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仕 様 書（企画提案用） 

 

Ⅰ．事業の件名 

   令和２年度 地域の観光資源を活用したプロモーション事業 

   「ナイトタイム・モーニングタイム観光振興推進事業」 

   ―ナイトタイム・モーニングタイムガイドツアー・モデルコース WEB プロモーション― 

【対象国・地域】 

   中国、香港、台湾、米国、欧州（英国、仏国）及び豪州の FIT 層 

   【連携先】 

   神奈川県、東京都大田区、小田急電鉄株式会社、京浜急行電鉄株式会社、東急株式会社、横

浜高速鉄道株式会社 

【協力自治体】 

神奈川県内の市町村 

 

Ⅱ 事業の概要 

 １．事業の目的 

    関東運輸局（以下「当局」という。）では、上記連携先とともに、外国人観光客の誘致をより効果

的に推進するため、連携先等と連携しながら、外国人観光客のニーズが高いナイトタイム・モーニングタイ

ム観光振興を推進していくことにより、周遊や宿泊を促し、観光消費額の拡大や地域の経済活性化を

図る。 

具体的には、ナイトタイム・モーニングタイムのガイドツアーやモデルコースをメイン題材に、コロナ禍におけ

る観光地や連携先及びツアー等の新型コロナウイルスに対応した「安全・安心」の取組み等を盛り込ん

だ記事を作成、サイト上に掲載し、オンライン広告を行う。 

  

２．事業内容 

    企画提案にあたっては、次の（１）、（２）に掲げる業務の内容を踏まえ、具体的な方針・提案を

行うこと。また、観光庁及びJNTO発表の市場別プロモーション方針に沿った提案を行うこと。 

（観光庁 Web サイト URL http://www.mlit.go.jp/kankocho/page03_000054.html） 

 

 （１）ナイトタイム・モーニングタイムガイドツアー及びモデルコースの記事作成を行い、サイト上に記事掲載 

を行う。【事業規模 875 万円程度】 

    ① 業務の内容 

次のＡ、Ｂの２種類の記事を作成すること。 

Ａ．ナイトタイム・モーニングタイムのプライベートガイドツアー動画付き記事の作成 

連携先のエリア及び沿線周辺にある観光スポットを舞台とした既存のインバウンド向けプライ

ベートガイドツアーを題材とした記事を６本（内訳はナイトタイム１～２本程度、モーニング

タイム４～５本程度、動画３０秒～２分程度）作成すること。また、ツアーにおける「安

http://www.mlit.go.jp/kankocho/page03_000054.html
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全・安心」を含んだツアー紹介動画を作成するとともに、ツアー前後の過ごし方の提案や宿

