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“昇龍道プロジェクト”

インドネシアにミッション団を派遣し、
「昇龍道」の重点ルートの旅行商品造成を促します

「昇龍道」は、今年の6月に、広域観光周遊ルートの1つとして認定されたところですが、
今般、インドネシアへのミッション団の派遣にあわせ、中部北陸地域の9県3市（富山県、石
川県、福井県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、名古屋市、静岡市及び
浜松市）との協議の上で、次に掲げる6つの重点ルートを策定しました。
Dragon Route
Nostalgic Route
Jurassic Route
Platinum Alpine Route
Hiroshige’s Route
Ise Pilgrimage Route
各重点ルートのコンセプト、経路、主な観光資源、モデルコースは、別紙１のとおりで
す。
なお、重点ルートに関して、9県3市、民間主体等と連携して、ウェブサイト、ＳＮＳ、
紙媒体等による情報発信を充実させ、海外市場の旅行会社、メディア、ブロガー等に対し
て積極的にプロモーションするとともに、観光資源の磨き上げ、外国人受入環境の整備等
の強化を図って参ります。

差しあたっては、インドネシア市場へのプロモーションを図るために10月18日（日）か
ら21日（水）まで派遣する昇龍道ミッション団（団長：三田敏雄 昇龍道プロジェクト推進
協議会会長）が、現地の旅行会社等に対して、重点ルートを周遊する旅行商品の造成等を
促します。
昇龍道ミッション団派遣の概要は、別紙２のとおりです。

これら6つの重点ルートは、訪日外国人旅行者の増加を目指して、外国人の興味を喚起す
る印象的な名称、コンセプト、観光資源等を持った広域観光ルートづくりに関するPDCAサ
イクルを回す上で基本となる最初のP (Plan)となるものです。
当面、11月に外部有識者の意見を聴取し、必要があれば見直しを行うこととしています
が、その後も、海外市場からの反応、観光資源や外国人受入環境の整備の進捗状況等を踏
まえて、必要に応じて見直しを行い、さらなるブラッシュアップを図って参ります。

Dragon Route

別紙１

昇龍道の観光資源は、実に多様で豊かです。
ドラゴン・ルートは、能登半島を頭とする龍が
このエリア最大の都市の名古屋から天に昇っていく様子に見立てた
「昇龍道の象徴的なルート」と言える日本列島のまんなかを南北に横断するルートです。
名泉の誉れ高い下呂温泉や和倉温泉を楽しみつつ、
太平洋側から山岳地帯を経て日本海側へ抜け、
変化に富んだ自然、まち、食、文化を体験しましょう。

名古屋城

名古屋 オアシス２１、テレビ塔

明治村

関鍛冶伝承館

下呂温泉

高山・中橋

富山・富岩運河環水公園

高岡・国宝瑞龍寺

金沢・兼六園

観光列車「花嫁のれん」

和倉温泉

■ ４泊５日モデルコース
日程

行 程

宿泊先

１日目

出国 → 中部国際空港 → 名古屋［名古屋城、オアシス21・テレビ塔、大須商店
街・大須観音、トヨタ産業技術記念館、夕食［名古屋めし（ひつまぶし、味噌カツ、味噌
煮込みうどん、手羽先、きしめん など）］

２日目

名古屋 → 犬山［犬山城、明治村など］ → 関又は美濃［刀鍛冶伝承館、刃物会館、 高山
うだつの上がる町並み、和紙の里会館など］ → 郡上［郡上八幡博覧館など］ →
下呂［足湯めぐり、下呂温泉合掌村など］ → 高山［古い町並み、中橋、高山祭屋台
会館、飛騨民俗村「飛騨の里」、など］、夕食［飛騨牛、朴葉みそ、高山ラーメン など］

