
 

昇龍道プロジェクト推進協議会 

      
連絡先：中部運輸局観光部 
         小林・中川・山内 
           ℡ ０５２－９５２－８００５ 

北陸信越運輸局観光部 
         千村・石月・森田 
           ℡ ０２５－２８５－９１８１ 

中部広域観光推進協議会 
        廣瀬・境谷・岡 

℡ ０５２－６０２－６６５１ 
 

      

 

 

 

 ベトナムからの訪日客数は毎年５０％近い伸びを示しており、現地において訪日旅行の人

気が高まっています。この機会を捉え昇龍道プロジェクト推進協議会ではベトナムにミッシ

ョン団を派遣し、ベトナムから「昇龍道」へのさらなる旅行者の増加を目指すこととしてお

ります。ミッション団派遣の概要は以下のとおりです。 

 

記 

１．趣旨 

ベトナムの旅行会社、航空会社等に、「昇龍道」の魅力を発信し、旅行社にツアーの造

成を働きかけ、「昇龍道」を訪れるベトナム人旅行者の増加を目指します。 

 

２．実施時期 

平成２８年８月２日（火）から８月５日（金）まで（２泊４日） 

 

３．事業内容 

①現地の旅行会社、航空会社等の代表者等へのトップセールス 

②現地の旅行会社へのセールスコール 

③現地の旅行会社、メディア等を対象とした観光セミナー、商談会等の開催 

 

ベトナムに昇龍道ミッション団を派遣します！ 

“昇龍道プロジェクト” 

平成28年7月29日 



４．主な参加者 

総 勢：５７名 

参加者：国土交通省 中部運輸局長 鈴木 昭久（団長） 

    国土交通省 北陸信越運輸局次長 大野 秀敏 

（一社）中部経済連合会 名誉会長 三田 敏雄 

北陸経済連合会 会長 久和 進 

郡上市長 日置 敏明 

蒲郡市長 稲葉 正吉 

昇龍道プロジェクト推進協議会の構成員（中部広域観光推進協議会、日本観光

振興協会中部支部、中部北陸９県、観光関係団体・企業等） 

 

５．行程の概要 

８月２日（火） セントレア発ホーチミンへ 

８月３日（水） 現地旅行会社へのトップセールス（４社）及びセールスコール（１０社） 

観光セミナー、商談会、交流会 

８月４日（木） ハノイへ移動 

航空会社等への表敬訪問 

現地旅行会社へのセールスコール（１６社） 

現地旅行会社等との懇親会 

８月５日（金） ハノイ発セントレアへ 

 

６．参考資料 

現地で説明する「昇龍道」４つのモデルコース及びバリエーションコース（別紙） 

 

 

＜参考情報＞ 

①ベトナムからの訪日外客数  

  全 国 合 計（H26.1～12月）124,266人 

（H27.1～12月）185,400人（推計値）（伸び率49.2%） 

②ベトナムからの宿泊者数と伸び率 

全 国 合 計（H26.1～12月）224,580人泊 

（H27.1～12月）295,860人泊（伸び率31.7%） 

昇龍道９県合計（H26.1～12月） 39,350人泊 

（H27.1～12月） 53,980人泊（伸び率37.2%） 

 



Dragon コース
昇龍道の観光資源は、実に多様で豊かです。 Dragon コースは、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「昇龍道の象徴的なコース」と言える日本列島のまんなかを南
北に横断するコースです。名泉の誉れ高い下呂温泉や和倉温泉を楽しみ
つつ、祭り・山車からくりや刀鍛冶、金箔工芸などの伝統文化を感じ、太平
洋側から山岳地帯を経て日本海側へ抜ける変化に富んだ自然、まち、食、
文化を体験しましょう。