泊施設等を紹介して回遊性を高める内容とすること。 

         Ｂ．ナイトタイム・モーニングタイムコンテンツを含むモデルコースの記事作成 

上記①のＡ記事で取り上げた以外のエリアを主とした連携先のモデルコースの記事を５本

作成すること。コンテンツについては、昨年度本事業で制作したガイドブック「Night & Mor

ning amazing spots!!」 (https://trip.pref.kanagawa.jp/img/static/nightli

fe-pamphlet.pdf） に掲載されているスポットや別紙スポットリスト（※）を参照にすると

ともに、新しいスポットを盛り込むなど工夫をしながら、連携先やスポットの「安全・安心」の取

組を含んだ記事を作成すること。また、記事については、連携先の交通手段を利用した内

容とすること。 

      ② 記事の作成について 

      ア 上記①の記事は、日本在住の外国人ライター（以下「外国人ライター」という。）が作成する

こと。また、上記①のＡ記事は外国人ライターがツアーに参加して作成すること。 

      イ 上記①のＡ記事のツアーについては、本事業のために造成するものではなく、既存のもの、ある

いは、現在造成が完了しているもので実施すること。 

ウ 外国人ライターは英語圏及び中国語圏出身のライターを起用し英語、繁体字又は簡体字の

記事を作成すること。 

エ 原稿は、当局、連携先及び取材先においてファクトチェック及びネガティブチェックが可能な日本

語に翻訳した記事を提出すること。 

オ 原稿（記事、地図、イラスト、写真、動画等）の校正は、当局、連携先及び取材先において

２回程度行うことができるようスケジュールを組むこと。また、外国語原稿は取材先等から依頼

があった場合は受注者の責任において確認を行うこと。 

カ 繁体字又は簡体字で作成された記事について、繁体字又は簡体字に翻訳した記事を作成す

ること。 

キ 記事は連携先のエリアに偏りがないよう作成すること。なお、記事に掲載するツアーやスポット、

モデルコース等は、事業受注後、当局及び連携先と調整の上、決定すること。 

ク 各記事において、「安全・安心」の要素を記載すること。 

ケ 「Japan. Endless Discovery.」及び「TOKYO & AROUND TOKYO」のロゴ、キャッチフレ

ーズ等を掲載すること。ロゴのデータは、当局が事業実施時にイラストレータファイルで提供する。 

コ 記事掲載にあたっては、ステルスマーケティング対策を行うこと。 

サ 記事の文字数は、3,000 語程度、また、写真の画質は、７５０☓５００ピクセル以上とする。 

     ③ ツアー紹介動画について 

       上記①のＡ記事に掲載するツアー紹介動画は、「安全・安心」を盛り込むこと。 

     ④ 取材・撮影について 

ア 記事に掲載するツアー体験費や取材及び撮影に係る費用についても、すべて計上すること。。 

  イ 取材箇所及び撮影箇所は、適宜連絡を行って取材に関する了承を得るとともに、必要な届け

出は受注者において行うこと。 

ウ 撮影時は取材先の指示に従うとともに、プライバシーや肖像権、著作権等、その他権利を侵害

https://trip.pref.kanagawa.jp/img/static/nightlife-pamphlet.pdf
https://trip.pref.kanagawa.jp/img/static/nightlife-pamphlet.pdf
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しないよう配慮すること。 

    ⑤ ウェブサイトへの記載等について 

      ①のＡ及びＢで作成した記事を掲載するサイトは、直近１年以内の月間総 PV 数が３００万

以上とすること。また、作成した記事は、当局及び連携先の確認を受けた後、可能な限り早い時期

に掲載し、言語別（英語、中国語（繁体字及び簡体字））にサイトに掲載すること。 

    ⑥ 目標値について 

      サイトに掲載する上記①の A 及び B の記事に対するユニークユーザー数は、８.8 万 UU、PV 数

は、12.6 万 PV をそれぞれ最低ラインとする。また、目標値のデータを把握し、当該データを集計・分

析の上、その結果を実施月ごとに集計し、当局及び連携先に月１回報告すること。  

⑦ 提案事項について 

 ア 記事を掲載するサイトとその選定理由を併せて提案すること。 

 イ 外国人ライターは、旅行等のテーマで実績のある人物であること、また、訴求効果の高い体験記

事の作成が可能な人物を選定し、提案すること。 

 ウ 各記事のツアーやモデルコース、掲載する観光スポットと選定理由及び「安全安心」の情報の記

載方法について具体的に提案すること。 

 エ ①のＡ記事に掲載するツアーを紹介する動画について、「安全安心」の部分をどのような内容に

するか具体的に提案すること。 

 オ 目標値を提示すること。また、目標値を達成するため、効果的な手法を提案し、理由と共に企

画提案書に記載すること。 

 カ 上記に加えて、事業目的を達成するため、より効果を上げる企画があれば提案を行うこと。 

  

（２）オンライン広告事業【事業規模：300 万円程度】 

① 業務内容 

 上記（１）で掲載したサイトへの流入を増やすために、対象国・地域のターゲット層に届くような

オンライン広告を実施すること。 

      ② ターゲット、目標値及び手法について 

      ア ターゲットは、Ⅰで記載する対象国・地域とすること。 

イ 目標値は、インプレッション数が、３００万、クリック数が１１万回をそれぞれ最低ラインとする。

また、その目標値のターゲット別の割合は、中国、香港、台湾で６割程度、米国、欧州、豪

州で 4 割程度とすること。さらに、目標値のデータを把握し、当該データを集計・分析の上、そ

の結果を実施月ごとに集計し、当局及び連携先に月１回報告すること。 

      ウ イの目標値を達成するため、効果的に広告を配信すること。広告配信を行うメディアは、各国・

地域の動向を踏まえた Facebook 等の SNS や Google 等の主要媒体、中国においては、

Baidu、マーフォンウォー等有効な各種広告媒体を活用すること。 

      エ 広告配信期間は令和３年３月 15 日（月）までとすること。 

      ③ 提案事項について 

      ア 広告配信を行うメディアについて、その名称と回数等の具体的な配信方法、選定理由も併せ

て提案すること。 
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      イ プロモーションによる国籍・地域、記事への関心等を分析し、数値としての報告方法を提案する

