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4 地域資源の磨き上げと商品化に向けた取組 

1）ファーム・ヘルスケアツーリズム事業実績 

 

（1）事業実績の概要 

事業名 ファーム・ヘルスケアツーリズム事業 

再委託先 株式会社オリオンツアー 

所在地 〒103-0004 

東京都中央区東日本橋 3-10-6 平和東日本橋ビル 3階 tel 03-3664-1656 

代表者名 株式会社オリオンツアー 代表取締役社長 浅見 和晶 

事業の概要 ●モデルコース造成・モニターツアー企画実施 

20 代～30 代の女性をメインターゲットとして、女性の視点で観光素材を体験・

視察するモニターツアーの企画実施、モデルコース造成等を実施。 

●情報発信の手法の検討 

パンフレット、WEB等を活用し効果的な情報発信の手法についても検討を行う。 

事業の詳細と 

スケジュール 

①地域資源の抽出・磨き上げ、モデルツアー企画の実施 

1）モデルコース造成企画会議の実施 

①平成 27 年 8 月 3 日～4 日 東京にて帯広市役所・日本航空・オリオンツアー

の３者が参加して企画会議を実施 

②10 月上旬 オリオンツアー東京本社にて同社の企画担当者によるモニターツ

アーの検証及び次年度商品化へ向けた今後の進め方について企画会議を実施 

③平成 28 年 2 月 1 日 帯広市役所にて、帯広市観光課・オリオンツアー・JTB

担当者による次年度商品の企画会議を実施 

④平成 28 年３月 7 日 オリオンツアー東京本社にて同社の企画担当者と販促担

当者による企画及び販促展開に関する会議を実施 

2）モデルツアーの実施 

実施期間：平成 27年 9月 14日（月）～16日（水） 

実施内容：ファームツーリズム関連施設等の視察 

参 加 者：東京 7名・名古屋 1名・福岡 2名の計 10名 20代～30代女性モ

ニターが参加 

3）モニターツアー参加者による商品造成会議の実施 

①平成27年12月8日 オリオンツアー東京本社にて同社の企画担当者とモニタ

ーツアー参加者 3名による企画会議を実施 

②平成28年2月22日 オリオンツアー東京本社にて同社の企画担当者とモニタ

ーツアー参加者 3名による企画会議を実施 

4）次年度実施商品造成の実施 

・個人型ツアー商品造成 

商品内容：個人型ツアー催行時期：次年度６月～9月予定 

販売チャンネル：オリオンツアーのホームページ 

・上記商品の宣伝広告 PR 

媒体：パンフレット・WEB 

再委託金額 2,025,486円 
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（2）モニターツアーの実施 

ファームツーリズム モニターツアー 

2015.9.14-16 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                             

【十勝の基本知識】 

✓面積は東京都 5個分、新潟県、岐阜県に相当 

✓自給率約 1100％、農地の広さは神奈川県に相当 

✓主な温泉地は十勝川温泉、ぬかびら源泉郷、然別湖畔温泉 

✓観光客数が多いのは十勝川温泉、道の駅なかさつない、然別湖、オンネトーの順。 

 

【アクセス】                                                       

 

帯広空港から最寄りの都市である帯広かへ車で 30 分

以内。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【十勝観光のキーワード】                                                       

農業とその景観、畜産（乳製品・牛豚羊肉）とその景観、加工品（チーズ・ハムソーセージベーコンな

ど加工肉ほか）、パッチワークの平原、ガーデン、モール温泉、大雪山国立公園の南エリア、スイーツ、

豚丼、清流（札内川、歴舟川） 
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【銀の匙】 

小学館「少年サンデー」の連載で大ヒット、コミックが最速 100万部を達成した。アニメ、実写映画に

もなり、さらに有名になった。 

 原作者は十勝出身で、卒業した帯広農業高校の日常をありのままに描いている。 

 

 

 

