












添付資料

 別表Ａ：事業対象地の概要

 別表Ｂ：対象施設の概要

 資料①：大宮駅東口周辺 公共施設再編

／公共施設跡地活用 全体方針（原案）H29.8 

 資料②：大宮駅グランドセントラルステーション化

構想【骨子（案）】H29.11 

 資料③：さいたま市における東日本連携向けた取組み

例）「東日本連携周遊ルート・モデル・コース」



石割桜（盛岡市） 

きりたんぽ鍋（秋田市） 

酒蔵（新潟市） 

オープンファクトリー（三条市） 

御車山会館（高岡市） 

クルージング（氷見市） 

ベイエリア（函館市） 

岩槻城址公園（さいたま市） 

松代温泉（長野市） 

花見山（福島市） 

大谷資料館（宇都宮市） 
鯉料理（郡山市） 
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相倉・冬（南砺市） 
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小山の花火（小山市） 

板室温泉（那須塩原市） 
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    宇都宮産地野菜を使った朝食を味わう。 
【宇都宮駅…（      約１５分）…那須塩原駅】  
  （    ＋     約４０分）⇒    「板室ダム湖」でカヌー体験し、板室の自然を満喫！ 
  気分もリフレッシュ！⇒   昼食に人気のそばと一緒にデザートも堪能！⇒（     約１５ 
  分）⇒      「道の駅 明治の森・黒磯」でいちごたっぷりのデザートを食べた後は、白 
  亜の洋館で写真撮影！⇒（     ＋     で約８５分）⇒塩原温泉郷へ⇒  塩原温泉郷 
  名物「とて焼き」を味わいながら温泉街を散策！⇒      旅館でおもてなし料理を味わい、 
  ゆったり温泉につかって疲れを癒す。⇒同旅館に宿泊。 

 
【成田空港IN …（       約９０分） …大宮駅】  
  （     約５分）⇒    「鉄道博物館」でリニューアルした鉄道ジオラマや、新旧３０以上 
  の実車両が展示されている圧巻の車両ステーションを見学。⇒（     約１０分）⇒    
  北与野のおしゃれなカフェでランチ＆ティータイム⇒（     約５分） 
【大宮駅 …（     約１５分）…小山駅】  
  （     約２０分）⇒    「いちごの里」で季節のフルーツ狩りを体験。⇒（          約２０分） 
  ⇒      人気の限定パンケーキを堪能＆SNSにアップ！⇒（     約１０分） 
【小山駅 …（      約１５分）…宇都宮駅】  
  （     約４０分）⇒    「大谷資料館」で大谷石の採掘場跡地を見学。幻想的な地下 
  空間を写真撮影してSNSにアップ！⇒（     約３０分）⇒  宇都宮駅近郊で名物「宇都 
  宮餃子」の夜ごはん。⇒    駅近郊のバーでジャズ・カクテルを堪能しお洒落な夜を味わ 
  う。⇒ 宇都宮市内ホテルにて宿泊。 

 

記憶と記録ダブルで残そう♡ 
欲張り女子の東日本まんぷくツアー（東北編） 
（5泊6日） 

各地のご当地グルメをしっかり押さえた，グルメツアー。３食+おやつ
まで組み込まれた食いしん坊にはたまらないプランで，SNS映えする
写真スポットを巡ったり，女子が好きな「可愛い」を沢山埋め込んだ５
泊６日となっている。 

 
国内外，年齢問わず，旅行といったらご当地グルメ！と言い切る，食べること大
好きな女子が対象。拡散の意味を込めてSNS愛好家ならなお良し。 

 
各地で沢山写真を撮ってSNSへ投稿してもらう。グルメだけでなく各地のフォトス
ポットで様々なジャンルの写真を撮影し，フォルダの中をカラフルな写真で埋めて
もらう。 