こと。 

      ウ 目標値を提示すること。また、目標値を達成するため、効果的な手法を提案し、理由と共に企

画提案書に記載すること。 

      エ 上記に加えて、事業目的を達成するため、より効果的な企画があれば提案を行うこと。 

              

 （３）その他留意事項 

    ① 各事業において、運営、管理、庶務業務を行うこと。 

    ② 事業の実施記録については、カメラや画面の画像保存等を用いて記録を行うこと。 

    ③ 本事業の業務遂行に重要な役割を果たす優れた経験及び能力を有する予定担当者を明確に

し、常態的に当局及び連携先との連絡調整等を密に行えるものであること。 

    ④ 本事業は、当局及び連携先と十分に協議を行いながら事業を進めることとし、作業内容及び本

仕様書の内容及び作業に疑義が生じたときには、その都度当局及び連携先と協議の上、その指

示に従い作業を進めること。また、本仕様に定めの無い事項については、その都度協議の上対応

するものとする。 

     ⑤ 当局及び連携先は、作業期間中いつでもその作業状況の報告（報告書の作成を含む）を求め

ることができるものとする。 

    ⑥ 本業務により得られた全著作物（第三者があらかじめ著作権を保有している図・写真等を除く）

について、当局及び連携先は受注者及び掲載施設等の許可なく無償で使用・加工ができるもの

とする。 

    ⑦ 本業務により得られる著作物の著作者人格権について、受注者は将来にわたり行使しないこと。

また、受注者は本作品の制作に関与した者について、著作権を主張させず、著作者人格権につ

いても行使させないことを約するものとする。 

    ⑧ 本業務に使用する映像、イラスト、画像、その他資料等について、第三者が権利を有するものを

使用する場合、第三者との間で発生した著作権その他知的財産権に関する手続きや使用権料

等の負担と責任は、すべて受注者が負うこと。 

    ⑨ 上記⑥～⑧の規定は、本業務の一部を第三者に委託した場合においても適用する。受注者は、

第三者との間で必要な調整を行い、第三者との間で発生した著作権その他知的財産権に関す

る手続や使用料等の負担と責任を負うこと。 

    ⑩ 成果物が契約に適合しない場合は、受注者において、修正等の必要な措置を講じること。 

    ⑪ 本業務で取り扱うこととなる個人情報の管理は適正に実施すること。 

    ⑫ EU 一般データ保護規則（GDPR）対象地域で実施する事業については、同規則を遵守して

業務を行うこと。 

    ⑬ 本事業の実施にあたっては、情報管理体制を確保し、別添「説明書」の情報管理者名簿及び

情報管理体制図の作成の記載を確認の上、必要な手続きを行うこと。 

    ⑭ 緊急時の連絡体制を構築し、必要に応じて関係者と情報を共有すること。 

 

Ⅲ. 効果測定及び成果物 
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  １．効果測定の実施 

  （１） プロモーションで得られた実績を集計及び分析すること。 

  （２） 事業実施後における効果測定及び今後の課題分析を行うこと。 

       （事業実施後における掲載記事からの広告費用換算額算定、オンラインやプロモーション記事

等に対する反応等の測定を含む。） 

  ２．事業の進捗管理、目標及び成果については、Visit Japan 成果管理システム（通称：VJnet.シ

ステム）に入力し、管理すること。 

  ３．実施事業におけるデータ等の還元について、別途公表している「地域の観光資源を活用したプロモー

ション事業」及び各種データ還元提出フォーマットに従って、それぞれの業務毎に当局の指示する形

式にてデータを納品すること。 

      (http://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/kankou/kankou/gaikokujin_zoudai.html) 