Dragon コース《伝承空間への誘い》
別紙

SHORYUDO

下呂温泉

金箔工芸

大須商店街犬山祭

関鍛冶伝承館一位一刀彫飛騨酒蔵

和倉温泉

【昇龍道】Dragon コース の ７日間

オアシス２１

郡上おどり

富山湾の鮨飛騨牛料理なごやめし（手羽先） 金沢の和菓子

おすすめグルメ

近江町市場

１



Dragon コースのバリエーション
千畝シーン

《杉原千畝を巡る旅》

Kanazawa
Toyama

Nagano

Takayama

Dragon Course
《伝承空間への誘い》

能登半島を頭とする龍が天に昇っていく様子に

見立てた「昇龍道の象徴的なコース」

Dragon Courseの千畝シーン

SHORYUDO

Kyoto

Tokyo

Osaka

Takayama

Matsumoto

Nagoya
Shizuoka

Dragon Courseの千畝シーン

《杉原千畝を巡る旅》

ドラゴンコース上には多くのユダヤ人を救った杉原
千畝の足跡が残されており、新たな伝承、巡礼地
として注目されています。

杉原千畝を巡る７日間
１日目 名古屋（名古屋宿泊）

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、ノリタケの森 など］

２日目 名古屋 ▶ 犬山 ▶ 関 ▶ 八百津 ▶ 郡上 ▶ 下呂（下呂温泉宿泊）

コース① 犬山［犬山城、明治村 など］ → 郡上［郡上八幡博覧館 など］
コース② 犬山［犬山城、明治村 など］ → 関［関鍛冶伝承館、刃物会館 など］ → 八百津［杉原千畝記念館］

３日目 下呂 ▶ 高山（高山宿泊）

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］

４日目 高山 ▶ 高岡又は富山（富山宿泊）

高山［朝市など］ → 高岡又は富山［富岩運河環水公園、瑞龍寺、金屋町、高岡大仏 など］

なごやめし（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）

鮎、ケイちゃん など

飛騨牛、朴葉みそ、高山ラーメン など

富山湾鮨、薬膳料理 など

【昇龍道】Dragon コースのバリエーション 千畝シーン

杉原千畝記念館

杉原千畝記念館

人道の港 敦賀ムゼウム
５日目 富山 ▶ 金沢（金沢宿泊）

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］

６日目 金沢 ▶ 東尋坊 ▶ あわら温泉（あわら温泉宿泊）

金沢［近江町市場など］ → 福井［東尋坊］ → あわら温泉 など

７日目 あわら温泉 ▶ 敦賀

福井［一乗谷朝倉氏遺跡、越前和紙の里、など］ → 敦賀［人道の港敦賀ムゼウム、水島 など］→名古屋→
中部国際空港

富山湾鮨、薬膳料理 など

加賀料理、加能がに、和菓子 など

越前がに など

越前がに など

ドラゴンコースの千畝シーンおすすめグルメ
人道の港 敦賀ムゼウム

兼六園
東尋坊

人道の港 敦賀ムゼウム

一乗谷朝倉氏遺跡

水島
ふぐ料理（福井） 牛肉料理（飛騨、若狭） 海鮮寿司（福井・金沢） 和菓子（金沢）かに料理（福井） ５



Nostalgic コース
《「日本人の心・ふるさと」お伊勢参りと世界遺産を巡る旅》

昇龍道の観光資源は、実に多様で豊かです。 Nostalgic コースは、様々な
「古きよき日本」との出会い、「日本人の心」に触れるｺｰｽです。ｻﾑﾗｲ文化
の象徴である数々のお城やその城下町、今も人々が生活する世界遺産
「合掌造り集落」や宿場町には日本の原風景が今もそこにはあります。近
世に人々が一生に一度は参拝したとされる「伊勢神宮」や世界遺産「熊野
古道」など、訪れる人に「なつかしさ」と「温かさ」を感じさせる見どころが満
載です。

SHORYUDO

熊野古道白川郷五箇山合掌集落妻籠宿

地獄谷野猿公園 伊勢神宮 海女小屋 高山古い町並

国宝松本城

【昇龍道】Nostalgic コース の ９日間

新穂高ロープウェイ

兼六園

ひがし茶屋街

おすすめグルメ

信州そば高山ラーメン 三重の海産物（牡蠣と伊勢海老）
２



Nostalgic コースのバリエーション
水辺のシーン

《水辺と歴史を巡る旅》

Nostalgic Course

《「日本人の心・ふるさと」お伊勢参りと世界
遺産を巡る旅》

古きよき日本と出会い、「日本人の心」に
触れるコース

Kanazawa
Toyama

Nagano

Takayama
触れるコース

Nostalgic Courseの水辺のシーン

《水辺と歴史を巡る旅》

水辺に近い古い町並みや古刹などの史跡をめぐ
る旅

Kyoto

Tokyo

Osaka

Nagoya
Shizuoka

SHORYUDO

【昇龍道】Nostalgic コースのバリエーション 水辺のシーン

水辺と歴史を巡る７日間

１日目 金沢（金沢宿泊）

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］

２日目 世界遺産五箇山/白川郷 ▶ 高山（奥飛騨温泉郷宿泊）

世界遺産五箇山又は世界遺産白川郷 → 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］ → 奥飛騨温泉郷
３日目 奥飛騨温泉郷 ▶ 上高地 ▶ 松本（松本宿泊）
奥飛騨温泉郷［新穂高ロープウェイ］ → 上高地 → 松本

