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“笠間でしか楽しめないプラン”という自信 
 
 「ここで扱っている周遊ツアー『笠間発見伝』は、笠間の新しい魅

力を知っていただこうとご提供しているものなんです」 

 社団法人笠間観光協会、笠間発見ツアーズ国内旅行業務取扱管理者

の安見氏は自信に満ちた笑顔でそう語った。笠間観光協会は平成 22

年 3 月 31 日に第 2種旅行業取得を行い、同年 4月に「笠間発見ツアー

ズ」を立ち上げた。その主力商品が体験型周遊プラン『笠間発見伝』

である。「いちばんの魅力であり特徴となっているのは、今まで観光的

には知られていなかった“地元のプロ”と交流していただけることで

す」『笠間発見伝』は、粘土づくりから体験できる陶芸、一流作家とマ

ンツーマンで釉薬掛けまで体験できるプラン、箸を作ってそばを打ち

“マイ箸で手打ちそばを戴く”プラン、座禅に写経、御影石の加工技

術を体験するプランなど多彩なセットプランが揃った旅行商品だ。い

ずれも単なる断片的な体験ではなく、じっくりとストーリーを持って

体験できるよう、地域の歴史・文化・自然、そして“地元のプロ”を

フル活用したものであり、観光協会オリジナルならではの魅力に溢れ

ている。いわば“地元ブレンド”の旅行商品を自ら提供し始めた笠間

観光協会は旅行業 3 年目に入る今、好調な業績を背景に、その取り組

みをさらに発展させようとしている。 

  

取組主体  社団法人 笠間観光協会 笠間発見ツアーズ （http://www.kasama-kankou.jp/index.html）   

設 立 年  平成 22 年（2010 年）3 月 31 日 ※笠間発見ツアーズの旅行業取得年月日 

住   所  茨城県笠間市笠間 1357-1  電話 0296-72-9222  FAX 0296-72-9211 

安見 安奈氏（あみあんな） 

 

昭和 50 年生まれ。茨城県笠間

出身、笠間育ち。平成21年に社

団法人笠間観光協会が１名の

旅行業務取扱管理者を募集し、

採用される。実家が旅行業を営

んでいたことから協会入社前か

ら笠間の観光に親しんできた。

今は協会の現場スタッフとして

“地元のプロ”とのふれあいを大

切にし、様々な体験型プランを

提供している 

第 2 種旅行業 



 
 

                      

 季節型イベント中心、行楽シーズン偏重の

観光需要から脱却、地域間競争に入ってい

る中で魅力的な観光地づくりの訴求 

→ 体験型・交流型の旅行ニーズに対応し、春夏秋冬の

笠間を体験できる滞在プログラムを流通促進させ、

通年型観光地を実現する 

 
（地域の特徴） 

地元住民の優しい“おせっかい” 
 
 「笠間は、お世話好き屋さんが多いのです。地元住民のそういった

優しい“おせっかい”を、観光客の皆さんに楽しんでもらえればと思

っています」『笠間発見伝』の“楽しみ方”についてそう語る安見氏。

旅行商品を組み立てるために観光協会会員をはじめとする地元住民と

詳細を検討する際に「よく使う」というのが「なにか、お客様に“プ

ラスα”を頂けませんでしょうか？」という台詞。笠間市民が「お世

話好き屋さん」であり「優しい“おせっかい”の気質」であることを

わかっている彼女ならではの、そしてあくまで公益を追求する地元観

光協会ならではの「注文」である。 

 「いつも次は何か、と考えています。休みの日には他社のツアーに

もよく参加するんですよ」笠間生まれ、笠間育ち、実家も旅行業を営

んでいた安見氏は、観光のプロであると同時に、一番の“笠間ファン”

なのかもしれない。 

 

 

（取り組み概要） 

あくまでオールインワンで構成 

～商品価値を損なわないプランづくりを徹底 
 
笠間発見ツアーズでは『笠間発見伝』のセールスポリシーとして、

あくまでオールインワンの構成を大切にしている。仮に顧客の要望で

あっても、原則として「分割、切り売り」はせず、設定された行程を

移動を含めてトータルで販売していく方針へのこだわりだ。そこへは、

ばら売りが常態化することによる安売り体質への危惧感と、トータル

で提供してこそ、提供者側が意図する魅力の訴求を実現しうるとの強

い思いがある。 

但し「リピーターであれば一定の要望へは対応する」といったホス

ピタリティーも忘れていない。この場合はあくまで手配旅行としての

扱いとなるが、リピーター客にとっては、この“プラスα”がさらに

笠間への信頼感を心に刻むきっかけとなる。 

地域の課題 ソリューション 

千葉の陶芸仲間 10 名の「茶道体験」
風景。とても和やかな雰囲気の中、
地元茶道家の丁寧な指導と楽しい
お話に参加者もご満悦 

地元酒蔵で行われた「笠間ふるさと
案内人」研修会の模様。主に団体客
への対応を担う笠間観光の強力な
“サポーター”の皆さん 

笠間発見伝 VOL.5（2012.10.31 迄）
に設定されたコース「笠間で女子力
アップ」では、裏千家流茶道、ヘル
シーな季節御膳、美味しい和菓子を
セット。対象層を明確に絞り、魅力
的なトータル商品に仕上げた 



 
 

                      

住民の能動的な行動の喚起、地元を“謙遜”

しがちな住民のスタンス 

→ 観光協会会員参画型でツアーを企画、自ら楽しみな

がら顧客の声・反応をダイレクトに味わう場づくりへ 

さらに収益性を高めるための商品づくり、体

制づくり 

→ 教育旅行をはじめとする団体客への訴求 

 

