
事業名：テーマ別コンテンツ造成及び東北ブランド形成事業
連携DMO：（一社）東北観光推進機構

No. コンテンツ名

1 厳選素材の会津とんかつと地酒set

2 駄菓子deおつまみin会津

3 Beansおすすめ前菜5種とワインまたはビールセット

4 自家栽培会津野菜の前菜＆国産牛ローストビーフの盛り合わせと地酒セット

5 会津カレー焼きそばと会津日本酒二日酔い防止セット

6 鮨、刺身、日本酒の大将お任せセット

7 「山に囲まれた小さな街で飲むスコッチウイスキーも一つの思い出」セット

8 会津名産馬刺し＆鰊の山椒漬け＆小皿と會津の地酒飲み比べセット

9 会津地鶏鍋セット

10 地酒、きゅうりのたたき、天ぷらの4種盛りと3種類のつゆで楽しめるザルそばセット

11 ごま香る福島県産牛モツ鍋と地酒セット

12
ふくしまアミューズアソートとふくしま牛ランプの金秋焼き。
ふくしまのお酒3種飲み比べセット

13 ライスワイン（地酒日本酒）と旬のオススメオードブル

14 二十四節気の旬野菜スペシャリテセット

15 こおりやまを味わい尽くす純正郡山セット

16 焼き鳥盛り合わせ・いか人参と地酒の飲み比べセット

17 日本酒酒造が作った963ウイスキーと自家製のおつまみ3種盛り合わせ

18 当店オススメ串焼と地酒セット

19 旬のお刺身盛り合わせ・地鶏照焼サラダと郡山地酒セット

訪日グローバルキャンペーンに対応したコンテンツ造成事業（令和元年度）



事業名：テーマ別コンテンツ造成及び東北ブランド形成事業
連携DMO：（一社）東北観光推進機構

No. コンテンツ名

20 福島Bansyakuセット

21 福島県産地酒と福島県産旬野菜の串揚げ5本セット

22 地元農家直送！旬野菜を使ったピザorハンバーガーセット

23 桜

24 郷土の味3品と福島県産地酒3種を味わいつくすセット

25 旬のおすすめ食材使用季節彩るピッツァとおすすめワインorビールセット

26 旬の地元野菜料理2種と地酒セット

27 アジアン料理を味わうセット

28 郡山ブラック　醤油ラーメンと角ハイボールセット

29
日替り　口利き酒セット
旬の酒の肴3種類と季節のおすすめの福島の地酒4種のセット

30 鯉　じゅう　ジュー　農村野菜添えセット

31 地鶏と県産ビールのおいしいセット

32 ふくしまの地鶏と地酒のセット

33 BARで味わう伝説のカレーうどんと相性抜群ビールセット

34 郡山クラフトウイスキーとフライドポテト、チーズフライのマリアージュ

35 ふくしま県産フルーツカクテルと旬のくだものの盛り合わせセット

36 牛すじ煮込みと地酒の利き酒セット

37 焼肉3種盛り合わせに自家製キムチと地酒セット

38 福島の農家が産んだ肉厚しいたけを使ったアヒージョと白ワインセット

39 与市天ざる蕎麦と地酒のセット



事業名：テーマ別コンテンツ造成及び東北ブランド形成事業
連携DMO：（一社）東北観光推進機構

No. コンテンツ名

40 プレミアムRBパンケーキとカフェドリンクセット

41 名物目光の唐揚＆小皿と地酒2合のちょい呑みセット

42 いわきづくしセット

43 いわき地酒セット（日本酒、又兵衛吟醸、いわきロマン、ハタチ酒）と刺身1人盛のセット

44 温泉ジンジャーブレッド　＆　手作り和風コンビーフ　+　福島の地酒3種 飲み比べセット

45 産地直送やわらか桜肉と地酒セット

46 こだわりやきとり3種盛りとお好きなドリンクの乾杯セット

47 手作りギョーザと酒粕と味噌漬け豆腐に福島産日本酒を含む飲み比べ3種セット

48 さくらユッケ＆自家製小料理と地酒又兵衛セット

49 いわきから発！沖縄すば。定番沖縄料理セット

50 パパド＆タンドリーチキンと福島産日本酒の異文化コラボセット

51 地元野菜たっぷり生ハムサラダとハワイアンカクテルセット

52 牛すじ串と福島地酒の飲み比べセット

53 いわきの郷土料理 さんまのポーポー焼きとオーナーチョイスの日本酒セット

54 店主オススメ自慢のキジ焼きと鳥シュウマイ、お酒のセット

55 五戸づくしセット

56 季節野菜の天ぷら三種盛りと地酒セット

57 めん匠大満足セット

58 生南部せんべいサンド

59 青森の味の旅セット



事業名：テーマ別コンテンツ造成及び東北ブランド形成事業
連携DMO：（一社）東北観光推進機構

No. コンテンツ名

60 サグチキンカレー（なべ焼きうどん　冬）

61 八戸の味 飲み食いセット

62 十和田牛バラ焼きと生ビールのセット

63
八戸美保野ポーク　おすすめ3種と
サッポロ　パーフェクト黒ラベルのセット

64 ゴボウのフリットとお好きなお酒（ビール、日本酒、焼酎）

65 大人のクリームチーズ＋地酒（八仙赤）

66 八戸の味満喫セット

67
倉石牛の炙り焼き3部位食べ比べ
地酒八仙飲み比べ（3種）

68 ひよこセット

69  その日限定！おすすめ魚介料理(または肉料理）と選べる日本酒(ビールも可)セット

70 その日最高のネタが集合！お寿司とお刺身と日本酒(ビールも可）セット

71 お好みのバーガーと八戸ワインテイスティング3種セット

72 八戸産サバ缶、イカを使ったワサビピザと日本酒(またはワイン)のセット

73 日本一脂ののったサバ！八戸前沖さばの串焼き・味噌じめ・腸詰めサバソーセージと日本酒セット

74 八戸まるごとセット

75 天もりセットと福島県産日本酒に蕎麦味噌を添えて

76 いわきワインといわきの魚メヒカリのフリット

77
日本酒と焼き鳥のマリアージュ!!
酒屋店主Mｒ.Gamanが教える日本酒の選び方

78
英語ガイドが案内！
青森ねぶたが楽しめるエキサイティングな居酒屋体験！！

79
日本文化を学ぶ！
朝の神社で神職・巫女体験



事業名：テーマ別コンテンツ造成及び東北ブランド形成事業
連携DMO：（一社）東北観光推進機構

No. コンテンツ名

80
日本文化を学ぶ！
燈籠の灯りの下で参拝作法とご祈祷体験

81 黒石こみせ散策と百年料亭で味わう老舗の日本料理の夕食

82 ガイドが案内・恐山宿坊体験

83 英語ガイドが案内する八戸の横丁めぐりと人気の居酒屋での夕食

84 十和田で「何もしないをする」を体感する早朝カヌーツアー

85 自然を満喫！BBQと早朝＆ナイトカヌーを楽しむ十和田湖キャンプ

86 いろとりどりのアートと氷瀑を楽しむナイト

87 ウマジンガイドがご案内！ディープな十和田ではしご酒

88 建築とアートを巡るナイトウォーキングツアー

89 平泉でサイクリングと郷土料理体験

90
ユネスコ無形文化遺産
「もち食文化」を手軽に体験

91
平泉に宿泊して、平和への祈りをささげよう
～【夢灯り】灯籠作成体験と浄土の地で書道体験～

92 世界遺産のまち平泉の祭りに参加しよう

93 酒蔵見学＋日本酒ペアリング

94 酒蔵見学＋食事会

95 古酒入門

96 定置網見学

97 小さな町の小さな居酒屋ホッピング

98 小さな街の大いなる鼓動

99 ある小さな町の穢れなき朝



事業名：テーマ別コンテンツ造成及び東北ブランド形成事業
連携DMO：（一社）東北観光推進機構

No. コンテンツ名

100 浄土ヶ浜で朝食を

101 MTB マウンテンバイクツアー

102 森のりんご園りんごづくし体験

103 スリリングなカート体験で盛り上がろう！　宿泊付きプラン

104 森のりんご園りんごづくし体験

105 スノーハイク体験

106 八幡平マウンテンホテルに泊まってガイドと歩く八幡平トレッキング

107 森のりんご園りんごづくし体験

108 最上川舟下りと芋煮会を楽しんで農家民宿に泊まる

109 農家民宿ふきのとう田中

110 農家民宿ほたる

111 農家民宿に泊まって餅つき体験

112 農家民宿　三左衛門

113 農家民宿　与惣右ヱ門

114 ◆春季◆綺麗な"水"から得られる恩恵を愉しむツアー

115 ◆夏季◆初夏・旬の素材の活かし方を学ぶツアー

116 ◆夏季◆晩夏・旬の素材の活かし方を学ぶツアー

117 ◆秋季◆　秋の恵みと文化を多面的に味わうツアー

118 ◆通年◆山形に備わる精神文化と暮らしを感じるツアー

119 ◆冬季◆雪による恩恵を享受するツアー



事業名：テーマ別コンテンツ造成及び東北ブランド形成事業
連携DMO：（一社）東北観光推進機構

No. コンテンツ名

120
春（4月～5月）
【　水没林カヌーと渓流釣り　】　　湖でのカヌーや渓流での山女魚釣りなどアクティブな体験がしたい方におススメ

121
夏（8月～10月）
【農家に泊まって米沢牛を食べる】

122
秋（11月～12月）
【スピリチュアルな体験】

123
初夏（6月～7月）
【農家に泊まって水陸両用バスで湖へ】

124
冬（1月～2月）
【スノーモービル三昧と農家貸切宿】

125
冬（3月）
【スノーモービル三昧と農家貸切宿】

126 冬限定イベント「はなまき星めぐりの夜」参加体験＆花巻の伝統芸能とワイン・日本酒を体験

127 無言の祈り「裸まいり」

128 地域の絆と日本文化のプライベート体験

129 天下の奇祭「一関・大原水かけ祭り」体感＆おもてなし文化体験

130
本当のサムライスピリッツを知り、
現代の侍となって、平和を願う雪灯篭祭りへ参加する。



© Presentation Design

厳選素材の会津とんかつと地酒set

店名 麗 （URARAKA）

営業時間 17:00-22:00 休業日 日曜、祭日

セット名 厳選素材の会津とんかつと地酒set

概要
アピールポイント

会津の郷土料理の1つであるソースカツを素材から厳選しBeerや日本酒のつまみに合わせたプレートに
してみました。

料理内容：会津とんかつ、サラダ、小鉢

お酒内容：プレミアムBeer 1杯 or 地酒180ml 1杯

販売金額 2500円

備考 ※こちらのセットメニューは外国人限定となります。

問い合わせ先

名称 麗 （URARAKA）

電話番号 0242-23-7716

住所 福島県会津若松市中町2-78 ホテルニューパレス 1F

アクセス 七日町駅から徒歩10分
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駄菓子deおつまみin会津

店名 會津バル

営業時間
11:30-15:00(L.O.14:00)
18:00-22:00(L.O.21:30)

休業日 なし

コンテンツ名 駄菓子deおつまみin会津

概要
アピールポイント

日本の子どもたちに人気の駄菓子や会津に伝わる駄菓子を会津産はちみつで作られたハニーワインに
合わせて楽しめるセットです。残った駄菓子はお土産として持ち帰っていただいて大丈夫です。

販売金額 ２０００円

備考 ※こちらのセットメニューは外国人限定となります。

問い合わせ先

名称 會津バル

電話番号 0242-36-7257

住所 福島県会津若松市大町1-9-5 石川ビル 1F

アクセス 会津若松駅からバスで5分、徒歩で15分

メールアドレス aidubaru@gmail.com

サイトリンク https://fukushima.explore-japan.net/aizubar
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Beansおすすめ前菜5種とワインまたはビールセット

店名 Restaurant&Bar Beans

営業時間
11:00-14:00
17:30-23:00

休業日 日曜日

コンテンツ名 Beansおすすめ前菜5種とワインまたはビールセット

概要
アピールポイント

会津若松産の野菜を多く使ったおすすめの前菜盛り合わせとお好みでビール、白ワイン、赤ワインか
ら選べるセットです。

販売金額 1500円

備考 ※こちらのセットメニューは外国人限定となります。

問い合わせ先

名称 Restaurant&Bar Beans

電話番号 0242-28-5077

住所 福島県会津若松市栄町2-25

アクセス 会津若松駅から徒歩20分

公式サイト https://rbbeans.jimdofree.com/
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自家栽培会津野菜の前菜＆国産牛ローストビーフの盛り合わせ
と地酒セット

店名 田伝夢思

営業時間 17:30-24:00(L.O.23:30) 休業日 日曜日

コンテンツ名 自家栽培会津野菜の前菜＆国産牛ローストビーフの盛り合わせと地酒セット

概要
アピールポイント

築100年の古民家をリノベーションした落ち着きのある空間で、新鮮・安全な会津産食材を使った料理
と地酒を楽しめるセットです。

料理内容：自家栽培野菜の前菜3種、サラダ、ローストビーフ

お酒内容：会津の地酒180ml

販売金額 1900円

備考 ※こちらのセットメニューは外国人限定となります。

問い合わせ先

名称 田伝夢思

電話番号 0242-27-5215

住所 福島県会津若松市東栄町6-16

アクセス 会津若松駅からバスで15分、徒歩で25分
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会津カレー焼きそばと会津日本酒二日酔い防止セット

店名 ラーメン居酒屋 寿楽

営業時間 18:00-23:45L.O. 休業日 基本日曜日

コンテンツ名 会津カレー焼きそばと会津日本酒二日酔い防止セット

概要
アピールポイント

全国で会津だけのソウルフード会津焼きそば。地元の野菜を炒め麺をからめカレールーをかける地元
に愛され50年、スパイスをきかせ酒に合うようウコン等も入って二日酔い防止にも。
料理内容：会津カレー焼きそば＋小皿
お酒内容：末広生酒、栄川生酒

販売金額 2000円

備考 ※こちらのセットメニューは外国人限定となります。

問い合わせ先

名称 ラーメン居酒屋 寿楽

電話番号 0242-24-8641

住所 福島県会津若松市馬場町2-45 

アクセス 会津若松駅から徒歩16分
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鮨、刺身、日本酒の大将お任せセット

店名 魚志

営業時間
火～土17:00-24:00(L.O. 23:30)
日17:00-23:00(L.O. 22:30)

休業日 月曜日

コンテンツ名 鮨、刺身、日本酒の大将お任せセット

概要
アピールポイント

海の無い会津で北海道から直送！！そして宮城から新潟各地方から珍しい鮮度の良い魚を仕入れてま
す。お米は会津産の”天のつぶ”といって、口の中でほろけるお米で、酢に邪魔しなく寿司米にはとって
も美味しいお米を使ってます。
料理内容：刺身3切3点盛り（まぐろ赤身、白身）寿司8貫（日替り）お通し
お酒内容：会津のおまかせ日本酒（1合180ml）

販売金額 4400円

備考 ※こちらのセットメニューは外国人限定となります。

問い合わせ先

名称 魚志

電話番号 090-4045-4452

住所 福島県会津若松市栄町8-27

アクセス 七日町駅から徒歩18分

メールアドレス sushi-shi-su1215@ezweb.ne.jp

サイトリンク https://ja-jp.facebook.com/uoshiaizu/
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「山に囲まれた小さな街で飲むスコッチウイスキーも一つの思
い出」セット

店名 Bar Octave

営業時間 17:00-翌2:00 (L.O. 1:30) 休業日 時々日曜日

コンテンツ名 「山に囲まれた小さな街で飲むスコッチウイスキーも一つの思い出」セット

概要
アピールポイント

「山に囲まれた小さな街で飲むスコッチウイスキーも一つの思い出」セット
スコットランドから遠く離れた日本の小さな街で美味しいスコッチウイスキーを飲んできたと、思い
出話を楽しんで頂くためのサービスセット。
料理内容：手作り生チョコレートをほんの少し
お酒内容：シングルモルトスコッチウイスキー「トマーチン36年」ハーフショット（15ml)
シングルモルトスコッチウイスキー「トマーチン30年」ハーフショット（15ml)

販売金額 5500円

備考 ※こちらのセットメニューは外国人限定となります。

問い合わせ先

名称 Bar Octave

電話番号 0242-24-3634

住所 福島県会津若松市栄町7-17 甲賀ﾋﾞﾙ１F

アクセス 七日町駅から徒歩1６分

サイトリンク https://bar-octave.business.site/
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会津名産馬刺し＆鰊の山椒漬け＆小皿と會津の地酒飲み比べ
セット

店名 和風ダイニングRin

営業時間 17:00-23:00（L.O.22:30） 休業日 月曜日

コンテンツ名 会津名産馬刺し＆鰊の山椒漬け＆小皿と會津の地酒飲み比べセット

概要
アピールポイント

会津の代表的郷土料理と会津の誇る地酒の飲み比べをセットにしました。新鮮な魚介類の仕入れにこ
だわっています。
料理内容：会津名産馬刺し＆鰊の山椒漬け＆小皿
お酒内容：地酒3種

販売金額 3000円

備考 ※こちらのセットメニューは外国人限定となります。

問い合わせ先

名称 和風ダイニングRin

電話番号 0242-23-9099

住所 福島県会津若松市大町1-2-55 ホテル大阪屋 2F

アクセス 会津若松駅から徒歩15分

サイトリンク https://www.wafuudining-rin.com/
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会津地鶏鍋セット

店名 籠太

営業時間 17:00-23:-00 休業日 日曜

コンテンツ名 会津地鶏鍋セット

概要
アピールポイント

30年近く経営している店主自らビジネスパートナーとして選んだ養鶏場の鶏を使用しています。會津
の銘柄「末廣」の酒粕を使って育てた無農薬の野菜を使ったスープを土鍋で提供するのがこだわりで
す。

販売金額 2500円

備考 ※こちらのセットメニューは外国人限定となります。

問い合わせ先

名称 籠太

電話番号 0242-32-5380

住所 福島県会津若松市栄町8-49

アクセス 会津若松駅からバスで10分、徒歩20分
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地酒、きゅうりのたたき、天ぷらの4種盛りと3種類のつゆで楽
しめるザルそばセット

店名 吉兵衛

営業時間
AM12:00-PM2:30（ラストオーダー
2:00）/ PM5:30-PM10:30（ラスト
オーダーPM10:00）

休業日 日曜、祝日

コンテンツ名 地酒、きゅうりのたたき、天ぷらの4種盛りと3種類のつゆで楽しめるザルそばセット

概要
アピールポイント

創業以来25年手打ちにこだわったそば処。めずらしいクルミのおつゆ、にがみのある蕗の薹のおつゆ、
かつお出汁のそばつゆで十割そばが楽しめます。ぜひ地酒とともに召し上がってください。

販売金額 2000円

備考 ※こちらのセットメニューは外国人限定となります。

問い合わせ先

名称 吉兵衛

電話番号 0242ｰ33ｰ0844

住所 福島県会津若松市栄町7番7号 ステージ707 3階

アクセス 会津若松駅からバス15分、徒歩30分
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ごま香る福島県産牛モツ鍋と地酒セット

店名 ゆるりと菜 村さ来 桑野店

営業時間 17:00-翌1:00 休業日 無

コンテンツ名 ごま香る福島県産牛モツ鍋と地酒セット

概要
アピールポイント

居酒屋御三家と言われた全国チェーンの居酒屋です。当店では福島県産牛もつを使用した美容と健康
に良いお鍋（美容に良いコラーゲンと、アルコール分解促進、肝臓機能強効果があるゴマを沢山使用
してます）をご提供します。日替り小鉢付。牛モツは食べやすいサイズに加工して、スープはみそ・
辛みそ・塩の味からお選び頂けます。
料理内容：牛モツ鍋（1人前）、小鉢（1個）ぷるぷるの歯切れのいい牛モツを使用してごまたっぷり
のスープで仕上げます。
お酒内容：福島県の地酒（1杯）なみなみ注いでご提供いたします。（グラス提供）

販売金額 1705円

備考 ※こちらのセットメニューは外国人限定となります。

問い合わせ先

名称 ゆるりと菜 村さ来 桑野店

電話番号 024-927-6777

住所 福島県郡山市桑野３－１１－１３

アクセス 郡山富田駅から徒歩25分
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ふくしまアミューズアソートとふくしま牛ランプの金秋焼き。
ふくしまのお酒3種飲み比べセット

店名 和食堂 松林

営業時間
【ランチ】 11:30-14:30 (L.O.14:00)
【ディナー】 17:30-21:30 (L.O.21:00)

休業日 無

コンテンツ名 ふくしまアミューズアソートとふくしま牛ランプの金秋焼き。 ふくしまのお酒3種飲み比べセット

概要
アピールポイント

市内ホテルの和食レストランです。ふくしま牛と地酒の組みあわせをお楽しみ頂けます。
料理内容：ふくしまの前菜（おつまみ）アソート+ふくしま牛ミニステーキ
お酒内容：日本酒（市内＆県内のもの）飲み比べ3種

販売金額 3000円

備考 ※こちらのセットメニューは外国人限定となります。

問い合わせ先

名称 和食堂 松林

電話番号 024-935-1126

住所 福島県郡山市虎丸町3-18 ホテル ハマツ １Ｆ

アクセス 郡山駅からバス5分 徒歩15分

メールアドレス restaurants@hotel-hamatsu.co.jp
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ライスワイン（地酒日本酒）と旬のオススメオードブル

店名 PETIT GREEN

営業時間
ランチ11:30-14:00
ディナー17:30-24:00

休業日 木曜日昼のみ

コンテンツ名 ライスワイン（地酒日本酒）と旬のオススメオードブル

概要
アピールポイント

世界中で同じ日に「フランス式」コース料理を提供するフランスの美食の祭典「グード・フランス」
で日本では21店舗のひとつに選出されたヨーロッパ三ツ星レストランで副料理長の経験を持つシェフ
の店。地元郡山の食材にごだわった料理が特徴。
料理内容：福島県産牛ロースステーキ/郡山産豆のトマト煮/鯉のクネルグリーンカレーソース/洋風イ
カ人参/曲ねぎのピザ などから3種
お酒内容：福島県産日本酒（穏、笹の川、国権、会津娘、天明など）から1杯×3種

販売金額 2500円

備考 ※こちらのセットメニューは外国人限定となります。

問い合わせ先

名称 PETIT GREEN

電話番号 024-934-8899

住所 福島県郡山市駅前２－６－４ 富士館ビル１Ｆ

アクセス 郡山駅から徒歩3分
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二十四節気の旬野菜スペシャリテセット

店名 Best Table

営業時間
ランチ 11:00-14:30
ディナー 17:30-22:30

休業日 火曜日

コンテンツ名 二十四節気の旬野菜スペシャリテセット

概要
アピールポイント

当店では「Eat Local」「Eat Seasonally」がテーマのお店です。日本には四季以上に細かい24節気と
いう季節感の文化があります。種まき、稲刈りもその節気を基準に太古の昔から祭りや農業をしてき
ました。24の食材を一番美味しい旬の時期にメニューにしたスペシャリテを用意します。主として扱
う「郡山ブランド野菜」は3000の種から選りすぐりの13種類を選んで地元郡山の農家さんが育ててる
野菜です。農家さんが丹精込めた旬の野菜をお楽しみ下さい。

料理内容：スペシャリテメニュー2品＋地酒or自家製ドリンク1杯

メニュー例：春（苺のタルトフランベ、苺のパンコントマテ）夏（佐助ナスのカルパッチョ、とうみ
ぎ丸のかき揚げ）秋（ハイカラツックン（長ネギ）のフリット、サルビチャーダソース）冬（御前人
参とエビのグリル、黒にんにくタップナードソース）