今回の視察コース 

9月 14日（月） 

【中札内村 ファームレストラン野島さんち】 

自家製野菜を豊富に使ったレストラン。 

【中札内村 想いやりファーム】 

日本で唯一、無殺菌で飲める「想いやり牛乳」（525円）を販売。 

【千年の森】 

千年単位で森を考え、環境に貢献する取り組みを行うガーデン。水の浄化などの再生装置機能を持つ

とされる麦飯石が、この森の敷地全体に敷き詰められており、風水や気候の専門家からも特別なパワ

ーを持った森であるとの意見が多数。 

今回はセグウェイ試乗＠1000円とチーズ体験の説明のみの予定。 

【とかちむら、帯広競馬場】 

十勝食材を使った飲食、十勝限定のお土産が買える産直市場など。 

世界一遅い競馬と言われるばんえい競馬 

【スイーツ店巡り】 

取扱店限定の「サクサクパイ」を販売する六花亭の本店をはじめ、帯広市内には和洋スイーツ店が多

数。小麦・ビート糖・乳製品など豊富な十勝食材の産地であることからどの店も手頃な価格。スイー

ツめぐり券も販売されている。 

【レストラン Yoshiyuki】 

十勝の有機農家から直接取り寄せた農産物にこだわるミシュラン掲載イタリアンレストラン。ゲスト

として生産者 1名を招待。 

9月 15日（火） 

【ますやパン麦音】 

十勝でふだん使いのパンと言えば満寿屋。複数ある店舗の中でも品揃えがあり人気。 
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【帯広神社】 

                   

銀の匙に登場。馬型の絵馬やハート形の絵馬など、

授与品がユニーク。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【池田町 ボーヤファーム シープドッグショー】 

高級レストランに送られる羊肉生産の牧場。牧羊犬を使ったショーを実施。 

【レストランよねくら】 

今回お店には立ち寄らないが、ステーキ弁当を積み込み。十勝牛をワインに漬け込んだ池田町らしい

メニューで、駅弁として買い求めるファンが多い。 

【池田ワイン場】 

十勝ワインを町直営で製造。財政難の町を救った取り組みとして有名で、町民と一体となった生産～

還元を行っている。 

【DCTガーデン】 

ドリカム吉田美和は池田町出身、ステージ衣装やグッズを展示。 

【農場ピクニック】 

観光農場ではない、本物の農場を歩きながら十勝の生産活動を「畑ガイド」がわかりやすく案内。 

【十勝ヒルズ】 

自然栽培の農場もあるガーデン。 

【春香楼】 

十勝食材を使った創作中華レストラン。今回は薬膳をアレンジした夕食。 

9月 16日（水） 

【紫竹ガーデン】 

朝食で立ち寄り。昭葉おばあちゃんに会いに訪れるファンが多い。 

【十勝牧場】 

馬、牛を育成する牧場で展望台からの景色と白樺並木が人気。 

【上士幌町 ナイタイ高原】 

日本一広い乳牛育成牧場。 

寄り道なしで 11:00着、途中約 30分以内で十勝牧場車窓（白樺並木）と   

【音更神社】 

エゾリスを撮影するカメラマンに人気。桜や雪だるまなど季節限定の授与品が多数。 
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【上士幌町 しんむら牧場クリームテラス】 

自家製放牧乳を使用した「ミルクジャム」はお土産として十勝を代表するロングヒットとなっている。

上士幌の直営本店のほか、帯広駅内にも店舗あり。 

【士幌町 山岸牧場】 

自社生産の生乳でヨーグルトを製造、酪農体験を実施。 

 

帰路 JAL574 帯広⇒羽田 15：50⇒17：35 

 

◆今回立ち寄らない主なファーム観光スポット◆ 

【帯広市 ときいろファーム】 

帯広市岩内町にあるベリー園。化学合成農薬・化学肥料

は使用せず、ラズベリー、ハスカップ、ブルーベリー、

シーベリー、カシスなどの小果樹を中心にトマトやアス

パラガスなどの野菜も栽培している。収穫体験も行って

おり、子どもでも簡単に収穫できるのが特徴。採れたて

の新鮮なベリーを生で味わうことができる。ハスカップ

ジャム、ラズベリージャム、ラズベリーリーフティー、

ラズベリーシードオイルなどの加工品を作り、販売も行

っている。 

 

【新得町 金田ベリー園】 

東大雪の山々、そして日高山脈が見渡せる農場。除草剤、化学肥料を使わ

ず自家製の有機堆肥とミミズが果樹に最も大切な良い土を作ってくれるの

です。ハスカップ、グスベリーやカシスに、北海道てんさい糖だけを使っ

たジャムを製造。6月下旬～8月上旬でベリー摘みができる。 

 

 

 

 

