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1 北海道 北海道 南富良野まちづくり観光協会
冬の富良野の森の息づかいを感じる旅～厳冬を耐える巨木、
清浄な湧水、森の住人・エゾシカの越冬を訪ねて～

エコツーリズム
2月29日（水）～3月2日（金）
2泊3日

2 北海道 北海道 北海道平取町
厳冬のイオル体験～チセに泊って先人の暮らしに思いを馳せ
る

文化観光
3月17日（土）～3月18日（日）
1泊2日

3 北海道 北海道
「北海道ワインツーリズム」推進協
議会

冬のワインツーリズム～雪見ワイン2012～
グリーンツーリズム、
文化観光、産業観光

2月18日（土）　日帰り

4 北海道 北海道 函館市亀田農業協同組合 冬旅「道南体感2日間」‘食と歴史と越冬野菜’
グリーンツーリズム、
文化観光

2月18日（土）～2月19日（日）
1泊2日

5 北海道 北海道 NPO法人占冠・村づくり観光協会 日本一の寒さを楽しみ隊ツアー
グリーンツーリズム、
ヘルスツーリズム

2月11日（土）～2月12日（日）
1泊2日

6 北海道 北海道 （社）網走市観光協会
なんたって流氷！！世界遺産知床とオホーツク・網走で神秘
の流氷を体感するモニターツアー３日間

エコツーリズム
3月8日（木）～3月10日（土）
2泊3日

7 北海道 北海道 美瑛町観光協会 冬の美瑛　パウダースノーの丘を巡るフォト＆スイーツの旅
エコツーリズム、その
他

2月17日（金）～2月19日（日）
2泊3日

8 北海道 北海道 洞爺エコリゾプロジェクト委員会 絆と健康を考えよう！洞爺湖温泉雪遊びヘルシーツアー ヘルスツーリズム
2月11日（土）～2月12日（日）
1泊2日

9 東北 岩手
北上観光協会　きたかみ観光推進
室

きたかみ大人の工場巡り　～自動車産業を知る～ 産業観光 2月10日（金）　日帰り

10 東北 岩手
北上観光協会　きたかみ観光推進
室

民俗芸能のまち北上　鬼剣舞伝承の旅 文化観光 3月 3日（土）　日帰り

11 東北 山形
月山の恵みの里庄内交流推進協議
会

雪で造るアートな景色　心に残す故郷づくり旅 グリーンツーリズム 2月18日（土）　日帰り

12 東北 山形 上山市観光物産協会
厳冬のクアオルトウォーキング～「和かんじき」で歩く樹氷原ト
レッキング～

ヘルスツーリズム、文
化観光

2月16日（木）～2月18日（土）
2月23日（木）～2月25日（土）
2泊3日

13 東北 宮城 宮城県漁協鳴瀬支所 東松島に新しい牡蠣ブランドを。応援・牡蠣棚見学ツアー グリーンツーリズム
2月25日（土）、26日（日）、3月3
日（土）、4日（日）　日帰り

