2020年1月23日

商品企画ご担当者様

東北運輸局・（一社）東北観光推進機構共同主催

着地型旅行商品説明会のご案内
着地型コンテンツプラットフォーム構築・情報発信事業
テーマ別コンテンツ造成及び東北ブランド形成事業 共同事務局
（株式会社リクルートライフスタイル
担当:田辺・畑中）
貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
この度、東北観光推進機構の「着地型コンテンツプラットフォーム構築・情報発信事業」、東北運輸局の
「テーマ別コンテンツ造成及び東北ブランド形成事業」におきまして、東北６県と新潟県のインバウンド観光
客向けの新たな着地型旅行商品を、旅行会社様向けに紹介させていただく説明会を開催いたします。各
商品の担当者（DMO）や事業者より、旅行会社様に商品説明を行わせていただきます。お誘いあわせの
上、ご参加いただけますと幸いです。下記詳細をご一読いただき、お申込み下さい。
宜しくお願い申し上げます。
記
◆日時:2020年２月２８日（金）１３:００～１７:００（開場１２:３０）
2020年３月１８日（水）１３:００～１７:００（開場１２:３０）
※各日程紹介するコンテンツが異なります。
◆場所:TKP赤坂駅カンファレンスセンター[13階] ホール13B
【住所:東京都港区赤坂２丁目14-27 国際新赤坂ビル 東館 13F/14F】
◆内容:各社様が造成するツアー商品の中にコンテンツを盛り込んでいただけるよう、商品担当者
（DMO）やコンテンツ提供事業者より、商品説明を実施します。
◆参加DMO・事業者:現在調整中
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
参加お申込書

※下記必要事項をご記入の上、FAXにてご返信ください。

参加日程: 2020年２月２８日（金）・ 2020年３月１８日（水） ・ 両日
貴社名:＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 参加者代表者名:＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 人数:＿＿名
御連絡先:＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ メールアドレス:＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

返信期限:2020年2月21日（金） FAX番号:03-6834-8628
お問い合わせ:

着地型コンテンツプラットフォーム構築・情報発信事業・テーマ別コンテンツ造成及び東北ブランド形成事業
共同事務局（株式会社リクルートライフスタイル担当:田辺・畑中）

TEL:03-6835-6477（平日10～18時） E-mail:tohoku_contents@waku-2.c
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コンテンツ名
北東北バックカントリーデイガイドツアー
MTB マウンテンバイクツアー
三陸ジオパークでグランピング!海と山の幸でBBQ
とって置きの氷瀑・スノーシュートレッキング
彩花園いちご狩り
化石の発掘体験
安比塗り絵付け体験
炭鉱遺産を巡る（ヘリテージツーリズム）
酒蔵「わしの尾」 蔵見学と「たま割り体験」
かまぼこ作り体験
自然と人と動物が共生する里山の循環を体験
ガイドと歩く八幡平トレッキング
八幡平雪の回廊と残雪スノーシュートレッキング
丘の上に立つ武家風屋敷で
★神秘の絶景を見に行こう!安比高原発 ドラゴンアイツアー
八幡平ドラゴンアイと早春の高山植物トレッキング
茂庭っ湖カヤック(カヌー)ツアー
白神こだま酵母パンづくりと里山いきもの探し
酒場タクシー
e-Bike・Road bikeレンタサイクル＆Guided Cycling Tour 男鹿半島
だまこ鍋作り体験
「サンドクラフトｉｎみたね」の見学＆ミニ砂像制作体験!
じゅんさい摘み採り&「とてもしょっぱい温泉」入浴体験
白神紅葉さんぽとなべっこ遠足
秋田犬ふれあい体験
夏の白神は沢歩き～世界遺産からの清流を歩いてみよう～
東北岩手・伝統文化と紅葉（和菓子体験付き）
弘前公園スマートグラスガイドツアー
東北の郷土芸能体験鑑賞プログラムー岩手・釜石編ー
どんぐりとやまねこ号
はなまきフォトジェニックツアー
宿場の雛まつり号
張り子人形・三春駒絵付け体験
造り酒屋の酒蔵と東北最古のクラフトウィスキー蒸溜所見学＆試
酒蔵見学
薄皮饅頭手づくり体験
神秘の湖を五感で味わう十和田湖カヌーツアー
３日間流鏑馬集中レッスンパック
三陸ジオパークで 「あさSUP＆小型定置網見学」 ツアー
漁具屋見学
ナイトクルーザー号で行く「樹氷幻想回廊」ツアー
斎館で食べる精進料理と昇殿参拝
氷屋探検
ゴンドラで行く森吉山
善寶寺での禅体験
古澤酒造 酒造見学・そば打ち体験
お寺でボードゲーム
縁結びの神 熊野大社で巫女体験
小林農園ブルーベリー狩り体験
甦る旅（よみがえるたび）
ながい黒獅子まつり体験 手ぶらでわっしょい!
里芋掘り体験 【1ｋｇの里芋お持ち帰り】
いいで雪まみれクーポン 農家レストランエルベ Aプラン
いいで雪まみれクーポン しらさぎ荘プラン
いいで雪まみれクーポン ホテルスロービレッジ1泊2食プラン
チャンネルジャーニー～ホワイトフィールド～
プレミアムチャンネルジャーニー～スノーモービルランド鷲倉～
最上川舟下りと芋煮会
番楽鑑賞とシェーネスハイム金山
雪国ワンダーランド
大蔵わさび収穫体験・加工体験