お酒内容：郡山産地酒（日本酒）or梅酒or当店自慢の自家製ドリング（漬け込みビネガー※ノンアル
可）

販売金額 2200円

備考 ※こちらのセットメニューは外国人限定となります。

問い合わせ先

名称 Best Table

電話番号 024-983-3129

住所 福島県郡山市朝日1-14-1

アクセス 郡山駅からバス12分、郡山駅から徒歩30分

メールアドレス besttable@yamaguchi-gr.co.jp

サイトリンク https://besttable.gorp.jp/
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こおりやまを味わい尽くす純正郡山セット

店名 旬膳 くしぜん

営業時間
平日17:00-24:30(LO23:30)
金土17:00-翌2:00(LO翌1:00)

休業日
日曜日
（月曜日が祝日の場合は月曜休み）

コンテンツ名 こおりやまを味わい尽くす純正郡山セット

概要
アピールポイント

郡山の鯉は郡山を代表する特産品で生産量は全国1位。水・エサ・育て方にこだわった鯉は身が引き締
まった淡い桜色の刺身で絶品です。鯉のフライは全国食用鯉品評会で最高賞に輝いた鯉創作料理の逸
品。うねめ牛は郡山で育てられた黒毛和種で肉質等級5又は4雌牛のみの特別なブランド牛。三五八
（さごはち）とは県内に古くから伝わる漬け材で塩・米・糀の割合が3：5：8であることから呼ばれて
おり、それを使用した美味しい漬物。さらに郡山を代表する地酒笹の川純米酒を合わせた地元こおり
やまのほかでは味わえないスペシャルなセットです。

料理内容：郡山の鯉刺身、郡山の鯉フライ、うねめ牛石焼、三五八漬け、小鉢

お酒内容：笹の川純米酒1合（180ml）

販売金額 3000円

備考 ※こちらのセットメニューは外国人限定となります。

問い合わせ先

名称 旬膳 くしぜん

電話番号 024-935-5007

住所 福島県郡山市大町1-4-16 第一増子ビル4階

アクセス 郡山駅から徒歩5分
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焼き鳥盛り合わせ・いか人参と地酒の飲み比べセット

店名 居酒屋 安兵衛

営業時間 17:00-24:00 休業日 年中無休

コンテンツ名 焼き鳥盛り合わせ・いか人参と地酒の飲み比べセット

概要
アピールポイント

創業35年の居酒屋安兵衛は入り口の緑提灯とずらり並んだ地酒ラベルが目印。築140余年の建物は演
歌が流れ、趣きがあって木の温もりも優しい雰囲気の地元に愛され続ける王道の居酒屋です。居酒屋
定番の焼き鳥盛り合わせに福島を代表する郷土料理のいか人参（スルメとニンジンを細切りにし、醤
油、日本酒、みりんなどで味付けした郷土料理）と全国新酒鑑評会金賞受賞数7年連続日本一の福島県
の日本酒の中から酒造りの経験をもつ店長こだわりの地酒3種を厳選したセットメニューです。

料理内容：焼き鳥盛り合わせ（4本）、いか人参小鉢

お酒内容：福島地酒セット（3種各1杯）

販売金額 1800円

備考 ※こちらのセットメニューは外国人限定となります。

問い合わせ先

名称 居酒屋 安兵衛

電話番号 024-933-9326

住所 福島県郡山市大町1-3-12

アクセス 郡山駅から徒歩5分

サイトリンク https://www.facebook.com/otokomae.izakaya.yasubey.hayakawa/
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日本酒酒造が作った963ウイスキーと自家製のおつまみ3種盛
り合わせ

店名 Bar マリオ

営業時間
平日19:00-翌3:00
週末、祝日前日19:00-翌5:00

休業日 無

コンテンツ名 日本酒酒造が作った963ウイスキーと自家製のおつまみ3種盛り合わせ

概要
アピールポイント

マスターが20年以上考えて、お客様に愛され続けるラムレーズンバターと福島県産の豚の燻製めずら
しいハツ・レバー・塩漬けベーコンと郷土料理イカ人参を組み合わせたウイスキーに合う3種盛り合わ
せ。ウイスキーは福島県郡山産の963を使ったマリアージュをお楽しみ下さい。※テーブルチャージを
含みます

料理内容：・福島県産豚のベーコン、ハツ、レバーの燻製・自家製ラムレーズンバター・（郷土料
理）イカ人参の3点盛り合わせ

お酒内容：963ウイスキー（日本酒を作っている酒造が作った福島県産のウイスキー。実は70年以上
の歴史があります）

販売金額 1700円

備考 ※こちらのセットメニューは外国人限定となります。

問い合わせ先

名称 Bar マリオ

電話番号 024-934-7650

住所 福島県郡山市駅前２-3-2 駅前グリーンビル2F

アクセス 郡山駅から徒歩3分

メールアドレス koisuke@hotmail.co.jp

サイトリンク http://bar-mario.com/
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当店オススメ串焼と地酒セット

店名 串焼 大串

営業時間 17:00-23:00 休業日 日曜日、祝日

コンテンツ名 当店オススメ串焼と地酒セット

概要
アピールポイント

創業40年の居酒屋で、40年間地元の人々に受け継がれる串焼のセットです。

40年間続く串焼メニューで、串焼の野菜の甘みと辛口の日本酒のセットでおいしく味わえます。

料理内容：アスパラ巻2本、シソ巻2本、ピーマン巻1本＋お通し

お酒内容：日本 酒栄川特醸酒1杯（180ml）、花春濃酵純米酒1杯（180ml）、仁井田本家燗誂1杯
（180ml）、アサヒビールグラス1杯のいずれか

販売金額 2000円

備考 ※こちらのセットメニューは外国人限定となります。

問い合わせ先

名称 串焼 大串

電話番号 024-923-9164

住所 福島県郡山市駅前２-１０-２１

アクセス 郡山から徒歩3分
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旬のお刺身盛り合わせ・地鶏照焼サラダと郡山地酒セット

店名 旬のお刺身盛り合わせ・地鶏照焼サラダと郡山地酒セット

営業時間
【昼の部】昼会席コースはご予約にて承ります。
（二名様より。お一人様5,000円～）
【夜の部】17：00-22：30

休業日 日曜・祝日

コンテンツ名 旬のお刺身盛り合わせ・地鶏照焼サラダと郡山地酒セット

概要
アピールポイント

通りから一歩足を踏み入れ坪庭風のアプローチ、店内は日本風情溢れる柔らかな静けさに包まれた空
間がひろがります。季節の魚や新鮮な野菜はもちろん、旬の味覚を一歩先取りする”はしり”のものは他
店では出会えない親方ならではの日本料理がここでは味わえます。旬のお刺身と福島を代表する伊達
鶏を使った照焼サラダに郡山の地酒を合わせた親方おすすめのセットをご賞味ください。

販売金額 4000円

備考 ※こちらのセットメニューは外国人限定となります。

問い合わせ先

名称 角さん

電話番号 024-924-0254

住所 福島県郡山市駅前2丁目8-16

アクセス 郡山駅から徒歩4分

サイトリンク http://www.oryouri-kakusan.com/
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福島Bansyakuセット

店名 BAR 角屋

営業時間
月曜～木曜 19:00-翌2:00
金曜・土曜・祝日の前日 19:00-翌3:00

休業日 毎週日曜

コンテンツ名 福島Bansyakuセット

概要
アピールポイント

旬の野菜の天ぷらやお刺身、福島の地酒を楽しめるセットです。

料理内容：旬の野菜天ぷら、お刺身盛合わせのどちらか1品。

お酒内容：郡山の地酒orウイスキー（仁井田本家or963）どちらか1品

販売金額 1500円

備考 ※こちらのセットメニューは外国人限定となります。

問い合わせ先

名称 BAR 角屋

電話番号 024-939-3471

住所 福島県郡山市駅前2-6-20 駅前大学ビル Ｂ１Ｆ

アクセス 郡山駅から徒歩3分
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福島県産地酒と福島県産旬野菜の串揚げ5本セット

店名 串揚げ居酒屋ハシゴ

営業時間
（日～木）17:00-0:00
（金、土、祝前日）17:00-2:00

休業日 不定休

コンテンツ名 福島県産地酒と福島県産旬野菜の串揚げ5本セット

概要
アピールポイント

低カロリー、ビタミン豊富で食材のジューシーさを余すことなくお楽しみいただける米油を使用した
ヘルシーな串揚げ店です。福島県産旬の野菜5本と創業300年以上の仁井田本家の地酒「穏」純米吟醸
1合のセットを提供します。

料理内容：地産地消の野菜串揚げ5本

お酒内容：地酒「穏」純米吟醸1合

販売金額 1800円

備考 ※こちらのセットメニューは外国人限定となります。

問い合わせ先

名称 串揚げ居酒屋ハシゴ

電話番号 024-973-8845

住所 福島県郡山市中町11-2 ロンデンビル2F

アクセス 郡山駅から徒歩5分

サイトリンク http://familiar-food.com/
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地元農家直送！旬野菜を使ったピザorハンバーガーセット

店名 FARMER'S DINING CROSS ROAD

営業時間
月～木: 18:00-翌2:00
金、土、祝日、祝前日: 18:00-翌3:00
日: 18:00-翌1:00

休業日 無休

コンテンツ名 地元農家直送！旬野菜を使ったピザorハンバーガーセット

概要
アピールポイント

福島県の郡山駅前に25年。店内は木のぬくもりを感じる暖かみのある空間のアメリカンパブ。地産地
消にこだわるFOOD BARでお客様と生産者の架け橋になれるよう地元農家さんからの直送野菜で旬の
料理や多彩なお酒が楽しめます。料理はお客さまから愛されつづける自慢の自家製生地ピザに季節野
菜をのせた逸品ピザ 又は 農家直送のレタス＆トマトと牛豚合いびき肉のパティをこだわりぬいた
バンズに挟んだ絶品ハンバーガー。酒は相性抜群のビールをどうぞ。

料理内容：農家直送！福島旬野菜のピザ又は新鮮野菜ハンバーガー

お酒内容：生ビール１杯

販売金額 1500円

備考 ※こちらのセットメニューは外国人限定となります。

問い合わせ先

名称 FARMER'S DINING CROSS ROAD

電話番号 024-921-5858

住所 福島県郡山市駅前１-3-7陣屋一番館ビル1F

アクセス 郡山駅から徒歩4分
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桜

店名 鮨 神水

営業時間 17:00-23:00 (LO 22:30) 休業日
日曜日
（月曜日が祝日の場合は月曜休み）

コンテンツ名 桜

概要
アピールポイント

日本各地の新鮮なネタを使用した握りと、その握りを彩る地酒。日本の文化を心ゆくまで楽しむこと
ができるセットメニューです。

料理内容：旬な握り10貫

お酒内容：地酒の5種飲み比べ

販売金額 8000円

備考 ※こちらのセットメニューは外国人限定となります。

問い合わせ先

名称 鮨 神水

電話番号 024-933-6699

住所 福島県郡山市駅前1-4-13 エリート11ビル 101

アクセス 郡山駅から徒歩5分

サイトリンク http://www.a-shinsui.jp/
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郷土の味3品と福島県産地酒3種を味わいつくすセット

店名 だいこんの花

営業時間 17:00-LO22:30（22:30まで入店可） 休業日 日曜・祝日

コンテンツ名 郷土の味3品と福島県産地酒3種を味わいつくすセット

概要
アピールポイント

どなたでもくつろげる空間で、親子二代に渡り地元食材にこだわった和食料理を提供しています。自
慢の郷土の品3つと味の違いを楽しめる地酒をセットにしました。それぞれの組み合わせで味の変化を
お楽しみください。

※セットメニューご注文の方に限りお通しはなしでOK

料理内容：厚焼き玉子、チーズの味噌漬け、子じゃが田楽

お酒内容：福島県産日本酒3種飲み比べ

販売金額 2200円

備考 ※こちらのセットメニューは外国人限定となります。

問い合わせ先

名称 だいこんの花

電話番号 024-932-0010

住所 福島県郡山市駅前2-5-4

アクセス 郡山駅から徒歩3分



© Presentation Design

旬のおすすめ食材使用季節彩るピッツァとおすすめワインor
ビールセット

店名 PIZZERIA e OSTARIA DAVVERO

営業時間
月～木、日、祝日17:00-24:00
金、土、祝前日17:00-翌1:00

休業日 無休

コンテンツ名 旬のおすすめ食材使用季節彩るピッツァとおすすめワインorビールセット

概要
アピールポイント

温かみのある照明と居心地の良い空間で、シェフが厳選した地元ならではの旬な食材を使った季節彩
るピッツァとお好みでおすすめワイン又はビールを合わせたセットメニューです。

料理内容：おすすめふくしま旬のピッツァ

お酒内容：ワイン又はビール１杯

販売金額 2500円

備考 ※こちらのセットメニューは外国人限定となります。

問い合わせ先

名称 PIZZERIA e OSTARIA DAVVERO

電話番号 024-923-6000

住所 福島県郡山市駅前2-6-15

アクセス 郡山駅から徒歩3分
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旬の地元野菜料理2種と地酒セット

店名 居酒屋しのや郡山駅前店＆郡山桑野店

営業時間 17:00-25:00 休業日 日曜日（祝日の場合月曜日）

コンテンツ名 旬の地元野菜料理2種と地酒セット

概要
アピールポイント

おいしい「郡山野菜」をふくしまの酒と共に味わえるセットメニューです。

季節により野菜の内容が異なります。

料理内容：地元野菜を使った免品＆旬の野菜天ぷら

お酒内容：生粋左馬、廣戸川の2種セット（各半合90mlずつ）

販売金額 1500円

備考 ※こちらのセットメニューは外国人限定となります。

問い合わせ先

名称 居酒屋しのや郡山駅前店＆郡山桑野店

電話番号 024-983-0081

住所 福島県郡山市駅前2-6-3 メッソビル B1F & 桑野2-7-1

アクセス 郡山駅から徒歩4分

サイトリンク https://shinoya.co/

メールアドレス honte@shinoya.co
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アジアン料理を味わうセット

店名 ASIAN BaMboon

営業時間
月～金11:30-14:00
ナイト17:00-24:00
金・土17:00-翌1:00

休業日 無

コンテンツ名 アジアン料理を味わうセット

概要
アピールポイント

ベトナム、スリランカ等、本格的なアジアン料理をお楽しみいただけます。

料理内容：手羽先（ガーチェン）、揚げ春巻き（チャーゾウ）、生春巻き（ゴイフン）野菜サラダ、
フライドライス、スープ

お酒内容：アサヒビール1杯

販売金額 2000円

備考 ※こちらのセットメニューは外国人限定となります。

問い合わせ先

名称 ASIAN BaMboon

電話番号 024-927-9668

住所 福島県郡山市駅前1-9-18 サワカミビル 2F

アクセス 郡山駅から徒歩3分

サイトリンク https://www.facebook.com/pages/Asian-Bamboon/248436281916739

メールアドレス info@sawakami-son.com
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郡山ブラック 醤油ラーメンと角ハイボールセット

店名 かどいち

営業時間
月～土18:00-翌3:00 
日18:00-24:00

休業日 無（年末年始除く）

コンテンツ名 郡山ブラック 醤油ラーメンと角ハイボールセット

概要
アピールポイント

郡山自慢のブラック醤油ラーメンと超炭酸のハイボールが楽しめるセットです！

料理内容：合わせ醤油ラーメン、小鉢1品

お酒内容：角ハイボール（1杯）

販売金額 1400円

備考 ※こちらのセットメニューは外国人限定となります。

問い合わせ先

名称 かどいち

電話番号 024-923-9177

住所 福島県郡山市中町12-9

アクセス 郡山駅から徒歩5分

サイトリンク http://www.foodsworks.co.jp/kadoiti/
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日替り 口利き酒セット
旬の酒の肴3種類と季節のおすすめの福島の地酒4種のセット

店名 食と地酒 もりっしゅ

営業時間 11:00-21:30 休業日 年間3日

コンテンツ名
日替り 口利き酒セット
旬の酒の肴3種類と季節のおすすめの福島の地酒4種のセット

概要
アピールポイント

口利き酒セット。福島県酒造組合加盟の55蔵の日本酒から、その季節のお酒（例えば、新酒や夏の冷
酒、ひやおろしなど）をお酒に合う酒の肴を3種。毎日月替りで提供しています。

料理内容：旬の酒の肴を3種。季節のものや福島県の郷土料理や県内の食品メーカーのものなど。

お酒内容：季節の日本酒（福島県の地酒）4種類（45ml×4種＝180ml（一合））

販売金額 1530円

備考 ※こちらのセットメニューは外国人限定となります。

問い合わせ先

名称 食と地酒 もりっしゅ

電話番号 024-933-5105

住所 福島県郡山市燧田195 エスパル郡山店 2F

アクセス 郡山駅から徒歩0分

サイトリンク http://www.marp-mori.jp/sen_zhu_shi_hui_she/morisshu.html
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鯉 じゅう ジュー 農村野菜添えセット

店名 中国料理 珍満

営業時間
平日(昼)11:30-15:00
(夜)17:00-21:30 
土・日・祝11:30-21:30

休業日 火曜日

コンテンツ名 鯉 じゅう ジュー 農村野菜添えセット

概要
アピールポイント

1868年旅館として創業し、中国料理店として創業70年以上の老舗店。四川、広東と幅広く本格的な味
わいを追求する郡山を代表する地元密着の中国料理店。郡山の鯉は郡山を代表する特産品で生産量は
全国1位。ミネラル分 を多く含んだ猪苗代湖の水で育てた鯉は、食感、脂ののりとも 申し分なく、ど
んな料理にも合う。「鯉 じゅう ジュー」は石鍋にごはん・骨抜き鯉のかば焼きをのせてた一品。
そのまま味わったあとは中華だしをかけると二度おいしく食べられる。中華だしと鯉がよく合います。
生ビール、郡山の日本酒、紹興酒、ワイン等から１杯お選びください。

販売金額 1980円

備考 ※こちらのセットメニューは外国人限定となります。

問い合わせ先

名称 中国料理 珍満

電話番号 024-932-5111

住所 福島県郡山市駅前2-7-19

アクセス 郡山駅から徒歩4分
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地鶏と県産ビールのおいしいセット

店名 酒肴蕎楽 こまち

営業時間 17:00-23:00 休業日 日曜祝日（連休の場合最終日）

コンテンツ名 地鶏と県産ビールのおいしいセット

概要
アピールポイント

福島県中央部のおいしい水を使ってかもし出されるビールと福島の気候風土に育てられた地鶏のセッ
トです。

料理内容：伊達鶏串焼き（3本）、季節の前菜

お酒内容：ビール（アサヒスーパードライ）タンブラー1杯

販売金額 1600円

備考 ※こちらのセットメニューは外国人限定となります。

問い合わせ先

名称 酒肴蕎楽 こまち

電話番号 024-922-3344

住所 福島県郡山市駅前2-6-16 横山プラザビル １Ｆ

アクセス 郡山駅から徒歩2分
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ふくしまの地鶏と地酒のセット

店名 ろばた 権八丸

営業時間
平日16:00-24:00
金・土・祝前日16:00-翌1:00

休業日 日曜日（祝日の場合は月曜日）

コンテンツ名 ふくしまの地鶏と地酒のセット

概要
アピールポイント

福島の代表する、地鶏を使った料理、その料理に合う地酒が飲めるセットです。

料理内容：伊達鶏炙り焼きゆずこしょうと目光の唐揚げ。

お酒内容：日本酒→栄川、大七生酛（1合徳利）/酎ハイ→レモンサワー、グレープフルーツサワー、
うめサワー、ウーロンハイ、緑茶ハイ、ライムサワー（1杯）/プレミアムモルツ（1杯）/ハイボール
→ジムビーム、角（1杯）/ソフトドリンク→ウーロン茶、ジンジャーエール、コーラ、オレンジ
ジュース（1杯）

販売金額 2200円

備考 ※こちらのセットメニューは外国人限定となります。

問い合わせ先

名称 ろばた 権八丸

電話番号 024-935-5808

住所 福島県郡山市大町1-4-16 増子ビル 1F

アクセス 郡山駅から徒歩4分
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BARで味わう伝説のカレーうどんと相性抜群ビールセット

店名 Shamrock

営業時間
月～土: 18:00-翌4:00 （料理L.O. 翌3:30）
祝前日: 18:00-翌1:00 （料理L.O. 翌0:30）

休業日 日曜祝日（連休の場合最終日）

コンテンツ名 BARで味わう伝説のカレーうどんと相性抜群ビールセット

概要
アピールポイント

ゆったりとした空間が自慢のFOOD＆BARです。その昔、店主一人でやっていた小さなうどん屋さん。
そこでお客様に親しまれていたカレーうどん。「あの味がまた食べたいっ」のお声に店主がお答えし
たのが伝説のカレーうどん。ココナッツの甘さにスパイシーさもある奥深い味わいで地元産のねぎが
絶妙のアクセント。そして、カレーうどんに相性抜群のビールをあわせたセットメニューです。

料理内容：伝説のカレーうどん

お酒内容：ビール１杯（Carlsberg）

販売金額 2000円

備考 ※こちらのセットメニューは外国人限定となります。

基本情報

名称 Shamrock

電話番号 024-925-6488

住所 福島県郡山市駅前1-3-8陣屋グリーンビルB1F

アクセス 郡山駅から徒歩5分
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郡山クラフトウイスキーとフライドポテト、チーズフライのマ
リアージュ

店名 CAFE BAR rhyme

営業時間 18:00-翌26:00 (L.O. 25:30) 休業日 日、祝

コンテンツ名 郡山クラフトウイスキーとフライドポテト、チーズフライのマリアージュ

概要
アピールポイント

アットホームな店内。スタッフも優しくついつい長居したくなってしまう空間です。

東北で最も歴史あるクラフトウイスキー「963」（963は郡山の郵便番号）とガーリックのきいたフラ
イドポテト、カマンベールチーズのフライとのマリアージュをお楽しみください。

料理内容：フライドポテト、カマンベールチーズフライ

お酒内容：963赤ラベル1杯

販売金額 1800円

備考 ※こちらのセットメニューは外国人限定となります。

問い合わせ先

名称 CAFE BAR rhyme

電話番号 024-925-2620

住所 福島県郡山市中町6-14 高田ビル ２Ｆ

アクセス 郡山駅から徒歩5分
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ふくしま県産フルーツカクテルと旬のくだものの盛り合わせ
セット

店名 Beer Hop

営業時間
月～土、祝日、祝前日
18:00-翌3:00
（料理L.O. 翌2:30, ドリンクL.O. 翌2:30）

休業日 日曜日

コンテンツ名 ふくしま県産フルーツカクテルと旬のくだものの盛り合わせセット

概要
アピールポイント

広々とした空間にウイスキーをはじめとするボトルが静かにたずずみキャンドルがほのかに照らす大
人の雰囲気の店内。

30年をこえる歴史とおもてなしでみなさまから長年愛され続けている老舗バーです。

バーテンダー自ら産地に赴いて鮮度にこだわった果実を仕入れたふくしま県産のフルーツカクテルと
旬の果物の盛り合わせをあわせたセットメニューはここだけしか味わえないスペシャルな一品です。

料理内容：旬のくだものの盛り合わせ

お酒内容：福島県産フルーツカクテル

販売金額 1800円

備考 ※こちらのセットメニューは外国人限定となります。

問い合わせ先

名称 Beer Hop

電話番号 024-922-1844

住所 福島県郡山市駅前1-4-3 陣屋SSポートビルB1F

アクセス 郡山駅から徒歩5分

サイトリンク https://beerhop1987.com/

メールアドレス beerhop1987@i.softbank.jp
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牛すじ煮込みと地酒の利き酒セット