  ４．成果物の作成 

   （１）提出物 

      ① 本事業報告書及び効果測定書 

        （Ａ４判カラー冊子（実施報告書 30頁程度、効果測定書 15頁程度）、用紙はグリー

ン購入法に適合したものを使用すること。） 

当局 ２部    連携先 各１部   合計８部 

      ② 本事業実施報告書、効果測定書の電子データ（報告書等を記録した電子媒体）及び 

事業の概要を簡潔にまとめたＡ４判カラー１枚を作成した電子データ 

当局 ２部    連携先 各１部   合計８部 

        (電子媒体は、CD 又は DVD とし、Microsoft Word2013、Microsoft Excel2013、

Microsoft PowerPoint2013 において編集可能ないずれかのファイル形式及び PDF 形式の

両方で保存するものとする。） 

      ③ Ⅲ．３に記載されたデータ還元に関わるデータにて指定するデータ一式 

④ 成果物 

           確定した記事及び内容を翻訳したものを電子データで提出すること。 

（電子データについては、MicrosoftWord2013 において編集可能なデータとすること。  

（２）提出期限 

       ① 本事業実施報告書及び効果測定書 … 令和３年３月 19 日（金） 

       ② 本事業実施報告書及び効果測定書電子データ…令和３年３月 19 日（金） 

      ③ データ還元に関わるデータ・・・令和 3 年 3 月 19 日（金）  

       ④ 成果物…原稿確定次第速やかに 

 