※その他多数有り
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「2020年復興オリンピック・パラリンピックと連動した東北観光キャンペーン」プログラム（案）
№

1

提出者

DEGAM鶴岡ツーリズムビューロー

県

山形

プログラムタイトル

一般社団法人DEGAM鶴岡ツーリズムビューロー
土岐秀太郎
0235－26－1218
toki.shutaro@degam.jp

【曹洞宗三大祈祷所・龍澤山善寳寺】
1泊2日禅寺修行体験／坐禅・精進料理体験

鶴岡の天神祭は老若男女の別なく、派手な花模様の長襦袢に角帯を締め、尻をからげ、手ぬぐいと編み笠で顔を隠し、手に杯と徳利を持
ち、無言で酒を振舞います。学問の神様といわれる菅原道真公を祀る鶴岡天満宮のお祭りで、その昔、道真公が京都から九州太宰府に配
流される時、道真公を慕う人々が時の権力をはばかり、姿を変え顔を隠して密かに酒を酌み交わし、別れを惜しんだという言い伝えに由来し
た祭りで、全国に数ある天神祭りの中でも他所では見られない鶴岡のみの奇祭です。通称「化けものまつり」として呼ばれ、当日は、子供や
大人など様々な化けものが、市の中心部を歩きまわります。化けもの姿で3年間誰にも知られずにお参りができると、念願がかなうといわれ
ています。（宵祭…5／24、本祭…5／25）

一般社団法人DEGAM鶴岡ツーリズムビューロー
土岐秀太郎
0235－26－1218
toki.shutaro@degam.jp
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3

インアウトバウンド仙台・松島

宮城 春の桜・遊覧ヘリツアー

宮城

プログラムに関わる問合せ窓口

1100年以上の歴史を持つ信仰の場、海の守護・龍王（龍神）を祀る龍澤山善寳寺。神奈川県南足柄市の最乗寺、愛知県豊川市豊川西町の
妙厳寺とともに曹洞宗三大祈祷所の一つに数えられる名刹です。そんな善寳寺では、禅の精神に触れることができます。
曹洞宗三大祈祷所の一つに数えられる名刹
〇1泊2日禅寺修行体験…上山後解散するまでの間、修行僧と同じ生活を送り禅僧のそのままの日常を体験
で、禅の精神に触れることができます。
〇坐禅・精進料理体験…座禅修行の後、修行僧と同じ一汁一菜を作法に則って食べます

