然やまめ釣りの学校

グルメ

関東・甲信越

関東・甲信越

熊本県八代市・日奈久（ひなぐ）は、開湯600年の歴史を誇る
温泉の町。古くは、細川藩の藩営の湯として栄え、山頭火が
「ずっとここにいたい」と記したほど、多くの旅人を魅了して
きた。
時を超えて歴史を刻む路地裏、人々の文化やぬくもりを
感じる路地裏、
ばったりと神様に出逢う路地裏、日奈久には、
いろんな表情を持つ路地裏がある。温泉でひと休みしながら、
のんびり日奈久を歩いてみませんか。

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

日南完熟金柑もなか 運つつみ
（宮崎県／日南商工会議所）

日南市・串間市の焼酎
（宮崎県／日南商工会議所）

日南酒造会館は、焼酎どころ宮崎の南部に位置する日南市、
串間市の 2 市の蔵元13社で運営されており、それぞれの蔵元
の代表的な銘柄を展示・販売している。
試飲コーナーも併設されているので、蔵元や原料の違いに
よる味・香り・のど越しの違いを実感できる。
【営業／休み】9：00〜17：00／月曜、
木曜

【営業／休み】9：00〜17：00／無休

【料金】甕雫（京屋酒造有限会社）3,012円
（税抜）など

【交通】宮崎自動車道田野ICから44km

【支払方法】PayPay

【問い合わせ】三ツ和荘 他 8 店舗
☎0987・29・1131

【交通】宮崎自動車道田野ICから32km
【問い合わせ】
日南酒造会館

jp.net/untsutsumi/

☎0987・25・1677
URL：https://nichinankushima.com/buy/
detail-256/

（鹿児島県／垂水市商工会）

（鹿児島県／与論町商工会）

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・港から車で約20分
【問い合わせ】与論町商工会☎0997・97・2113

温泉

見所

屋久島地魚くんせい作り体験コース
（鹿児島県／屋久島町商工会）

屋久島オリジナルのお土産づくりをしたい、燻製作りに興味
がある、
半日空いているから何かしたい・この様な方にお勧めな
のが、けい水産の「くんせい体験
コース」
。
必要な道具や素材は用意
しているため気軽に参加頂ける。
ご自分で七輪の火加減を見ながら
燻 製 作りをして頂ける。でき上
がった燻製は、真空パックにして
お土産としてお持ち帰りできる。
【営業／休み】体験要予約

【営業／休み】

10：00〜12：00、
14：00〜16：00／

11：00〜18：00／火曜、
日曜

火曜、金曜、日曜

【料金】3,000円
【支払方法】
現金、クレジットカード、QR決済
【問い合わせ】ariga-to
☎080・5309・5213

【料金】3,000円
【支払方法】現金、クレジットカード
【問い合わせ】けい水産
☎0997・46・3797

豊玉姫神社 伝統の知覧の水カラクリ
（鹿児島県／南九州市商工会）

江戸時代から始まったとされ戦時中に一度途絶えたが、昭和54年に復活された伝統行事。
水車を動力とした「からくり人形」。
これは全国でも鹿児島にしかない貴重な文化財で、重要無形民俗文化財にも指定されている。
毎年違う演目が上演され、約30〜
50㎝の沢山の人形たちが水車の動力で木製の歯車やテコの応用により、前後左右、首を振ったり両手両足を動かして、とても水
が動力とは思えない細かい動きを見せる。上演日は年数回と少ないが、ねぷた祭り当日には特別上演が行われる。ぜひねぷた祭
りとセットで楽しみたい。
【営業／休み】毎年 7 月 9 日、
10日 9：00〜22：00またはねぷた祭り当日
特別上演：13：00〜21：00／水カラクリは上演日以外は動きません。
【料金】無料
【交通】南薩縦貫道金山水車（カネヤマスイシャ）ICから1.2km
【問い合わせ】からくり仕事処（豊玉姫神社）
☎0993・83・4335

九州・沖縄

九州・沖縄
あぜ

畦プリンスビーチ海浜公園
（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年に皇太子時代の明仁上皇陛下が美智子上皇后陛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。
【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12.5km
【問い合わせ】徳之島町地域営業課
☎0997・83・4111
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中国・四国

中国・四国

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。

百合ヶ浜

屋久鹿の革は、私たちの食事の副産物。私たちの心や体のエ
ネルギーとなってくれた貴重な命を廃棄することなく生活の
中で大事に使い続けて欲しいという思いを込めて、革人工の
過程を一切加えていない天然のタンニン鞣しのものにこだ
わった体験を提供している。屋久鹿の革に名前や絵を刻印す
るオリジナルネームタグ作り、
屋久鹿の革を使ったキーケース
作りがある。

特産

関西

関西

カンパチ「海の桜勘」

（鹿児島県／屋久島町商工会）

催し

東海・北陸

東海・北陸

URL：http://www.inseason.