（３）提出先 

        神奈川県横浜市中区北仲通 5-57 横浜第二合同庁舎１８階 

関東運輸局観光部国際観光課及び各連携先に郵送又は持参 



【別紙：スポットリスト】

地域

エリア
記入連携先 コンテンツ ★優先

ガイドブック

掲載済み

コンテンツ

新

コンテンツ
内容・理由等

大山 小田急電鉄 大山登山と宿坊体験 ○

大山は丹沢大山国定公園に位置し、標高は1252m。相模湾の水蒸気により雲や霧が生

じやすく雨を降らすことから、雨乞い信仰の中心地として広く親しまれている。別名

「あめふり山」。ふもとには宿坊もあり、宿泊すると精進料理がいただけます。

鎌倉 小田急電鉄 源ホテル ○ ○
2020年3月にオープンした無人フロントホテル。鶴岡八幡宮のすぐ近くにあり観光に便

利です。

江ノ島・鎌倉 小田急電鉄 サンセットSUP ○ 湘南江の島の美しいサンセットを眺めながら楽しめるアクティビティがあります。

江の島 小田急電鉄 シラス漁体験 ○

5時頃から昼過ぎまで、しらす漁→加工→ランチまで体験できます。

※現在は開催日調整中のため、掲載は要確認。

https://cocoromiru.jp/plans/24

箱根 小田急電鉄
大観山

（日の出・サンセット）
○

芦ノ湖と富士山の絶景スポット。

日の出・サンセットは日本人のカメラ好きにも人気スポットです。

※山のホテルから、貸切タクシーで行くプランもあります。

https://www.hakonetozan-hire.co.jp/lp/zekkeisanpo/index.html

箱根 小田急電鉄
サイクリングツアー

（マウンテンリッパー）
○

箱根をマウンテンバイクで走るツアー。難易度に合わせた様々なコースもあります。

１～15名ほどで実施できます。

箱根 小田急電鉄 芦ノ湖（元箱根周辺）サイクリング ○
Let's Bike（セブンイレブン元箱根店24h貸出）による、レンタサイクルを使用した早

朝サイクリングができます。（9時半以降は芦ノ湖キャンプ村等でもレンタル可）

箱根 小田急電鉄 金時山　 ○
金時山登山は金太郎伝説の山で、富士山ビューが楽しめます。山頂でランチに人気のカ

レーうどんがおすすめポイントがあります。

箱根 小田急電鉄 常泉寺　朝粥の会 ○
毎月１日に朝７時から祈祷、精進料理（朝食）の体験ができます。

※要予約、外国人対応の可否は不明。

箱根 小田急電鉄 箱根神社 ○

箱根芦ノ湖畔にある箱根神社は、源頼朝や徳川家康など歴代の武将が参拝に訪れてきた

パワースポット。芦ノ湖に立つ赤い鳥居はフォトスポットとしても人気が高い。混雑す

るので、朝早く行くのがおすすめ。

箱根 小田急電鉄
芦ノ湖カヤック体験

（箱根ホテル）
○

のんびり芦ノ湖クルージングをするガイド付きツアーです。

芦ノ湖上から箱根神社を望むことができます。

大田区 京浜急行電鉄 羽田空港 〇
羽田空港の各ターミナル展望デッキからの眺めは人気スポット。世界各国の飛行機の離

着陸のほか、日の出、サンセットも見どころ。マジックアワーが楽しめます。

大田区 京浜急行電鉄 BIG FUN 平和島 〇

天然温泉平和島とドン・キホーテが入った複合施設です。

温泉は24時間は入れるので、深夜便の前にあるいは早朝着の旅の疲れをとるのにも便

利です。ドン・キホーテは、朝7時～翌４時まで営業しているのでショッピングも楽し

めます。

京浜急行 京浜急行電鉄 津久井浜観光農園 〇
なだらかな丘陵地帯にある津久井浜観光農園では、秋のみかん狩りや、春のいちご狩

り、いも掘りなどをたのしむことができます。

川崎市 京浜急行電鉄 川崎大師･金山神社 〇
金山神社（かなやまじんじゃ）は、神奈川県川崎市川崎区の若宮八幡宮境内にある神社

です。かなまら様の俗称があります。

川崎市 京浜急行電鉄 川崎市臨海部の工場夜景 〇

製油所・化学工場・製鉄所など数多くの工場が集積する京浜工業地帯です。 川崎臨海

部には工場夜景を撮影・観賞できるスポットが無数にあり、埋め立て地によって5～6

つにエリアが分かれています。圧倒的な人気がある千鳥町エリアを中心に、東扇島・浮

島・水江町・扇町などのエリアがおすすめです。

横須賀市 京浜急行電鉄 くりはま花の国 〇

緑豊かな自然とのふれあいを満喫できる花をテーマにした公園です。 散策に疲れた

ら、ハーブを眺めながら入れる足湯「湯足里（ゆったり）」（無料）があります。 ゴ

ジラの滑り台のある冒険ランドや、ハーブ園の遊具広場等、子供の遊び場もあり、ファ

ミリーに人気があります。

横須賀市 京浜急行電鉄 観音崎の夕日 〇

海や森などの自然をたっぷり楽しめる上に、遊具やアスレチックもあり大人から子供ま

で楽しめる自然のテーマパークです。観音埼灯台は、展望階まで上れる数少ない灯台で

す。

横須賀市 京浜急行電鉄 猿島 〇

東京湾に浮かぶ無人島、また湾内最大の自然島「猿島」です。かつては旧日本軍の要塞

として機能し、いまでも貴重な歴史遺産が残ります。赤レンガのトンネルなど、アニメ

の世界のようなフォトスポットとしても人気があります。

横須賀市 京浜急行電鉄 ヴェルニー公園 〇

フランス庭園様式の園内は、1400株のバラが咲く花壇や海沿いの散歩道などを設置し

ております。横須賀本港を一望できる「艦船の見える公園」としてもおなじみです。大

きな艦船が係留する光景は、まるで映画のワンシーンのようです。

横須賀市 京浜急行電鉄 衣笠山公園の夜ザクラ 〇

衣笠山は桜の名所としても有名で、山の一帯は広大な公園になっており、天候が良けれ

ば横浜・川崎方面まで見渡すことができ、春は夜桜も楽しめることから人気スポットと

なっております。

１．連携先が選んだコンテンツです。ナイトタイム・モーニングタイムを中心に、Withコロナでも楽しめるコンテンツを選びました。