４日目 松本 ▶ 妻籠宿・馬籠宿 ▶ 犬山（犬山宿泊）

松本［松本城 など］ → 妻籠宿・馬籠宿 → 犬山［犬山城、甲冑体験、からくり体験 など］

５日目 犬山 ▶ 御在所 ▶ 関宿 ▶ 湯の山（宿泊）

加賀料理、加能がに、和菓子 など

飛騨牛、朴葉みそ、高山ラーメン など

飛騨牛、おやき、信州そば など

そば、おやき、きのこ、ごへいもち、栗きんとん など

三方五湖

蘇洞門
５日目 犬山 ▶ 御在所 ▶ 関宿 ▶ 湯の山（宿泊）

犬山［明治村など］ → 御在所ロープウェイ、湯の山温泉、関宿 など］

６日目 湯の山温泉 ▶ 伊賀 ▶ 琵琶湖 （宿泊）

三重［伊賀忍者博物館、伊賀上野城、甲賀流忍者屋敷］→琵琶湖、琵琶湖遊覧船 など

７日目 琵琶湖 ▶ 熊川宿 ▶ 三方五湖 ▶ 敦賀

比叡山延暦寺→熊川宿→若狭［三方五湖、蘇洞門など］→敦賀

三重の海産物、味噌煮込みうどん、手羽先、きしめん など）

牛肉料理（近江、伊賀、若狭）

熊川宿

ノスタルジックコースの水辺のシーンおすすめグルメ

すいか（福井） ふぐ料理（若狭） 焼き鯖寿司（若狭） 田楽（伊賀） 琵琶湖花噴水
６

そば、近江牛料理 など



Great Nature コース
《大自然の醍醐味 アルペンと古代探訪の旅》 SHORYUDO

昇龍道の観光資源は、実に多様で豊かです。 Great Natureｺｰｽには、3000
メートル級の山々が連なる中を横断するｱﾙﾍﾟﾝｺｰｽ。宇奈月温泉の名月鑑賞、
日本海の荒波に侵食されてできた奇岩が連なる東尋坊と世界三大恐竜博物
館。日本最大の湖でもある古代湖の琵琶湖などを巡って、大自然の営みや
醍醐味、自然の雄大さに触れてみましょう。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 東尋坊 琵琶湖 養老の滝