山形

インアウトバウンド仙台・松島

特別感・アピールポイント

化けものまつり・天神祭

DEGAM鶴岡ツーリズムビューロー

4

プログラム概要

鶴岡を代表する祭りの1つである同まつりに参
加いただけます。
化けもの衣装を無料貸し出しいたします（※着
付けもサポートいたします）。

日本の桜は海外でもファンが多く、毎年沢山の観光客が訪れます。ヘリコプターで空からのお花見をするツアー。仙台市内から離陸し、蔵王
の山々を抜け、『お釜』上空を遊覧します。その後は小河原の『一目千本桜』を空からお花見。
無し
特別な春の思い出のひと時に。
ガイド：日本語、英語、中国語、他言語ガイド要相談

株式会社インアウトバウンド仙台・松島
西舘 保宗
022-302-7430
tours@inoutbound.co.jp

宮城の美味しい食材を使ったクッキングツアー。伊豆沼の美しい内沼蓮祭りをガイドと観光し、東北の旬で体にも自然にも優しい『精進料理』
のコースランチ付き。食を通して日本の伝統や文化を体験します。食材には市場に出荷するにはサイズの小さすぎたものや形が規格外の
サステナブルクッキングツアーin 伊豆沼/Sustainable
『美味しいのにもったいない』野菜を残すことなく利用するサステナブルクッキングです。ランチの後はご当地の道の駅での食材のショッピング 無し
Kitchen in Izunuma
ツアー付き。
ガイド：日本語、英語、中国語、他言語ガイド要相談

株式会社インアウトバウンド仙台・松島
西舘 保宗
022-302-7430
tours@inoutbound.co.jp
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七ヶ宿町（宮城県経由）

宮城

日本の原風景～ホタル観賞～

宮城県七ヶ宿町は人口約1400人の山奥にある小さな町で、豊かな自然が残っている場所です。廃校となった小学校を改修した宿泊施設「街
道ＨＯＳＴＥＬおたて」近辺では、七ヶ宿の大自然を味わうことができます。体験できる内容は ①近くの小川で清流体験(無料)
②夏野菜収穫体験(無料) ③天気が良ければホタル観賞体験(無料) ※ホタル観賞ポイントまではお客様の車が必要
④地場産のそば粉を用いたそば打ち体験(一人1500円) ⑤おたて敷地内バーベキュー(一人2500円) など
基本宿泊料金（朝・夕食付）7000～8500円+体験料となります。
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青森市（青森県経由）

青森

浅虫温泉ＳＵＰツアー

ガイドと一緒に浅虫の穏やかな海を散歩できる水上アクティビティ。浅虫温泉の島周辺など、普段見ることができない景色が楽しめます。
所要時間：2時間 対象：高校生以上
料金：1名 5,500円（機材+ライフジャケットレンタル料、保険料込み）※オプションでウェットスーツあり 2,200円
服装：全身ぬれてもよい服装、かかとの固定できるサンダルかマリンシューズ

浅虫温泉カヤックツアー

ガイドと一緒にシットオンタイプのシーカヤックに乗り、浅虫の穏やかな海を散歩できる水上アクティビティです。浅虫温泉の島周辺など、普段
見ることができない景色が楽しめます。
4-Ride（フォーライド）
2020年限定訪日外国人にはゆ～さ浅虫展望
所要時間：2時間 対象：高校生以上、タンデムで同乗時のみ小学生以上も可
電話：017-718-8557
浴場「はだか湯」入浴券をプレゼント
料金：シングルカヤック １名 5,500円 タンデムカヤック 2名 7,700円（機材+ライフジャケットレンタル料、保険料込み）
Eメール：northwind.4ride@gmail.com
服装：全身ぬれてもよい服装、かかとの固定できるサンダルかマリンシューズ