店名 丸に梅鉢

営業時間
11:30-15:00
17:30-22:30

休業日 日曜日

コンテンツ名 牛すじ煮込みと地酒の利き酒セット

概要
アピールポイント

日本酒のラベルがずらりと並んだ店内はお家のようにくつろげる雰囲気でありながら、厳選された素
材と豊富な日本酒銘柄を取り揃えている和食居酒屋です。常連客に愛される赤身肉の牛すじ煮込みと
店主が選ぶ郡山産の日本酒の組み合わせを提供します。また、お通しとして季節の小鉢もセット内容
に含まれます。

料理内容：赤身肉の牛すじ煮込み、小鉢１品（お通し）

お酒内容：郡山の地酒３種飲み比べ（笹の川辛口、笹の川純米酒、にいだしぜんしゅ燗あつらえ 各
１杯）

販売金額 2000円

備考 ※こちらのセットメニューは外国人限定となります。

問い合わせ先

名称 丸に梅鉢

電話番号 090-1933-2412

住所 福島県郡山市駅前1-14-21

アクセス 郡山駅から徒歩4分
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焼肉3種盛り合わせに自家製キムチと地酒セット

店名 ほるもん焼き 福ちゃん 郡山アーケード店

営業時間
月～土、祝日、祝前日: 15:00-23:00 
(料理L.O. 22:30)

休業日 日曜日

コンテンツ名 焼肉3種盛り合わせに自家製キムチと地酒セット

概要
アピールポイント

白い壁と木の温もりのナチュラル感が心地の良い清潔感にあふれた店内。

お肉本来の美味しさに出逢える感動焼肉店です。

店長が厳選する焼肉の盛り合わせは牛肉、豚肉、鶏肉の3種で豚肉は自然豊かな福島で育てられた豚を
使用。

さらに手作りの自家製ドレッシングサラダがつく。

お酒は無肥料・無農薬の自然米から作られた仁井田本家の日本酒「穏」（歴代蔵元の名前に「穏」の
文字が含まれることが由来する日本酒）または、焼肉との相性抜群の生ビールから選べます。

料理内容：福ちゃん焼肉3種盛り合わせ（牛肉・豚肉・鶏肉） 、自家製ドレッシングサラダ

お酒内容：日本酒仁井田本家「穏」又は生ビール1杯

販売金額 2500円

備考 ※こちらのセットメニューは外国人限定となります。

問い合わせ先

名称 ほるもん焼き 福ちゃん 郡山アーケード店

電話番号 024-934-2432

住所 福島県郡山市駅前２の６番３号メッソビル４階

アクセス 郡山駅から徒歩3分
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福島の農家が産んだ肉厚しいたけを使ったアヒージョと白ワイ
ンセット

店名 Cafe&Diner ARCH

営業時間
平日：17:00-25:00 (LO24:00)
金土祝前日：17:00-26:00 
(LO25:00)

休業日 不定休

コンテンツ名 福島の農家が産んだ肉厚しいたけを使ったアヒージョと白ワインセット

概要
アピールポイント

ARCHの看板メニューのアヒージョと辛口の白ワインを召し上がっていただきながら、木目を基調とし
た開放的な店内の雰囲気をお楽しみください。

料理内容：福島県産肉厚しいたけとベーコンのアヒージョ

お酒内容：ポルトガル産白ワイン

販売金額 2000円

備考 ※こちらのセットメニューは外国人限定となります。

問い合わせ先

名称 Cafe&Diner ARCH

電話番号 024-954-4850

住所 福島県郡山市中町11-2 ロンデン中町ビル3F

アクセス 郡山駅から徒歩5分

サイトリンク https://www.facebook.com/archkoriyama/
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与市天ざる蕎麦と地酒のセット

店名 そば処与市

営業時間
平日 11:30-23:00
土日祝 11:00-23:0

休業日 要確認

コンテンツ名 与市天ざる蕎麦と地酒のセット

概要
アピールポイント

江戸情緒漂う木造建ての店内で食べる蕎麦はしっかりとしたコシがあり、噛みしめるほど甘さが感じ
られると評判。のど越しも香りも極上の与市そばは地元いわきの日本酒又兵衛との相性も抜群です。

販売金額 1980円

備考 ※こちらのセットメニューは外国人限定となります。

問い合わせ先

名称 そば処与市

電話番号 0246-43-4205

住所 福島県いわき市常磐藤原町蕨平50

アクセス JR湯本駅から車で10分

サイトリンク https://www.hawaiians.co.jp/shop/food/dtl15.html
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プレミアムRBパンケーキとカフェドリンクセット

店名 RED & BLUE CAFE

営業時間 11:00-21:00 休業日 火曜日

コンテンツ名 プレミアムRBパンケーキとカフェドリンクセット

概要
アピールポイント

いわきFCオフィシャルカフェでサッカーフィールドと自然を一望できるとても開放的な空間で、いわ
き産の食材を活かしたパンケーキや自家焙煎コーヒーを提供しています。地元奈良屋のお豆腐、木村
牛乳、阿武隈鶏卵を使ったローカルパンケーキと当店自家焙煎のコーヒーを中心としたこだわりのド
リンクを楽しめるセットです。

販売金額 1100円

備考 ※こちらのセットメニューは外国人限定となります。

問い合わせ先

名称 RED & BLUE CAFE

電話番号 0246-85-5722

住所 福島県いわき市常磐上湯長谷町釜ノ前1-1 いわきFCパーク 3F

アクセス 湯本駅からバス10分、徒歩30分

サイトリンク http://iwakifcpark.com/rb
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名物目光の唐揚＆小皿と地酒2合のちょい呑みセット

店名 居酒屋 貴和

営業時間 17:00-24:00 休業日 火曜日

コンテンツ名 名物目光の唐揚＆小皿と地酒2合のちょい呑みセット

概要
アピールポイント

いわきで有名な目光の唐揚と自家製小皿と地酒を合わせて提供します。夫妻でお店を切り盛りしてお
りご主人の確かな料理の腕と奥様の人柄の良さが地元の人を惹きつけてやみません。

販売金額 2000円

備考 ※こちらのセットメニューは外国人限定となります。

問い合わせ先

名称 居酒屋 貴和

電話番号 0246-44-2277

住所 福島県いわき市常磐湯本町三函275

アクセス 湯本駅から徒歩6分
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いわきづくしセット

店名 源太すし 本店

営業時間
平日11:30-14:30、17:00-21:30
休日11:30-15:00、17:00-21:30

休業日 無

コンテンツ名 いわきづくしセット

概要
アピールポイント

湯本を代表する寿司屋で、いわきの地魚の刺し身と地酒を両方堪能できるセットです。

料理内容：日替り地魚3点刺身盛

お酒内容：又兵衛威純米酒又はいわきロマン1合

販売金額 1650円

備考 ※こちらのセットメニューは外国人限定となります。

問い合わせ先

名称 源太すし 本店

電話番号 0246-44-2521

住所 福島県いわき市常磐湯本町天王崎1-11

アクセス 湯本駅から徒歩2分

サイトリンク http://minamoto-group.com/shop/genta-honten
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いわき地酒セット（日本酒、又兵衛吟醸、いわきロマン、ハタ
チ酒）と刺身1人盛のセット

店名 海鮮そば・ダイニング 源家

営業時間

ディナー）月～木17:00-22:00
金、土曜日17:00-24：00
日・祝日17:00-22：00
（ランチ）月~日11:30-14:30

休業日 不定休

コンテンツ名 いわき地酒セット（日本酒、又兵衛吟醸、いわきロマン、ハタチ酒）と刺身1人盛のセット

概要
アピールポイント

お昼はそば屋、夜は居酒屋のお店です。

日本酒は福島県をメインに、セットメニュー、又兵衛（吟醸）、太平洋いわきロマン、ハタチ酒（ハ
タチ酒プロジェクト（19~20歳の次代の飲み手が1年の間に酒米造りと酒造りを体験する企画））を使
用。

料理内容：旬の物を入れて5~6種のお造り（例：ブリ、マグロ、甘ダコ、甘エビ、イカ、サーモン）

お酒内容：又兵衛吟醸・いわきロマン（純米）・ハタチ酒 各60ml 合180ml

販売金額 2200円

備考 ※こちらのセットメニューは外国人限定となります。

問い合わせ先

名称 海鮮そば・ダイニング 源家

電話番号 0246-72-1332

住所 福島県いわき市常磐湯本町吹矢97

アクセス 湯本駅から徒歩5分

サイトリンク http://minamoto-group.com/shop/genya02

メールアドレス sakabaru24@dream-24.co.jp
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温泉ジンジャーブレッド ＆ 手作り和風コンビーフ + 福
島の地酒3種 飲み比べセット

店名 Onsen ＆ Music ＆ Dining BAR 1％ER

営業時間 17:00-23:00(LO.21:00) 休業日 火曜日、不定休

コンテンツ名 温泉ジンジャーブレッド ＆ 手作り和風コンビーフ + 福島の地酒3種 飲み比べセット

概要
アピールポイント

【施設】当店はいわき湯本温泉の旅館こいと1階にある、バルです。旅館内にあるので、入浴もOKで
す(別料金1，100円)。是非、効能豊かな天然温泉を楽しんだ後にお越し下さい。美味しさが増しま
す！

【アミューズ】ここでしか味わえない、コンビーフの常識を覆す、シェフ渾身の和風手作りコンビー
フ！いわき湯本温泉の源泉と、いわき産の生姜を練り込んだ、温泉ジンジャーブレッド（温泉神社パ
ン)を添えました。

【酒】7年連続で金賞受賞数日本一を誇る福島県の日本酒は世界的にも認められ、三つ星レストランで
も賞賛されるようになりました。福島県の日本酒の中から、オーナーがチョイスした3種類の酒を飲み
比べていただきます。

販売金額 1980円

備考 ※こちらのセットメニューは外国人限定となります。

問い合わせ先

名称 Onsen ＆ Music ＆ Dining BAR 1％ER

電話番号 0246-42-2151

住所 福島県いわき市常磐湯本町笠井1

アクセス 湯本駅から徒歩10分

メールアドレス koito.inn@gmail.com
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産地直送やわらか桜肉と地酒セット

店名 食事処 おかめ

営業時間 11:00-23:00(22:00 L.O) 休業日 日曜日

コンテンツ名 産地直送やわらか桜肉と地酒セット

概要
アピールポイント

新鮮で産地直送ゆえにとてもやわらかいもも肉の馬刺（桜肉）を福島で主流のからしにんにくみそに
つけてお召し上がりください。馬刺しに合う又兵衛（冷酒）も用意しております。映画「フラガー
ル」にエキストラ出演した名物女将にもぜひ会いに来てください。

販売金額 2300円

備考 ※こちらのセットメニューは外国人限定となります。

問い合わせ先

名称 食事処 おかめ

電話番号 0246-43-3338

住所 福島県いわき市常磐湯本町天王崎84

アクセス 湯本駅から徒歩1分
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こだわりやきとり3種盛りとお好きなドリンクの乾杯セット

店名 やきとり十八番 湯本店

営業時間
平日 17:00-0:00
日祝 17:00-23:00

休業日 毎週月曜日

コンテンツ名 こだわりやきとり3種盛りとお好きなドリンクの乾杯セット

概要
アピールポイント

毎日仕込む新鮮やきとりが自慢。1本1本丁寧に手作りしています。

自慢のタレは創業24年の継ぎ足しの秘伝のタレです。

日本の文化やきとりを味わうことができます。

とりのもも肉といわき産ねぎを使用したねぎま串、福島牛串、季節の野菜を豚バラで巻いた野菜巻き
串をご用意しました。

料理内容：ねぎま串、福島牛を使った福島牛串、季節の野菜を豚バラで巻いた季節の野菜の豚バラ巻
き

酒内容：選べる（ビール、レモンサワー、ハイボール、ソフトドリンク、日本酒(100cc)）

販売金額 1000円

備考 ※こちらのセットメニューは外国人限定となります。

問い合わせ先

名称 やきとり十八番 湯本店

電話番号 0246-88-8884

住所 福島県いわき市常磐湯本町天王崎1-28

アクセス 湯本駅から徒歩7分
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手作りギョーザと酒粕と味噌漬け豆腐に福島産日本酒を含む飲
み比べ3種セット

店名 食事処 かわさき

営業時間
11:30-14:30
17:00-21:00

休業日 不定休

コンテンツ名 手作りギョーザと酒粕と味噌漬け豆腐に福島産日本酒を含む飲み比べ3種セット

概要
アピールポイント

家庭的な雰囲気の店内で、店主が10日間漬けたとろける風味と食感の豆腐と日本酒のハーモニーをお
楽しみください。地元の野菜をたっぷり使った餃子もおすすめです。

販売金額 1500円

備考 ※こちらのセットメニューは外国人限定となります。

問い合わせ先

名称 食事処 かわさき

電話番号 0246-44-2802

住所 福島県いわき市常磐湯本町三函114

アクセス 湯本駅から徒歩10分
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さくらユッケ＆自家製小料理と地酒又兵衛セット

店名 居酒屋スナックさくら

営業時間 18:00-24:00 休業日 日曜日、月末の火水

コンテンツ名 さくらユッケ＆自家製小料理と地酒又兵衛セット

概要
アピールポイント

日本っていいな、と感じてもらえるアットホームな雰囲気の店内はお客様同士がすぐ友達になれる空
間です。「ただいま」と入店する常連さんもいらっしゃるとか。お店と同じ名前である馬肉を指す
「さくら」のユッケと地酒のセットを提供します。

販売金額 2000円

備考 ※こちらのセットメニューは外国人限定となります。

問い合わせ先

名称 居酒屋スナックさくら

電話番号 0246-44-2567

住所 福島県いわき市常磐湯本町三函２７５

アクセス 湯本駅から徒歩5分
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いわきから発！沖縄すば。定番沖縄料理セット

店名 Ａ家食堂

営業時間
平日18:00-23:00 L.O
土日11:00-14:30 L.O

休業日 水、第3日曜日

コンテンツ名 いわきから発！沖縄すば。定番沖縄料理セット

概要
アピールポイント

400年以上前からつながる、いわきと沖縄。エイサーの始祖、浄土宗僧侶袋中上人の思いを

料理と共に今に伝えるA家食堂オリジナル麺と、琉球料理「美栄」で修業した女性料理人が作る本格沖
縄料理です。

沖縄すば（半そば）、ゴーヤチャンプルー、にお通し（角煮+ピクルスなど）が付きます。オリオン生
ビールと合わせて召し上がれ！

販売金額 2000円

備考 ※こちらのセットメニューは外国人限定となります。

問い合わせ先

名称 Ａ家食堂

電話番号 0246-84-7420

住所 福島県いわき市常磐湯本町天王崎38

アクセス 湯本駅から徒歩1分

メールアドレス ayashokudou@icloud.com
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パパド＆タンドリーチキンと福島産日本酒の異文化コラボセット

店名 インドキッチン スター

営業時間
11:00-15:00
17:00-22:00

休業日 水曜日（2週間に1回）

コンテンツ名 パパド＆タンドリーチキンと福島産日本酒の異文化コラボセット

概要
アピールポイント

温泉街湯本に突然現れる本格インド料理店。シェフはもちろん英語が話せます。インドの伝統的料理
であるパパドとタンドリーチキンに、いわきの地酒を合わせたセットを提供します。

販売金額 1300円

備考 ※こちらのセットメニューは外国人限定となります。

問い合わせ先

名称 インドキッチン スター

電話番号 0246-88-9080

住所 福島県いわき市常磐湯本町-1-176 

アクセス 湯本駅から徒歩3分

メールアドレス sjn.jpofficial@gmail.com
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地元野菜たっぷり生ハムサラダとハワイアンカクテルセット

店名 カフェバー＆レストランYs

営業時間 18:00-3:00 休業日 日曜日

コンテンツ名 地元野菜たっぷり生ハムサラダとハワイアンカクテルセット

概要
アピールポイント

地元いわきの野菜をたっぷり使った生ハムのサラダと色鮮やかなハワイの海をイメージした「フラカ
クテル」を提供します。フラの街いわき湯本温泉のオリジナルウエルカムドリンクは桃のリキュール
とパイナップルジュースをベースに海をイメージしたブルーが入っており、ノンアルコール対応も可
能です。※お通しはついておりません

販売金額 1000円

備考 ※こちらのセットメニューは外国人限定となります。

問い合わせ先

名称 カフェバー＆レストランYs

電話番号 0246-44-2339

住所 福島県いわき市常磐湯本町天王崎84−1

アクセス 湯本駅から徒歩1分
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牛すじ串と福島地酒の飲み比べセット

店名 SAKABARU 24 SKY

営業時間
17:00-22:00
(LO.食事21:00, ドリンク21:30)

休業日 火曜日

コンテンツ名 牛すじ串と福島地酒の飲み比べセット

概要
アピールポイント

赤ワインで5時間以上煮込んで柔らかく仕上げた牛すじ串を福島の地酒3種と飲み・食べ比べができま
す！ワインの風味、牛の旨味が地酒の華やかで爽やかな風味とマッチします。目の前がサッカー場と
なっている店内の雰囲気も合わせてお楽しみください。

販売金額 1500円

備考 ※こちらのセットメニューは外国人限定となります。

問い合わせ先

名称 SAKABARU 24 SKY

電話番号 0246-88-9231

住所 福島県いわき市常磐上湯長谷町釜ノ前1-1  いわきFCパーク 3F

アクセス 湯本駅からバス10分、徒歩30分

サイトリンク http://iwakifcpark.com/shop/2235

メールアドレス sakabaru24@dream-24.co.jp
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いわきの郷土料理 さんまのポーポー焼きとオーナーチョイスの
日本酒セット

店名 橋本酒店 community cafe & bar

営業時間
11:00-14:00
17:30-20:30

休業日 月、第3第5日曜日

コンテンツ名 いわきの郷土料理 さんまのポーポー焼きとオーナーチョイスの日本酒セット

概要
アピールポイント

100年以上家族で経営（4代目）。現在のオーナーはご夫婦でタイ滞在経験もあり、外国の方も大歓迎
とのことです。

店内では月1で音楽イベントを開催しており、職業が英語の先生の外国の方々も参加されているそうで
す。いわきの郷土料理ポーポー焼きに合わせて酒店オーナーが選んだ日本酒のラインナップの中から
お好きなものをどうぞご賞味ください。

販売金額 1000円

備考 ※こちらのセットメニューは外国人限定となります。

問い合わせ先

名称 橋本酒店 community cafe & bar

電話番号 0246-42-2248

住所 福島県いわき市常磐関船町迎35-2

アクセス 湯本駅から徒歩10分

メールアドレス hashimotosake@mbs.sphere.ne.jp
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店主オススメ自慢のキジ焼きと鳥シュウマイ、お酒のセット

店名 鳥料理ちゃぼ 湯本店

営業時間 17:00～21:00（火～日） 休業日 月曜

コンテンツ名 店主オススメ自慢のキジ焼きと鳥シュウマイ、お酒のセット

概要
アピールポイント

創業60年、国内若鶏を使用した鳥一筋の鳥料理お店です。店の看板メニュー「キジ焼き」と、リピー
ターに人気の「鳥シュウマイ」。その料理に合うお酒をセットにしたスペシャルメニューです。お酒
は日本酒1杯、ビール1杯、焼酎1杯から好きなものを選べます。

販売金額 1500円

備考 ※こちらのセットメニューは外国人限定となります。

問い合わせ先

名称 鳥料理ちゃぼ 湯本店

電話番号 0246-43-6265

住所 福島県いわき市常磐湯本町天王崎1-139

アクセス 湯本駅から徒歩5分
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五戸づくしセット

店名 八福

営業時間 17:00~ 休業日 水曜日

コンテンツ名 五戸づくしセット

概要
アピールポイント

八戸に隣接する五戸町にて地元に流れる清らかな伏流水と良質な酒米を使って生まれる地酒、

そして町の特産品である五戸産馬肉をはじめ、質の良い赤身と脂身が自慢の倉石牛、繊細な肉質を持
ち旨みたっぷりの鶏肉「青森シャモロック」の「ごのへ三大肉」が楽しめるセット。五戸町が生み出
したお肉とお酒のコラボレーションは一度味わうべき！是非お楽しみください

販売金額 3300円

備考 ※こちらのセットメニューは外国人限定となります。

問い合わせ先

名称 八福

電話番号 090-7060-1475

住所 青森県八戸市六日町10-1

アクセス

自動車：八戸駅から20分、八戸自動車道八戸ICから7分
鉄道：JR八戸線本八戸駅より徒歩10分

バス：八戸市営バス・南部バス「八戸中心街ターミナル（三日町または六日
町）」下車

サイトリンク http://hachifuku-829.com/
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季節野菜の天ぷら三種盛りと地酒セット

店名 花菜の里

営業時間 16:00-24:00 休業日 月曜日

コンテンツ名 季節野菜の天ぷら三種盛りと地酒セット

概要
アピールポイント

野菜ソムリエの女将が厳選した体に優しい四季折々の旬の野菜から3種類を選び、日本ならではの料理
「天ぷら」にて提供。旬な野菜の彩り豊かな3種類の天ぷらを、女将がその時々でおすすめする南部地
方の地酒とともに味わえる至極の和食セットメニュー。

日本の昭和時代の風景を感じることができるお店で女将と触れ合いながら過ごすことで、より日本の
文化を知ることにもつながり、至福の時を楽しめます。

販売金額 1500円

備考 ※こちらのセットメニューは外国人限定となります。

問い合わせ先

名称 花菜の里

電話番号 070-6476-0163

住所 青森県八戸市大字六日町10

アクセス

自動車：八戸駅から20分、八戸自動車道八戸ICから7分
鉄道：JR八戸線本八戸駅より徒歩10分

バス：八戸市営バス・南部バス「八戸中心街ターミナル（三日町または六日
町）」下車

サイトリンク https://36yokocho.com/shop/2-4/
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めん匠大満足セット

店名 味のめん匠

営業時間
11:00-14:30
18:00-25:00

休業日 日曜日

コンテンツ名 めん匠大満足セット

概要
アピールポイント

古くから八戸市民に親しまれ、長い歴史と伝統をもつ八戸らーめん。魚（煮干し）と青森県産地鶏
シャモロックの鳥ガラをつかってでとった深みのあるしょうゆ味のスープと、スープによく合う自家
製細ちぢれ麺がベストマッチ。ぱりぱりで羽がついた餃子、日本酒と共に、あっさりとしたまさに八
戸の庶民が愛する伝統的ならーめん「八戸らーめん」を是非一度味わってみてください。

販売金額 1200円

備考 ※こちらのセットメニューは外国人限定となります。

問い合わせ先

名称 味のめん匠

電話番号 080-6011-8866

住所 青森県八戸市三日町10-1

アクセス

自動車：八戸駅から20分、八戸自動車道八戸ICから7分
鉄道：JR八戸線本八戸駅より徒歩10分

バス：八戸市営バス・南部バス「八戸中心街ターミナル（三日町または六日
町）」下車

サイトリンク https://www.facebook.com/ajinomenshow/
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生南部せんべいサンド

店名 寿々 （juju）

営業時間 18:00~ 休業日 日曜日

コンテンツ名 生南部せんべいサンド

概要
アピールポイント

三戸名物せんべいを使った、JuJuオリジナルサンド。Aセット（チーズカレー/チリウインナー/サラダ
チキン）または Bセット（牛バラ焼/カモ肉のポテサラ/ハニーチーズとリンゴ）からお好みの具材をお
選び下さい。

メニュー内容：柔らかくてモチモチした生せんべい（てんぽせんべい）で様々な食材をはさんだオリ
ジナルサンドと生レモンサワーのセット（生レモンサワー→瀬戸田の国産レモンと強炭酸）