モデルコース Ａ 

新幹線 鉄道（在来線） 路線バス タクシー等 徒歩 

SNS映え グルメ 温泉 ショッピング 

交通手段 

ジャンル 

１日目 

２日目 

ツアー名称 

コンセプト 

対象市場およびターゲット層 

その他 

     旅館でこだわりの朝ごはんを味わう。⇒ （     約１時間１０分） 
【那須塩原駅…（      約３０分）…郡山駅】  
     地元で人気の駅前カフェでランチ。⇒ （     約１０分）⇒    日本三大饅頭 薄皮 
  饅頭作りを体験した後、饅頭神社で恋みくじ！⇒    「開成山公園」で日本最古級のソメ  
  イヨシノ、東北のお伊勢様「開成山大神宮」を参拝、「開成館」で安積開拓・安積疏水の開さ 
  くに触れる。⇒ （     約１０分）⇒    「郡山市ふれあい科学館スペースパーク」の展 
  望ロビーから郡山の街並みを一望した後、世界一高い場所のプラネタリウムを楽しむ。 
  ⇒  郡山駅構内のおみやげ館で、ご当地おやつ「クリームボックス、カフェオレ」を購入 
【郡山駅…（      約１５分）…福島駅】  
  （循環バスで約１５分）⇒    信夫山から福島市内を一望するトレッキングに挑戦⇒ （循 
  環バスで約１５分）  

３日目 
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     ホテルで朝ごはん。⇒    新鮮な旬の魚をはじめ、野菜、果物などが所狭しと並び、 
  その品揃えの豊富さから「仙台の台所」として多くの人に親しまれている「仙台朝市」でお買 
  い物。活気ある雰囲気は外国人観光客にも人気。⇒ （     ＋無料シャトルバスで約４０ 
  分）⇒     「仙台うみの杜水族館」でイルカとのふれあい＆ペンギン餌やり体験。SNSで 
  皆に自慢しよう！⇒ （     ＋無料シャトルバスで約４０分）⇒  仙台駅近郊のお店で名 
  物「牛タン」の昼ごはん。 
【仙台駅…（      約４０分）…盛岡駅】  
  （    約２０分）⇒    盛岡手づくり村の陶芸体験教室で旅の思い出を残す。⇒ 
  （    約３０分）⇒     「つなぎ温泉」で源泉＋ビュッフェ式の夕食付旅館に宿泊。 

 
  （    約１５分）⇒      「函館朝市」で贅沢な海鮮丼朝ごはん。⇒（     約１５分）⇒ 
     「金森赤レンガ倉庫」にてショッピング、お土産を買う。⇒（   約２０分）⇒   函館駅 
  近郊の飲食店で思いのままに小腹を満たす。⇒（リムジンバスで約２０分）⇒函館空港へ。 

    ホテルで朝ごはん。⇒ （    約２０分） ⇒    のどかな風景が広がる小岩井農場を 
  満喫。⇒      小岩井名物のソフトクリームやサイロ喫茶室のチーズケーキセットでお 
  やつ休憩。⇒ （    約３０分） ⇒   盛岡駅近郊で「盛岡冷麺」 or 「わんこそば」のお昼 
  ごはん。⇒   盛岡駅構内で人気の「松ぼっくり」のジェラート or 「福田パン」でおやつ休憩。  
【盛岡駅 …（      約２時間） …新函館北斗駅】  
  （     約２０分）⇒   函館駅近郊で「活イカ料理」で夜ごはん。⇒（     ＋    約 
  ２０分）⇒     「函館山ロープウェイ」で日本三大夜景の大パノラマを楽しむ。⇒ （    約 
  １５分）⇒    函館港近郊の海を望めるホテルへ宿泊＆空き時間にはホテルの美肌エス 
  テで女子力ＵＰ！ 

モデルコース Ａ 

５日目 

６日目 

４日目 

【福島駅…（      約３５分）…仙台駅】  
        人気の「ずんだシェイク」で移動の疲れをリフレッシュ！⇒（    約１５分）⇒    
  夕食は仙台駅近郊で名物の「仙台づけ丼」。新鮮でヘルシーな魚を堪能！⇒仙台駅近郊 
  のホテルで宿泊。 