引き馬＆ふれあい体験

馬に乗り、ガイドが馬を引き、敷地周辺を散策します。普段見ることができない馬上からの景色を楽しめます。その後にふれあい体験（エサや
り＆馬の手入れ）もできます。
4-Ride（フォーライド）
2020年限定訪日外国人にはゆ～さ浅虫展望
所要時間：20分 対象：３歳以上 ただし、体重は90㎏以下
電話：017-718-8557
浴場「はだか湯」入浴券をプレゼント
料金：１名 2,200円（引き馬、ヘルメット及びプロテクターレンタル料、ふれあい体験、保険料込み）
Eメール：northwind.4ride@gmail.com
服装：動きやすくて多少汚れても良いもの。夏でもスカート、短パン、キャミソール等は避ける。サンダルやヒール等はご遠慮ください。
約３００年の伝統があるまつりの迫力を観覧
できるのは夏のまつり時期だけです。有料観 弘前観光コンベンション協会
覧席をご利用の場合は青森県産りんごジュー メール hirokan5@jomon.ne.jp
ス・ねぷたうちわ・ひろさきのガイドブックが付 電話 +81-172-37-5501
きます。
青森県弘前市国際広域観光課
りんご生産量日本一の弘前市では、8月～11
平野家隆
月中旬まで長期間にわたりおいしいりんごの
0172-40-7017
収穫を体験いただけます。
iet-hirano@city.hirosaki.lg.jp
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青森市（青森県経由）

青森市（青森県経由）

青森

青森

１．日本でも数少ないホタル観賞ができる町で
す。日本の原風景を感じることができます。
２．県内屈指の清流が流れており、東北の里
山を体験できます。

株式会社くらし研究所
泉田 敦
0224-26-8877
izumida@shichikashuku-miyagi.co.jp

4-Ride（フォーライド）
2020年限定訪日外国人にはゆ～さ浅虫展望
電話：017-718-8557
浴場「はだか湯」入浴券をプレゼント
Eメール：northwind.4ride@gmail.com
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弘前市（青森県経由）

青森

弘前市ねぷたまつり

三国志や水滸伝などの武者絵を題材とした大小約80台の勇壮華麗なねぷたが、城下町弘前を練り歩く夏まつりを観覧いただきます。
8/1～8/6：料金：大人2,000円（有料観覧席）
※※混雑状況によるが、運行コース沿いの歩道での無料観覧も可能。
8/1～8/4は大太鼓の試し打ちも体験できます。（時間・人数の制限あり）
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弘前市（青森県経由）

青森

りんご生産量日本一 弘前市のりんご収穫体験

りんご生産量日本一を誇る弘前市。弘前市りんご公園でりんごの収穫を体験いただきます。
対象期間：8月～11月中旬 （参考料金）1kg330円(収穫したりんごを量り、お買い上げいただきます。)
団体：要予約(10名様以上)
※収穫時期や品種によっては、収穫個数に制限がある場合もございます。
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階上町（青森県経由）

東北地方の住民に出会え、地域の伝統・歴 階上町役場 産業振興課
平成30年5月にオープンした「はしかみハマの駅あるでぃ～ば」を拠点に、周辺のみちのく潮風トレイルルートや浜の町並みを散策します。東 史・文化等について教えてもらえるツアーであ ニコラス・スワンソン
青森 Explore the Hashikami Coast from Seaside Station Aldiva!
日本大震災の影響・復興についての案内、また、階上の浜の暮らしぶりを存分に体験できます。
る。町特産品のふのりドーナツのお土産特典 0178-88-2875
付き。
nicholas_s@town.hashikami.lg.jp
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階上町（青森県経由）

青森 Traditional Soba-making in Hashikami Town

階上町役場 産業振興課内
階上早生階上そば拠点施設わっせ交流センターでそば打ち体験を実施中。英語ガイドと一緒にそば打ちを体験し、打ったそばをその場で食 地域の伝統料理を体験し、体験を通して地域 ニコラス・スワンソン
べることができます。
の文化・歴史等が体感できる。
0178-88-2875
nicholas_s@town.hashikami.lg.jp
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階上町（青森県経由）

青森 Explore the Southern Hashikami Coast

太平洋を眺めながら階上海岸の歴史・文化などについて英語で案内します。JR八戸線に乗りながら、素敵な風景を体験できます。

階上町役場 産業振興課
東北地方の住民に出会え、地域の伝統・歴
ニコラス・スワンソン
史・文化等について教えてもらえるツアーであ
0178-88-2875
る。町特産品のお土産特典付き。
nicholas_s@town.hashikami.lg.jp