14 関東 山梨 山梨県北杜市観光協会
ペット番組でおなじみ松本くん プロデュース！にこたま発着
ワンちゃんと一緒に行くペットツアー八ヶ岳

ヘルスツーリズム、そ
の他

2月24日（金）～2月25日（土）
1泊2日

15 関東 山梨
一般社団法人 八ヶ岳ツーリズムマ
ネジメント

１０００ｍの天空リゾート八ヶ岳　自然との共生を体感する旅
エコツーリズム、産業
観光

3月3日（土）～3月4日（日）
1泊2日

16 北信越 長野 農村セラピー協会 農村から学ぶ！体験型メンタルタフネス強化プログラム
グリーンツーリズム、
ヘルスツーリズム

2月23日（木）～2月25日（土）
2泊3日

17 北信越 石川 石川県　能登町 能登人とふれあう里海の食
ヘルスツーリズム、エ
コツーリズム

2月11日（土）～2月12日（日）
2月25日（土）～2月26日（日）
3月3日（土）～3月4日（日）
1泊2日

18 中部 静岡 静岡商工会議所　観光・飲食部会 『静流』・大人の社会科見学ツアー！！ 産業観光
3月6日（火）～3月7日（水）
1泊2日

19 中部 静岡
浜名湖観光圏整備推進協議会（共
同事業者申請代理人　浜松観光コ
ンベンションビューロー）

春の「感動！浜名湖」　星、音楽、果物で浜名湖の魅力を体
感する

文化観光
2月9日（木）～2月10日（金）
2月6日（月）～2月7日（火）
1泊2日

20 中部 静岡 伊豆観光圏
早春の伊豆半島で女子会！～美、食、体、感、温、で癒され
よう～

ヘルスツーリズム、文
化観光、産業観光

3月4日（日）～3月5日（月）
1泊2日

21 近畿 京都 （社）天橋立観光協会
神蹟を歩く　日本最古　和服を着てめぐる、天橋立パワース
ポット

文化観光
3月10日（土）、11日（日）
日帰り

22 近畿 大阪 富田林市観光協会
　「昭和初期に大鐡電車が企画した“楠公遺蹟めぐり”復権」
日歸りの巻（その１、その２）

文化観光
2月24日（金）、2月29日（水）、3
月2日（金）、3月7日（水）
日帰り

23 近畿 大阪 泉佐野市観光協会
極甘・高品質！泉州産キャベツの収穫体験＆豊かな漁場の
青空市場と魚庭（なにわ）の海のサンセットクルージング

グリーンツーリズム、
産業観光

3月5日（月）　日帰り

24 近畿 兵庫
YOKOSOみなとまち神戸コンソーシ
アム

「神戸学び旅」港今昔・平清盛ゆかりの地＆「神戸の地力」感
動の地めぐり（仮称）

産業観光
3月2日（金）～4日（日）の間で
日帰り2回

25 中国 広島 広島県　安芸高田市 あ～きたかった！安芸高田！「夜の神楽オプショナルツアー」 文化観光 2月25日（土）　日帰り

26 中国 広島 湯来のまち再生プロジェクト協議会
老活（老後準備活動)・ぴんぴんコロリ体験　湯来温泉・湯の山
温泉２日間　　～自分らしく豊かな老後を送るため！～

グリーンツーリズム
3月1日（木）～3月2日（金）
1泊2日

27 中国 島根 大田市
三瓶山・雪景花火大会と森林セラピーで心身リフレッシュツ
アー

ヘルスツーリズム、エ
コツーリズム、文化観
光、産業観光

3月3日（土）～3月4日（日）
1泊2日

28 九州 佐賀 社団法人　唐津観光協会
古書をひもとき倭国からジパングへ卑弥呼と歩く～魏志倭人
伝へのタイムトラベル・２泊３日

文化観光
2月24日（金）～2月26日（日）
2泊3日

29 九州 長崎
NPO法人グリーンクラフトツーリズム
研究会

焼き物づくりと農業を楽しむ「波佐見のスローライフ＝陶農生
活」体験

グリーンツーリズム
3月3日（土）～3月4日（日）
1泊2日

30 九州 長崎 小値賀観光まちづくり公社
島が丸ごと文化財！？古きよき日本を暮らして、食べて再発
見！「島暮らし体験交流ツアー＆古民家ステイ」

グリーンツーリズム、
エコツーリズム、その
他

2月中旬～3月10日の間で2泊
3日

31 九州 大分
特定非営利活動法人　竹田市観光
ツーリズム協会

笑いと温泉とウォーキングで元気を取り戻す旅（現代版湯治・
温泉療養保健システム体験ツアー）

ヘルスツーリズム
3月1日（木）～3月3日（土）
2泊3日

32 沖縄 沖縄 社団法人那覇市観光協会
三味線の日（３/４）に首里散策（三線体験付き）と本格琉球料
理を舌鼓

文化観光 3月4日（日）　日帰り
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