２．「★優先」については、そのエリアを取り上げる際、可能な限り掲載していただきたいスポットです。

３．「ガイドブック掲載コンテンツ」は、昨年度本事業で制作したガイドブックです。

４．東急電鉄沿線の記事については、企画提案をお願いします。

■ナイトタイム・モーニングタイム記事　連携先掲載希望コンテンツ（参考資料）

６



横浜市 京浜急行電鉄 複合型エンタメ施設「アソビル」 〇

「遊べる駅近ビル」をコンセプトとした横浜駅みなみ東口通路直通の複合型体験エン

ターテインメントビルです。 最新テクノロジーやものづくりなどフロアごとに異なる

テーマが設定されており、こどもから大人まで楽しめます。

横浜市 京浜急行電鉄 大岡川プロムナード桜ライトアップ 〇

大岡川沿いに続く全長5㎞のプロムナードには、約500本の桜が植えられ、横浜市有数

の桜の名所として人気があります。桜が咲く季節にはぼんぼりでライトアップされるな

ど、様々なイベントで街全体が盛り上がります。

横浜市 京浜急行電鉄 みうら湯 〇
「さっぱり湯」「しっとり湯」の2種類の浴室を完備しております。黒湯天然温泉を使

用した露天風呂や炭酸泉、バイブラ湯などのお風呂とサウナが揃っております。

横浜市 京浜急行電鉄 みなとみらいラン 〇
資生堂のランステを利用して，みなとみらいの美しい夜景を見ながらランニングできま

す。

三浦市 京浜急行電鉄 みうらレンタサイクル 〇
全車両、3段ギア付きの電動アシストがあります。三崎口駅、三崎港、城ヶ島、三浦海

岸、油壷に乗降場があり、どこでも返却可能なので、観光にも便利です。

三浦市 京浜急行電鉄 河津桜 〇

2月初旬から楽しめる早咲きの桜で開花から落花まで約1ヶ月楽しめます。三浦海岸駅

～三崎口駅間の線路沿いには、約1000本の河津桜が植えられておりお花見の名所とし

ても有名です。

三浦市 京浜急行電鉄 馬の背洞門 〇

城ケ島の中央部南端には“奇岩”と名高い馬の背洞門があります。高さ8メートル、幅6

メートルの自然が生んだ造形美です。インスタ映えする光景に、多くの観光客がカメラ

を向けます。

三浦市 京浜急行電鉄
みさき魚市場マグロの競り

（＋朝食）
〇

市場の2階には見学コーナーがあり、受付で台帳に記入すれば誰でも自由に見学できま

す。見学に適した時間は朝8時～9時半頃です。

横浜市 横浜高速鉄道
ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜

（みなとみらい）
〇

2020年9月オープンのラグジュアリーホテルです。

「KAHARA EXPERIENCE」では様々なアクティビティが用意されており、日本文化も

楽しめます。

横浜市 横浜高速鉄道
オークウッドスイーツ横浜

（馬車道）
〇

2020年10月オープンです。部屋に家具家電一式・キッチン・冷蔵庫・洗濯乾燥機を完

備された、1泊から長期滞在まで可能なラグジュアリーホテルです。

横浜市 横浜高速鉄道
ハイアット リージェンシー 横浜

（日本大通り）
〇

2020年5月にオープンしたラグジュアリーホテルです。客室には、屏風をモチーフとし

たヘッドボードなど歴史あふれる和のテイストとスタイリッシュなデザインを融合した

デザインとなっております。

横浜市 横浜高速鉄道
イルミネーション

（みなとみらい線沿線）
〇

11月～3月にかけて、Sweet Memory in アメリカ山公園など、横浜の主要観光エリア

ではイルミネーションが楽しめます。

横浜市 横浜高速鉄道
夜景

（みなとみらい線沿線）
〇

ランドマークタワー69Ｆの展望フロア回廊式で昼は富士山や房総半島、夜は光の大海

原が楽しめます。また。臨港パークや大さん橋などみなとみらい線沿線には湾岸夜景が

楽しめるスポットがいっぱいです。

大田区 大田区 銭湯 ○

大田区は銭湯が39もある温泉特区。世界的にも貴重な「黒湯」と呼ばれる温泉が楽し

める銭湯、富士山のペンキ絵や昔ながらの宮造りの外観に番台がある銭湯など、それぞ

れ特徴があるので、まずはホームページでチェック。早朝から営業している銭湯もあ

り、ロングフライトの疲れを取るのにもおすすめです。

大田区 大田区 五十間鼻 ○
東京湾と羽田空港を一望できる日の出スポットです。

羽田空港からも距離的に近いです。

大田区 大田区 バーボンロード（飲み屋街） ○
蒲田エリアにある飲み屋街です。

東京の下町風情の中で、お手軽価格でお酒を楽しむことができます。

大田区 大田区
ホテルオリエンタルエクスプレス

東京蒲田
○

10社以上の地元の町工場とコラボレーションした「蒲田ならではの町工場を感じるホ

テル」です。実際に使用していた製造機械や工業製品など熟練した町工場の加工技術を

活用したプロダクトなどが館内に配置されており、クラフトマンのライフスタイルを感

じられるホテルです。

大田区 大田区 大田市場 ○

青果・水産・花きを取り扱う総合市場（青果・花きは日本最大の取引額）。

２階にある見学コースは場内の様子を一望できる（通常時：5：00-15：00、現在：

9：00-14：00）。早朝に訪れれば、活気あるせりの様子を見ることができる。２階に

は展示場もあり、場内にある飲食店では新鮮なメニューや「デカ盛り」のメニューを味

わうことができます。

大田区 大田区 池上本門寺朝市 ○ ○
総門から階段下までの広場に、食材や工芸品が立ち並びます。

3-6月、9-12月の第３日曜日7-11時に開催しております。

大田区 大田区 多摩川浅間神社 ○ ○
多摩川と富士山、電車が臨める。映画「シン・ゴジラ」でタバ作戦の拠点となりまし

た。シン・ゴジラの絵馬やお守りなどのコラボグッズも販売されております。
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