14

田村市（福島県経由）

福島

はるかな時が創りあげた幻想美の世界、「あぶくま洞」は、全長600ｍの鍾乳洞で、種類と数の豊富さでは、東洋一と言われています。
この度、訪日外国人向けに、通常1,200円の入場料が、600円になるスペシャルキャンペーンを実施します。
（中学生800円が400円、小学生以下600円が300円になります。）

あぶくま洞
2020年限定価格入場料600円（通常は、1,200
0247-78-7125
円）
Eメール：info@abukumado.com

あぶくま洞入場料 ５０％ｏｆｆキャンペーン
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「2020年復興オリンピック・パラリンピックと連動した東北観光キャンペーン」プログラム（案）
№

プログラム概要

特別感・アピールポイント

秋田 ebike(電動自転車)de乳頭温泉まるごとツアー

日本の秘湯で知られる秋田県・仙北市の「乳頭温泉郷」３００年の歴史を育む温泉郷と美しいブナの森を電動自転車で巡ります。ツアーは英
語ガイド付きで、途中各お宿に立ち寄り、温泉の泉質や歴史について学んだり、十和田八幡平国定公園内にある温泉郷ならではの自然につ
いてのお話を聞いたりしながらの楽しいツアーです。
*天然水で淹れるコーヒーと温泉卵付。
*電動自転車で乳頭温泉郷をめぐることができるのはこのツアー参加者のみ
*英語のガイド付きツアーはこのツアーのみです。
ebike（電動アシスト付き自転車）に飛び乗って、地元・秋田のガイドが乳頭温泉郷の素晴らしい自然をご案内。ツアーは2時間程度。
休暇村乳頭温泉郷をスタートし、美しいブナの森を抜けるとそこには新緑の美しい感動の世界が待っています。いくつかの温泉に立ち寄りな
がら温泉文化を学びます。（入浴はしない）十和田八幡平国立公園に位置する乳頭温泉郷ならではの自然を体いっぱいに感じて、100%天然
の温泉を利用した足湯を体験し、最後にはブナの森でコーヒーをいただきます。電動アシスト付き自転車は原付バイクのようなものではあり
ません。基本的には自転車であって、そこに電動のペダルアシストがついているだけですので、特別なスキルや免許は不要です。自転車で
進む速さはゆっくりですので、景色も堪能できます。途中で立ち止まり写真を撮る時間や乳頭温泉郷について説明する時間も設けます。我々
のebikeツアーは乳頭温泉郷を堪能する最高のツアーに間違いありません。

【特別感】「じゃらん人気温泉地ランキング２０
２０」
一度は訪れたいあこがれの温泉地「乳頭温泉
郷」が1位を獲得、また「外国人がはるばる
やってくる本当に満足！日本最高の温泉地」
にて１位を獲得。今、国内外の旅行客より大
注目の乳頭温泉郷です。乳頭温泉郷の魅力
は温泉宿だけに留まらず、その歴史や自然環
境、それぞれの温泉の違いなど興味深いこと
ばかり。そんな乳頭温泉郷をまるごと案内して
くれるツアーはこのツアーしかありません。ま
た、温泉毎が離れているため電動自転車で効
率よく且つ爽快に巡るこのツアーは参加する
価値ありです。
【お得感】乳頭温泉郷 妙乃湯 日帰り入浴券
（通常大人８００円）
Nyuto Onsen Taenoyu day-spa ticket

秋田 わらび座日本文化体験と角館武家屋敷散策

伝統芸能を大事にした舞台づくりが特色の日本を代表する「劇団わらび座」の本拠地である「あきた芸術村」は角館駅から車で約7分、700席
の劇場を始め、8年連続世界一のクラフトビール工場併設の「田沢湖ビールレストラン」、温泉宿泊施設、国際線ファーストクラス採用のブ
訪日外国人向けのスペシャルセット料金を設
ルーベリー狩りが出来る農園、木工、陶芸体験が出来る「森林工芸館」を展開しています。サムライ体験を始め、日本の舞台衣装で写真体
定します。
験、東北の踊り体験、和楽器体験、陶芸体験等、ここでしか体験できない日本文化体験を満喫した後、角館武家屋敷周辺の観光施設とタイ
アップし角館武家屋敷周辺の散策をする。