屋久鹿革を使った
ネームタグorキーケース製作体験

グルメ

関東・甲信越

関東・甲信越

宮崎県日南市は完熟金柑生産量日本一。ペースト状の完熟
金柑に蜂蜜を加えて、最中に包んだ「日南完熟金柑もなか 運
つつみ」。
鵜戸神宮の「運玉」にあやかって最中に「運」の焼き印
を押している。
「願いを込めて」お召し上がりください。現在、
宮崎県内 8 店舗及び東京 2 店舗、インターネット通販にて販
売している。

体験

北海道・東北

北海道・東北

体験

知覧特攻平和会館 “平和”と“命”について考える
（鹿児島県／南九州市商工会）

知覧ねぷた祭りでねぷたを引いてみませんか
（鹿児島県／南九州市商工会）

第二次世界大戦末期に陸軍特攻基地が置かれた地・知覧。
旧飛行場跡地の一角に建つ
「知覧特攻平和会館」
は、陸軍特別
攻撃隊員1,036名の遺影・遺品・遺書・家族に向けた手紙・戦闘機
など歴史的価値の高い貴重な資料を収集・保存・展示している。
音声ガイドも充実しており、英語、中国語、韓国語にも対応。
粛然
とした館内は平和と命の尊さを考える良い機会を与えてくれる。
【営業／休み】9：00〜17：00 但し入館は16：30まで／年中無休 但し台
風などの状況により休館することがあります
【料金】個人：大人500円 小人300円、
団体（30名以上）
：大人400円 小人
240円、ミュージアム知覧共通券（隣接、歴史資料館も入館可能な共通券）
：
大人600円 小人400円
【交通】南薩縦貫道知覧ICから
1.5km、
南薩縦貫道金山水車（カ
ネヤマスイシャ）ICから2.5km
【問い合わせ】知覧特攻平和会館
☎0993・83・2525

知覧ねぷた祭りは青森県平川市との青少年交流を期に始ま
り、知覧でも2020年で四半世紀を迎える。高さ約5ｍ、幅4ｍ
の巨大ねぷた 5 基と地元の薩南高校の生徒が作成した小ねぷ
た 2 基を加えた計 7 基が薩摩の小京都の夜を雄大に染め上げ
る、毎年 3 万人の人でにぎわう大イベント。ねぷたの引き手と
しても参加できる。
【営業】19：00〜21：00
（歩行者天国：14：00〜22：00）
【交通】
南薩縦貫道知覧ICから1.5km、
南薩縦貫道金山水車
（カネヤマスイシャ）
ICから2.5km
【問い合わせ】
南九州市役所商工観光課
☎0993・83・2511

※支払方法について、
現金払いのみの施設・店舗等については記載しておりません。詳細は問い合わせ先にご確認ください。111
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体験

グルメ

催し

特産

温泉

見所

伊是名島でSUP／SUPヨガ
（沖縄県／伊是名村商工会）

関東・甲信越

人口約1,400人。
エメラルドグリーンの海とサンゴ礁、色とりどりの魚たちに囲まれた伊是名島では時間がゆっくりと流れる。
そんな伊是名島でSUPやSUPとヨガの組み合わせが楽しめる。無人島まで行ったり、ボートや泳ぎではいけないプライベート
ビーチへ行くこともできる。SUPは安定しやすいので全くの初心者でも大丈夫。子ども用のライフジャケットも準備されている
ので、
家族で楽しむことができる。

商工会・商工会議所のご案内

【営業／休み】9：00〜19：00／不定休
【料金】SUP、
SUPヨガ6,000円〜、
ビーチヨガ3,000円
【問い合わせ】Luana（ルアナ）
☎090・2249・2783

東海・北陸
関西

ウンナー

パイナップル饅頭

（沖縄県／伊是名村商工会）

（沖縄県／竹富町商工会）

中国・四国

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。
観光客など島外の人でも参加できる。
【開催】7 月下旬〜
8 月上旬
【問い合わせ】
いぜな島観光協会
☎0980・45・2435