販売金額 1500円

備考 ※こちらのセットメニューは外国人限定となります。

問い合わせ先

名称 寿々 （juju）

電話番号 080-7743-2521

住所 青森県八戸市六日町10-1 みろく横丁内

アクセス 本八戸駅から徒歩10分

サイトリンク https://36yokocho.com/shop/2-11/
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青森の味の旅セット

店名 みろくの串 へちま

営業時間 18:00-24:00 休業日 無

コンテンツ名 青森の味の旅セット

概要
アピールポイント

青森県の食材100％で作った串焼き、旬の小鉢

青森県を代表する日本酒（青森市・弘前市・八戸市）飲み比べ

販売金額 2000円

備考 ※こちらのセットメニューは外国人限定となります。

問い合わせ先

名称 みろくの串 へちま

電話番号 0178-45-9323

住所 青森県八戸市三日町 八戸屋台村みろく横丁内 へちま

アクセス 本八戸駅から徒歩10分

サイトリンク https://36yokocho.com/shop/2-7/
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サグチキンカレー（なべ焼きうどん 冬）

店名 ラリ・グラス すみれ

営業時間 17:00-24:00 休業日 日曜日

コンテンツ名 サグチキンカレー（なべ焼きうどん 冬）

概要
アピールポイント

ホーレン草とチキンの夏カレー、冬は日本らしいなべ焼きうどんと日本酒（八仙、杉玉）の飲み比べ
セットを提供いたします。

販売金額 2500円

備考 ※こちらのセットメニューは外国人限定となります。

問い合わせ先

名称 ラリ・グラス すみれ

電話番号 090-2886-3201

住所 青森県八戸市六日町１０-１ みろく横丁内

アクセス 本八戸駅から徒歩10分

サイトリンク https://36yokocho.com/shop/2-6/
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八戸の味 飲み食いセット

店名 鳥将

営業時間 15:00-25:00 休業日 火曜日

コンテンツ名 八戸の味 飲み食いセット

概要
アピールポイント

海に面した八戸ならではの新鮮なイカのお刺身（又はサバ刺し、しめ鯖）は、鮮度抜群のおいしさで
す。また、八戸のソールフード南部せんべいのはしっこを、バター炒めた八戸ならではのやさしい味
は、まさに地元の「おふくろの味」。それに牛肉のなかでも希少部位といわれる「シビレ」を甘辛ダ
レで炒めた一皿を、3種類の地酒から1つを選び、共に味わえるセットです。

販売金額 3000円

備考 ※こちらのセットメニューは外国人限定となります。

問い合わせ先

名称 鳥将

電話番号 080-6001-7958

住所 青森県八戸市六日町 八戸屋台村みろく横丁

アクセス

自動車：八戸駅から20分、八戸自動車道八戸ICから7分
鉄道：JR八戸線本八戸駅より徒歩10分

バス：八戸市営バス・南部バス「八戸中心街ターミナル（三日町または六日
町）」下車

サイトリンク https://36yokocho.com/shop/1-15/
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十和田牛バラ焼きと生ビールのセット

店名 素材屋 そろそろ

営業時間
月～金 17:00-25:00 
土・日 15:00-25:00

休業日 不定休

コンテンツ名 十和田牛バラ焼きと生ビールのセット

概要
アピールポイント

たまねぎ1個をまるまる使い、甘からいタレで下味をつけた牛肉とあわせて焼くこの地域ならではのソ
ウルフード「十和田牛バラ焼き」と相性のバッチリのビールを味わえるセットです。

販売金額 1500円

備考 ※こちらのセットメニューは外国人限定となります。

問い合わせ先

名称 素材屋 そろそろ

電話番号 080-3760-3313

住所 青森県八戸市三日町25 みろく横丁内

アクセス 本八戸駅から徒歩10分

サイトリンク https://36yokocho.com/shop/1-14/
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八戸美保野ポーク おすすめ3種と サッポロ パーフェクト黒
ラベルのセット

店名 Dining居酒屋 貴乃家（きのや）

営業時間 18:00-翌1:00 休業日 火曜日

コンテンツ名 八戸美保野ポーク おすすめ3種と サッポロ パーフェクト黒ラベルのセット

概要
アピールポイント

八戸プレミアムブランド「八戸美保野ポーク」を味わえる3点セットです。

みろくで唯一のサッポロパーフェクト黒ラベルを飲める店です。

※パーフェクト黒ラベルとは3C（クリーミー、クリーン、コールド）を兼ね備えた特別なビール

料理内容：豚バラ串、豚つくね、豚バラ軟骨煮の炙り

酒内容：サッポロパーフェクト黒ラベル

販売金額 1600円

備考 ※こちらのセットメニューは外国人限定となります。

問い合わせ先

名称 Dining居酒屋 貴乃家（きのや）

電話番号 090-4630-4029

住所 青森県八戸市大字六日町20 みろく横丁内

アクセス 本八戸駅から徒歩10分

サイトリンク https://36yokocho.com/shop/1-13/



© Presentation Design

ゴボウのフリットとお好きなお酒（ビール、日本酒、焼酎）

店名 よろず屋 伊知郎

営業時間 18:00-翌2:00 休業日 無

コンテンツ名 ゴボウのフリットとお好きなお酒（ビール、日本酒、焼酎）

概要
アピールポイント

古来より漢方薬としても用いられてるゴボウ。中でも評判の高い国産ゴボウをおいしくお酒のお供
に！

ゴボウのフリット／ビール、焼酎、日本酒のいずれか（￥500以内）

販売金額 1000円

備考 ※こちらのセットメニューは外国人限定となります。

問い合わせ先

名称 よろず屋 伊知郎

電話番号 080-1674-6255

住所 青森県八戸市三日市町25 八戸屋台村みろく横丁

アクセス 本八戸駅から徒歩10分

サイトリンク https://36yokocho.com/shop/1-11/
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大人のクリームチーズ＋地酒（八仙赤）

店名 きまぐれっど きちょこ

営業時間 17:00-24:00 休業日 日曜日

コンテンツ名 大人のクリームチーズ＋地酒（八仙赤）

概要
アピールポイント

外国の方はよくリサーチしてお越しになります。黒にんにくが食べたいと写メを見せてくれ、食べる
と必ず美味しいと言ってくれます。八仙赤も外国の方に人気です。つまり、人気＋人気の組み合わせ
にしました。

自家製黒にんにくと青なんばん漬けをクリームチーズの上に乗せました。クリームチーズとよく合う
味わいをお楽しみください。

販売金額 1710円

備考 ※こちらのセットメニューは外国人限定となります。

問い合わせ先

名称 きまぐれっど きちょこ

電話番号 無し

住所 青森県八戸市六日町１０ みろく横丁内

アクセス 本八戸駅から徒歩10分

サイトリンク https://36yokocho.com/shop/
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八戸の味満喫セット

店名 お台どころ ねね

営業時間
月～土 16:00-25:00
日 16:00-24:00

休業日 月曜日

コンテンツ名 八戸の味満喫セット

概要
アピールポイント

八戸の老舗酒蔵、八戸酒造飲み比べ3種と、青森の郷土料理、陸奥湾産ホタテの貝焼きみそ味に本日の
1品をサービスしたお得なセットです。

メニュー内容：青森県陸奥湾産ホタテの貝焼みそ味、本日の1品

お酒内容：男山超辛純米、八仙赤ラベル、八仙ISARIBI

販売金額 2000円

備考 ※こちらのセットメニューは外国人限定となります。

問い合わせ先

名称 お台どころ ねね

電話番号 080-1803-3566

住所 青森県八戸市六日町25 みろく横丁内

アクセス 本八戸駅から徒歩10分

サイトリンク https://36yokocho.com/shop/1-10/
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倉石牛の炙り焼き3部位食べ比べ
地酒八仙飲み比べ（3種）

店名 Niku&Peace 宇八 UHACHI

営業時間 18:00-翌2:00 休業日 不定休

コンテンツ名
倉石牛の炙り焼き3部位食べ比べ
地酒八仙飲み比べ（3種）

概要
アピールポイント

希少性の高い品種である倉石牛の部位、牛ももの「かめのこ（30ｇ）」「しんしん（30ｇ）」「とも
さんかく（30ｇ）」が食べられます。

味付け4種（のだ塩、ゆずコショウ、ポン酢、わさび醤油）をあわせて味の変化をお楽しみください。

料理のお供に、地元で作られている地酒の八仙を甘口から辛口までお肉に合わせて三種類飲み比べて
みてくださいね。

販売金額 3000円

備考 ※こちらのセットメニューは外国人限定となります。

問い合わせ先

名称 Niku&Peace 宇八 UHACHI

電話番号 080-9010-3144

住所 青森県八戸市三日町25 屋台村むろく横丁

アクセス 本八戸駅から徒歩10分

サイトリンク https://36yokocho.com/shop/



© Presentation Design

ひよこセット

店名 ひよこ

営業時間
昼 12:00-14:00
夜 17:00-23:00

休業日 水曜日

コンテンツ名 ひよこセット

概要
アピールポイント

ひよこ人気No1の海鮮茶碗蒸し（ホタテ、エビ、ウニ入り）と八戸のサバ冷燻と地酒八仙特別紙米の
八戸の魅力がたっぷりつまったセットです。

販売金額 2000円

備考 ※こちらのセットメニューは外国人限定となります。

問い合わせ先

名称 ひよこ

電話番号 080-2811-6188

住所 青森県八戸市六日町２０ みろく横丁内

アクセス 本八戸駅から徒歩10分

サイトリンク https://36yokocho.com/shop/



© Presentation Design

その日限定！おすすめ魚介料理(または肉料理）と選べる日本
酒(ビールも可)セット

店名 いちば亭

営業時間 10:00-21:00 休業日 無し

コンテンツ名 その日限定！おすすめ魚介料理(または肉料理）と選べる日本酒(ビールも可)セット

概要
アピールポイント

その日に厳選した港町八戸ならではの新鮮な魚介（又はお肉）を使って、素材を引き立てる料理と、
その料理に合う青森の地酒3種類（1/2合）の中から1つ（その他ビールも可）を選んで味わうことが
できるセットメニューです。地元住民から観光客まで利用する鮮度抜群の魚介がそろう「八食セン
ター」内のお店だからこそ味わうことができるお料理をお楽しみください。

販売金額 2500円

備考 ※こちらのセットメニューは外国人限定となります。

問い合わせ先

名称 いちば亭

電話番号 0178-28-8748

住所 青森県八戸市河原木字神才22-2（八食センター 厨スタジアム内）

アクセス

自動車：八戸駅から10分、八戸自動車道八戸ICから10分
バス：八戸駅東口から「八食100円バス」乗車、「八食センター」下車
八戸市中心街ターミナル(5番）から「八食200円以下バス」乗車、「八食セン

ター」下車
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その日最高のネタが集合！お寿司とお刺身と日本酒(ビールも
可）セット

店名 八食市場寿司

営業時間 10:00-21:00 休業日 無

コンテンツ名 その日最高のネタが集合！お寿司とお刺身と日本酒(ビールも可）セット

概要
アピールポイント

鮮度抜群の魚介がそろう八食センター直結だから提供できる四季折々の新鮮、かつ、その日のお店お
すすめのお魚を使い、素材の味を満喫できるお寿司、お刺身、そしてひと手間加えた小皿と、その料
理に合う青森の地酒3種類（八戸の「八仙」、弘前の「豊盃」、青森の「田酒」）から1種類(1合)を選
んで存分に味わえるセットです。

季節に応じたおすすめの逸品でのおもてなしを、是非、堪能ください。

販売金額 1430円

備考 ※こちらのセットメニューは外国人限定となります。

問い合わせ先

名称 八食市場寿司

電話番号 0178-21-1844

住所 青森県八戸市河原木字神才22-2（八食センター 厨スタジアム内）

アクセス

自動車：八戸駅から10分、八戸自動車道八戸ICから10分
バス：八戸駅東口から「八食100円バス」乗車、「八食センター」下車
八戸市中心街ターミナル(5番）から「八食200円以下バス」乗車、「八食セン

ター」下車

サイトリンク http://www.849sushi.com/contact/index.html
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お好みのバーガーと八戸ワインテイスティング3種セット

店名 Bronze Gril

営業時間 11:00-19:00 休業日 月曜日・第1火曜日

コンテンツ名 お好みのバーガーと八戸ワインテイスティング3種セット

概要
アピールポイント

十和田のかぼちゃを練りこんだ甘めのリッチなバンズと肉々しいパティが特徴のバリエーション豊か
なハンバーガーと青森（南郷）と山形のぶどうを使った自社ワイン（八戸ワイン）の飲み比べができ
るセットです。

最安→オリジナルS 410円+900円＝1,310円

ベーシック→オリジナルR 620円+900円＝1,520円

販売金額 1310~1520円

備考 ※こちらのセットメニューは外国人限定となります。

問い合わせ先

名称 Bronze Gril

電話番号 0178-38-1813

住所 青森県八戸市南類家 1-12-10

アクセス 小中野駅から徒歩15分

サイトリンク http://www.sawauchi.info/burger.html
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八戸産サバ缶、イカを使ったワサビピザと日本酒(またはワイ
ン)のセット

店名 俵屋

営業時間
11:00-15:00
17:00-21:30

休業日 月曜

コンテンツ名 八戸産サバ缶、イカを使ったワサビピザと日本酒(またはワイン)のセット

概要
アピールポイント

秋に急激に海水温が下がる八戸沖。八戸港には、その冷たい海でたっぷりと脂肪を蓄えた大型のさば
が水揚げされます。そのサバのうち、八戸前沖さばブランド協議会の認定期間中に水揚げされたもの
が「八戸前沖さば」。その身は肉厚・ジューシーで、「日本一脂ののったサバ」とも称されるほど。

その八戸が誇るさばを使ったサバ缶、イカゲソを使って日本らしいワサビを合わせたピザを、相性抜
群の地酒（八仙)または赤ワインと楽しめる逸品セットです。

販売金額 2178円

備考 ※こちらのセットメニューは外国人限定となります。

問い合わせ先

名称 俵屋

電話番号 0178-51-6767

住所 青森県八戸市城下1-3-18

アクセス
自動車：八戸駅から15分、八戸自動車道八戸ICから10分
鉄道：JR八戸線本八戸駅より徒歩2分

バス：八戸市営バス・南部バス「本八戸駅」下車

サイトリンク https://www.hachinohe-tawaraya.com/
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日本一脂ののったサバ！八戸前沖さばの串焼き・味噌じめ・腸
詰めサバソーセージと日本酒セット

店名 サバの駅

営業時間 17:00-0:00 休業日 毎週日曜日、年末年始

コンテンツ名 日本一脂ののったサバ！八戸前沖さばの串焼き・味噌じめ・腸詰めサバソーセージと日本酒セット

概要
アピールポイント

八戸港に水揚げされた世界に誇る日本一脂の乗った「八戸前沖さば」。そのブランドさばの旨味が1本
に凝縮された「串焼き」、生ハムのような食感と味噌の風味がたまらない「味噌じめ」、そして、お
店でしか食べることができない自家製「腸詰めサバソーセージ」を相性抜群のオリジナルラベル5種類
のなかからお店の方と会話しながら選ぶ日本酒杯と味わうセットです。

時期によっては、「八戸前沖さば」のうち特に大きいサバである「銀鯖」を使っての提供もあります。

販売金額 2500円

備考 ※こちらのセットメニューは外国人限定となります。

問い合わせ先

名称 サバの駅

電話番号 0178-24-3839

住所 青森県八戸市六日町12 大松ビル1階

アクセス
自動車：八戸駅から15分、八戸自動車道八戸ICから10分
鉄道：JR八戸線本八戸駅より徒歩2分

バス：八戸市営バス・南部バス「本八戸駅」下車

サイトリンク http://hachinohe-sabanoeki.com/
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八戸まるごとセット

店名 松膳

営業時間
昼は予約のみ
夜は17:00-23:00

休業日 日曜日

コンテンツ名 八戸まるごとセット

概要
アピールポイント

八戸を代表する郷土料理、八戸を誇る旬の食材を使った料理と、その料理にあう地酒を飲み比べでき
るセットです。

八戸のポピュラーな郷土料理「八戸せんべい汁」と港町ならではの新鮮な魚の素材のうまみを地酒と
セットで味わうことができるだけでなく、南部せんべい焼き体験もできる、まさに八戸名物フルコー
スです。

メニュー内容：八戸せんべい汁＋イカ、サバ刺、てんぽ焼体験＋地酒（八鶴、八仙）飲み比べ

販売金額 1958円

備考 ※こちらのセットメニューは外国人限定となります。

問い合わせ先

名称 松膳

電話番号 0178-51-8067

住所 青森県八戸市一番町1-1-19

アクセス 八戸駅から徒歩3分
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天もりセットと福島県産日本酒に蕎麦味噌を添えて

店名 玉よし

営業時間 11:00 - 19:30 休業日 不定休

コンテンツ名 天もりセットと福島県産日本酒に蕎麦味噌を添えて

概要
アピールポイント

昭和42年創業の老舗手打ち蕎麦屋です。蕎麦は北海道幌加内産キタワセ種を5：1にて使用しており、
実際に蕎麦を打っているところを見ることもできます。人気の天ぷらともり蕎麦をセットにしました。
地酒とピッタリのそば味噌も合わせてお召し上がりください。

販売金額 1600円

備考 ※こちらのセットメニューは外国人限定となります。

問い合わせ先

名称 玉よし

電話番号 0246-42-3221

住所 福島県いわき市常磐湯本町天王崎1-157

アクセス 湯本駅から徒歩5分
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いわきワインといわきの魚メヒカリのフリット

店名 ちょい飲みバル マイタイ

営業時間 18:00～2:00（L.O.1:00) 休業日 火曜日

コンテンツ名 いわきワインといわきの魚メヒカリのフリット

概要
アピールポイント

フリットをいわきの魚のメヒカリで作ってみました。いわきのワインと一緒にいわきを満喫してくだ
さい。他にもいわきの地酒、オリジナルカクテルもご用意しております。

販売金額 1500円

備考 ※こちらのセットメニューは外国人限定となります。

問い合わせ先

名称 ちょい飲みバル マイタイ

電話番号 0246-84-9577

住所 福島県会津若松市栄町8-27

アクセス 湯本駅から徒3分

サイトリンク https://www.facebook.com/barmaitai

メールアドレス maitai@uniqueiwaki.com
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日本酒と焼き鳥のマリアージュ!!
酒屋店主Mｒ.Gamanが教える日本酒の選び方

事業者名 ㈱また旅くらぶ

コンテンツ名 日本酒と焼き鳥のマリアージュ!! 酒屋店主Mｒ.Gamanが教える日本酒の選び方

商品分類
☐①Tradition ☑②Cuisine ☐③City ☐④Nature ☐⑤Art ☐⑥Relaxation
☐⑦Outdoor/Marine ☐⑧Outdoor/Mountain

概要、体験の
アピールポイント

英語ガイド付！酒屋で選んだ好みの日本酒を持って、地元で人気の焼鳥屋で乾杯しよう!!

16：00 旨酒屋 我満酒店で試飲をしながら自分好みの日本酒を選びます。
店主のMr.Gamanがアドバイスして、焼き鳥に合うお酒をテイスティング。
日本酒を一人1本（約720ml）選んで、焼鳥屋に持っていきます。
Mr.Gamanといっしょに焼き鳥屋へＧｏ！（徒歩で行けます）

17：00 焼き鳥屋で乾杯！選んだ日本酒は焼き鳥に合うかな？
Mr.Gamanと日本酒や青森について楽しく語ろう！

18：00 焼き鳥屋で解散（飲み過ぎに注意！！）

詳細スケジュール

所要時間 内容

16:00 旨酒屋 我満酒店で試飲をしながら日本酒の選定

17:00 焼き鳥屋で乾杯

18:00 解散

通訳ガイド 言語 ☐なし ☑あり： ☑英語 ☐ 中国語 ☐フランス語 ☐その他（ ）

持ち物 -

体験所要時間 ３時間 受入可能人数 -

販売金額 大人一人 7,000円

価格に含むもの 英語ガイド代（Mr.Gaman)、酒屋での試飲代、日本酒（約720ml）１本、焼き鳥屋飲食代

担当ＤＭＯ

名称 公益社団法人 青森県観光連盟

住所 青森県青森市安方1-1-40

交通アクセス
自動車:青森中央IC 10分
公共交通:JR青森駅 徒歩10分

ＵＲＬ http://www.aomori-kanko.or.jp/
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ねぶたの跳ね人（はねと）体験ができる居酒屋ツアー！

事業者名 ㈱また旅くらぶ

コンテンツ名 ねぶたの跳ね人（はねと）体験ができる居酒屋ツアー！

商品分類
☐①Tradition ☑②Cuisine ☐③City ☐④Nature ☐⑤Art ☐⑥Relaxation
☐⑦Outdoor/Marine ☐⑧Outdoor/Mountain

概要、体験の
アピールポイント

英語ガイドがご案内！！
青森の郷土料理を味わいながら、ねぶた跳人体験や三味線演奏等みんなで楽しめます！

18：30 ガイドがホテルにお迎えにあがります。（タクシーまたは徒歩で居酒屋まで移動）
18：45 居酒屋到着 郷土料理の夕食（飲み物付です）
19：00頃 楽しいお店のイベント開始です。みんなで参加して楽しみましょう！！

青森の民謡、三味線演奏・ねぶた跳人体験など楽しさ満載です。
20：30頃 ホテルまでタクシーまたは徒歩で移動（解散）

詳細スケジュール

所要時間 内容

18：30 居酒屋まで移動

18：45 居酒屋到着

19：00 お店のイベント開始

20：30 解散

通訳ガイド 言語 ☐なし ☑あり： ☑英語 ☐ 中国語 ☐フランス語 ☐その他（ ）

持ち物 -

体験所要時間 ２時間 受入可能人数 -

販売金額 大人一人 16,000円

価格に含むもの
英語ガイド代、居酒屋飲食代（飲み物代込）、市内中心街ホテルから居酒屋までの往復のタクシー
代

担当ＤＭＯ

名称 公益社団法人 青森県観光連盟

住所 青森県青森市安方1-1-40

交通アクセス
自動車:青森中央IC 10分
公共交通:JR青森駅 徒歩10分

ＵＲＬ http://www.aomori-kanko.or.jp/
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日本文化を学ぶ！
朝の神社で神職・巫女体験

事業者名 ㈱また旅くらぶ

コンテンツ名 日本文化を学ぶ！朝の神社で神職・巫女体験

商品分類
☑①Tradition ☐②Cuisine ☐③City ☐④Nature ☐⑤Art ☐⑥Relaxation
☐⑦Outdoor/Marine ☐⑧Outdoor/Mountain

概要、体験の
アピールポイント

青森市廣田神社で、神職・巫女の衣装に身を包み、参拝作法を学んだ後、朝のお勤め（清掃）をし
ます。

青森市にある「廣田神社」にて神職や巫女さんの本物の衣装を身に着け、参拝（作法を神職が説
明）の後、朝の清掃をしていただきます。記念撮影をした後着替えを済ませ解散になります。

8：30 廣田神社集合
8：40 衣装の着付け（３０分）
9：10 参拝作法学習（神職が説明）（１５分）
9：30 境内清掃（３０分）
10：00 記念撮影・着替え後 神社にて解散