わらび座（秋田県経由）

秋田 あきた芸術村 日本文化体験2020キャンペーン

伝統芸能を大事にした舞台づくりが特色の日本を代表する「劇団わらび座」の本拠地である「あきた芸術村」は角館駅から車で約7分、700席
の劇場を始め、8年連続世界一のクラフトビール工場併設の「田沢湖ビールレストラン」、温泉宿泊施設、国際線ファーストクラス採用のブ
ルーベリー狩りが出来る農園、木工、陶芸体験が出来る「森林工芸館」を展開しています。
サムライ体験を始め、日本の舞台衣装で写真体験、東北の踊り体験、和楽器体験、陶芸体験等、ここでしか体験できない日本文化体験が満
喫できます。

訪日外国人向けのスペシャルセット料金を設
定します。
・あきた芸術村施設内に限り2020年限定の通
常価格の20％引き。
・2020年限定の特別お土産付。
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わらび座（秋田県経由）

あきた芸術村
秋田
日本文化体験2020夏キャンペーン

伝統芸能を大事にした舞台づくりが特色の日本を代表する「劇団わらび座」の本拠地である「あきた芸術村」は角館駅から車で約7分、700席
の劇場を始め、8年連続世界一のクラフトビール工場併設の「田沢湖ビールレストラン」、温泉宿泊施設、国際線ファーストクラス採用のブ
ルーベリー狩りが出来る農園、木工、陶芸体験が出来る「森林工芸館」を展開しています。宿泊者には東北の祭りや伝統芸能の15分ほどの
ロビーステージ、夜は8月8～13日は30分ほどのナイトステージが楽しめる。その他サムライ体験を始め、日本の舞台衣装で写真体験、東北
の踊り体験、和楽器体験、陶芸体験等、ここでしか体験できない日本文化体験が満喫できます。
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男鹿市（秋田県経由）

秋田 ＺＥＮ ＭＩＮＤＦＵＬＮＥＳＳ

１．コース紹介
（１）座禅体験（椅子座にも対応可、座禅を写経・写仏に変更可） （２）寺院、庭園拝観（本堂、龍王堂鐘つき体験）
（３）住職講話（お茶、お茶菓子を頂きながら聴講）
２．所要時間／1時間30分程度 ３．受講料／２，０００円（税込／一人）
４．備考／完全予約制

訪日外国人向けのスペシャルセット料金を設
定します。
・あきた芸術村施設内に限り2020年限定の通
常価格の20％引き。
・2020年限定の特別お土産付。
・通常別途料金をいただいているご朱印（また
は書置き）をサービス
※ご朱印帖を持参の方はご朱印。ご朱印帖
のない方は書置きを提供
・旅の安全祈願に交通安全お守りステッカー
を配布
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遠野市観光推進協議会（岩手県経
由）

岩手 MTBで巡る遠野御朱印の旅

日本文化を深く理解し、地方ならではの自然を満喫しながら、自転車で楽しみたいお客様に最適なツアーをご用意致しました。
寺や神社を巡って、東北の神秘的なパワーを御朱印帳として持ち帰ってみませんか？
概ね3時間 ＠8,250円
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遠野市観光推進協議会（岩手県経
由）

岩手 産地で直取り！山葵収穫体験

和食に欠かせないワサビを簡単には辿り着けない、東北随一の産地である山葵田までご案内し、ご自身で収穫。市内飲食店に移動し、ワサ
1.移動はガイド付きタクシーで不便無し。
ビ尽くしの和御膳を食しながら、自身で根山葵をすりおろして実食して頂くガイド付きツアー。
2.根山葵1本とすりおろし器はお持帰り
お一人様11,400円
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星野リゾート青森屋（青森県経由）