九州・沖縄

【営業／休み】
7：30〜20：00／無休
【支払方法】現金、
クレジットカード、電子マネー
【問い合わせ】
空港売店「島土産」
☎0980・87・0348

名護市営市場

ガーデンレストラン＆カフェ
美らテラス

（沖縄県／名護市商工会）

名護市の中心地である名護十字路にあり、
「市場を食文化の
発信拠点」をスローガンに、新鮮な鮮魚・精肉・野菜・くだもの、
美味しい惣菜、製菓、洋服や小物・雑貨店舗が立ち並んでいる。
市場の人とのゆんたく（おしゃべり）
しながら楽しい買い物を
してシーブン
（おまけ）をゲットできる。
【営業／休み】9：00〜19：00
（店舗により異なる）／
無休
（店舗ごとに定休日あり）
【支払方法】JCB、
VISA、
MasterCard、
PayPay等
【交通】沖縄自動車道
許田ICから 7 km
【問い合わせ】名護市営市場
☎0980・43・0478

西表島産のスナックパインを芯まで丸ごと使用！！パイ
ナップルをふんだんに練りこんだパインの香りたっぷりの甘
酸っぱい餡をもっちりとした皮で包み込んだもので、濃厚な
風味が特徴。竹富町内ではなかなかお目にかかれない高級菓
子で、お土産や贈答品にもピッタリ。
パッケージにはイリオモ
テヤマネコやセマルハコガメ等の地域資源が描かれていて見
ているだけでも楽しい。

（沖縄県／名護市商工会）

沖縄本島随一と云われる、古宇利大橋を一望できるスペ
シャルな空間、美らテラス。屋我地島産の卵や海ぶどうを使っ
たメニューを提供している。ランチの他、雑貨、お土産売り場
の他、カヌーやレンタサイクル等のアクティビティや手ぶら
でBBQできるサービスもある。
【営業／休み】
10：00〜18：00／無休
【支払方法】JCB、VISA、
MasterCard、
PayPay等
【問い合わせ】美らテラス
☎0980・52・8082

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！

観光、文化など地域資源を活かした
地方創生の実現を後押し！

商工会は主に町村部に設立され、地元に立地する商工
事業者の発展、
地域経済の活性化、
観光客の受入れなど、
総合的な活動を行う公的団体であり、現在1,652の商工
会が全国各地で活動しています。それら各地域の商工会
を統括する組織として、商工会連合会が都道府県単位で
組織され、各都道府県商工会連合会は、広域的、専門的な
テーマおよび諸課題の解決に向けて傘下商工会とともに
協力して活動しています。
現在加盟会員は約80万の事業者を数え、主に青年経営
者等が集う「青年部」および主に女性経営者等が集う「女
性部」
の他に、
同じ業種の会員が情報交換や共同事業の実
施、問題解決に向けた研究などを行う部会活動が実施さ
れています。
全国の各都道府県に設置された商工会連合会との連絡
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。
全国商工会連合会の活動の 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
アンテナショップとしての役割を担っています。1 日の
来館は2,500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、全国の特産品をイ
ンターネットで購入できるECサイト「ニッポンセレク
ト.com」を運営しております。
商工会は、旅行エージェントの力強いパートナーとし
て、
旅行社のニーズにこたえる窓口として、
地元の情報を
幅広く知っています。

日本商工会議所は、全国515商工会議所、125万事業所
（法
人の約3割）を会員とする日本最大で最も歴史の古い地域総
合経済団体です。
働き方改革など人手不足の解消、女性や若
者等の活躍推進、IoTによる中小企業の生産性向上、海外展
開支援、
広域観光・インバウンド推進、
農商工連携、
まちづくり
などを通じて企業の成長と国民生活の向上を支えています。
各地の商工会議所では、観光分野において、地域に眠る
自然や文化、歴史、技術等の魅力ある資源を掘り起こして
磨き上げ、
ストーリーをつけて売り出し、地域経済の好循環
の構築を図っています。
例えば、農林水産資源と世界マー
ケットを狙える中小企業の技術を組み合わせた六次産業
化、広域観光ルート開発による外需獲得など、各地で様々
な挑戦が進んでおります。
また、各地商工会議所は地域活
性化に向け、伝統的なお祭りのほか、Ｂ級グルメ、婚活パー
ティーなど地方創生イベントを数多く開催しています。
日本商工会議所では、「食のテーマパーク」として全国
のおいしいものを提供する「日本百貨店しょくひんかん」
（東京・秋葉原）
と連携し、
「地域うまいもんマルシェ」を
2016年から開催しています。同企画では、週替わりで各
地商工会議所を通じて集まった
「地域の自慢の逸品」
を出
品するもので、「地域で長く愛されている美味しいもの」
や「地域資源を活かして地域ぐるみで開発された食品」
の
販路開拓・拡大に向けた機会と位置付けています。
また、
会員の小規模事業者
（売り手）
とバイヤー
（買い手）
の情報発信・交流用サイトとして
『feel NIPPON
「BtoB」
』
を運営しています。バイヤーは詳細な商品検索機能を活
用して、
事業者と直接コンタクトをとることができます。