詳細スケジュール

所要時間 内容

８：３０ 廣田神社集合

８：４０ 衣装の着付け

９：１０ 参拝作法学習（神職が説明）

９：３０ 境内清掃

１０：００ 記念撮影・着替え後 神社にて解散

通訳ガイド 言語 ☐なし ☑あり： ☑英語 ☐ 中国語 ☐フランス語 ☐その他（ ）

持ち物 -

体験所要時間 1時間３０分 受入可能人数 -

販売金額 大人お一人 ＠9,000円

価格に含むもの ご朱印帳代、体験代

担当ＤＭＯ

名称 公益社団法人 青森県観光連盟

住所 青森県青森市安方1-1-40

交通アクセス
自動車:青森中央IC 10分
公共交通:JR青森駅 徒歩10分

ＵＲＬ http://www.aomori-kanko.or.jp/
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燈籠の灯りの下で行う参拝作法とご祈祷体験

事業者名 ㈱また旅くらぶ

コンテンツ名 燈籠の灯りの下で行う参拝作法とご祈祷体験

商品分類
☑①Tradition ☐②Cuisine ☐③City ☐④Nature ☐⑤Art ☐⑥Relaxation
☐⑦Outdoor/Marine ☐⑧Outdoor/Mountain

概要、体験の
アピールポイント

英語ガイドがご案内！
ねぶた（燈籠）の灯りが灯る青森市廣田神社で参拝作法を学び、ご祈祷体験をします。

青森市長島にある「廣田神社」にて参拝の作法を学び、ねぶた師がデザインしたねぶた燈籠の下、
宮司が厳かにご祈祷をいたします。最後にお神酒をいただきます。ご祈祷の授与品は、廣田神社オ
リジナルの白木造箱入神札と御朱印長を授与いたします。

詳細スケジュール

所要時間 内容

１７：００ 神社集合

１７：３０ 参拝作法学習

１８：００ ご祈祷体験

１８：４０ お神酒をいただく

１９：００ 神社にて解散

通訳ガイド 言語 ☐なし ☑あり： ☑英語 ☐ 中国語 ☐フランス語 ☐その他（ ）

持ち物 -

体験所要時間 ２時間 受入可能人数 -

販売金額 大人一人 ＠28,000円

価格に含むもの 英語ガイド代、ご朱印帳

担当ＤＭＯ

名称 公益社団法人 青森県観光連盟

住所 青森県青森市安方1-1-40

交通アクセス
自動車:青森中央IC 10分
公共交通:JR青森駅 徒歩10分

ＵＲＬ http://www.aomori-kanko.or.jp/
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貸切タクシーでご案内！
黒石こみせ散策と百年料亭で味わう老舗の日本料理の夕食

事業者名 ㈱また旅くらぶ

コンテンツ名 貸切タクシーでご案内！黒石こみせ散策と百年料亭で味わう老舗の日本料理の夕食

商品分類
☑①Tradition ☑②Cuisine ☐③City ☐④Nature ☐⑤Art ☐⑥Relaxation
☐⑦Outdoor/Marine ☐⑧Outdoor/Mountain

概要、体験の
アピールポイント

貸切タクシーで英語ガイドがご案内！
黒石こみせ通りを散策した後に、百年料亭「富士見館」で老舗の日本料理を味わっていただきます。
古津軽の趣の黒石。こみせは昔ながらの風情ある通りで、造り酒屋・蔵などをガイドが案内いたし
ます。
夕食は百年以上続く老舗料亭「富士見館」で、お部屋からライトアップされた日本庭園を眺めなが
ら
日本料理を召し上がりいただきます。

詳細スケジュール

所要時間 内容

１５：００ タクシーにて青森市中心部ホテル出発

１６：００ 黒石こみせ散策（造り酒屋・蔵などガイドと一緒に散策

１７：００ 富士見館にて夕食

１８：３０ 富士見館 タクシーにて出発

１９：３０ 青森市内中心部ホテル着

通訳ガイド 言語 ☐なし ☑あり： ☑英語 ☐ 中国語 ☐フランス語 ☐その他（ ）

持ち物 -

体験所要時間 ４時間30分 受入可能人数 -

販売金額 2名：34,000円、3-4名：25,000円、5名-8名：20,000円

価格に含むもの
貸切タクシー代（小型タクシー利用）、4名以上からジャンボタクシー利用、英語ガイド代、夕食
代（飲み物代は含みません）

担当ＤＭＯ

名称 公益社団法人 青森県観光連盟

住所 青森県青森市安方1-1-40

交通アクセス
自動車:青森中央IC 10分
公共交通:JR青森駅 徒歩10分

ＵＲＬ http://www.aomori-kanko.or.jp/
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さながらの風景が立ち込める「恐山」本当の美しさが残る恐山
で心洗われる宿坊体験

事業者名 （一社）しもきたＴＡＢＩあしすと

コンテンツ名 さながらの風景が立ち込める「恐山」本当の美しさが残る恐山で心洗われる宿坊体験

商品分類
☑①Tradition ☐②Cuisine ☐③City ☐④Nature ☐⑤Art ☐⑥Relaxation
☐⑦Outdoor/Marine ☐⑧Outdoor/Mountain

概要、体験の
アピールポイント

恐山霊場を英語ガイドが案内します。
吉祥閣に泊まり宿坊体験をします。

詳細スケジュール

所要時間 内容

１５：００ 恐山に集合（むつ市内から下北交通でバス約３５分）

１５：１５ 恐山参拝（英語ガイドがご案内）

１６：００ 宿坊チェックイン（英語ガイドも宿泊し滞在中お世話いたします）

１７：００ 入浴

１８：００ 夕食・自由行動（館内消灯22：00）

６：００ 起床（5：00から入浴可能）

６：３０ 朝のおつとめ（地蔵殿と本堂でご祈祷や法要）

７：３０ 朝食後解散

通訳ガイド 言語 ☐なし ☑あり： ☑英語 ☐ 中国語 ☐フランス語 ☐その他（ ）

持ち物 -

体験所要時間 １泊２日 受入可能人数 （最少催行人員：2名）

販売金額 大人一人 37,000円(2名で参加の場合)

価格に含むもの 英語ガイド代、恐山宿坊宿泊代

担当ＤＭＯ

名称 公益社団法人 青森県観光連盟

住所 青森県青森市安方1-1-40

交通アクセス
自動車:青森中央IC 10分
公共交通:JR青森駅 徒歩10分

ＵＲＬ http://www.aomori-kanko.or.jp/
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ローカルガイドと巡る八戸の横丁の穴場を知るフーディーツ
アー

事業者名 （株）ＡＣプロモート

コンテンツ名 ローカルガイドと巡る八戸の横丁の穴場を知るフーディーツアー

商品分類
☐①Tradition ☑②Cuisine ☑③City ☐④Nature ☐⑤Art ☐⑥Relaxation
☐⑦Outdoor/Marine ☐⑧Outdoor/Mountain

概要、体験の
アピールポイント

八戸の横丁（飲食街）を英語ガイドがご案内！
人気の居酒屋で乾杯！

横丁の町八戸。中心街では飲食店が軒を連ねる8つの「横丁」が、網の目のように張り巡らされて
います。
ガイドが横丁をご案内いたします。お土産付の記念撮影後は、名物マスター店プリンスで特製カク
テルをいただきます。そして人気の居酒屋にご案内いたします。

詳細スケジュール

所要時間 内容

１８：００
八戸ホー゚タルミューシア゙ムはっち前集合
（中心街ホテルの場合はお迎えにあがります）

１８：１５ 横丁めぐり

１８：４０ マスターと名刺の店 プリンスでカクテルで乾杯！

１９：００ 居酒屋 「あきら」で夕食

通訳ガイド 言語 ☐なし ☑あり： ☑英語 ☑中国語 ☐フランス語 ☑その他（ 韓国語 ）

持ち物 -

体験所要時間 ２時間～ 受入可能人数 -

販売金額 大人一人あたり ＠9,500円

価格に含むもの 英語ガイド代、居酒屋食事代（飲み物付）、横丁のカクテル代

担当ＤＭＯ

名称 公益社団法人 青森県観光連盟

住所
〒030-0803
青森市安方一丁目１番４０号青森県観光物産館８階

交通アクセス
自動車:青森中央IC 10分
公共交通:JR青森駅 徒歩10分

ＵＲＬ http://www.aomori-kanko.or.jp/index.html
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十和田で「何もしないをする」を体感する早朝カヌーツアー

事業者名 一般社団法人十和田奥入瀬観光機構

コンテンツ名 十和田で「何もしないをする」を体感する早朝カヌーツアー

商品分類
☐①Tradition ☑②Cuisine ☐③City ☑④Nature ☑⑤Art ☐⑥Relaxation
☐⑦Outdoor/Marine ☐⑧Outdoor/Mountain

概要、体験の
アピールポイント

何もしない贅沢を自然の中で体感してください。
時に、何もしないというのは、この上ない贅沢な時間。十和田湖での早朝カヌーをはじめ、静寂の
中で、悠久の自然や歴史を感じながらゆったりと時間を過ごすプラン。
十和田湖の老舗喫茶「憩い」の看板メニューであるピザトーストの朝食付き（湖上で味わう）。
カヌー後は、徒歩で移動し歴史ある十和田神社を参拝する案内付き。
その後は定額タクシーで十和田市民図書館の見学などを楽しみます。

通訳ガイド 言語 ☐なし ☑あり： ☑英語 ☐ 中国語 ☐フランス語 ☐その他（ ）

持ち物 -

体験時間 5:30-9:30 受入可能人数 （最少催行人数：2名）

販売金額 19,800円

価格に含むもの -

担当ＤＭＯ

名称 一般社団法人 十和田奥入瀬観光機構

住所 青森県十和田市稲生町１５−３

ＵＲＬ https://www.towada.travel/ja/index
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十和田湖で自然に囲まれ自然と暮らすツアー

事業者名 Towadako Guidehouse 櫂

コンテンツ名 十和田湖で自然に囲まれ自然と暮らすツアー

商品分類
☐①Tradition ☑②Cuisine ☐③City ☑④Nature ☑⑤Art ☐⑥Relaxation
☐⑦Outdoor/Marine ☐⑧Outdoor/Mountain

概要、体験の
アピールポイント

BBQと早朝＆ナイトカヌーを楽しむ十和田湖キャンプ
自然以外に何もないと言っていいほどの十和田湖畔宇樽部キャンプ場に泊まり、カヌーと地元産を
中心とした食材のBBQで自然を満喫するプラン。キャンプ場内から発着して、ネイチャーガイドの
解説のもと、十和田湖の早朝カヌーを楽しむ。宇樽部地区は凪いでいることが多く、鏡のような湖
面や、やまびこを楽しむことができる。そして夜は誰もいない湖上にたたずむナイトカヌーは非日
常そのもの。

通訳ガイド 言語 ☐なし ☑あり： ☑英語 ☐中国語 ☐フランス語 ☐その他（ ）

持ち物 -

体験時間 15:00-翌日9:00 受入可能人数 -

販売金額 42,800円

価格に含むもの -

担当ＤＭＯ

名称 一般社団法人 十和田奥入瀬観光機構

住所 青森県十和田市稲生町１５−３

ＵＲＬ https://www.towada.travel/ja/index
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冬の光の十和田を感じるツアー

事業者名 冬の光の十和田を感じるツアー

コンテンツ名 一般社団法人十和田奥入瀬観光機構

商品分類
☐①Tradition ☐②Cuisine ☐③City ☑④Nature ☑⑤Art ☐⑥Relaxation
☐⑦Outdoor/Marine ☐⑧Outdoor/Mountain

概要、体験の
アピールポイント

いろとりどりのアートと氷瀑を楽しむナイト
十和田市現代美術館の夜だからこそ楽しめるアート鑑賞と自然が作り出す氷爆ライトアップ鑑賞

十和田市現代美術館の徒歩で移動しながら、夜にしか見られない、十和田市現代美術館の看板作品
『いろとりどりのかけら』をはじめ、夜だからこそ楽しめる作品『フライングマン・アンド・ハン
ター』や『エヴェン・シェティア』の３作品を解説する。それを見た後で、奥入瀬渓流の氷瀑ライ
トアップツアーでは車内に乗車しているネイチャーガイドの解説を聞きながら、氷瀑ツアーに参加。
十和田市現代美術館～奥入瀬渓流～子ノ口（折り返し地点）～奥入瀬渓流～十和田市中央の２大ラ
イトアップを組み合わせたツアー。

通訳ガイド 言語 ☐なし ☑あり： ☑英語 ☐中国語 ☐フランス語 ☐その他（ ）

持ち物 -

体験時間 18:00-21:40 受入可能人数 -

販売金額 4,000円

価格に含むもの -

担当ＤＭＯ

名称 一般社団法人 十和田奥入瀬観光機構

住所 青森県十和田市稲生町１５−３

ＵＲＬ https://www.towada.travel/ja/index
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十和田のディープなはしご酒ツアー

事業者名 一般社団法人十和田奥入瀬観光機構

コンテンツ名 十和田のディープなはしご酒ツアー

商品分類
☐①Tradition ☑②Cuisine ☐③City ☐④Nature ☑⑤Art ☐⑥Relaxation
☐⑦Outdoor/Marine ☐⑧Outdoor/Mountain

概要、体験の
アピールポイント

地域のコミュニティに触れ合えるウマジンガイドと一緒にはしご酒をしながら地域の人たちと交流
ウマジンとは、馬産地であった十和田ならではのコミュニケーションツール。グッドデザイン賞も
受賞している。はじめは被るのが恥ずかしいが、次第に好奇の目で見られる刺激と喜びを感じるよ
うになる不思議なツール。地元のお店をよく知るウマジンガイドとともに、十和田の酒場ではしご
酒を楽しむ。

詳細スケジュール 所要時間 内容

通訳ガイド 言語 ☐なし ☑あり： ☑英語 ☐中国語 ☐フランス語 ☐その他（ ）

持ち物 -

体験時間 18:30-21:30 受入可能人数 -

販売金額 8,000円

価格に含むもの -

担当ＤＭＯ

名称 一般社団法人 十和田奥入瀬観光機構

住所 青森県十和田市稲生町１５−３

ＵＲＬ https://www.towada.travel/ja/index
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建築とアートを巡るナイトウォーキングツアー

事業者名 一般社団法人十和田奥入瀬観光機構

コンテンツ名 建築とアートを巡るナイトウォーキングツアー

商品分類
☐①Tradition ☐②Cuisine ☐③City ☐④Nature ☑⑤Art ☐⑥Relaxation
☐⑦Outdoor/Marine ☐⑧Outdoor/Mountain

概要、体験の
アピールポイント

十和田が誇る世界的建築家の建築物とアートを堪能
西沢立衛が設計した十和田市現代美術館、安藤忠雄が設計した十和田市民図書館、隈研吾が設計し
た十和田市民交流プラザ「トワーレ」と、世界的な建築家の建築物が集合する十和田市中心部。い
ずれの建物も、夜の姿がまた美しい。アートも併せて、３大建築物をガイドとめぐるナイトツアー。

詳細スケジュール 所要時間 内容

通訳ガイド 言語 ☐なし ☑あり： ☑英語 ☐中国語 ☐フランス語 ☐その他（ ）

持ち物 -

体験時間 18:00-19:30 受入可能人数 -

販売金額 3,500円

価格に含むもの -

担当ＤＭＯ

名称 一般社団法人 十和田奥入瀬観光機構

住所 青森県十和田市稲生町１５−３

ＵＲＬ https://www.towada.travel/ja/index
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平泉の平穏な景色を楽しむ早朝サイクリングと郷土料理体験

事業者名 体験Café WA

コンテンツ名 平泉の平穏な景色を楽しむ早朝サイクリングと郷土料理体験

商品分類
☑①Tradition ☑②Cuisine ☐③City ☑④Nature ☐⑤Art ☑⑥Relaxation
☐⑦Outdoor/Marine ☐⑧Outdoor/Mountain

概要、体験の
アピールポイント

世界遺産のまち平泉で、早朝サイクリングとはっと汁体験をしよう。

世界遺産のまち平泉を支えたのは、北上川流域の豊かな土壌でした。その土壌に育まれた新鮮な野
菜やお米は平泉の歴史の中でも大切な一面なのかもしれません。その流域の風光明媚な風景や風を
感じていただける絶景のスポットなどをサイクリングで回っていただくことができます。朝もやが
見えたときは平泉の悠久の歴史を実感できるに違いありません。また郷土料理である「はっと汁」
作りを体験し温かい食事をとることができます。レンタサイクルはそのまま駅前のサイクル返却ス
ポットに返していただくことができます。

通訳ガイド 言語 ☐なし ☑あり： ☑英語 ☐中国語 ☐フランス語 ☐その他（ ）

持ち物 -

体験時間 7:00-9:00 受入可能人数 -

販売金額 3,300円

価格に含むもの -

担当ＤＭＯ

名称 一般社団法人世界遺産平泉・一関DMO

住所 岩手県一関市上大槻街１−５

ＵＲＬ https://hiraizumi-dmo.jp/
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餅文化ならではの朝食を。餅マイスターが教えてくれる餅の食
べ方

事業者名 平泉倶楽部 Farm&Resort

コンテンツ名 餅文化ならではの朝食を。餅マイスターが教えてくれる餅の食べ方

商品分類
☑①Tradition ☑②Cuisine ☐③City ☐④Nature ☐⑤Art ☐⑥Relaxation
☐⑦Outdoor/Marine ☐⑧Outdoor/Mountain

概要、体験の
アピールポイント

世界遺産のまち平泉で、ユネスコ無形文化遺産である「もち食文化」を体験しよう！
ユネスコ無形文化遺産では和食が認定されており、その中に一関の「もち食文化」が含まれていま
す。そのもち食文化を気軽に体験しお食事ができるプランです。築150年の古民家である「平泉倶
楽部」の中で、もちについての説明を聞いた後、お子様でも簡単に体験できるミニ杵と臼でご自身
でもちつきをして作って頂きます。その後伝統的なソースに加え練乳などスイーツ感覚でできたて
の生餅を楽しんだり、焼き餅でぷっくり焼き上がる様子を楽しんで頂き、さらに食感の違いを楽し
んで頂きます。もち料理以外にも郷土料理を数点ご用意し朝食として楽しんでいただけます。

通訳ガイド 言語 ☐なし ☑あり： ☑英語 ☑中国語 ☐フランス語 ☐その他（ ）

持ち物 -

体験時間 8:00-9:00 受入可能人数 -

販売金額
大人5,000円
小人2,500円

価格に含むもの -

担当ＤＭＯ

名称 一般社団法人世界遺産平泉・一関DMO

住所 岩手県一関市上大槻街１−５

ＵＲＬ https://hiraizumi-dmo.jp/
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平泉の夜に平和への祈りをささげよう

事業者名 ホテル武蔵坊

コンテンツ名 平泉の夜に平和への祈りをささげよう

商品分類
☑①Tradition ☐②Cuisine ☐③City ☐④Nature ☑⑤Art ☐⑥Relaxation
☐⑦Outdoor/Marine ☐⑧Outdoor/Mountain

概要、体験の
アピールポイント

世界遺産のまち平泉で、【夢灯り】灯籠作成を通じて平和への祈りをささげましょう。
平泉町唯一のホテルである「ホテル武蔵坊」では、宿泊された外国人の皆様に、世界遺産の街「平
泉」に宿泊していただき、平泉の思想であり、世界共通の願いである「平和」や「平等」を願うナ
イトタイムコンテンツを提供しています。宿泊者は夜に平和を願いながらオリジナル灯籠を作成い
ただき、ホテルの前の道路に飾ります。

通訳ガイド 言語 ☐なし ☑あり： ☑英語 ☐中国語 ☐フランス語 ☐その他（ ）

持ち物 -

体験時間 19:30-20:30 受入可能人数 -

販売金額
大人3,000円
小人1,000円

価格に含むもの -

担当ＤＭＯ

名称 一般社団法人世界遺産平泉・一関DMO

住所 岩手県一関市上大槻街１−５

ＵＲＬ https://hiraizumi-dmo.jp/
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岩手奇祭の一つ、二十日夜祭に参加しよう

事業者名 世界遺産平泉・一関DMO

コンテンツ名 岩手奇祭の一つ、二十日夜祭に参加しよう

商品分類
☑①Tradition ☐②Cuisine ☐③City ☐④Nature ☐⑤Art ☐⑥Relaxation
☐⑦Outdoor/Marine ☐⑧Outdoor/Mountain

概要、体験の
アピールポイント

世界遺産のまち平泉の冬の祭り「20日夜祭」に参加し、心も体もきれいにしましょう。
世界遺産のまち平泉では、毎年1月20日に厄年の老若男女がたいまつの明かりを先頭に常行堂まで
練り歩き、宝前に大根や白菜などの供物をささげて、無病息災、家内安全を祈願する献膳上り行列
が行われます。このたいまつを灯しながら町内を練り歩く祭りに地元の参加者と一緒になって参
加・体験していただきます。その後、地元参加者との直来（精進食事）に参加など、地元の方と一
緒になって平泉の夜を祭りを通じて体験し、平和思想（浄土思想）のもつ意味合いを世界遺産の地
で体験していただきます。

通訳ガイド 言語 ☐なし ☑あり： ☑英語 ☑中国語 ☐フランス語 ☐その他（ ）

持ち物 -

体験時間 13:00-21:00 受入可能人数 -

販売金額 大人50,000円

価格に含むもの -

担当ＤＭＯ

名称 一般社団法人世界遺産平泉・一関DMO

住所 岩手県一関市上大槻街１−５

ＵＲＬ https://hiraizumi-dmo.jp/
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気仙沼の味を楽しむ。酒蔵見学と風土を感じる特別なペアリン
グ体験

事業者名 男山本店

コンテンツ名 気仙沼の味を楽しむ。酒蔵見学と風土を感じる特別なペアリング体験

商品分類
☐①Tradition ☑②Cuisine ☐③City ☐④Nature ☐⑤Art ☐⑥Relaxation
☐⑦Outdoor/Marine ☐⑧Outdoor/Mountain

概要、体験の
アピールポイント

気仙沼の歴史を学び、地域に愛される酒蔵とその地域の情熱を味わう。
創業100年をこえる老舗酒蔵・男山本店。創業以来の製法・味を変えずに残しつづける品種や、港
町の食材にあうように新たに開発する品種など、挑戦しながら銘酒をつくり続ける酒蔵です。酒造
りへの熱いこだわりを聞きながら、酒をつくる工程を見学します。そのあと、市内飲食店にて日本
酒と地元料理のペアリングを味わいます。杜氏や料理人の話を聞きながら日本酒・料理を味わえば、
単品では成り立たないさらなる美味しさを感じられます。

詳細スケジュール

時間 内容

１６：００ 酒蔵見学

１７：３０ 飲食店にてペアリング

通訳ガイド 言語 ☐なし ☑あり： ☑英語 ☐ 中国語 ☐フランス語 ☐その他（ ）

持ち物 -

体験所要時間 2時間30分 受入可能人数 -

販売金額

※()は税込金額
1名 ：27,600円（30,360円）、2名 ：39,600円（43,560円）、
3名 ：49,320円（54,252円）、4名 ：60,000円（66,000円）、
5名 ：75,000円（82,500円）

価格に含むもの -

担当ＤＭＯ

名称 一般社団法人 気仙沼地域戦略

住所 宮城県気仙沼市魚市場前7-13

ＵＲＬ http://k-ships.com/
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気仙沼を味わう、酒蔵見学と酒蔵小屋での特別な食事会

事業者名 男山本店

コンテンツ名 気仙沼を味わう、酒蔵見学と酒蔵小屋での特別な食事会

商品分類
☐①Tradition ☑②Cuisine ☐③City ☐④Nature ☐⑤Art ☐⑥Relaxation
☐⑦Outdoor/Marine ☐⑧Outdoor/Mountain