３日目（つづき） 

新幹線 鉄道（在来線） 路線バス タクシー等 徒歩 

SNS映え グルメ 温泉 ショッピング 

交通手段 

ジャンル 

成田ＩＮ 

さいたま市 

小山市 

宇都宮市 

那須塩原市 

福島市 

仙台市 

盛岡市 

函館市OUT 

郡山市 

１日目 

２日目 

３日目 

４日目 

５、６日目 

日本海 
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  （    約１０分）⇒   「神子田朝市」に出向き、伝統料理「ひっつみ汁」や「朝ラー」で朝ご 
  はん。 ⇒（    約７分）⇒   文武の神を祀った「盛岡八幡宮」で成功・勝利のパワーを 
  授かる。⇒（    約５分）⇒   「盛岡城跡公園」にある南部藩のお守石「烏帽子岩」で 
  パワーを授かる。⇒（    約５分）⇒   「光台寺：ムカデ姫の墓」、「大泉寺：貞女おかん 
  の墓」で地元の伝説に触れる。⇒（    ＋     約１時間２５分）盛岡駅から世 
  界文化遺産のまち平泉へ。 ⇒（     約５分） ⇒  もち食文化の平泉で人気の「平泉もち 
  御膳」を堪能。⇒（   約１５分）⇒   「中尊寺金色堂」で絢爛豪華な藤原文化に触れる。 
  ⇒（    約７分）⇒    「毛越寺」の美しい浄土庭園で藤原文化に触れる。 
【盛岡駅 …（      約４０分）… 仙台駅】 
  （     約１５分）⇒   伊達正宗公を祀る「瑞鳳殿」で歴史に触れ、仕事運・やる気・成 
  長・発展の御利益を授かる⇒（      約１５分）⇒   人気の「ずんだシェイク」で疲れをリ 
  フレッシュ！ 
【仙台駅 …（      約３０分）… 福島駅】 
    福島駅近郊の店で福島名物「円盤餃子」の夕食⇒福島駅近郊のホテルにて宿泊。 

 
    ホテルにて朝食。⇒（     約１５分）⇒   豊作や眼病平癒のパワースポット、「古 
  四王神社」でパワーを授かる⇒（     約４０分）⇒   力の神、勝負の神、破邪顕正の 
  神である三吉霊神を祀った「太平山三吉神社総本宮」でパワーを授かる⇒（     約１５ 
  分）⇒  秋田名物「稲庭うどん」で昼ごはん⇒   千秋公園内の「八幡秋田神社」を訪れ、 
  「鳩みくじ」で幸運をゲット！「久保田城（日本100名城）」で秋田の歴史に触れ、「彌高神社」 
  では合格祈願や縁結びの御利益を授かる。⇒  同公園内の和風喫茶店で一服。 
【秋田駅 …（      １時間４５分）… 盛岡駅】 
    盛岡駅近郊の店で盛岡三大麺の１つ、 「盛岡冷麺」 or 「わんこそば」の夕食。⇒盛岡 
  駅近郊のホテルにて宿泊。 

 
【函館空港IN …（リムジンバスで約２０分）… 函館駅】  
    函館駅近郊で人気のご当地バーガーの昼ごはん。⇒（     ＋   約２５分）⇒    
  武運の神様である武運の神様である八幡神が祀られる「函館八幡宮」を巡る。⇒  
  （     ＋   約２０分）⇒   「金森赤レンガ倉庫」でお土産などショッピングを楽しむ。  
  ⇒（     ＋   約１５分）函館駅へ移動⇒（     約２０分）新函館北斗駅へ移動。 
【新函館北斗駅 …（      約１時間）… 新青森駅】 
  （     約１５分）⇒   日本最大級の縄文集落跡、「三内丸山遺跡」で歴史ロマンに浸 
  る⇒（     約１５分） 
【新青森駅 …（      約３時間 （盛岡駅で乗換あり）または特急で２時間４０分）… 秋田駅】  
    秋田の郷土料理「きりたんぽ鍋」で英気を養う。⇒秋田駅近郊ホテルに宿泊 