＜むらからまちから館＞
年中無休
（年末年始を除く）
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
［TEL］
03（5208）
1521
［FAX］
03（5208）
1524
＜ニッポンセレクト.com＞

＜地域うまいもんマルシェ＞
［営業時間］
11：00〜20：00
［定 休 日］
元日、6 月の第一水曜、11月の第一水曜
［交
通］秋葉原駅から徒歩 5 分以内
〒101-0022
東京都千代田区神田練塀町8-2
CHABARA（ちゃばら）
内
［T E L］
03（3258）
0051
［Ｕ Ｒ Ｌ］
https://syokuhinkan.nippon-dept.jp/
archives/category/event/shop/marche

［URL］
https://www.nipponselect.com
＜
『feel NIPPON
「BtoB」
』
サイト＞
［Ｕ Ｒ Ｌ］
https://feelnippon.jp/

「観光宝探しノート」は本書で 7 冊目となり、旅行エージェントの皆様にご好評をいただいております。既刊にご興味のある方は観光宝
探しノート事務局（裏表紙に記載）
までご連絡ください。
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96 沼津市商工会
97 西伊豆町商工会
98 清水町商工会
99 南伊豆町商工会

100 浜北商工会
101 浜名商工会
102 奥浜名湖商工会
103 浜松商工会議所
104 豊浜商工会
105 平和町商工会
106 豊橋商工会議所
107 祖父江町商工会
108 有松商工会
109 桑名三川商工会
110 大台町商工会
111 大紀町商工会

113 高島市商工会
114 長浜商工会議所
115 長浜北商工会
116 日野町商工会
117 湖南市商工会
118 びわ商工会
119 彦根商工会議所
120 香美町商工会
121 豊岡市商工会
122 淡路市商工会
123 姫路市商工会
124 新温泉町商工会
125 神河町商工会
126 京丹後市商工会
127 木津川市商工会
128 笠置町商工会
129 阪南市商工会
130 忠岡町商工会
131 藤井寺市商工会
132 斑鳩町商工会
133 十津川村商工会
134 明日香村商工会
135 田原本町商工会
136 みなべ町商工会
137 白浜町商工会
138 美浜町商工会
139 大津北商工会

中国・四国エリア

140 湯梨浜町商工会
141 岩美町商工会
142 三朝町商工会

143 大田商工会議所
144 津和野町商工会
145 和気商工会
146 岡山南商工会
147 浅口商工会
148 竹原商工会議所
149 広島東商工会
150 世羅町商工会
151 五日市商工会
152 やましろ商工会
153 大畠商工会
154 松茂町商工会
155 美馬市商工会
156 那賀町商工会
157 吉野川商工会
158 上島町商工会
159 観音寺市大豊商工会