概要、体験の
アピールポイント

創業100年をこえる老舗酒蔵を見学し、古民家を改修した趣ある店舗の座敷スペースにて軽食を楽
しむ。
創業100年をこえる老舗酒蔵・男山本店。昔ながらの製法でつくる「気仙沼男山」や、海の幸にあ
うよう爽やかな味わい仕上がる「蒼天伝」、日本酒ベースの果実酒など、新たな酒造りへの挑戦を
続ける酒蔵です。まずは酒造りの現場を見学し、お酒の中でも日本酒の奥深さを学びます。そのあ
と、有形文化財に指定された趣ある古民家の座敷スペースにて、お寿司など地元の食材を使った軽
食をいただきます。

詳細スケジュール

時間 内容

１６：００ 酒蔵見学

１７：３０ 座敷食事会

通訳ガイド 言語
☐なし ☑あり： チェック英語 ☐ 中国語 ☐フランス語 ☐その他
（ ）

持ち物 -

体験所要時間 2時間30分 受入可能人数 -

販売金額

※()は税込金額
1名 ：36,000円（39,600円）、2名 ：62,400円（68,640円）、
3名 ：86,400円（95,040円）、4名 ：110,400円（121,440円）、
5名 ：115,000円（126,500円）

価格に含むもの -

担当ＤＭＯ

名称 一般社団法人 気仙沼地域戦略

住所 宮城県気仙沼市魚市場前7-13

ＵＲＬ http://k-ships.com/
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小さな町の小さな居酒屋ホッピング

事業者 （一社）宮古観光文化交流協会

営業時間 8:30-18:00 営業日・定休日 年中無休

サイトリンク http://www.kankou385.jp/

コンテンツ名 小さな町の小さな居酒屋ホッピング

商品分類
☐①Tradition ☑②Cuisine ☑③City □④Nature ☐⑤Art ☐⑥Relaxation
☐⑦Outdoor/Marine □⑧Outdoor/Mountain

概要、体験の
アピールポイント

ほとんどの観光客に知られていない古い小さな町の居酒屋、バーを紹介します。普段は地元のお客
様しか座っていないため、一人で入店するのは少し怖いかもしれませんが、このツアーでは地元の
ガイドが参加します。食べたり、飲んだり、お店の人やフレンドリーな地元の人たちと会話したり
する際に、言葉の壁を乗り越える手助けをしてもらいましょう。
このツアーでは、2店舗の居酒屋でお好みのドリンクと地元料理をお楽しみいただけます。新しい

お気に入りを見つけて、まるで地元のお客様のように注文することを学びましょう！

通訳ガイド 言語 ☐なし □あり： □英語 ☐中国語 ☐フランス語 ☐その他（ ）

体験所要時間 約１.５時間 最少催行人数 1名

販売金額 9,900円/1人

担当ＤＭＯ

名称 一般社団法人宮古観光文化交流協会

住所
〒027-0052
岩手県宮古市宮町1丁目1-80

ＵＲＬ https://www.kankou385.jp/
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小さなまちの大いなる鼓動

事業者 （一社）宮古観光文化交流協会

営業時間 8:30-18:00 営業日・定休日 年中無休

サイトリンク http://www.kankou385.jp/

コンテンツ名 小さなまちの大いなる鼓動

商品分類
☑①Tradition ☐②Cuisine ☐③City □④Nature ☐⑤Art ☐⑥Relaxation
☐⑦Outdoor/Marine □⑧Outdoor/Mountain

概要、体験の
アピールポイント

小さな町にある魂の鼓動を、太鼓体験を通じてあなたも感じてみませんか。
太鼓が空気を震わせる景色は、あなたの心に強い鼓動として反響し、日本人の心に触れる瞬間を味
わうことができることでしょう。
宮古を代表する太鼓団体「山口太鼓の会」の練習に参加し、太鼓演奏の指導・体験を通じて、日本
人の心を学びその伝統を感じましょう。
最後には山口太鼓の会による演奏を一番の特等席で鑑賞することができます。

通訳ガイド 言語 ☐なし □あり： □英語 ☐中国語 ☐フランス語 ☐その他（ ）

体験所要時間 ２時間 最少催行人数 1名

販売金額 3,300円/1人

担当ＤＭＯ

名称 一般社団法人宮古観光文化交流協会

住所
〒027-0052
岩手県宮古市宮町1丁目1-80

ＵＲＬ https://www.kankou385.jp/
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ある小さな町の穢れなき朝

事業者 （一社）宮古観光文化交流協会

営業時間 8:30-18:00 営業日・定休日 年中無休

サイトリンク http://www.kankou385.jp/

コンテンツ名 ある小さな町の穢れなき朝

商品分類
☐①Tradition □②Cuisine ☐③City ☑④Nature ☐⑤Art ☐⑥Relaxation
☐⑦Outdoor/Marine □⑧Outdoor/Mountain

概要、体験の
アピールポイント

1700年頃に霊鏡和尚が「さながら極楽浄土のごとし」と感嘆したことから名付けられたとされる
宮古の名称浄土ヶ浜。
この場所で、朝を迎える瞬間を、地元の太鼓団体「あばれ太鼓」の演奏と共に迎え、他では体験で
きない感動的な時間を過ごすことができます。
また、太鼓団体の演奏後には温かい汁物や簡単な食事を、浄土ヶ浜の目の前で楽しんでいただくこ
とができます。
※荒天時、雨天時などは中止になる場合があります。

通訳ガイド 言語 ☐なし □あり： □英語 ☐中国語 ☐フランス語 ☐その他（ ）

体験所要時間 1.5時間 最少催行人数 1名

販売金額 99,000円（一組限定/最大１０名まで対応可）

担当ＤＭＯ

名称 一般社団法人宮古観光文化交流協会

住所
〒027-0052
岩手県宮古市宮町1丁目1-80

ＵＲＬ https://www.kankou385.jp/
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浄土ヶ浜で朝食を～あなただけの特別な朝食～

事業者 （一社）宮古観光文化交流協会

営業時間 8:30-18:00 営業日・定休日 年中無休

サイトリンク http://www.kankou385.jp/

コンテンツ名 浄土ヶ浜で朝食を～あなただけの特別な朝食～

商品分類
☐①Tradition ☑②Cuisine ☐③City ☑④Nature ☐⑤Art ☐⑥Relaxation
☐⑦Outdoor/Marine □⑧Outdoor/Mountain

概要、体験の
アピールポイント

浄土ヶ浜で特別な朝食を提供します。
新鮮な野菜で作るサラダや海鮮のバーベキュー。
お客様の為だけに特別にセッティングされた空間で提供される朝食は、美しい景観と澄んだ空気が
何よりのスパイスとなることでしょう。
朝食のメニューは浄土ヶ浜パークホテルの総料理長がプロデュースします。
非日常なぜいたくな時間をお楽しみください。
※荒天時・雨天時は中止となる場合がございます。

通訳ガイド 言語 ☐なし □あり： □英語 ☐中国語 ☐フランス語 ☐その他（ ）

体験所要時間 約２時間 最少催行人数 1名

販売金額 15,000円/１人

担当ＤＭＯ

名称 一般社団法人宮古観光文化交流協会

住所
〒027-0052
岩手県宮古市宮町1丁目1-80 

ＵＲＬ https://www.kankou385.jp/
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MTB マウンテンバイクツアー

事業者名 ガイド＆ロッジ クラブマン

コンテンツ名 MTB マウンテンバイクツアー

商品分類
☐①Tradition ☐②Cuisine ☐③City ☑④Nature ☐⑤Art ☐⑥Relaxation
☐⑦Outdoor/Marine ☑⑧Outdoor/Mountain

概要、体験の
アピールポイント

四季折々の自然を感じられる八幡平・安比でのマウンテンバイク

なだらかな丘が続き、ブナやコナラなどの広葉樹が広がる東北。国立公園八幡平の大自然の中を、
マウンテンバイクで駆け抜けてみませんか。バイクコントロールの面白さ、スピードの快感、達成
感。経験豊富なガイドと一緒に、グリーンシーズンの八幡平を駆け抜けてみませんか。くたくたに
なるまで遊んだ後は、ロッジ「クラブマン」の自慢の素材にこだわった風味豊かなスモーク料理や
肉料理をご堪能ください。一生の思い出に残る旅のお手伝いをさせていただきます。

通訳ガイド 言語 ☐なし ☑あり： ☑英語 ☐中国語 ☐フランス語 ☐その他（ ）

持ち物 -

体験所要時間 カート体験1時間 受入可能人数 -

販売金額 1名1泊2食 22,140円～

価格に含むもの

担当ＤＭＯ

名称 （株）八幡平DMO

住所 八幡平市松尾寄木1-712－2

交通アクセス
自動車 東北自動車道松尾八幡平ICから車で２０分
公共交通 岩手県北バス「松っちゃん市場前」下車（徒歩20分）

ＵＲＬ http://www.clubman.co.jp/
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森のりんご園りんごづくし体験

事業者名
温泉ゲストハウスやすもり
ONSEN YASUMORI

コンテンツ名 森のりんご園りんごづくし体験

商品分類
☐①Tradition ☑②Cuisine ☐③City ☑④Nature ☐⑤Art ☐⑥Relaxation
☐⑦Outdoor/Marine ☐⑧Outdoor/Mountain

概要、体験の
アピールポイント

2017年12月に開業した温泉ゲストハウス やすもりは八幡平市内に位置し、安比高原スキー場から
11kmの場所にあります。宿泊施設からは山の景色を望み、無料Wi-Fi付きのお部屋、源泉かけ流し
の温泉、無料の自転車、共用ラウンジなどを提供しています。
近隣にあるりんご園では、リンゴ園に遊びに来る動物たちの話、りんごの世話の話など、りんご園
でのんびりとした時間を過ごすことができます。りんご園では八幡平のジャムおばさんと一緒に、
りんごジャムづくりを体験します。

通訳ガイド 言語 ☐なし ☑あり： ☑英語 ☐中国語 ☐フランス語 ☐その他（ ）

持ち物 -

体験所要時間 リンゴ園体験２時間 受入可能人数 -

販売金額 1名1泊2食17,820円～

価格に含むもの

担当ＤＭＯ

名称 （株）八幡平DMO

住所
〒028-7111
岩手県八幡平市大更25-68-2 開福ビル2階D号

交通アクセス

ＵＲＬ https://hachimantai-dmo.trip8.jp/
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スリリングなカート体験で盛り上がろう！ 宿泊付きプラン

事業者名 ペンション パレット

コンテンツ名 スリリングなカート体験で盛り上がろう！ 宿泊付きプラン

商品分類
☐①Tradition ☐②Cuisine ☐③City ☐④Nature ☐⑤Art ☐⑥Relaxation
☐⑦Outdoor/Marine ☑⑧Outdoor/Mountain

概要、体験の
アピールポイント

スリリングなカート体験で盛り上がろう！ 宿泊付きプラン

ペンションパレットのオーナーがプロデュースする、カートサーキット場「サンマリノGP」にて、
スリリングなカート体験！ 地を滑るようなカート走行を体験してみませんか？ 夜は、ペンショ
ン「パレット」でゆったりお食事。宿自慢の厳選された黒毛和牛の熟成サーロインをいただけます。
ペンションでは貸切温泉を利用でき、ゆったりと過ごすことができます。また朝食は、オーナー手
作りの焼き立てパンが人気。

通訳ガイド 言語 ☐なし ☑あり： ☑英語 ☐中国語 ☐フランス語 ☐その他（ ）

持ち物 -

体験所要時間 カート体験1時間 受入可能人数 -

販売金額 1名1泊2食11,720円～

価格に含むもの

担当ＤＭＯ

名称 （株）八幡平DMO

住所
〒028-7111
岩手県八幡平市大更25-68-2 開福ビル2階D号

ＵＲＬ https://hachimantai-dmo.trip8.jp/
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森のりんご園りんごづくし体験

事業者名 ロッジ クラブマン

コンテンツ名 森のりんご園りんごづくし体験

商品分類
☐①Tradition ☐②Cuisine ☐③City ☐④Nature ☐⑤Art ☐⑥Relaxation
☐⑦Outdoor/Marine ☑⑧Outdoor/Mountain

概要、体験の
アピールポイント

ロッジに泊まって森のりんご園でりんごづくし体験

自然豊かな森のりんご園で、りんご園の四季のお話を聞きながら散策。りんご園に遊びに来る動物
たちの話、りんごの世話の話など、りんご園でのんびりとした時間を過ごします。宿泊は雄大な自
然に囲まれながら、大人も子供も全力でアウトドアを楽しむ事が出来るアットホームなロッジ
「LODGEクラブマン」です。ディナーは、八幡平の地域食材とりんごをふんだんに使った「りん
ごフルコース」。オーナーが八幡平の魅力を語ってくれるでしょう。翌日は、八幡平のジャムおば
さんと一緒にりんごジャムル作りを体験します。

通訳ガイド 言語 ☐なし ☑あり： ☑英語 ☐中国語 ☐フランス語 ☐その他（ ）

持ち物 -

体験所要時間 りんご尽くし体験3時間 受入可能人数 -

販売金額 1名1泊2食23,000円～

価格に含むもの

担当ＤＭＯ

名称 （株）八幡平DMO

住所
〒028-7111
岩手県八幡平市大更25-68-2 開福ビル2階D号

交通アクセス

ＵＲＬ https://hachimantai-dmo.trip8.jp/
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スノーハイク体験

事業者 八幡平マウンテンホテル

営業時間 9：00-20：00 営業日・定休日 12月中旬か3月末までの毎日

サイトリンク http://www.hachimantai.co.jp/

コンテンツ名 スノーハイク体験

商品分類
☐①Tradition ☐②Cuisine ☐③City □④Nature ☐⑤Art ☐⑥Relaxation
☐⑦Outdoor/Marine □⑧Outdoor/Mountain

概要、体験の
アピールポイント

日本百名山の岩手山と八幡平の絶景を望む八幡平マウンテンホテル。そのマウンテンホテルに泊
まって、「スノーハイク」を体験しませんか。ゲレンデスキーの経験がなくとも気軽にトライでき
るのが「スノーハイク」。歩くスキーのように、雪の上を軽快に歩くことのできるアイテムです。
前には滑り、後ろにはズレにくい不思議なスノーアイテムを是非ご体感ください！冬の魅力満載の
八幡平 マウンテンホテルで、心も体もリフレッシュする旅を・・・！、

通訳ガイド 言語 ☐なし □あり： □英語 ☐中国語 ☐フランス語 ☐その他（ ）

体験所要時間 スノーハイク体験2時間 最少催行人数

1名

英語

中国語対応は
事前相談

販売金額

1名1泊2食25,000円～
（２名１室のお一人様料金）
＜スノーハイク

ガイドツアー体験付＞

担当ＤＭＯ

名称 株式会社八幡平DMO

住所
〒028-7111
岩手県八幡平市大更25-68-2 開福ビル2階D号

ＵＲＬ https://hachimantai-dmo.trip8.jp/
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八幡平マウンテンホテルに泊まってガイドと歩く八幡平トレッ
キング

事業者 八幡平マウンテンホテル

営業時間 9：00-20：00 営業日・定休日 無休

サイトリンク http://www.hachimantai.co.jp/

コンテンツ名 八幡平マウンテンホテルに泊まってガイドと歩く八幡平トレッキング

商品分類
☐①Tradition ☐②Cuisine ☐③City ☑④Nature ☐⑤Art ☐⑥Relaxation
☐⑦Outdoor/Marine ☑⑧Outdoor/Mountain

概要、体験の
アピールポイント

岩手山と八幡平、ふたつの日本百名斬を有する通年型のマウンテンリゾートエリア「八幡平」。八
幡平マウンテンホテルでは、日本山岳ガイド協会・認定ガイドが在籍し、八幡平の自然を歩くト
レッキングプログラムを実施しています。2時間程度で気軽に楽しめる初級コースから、本格的な
登山を体験できる中・上級コースまであり、いずれも少人数でも参加可能です。宿泊はトレッキン
グの出発地でもある八幡平マウンテンホテル。八幡平に来るなら是非、泊まっていただきたいホテ
ルです。

通訳ガイド 言語 ☐なし ☑あり： ☑英語 ☑中国語（事前相談） ☐フランス語 ☐その他

体験所要時間 八幡平トレッキング3時間 最少催行人数 1名

販売金額

1名1泊2食25,000円～
（２名１室のお一人様料金）
＜八幡平トレッキング

ガイドツアー体験付＞

担当ＤＭＯ

名称 株式会社八幡平DMO

住所
〒028-7111
岩手県八幡平市大更25-68-2 開福ビル2階D号

ＵＲＬ https://hachimantai-dmo.trip8.jp/
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森のりんご園りんごづくし体験

事業者名 ペンション パレット

コンテンツ名 森のりんご園りんごづくし体験

商品分類
☐①Tradition ☑②Cuisine ☐③City ☑④Nature ☐⑤Art ☐⑥Relaxation
☐⑦Outdoor/Marine ☐⑧Outdoor/Mountain

概要、体験の
アピールポイント

森のりんご園りんごづくし体験

しい色合いとサクッとした歯触り、爽やかな甘酸っぱさが評判で市場でも高値がつくほど好評なの
が山形産のリンゴです。中でも八幡平のりんごは特に美味しいと高い評価を受けています。このツ
アーではりんごにまつわる話を聞きながらリンゴ園を散策します。宿泊はオーディオが自慢のペン
ションパレット。CDやソフトを持込んで最高の音質を楽しむのはどうでしょう。人懐っこいワン
ちゃんがお出迎えします。
夕食は地域の食材とりんごを使った「りんごフルコース」。翌日は八幡平のジャムおばさんと一緒
にりんごジャム作りを体験します。

通訳ガイド 言語 ☐なし ☑あり： ☑英語 ☐中国語 ☐フランス語 ☐その他（ ）

持ち物 -

体験所要時間
りんご園とジャム作り体験
２時間

受入可能人数 -

販売金額 1名1泊2食16,750円～

価格に含むもの

担当ＤＭＯ

名称 （株）八幡平DMO

住所
〒028-7111
岩手県八幡平市大更25-68-2 開福ビル2階D号

交通アクセス

ＵＲＬ https://hachimantai-dmo.trip8.jp/
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最上川舟下りと芋煮会を楽しんで農家民宿に泊まる

事業者名 最上川芭蕉ライン観光

コンテンツ名 最上川舟下りと芋煮会を楽しんで農家民宿に泊まる

商品分類
☑①Tradition ☐②Cuisine ☐③City ☑④Nature ☐⑤Art ☑⑥Relaxation
☐⑦Outdoor/Marine ☑⑧Outdoor/Mountain

概要、体験の
アピールポイント

山形を代表する観光と郷土料理を一挙に楽しむ！！

山形を代表する観光地「最上川舟下り」と山形名物「芋煮会」が一度に楽しめる欲張りプラン！船
からの雄大な自然の眺め、船頭さんの舟唄、そして牛肉やサトイモ、こんにゃくを煮込んだ甘辛い
鍋「芋煮」を味わいます。山形ならではのお楽しみをぎゅぎゅっと集めました。通常の最上川舟下
りとは一味違った体験をどうぞ！宿泊は角川地区にある農家民宿で季節を通じた様々な農業体験が
可能ですので日本の農業体験に興味がある方には特におすすめのお宿です。

通訳ガイド 言語 ☑なし ☐あり： ☐英語 ☐中国語 ☐フランス語 ☐その他（ ）

持ち物 -

体験所要時間

4月～11月中旬
11時00分～13時30分
【所要約90分／乗船時間含
む】

受入可能人数 -

販売金額
川下りと芋煮会はお一人様
大人3,510円 こども(7才以上)2,410円 宿泊は1泊2食7000円

価格に含むもの

担当ＤＭＯ

名称 特定非営利活動法人田舎体験塾つのかわの里

住所
〒999-6403
山形県最上郡戸沢村大字角川481-1 戸沢村農村環境改善センター１F

交通アクセス

お車でお越しの場合
（東京方面から）東北自動車道-村田ＪＣＴ-山形自動車道-東根ＩＣ-国道１３
号-新庄-国道４７号-戸沢村

列車でお越しの場合
（東京方面から）山形新幹線-新庄-陸羽西線-古口

飛行機でお越しの場合
羽田空港-庄内空港-車で約１時間

ＪＲ陸羽西線古口駅から戸沢村路線バス利用の場合
14番 本郷（ほんごう）下車

ＵＲＬ https://inaka-taiken.jp/
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農家民宿ふきのとう田中

事業者名 特定非営利活動法人田舎体験塾つのかわの里

コンテンツ名 農家民宿ふきのとう田中

商品分類
☐①Tradition ☑②Cuisine ☐③City ☑④Nature ☐⑤Art ☐⑥Relaxation
☐⑦Outdoor/Marine ☐⑧Outdoor/Mountain

概要、体験の
アピールポイント

農家民宿に泊まって日本の田舎遊び体験してみませんか！

山形県戸沢村の山間部にある角川地区には5軒の農家民宿があります。そのなかで農家民宿ふきの
とうさんでは日本の田舎遊びや文化を体験することができます。たとえばこの地域の正月にはかか
せない白玉団子をまるめた餅を木に刺す団子木作成体験では餅の他に風船などで飾り付けをします。
まるで和風クリスマスツリーです。他に昔ながらの折り紙や紙風船などで遊んだり角川地区で食べ
る季節に応じたお菓子を食べる事ができます。日本の昔ながらの遊び体験に興味のある方にオスス
メの宿です。

通訳ガイド 言語 ☑なし ☐あり： ☐英語 ☐中国語 ☐フランス語 ☐その他（ ）

持ち物 -

体験所要時間
1泊2日(団子木作成体験は1時
間）

受入可能人数 -

販売金額 1泊2食7000円 田舎文化体験2500円

価格に含むもの

担当ＤＭＯ

名称 特定非営利活動法人田舎体験塾つのかわの里

住所
〒999-6403
山形県最上郡戸沢村大字角川481-1 戸沢村農村環境改善センター１F

交通アクセス

お車でお越しの場合
（東京方面から）東北自動車道-村田ＪＣＴ-山形自動車道-東根ＩＣ-国道１３
号-新庄-国道４７号-戸沢村

列車でお越しの場合
（東京方面から）山形新幹線-新庄-陸羽西線-古口

飛行機でお越しの場合
羽田空港-庄内空港-車で約１時間

ＪＲ陸羽西線古口駅から戸沢村路線バス利用の場合
14番 本郷（ほんごう）下車

ＵＲＬ https://inaka-taiken.jp/
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農家民宿ほたる

事業者名 特定非営利活動法人田舎体験塾つのかわの里

コンテンツ名 農家民宿ほたる

商品分類
☐①Tradition ☑②Cuisine ☐③City ☑④Nature ☐⑤Art ☐⑥Relaxation
☐⑦Outdoor/Marine ☐⑧Outdoor/Mountain

概要、体験の
アピールポイント

農家民宿に泊まって雪の下野菜を掘って食べてみませんか！

山形県戸沢村の山間部にある角川地区には5軒の農家民宿があります。その中で農家民宿ほたるさ
んでは季節に応じた農家体験もできますがこの地域ならではの冬に雪の中から野菜の収穫体験がで
きます。雪が降る前に畑に保存された野菜たちは冬の間、雪の中で自分の身を守ろうと秋の収穫以
上に甘くなっており、より美味しく召し上がる事ができます。もしかすると貴重な最上伝承野菜で
ありこの地域でしか採れない角川カブを掘る事ができるかもしれません。野菜と田舎の雪遊びを兼
ねた貴重なアクテビィティを体験してみませんか。