モデルコース Ｂ 

 

東日本の伝説とパワースポット巡り 
（４泊５日） 

 

各地に残る伝説とパワースポットを巡る旅 

 

30代女性，日本の歴史文化に興味を持つ外国人観光客 

新幹線 鉄道（在来線） 路線バス タクシー等 徒歩 

グルメ 伝説・パワースポット 

交通手段 

ジャンル 

ツアー名称 

コンセプト 

対象市場およびターゲット層 

３日目 

１日目 

２日目 

温泉 ショッピング 
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    ホテルにて朝食。⇒（   約１５分）⇒   「福島稲荷神社」で金運・開運祈願！⇒ 
  （     約３０分）⇒   松尾芭蕉も訪れたという「文知摺観音」で歴史に触れる。⇒ 
  （     約３０分）⇒   岸壁に掘られた「磨崖仏群」で三十三観音、地蔵尊、不動尊など 
  60体余を見学。⇒（     約２０分）⇒（    ＋   約３５分）⇒   松尾芭蕉も感 
  動！？源義経家臣の佐藤継信・忠信兄弟の「菩提寺」で家族愛に触れる。⇒  見てよ 
  し！食べてよし！絶品天ざるに舌鼓。フォトジェニックな天ざるが必見！ 
【福島駅 …（      約１５分）… 郡山駅】  
  郡山駅近郊で浴衣 or 着物のレンタル着付け＆市内散策。⇒（    約２０分）⇒伝統工芸 
  店で縁起物の絵付け体験。⇒（    約３０分）⇒      「磐梯熱海温泉」で美人の湯を 
  体験し、「湯泉神社」参拝で「萩姫伝説」に触れる。⇒ （    約５分）⇒   「磐梯熱海物 
  産館」（New)で特産品等のおみやげ購入⇒（    約３０分） 
【郡山駅 …（      約３０分）… 宇都宮駅】  
  （     約３０分）⇒   弘法大師により開基された「大谷寺」で「大谷観音」を参拝しパ 
  ワーを授かる⇒   「大谷資料館」で大谷石の採掘場跡地の巨大地下空間を見学し歴史 
  と幻想的な雰囲気を感じる⇒（     約３０分）⇒  宇都宮駅近郊の店で名物「宇都宮 
  餃子」の夕食。⇒宇都宮駅近郊のホテルにて宿泊 

    ホテルにて朝食。 
【宇都宮駅 …（      約３０分）… 大宮駅】 
  （   約１５分）⇒  売り切れ必至の「プリン」を食べられたらラッキー！リバーカウンター 
  を流れてくる「あんみつ」でリフレッシュ！⇒   東京都・埼玉県近辺に約280社ある氷川 
  神社の総本社、「武蔵一宮氷川神社」を参拝。最強パワースポットは「蛇の池」⇒ （   約 
  ２５分）⇒  大宮駅近郊で、さいたま市のソウルフード「スタミナラーメン」か、昼と夜でスー 
  プが変わる「つけラーメン」にするか、あなた次第！⇒（     で約１時間３０分）⇒成田 
  空港へ 

モデルコース Ｂ 

５日目 

４日目 

新幹線 鉄道（在来線） 路線バス タクシー等 徒歩 

グルメ 伝説・パワースポット 

交通手段 

ジャンル 温泉 ショッピング 

成田OUT 

さいたま市 

宇都宮市 

秋田市 

福島市 

仙台市 

盛岡市 

函館市IN 

郡山市 

５日目 

４日目 

３日目 

２日目 

１日目 

日本海 

青森市 
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【小松空港IN …（リムジンバスで約４０分）… 金沢駅】 
    金沢駅近郊でご当地グルメ「金沢カレー」で腹ごしらえ。⇒（兼六園シャトルで約２０分） 
  ⇒    金沢市のシンボル、「兼六園」で美しい日本庭園を満喫し、金沢城で歴史・文化に 
  触れる⇒金沢２１世紀美術館で新しい文化に触れる。⇒（     約３０分）⇒    湯涌 
  江戸村で江戸のまちなみにタイムスリップ！⇒      「湯涌温泉」にて１日の疲れを癒し、 
  旅館にて加賀懐石料理に舌鼓を打つ⇒同旅館に宿泊。 