３日目

高山［朝市］ → 富山又は高岡［富岩運河環水公園、瑞龍寺、金屋町、高岡大仏な
ど］ 、夕食［富山湾鮨、薬膳料理 など］

富山

４日目

富山～北陸新幹線～金沢［兼六園、金沢城公園、ひがし茶屋街、金箔貼り体験、21
世紀美術館 など］ → 観光列車「花嫁のれん」 → 和倉温泉

和倉温泉

５日目

和倉温泉 → 輪島［朝市、キリコ会館 など］ → 能登里山空港 → 東京 → 帰
国

名古屋

Nostalgic Route
昇龍道の観光資源は、実に多様で豊かです。
ノスタルジック・ルートには、様々な「古きよき日本」が残っています。
サムライ文化の象徴である数々のお城やその城下町、
今も人が生活する古民家集落や宿場町、
そして、上高地に代表される美しい山、川、森。
それらは、訪れる人に「なつかしい」という気持ちを呼び起こします。
日本の心のふるさとを体験しましょう。

金沢・ひがし茶屋街

金沢城公園

高山古い町並み

世界遺産・白川郷

世界遺産・五箇山

上高地

松本・国宝松本城

長野・善光寺

妻籠宿

犬山城

熱田神宮

■ ４泊５日モデルコース
日程

行 程

宿泊先

１日目

出国 → 小松空港 → 金沢［兼六園、金沢城公園、ひがし茶屋街、金箔貼り体験、
近江町市場 など］、夕食［加賀懐石、寿司 など］

金沢又は
周辺の温泉

２日目

金沢 → 世界遺産五箇山/白川郷 → 高山［古い町並み、高山祭屋台会館、飛騨
民俗村「飛騨の里」、など］、夕食［飛騨牛、朴葉みそ 、高山ラーメン など］

高山市内

３日目

高山［朝市、新穂高ロープウェイ、奥飛騨温泉郷 など］ → 上高地・日本アルプス
→ 松本又は長野観光［国宝松本城、善光寺 など］

松本又は
長野

４日目

長野又は松本 → 戸隠流忍法ミュージアム → 妻籠宿・馬籠宿 → 犬山［犬山城、
明治村など］ → 名古屋［名古屋城、熱田神宮、大須商店街・大須観音 など］、→
夕食［名古屋めし（ひつまぶし、味噌カツ、味噌煮込みうどん、手羽先、きしめん な
ど）］

名古屋

５日目

名古屋都心部又はイオンモール常滑でショッピング → 中部国際空港 → 帰国

---

Jurassic Route
昇龍道の観光資源は、実に多様で豊かです。
ジュラシック・ルートには、恐竜の化石が多数出土する地区に
世界三大恐竜博物館の一つがあります。
1000万年以上も日本海の荒波に侵食されてできた奇岩が連なる東尋坊、
日本最大の湖でもある古代湖の琵琶湖などを巡って、
「古代のロマン」を感じとりましょう。
秋には、永平寺や湖東三山などの紅葉も楽しみましょう。

福井県立恐竜博物館

永平寺

東尋坊

あわら温泉

琵琶湖

長浜・黒壁スクエア

近江牛料理

湖東三山

養老の滝

金華山・岐阜城

名古屋・大須商店街

■ ２泊３日モデルコース
日程

行 程

宿泊先

１日目

出国 → 小松空港 → 福井県立恐竜博物館 → 永平寺 → 東尋坊 → 福井又
はあわら温泉 → 夕食［越前がに、越前そば など］

福井もしくは
あわら温泉

２日目

福井又はあわら温泉 → 長浜［黒壁スクエア、琵琶湖クルーズ など］ → 昼食［近
江牛］ → 湖東三山 → 彦根

彦根

３日目

彦根 → 養老の滝 → 岐阜［金華山・岐阜城、川原町古い町並み、ぎふ長良川鵜
飼（5～10月） など］ → 名古屋［名古屋城、大須商店街・大須観音、熱田神宮、名
古屋港水族館 など］ → 名古屋都心部又はイオンモール常滑でショッピング →
中部国際空港 → 帰国

---

Platinum Alpine Route
昇龍道の観光資源は、実に多様で豊かです。
プラチナ・アルペンルートでは、「3000メートル級の山々」が連なる中を
ケーブルカー、ロープウェイ、バス、トロリーバスなどを乗り継いで、
90キロメートルを横断しましょう。
4月中旬から11月末まで通行可能ですので、
春は「雪の壁」を、夏は涼しさを、秋は紅葉を楽しみましょう。
富山や長野のまちから眺める山々も美しいです。