【新得町 新得共働学舎】 

心と体に障害をもつ人たちと健常者が分け隔てな

く寮で生活し、チーズや野菜の生産を行っている。

日本で唯一無殺菌の生乳から作られたチーズや国

際コンテストで金賞・銀賞を受賞したチーズもあ

り、品質に定評がある。 

バター作り、チーズ作り体験が可能。 

 

 

https://plus.google.com/photos/108148978666065634675/albums/5865372121145068737/5899305404100158034?banner=pwa&pid=5899305404100158034&oid=108148978666065634675
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【帯広市 広瀬牧場】 

「ウエモンズハート」では自社生乳を使ったジェラートを販売。 

 

【鹿追町 藤田牧場】 

搾乳、バター作りなどの体験、コテージでの宿泊やキャンプもできる。 

 

【鹿追町 友夢牧場】 

600頭の乳牛を飼育するメガファーム。搾乳、バター作りなどの体験ができる。 

 

【帯広市 K’s FARM】 

畑作農家の直営カフェ。農場産の食材を使用した

ピザやポップコーンなどが人気。 
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【芽室町  COWCOW Village】 

 

肉牛、ジャガイモや小麦の生産を行う大野ファ

ーム直営カフェ。自社生産食材を使ったメニュ

ーを提供。 
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（3）モニターツアーアンケートの実施 

 

①参加者の属性 

年 齢：20代 9名、30代 1名 

性 別：全員女性 

居住地：東京都 5名、埼玉県 1名、神奈川県 2名、福岡県 2名 

 

②ツアーの満足度 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ツアーの感想 

 

【印象に残った場所】 

・ナイタイ高原からの景色がすごくキレイで、また行きたい！と思った。 

・いろんな自然の場所に行けて良かった。 

・十勝ヒルズでは、ガイドさんが居てくれたので分かりやすく、おもしろかったです。私は銀のさ

じを知っていたので帯広神社にも行きたかったです。 

・シープドックショー→安西さんと犬のやりとり、牛の本能がみられるところが面白かった!! 十

勝ヒルズ、千年森、高原は歩くだけで気持ちがよかった! 知らない花のことが勉強になった。 

・帯広の景観が本当にきれいで、バスの車窓からずっと見ていても飽きなかったです。16 日のナ

イタイ高原は、まるで日本ではないような広大さで驚きました。 

・ハーブ園など、オシャレでキレイで、眺めも良い場所が沢山あるとは思わなかったので、帯広に

対するイメージがすごく変わりました。 

・シープドックショーが印象に残りました。「人間と動物の関係性はどういうものかを強く感じら

れ、だれでも楽しめる良いものだと思いました。 
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・白樺通りがすごくキレイでした。1分だけでもおりたかった。 

・2日目に体験したシープドックショーがとてもよかったです。マジかで羊たちの群れを牧羊犬が

笛の指示によって羊を決まった場所へまとめていたので感動しました。そして、犬の聴力の良さ

にもびっくりしました。 

・ナイタイ高原は都会の景色と違い、普段見る事の無い大自然を見る事ができて良かったです。 

【印象に残った体験オプション】 

・山岸牧場での酪農体験はなかなかできない体験だったので良かったです。あと、いただきますカ

ンパニーも良かったです。毎年違う風景になるのが気になります。 

・仔牛にミルクをあげるのが楽しかった。 

・セグウェイと牛にぬるま湯をあげる体験がとてもいいと感じました。けれどセグウェイに乗れな

かった人もなかにはいたので、日程を変更できたりできればいいのにと思いました。 

・バター作り、子牛の乳あげなど日常のお仕事に入れてよかった（観光地化されてなくて◎）。他、

土にふれることがあればなおうれしい。あと、ピザやきもしてみたい。 

・目で見て触れ合えて楽しかったのはシープドックショー。農業や畑についてじっくり学べて身近

に感じることができたのは、いただきますカンパニー。 

・野菜を作っている人達の話を聞けたりしたこと、また、人としての暖かさを感じることができま

した。 

・いただきますカンパニーや山岸牧場では、食物はこうしてつくられていくのだというのを理解し

実感することができてよかったです。 

・シープドックショー：安西さんがとにかくお話し上手！ 犬達も分かっている感じで楽しかった

です。 

・山岸牧場でバター作り体験したのが心に残っています。短時間で、美味しいバターができ、自分

で作ったのを美味しいじゃがいもと一緒に試食できたので贅沢でした。 

・シープドックショーは初めて見ましたが、トークも面白く、楽しかったです。 

 