    旅館にて朝食。 
【金沢駅 …（      約１５分）… 新高岡駅】 
  （    約１０分）⇒    「瑞龍寺」でパワーを授かり、病気平癒・安産・子孫繁栄を祈願。 
  ⇒（    約１０分）⇒  地元のＢ級グルメ！「富山ブラックラーメン」、「高岡コロッケ」、「と 
  ろろ昆布おにぎり」を味わう⇒（   ＋     約２０分）⇒    日本三大仏の１つ、「高岡大 
  仏」からパワーを授かる⇒    「高岡御車山会館」でユネスコ無形文化遺産登録の世界 
  が認めた曳山祭りを体感 
【高岡駅 …（     約３０分）… 氷見駅】 
  （     約２５分）⇒      「氷見温泉郷」で１日の疲れを癒し、旅館にて新鮮な海の幸 
  会席の夕食を食べ、同旅館に宿泊。 

    旅館にて地元食材の朝食を食す。 
【氷見駅…（     ＋世界遺産バスで約１時間３０分）… 五箇山相倉（南砺市）】 
  ⇒    世界遺産「五箇山相倉合掌造り集落」にて美しい日本の原風景を堪能。⇒  集 
  落内の風情がある休み処で昼ごはん。⇒（世界遺産バス＋     で約１時間） 
【新高岡駅 …（      約１時間１５分）… 長野駅】 
  （     ＋   約２０分）⇒    「善光寺」で歴史・文化を感じつつ、開運・厄除け祈願。 
  ⇒（     約３５分）⇒      「松代温泉」で１日の疲れを癒し、旅館にて会席料理を満 
  喫し、 同旅館にて宿泊。 
 

     旅館にて朝食。⇒（     約３５分） 
【長野駅 …（      約１時間３０分）… 上毛高原駅】 
  （    約１０分）⇒「月夜野びーどろパーク」で工場や美術館を見学し、ガラス体験工房で 
  手作りのお土産をゲット！⇒（   ＋     約４０分）⇒    「水上温泉」の足湯でほっ 
  と一息⇒  みなかみの綺麗な水を使った「手打ちそば」で昼食。⇒（     約２０分）⇒  

 

上越・北陸新幹線：東日本・温泉の旅 
（6泊7日） 

 

上越・北陸新幹線沿線地域の温泉地をつなぐ癒しの旅 

 

韓国人観光客をはじめ韓国仁川空港からの訪日客、富裕層 

モデルコース Ｃ 

新幹線 鉄道（在来線） 路線バス タクシー等 徒歩 交通手段 

歴史・文化・伝統 グルメ 温泉 ショッピング ジャンル お酒 

ツアー名称 

コンセプト 

対象市場およびターゲット層 

１日目 

２日目 

３日目 

４日目 
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    旅館にて朝食。⇒（無料送迎バスで約４５分）⇒   燕三条地場産センターで特産品 
  をお土産に購入。 
【燕三条駅…（     約３０分）… 寺泊（長岡市） 】 ※観光タクシーをチャーター 
    通称魚のアメ横と呼ばれる海産物市場を散策、新鮮な海の幸の昼食。 ⇒（    約３０ 
  分） ⇒     弥彦神社参拝、散策。 ⇒（    約１０分） ⇒（新潟市へ移動）   市内の 
  酒蔵で日本酒を楽しむ。 ⇒（    約１０分）⇒     ３００年の歴史を持つ「岩室温泉」 
  で１日の疲れを癒し、旅館にて「新潟県産和牛すき焼き」の夕食を堪能し、宿泊。 

  ※観光タクシーをチャーター 
    旅館にてビュッフェ式の朝食⇒（    約４０分）⇒   １年中いつでもくだもの狩りが楽 
  しめる観光農園で果物を堪能。 ⇒（     約１５分）⇒   「新潟ふるさと村」でお土産を購 
  入。⇒（    約３０分）⇒新潟空港へ。 