雪の壁

黒部渓谷

称名滝

雨晴海岸からの立山連峰

宇奈月温泉の花火

宇奈月温泉

黒部峡谷トロッコ電車

立山ロープウェイ

室堂・みくりが池

黒部ダム

遊覧船ガルベ

■ ２泊３日モデルコース
日程

行 程

宿泊先

１日目

出国 → 東京国際空港 → 富山空港 → 富山［路面電車、雨晴海岸 など］ →
黒部渓谷（トロッコ電車） → 宇奈月温泉

宇奈月温泉

２日目

宇奈月温泉 → 立山黒部アルペンルート（ケーブルカー、ロープウェイ、バス、トロ
リーバス）［称名滝、室堂、黒部ダム、遊覧船ガルベ など］ → 大町温泉

大町温泉

３日目

大町温泉 → 長野［戸隠鏡池、善光寺 など］ → 北陸新幹線 → 東京 → 帰国

---

Hiroshige’s Route
昇龍道の観光資源は、実に多様で豊かです。
近世に、江戸と京都を結ぶ東海道の53の宿場町の様子を
浮世絵に描き、西洋の印象派の画家たちに影響を与えた「歌川広重」。
ヒロシゲ・ルートでは、戦乱の世に生き抜き、広重が生きた近世の日本に泰平を
もたらした徳川家康を含む3人の偉大なサムライゆかりの城や古戦場を訪れ、
近世の東海道に沿って走る新幹線や、ものづくり産業を体験しましょう。
また、世界遺産の富士山や比叡山延暦寺も楽しみましょう。

東海道広重美術館

世界遺産・比叡山延暦寺

国宝彦根城

関ヶ原古戦場・決戦地

名古屋おもてなし武将隊

岡崎城（徳川家康生誕の地）

リニア・鉄道館

トヨタ会館／トヨタ自動車工場見学

世界遺産・白糸の滝

世界遺産・富士山

富士山トレッキング

■ ３泊４日モデルコース
日程

行 程

宿泊先

１日目

出国 → 関西国際空港 → 京都 → 世界遺産・比叡山延暦寺 → 大津［琵琶湖
遊覧船］ → 彦根［彦根城］ → 関ヶ原古戦場 → 名古屋

名古屋

２日目

名古屋［名古屋城と名古屋おもてなし武将隊、リニア・鉄道館、オアシス21・テレビ塔、
トヨタ産業技術記念館 など］、夕食［名古屋めし（ひつまぶし、味噌カツ、味噌煮込み
うどん、手羽先、きしめん など）］ → 蒲郡温泉

蒲郡温泉

３日目

蒲郡温泉 → トヨタ会館・トヨタ自動車工場見学 → 岡崎［岡崎城、八丁味噌の郷
など］ → 浜松、夕食［うなぎ など］

浜松

４日目

浜松 → 静岡［東海道広重美術館］ → 浅間大社 → 世界遺産白糸の滝又は富
士山トレッキング（約2時間） → 東京 → 帰国

---

Ise Pilgrimage Route
昇龍道の観光資源は、実に多様で豊かです。
近世に人々が一生に一度は参拝したいと願った、神道のふるさと「伊勢神宮」。
１７００年頃には日本中から５００万人もの人々が歩いて伊勢へと旅をしました。
イセ・ピルグリミッジ・ルートは伊勢湾を船で渡る現代のルートです。
このルート周辺の地で、人々は海女文化を育み、真珠を養殖し、魚や貝をとり、
温暖な気候の下で、お茶や様々な花や果物を栽培しています。
豊かな海と温暖な気候がもたらす食や文化を体験しましょう。
2016年の伊勢志摩サミットは、こうした豊かな海に浮かぶ島で行われます。
また、忍者、ちびまる子ちゃんの起源も楽しみましょう。