通訳ガイド 言語 ☐なし ☑あり： ☑英語 ☐中国語 ☐フランス語 ☐その他（ ）

持ち物 -

体験所要時間 1泊2日（餅つき体験30分） 受入可能人数 -

販売金額 1泊2食7000円 雪の下野菜掘り体験2500円

価格に含むもの

担当ＤＭＯ

名称 特定非営利活動法人田舎体験塾つのかわの里

住所
〒999-6403
山形県最上郡戸沢村大字角川481-1 戸沢村農村環境改善センター１F

交通アクセス

お車でお越しの場合
（東京方面から）東北自動車道-村田ＪＣＴ-山形自動車道-東根ＩＣ-国道１３
号-新庄-国道４７号-戸沢村

列車でお越しの場合
（東京方面から）山形新幹線-新庄-陸羽西線-古口

飛行機でお越しの場合
羽田空港-庄内空港-車で約１時間

ＪＲ陸羽西線古口駅から戸沢村路線バス利用の場合
14番 本郷（ほんごう）下車

ＵＲＬ https://inaka-taiken.jp/
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農家民宿に泊まって餅つき体験

事業者名 特定非営利活動法人田舎体験塾つのかわの里

コンテンツ名 農家民宿阿部

商品分類
☐①Tradition ☑②Cuisine ☐③City ☑④Nature ☐⑤Art ☐⑥Relaxation
☐⑦Outdoor/Marine ☐⑧Outdoor/Mountain

概要、体験の
アピールポイント

山形県戸沢村の山間部にある角川地区は5軒の農家民宿があります。その農家民宿のお母さん方で
作っている農家民宿阿部さんのお宅では餅つきの杵と臼を持っています。また地元の農家でもある
阿部さんの田で採れた自家製の餅米があるときはいつでも餅つき体験をすることができます。ぜひ
自分でついた角川の餅を食べてみませんか。また阿部さんのお宅では季節を通じた様々な農業体験
が可能ですので日本の農業体験に興味がある方には特におすすめのお宿です。

通訳ガイド 言語 □なし ☑あり： ☑英語 ☐中国語 ☐フランス語 ☐その他（ ）

持ち物 -

体験所要時間 1泊2日（16時～餅つき体験） 受入可能人数 -

販売金額 1泊2日7000円 餅つき体験5000円

価格に含むもの

担当ＤＭＯ

名称 特定非営利活動法人田舎体験塾つのかわの里

住所
〒999-6403
山形県最上郡戸沢村大字角川481-1 戸沢村農村環境改善センター１F

交通アクセス

お車でお越しの場合
（東京方面から）東北自動車道-村田ＪＣＴ-山形自動車道-東根ＩＣ-国道１３
号-新庄-国道４７号-戸沢村

列車でお越しの場合
（東京方面から）山形新幹線-新庄-陸羽西線-古口

飛行機でお越しの場合
羽田空港-庄内空港-車で約１時間

ＪＲ陸羽西線古口駅から戸沢村路線バス利用の場合
14番 本郷（ほんごう）下車

ＵＲＬ https://inaka-taiken.jp/
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農家民宿 三左衛門

事業者名 特定非営利活動法人田舎体験塾つのかわの里

コンテンツ名 農家民宿 三左衛門

商品分類
☐①Tradition ☑②Cuisine ☐③City ☑④Nature ☐⑤Art ☐⑥Relaxation
☐⑦Outdoor/Marine ☐⑧Outdoor/Mountain

概要、体験の
アピールポイント

農家民宿に泊まって田舎の渓流釣り体験

山形県戸沢村角川地区には5軒の農家民宿があります。その中で蕎麦屋さんも一緒に経営している
三左衛門さん宅では農家民宿に泊まった翌日に近くの角川で渓流釣りをする事ができます。釣りの
道具が無くても釣り道具は田舎体験塾にて有料で借りる事ができます。また必要な遊漁券は地区の
お店で用意する事ができるので5月から9月頃までならいつでも体験が可能です。釣りのポイントは
地元の釣り名人である三左衛門の主人が同行して教えてくれます。

通訳ガイド 言語 ☐なし ☑あり： ☑英語 ☐中国語 ☐フランス語 ☐その他（ ）

持ち物 -

体験所要時間
1泊2日（渓流釣り体験2時
間）
※5-9月頃のみ体験可能

受入可能人数 -

販売金額 1泊2日7000円 渓流釣り体験2時間5000円

価格に含むもの

担当ＤＭＯ

名称 特定非営利活動法人田舎体験塾つのかわの里

住所
〒999-6403
山形県最上郡戸沢村大字角川481-1 戸沢村農村環境改善センター１F

交通アクセス

お車でお越しの場合
（東京方面から）東北自動車道-村田ＪＣＴ-山形自動車道-東根ＩＣ-国道１３
号-新庄-国道４７号-戸沢村

列車でお越しの場合
（東京方面から）山形新幹線-新庄-陸羽西線-古口

飛行機でお越しの場合
羽田空港-庄内空港-車で約１時間

ＪＲ陸羽西線古口駅から戸沢村路線バス利用の場合
14番 本郷（ほんごう）下車

ＵＲＬ https://inaka-taiken.jp/
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農家民宿 与惣右ヱ門

事業者名 特定非営利活動法人田舎体験塾つのかわの里

コンテンツ名 農家民宿 与惣右ヱ門

商品分類
☐①Tradition ☑②Cuisine ☐③City ☑④Nature ☐⑤Art ☐⑥Relaxation
☐⑦Outdoor/Marine ☐⑧Outdoor/Mountain

概要、体験の
アピールポイント

農家民宿に泊まって日本の正月文化体験してみませんか！

山形県戸沢村の山間部にある角川地区には5軒の農家民宿があります。その中の一番奥座敷にある
農家民宿与惣右ヱ門さんでは農家民宿と共に蕎麦屋さんも経営してますので蕎麦打ち体験もできる
のですが他に餅つきや団子木作成などの正月体験をすることができます。また冬には自分で書いた
絵灯篭を雪の壁にはめて幻想な夜の体験や、昔ながらの和かんじきを履いてスノートレッキング体
験をしながら雪の下野菜掘り体験を一緒に体験することができ日本の文化に興味の有る方にオスス
メの宿です。

通訳ガイド 言語 ☐なし ☑あり： ☑英語 ☐中国語 ☐フランス語 ☐その他（ ）

持ち物 -

体験所要時間

1泊2日（餅つき体験30分 正
月文化体験30分、雪灯篭体験
30分、かんじきトレッキング
＆雪の下野菜掘り体験30分）

受入可能人数 -

販売金額
1泊2食7000円 餅つき体験5000円 正月文化体験2500円 雪灯篭体験3000円
かんじきトレッキング＆雪の下野菜掘り体験3000円

価格に含むもの

担当ＤＭＯ

名称

住所 山形県最上郡戸沢村大字角川1341

交通アクセス
自動車 国道47号線から県道57号線角川方面に約10分
公共交通 JR陸羽西線古口駅下車

ＵＲＬ https://inaka-taiken.jp (つのかわの里)
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◆春季◆綺麗な"水"から得られる恩恵を愉しむツアー

事業者名 米沢観光コンベンション協会 やまがたアルカディア観光局

コンテンツ名 ◆春季◆綺麗な"水"から得られる恩恵を愉しむツアー

商品分類
☑①Tradition ☐②Cuisine ☐③City ☑④Nature ☐⑤Art ☑⑥Relaxation
☐⑦Outdoor/Marine ☑⑧Outdoor/Mountain

概要、体験の
アピールポイント

米沢駅から車で約一時間。白川のダム湖で期間限定で見られる水没林でカヌー体験を楽しんだあと
は、名物・米沢牛や地元野菜をふんだんに使ったバーベキューで昼食。夜には中津川地区にある農
家民宿で、ホストと一緒に食卓を囲んで語らうことで、地元の暮らしを体感いただけます。翌日は、
雪国ならではの貯蔵方法”雪室”を見学して、暮らしの知恵を学びます。ランチはフレンチレストラ
ン"西洋葡萄"へ。名産のぶどうのソースで彩られた米沢牛のステーキを、ワインと共にお楽しみい
ただけます。

通訳ガイド 言語 ☐なし ☑あり： ☑英語 ☐中国語 ☐フランス語 ☐その他（ ）

持ち物 -

体験所要時間

1泊2日
（水没林カヌー体験&米沢牛3
時間、雪室見学30分、西洋葡
萄1時間）

受入可能人数 -

販売金額
2名料金￥102,873
4名料金￥154,706

価格に含むもの
＊2日間の通訳料金￥40,000が含まれます。＊交通費については含まれていません。
＊レンタカーを借りた場合、2日間で￥23,100．貸切タクシーの場合、￥81,000となります。

担当ＤＭＯ

名称 置賜

住所
山形県長井市東町2番50号
山形県米沢市丸の内1-4-13

交通アクセス

【東京からの交通アクセス】
①電車でお越しの場合 山形新幹線「つばさ」赤湯駅下車（所要時間2時間30

分） 山形鉄道フラワー長井線 乗換 長井駅下車（所要時間約30分）
②お車でお越しの場合 川口ＪＣＴ－東北自動車道ー福島飯坂ＩＣ（所要時

間約4時間）ー長井（約1時間30分）
【仙台からの交通アクセス】
①電車でお越しの場合 仙台（仙山線）ー山形（奥羽本線）ー赤湯（フラワー

長井線）ー長井（所要時間約2時間30分）
②車でお越しの場合 仙台宮城ＩＣ－山形蔵王ＩＣ－（所要時間約2時間）

ＵＲＬ
https://arcadia-kanko.jp/                                                                                                     
http://yonezawa.info/
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◆夏季◆初夏・旬の素材の活かし方を学ぶツアー

事業者名 米沢観光コンベンション協会 やまがたアルカディア観光局

コンテンツ名 ◆夏季◆初夏・旬の素材の活かし方を学ぶツアー

商品分類
☑①Tradition ☐②Cuisine ☐③City ☑④Nature ☐⑤Art ☑⑥Relaxation
☐⑦Outdoor/Marine ☑⑧Outdoor/Mountain

概要、体験の
アピールポイント

初夏の山形では、彩り溢れる自然の恵みを味わうことができます。田舎蕎麦の製作体験・ランチか
らスタートし、続いてさくらんぼ狩りにチャレンジ。この時期は世界的にも珍しい大玉さくらんぼ
が味わえます。夜は中津川地区にある農家民宿で、ホストと一緒に食卓を囲んで語らうことで、地
元の暮らしが楽しめます。翌日は釣り堀りでの釣りを体験。川魚を自分で釣り、その場で焼いて食
べることができます。旅の最後には、ラーメン消費量日本一・山形の美味しいラーメンを楽しむこ
とができます。一泊二日で山形の食を満喫できるプランです。

通訳ガイド 言語 ☐なし ☑あり： ☑英語 ☐中国語 ☐フランス語 ☐その他（ ）

持ち物 -

体験所要時間

1泊2日（蕎麦打ち体験1時間
30分、さくらんぼ狩り1時間、
旬の食材収穫体験30分、岳谷
つりぼり2時間、赤湯ラーメ
ン1時間）

受入可能人数 -

販売金額
2名料金￥90508
4名料金￥141016

価格に含むもの

＊2日間の通訳料金￥40,000が含まれます。
＊交通費については含まれていません。
＊レンタカーを借りた場合、2日間で￥23,100．貸切タクシーの場合、￥81,000となります。

担当ＤＭＯ

名称 置賜

住所
山形県長井市東町2番50号
山形県米沢市丸の内1-4-13

交通アクセス

【東京からの交通アクセス】
①電車でお越しの場合 山形新幹線「つばさ」赤湯駅下車（所要時間2時間30
分） 山形鉄道フラワー長井線 乗換 長井駅下車（所要時間約30分）
②お車でお越しの場合 川口ＪＣＴ－東北自動車道ー福島飯坂ＩＣ（所要時間
約4時間）ー長井（約1時間30分）
【仙台からの交通アクセス】
①電車でお越しの場合 仙台（仙山線）ー山形（奥羽本線）ー赤湯（フラワー長
井線）ー長井（所要時間約2時間30分）
②車でお越しの場合 仙台宮城ＩＣ－山形蔵王ＩＣ－（所要時間約2時間）

ＵＲＬ
https://arcadia-kanko.jp/                                                                                                     
http://yonezawa.info/
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◆夏季◆旬の素材の活かし方を学ぶツアー

事業者名 米沢観光コンベンション協会 やまがたアルカディア観光局

コンテンツ名 ◆夏季◆旬の素材の活かし方を学ぶツアー

商品分類
☑①Tradition ☐②Cuisine ☐③City ☑④Nature ☐⑤Art ☑⑥Relaxation
☐⑦Outdoor/Marine ☑⑧Outdoor/Mountain

概要、体験の
アピールポイント

晩夏の山形では、自然の豊かな恵みを味わうことができます。田舎蕎麦の製作体験・ランチからス
タートし、続いてぶどう狩りにチャレンジ。糖度が高いぶどうを食べられるのはこの時期ならでは。
また時期によって品種は変わりますが、その日食べた農園ぶどうから作ったワインがお土産に付い
てきます。夜は中津川地区にある農家民宿で、ホストと一緒に食卓を囲んで語らうことで、地元の
暮らしが楽しめます。翌日は釣り堀りでの釣りを体験。川魚を自分で釣り、その場で焼いて食べる
ことができます。旅の最後には、山形で有名な名物「辛みそラーメン」。一泊二日で山形の食を満
喫できるプランです。

通訳ガイド 言語 ☐なし ☑あり： ☑英語 ☐中国語 ☐フランス語 ☐その他（ ）

持ち物 -

体験所要時間

1泊2日（蕎麦打ち体験1時間
30分、ぶどう狩り1時間30分、
岳谷つりぼり2時間、赤湯
ラーメン1時間）

受入可能人数 -

販売金額
2名料金￥94648
4名料金￥149296

価格に含むもの
＊2日間の通訳料金￥40,000が含まれます。＊交通費については含まれていません。
＊レンタカーを借りた場合、2日間で￥23,100．貸切タクシーの場合、￥81,000となります。

担当ＤＭＯ

名称
米沢観光コンベンション協会
やまがたアルカディア観光局

住所
〒992-0052 山形県米沢市丸の内 1-4-1（米沢観光コンベンション協会）
〒993-0003 山形県長井市東町2番50号（やまがたアルカディア観光局）

ＵＲＬ
https://yonezawa.info/（米沢観光コンベンション協会）
http://arcadia-kanko.jp/（やまがたアルカディア観光局）
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◆秋季◆ 秋の恵みと文化を多面的に味わうツアー

事業者名 米沢観光コンベンション協会 やまがたアルカディア観光局

コンテンツ名 ◆秋季◆ 秋の恵みと文化を多面的に味わうツアー

商品分類
☑①Tradition ☐②Cuisine ☐③City ☑④Nature ☐⑤Art ☑⑥Relaxation
☐⑦Outdoor/Marine ☑⑧Outdoor/Mountain

概要、体験の
アピールポイント

秋の山形は食と文化。日本の生活に根付いた和紙作りと、日本一の紅花の産地で行うシルクのハン
カチ染めは、体験だけでなく素敵な思い出の品にもなります。中津川地区にある農家民宿に着いた
ら、地元の秋野菜収穫をお手伝い。ホストと一緒に、採りたての食材をふんだんに使った食卓を囲
んで語らうことで、地元の暮らしを更に体感いただけます。翌日は、洞松寺の住職で、日本で唯一
のボードゲームジャーナリストである小野卓也さんとボードゲームで対戦。住職のボードゲームコ
レクションは圧巻です。最後は農家レストランエルベでイタリアンランチ。秋の恵みを堪能いただ
けるプランです。

通訳ガイド 言語 ☐なし ☑あり： ☑英語 ☐中国語 ☐フランス語 ☐その他（ ）

持ち物 ー

体験所要時間

1泊2日（和紙製作体験30分、
シルクハンカチ染め体験1時
間、キノコ・ジャガイモ収穫
体験30分、お寺でボードゲー
ム体験1時間）

受入可能人数 -

販売金額
2名料金￥87748
4名料金￥135496

価格に含むもの
＊2日間の通訳料金￥40,000が含まれます。＊交通費については含まれていません。
＊レンタカーを借りた場合、2日間で￥23,100．貸切タクシーの場合、￥81,000となります

担当ＤＭＯ

名称 置賜

住所
山形県長井市東町2番50号
山形県米沢市丸の内1-4-13

交通アクセス

【東京からの交通アクセス】
①電車でお越しの場合 山形新幹線「つばさ」赤湯駅下車（所要時間2時間30
分） 山形鉄道フラワー長井線 乗換 長井駅下車（所要時間約30分）
②お車でお越しの場合 川口ＪＣＴ－東北自動車道ー福島飯坂ＩＣ（所要時間
約4時間）ー長井（約1時間30分）
【仙台からの交通アクセス】
①電車でお越しの場合 仙台（仙山線）ー山形（奥羽本線）ー赤湯（フラワー

長井線）ー長井（所要時間約2時間30分）
②車でお越しの場合 仙台宮城ＩＣ－山形蔵王ＩＣ－（所要時間約2時間）

ＵＲＬ
https://arcadia-kanko.jp/                                                                                                     
http://yonezawa.info/
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◆通年◆山形に備わる精神文化と暮らしを感じるツアー

事業者名 やまがたアルカディア観光局 米沢観光コンベンション協会

コンテンツ名 ◆通年◆山形に備わる精神文化と暮らしを感じるツアー

商品分類
☑①Tradition ☐②Cuisine ☐③City ☑④Nature ☐⑤Art ☑⑥Relaxation
☐⑦Outdoor/Marine ☑⑧Outdoor/Mountain

概要、体験の
アピールポイント

清流と冬の厳しい寒さが培った絶品の米沢鯉を堪能。誕生石やご利益などから好みの天然石を自由
に選んでつくる「腕念珠製作体験」や、日本の中では2か所しか見ることができない日本最古のお
神楽を鑑賞します。農家民宿では、家のお母さんたちが作ってくれる家庭料理を嗜み一夜を過ごし
ます。翌朝には、日本で唯一のボードゲームジャーナリストの住職と楽しむボードゲーム体験も。
全国でも数少ない貴重な即身仏の拝観もあり、山形に備わる精神文化を体感できる貴重なツアーで
す。

通訳ガイド 言語 ☐なし ☑あり： ☑英語 ☐中国語 ☐フランス語 ☐その他（ ）

持ち物 -

体験所要時間

1泊2日（鯉の六十里ランチ1
時間、大黒天/腕念珠製作体験
1時間、熊野大社/太々神楽1
時間30分、お寺でボードゲー
ム体験1時間、 即身仏見学30
分）

受入可能人数 -

販売金額
2名料金￥94096
4名料金￥148192

価格に含むもの
＊2日間の通訳料金￥40,000が含まれます。＊交通費については含まれていません。
＊レンタカーを借りた場合、2日間で￥23,100．貸切タクシーの場合、￥81,000となります。

担当ＤＭＯ

名称 置賜

住所
山形県長井市東町2番50号
山形県米沢市丸の内1-4-13

交通アクセス

【東京からの交通アクセス】
①電車でお越しの場合 山形新幹線「つばさ」赤湯駅下車（所要時間2時間30

分） 山形鉄道フラワー長井線 乗換 長井駅下車（所要時間約30分）
②お車でお越しの場合 川口ＪＣＴ－東北自動車道ー福島飯坂ＩＣ（所要時

間約4時間）ー長井（約1時間30分）
【仙台からの交通アクセス】
①電車でお越しの場合 仙台（仙山線）ー山形（奥羽本線）ー赤湯（フラワー長
井線）ー長井（所要時間約2時間30分）
②車でお越しの場合 仙台宮城ＩＣ－山形蔵王ＩＣ－（所要時間約2時間）

ＵＲＬ
https://arcadia-kanko.jp/                                                                                                     
http://yonezawa.info/
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◆冬季◆雪による恩恵を享受するツアー

事業者名 米沢観光コンベンション協会 やまがたアルカディア観光局

コンテンツ名 ◆冬季◆雪による恩恵を享受するツアー

商品分類
☑①Tradition ☐②Cuisine ☐③City ☑④Nature ☐⑤Art ☑⑥Relaxation
☐⑦Outdoor/Marine ☑⑧Outdoor/Mountain

概要、体験の
アピールポイント

大きなかまくらの中であったかいラーメンを！あつあつのラーメンはかまくらの独特の空気と相性
バツグン。夜には雪のキャンパスにろうそくの火を灯す、雪明かり回廊の製作体験をしていただき
ます。非常に幻想的な空間が楽しめます。翌日は、非常に貴重な天然の甘味料「メープルシロッ
プ」を朝から試食。スノーモービル/バナナボート/スノーチューブ体験など冬ならではのスポーツ
も体験します。お昼は、農家レストランエルベでは素材にこだわった本格イタリアンをお楽しみい
ただきます。

通訳ガイド 言語 ☐なし ☑あり： ☑英語 ☐中国語 ☐フランス語 ☐その他（ ）

持ち物 -

体験所要時間

1泊2日（小野川温泉かまくら
村1時間、/雪明かり回廊製作
体験1時間、メープルシロッ
プ体験30分、スノーモービル
/バナナボート/スノーチュー
ブ体験1時間）

受入可能人数 -

販売金額
2名料金￥96580
4名料金￥153160

価格に含むもの
＊2日間の通訳料金￥40,000が含まれます。＊交通費については含まれていません。
＊レンタカーを借りた場合、2日間で￥23,100．貸切タクシーの場合、￥81,000となります。

担当ＤＭＯ

名称 置賜

住所
山形県長井市東町2番50号
山形県米沢市丸の内1-4-13

交通アクセス

【東京からの交通アクセス】
①電車でお越しの場合 山形新幹線「つばさ」赤湯駅下車（所要時間2時間30

分） 山形鉄道フラワー長井線 乗換 長井駅下車（所要時間約30分）
②お車でお越しの場合 川口ＪＣＴ－東北自動車道ー福島飯坂ＩＣ（所要時

間約4時間）ー長井（約1時間30分）
【仙台からの交通アクセス】
①電車でお越しの場合 仙台（仙山線）ー山形（奥羽本線）ー赤湯（フラワー長
井線）ー長井（所要時間約2時間30分）
②車でお越しの場合 仙台宮城ＩＣ－山形蔵王ＩＣ－（所要時間約2時間）

ＵＲＬ
https://arcadia-kanko.jp/                                                                                                     
http://yonezawa.info/
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春（4月～5月）
【 水没林カヌーと渓流釣り 】

事業者
米沢観光コンベンション協会
やまがたアルカディア観光局

営業時間 9:00~17:00 営業日・定休日 年中無休

サイトリンク

コンテンツ名
春（4月～5月）
【 水没林カヌーと渓流釣り 】

商品分類
☐①Tradition ☑②Cuisine ☐③City ☑④Nature ☐⑤Art ☐⑥Relaxation
☐⑦Outdoor/Marine □⑧Outdoor/Mountain

概要、体験の
アピールポイント

湖でのカヌーや渓流での山女魚釣りなどアクティブな体験がしたい方におススメ
1日目は、甲子大黒天という日本有数の歴史ある寺に訪問した後、岳谷釣り堀にて、大自然を感じ
ながらヤマメ釣り体験ができます。夜は、中津川農家民宿にて、優しいご夫妻との語らいも醍醐味
です。翌日は、雪どけ水が流れ込むことでできる幻想的な”水没林”でカヌーを楽しめます。ランチ
に日本三大和牛の１つともいわれている米沢牛を堪能したあとは、日本で唯一のボードゲーム
ジャーナリストの住職、小野卓也さんとボードゲームで対戦。米沢の自然と、地元の産物を楽しめ
るアクティブな体験プランです。