 
    旅館にて朝食。⇒（旅館の無料送迎車で約４０分） 
【上毛高原駅 …（      約５０分）… 燕三条駅】 
  （    約２０分）⇒  三条市のご当地ラーメン「三条カレーラーメン」でランチ⇒（    約 
  ３０分）⇒    「諏訪田製作所」でグッドデザイン賞などを多数受賞している爪切りの製造 
  現場を見学し、熟練の職人が一点一点手仕上げする匠の技を最新の工房で間近に見る。 
  ⇒（    約５分）⇒     「マルナオ」で黒檀・紫檀などの硬木を使用した箸職人の工場見 
  学。日本人の生活に古くから寄り添ってきた道具を作る至高の技術は必見！⇒（    約２ 
  ０分）⇒    伝統技術とものづくり精神を次世代に継承し、新たに発展させるための研修 
  施設「三条鍛冶道場」で包丁研ぎや和釘作り、ペーパーナイフ作りなどを職人の指導を受 
  けながら体験！⇒ （    約４０分）⇒      山里の渓流沿いの一軒宿に宿泊。 豊かな 
  自然と濃厚な越後長野温泉と、天然の湧水を使って調理した山里の旬の食材を使った料 
  理を堪能する。 

モデルコース Ｃ 

５日目 

６日目 

７日目 

  「谷川岳ロープウェイ」でみなかみ町の絶景パノラマを堪能する。⇒（      約６０分） 
  ⇒      ロイター通信社による世界１０大温泉に選ばれた「宝川温泉」の大露天風呂で 
  疲れを癒やし、旅館にて夕食・宿泊。 

４日目（つづき） 

新幹線 鉄道（在来線） 路線バス タクシー等 徒歩 交通手段 

歴史・文化・伝統 グルメ 温泉 ショッピング ジャンル お酒 

金沢市IN 

高岡市 

氷見市 

南砺市 長野市 みなかみ町 

三条市 

新潟OUT 

１日目 

６、７日目 

４日目 
３日目 

５日目 

２日目 

日本海 
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    ホテルにて朝食。 
 【長野駅 …（      約１時間１５分）… 新高岡駅】 
  （    ＋   で約２０分）⇒  １８種・約１８００本の桜が植えられている「高岡古城公園」 
  で桜鑑賞。⇒（   約１５分）⇒  高岡で愛される「カレーうどん」のランチ。 

    旅館にて朝食。⇒（ホテルシャトルで約３０分） 
 【上毛高原駅 …（      約４０分）… 大宮駅】 
  （     ＋     約４５分）⇒  「岩槻城址公園」で桜と八ツ橋の美しいコントラストを楽し 
  む。⇒（   約２０分）⇒   岩槻の酒蔵で創業明治４年の深みのある味わいの美酒を堪 
  能。⇒（   約１５分）⇒     岩槻駅近郊の老舗料亭で「うなぎ料理」と華やかな地酒を 
  味わう。⇒（     約１５分） 
 【大宮駅 …（      約１時間）… 長野駅】 
  （     約３５分）⇒  「松代城跡」にて幕末の風情を堪能し、約１００本のソメイヨシノを 
  鑑賞する。⇒「真田邸」にて江戸末期の歴史・文化を堪能する⇒（    約３５分）⇒    
  市内の酒蔵にて酒蔵見学・試飲をし、信州酒を堪能する⇒（   約２０分）⇒  長野駅近 
  郊の店にて長野名物、「馬肉料理」を味わう。⇒長野駅近郊ホテルにて宿泊。 