九州・沖縄エリア

関西エリア

112 東浅井商工会

静岡県島田市金谷本町2014‑2
☎0547‑45‑4611
静岡県沼津市原1200‑1
☎055‑966‑1331
静岡県賀茂郡西伊豆町仁科423‑1
☎0558‑52‑0270
静岡県駿東郡清水町卸団地132
☎055‑975‑6987
静岡県賀茂郡南伊豆町下賀茂323番地 1
☎0558‑62‑0675
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
静岡県浜松市中区東伊場2‑7‑1
☎053‑452‑1111
愛知県知多郡南知多町大字豊浜字会下坪27番地 2
☎0569‑65‑0004
愛知県稲沢市平和町横池中之町141番地
☎0567‑46‑0031
愛知県豊橋市花田町字石塚42‑1
☎0532‑53‑7211
愛知県稲沢市祖父江町山崎下枇486番地の 1
☎0587‑97‑5800
愛知県名古屋市緑区有松3012番地
☎052‑621‑0178
三重県桑名市多度町多度871‑11
☎0594‑48‑2627
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
滋賀県長浜市内保町2843
☎0749‑74‑0194
滋賀県高島市安曇川町田中89番地
☎0740‑32‑1580
滋賀県長浜市高田町10‑1
☎0749‑62‑2500
滋賀県長浜市木之本町木之本1952番地
☎0749‑82‑5051
滋賀県蒲生郡日野町河原一丁目 1 番地
☎0748‑52‑0515
滋賀県湖南市中央 1 丁目 1 番地 1
☎0748‑72‑0038
滋賀県長浜市落合町680‑3
☎0749‑72‑4349
滋賀県彦根市中央町3‑8
☎0749‑22‑4551
兵庫県美方郡香美町香住区若松620‑3商工会館
☎0796‑36‑0123
兵庫県豊岡市日高町祢布920日高庁舎 2 階
☎0796‑42‑4751
兵庫県淡路市志筑新島 5 番地 2
☎0799‑62‑3066
兵庫県姫路市夢前町前之庄1434‑15
☎079‑336‑1368
兵庫県美方郡新温泉町浜坂2143‑10
☎0796‑82‑1152
兵庫県神崎郡神河町中村29
☎0790‑32‑0295
京都府京丹後市峰山町杉谷836‑1
☎0772‑62‑0342
京都府木津川市木津南垣外83‑3
☎0774‑72‑3801
京都府相楽郡笠置町大字笠置小字佃3‑1
☎0743‑95‑2159
大阪府阪南市尾崎町35‑4阪南市商工会館
☎072‑473‑2100
大阪府泉北郡忠岡町忠岡中1‑1‑23忠岡町商工会館
☎0725‑33‑3208
大阪府藤井寺市岡1‑2‑16
☎072‑939‑7047
奈良県生駒郡斑鳩町龍田南 1 丁目 3 番49号斑鳩町商工会館
☎0745‑74‑2500
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‑
☎0746‑62‑0132
奈良県高市郡明日香村島庄 5 番地
☎0744‑54‑2068
奈良県磯城郡田原本町千代356‑17
☎0744‑32‑2552
和歌山県日高郡みなべ町芝503商工会館
☎0739‑72‑3225
和歌山県西牟婁郡白浜町3031‑100商工会館
☎0739‑42‑4686
和歌山県日高郡美浜町和田1138‑278商工会館
☎0738‑22‑8193
滋賀県大津市本堅田三丁目 7 番14号 堅田商工会館
☎077‑572‑0425
鳥取県東伯郡湯梨浜町龍島501‑1
☎0858‑32‑0854
鳥取県岩美郡岩美町浦富1031‑23
☎0857‑72‑0588
鳥取県東伯郡三朝町三朝973‑1
☎0858‑43‑3131