伊勢神宮

海女小屋

真珠の養殖

伊勢湾フェリー

牧之原大茶園

フォーレなかかわね茶茗館

浜松フラワーパーク

伊良湖・メロン狩

志摩・英虞湾

伊賀流忍者博物館

ちびまる子ちゃんランド

■ ３泊４日モデルコース
日程

行 程

宿泊先

１日目

出国 → 富士山静岡空港 → 静岡［ちびまる子ちゃんランド、清水港クルージング、
三保の松原、日本平、久能山東照宮 など］ → 金谷又は川根［牧之原大茶園、
フォーレなかかわね茶茗館 など］ → 舘山寺温泉

舘山寺温泉

２日目

舘山寺温泉［はままつフラワーパーク、浜名湖サイクリング、かんざんじロープウェイ
など］→ 昼食（うなぎ） → 伊良湖岬、いちご狩（12～4月）・メロン狩（5～9月） →
伊勢湾フェリー → 鳥羽

鳥羽

３日目

鳥羽［海女小屋体験、ミキモト真珠島、鳥羽水族館 など］ → 志摩［賢島、志摩スペ
イン村 など］ → 伊勢［神宮、おはらい町・おかげ横丁 など］ → 名古屋
<< オプション： 鳥羽 → 伊賀流忍者博物館 → ナガシマリゾート（スパーランド、な
ばなの里、ジャズドリーム長島） → 名古屋 >>

名古屋

４日目

名古屋［名古屋城、名古屋港水族館、熱田神宮、トヨタ産業技術記念館、リニア・鉄道
館 など］ → 名古屋都心部又はイオンモール常滑でショッピング → 中部国際空
港 → 帰国

---

別紙２
ミッション団派遣の概要
団 長：昇龍道プロジェクト推進協議会会長 三田 敏雄
（中部経済連合会会長、中部広域観光推進協議会会長）
団 員：中部運輸局長 鈴木 昭久
高山市長 國島 芳明
東海市副市長 近藤 福一
名古屋鉄道（株）副社長 大西 哲郎
北陸経済連合会常務理事 小林 真
その他（自治体、観光関係団体、宿泊施設、交通事業者他）
（合計 ７６名）
行程：
表敬班①

表敬班②

航空会社

航空会社

（ｷｬｾｲﾊﾟｼﾌｨｯｸ航空）

（ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ航空）

１０月１９日

旅行会社

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ航空券販売代理店

（月）

（Ｇｏｌｄｅｎ Ｒama） ※１

協会（ASTINDＯ） ※２

在インドネシア

旅行代理店

日本大使館

（Ｐａｎｏｒａｍａ Ｔｏｕｒs） ※３

東アジア・アセアン経済研究

番組制作会社

センター（ERIA） ※４

（PT.Ｃｕｒｉｏ Ａｓｉａ） ※５

１０月２０日
（火）

実務班

現地旅行会社へ
のセールスコール
（２４社）

商談会

「昇龍道・愛知県合同」観光セミナー

表敬班①： 中経連三田会長、中部運輸局鈴木局長など１２名
表敬班②： 岐阜県高山市長、東海市副市長など９名
実務班 ： その他担当者 ４８名（６班体制）
表敬先は現時点ものであり、変更することがあります。
※１ インドネシアの中華系大手旅行会社８社の１つ
※２ インドネシアの航空券を販売する旅行会社の団体。インドネシア国内で旅行フェアを主催
※３ インドネシアで最大規模の旅行会社の１つ
※４ 東アジア経済統合の推進を目的として、政策研究・政策提言を行う国際的機関
※５ インドネシア初の日本紹介番組「Ｋｏｋｏｒｏ Ｎｏ Ｔｏｍｏ」の制作会社

セミナー概要等
愛知県と合同で観光セミナーを実施します。
セミナーの他、商談会、交流会、セールスコールを実施します。

場所 シャングリ・ラ ホテル ジャカルタ １階 スマトラ
住所 Kota BNI,JL..Jend.Sudirman Kav.1,Jakarta 10220
電話 （62/国番号)021 2922 9999

〔地図〕