【食事】 

・地元の食材を取り入れ、健康に良いものばかりで良かったです。牛乳苦手ですが、おいしく飲め

ました。 

・ワッフルサンドのクリームチーズがおいしかった。 

・すべての食事会場において一品一品手間をかけて作っていたので、出てくるまでに多少時間はか

かりましたが、このクオリティをツアーで食べれると満足感も上がります。とっても美味しかっ

たです。 

・夜ご飯が最高においしかったー！ 新村牧場のワッフルも。他、ケーキやソフトクリームをもっ

とみたかったです。 

・1日目や 2日目の夕食、レストラン Yoshiyukiさんやウサミさんのこだわりを聞きながら食べる
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と改めておいしく満足でした。 

・豚丼を食べてみたかったです。また、どれもおいしかったですが、どれも同じような野菜コース

だったので、コース料理は 1回だけにした方があきずに食べれるのかなと思いました。 

・とにかく女子のツボをおさえているものばかりでとてもよかったです。食事の内容はもちろん、

場所、お店のふんいきまで大変よかったです。 

・野菜を使ったメニューが本当に美味しかった。途中でスイーツ挟むのは美味しいんですが、先に

伝えてほしかったです・・・・お腹いっぱいでした。 

・やはり野菜がとても美味しかったです。北海道の食の見方が変わりました。 

・あまり今まで野菜は好きではありませんでしたが、北海道の野菜はどれもおいしかったです。 

 

【ツアーに関して気づいたこと】 

・キツキツの行程ではあったが、色々な観光、体験ができたので良かった。 

・食事の間隔が短い（3日目） 

・もいで食べる、作ってたべるなどのオプションをもっとしてみたい！ 

・合間でスイーツ店に寄れて良かったです。六花亭のスタンディングで食べれるケーキなどは、地

元の人も利用している方法で利用できて、おもしろかったです。 

・女性にうれしいスイーツ、アイス情報は、先にアナウンスしていただけると、その 1日の食事量

を考えながら食べれるので、事前にどこどこで、どんなものが食べれるかを知りたかったです。 

・3 日間、帯広だけであったのに、普段できないことをたくさんできたり、感じることができて、

北海道のよさをとても感じられたのでよかったです。 

・もう少し体験などができる行程が含まれていればと思いました。 

・道もそんなに混まないのでスムーズに観光できると思いました。 

 

【ツアー全体で気づいたこと、感想など】 

・千年の森の時に大雨になってしまったのが残念でしたが、天気の良い時に行ければ絶対にキレイ

だと思うので、また行ってみたいです。次こそセグウェイ!! 山、農場など普段見ることができ

ない景色を見ることができて良かったです。自然が好きなので。空気もキレイで野菜も有機栽培

と身体にも良く北海道に住んだら長生きしそうだと思いました。 

・帯広の野菜がどれも美味しかった!! 地元野菜の料理を使った食事をツアーに入れてるのが、そ

の土地ならではで良かった。 

・ツアーに参加するとの事でしたので、あまり食事はきたいしていませんでしたが、やはり北海道。

東京では食べられないくらいの新鮮な野菜に感動です。（ベジタリアンなので）牛乳も東京のは

苦手な物が多いのですが、さっぱりしてのみやすく、美味でした! 帯広は地方から来た人ばか

りと言っていましたが、本当に標準語でなまりをあまり感じなかったです。地産地消は今の若い

人には人気だと思うので、とてもいい施設さんばかりだと思いました。人もあたたかかったです。 
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・いわゆる観光地というところではなく、地元の人がおいしいというお店や、日常の農家さんの生