中国・四国エリア

95 島田市商工会

東海・北陸エリア

関東・甲信越エリア
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47 中之条町商工会 群馬県吾妻郡中之条町大字中之条町664‑1
☎0279‑75‑2200
埼玉県秩父郡長瀞町大字本野上189‑6
48 長瀞町商工会
☎0494‑66‑0268
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷1210
49 吉見町商工会
☎0493‑54‑0701
50 くまがや市商工会 埼玉県熊谷市妻沼1706‑1
☎048‑588‑0140
埼玉県比企郡小川町大塚7‑9
51 小川町商工会
☎0493‑72‑0280
埼玉県日高市大字南平沢1083番地
52 日高市商工会
☎042‑985‑2311
埼玉県春日部市西金野井256
53 庄和商工会
☎048‑746‑0611
54 いすみ市商工会 千葉県いすみ市大原7400番地 8 商工会館
☎0470‑62‑1191
千葉県夷隅郡御宿町新町417番地22御宿町商工会館
55 御宿町商工会
☎0470‑68‑2818
千葉県鴨川市横渚643番地の 2 商工会館
56 鴨川市商工会
☎04‑7092‑0320
57 町田商工会議所 東京都町田市原町田3‑3‑22
☎042‑722‑5957
神奈川県足柄上郡山北町山北1889‑36山北町商工会館
58 山北町商工会
☎0465‑76‑3451
神奈川県小田原市城内1‑21
59 小田原箱根
商工会議所
☎0465‑23‑1811
60 上越商工会議所 新潟県上越市新光町1‑10‑20
☎025‑525‑1185
新潟県三条市笹岡360‑1
61 下田商工会
☎0256‑46‑3073
62 糸魚川商工会議所 新潟県糸魚川市寺町2‑8‑16
☎025‑552‑1225
63 五泉商工会議所 新潟県五泉市郷屋川1‑2‑9
☎0250‑43‑5551
64 妙高高原商工会・ 新潟県妙高市大字毛祝坂58‑3
妙高商工会
☎0255‑86‑2378
新潟県上越市中郷区板橋569番地 1
65 中郷商工会
☎0255‑74‑2061
66 小千谷商工会議所 新潟県小千谷市本町2‑1‑5 小千谷商工福祉会館
☎0258‑81‑1300
67 甲府商工会議所 山梨県甲府市相生2‑2‑17
☎055‑233‑2241
長野県北安曇郡小谷村大字千国乙6762
68 小谷村商工会
☎0261‑82‑2888
69 佐久穂町商工会 長野県南佐久郡佐久穂町大字高野町561‑1佐久穂町商工会館
☎0267‑86‑2275
長野県上伊那郡飯島町飯島1431‑4
70 飯島町商工会
☎0265‑86‑2162
長野県上田市真田町長7199‑1
71 真田町商工会
☎0268‑72‑4050
72 上田商工会議所 長野県上田市大手1‑10‑22
☎0268‑22‑4500
73 下諏訪商工会議所 長野県諏訪郡下諏訪町4611
☎0266‑27‑8533
74 諏訪商工会議所 長野県諏訪市小和田南14‑7
☎0266‑52‑2155
75 塩尻商工会議所 長野県塩尻市大門一番町12番 2 号 えんぱーく406
☎0263‑52‑0258
長野県下伊那郡泰阜村3238‑3
76 泰阜村商工会
☎0260‑26‑2233
長野県下伊那郡天龍村平岡914‑9
77 天龍村商工会
☎0260‑32‑2066
長野県木曽郡上松町本町通り2‑8
78 上松町商工会
☎0264‑52‑2157
79 高岡商工会議所 富山県高岡市丸の内1‑40
☎0766‑23‑5000
富山県高岡市戸出町 3 丁目 8 番10号
80 高岡市商工会
☎0766‑63‑6585
富山県南砺市やかた324南砺市商工会館
81 南砺市商工会
☎0763‑22‑2536
82 氷見商工会議所 富山県氷見市南大町10‑1
☎0766‑74‑1200
83 富山市南商工会 富山市高内368番地商工会館
☎076‑461‑6547
84 輪島商工会議所 石川県輪島市河井町20部1‑1
☎0768‑22‑7777
85 加賀商工会議所 石川県加賀市大聖寺菅生ロ17‑3
☎0761‑73‑0001
86 能登鹿北商工会 石川県七尾市中島町河崎ヌ部31番地中島健康福祉センター「すこやか」
☎0767‑66‑0001
石川県白山市美川中町ソ58
87 美川商工会
☎076‑278‑3328
福井県福井市下森田町3‑36商工会会館
88 福井北商工会
☎0776‑56‑1610
岐阜県高山市国府町広瀬町886番地 1 高山北商工会館
89 高山北商工会
☎0577‑72‑4130
岐阜県下呂市小坂町小坂町815‑5小坂振興事務所1F
90 小坂町商工会
☎0576‑62‑2176
岐阜県高山市久々野町無数河580番地 1 高山市久々野多目的センター
91 高山南商工会
☎0577‑52‑3460
92 多治見商工会議所 岐阜県多治見市新町1‑23
☎0572‑25‑5000
静岡県湖西市新居町新居3380‑8
93 新居町商工会
☎053‑594‑0634
94 川根本町商工会 静岡県榛原郡川根本町上長尾773‑1
☎0547‑56‑0231