（地域資源の発掘と活用術①） 

会員参加型のプラン企画 
 
笠間発見ツアーズでは『笠間発見伝』の企画に際して、観光協会会

員（市内産業・農業関係者など）、笠間市商工観光課及び協会スタッフ

に対して提案を求める手法を取っている。スタッフ側から特定の施設

や人物に提案することも多いが、会員（地域の“プロ”）から積極的な

提案を頂くことも多くなってきたと言う。この地元参加型の仕組みは、

中長期的に地元住民の熱意と自信の醸成を育み、自らの地域を“謙遜”

（過小評価）しがちな風潮を、明るく前向きなものへと変える効果も

ある。 

なお、企画案は全て、笠間発見ツアーズのスタッフが自ら実体験し、

議論の上に採用を決めている。「おしくも選考にもれただけの、魅力的

な隠れ資源がまだまだあります」と安見氏は微笑む。 

  
 
（地域資源の発掘と活用術②） 

教育旅行との親和性に期待感 
 
 笠間発見ツアーズはこれまでも教育機関の体験プログラム団体需要

に応えてきたが、平成 23年年 9月には日立市の中学校の教育旅行誘致

（2年生 159名、2泊 3日）に初めて成功した。市民と交流しながら歴

史や地場産業を学ぶ 3 日間の日程は全てが笠間。これまで培ってきた

「笠間発見伝」の企画・催行の経験が存分に投入されたものとなった。 

現在わが国では、テレビで社会科見学系番組をこぞって放映したり、

職場体験系のテーマパークが人気を博するなど、本格的な体験、特に

何らかの技術に裏づけされた骨太な実体験・見学へのニーズが高まっ

ている。また、社会活動への意識については特に東日本大震災以降さ

らに高まった。こういった「学習あるいは教育的ニーズ」と「エンタ

ーテイメント要素」を兼ね備えたプログラムづくりは、今後の笠間観

光の柱となる可能性を大いに秘めているだろう。笠間観光協会として

もこの方向性に大きな期待感を持って体制づくりを強化している。 

地域の課題 ソリューション 

笠間発見伝 VOL.5 に設定されたコ
ース「ものづくり体験 窯元に弟子
入り」（誌面一部抜粋）。このプラン
の発案も受け入れる作家本人。まず
自身が楽しめること、顧客の感動に
直接触れること。提供者側が得るも
のも少なくないだろう 

日立市の中学校2年生159名の陶芸
体験の模様。2 泊 3日の期間中、宿
泊も中身も「全てが笠間」は初めて。
地元市民、飲食店、観光施設、バス
会社、布団屋、JA など、全てが地
元という内容を実現した 
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（地域資源を観光事業に活かすまでのプロセス） 

  
笠間観光協会が発行する「笠間ファン倶楽部通信」は、同協会会報「や

すらぎ」（平成 8年から年 2回発刊）を前身とし、平成 16 年（2004 年）

12 月から発刊された協会誌である。それまでの「事業報告中心」をあら

ため、各種観光情報の提供から、市内外のファン層の声、あるいは深い

考察に基づく施策論や会員へのアンケート調査結果など多岐にわたり、

極めて読み応えのある内容となっている。季節型イベントを目的とした

旅行と異なり、“地域そのものを味わう”交流体験型旅行の場合、その

地域に対する愛着や理解、特別な心情といった要素が大切となる。「笠

間ファン倶楽部通信」は、支持層を着実に獲得･開拓するための、強力

なツールとなっている。 

（年表）※一部抜粋 
号数 特集記事「笠間再発見！」の内容 

Vol.001 2004-2005 冬創刊号 朝房山に見る古代先進文化の跡 

Vol.002 2005 春号 ゆっくりが楽しい自転車で GO! 

Vol.003 2005 夏号 小京都「笠間」の由縁 

Vol.004 2005 秋号 ちょっとディープな佐白山ハイキング 

Vol.005 2005 冬号 自然の神秘に触れる 朝日&夕日スポット 
  
Vol.022 2010 春号 つつじまつりクロニクル 

Vol.023 2010 夏号 笠間で楽しむデイキャンプ 

Vol.024 2010 秋号 旅行プラン「笠間発見伝」で楽しむ陶芸体験 

Vol.025 2010 冬号 旅行プラン「笠間発見伝」で楽しむ陶芸体験 2 

Vol.026 2011 春号 旅行プラン「笠間発見伝」で楽しむ陶芸体験 3 

Vol.027 2011 夏号 旅行プラン「笠間発見伝」で楽しむ陶芸体験 4 

Vol.028 2011 秋号 笠間登り窯復興プロジェクト 

Vol.029 2011 冬号 恋人の聖地モニュメント除幕式 

 
 
（統計データ） 

数字でみる「笠間発見ツアーズ」 
  
笠間観光協会の「笠間発見ツアーズ」の総売

上げは、旅行業を取得した平成 22 年度以降、

着実に実績を伸ばしている。平成 23 年度は前

年比 261％の総売上げを達成した。特に県内中

学校などの「団体(教育)」に人気が高く、売上

げの柱となりつつある点が注目される。 

「笠間ファン倶楽部通信」にみる支持層獲得・開拓まで 

創刊号から使用さ

れているキーワード

が 「 笠 間 の 再 発

見」。現在の笠間発

見ツアーズの商品

『笠間発見伝』にそ

の意思が継承され

ている 

（円） 

「笠間発見ツアーズ」の総売上げ 