活などを見られて体感できてよかったです！ 自然を感じられるスポットが多かったのも◎ 

おつかれさまでした。 

・今回北海道に旅行に来たのが初めてで、帯広や十勝は、畑や牧場だけのイメージだったのですが、

駅から少し歩くと飲み屋さんおしゃれなお店も多く、そこが意外でした。2日目、3日目は天気

も良く体験できました。1日目のように雨になってしまった場合は残念で、どのように楽しめる

か気になりました。 

・想像以上のたいけんができ、とても楽しかったです。帯広に何もなく農家ばかり、古いイメージ

がありましたが、行ってみるとオシャレなお店や観光スポットが多くあり、びっくりしました。

知らない人ばかりだと思うので、もっと帯広を PRし、知ってもらいたいなと思います。とても、

もったいない気がしました。また、どこもトイレがキレイだったので、女性には嬉しいポイント

だと思います。3日間、貴重な体験ありがとうございました。 

・五感をフルに使って楽しめる、とてもすてきなツアーでした。ふだん日々忙しく欲張りできない

ので、五感を使うのはとてもポイントが高いと感じました。直接話を聞くことで、北海道の人の

あたたかさも感じられました。また、女子の大好物である、かわいい・オシャレ・健康･美とい

うような要素がたくさん入っていてよかったです。ホテルもすごくちゃんとしたホテルで快適に

過ごすことができてよかったです。北海道が好きになりました。ありがとうございます。 

・せっかく野菜が買えるので、空港前に野菜が買えるところに寄ってほしい。有機野菜に限らずと

も、おいしい野菜を沢山食べたい。地元の方との交流も機会があったらさらにあると嬉しい。 

・私は、今回初めて帯広へ来ましたが、こんなに自然に触れ合えたのは初めての経験でした。食事

はどれも美味しくて、地元の食材をふんだんに使っていた料理ばかりで、農家さんの気持ちが伝

わるお野菜ばかりでした。北海道の人たちの暖かさにも触れ合うことができて、よかったです。

やはり一番よかったのは、温泉に行けたことです。お湯がとろとろしていて、銭湯なのに施設が

しっかりしていて、とても気持ちがよかったです。3日間ありがとうございました。 

・今回初めての帯広で自然を堪能できました。地元の食材を使った料理はどれも美味しく、食に恵

まれた所だなあと思いました。観光地はどれも駅から離れていて移動には少し大変かな？ と感

じました。温泉にも行きました。泉質がよく、とても気持ちが良く満足です！ パンフレットに

写真などあるともっと分かりやすいです。2泊 3日とても楽しかったです。ありがとうございま

した。 
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（4）モニターツアー参加者による企画会議での意見 

9月 14日実施ツアー 

立寄り先 区分 所在地 みどころ ヒアリング（20代社会人）から 

ファームレ

ストラン 

野島さんち 

昼食 中札内村 自家製野菜を豊富に使

ったレストラン 

・都内でも食べられる感じもあり、物珍しさはあまり感じ

られない。 

・おしゃれで、自然の雰囲気を味わえるがどこでも食べれ

そうな食事の為、目新しさはとくに無かった。 

・じゃがいもがとても美味しかった。 

想いやりフ

ァーム 

  中札内村 日本で唯一、無殺菌で飲

める「想いやり牛乳」 

  

十勝千年の

森 

体験 清水町 千年単位で森を考え、環

境に貢献する取り組み

を行うガーデン。水の浄

化などの再生装置機能

を持つとされる麦飯石

が、この森の敷地全体に

敷き詰められており、風

水や気候の専門家から

も特別なパワーを持っ

た森であるとの意見が

多数。 

・天候状況もありましたが、あまり印象に残っていない。 

・チーズ作り体験やピザ作り体験はやってみたい。 

・セグウェイ体験はとても楽しかった。天候さえ良ければ

もっと乗りたい。 

と か ち む

ら・ 

帯広競馬場 

観光 帯広市 十勝食材を使った飲食、

十勝限定のお土産が買

える産直市場など。 

世界一遅い競馬といわ

れるばんえい競馬 

・競馬に興味がある人以外は、女性はあまり共感できない。 

乗馬体験の方が良い。 

・競馬に興味がないです。お金がもったいない。やはり乗

馬体験の方が良い。 

スイーツ店

巡り 

    取扱店限定の「サクサク

パイ」を販売する六花亭

の本店をはじめ、帯広市

内には和洋スイーツ店

が多数。小麦・ビート

糖・乳製品など豊富な十

勝食材の産地であるこ

とからどの店も手頃な

価格。スイーツめぐり券

も販売されている。 

  