青森

季節の馬車～花より団子馬車～

春の公園巡り馬車。公園へ進んでいくと、もん 星野リゾート 青森屋
馬車に揺られながら公園内を1周します。郷土菓子の「じゅね餅」を炉端で炙り、じゅね味噌をたっぷり塗ってお楽しみください。木々や花が芽 ぺ娘が郷土菓子「じゅね餅」をお届けします。 予約手配ユニット
吹く公園を馬車で巡ることができます。
炉端で炙り、じゅね味噌をたっぷり塗ってお楽 0178-51-1116
しみください。
reserve@noresoreaomoriya.jp
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星野リゾート青森屋（青森県経由）

青森

花見の宴馬車

青森を感じられる特別な花見イベント。お花見 星野リゾート 青森屋
1日1組限定で、津軽塗の馬車で行く「花見の宴（うたげ）馬車」を実施します。テーマは、青森の長い冬が終わり、待ち焦がれた春の訪れを喜
会場まで津軽塗の馬車でご案内。宴を盛り上 予約手配ユニット
ぶ宴です。津軽塗の馬車で公園を巡ります。花見の会場では、祭り囃子の生演奏、青森の花見に欠かせない食材を使用した「とげクリガニ御
げる祭り囃子、花見料理「トゲクリガニ御膳」 0178-51-1116
膳」を楽しめます。
や地酒をご用意します。
reserve@noresoreaomoriya.jp

24

星野リゾート青森屋（青森県経由）

青森

ローカル鉄道で青森日帰り列車旅

星野リゾート青森屋では、青い森鉄道とコラボレーションした、宿泊者様限定・電車往復きっぷ+嬉しい特典付きオトクな青森日帰り列車旅チ
ケットを発売します。ローカル電車に乗って、地元ならでは沿線風景や、ねぷたの家ワ・ラッセ見学などをお楽しみいただけます。

三沢駅⇔青森駅の往復切符+2大特典付の日
帰りチケット。ローカル線に乗り青森駅下車
後、ねぶた鑑賞やB級グルメを楽しみましょ
う。

星野リゾート 青森屋
予約手配ユニット
0178-51-1116
reserve@noresoreaomoriya.jp
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さんりく基金

岩手 サッパ船アドベンチャーズ

このツアーでは漁師が漁業で使用する小型漁船で三陸復興国立公園の断崖景観を楽しむプログラムです。
日本国内の「自然資源・海岸の部」で唯一の特Ａ級に格付けされた「北山崎」の岩穴を真下から仰ぎ見る高さ200mの断崖はまさに圧巻。

日本の現役漁師との触れ合いや、世界三大
漁場である三陸の海を体感できます

体験村たのはたネットワーク
taiken-tanohata@car.ocn.ne.jp
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さんりく基金

岩手

無数の養殖いかだや、無人島が浮かんでいます。その湾内を漁師さんの船でご案内。
漁師さんが実際に育てている山田産牡蠣・ホタテの養殖棚で牡蠣やホタテの生産現場を解説してもらいます。船上などで旬の海の幸（ホタ
テ、牡蠣、ホヤ）を召し上げれるオプションもあります。

日本の現役漁師との触れ合い。牡蛎、ホタテ
やまだワンダフルビューロー
など三陸を代表する海産物の生産現場を見
info@yamada-fc.org
学
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さんりく基金

岩手 碁石海岸穴通船

気分は地元の漁師！小型漁船で三陸復興国立公園の穴通磯などの島々を巡る碁石海岸満喫クルージング。迫力満点の波しぶきも楽しめ
ます。

日本の現役漁師との触れ合いや、世界三大
漁場である三陸の海を体感できます
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提出者

グローカルプロモーション（秋田県経
由）

わらび座（秋田県経由）

県

プログラムタイトル

漁師さんの船で行く山田湾クルーズ
養殖いかだ見学コース
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プログラムに関わる問合せ窓口

グローカルプロモーション株式会社
佐藤 奈央維
0187-44-2220
naoi@glocal-promotion.com

わらび劇場
今村 晋介
0187-44-3915
shinsuke@warabi.or.jp
わらび劇場
今村 晋介
0187-44-3915
shinsuke@warabi.or.jp
秋田県男鹿市観光文化スポーツ部観光課
伊勢谷 毅
0185-24-9141
kanko@city.oga.akita.jp