立山黒部アルペンルート 黒部渓谷 黒部ダム ラフティング体験

【昇龍道】Great Nature コース の ６日間

宇奈月温泉

長良川鵜飼

黒壁スクエア

おすすめグルメ

富山湾の鮨ダムカレー 越前がに 近江牛料理
３



Great Nature コースのバリエーション
天空のシーン

《山々を望む大パノラマ体験》

Kanazawa
Toyama

Nagano

Takayama

Great Nature Course

《大自然の醍醐味 アルペンと古代探訪の旅》

アルペン、奇岩、古代湖などの「大自然」の営みや

雄大さに触れるコース

Kyoto

Tokyo

Osaka

Takayama

Nagoya

Shizuoka

《山々を望む大パノラマ体験》

アルプス横断ルート、２つのロープウェイで天空の世界

を体験するコース

Great Nature Courseの天空のシーン

雄大さに触れるコース

SHORYUDO

山々を望む大パノラマ体験の５日間

１日目 富山 ▶ 宇奈月温泉（宇奈月温泉宿泊）

富山［路面電車、富岩運河環水公園、富山城、雨晴海岸 など］ → 宇奈月温泉［黒部峡谷］

２日目 立山黒部アルペンルート ▶ 信濃大町（大町温泉郷宿泊）

立山黒部アルペンルート［美女平、弥陀ヶ原、室堂、大観峰、黒部平、黒部湖、黒部ダム など］ →大
町温泉郷

３日目 信濃大町 ▶ 白馬バレー又は、安曇野 ▶ 松本（松本宿泊）

富山湾鮨、しろえび、ほたるいか など

ダムカレー、星の雫 など

ワイン、わさび漬 など

【昇龍道】Great Nature コースの天空のシーン

白馬バレー又は安曇野［大王わさび農園、ラ・カスタ ナチュラルヒーリングガーデン、国営アルプス安曇
野公園 など］

白馬バレー

八ヶ岳

長野［上高地、蓼科、白樺個、車山高原、八ヶ岳ロープウェイ、諏訪湖、上諏訪温泉、下諏訪温泉］、 な
ど］

４日目 松本 ▶ 八ヶ岳 ▶ 諏訪（諏訪宿泊）

信州そば、おやき、きのこ料理 など

グレートネーチャーコースの天空のシーンおすすめグルメ

信州そば（松本）海鮮鮨（富山） ぶどう（長野）かに（富山）

５日目 諏訪 ▶ 駒ヶ根 ▶ 天竜峡 ▶ 馬籠・妻籠

長野［駒ヶ根ロープウェイ、天龍峡、馬籠宿、妻籠宿 など］

天龍峡

諏訪湖

７



Ukiyo-e コース
《サムライ文化・伝承技術リアル体験》

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の宿場町の様子は、西洋の印象派の画家たちに影響を与えた歌
川広重の「浮世絵」に描かれました。 Ukiyo-e ｺｰｽでは、戦乱の世を生き抜
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。

SHORYUDO

名古屋城

岡崎城

リニア・鉄道館 トヨタ自動車工場 富士山

関ヶ原古戦場東海道広重美術館 東海道広重美術館

13

【昇龍道】 Ukiyo-e コースの ５ 日間

トヨタ産業技術記念館

おすすめグルメ

うなぎ（浜松） なごやめし（手羽先） なごやめし（味噌煮込みうどん）餃子（浜松） はままつフラワーパーク
４

ラグーナテンボス



Ukiyo-e コースのバリエーション
クルーズシーン

《クルージングと海の絶景を巡る旅》

Kanazawa
Toyama

Nagano
Ukiyo-e Course
《サムライ文化・伝統技術リアル体験》

Kyoto

Tokyo

Osaka

Takayama

Matsumoto

Nagoya
Shizuoka

Ukiyo-e のクルーズシーン

《クルージングと海の絶景を巡る旅》

このコースは船で移動することができ、海から
眺める富士山や伊良湖も絶景です

「浮世絵」が描かれた時代をつくったサムライ
ゆかりの城や古戦場、ものづくりを体験するコ
ース

SHORYUDO

【昇龍道】 Ukiyo-e コースのクルーズシーン

クルージングと海の絶景を巡る旅の５日間

１日目 熱海 ▶ 城ヶ崎海岸 ▶ 伊豆下田（下田宿泊）

伊豆半島［城ヶ崎海岸、大室山、河津七滝、鉢窪山、浄連の滝、黄金崎、土肥金山、堂ヶ島、伊東温
泉、熱海市街 など］

グリーンピア牧ノ原（見渡す限りの茶畑）→浜松［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、浜松城、浜松市楽器博物館 など］→ 渥美半島・伊良湖岬［いちご狩り（12月～4

３日目 静岡 ▶ 牧ノ原 ▶ 浜松 ▶ 渥美半島 ▶ 志摩 （志摩宿泊）

２日目 下田 ▶ 清水 ▶ 静岡（静岡宿泊）

韮山反射炉、黒船美術館、ペリーロード、フェリークルージング、海から眺める富士山→日本平、三保
の松原→久能山東照宮、駿府城公園など

韮山反射炉

城ヶ崎海岸

４日目 志摩▶ 鳥羽 ▶ 伊勢 （伊勢宿泊）

ざんじロープウェイ、浜松城、浜松市楽器博物館 など］→ 渥美半島・伊良湖岬［いちご狩り（12月～4
月）、メロン狩り（6月～10月）］ →伊勢湾フェリー →鳥羽→志摩賢島

５日目 伊勢 ▶ 名古屋

伊勢［伊勢神宮、おかげ横丁、せんぐう館、二見浦 など］ →名古屋

志摩賢島→鳥羽［鳥羽水族館、海女小屋体験、神明神社（石神さん） など］ →伊勢［伊勢神宮、おか
げ横丁、せんぐう館、二見浦 など］

ウキヨエコースのクルーズシーンおすすめグルメ

雲見海岸から富士

鳥羽湾牛肉料理（三重） かき料理（三重） いちご（伊良湖） メロン（伊良湖）

８

松阪牛、伊勢うどん、てこね寿司、とばーがー、赤福 など

浜松うなぎ、浜松餃子、いちご、メロン など