レストラン

Yoshiyuki 

夕食 帯広市 十勝の有機農家から直

接取り寄せた農産物に

こだわるミシュラン掲

載イタリアンレストラ

ン。ゲストとして生産者

1名を招待。 

・お店の雰囲気、お料理はおいしいですが、せっかくなら

一般的なご当地料理（豚丼）などを食べたい。  

・夕食はどちらかというと、その日の気分で食べたい料理

が変わるので、ツアーには組込の必要性はないかも。 

・料理はとても美味しかったが、豚丼や北の屋台などで地

元の雰囲気が味わえるお店の方がいいです。 
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9月 15日実施ツアー 

立寄り先 区分 所在地 みどころ ヒアリング（20代社会人）から 

ますやパ

ン麦音 

朝食 帯広市 十勝でふだん使い

のパンと言えば満

寿屋。複数ある店

舗の中でも品揃え

があり人気。 

・あのような雰囲気（大自然）の中で、おいしいパンを食

べられることはあまりないのでとても良かった。パンもと

てもおいしい。 

・女性はパン好きな人が多いと思うので、ホテルの朝食バ

イキングよりは GOOD。使っている成分や産地を気にする

女性も多い。 

・とても美味しかった。持ち帰りもできるので、道中で食

べたりできるので、朝食にパン屋さんは嬉しい。 

・持ち帰りは、フルーツ系のタルトがいい。 

六 花 亭 

帯広本店 

観光 帯広市   ・朝食後であったため、せっかくのケーキなどは食べられ

なかったが、本店限定などの商品は魅力があった。 

・ツアーとしては、午後の小腹が空いたときなどに立ち寄

ると嬉しい。 

・お土産の購入は、帰りの空港で一括で買う方がいい。（荷

物になってしまうため。） 

・本店限定でもあまり購買意欲には繋がらない場合もある。 

帯広神社   帯広市 銀の匙に登場。馬

型の絵馬やハート

形の絵馬など、授

与品がユニーク。 

  

ボーヤフ

ァーム 

シープド

ッグショ

ー 

体験 池田町 高級レストランに

送られる羊肉生産

の牧場。牧羊犬を

使ったショーを実

施。 

・とても面白かった。こちらはツアーに組み込まれている

と嬉しい。 

・女性というより年代関係なく楽しめる 

レストラ

ンよねく

ら 

昼食（お弁

当） 

池田町 十勝牛をワインに

漬け込んだ池田町

らしいメニュー

で、駅弁として買

い求めるファンが

多い、ステーキ弁

当 

・お肉が固くて、全て食べ切れなかった。 

・ツアーでお弁当はあまり嬉しくない。 

・お弁当は、ゆっくり食べれないので（特にバス車内のお

弁当）、ツアーではレストランなどで食べたい。 

池田ワイ

ン城 

  池田町 十勝ワインを町直

営で製造。財政難

の町を救った取り

組みとして有名

で、町民と一体と

なった生産～還元

を行っている。 

・ワインが好きな方はいいが、あまり印象に残っていない。 

・ツアーに組み込まれているなら、しょうがないが特別行

きたいという感じではない。おまけ程度 

 ・立ち寄るとちょっぴりプレゼント的なものがあると立

ち寄る理由のひとつではあるが、ワイン好き以外はあまり

興味がない。 

DCT ガー

デン 

  池田町 ドリカム吉田美和

は池田町出身、ス

テージ衣装やグッ

ズを展示。 
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立寄り先 区分 所在地 みどころ ヒアリング（20代社会人）から 

農場ピク

ニック 

体験（いた

だきますカ

ンパニー） 

  観光農場ではな

い、本物の農場を

歩きながら十勝の

生産活動を「畑ガ

イド」がわかりや

すく案内。 

・畑ガイドは女性向けというより、小さいお子様がいる家

族向けかなと感じる。 

・畑ガイドあとの、食べ物はとてもおいしかった。 

・畑などあまり広大な土地が無いので、とても特別感は感

じることができた。 

十勝ヒル

ズ 

観光 幕別町 自然栽培の農場も

あるガーデン。 

・ガーデンに興味がある 20-30代はまだまだ少ない。どち

らかというと年配の方向けでは。 

・あまり印象に残っていない。お土産の豆が美味しかった。 

春香楼 夕食 帯広市 十勝食材を使った

創作中華レストラ

ン。今回は薬膳を

アレンジした夕

食。 

・薬膳料理はとてもおいしかった。（特に春巻き） 

・とても美味しかったが、北海道まで行って行くお店では

ないかも。 

 