認定NPO法人 遠野山・里・暮らしネットワーク
1.ガイド付きでお参りから押印までをサポート コーディネーター 浅沼 亜希子
2.御朱印帳付きなので、初めての方も安心
0198－62－0601
tourism@tonotv.com
認定NPO法人 遠野山・里・暮らしネットワーク
コーディネーター 浅沼 亜希子
0198－62－0601
tourism@tonotv.com

碁石海岸インフォメーションセンター
0192-29-2359
goishi.info@sanriku-ofunato.or.jp

「2020年復興オリンピック・パラリンピックと連動した東北観光キャンペーン」プログラム（案）
№
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提出者

さんりく基金

県

岩手

プログラムタイトル

東日本大震災津波伝承館
いわてTSUNAMIメモリアル

プログラム概要

特別感・アピールポイント

プログラムに関わる問合せ窓口

東日本大震災津波伝承館は、先人に学び、東日本大震災津波の事実と教訓を世界中の人々と共有し、自然災害に強い社会を一緒に実現
することを目指します。津波災害を歴史的・科学的視点から紹介。 被災した実際の物、被災の現場をとらえた写真、被災者の声、記録など
を展示

東日本大震災津波伝承館いわてTSUNAMIメモリア
東日本大震災の歴史から復興までを学べま
ル
す。国営祈念・追悼施設や奇跡の一本松も園
0192-47-4455
内にあります
AJ0006@pref.iwate.jp
・その土地でしか感じられない音や香り、味わ
株式会社マイティ千葉重
い、ぬくもりで心まで満たしてくれる特別な旅。
022-725-5115
・東北の食・酒・人・風土を組み合わせた、さま
tourism@mytcompany.jp
ざまな体験が楽しめる。
・多彩な体験プログラムを掲載しており、旅行
（公財）仙台観光国際協会体験プログラム担当
者の趣味・ニーズに合った体験ができること。
022-302-5808
・「仙台ならでは」のプログラムも検索でき、想
Epro1000@sentia-sendai.jp
い出に残る時間を過ごすことができること。
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仙台市

宮城 東北・美酒と食のテロワージュ

『テロワージュ』とは「気候風土と人の営み」を表すフランス語「テロワール(terroir)」と「食とお酒のペアリング」、「結婚」を表すフランス語の「マ
リアージュ(mariage)」を組み合わせた造語です。
東北には豊富な山海の幸と多種多様な美酒、また豊かな自然と伝統文化、そしてあたたかな人々がいます。『東北・美酒と食のテロワー
ジュ』は東北の人・食・風景・文化の協奏を、旅を通して体感いただけます。
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仙台市

宮城 仙台旅先体験コレクション

仙台・宮城の豊かな自然や祭り、歴史・文化、スポーツ、食など、多様な資源を活用した体験プログラムを集めたウェブサイト「仙台旅先体験
コレクション」が2019年10月末にオープンしました。「まち歩き」「アクティビティ」「伝統文化」「食体験」など、様々なジャンルの体験プログラムを
幅広く掲載し、エリアやジャンル、キーワードで簡単に検索できます。
インバウンド向けに英語版を作成しているほか、今後は中国語（簡体字・繁体字）、韓国語、タイ語のサイトも整備する予定。

山形 伝統的な着物を着て米沢城跡を散策

二部式の簡単着物なので、気軽に短時間で
伝統的な織物「米沢織」の着物を着て、米沢城跡のお堀端や上杉神社境内を歩いてみませんか。
着付することができ、歴史的な景観を楽しみ
和庭では、江戸時代から続く伝統の織物「米沢織」の着付けを気軽に体験できるほか、和風カフェでは、米沢ならではのジェラートやそばがき
道の駅 米沢 総合観光案内所
ながら散策することができます。ドリンク付き
を使ったぜんざいなどをお楽しみいただけます。米沢織の着物で上杉神社周辺をそぞろ歩きをすれば、非日常感たっぷりの体験になります。
michinoekiy@yahoo.co.jp
のプランですので、カフェでドリンクを楽しめま
《米織・茶寮 和庭（なごみてい）》
す。
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上杉伯爵邸（山形県経由）
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