東海・北陸エリア

北海道・東北エリア

1 きたみ市商工会 北海道北見市端野町端野238番地 5
☎0157‑56‑3000
北海道紋別郡湧別町中湧別中町3020番地の 1 湧別町文化センターTOM内
2 湧別町商工会
☎01586‑2‑2278
北海道上川郡鷹栖町南 1 条 1 丁目1‑26
3 鷹栖町商工会
☎0166‑87‑2210
北海道足寄郡陸別町字陸別原野基線69番地 1
4 陸別町商工会
☎0156‑27‑3161
北海道有珠郡壮瞥町字滝之町286番地56
5 壮瞥町商工会
☎0142‑66‑2151
6 栗山商工会議所 北海道夕張郡栗山町中央2‑1 くりやまカルチャープラザ｢Eki｣内
☎0123‑72‑1278
7 美幌商工会議所 北海道網走郡美幌町字仲町1‑44 美幌経済センター
☎01527‑3‑5251
8 洞爺湖町商工会 北海道虻田郡洞爺湖町本町58番地
☎0142‑76‑2311
9 室蘭商工会議所 北海道室蘭市海岸町1‑4‑1 むろらん広域センタービル 2 階
☎0143‑22‑3196
10 稚内商工会議所 北海道稚内市中央 2 丁目 4 番 8 号
☎0162‑23‑4400
11 小樽商工会議所 北海道小樽市稲穂2‑22‑1 小樽経済センタービル 3 階
☎0134‑22‑1177
12 青森商工会議所 青森県青森市新町1‑2‑18
☎017‑734‑1311
青森県三戸郡五戸町字新町24‑1
13 五戸町商工会
☎0178‑62‑3151
岩手県二戸郡一戸町一戸字砂森119番地 3 一戸町商工会館
14 一戸町商工会
☎0195‑33‑2354
岩手県遠野市新穀町 6 番 1 号あすもあ遠野
15 遠野商工会
☎0198‑62‑2456
岩手県紫波郡矢巾町大字南矢幅第 8 地割261番地
16 矢巾町商工会
☎019‑697‑5111
17 八幡平市商工会 岩手県八幡平市大更第35地割63番地85
☎0195‑76‑2040
18 みやぎ北上商工会 宮城県登米市中田町宝江黒沼字大海崎 6 商工会館
☎0220‑34‑3255
19 栗駒鶯沢商工会 宮城県栗原市栗駒岩ケ崎下小路11‑1
☎0228‑45‑2191
宮城県多賀城市伝上山 3 丁目1‑12
20 多賀城・
七ヶ浜商工会
☎022‑365‑7830
21 若柳金成商工会 宮城県栗原市若柳字川南南大通1‑1
☎0228‑32‑3100
宮城県加美郡加美町字西田一番18番地の 1
22 加美商工会
☎0229‑63‑2734
23 利府松島商工会 宮城県宮城郡利府町中央二丁目8‑3
☎022‑356‑2124
24 新庄商工会議所 山形県新庄市住吉町3‑8
☎0233‑22‑6855
山形県西置賜郡白鷹町大字荒砥乙555‑1
25 白鷹町商工会
☎0238‑85‑0055
福島県福島市松川町字中町35
26 松川町商工会
☎024‑567‑2265
福島県安達郡大玉村玉井字星内70
27 大玉村商工会
☎0243‑48‑3931
福島県福島市飯坂町字筑前12‑1
28 飯坂町商工会
☎024‑542‑3568
福島県石川郡平田村大字永田字広町58
29 平田村商工会
☎0247‑55‑2276
福島県南会津郡下郷町大字豊成字下モ6356
30 下郷町商工会
☎0241‑67‑3135
31 富久山町商工会 福島県郡山市富久山町福原字福原2‑2
☎024‑923‑0896
福島県伊達郡国見町大字藤田字南20
32 国見町商工会
☎024‑585‑2280
茨城県久慈郡大子町池田2732‑3
33 大子町商工会
☎0295‑72‑0191
34 石岡市八郷商工会 茨城県石岡市柿岡2009‑3
☎0299‑43‑0247
栃木県那須郡那須町大字寺子丙 4 ー93
35 那須町商工会
☎0287‑72‑0231
栃木県芳賀郡益子町大字益子2044‑1
36 益子町商工会
☎0285‑72‑2398
37 那須烏山商工会 栃木県那須烏山市金井2‑5‑11
☎0287‑82‑2323
38 那珂川町商工会 栃木県那須郡那珂川町馬頭116‑5
☎0287‑92‑2249
39 にのみや商工会 栃木県真岡市久下田848‑5駅前どんとこい広場内
☎0285‑74‑0324
栃木県下都賀郡野木町丸林384‑4
40 野木町商工会
☎0280‑55‑2233
41 しぶかわ商工会 群馬県渋川市吹屋384渋川市子持行政センター 2 階
☎0279‑23‑8845
42 沼田市東部商工会 群馬県沼田市白沢町高平153‑1
☎0278‑53‑2978
群馬県甘楽郡甘楽町大字小幡183
43 甘楽町商工会
☎0274‑74‑3311
44 長野原町商工会 群馬県吾妻郡長野原町大字長野原37‑2
☎0279‑82‑2208
45 前橋東部商工会 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
46 昭和村商工会
☎0278‑23‑2918