9月 16日実施ツアー 

立寄り先 区分 所在地 みどころ ヒアリング（20代社会人）から 

紫竹ガー

デン 

朝食 帯広市 朝食で立ち寄り。

昭葉おばあちゃん

に会いに訪れるフ

ァンが多いガーデ

ン。 

・朝食はとてもボリュームがあり美味しかった。洋風的な

ガーデンの雰囲気に和食（家庭的な）も多く、少し違うマ

ッチしてないのでは。 

・昼食後、ガーデンを散策した後、ティータイムで立ち寄

りたい。 

・テレビでみた、おばあちゃんとお会いできてよかった。 

・あまり美味しくなかった。ホテルの朝食の方がいい。 

十勝牧場 昼食 音更町 馬、牛を育成する

牧場で展望台から

の景色と白樺並木

が人気。 

・朝食を食べたあとすぐだったので、もう少し時間を空け

てほしかった。 

・スープカレーは美味しかった。２日目のますやと若干被

る要素もあるのでどちらかでいいかも。 

ナイタイ

高原 

観光 上士幌町 日本一広い乳牛育

成牧場。 

・北海道らしい風景を感じられた。 

・北海道らしい風景を感じられたが、目的のひとつではな

いかも。 

音更神社   音更町 エゾリスを撮影す

るカメラマンに人

気。桜や雪だるま

など季節限定の授

与品が多数。 

  

しんむら

牧場クリ

ームテラ

ス 

  上士幌町 自家製放牧乳を使

用した「ミルクジ

ャム」はお土産と

して十勝を代表す

るロングヒットと

なっている。上士

幌の直営本店のほ

か、帯広駅内にも

店舗あり。 

・女性同士で行きたい場所である。こここそ、隠れ家的で

とても落ち着いた雰囲気の中で食事を楽しめた。 

・スープカレーもついていてさらに良かった。 
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立寄り先 区分 所在地 みどころ ヒアリング（20代社会人）から 

山岸牧場   士幌町 自社生産の生乳で

ヨーグルトを製

造、酪農体験を実

施。 

・女性には、着替え等の時間もかかるので、気軽にできる

体験の方が嬉しい。 

・バター作りとかの方がいいかも。ヨーグルトはとても美

味しかった。 

・１番北海道らしい体験が出来た。着替えについてはそれ

ほど抵抗は無かった。 

 

【総括】 

・十勝・帯広は名前としてはメジャーではないので、グルメ・癒しを大々的に謳った方が良い。 

・十勝としてイメージするものは、チーズ、温泉、スイーツを思い浮かべるので、チーズ作り体験

やバター作りなど気軽にできる体験ものはツアーとしては魅力がある。また、濃厚で美味しいチ

ーズフォンデュなど食べられる情報があると嬉しい。 

・女性は温泉でゆっくりしたいという意見もあったので、一日は温泉地を絡めることも視野に入れ

た方がよい。 

・食事も一日の中で食べる量を調整しているので、夕食付きのツアーでもなくても良い。 

・農業に関しては、畑を歩いて収穫体験というより、野菜などの植付けをして、それが収穫時期に

自宅に届く方がいいのでは？ 

・収穫体験はファミリー向け。収穫体験であれば北海道らしい野菜の方が、興味が沸く。とうもろ

こし・アスパラ等。 

・十勝エリアだけではなく、富良野・美瑛エリアも一緒に楽しめるツアーがあると嬉しい。 

・全体的には、観光地より食べ物やスイーツなどに興味があり、おしゃれな雰囲気を楽しむのでは

なく、THE北海道の様な定番なものを体験すると北海道に来たと感じられる。 

・食事・癒し・体験アクティビティの方が 20代前半の方には、北海道旅行を感じられるのでは。 

・観るより体験型ツアー（乗馬・セグウェイ等）を組み込んだものが魅力的なツアーと感じる。 

・また、こちらも温泉を目的の一つとして考えたいという意見もありましたので、温泉エリアは１

泊はしたい。 

株式会社オリオンツアー 第一事業部 山田 岳 
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（5）商品造成に伴う制作物 

1-5-1 パンフレット 
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1-5-2 WEB 

●オリオンツアートップページ 
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●ランディングページ 



 

86 

 

  



 

87 

 



 

88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

89 

 

 

 

 

 



 

90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

91 

 

 

  