    ホテルにて朝食。 
 【新潟駅 …（      約１５分）… 燕三条駅】 
  （    約５０分）⇒  新潟県の景勝100選に選ばれた「景勝八木ヶ鼻」の神々しい景色と 
  美しい桜を鑑賞。⇒（    約５０分）⇒   「燕三条地場産センター」で特産品をお土産に 
  購入⇒（   約１５分）⇒  三条市のご当地ラーメン「三条カレーラーメン」でランチ 
 【燕三条駅 …（      約１時間１５分）… 上毛高原駅】 
  （     約３０分）⇒  樹齢４５０年で群馬県の天然記念物である「謙信のさかさ桜」を  
  鑑賞。⇒（     ＋   約１５分）⇒     「猿ヶ京温泉」で１日の疲れを癒し、旅館にて 
  夕食（豆腐懐石）・宿泊。 

 

東日本の美（花編）  
上越・北陸 桜・酒蔵巡り 
（4泊5日） 

 

桜は日本の花の代表であり、日本の文化そのものである。 
桜前線とともに東日本の春を満喫してもらう。 
また、日本酒は新酒の出回る季節であり、フレッシュな飲みやすい地
酒を堪能してもらう。 

 

外国人観光客（主に東アジア、東南アジア） 

 

実施時期：４月 
団体の場合、新幹線駅からバス移動 

モデルコース Ｄ 

 
 【新潟空港IN …（リムジンバスで約３０分）… 新潟駅】 
    新潟駅近郊の店でご当地グルメ「新潟タレかつ丼」で腹ごしらえ⇒（    約１５分） 
  ⇒  千有余年の歴史を誇る「白山神社」で参拝後、桜を鑑賞。⇒（   約１５分）⇒新潟市 
  民の台所として親しまれている「本町市場」を散策。⇒ （    約１０分）⇒    新潟駅直 
  結の「ぽんしゅ館」で越後の酒を飲み比べ。⇒   新潟駅近郊の寿司店で新鮮な「越後す 
  し丼」で晩御飯。⇒新潟駅近郊のホテルにて宿泊。 

新幹線 鉄道（在来線） 路線バス タクシー等 徒歩 

グルメ 桜 温泉 お酒 

交通手段 

ジャンル ショッピング 

ツアー名称 

コンセプト 

対象市場およびターゲット層 

その他 

１日目 

２日目 

３日目 

４日目 
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    旅館にて朝食。⇒ （     約２０分） 
 【氷見駅 …（     ＋     約１時間５０分）… 金沢駅】 
     卯辰山沿道の桜と望湖台、見晴台からの眺望を楽しみ、金沢城へ （卯辰山巡り～金 
  沢城     約４５分）⇒  金沢のシンボル「金沢城」と「兼六園」を巡り、日本の歴史・文 
  化を体感しながら約４００本の美しい桜を楽しむ。⇒（   約２０分）⇒      「近江町市 
  場」の寿司店でにぎり寿司と金沢の地酒を堪能する。⇒（リムジンバスで約４５分）⇒小松 
  空港へ。 

 
 【高岡駅 …（     約５０分）… 城端駅（南砺市）】  
  （世界遺産バスで約５０分）⇒  世界遺産「五箇山菅沼合掌造り集落」にて桜＋美しい日 
  本の原風景を堪能。⇒（世界遺産バスで約５０分） 
 【城端駅（南砺市） …（     約１時間３０分）… 氷見駅】 
  氷見駅から雨晴駅まで、富山湾岸の美しい景色を見ながら「サイクリング」を楽しむ。⇒  
  （     ＋     ＋   約３０分）⇒   明治５年創業の「高澤酒造場」で酒蔵見学・試飲 
  を楽しむ。⇒（     ＋   約１０分）⇒      「氷見温泉郷」にて１日の疲れを癒す。 
  旅館で新鮮な海の幸の夕食を堪能し、宿泊。 

モデルコース Ｄ 

徒歩 

４日目（つづき） 

５日目 

新幹線 鉄道（在来線） 路線バス タクシー等 

グルメ 桜 温泉 お酒 

交通手段 

ジャンル ショッピング 

金沢市ＯＵＴ 

日本海 

高岡市 

氷見市 

南砺市 

長野市 みなかみ町 

三条市 

新潟ＩＮ １日目 

５日目 

４日目 

３日目 

２日目 

さいたま市 
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