通訳ガイド 言語 ☐なし □あり： □英語 ☐中国語 ☐フランス語 ☐その他（ ）

体験所要時間

1泊2日（甲子大黒天1時間、
渓流釣り2時間、水没林カ
ヌー2時間、ボードゲーム1時
間）

最少催行人数 2名

販売金額

2名料金￥134,688
4名料金￥214,176
＊2日間の通訳料金￥40,000が含まれます。＊交通費については含まれていません。
＊レンタカーを借りた場合、2日間で￥23,100．貸切タクシーの場合、￥81,000となります。

担当ＤＭＯ

名称
一般社団法人米沢観光コンベンション協会
一般社団法人やまがたアルカディア観光局

住所
山形県米沢市 丸の内1-4-13（米沢観光コンベンション協会）
山形県長井市東町2番50号 （やまがたアルカディア観光局）

ＵＲＬ
http://yonezawa.info/ （米沢観光コンベンション協会）
https://arcadia-kanko.jp/ （やまがたアルカディア観光局）
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夏（8月～10月）
【農家に泊まって米沢牛を食べる】

事業者名 米沢観光コンベンション協会 やまがたアルカディア観光局

コンテンツ名
夏（8月～10月）
【農家に泊まって米沢牛を食べる】

商品分類
☑①Tradition ☐②Cuisine ☐③City ☑④Nature ☐⑤Art ☑⑥Relaxation
☐⑦Outdoor/Marine ☑⑧Outdoor/Mountain

概要、体験の
アピールポイント

山形県の名産と歴史文化を体験するツアーです。

日本有数の歴史ある寺、甲子大黒天で好みの天然石を選んでの腕念珠製作。住職からご利益がある
よう祈祷も受けます。そして夜には農家民宿に宿泊します。ここのご主人は大変明るい方で一緒に
お酒を飲まれてはいかがですか？翌日はこの地域名産のぶどう狩りをします。時期によって品種は
変わりますが、その日食べた農園ぶどうから作ったワインがお土産に付いてきます。その後は日本
で唯一のボードゲームジャーナリストの住職、小野卓也さんとボードゲームで対戦。住職のボード
ゲームコレクションは圧巻です。旅の最後の藏高院では、全国でも数少ない貴重な即身仏を拝観し
ます。

通訳ガイド 言語 ☐なし ☑あり： ☑英語 ☐中国語 ☐フランス語 ☐その他（ ）

持ち物 -

体験所要時間

1泊2日（甲子大黒天1時間、
渓流釣り2時間、水没林カ
ヌー2時間、ボードゲーム1時
間）

受入可能人数 -

販売金額
2名料金￥127236
4名料金￥196512

価格に含むもの
＊2日間の通訳料金￥40,000が含まれます。
＊交通費については含まれていません。
＊レンタカーを借りた場合、2日間で￥23,100．貸切タクシーの場合、￥81,000となります。

担当ＤＭＯ

名称 置賜

住所
山形県長井市東町2番50号
山形県米沢市丸の内1-4-13

交通アクセス

【東京からの交通アクセス】
①電車でお越しの場合 山形新幹線「つばさ」赤湯駅下車（所要時間2時間30
分） 山形鉄道フラワー長井線 乗換 長井駅下車（所要時間約30分）
②お車でお越しの場合 川口ＪＣＴ－東北自動車道ー福島飯坂ＩＣ（所要時間
約4時間）ー長井（約1時間30分）
【仙台からの交通アクセス】
①電車でお越しの場合 仙台（仙山線）ー山形（奥羽本線）ー赤湯（フラワー長
井線）ー長井（所要時間約2時間30分）
②車でお越しの場合 仙台宮城ＩＣ－山形蔵王ＩＣ－（所要時間約2時間）

ＵＲＬ
https://arcadia-kanko.jp/                                                                                                     
http://yonezawa.info/
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秋（11月～12月）【スピリチュアルな体験】

事業者名 米沢観光コンベンション協会 やまがたアルカディア観光局

コンテンツ名
秋（11月～12月）

【スピリチュアルな体験】

商品分類
☑①Tradition ☐②Cuisine ☐③City ☑④Nature ☐⑤Art ☑⑥Relaxation
☐⑦Outdoor/Marine ☑⑧Outdoor/Mountain

概要、体験の
アピールポイント

即身仏や念珠作りなど見えないパワーを得られるパワースポットツアー。
日本有数の歴史ある寺、甲子大黒天で好みの天然石を選んで腕念珠製作。ご利益があるよう祈祷も
受けます。藏高院では、全国でも数少ない即身仏を拝観。夜には農家民宿に宿泊します。翌日は、
日本の中では2か所しか見ることができない日本最古のお神楽を鑑賞します。昼食は山形名物を使
用したメニューです。洞松寺では住職も務めるボードゲームジャーナリストの小野卓也さんとボー
ドゲームで対戦。住職のボードゲームコレクションは圧巻です。

通訳ガイド 言語 ☐なし ☑あり： ☑英語 ☐中国語 ☐フランス語 ☐その他（ ）

持ち物 -

体験所要時間
1泊2日（甲子大黒天1時間、
即身仏30分、熊野大社神楽1
時間、ボードゲーム1時間）

受入可能人数 -

販売金額
2名料金￥110676
4名料金￥166152

価格に含むもの
＊2日間の通訳料金￥40,000が含まれます。
＊交通費については含まれていません。
＊レンタカーを借りた場合、2日間で￥23,100．貸切タクシーの場合、￥81,000となります。

担当ＤＭＯ

名称 置賜

住所
山形県長井市東町2番50号
山形県米沢市丸の内1-4-13

交通アクセス

【東京からの交通アクセス】
①電車でお越しの場合 山形新幹線「つばさ」赤湯駅下車（所要時間2時間30
分） 山形鉄道フラワー長井線 乗換 長井駅下車（所要時間約30分）
②お車でお越しの場合 川口ＪＣＴ－東北自動車道ー福島飯坂ＩＣ（所要時間
約4時間）ー長井（約1時間30分）
【仙台からの交通アクセス】
①電車でお越しの場合 仙台（仙山線）ー山形（奥羽本線）ー赤湯（フラワー長
井線）ー長井（所要時間約2時間30分）
②車でお越しの場合 仙台宮城ＩＣ－山形蔵王ＩＣ－（所要時間約2時間）

ＵＲＬ
https://arcadia-kanko.jp/                                                                                                     
http://yonezawa.info/
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初夏（6月～7月）
【農家に泊まって水陸両用バスで湖へ】

事業者名 米沢観光コンベンション協会 やまがたアルカディア観光局

コンテンツ名
初夏（6月～7月）

【農家に泊まって水陸両用バスで湖へ】

商品分類
☑①Tradition ☐②Cuisine ☐③City ☑④Nature ☐⑤Art ☑⑥Relaxation
☐⑦Outdoor/Marine ☑⑧Outdoor/Mountain

概要、体験の
アピールポイント

山形名物サクランボ狩りと水陸両用バスがセットになりました！
日本一のサクランボの産地である山形で、旬のサクランボをその場で収穫し、味わうことができま
す。1日目の夜は、古民家を改装した趣ある宿に宿泊し、ホストとの語らいを楽しめます。翌日は、
水陸両用バスに乗車。水しぶきを上げダム湖に入る体験はアトラクションさながらです。その後の
藏高院では、民衆の苦悩を救うため、自らの肉体をミイラにして残した仏”即身仏”を拝観。山形名
物を味わい、自然とアクティビティも楽しめる盛沢山なプランです。

通訳ガイド 言語 ☐なし ☑あり： ☑英語 ☐中国語 ☐フランス語 ☐その他（ ）

持ち物 -

体験所要時間

1泊2日（甲子大黒天1時間、
サクランボ狩り1時間、水陸
両用バス2時間、即身仏30
分）

受入可能人数 -

販売金額
2名料金￥105,156
4名料金￥155,112

価格に含むもの
＊2日間の通訳料金￥40,000が含まれます。
＊交通費については含まれていません。
＊レンタカーを借りた場合、2日間で￥23,100．貸切タクシーの場合、￥81,000となります。

担当ＤＭＯ

名称 置賜

住所
山形県長井市東町2番50号
山形県米沢市丸の内1-4-13

交通アクセス

【東京からの交通アクセス】
①電車でお越しの場合 山形新幹線「つばさ」赤湯駅下車（所要時間2時間30
分） 山形鉄道フラワー長井線 乗換 長井駅下車（所要時間約30分）
②お車でお越しの場合 川口ＪＣＴ－東北自動車道ー福島飯坂ＩＣ（所要時間
約4時間）ー長井（約1時間30分）
【仙台からの交通アクセス】
①電車でお越しの場合 仙台（仙山線）ー山形（奥羽本線）ー赤湯（フラワー長
井線）ー長井（所要時間約2時間30分）
②車でお越しの場合 仙台宮城ＩＣ－山形蔵王ＩＣ－（所要時間約2時間）

ＵＲＬ
https://arcadia-kanko.jp/                                                                                                     
http://yonezawa.info/
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冬（1月～2月）
【スノーモービル三昧と農家貸切宿】

事業者名 米沢観光コンベンション協会 やまがたアルカディア観光局

コンテンツ名
冬（1月～2月）

【スノーモービル三昧と農家貸切宿】

商品分類
☑①Tradition ☐②Cuisine ☐③City ☑④Nature ☐⑤Art ☑⑥Relaxation
☐⑦Outdoor/Marine ☑⑧Outdoor/Mountain

概要、体験の
アピールポイント

スノーモービルやバナナボートなど2日間たっぷり遊びたい方に。農家1軒貸切宿で家族や友達同士
と！

スノーモービルやバナナボートなど2日間たっぷり遊びたい方におススメのプラン。農家1軒貸切宿
で家族や友達同士と！
有数の豪雪地帯となる飯豊町に、雪のシーズンだけオープンするどんでん平スノーパーク。気軽に
楽しく過ごすためのアクティビティが満載です。 一面に広がる雪の平原を走り抜けるスノーモー
ビル体験や、雪の上を猛スピードで滑るバナナボートなど、いずれも童心に戻って雪を満喫できま
す。 スキーやスノーボードはできませんが、特別な道具を持たずに訪れて、山形ならではの豪雪
と、本格的な雪遊びを体験できます。夜は中津川農家民宿でホストと語らいながら、地域の食文化
を体験しましょう。

通訳ガイド 言語 ☐なし ☑あり： ☑英語 ☐中国語 ☐フランス語 ☐その他（ ）

持ち物 -

体験所要時間
1泊2日（1日目スノーモービ
ル3時間、2日目スノーモービ
ル4時間）

受入可能人数 -

販売金額
2名料金￥105708
4名料金￥156216

価格に含むもの
＊2日間の通訳料金￥40,000が含まれます。
＊交通費については含まれていません。
＊レンタカーを借りた場合、2日間で￥23,100．貸切タクシーの場合、￥81,000となります。

担当ＤＭＯ

名称 置賜

住所
山形県長井市東町2番50号
山形県米沢市丸の内1-4-13

交通アクセス

【東京からの交通アクセス】
①電車でお越しの場合 山形新幹線「つばさ」赤湯駅下車（所要時間2時間30
分） 山形鉄道フラワー長井線 乗換 長井駅下車（所要時間約30分）
②お車でお越しの場合 川口ＪＣＴ－東北自動車道ー福島飯坂ＩＣ（所要時間
約4時間）ー長井（約1時間30分）
【仙台からの交通アクセス】
①電車でお越しの場合 仙台（仙山線）ー山形（奥羽本線）ー赤湯（フラワー長
井線）ー長井（所要時間約2時間30分）
②車でお越しの場合 仙台宮城ＩＣ－山形蔵王ＩＣ－（所要時間約2時間）

ＵＲＬ
https://arcadia-kanko.jp/                                                                                                     
http://yonezawa.info/
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冬（3月）
【スノーモービル三昧と農家貸切宿】

事業者名 米沢観光コンベンション協会 やまがたアルカディア観光局

コンテンツ名
冬（3月）
【スノーモービル三昧と農家貸切宿】

商品分類
☑①Tradition ☐②Cuisine ☐③City ☑④Nature ☐⑤Art ☑⑥Relaxation
☐⑦Outdoor/Marine ☑⑧Outdoor/Mountain

概要、体験の
アピールポイント

2日間スノーモービルが楽しめるプロコース。農家1軒貸切宿なので家族や友達同士で気兼ねなく！
有数の豪雪地帯となる飯豊町に、雪が固くなった3月だからこそ体験できる「スノーモービル満喫
プラン」。一面に広がる雪の平原を走り抜けるスノーモービルはスリル満点。 スキーやスノー
ボードはできませんが、特別な道具を持たずに訪れて、山形ならではの豪雪と、本格的な雪遊びを
体験できます。スノーモービル体験では、JSSA認定インストラクターが優しくがサポートしてく
れるので、安心して雪遊びとスノーモービル体験が楽しめます。夜は中津川農家民宿でホストと語
らいながら、地域の食文化を体験しましょう。

通訳ガイド 言語 ☐なし ☑あり： ☑英語 ☐中国語 ☐フランス語 ☐その他（ ）

持ち物 -

体験所要時間
1泊2日（1日目スノーモービ
ル3時間、2日目スノーモービ
ル4時間）

受入可能人数 -

販売金額
2名料金￥152628
4名料金￥250056

価格に含むもの
＊2日間の通訳料金￥40,000が含まれます。
＊交通費については含まれていません。
＊レンタカーを借りた場合、2日間で￥23,100．貸切タクシーの場合、￥81,000となります。

担当ＤＭＯ

名称 置賜

住所
山形県長井市東町2番50号
山形県米沢市丸の内1-4-13

交通アクセス

【東京からの交通アクセス】
①電車でお越しの場合 山形新幹線「つばさ」赤湯駅下車（所要時間2時間30
分） 山形鉄道フラワー長井線 乗換 長井駅下車（所要時間約30分）
②お車でお越しの場合 川口ＪＣＴ－東北自動車道ー福島飯坂ＩＣ（所要時間
約4時間）ー長井（約1時間30分）
【仙台からの交通アクセス】
①電車でお越しの場合 仙台（仙山線）ー山形（奥羽本線）ー赤湯（フラワー長
井線）ー長井（所要時間約2時間30分）
②車でお越しの場合 仙台宮城ＩＣ－山形蔵王ＩＣ－（所要時間約2時間）

ＵＲＬ
https://arcadia-kanko.jp/                                                                                                     
http://yonezawa.info/
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冬限定イベント「はなまき星めぐりの夜」参加体験＆花巻の伝
統芸能とワイン・日本酒を体験

事業者名 一般社団法人 花巻観光協会 Hanamaki Tourism & Convention Bureau

コンテンツ名 冬限定イベント「はなまき星めぐりの夜」参加体験＆花巻の伝統芸能とワイン・日本酒を体験

商品分類
☑①Tradition ☑②Cuisine ☐③City ☐④Nature ☐⑤Art ☑⑥Relaxation
☐⑦Outdoor/Marine ☐⑧Outdoor/Mountain

概要、体験の
アピールポイント

東北有数の名湯の街で心身を癒やし、星空に願いを乗せたランタンを打ち上げよう。

絢爛豪華な旅館と温泉で心身を癒やし、地元の食・酒を堪能し郷土芸能とスカイランタンを体感で
きるツアー。米国人名物ガイドが旅を一層濃いものに。
1日目はワインと地産肉のペアリングを堪能し、ユネスコ無形文化遺産「早池峰神楽」の特別演舞
鑑賞。2日目は縁起物「忍び駒づくり体験」後、地酒の利き酒を通じて”ブルーマスター”南部杜氏
を体感。夜は願いを込めたランタンを夜空に打ち上げる「はなまき星めぐりの夜」。伝統芸能「鹿
踊り」と雪景色の星空に浮かぶランタンは幻想的。3日目はスノーアクティビティやわんこそばを
体験。

通訳ガイド 言語 ☐なし ☑あり： ☑英語 ☐ 中国語 ☐フランス語 ☐その他（ ）

持ち物 -

体験所要時間

1日目）
集合ー11:00 JR新花巻駅
3日目）
解散ー15:00 JR新花巻駅

受入可能人数 -

販売金額
2名催行：¥250,000～
5名催行：¥150,000～
（予約時要確認）

価格に含むもの

担当ＤＭＯ

名称 一般社団法人 花巻観光協会

住所 〒025-0004 岩手県花巻市葛3-183-1 

交通アクセス
自動車 東北自動車道（花巻IC）から約10分
公共交通 花巻空港駅から車で約10分

ＵＲＬ
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無言の祈り「裸まいり」

事業者名 In-outbound Sendai Matsushima inc.

コンテンツ名 無言の祈り「裸まいり」

商品分類
☑①Tradition ☐②Cuisine ☐③City ☐④Nature ☐⑤Art ☐⑥Relaxation
☐⑦Outdoor/Marine ☐⑧Outdoor/Mountain

概要、体験の
アピールポイント

酒蔵の品質向上、安全を祈願したとされる「裸まいり」。年々受け継がれる伝統儀式で日本の精神
文化を学ぶ

厳寒時に仕込みに入る杜氏が始まりとされ現在においても、白鉢巻き・白さらしを巻き、口には私
語を慎む為に「含み紙」と呼ばれる紙をくわえ、右手には鐘・左手に提灯を持ち、市内各所より数
千人が参拝するさまは、杜の都・仙台の冬の風物詩。ルーツである、酒蔵を見学。昼食は日本酒と
のペアリング。その後は裸参りに参加する行程と参加はせずに準備のお手伝いや神社でのお払い、
出店体験などができるというどちらかをお選び頂けます。

詳細スケジュール

所要時間 内容

1月14日

9:00 集合

21:00 解散

通訳ガイド 言語 ☐なし ☑あり： ☑英語 ☐ 中国語 ☐フランス語 ☐その他（ ）

持ち物 -

体験所要時間 12時間30分 受入可能人数 -

販売金額

1名 156,750円
2名 113,850円
3名 109,450円
4名 108,900円
5名 101,200円

価格に含むもの

担当ＤＭＯ

名称 （株）インアウトバウンド仙台・松島

住所 宮城県仙台市青葉区中央2-10-1 2F

交通アクセス 公共交通 仙台駅から徒歩10分

ＵＲＬ https://www.tohoku-local-secret-tours.jp/
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地域の絆と日本文化のプライベート体験

事業者名 男鹿市観光協会DMO推進室

コンテンツ名 地域の絆と日本文化のプライベート体験

商品分類
☑①Tradition ☐②Cuisine ☐③City ☑④Nature ☐⑤Art ☑⑥Relaxation
☐⑦Outdoor/Marine ☑⑧Outdoor/Mountain

概要、体験の
アピールポイント

地域の絆と日本文化のプライベート体験

あなた以外に観光客がいない場所で日本の伝統文化と日本人との絆を経験しよう。
1日目は伝統料理「だまこ鍋」を食べ、男鹿の伝統文化「なまはげ」について見て・体感して学び
ます。
2日目は「なまはげ太鼓」の教室と迫力あるパフォーマンスショーが楽しめます。また、素晴らし
いお寺で座禅体験と見学がゆっくりできます。
3日目は「なまはげ」伝説の発祥とされる五社堂をトレッキングします。
3日間、様々な男鹿の人と文化に出会い、彼らと絆を得られます。全ての体験は京都や東京と違い
他の観光客に邪魔をされません。

通訳ガイド 言語 ☐なし ☑あり： ☑英語 ☐中国語 ☐フランス語 ☐その他（ ）

持ち物 -

体験所要時間

1日目）
集合ー11:10 JR男鹿駅
3日目）
解散ー15:25 JR男鹿駅

受入可能人数 -

販売金額 ¥143,000～ 予約時要確認

価格に含むもの

担当ＤＭＯ

名称 男鹿市観光協会DMO推進室

住所
〒010-0595
秋田県男鹿市船川港船川字泉台66-1

交通アクセス JR男鹿駅から徒歩5分程度

ＵＲＬ https://oganavi.com/
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天下の奇祭「一関・大東大原水かけ祭り」体感＆おもてなし文
化体験

事業者名 一般社団法人世界遺産平泉・一関DMO

コンテンツ名 天下の奇祭「一関・大東大原水かけ祭り」体感＆おもてなし文化体験

商品分類
☐①Tradition ☐②Cuisine ☐③City ☐④Nature ☐⑤Art ☐⑥Relaxation
☐⑦Outdoor/Marine ☐⑧Outdoor/Mountain

概要、体験の
アピールポイント

Get an inside look into a vibrant Ichinoseki community & extreme winter festival

日本人の暮らしと繋がりを体感出来るツアー。
様々な体験を通じて地域の人と共に思い出を作ります。
1日目は日本百景の１つである「猊鼻渓」をこたつ船に乗りながら鑑賞します。その後、「千厩ひ
なまつり」を特別に見学。夜は酒蔵ツアーに行き、伝統的な食「餅つき」を体験。
2日目は、360年の歴史がある「大東大原水かけ祭り」に参加。伝統芸能を鑑賞した後に、地元の
日本人と共にお祭りに参加。お祭りの後には温泉で体を癒す。
3日目は世界遺産の中尊寺や景勝地「厳美渓」を訪問し、地域の歴史・文化を学ぶ。

通訳ガイド 言語 ☐なし ☑あり： ☑英語 ☑中国語 ☐フランス語 ☐その他（ ）

持ち物 -

体験所要時間
１日目：JR一ノ関駅10:15集合
３日目：JR一ノ関駅14:00解散

受入可能人数 -

販売金額 1人：165,000(税込）

価格に含むもの

担当ＤＭＯ

名称 一般社団法人世界遺産平泉・一関DMO

住所 岩手県一関市大町4－29 なのはなプラザ2階

交通アクセス
自動車 東北自動車道（一関IC）から約10分
公共交通 一ノ関駅から徒歩約5分

ＵＲＬ https://hiraizumi-dmo.jp/
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現代の侍となって、平和を願う雪灯篭祭りへ参加する。

事業者名
一般社団法人米沢観光コンベンション協会
Institute Yonezawa Convention & Tourism Bureau

コンテンツ名 現代の侍となって、平和を願う雪灯篭祭りへ参加する。

商品分類
☐①Tradition ☑②Cuisine ☐③City ☐④Nature ☑⑤Art ☑⑥Relaxation
☐⑦Outdoor/Marine ☑⑧Outdoor/Mountain

概要、体験の
アピールポイント

Journey to know true samurai spirits with festival

本当のサムライスピリッツを知り、雪燈籠祭りで平和を願うツアーです。
1日目は米沢市の歴史と上杉家の精神を学ぶとともに、いわゆる侍のイメージどおり、甲冑や着物
に着替え、パフォーマンス集団「愛の武将隊」と演舞や記念撮影を楽しみます。
2日目は、上杉鷹山公の時代背景を中心に、平時における本当の侍の姿、どのように市民や産業を
守ってきたのかをテーマに、侍の行動や考え方を体験（産業育成：刺し子や染織等）します。
3日目は酒蔵体験、かまくらでラーメンを食べたり、食やお土産品にフォーカスした行程となって
います。

詳細スケジュール

所要時間 内容

通訳ガイド 言語 ☐なし ☑あり： ☑英語 ☐中国語 ☐フランス語 ☐その他（ ）

持ち物 -

体験所要時間

1日目）
集合ー12:00 JR米沢駅
3日目）
解散ー15:30 JR米沢駅

受入可能人数 -

販売金額
¥95,000～
（予約時要確認）

価格に含むもの

担当ＤＭＯ

名称 一般社団法人 米沢観光コンベンション協会

住所 〒992-0052 山形県米沢市丸の内1-4-13

交通アクセス
自動車 東北自動車道（米沢IC）から約15分
公共交通 米沢駅から市街地循環バスで11分、上杉神社前下車徒歩3分

ＵＲＬ http://yonezawa.info/