関東・甲信越エリア

商工会・商工会議所 問い合わせ一覧

160 大野城市商工会
161 福岡商工会議所
162 桂川町商工会
163 久山町商工会
164 八女市商工会
165 北九州商工会議所
166 東長崎商工会
167 南島原市商工会
168 唐津上場商工会
169 佐賀市南商工会
170 合志市商工会
171 菊池市商工会
172 玉東町商工会
173 菊陽町商工会
174 八代商工会議所
175 水上村商工会
176 御船町商工会
177 中津市しもげ商工会
178 高千穂町商工会
179 延岡商工会議所
180 日南商工会議所
181 垂水市商工会
182 与論町商工会
183 徳之島町商工会
184 屋久島町商工会
185 南九州市商工会
186 西之表市商工会
187 うるま市商工会
188 伊是名村商工会
189 竹富町商工会
190 名護市商工会

島根県大田市大田町大田イ309‑2
☎0854‑82‑0765
島根県鹿足郡津和野町後田ロ187
☎0856‑72‑3131
岡山県和気郡和気町尺所 2
☎0869‑93‑0522
岡山県岡山市南区藤田564‑131
☎086‑296‑0765
岡山県浅口市鴨方町鴨方2244‑8
☎0865‑44‑3211
広島県竹原市中央5‑6‑28
☎0846‑22‑2424
広島県広島市安芸区中野五丁目20‑3
☎082‑892‑0873
広島県世羅郡世羅町西上原121‑5
☎0847‑22‑0529
広島県広島市佐伯区五日市中央四丁目15‑3
☎082‑923‑4138
山口県岩国市美川町四馬神1310― 4
☎0827‑76‑0100
山口県柳井市神代4830
☎0820‑45‑2414
徳島県板野郡松茂町広島字東裏32‑5
☎088‑699‑3574
徳島県美馬市脇町大字脇町字北島1265‑1
☎0883‑53‑7393
徳島県那賀郡那賀町延野字王子原31‑1
☎0884‑62‑0183
徳島県吉野川市山川町翁喜台117
☎0883‑42‑5642
愛媛県越智郡上島町岩城1388番地商工会館
☎0897‑75‑3074
香川県観音寺市大野原町大野原1967番地 3
☎0875‑54‑2159
福岡県大野城市瓦田2‑6‑12
☎092‑581‑3412
福岡県福岡市博多区博多駅前2‑9‑28
☎092‑441‑1110
福岡県嘉穂郡桂川町大字土師2158‑3
☎0948‑65‑0020
福岡県糟屋郡久山町大字久原1064‑11商工会館 2 階建
☎092‑976‑1024
福岡県八女市黒木町今1314‑1八女市役所黒木支所
☎0943‑42‑0153
福岡県北九州市小倉北区紺屋町13‑1 毎日西部会館 2 階
☎093‑541‑0181
長崎県長崎市矢上町20‑27
☎095‑839‑8866
長崎県南島原市口之津町丁5611‑7
☎0957‑76‑1500
佐賀県唐津市鎮西町名護屋1801
☎0955‑82‑3826
佐賀県佐賀市諸富町大字為重529‑5佐賀市産業振興会館1F
☎0952‑47‑2590
熊本県合志市御代志1842
☎096‑242‑0733
熊本県菊池市隈府884‑1商工会館
☎0968‑25‑1131
熊本県玉名郡玉東町上木葉398‑1商工会館
☎0968‐85‐2174
熊本県菊池郡菊陽町久保田2816菊陽町商工会館
☎096‑232‑2757
熊本県八代市松江城町6‑6 八代商工会館
☎0965‑32‑6191
熊本県球磨郡水上村岩野158‑2商工会館
☎0966‑44‑0073
熊本県上益城郡御船町御船923商工会館
☎096‑282‑0322
大分県中津市耶馬溪町大字柿坂102番地 1
☎0979‑54‑2073
宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井1099‑1
☎0982‑72‑2350
宮崎県延岡市中央通3‑5‑1
☎0982‑33‑6666
宮崎県日南市園田2‑1‑1
☎0987‑23‑2211
鹿児島県垂水市旭町32‑2
☎0994‑32‑0225
鹿児島県大島郡与論町大字茶花2323‑1商工会館
☎0997‑97‑2113
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
鹿児島県熊毛郡屋久島町宮之浦288‑1商工会館
☎0997‑42‑0159
鹿児島県南九州市川辺町平山6978商工会館
☎0993‑56‑0247
鹿児島県西之表市栄町 2 番地種子島産業会館
☎0997‑23‑1141
沖縄県うるま市勝連平安名2884番地の 1
☎098‑978‑3168
沖縄県島尻郡伊是名村字諸見565‑4
☎0980‑45‑2475
沖縄県石垣市美崎町1‑5名嘉ビル 2 階
☎0980‑82‑5616
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
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