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第１章 事業の概要 

１－１ 本事業の目的 

   本事業は、官民合同による国内旅行振興キャンペーン「がんばろう！日本」におい

て集中的に取り上げている各テーマに関するモニターツアーを企画・造成し、参加者・

関係者へのアンケート調査を実施することにより、国内旅行の需要創出及び新たな旅

行の推進を図ること、またモニターツアーの実施にとどまらず、国内旅行振興キャン

ペーンのプロモーションの一環となることを目的とする。 

１－２ 本事業の構成 

  ①モニターツアーの募集業務 

   モニターツアーについては、国内旅行振興キャンペーンで取り上げている下記のテ 

  ーマについて、旅行会社に企画募集を行った。 

   【テーマ１】「東日本大震災等の影響を受けた地域への旅行需要の創出」 

   【テーマ２】「長期滞在型観光の推進」 

   【テーマ３】「若者旅行振興」 

  ②ツアー選定委員会の開催・ツアーの選定 

   下記の委員で構成された選定委員会を開催し、応募のあった企画の中から対象ツア

ーを選定した。 

 表１－１ 選定委員会委員 

　委員名 　所属・役職

1 清水愼一 立教大学特任教授

2 折戸晴雄 玉川大学観光経営学科教授

3 篠原靖 跡見学園女子大学　准教授

4 大野正人 財団法人日本交通公社　理事

5 興津泰則 一般社団法人日本旅行業協会 (JATA)　国内・訪日旅行業務部長

6 若井茂 社団法人全国旅行業協会事務局長

7 長嶋秀孝 社団法人日本観光振興協会常務理事
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  ③モニターツアーの造成・ツアー参加者の募集 

   選定されたツアーに対して参加者による一定の負担を前提とした上で、企画・造成 

経費の一部を支援し、各旅行会社にモニターツアーを実施させた。 

  ④モニターツアー参加者へのアンケート等による効果検証 

   実施されたツアーの参加者及び実施主体に対しアンケート調査を実施した。 

  ⑤国内旅行振興キャンペーンポータルサイトにおけるモニターツアー関連コンテンツ 

   の制作等の国内旅行振興に資するプロモーション施策の実施 

   （社）日本観光振興協会の運営する国内旅行振興キャンペーンポータルサイトにモ 

ニターツアーのページを新規に制作し情報発信を行った。 

    またツアー開始後、ツアー参加者に「ツアー体験記」としてツアーの感想、写真 

を投稿できるページを制作し、参加者への体験記書き込みを促した。さらに一部ツ 

アーについて取材を実施し、「取材レポート」をサイト上にアップしモニターツアー 

を通じた国内旅行のプロモーションを実施した。 

 国内旅行振興キャンペーンポータルサイトと別途、大都市向けの情報誌に対し、 

国内旅行の魅力を伝えるため、取材リポートを掲載した。 
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第２章 モニターツアーの募集業務

２－１ 対象とするモニターツアーの基準と支援対象経費 

１．対象とするモニターツアーの要件 

 当事業でのモニターツアーは、３テーマそれぞれについて下記の募集要項のもとで募 

集を実施した。 

【募集要項】 

≪募集概要≫ 

     本事業では、新たな国内旅行需要を喚起し、地域活性化に資するため試験的に造 

成する下記の３つのテーマに沿ったモニターツアーの募集を行います。 

第 3者委員会による審査を経て支援対象ツアーに選定された場合は、国がツアー 

造成経費の一部を負担します。 

 なお、モニターツアーの実施の様子の画像や参加者コメントについては、国内旅 

行振興キャンペーンポータルサイト等におけるコンテンツとして活用し、キャンペ 

ーンとの相乗効果を図ります。 

申請は旅行業登録事業者が行うこと。なお、特定の団体、会員等からの受注型旅

行商品は対象としません。（ツアーの募集告知チャネルとして団体・会員に発信する

ことは可能） 

【テーマ１】「東日本大震災等の影響を受けた地域へのモニターツアーの造成による旅行需

要の創出に関する調査」ツアーの募集要項 

目的： 東日本大震災等の影響を受け、夏季以降も一部地域への旅行需要が低迷している

ところ。モニターツアーの実施を通じて、旅行需要が低迷している、東北地方・関

東地方の一部地域及び豪雨災害を受けた地域における新たな旅行需要の創出を行い、

当該地域への旅行需要の創出を図る。 

（１）モニターツアー応募条件 

 ①2012 年 3月 10日頃までにモニターツアーを実施し、効果分析に必要なアンケートを

行うこと。 

 ②ツアー実施対象地域は以下を対象とする。 

１）東日本大震災の影響が大きい地域 

         青森県、秋田県、岩手県、山形県、宮城県、福島県、栃木県、茨城県、群馬県、

千葉県 

    ２）台風 12 号の影響が大きい地域 



4 

     奈良県、和歌山県、三重県 

    ３）その他 2011 年の災害の影響により旅行需要が低迷していると認められる地域 

    ※応募時に被災前と被災後の地域の旅行需要の比較等により災害の影響に関する 

説明を求めます。 

     (例：利用宿泊施設の災害前後を含めた最新の宿泊者数の比較。旅行会社におけ

る当該地域への送客実績の推移・最新の状況、自治体による宿泊統計の推移 

等) 

③ツアー実施地域の着地側の自治体又はそれに準ずる組織（観光協会・協議会等）と連

携をとるものとし、例えば、着地型旅行素材や体験プログラム等の地域の魅力が体

験できるメニューが取り入れられていること。 

 ④ツアーの発地は国内各地を対象。冬期・春期に向けた最新の動向の予測を踏まえ、

需要創出に繋がるツアー造成が留意されていること。（例：夏期は西日本から東日本

への旅行需要が低迷） 

 ⑤当該地域における着地型旅行素材や体験プログラム等をはじめとして、各地域の新

たな魅力を体験できるツアーとする等、新規性・独創性の高いモニターツアー提案

であること。または、被災地域に対する直接的な復興支援の要素が含まれているこ

と。 

 ⑥実施主体が、このテーマでの商品造成の取組を継続的に実施していく方針・熱意を

持っていること。（今回だけの取組にならないこと） 

 ※自社の商品として、すでに市場に出ているツアー等については、対象としません。 

  ただし旅行会社が既にブランド化している商品でも内容・行程が新規であれば可能。 

 ※上記②の地域への支援の主旨から、旅行行程すべてが観光目的でなくとも可能。（例 

えば行程の一部分でボランティア活動をする、復興イベントに参加する等）ただし、 

復興関係の業務旅行は対象としません。 

(２)ツアーの選定について 

  各旅行会社からの上記条件を満たしたモニターツアー提案を募集し、第 3者による 

有識者委員会において選定基準を定め、審査を経て、調査対象モニターツアーを決定。 

 （なお、地域バランスを配慮することが想定される） 

 ＜選定基準＞ 

  ①当該地域の新たな魅力を体験出来るといったツアー内容のテーマ性・新規性 

  ②継続的な旅行商品として発展の可能性 

  ③モニターツアーとしての規模 

  ④実施可能性（告知方法・ターゲティング等） 

  ⑤地域関係者との連携状況 
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  ⑥被災地復興への寄与      等 

（３）想定件数 

 ・テーマ１としてモニターツアーの参加者：2000 名以上を目標とする。 

  モニターツアー企画１件（複数回にわたる催行を含む）あたり平均募集人数を 30 人

と仮定した場合には、66件以上の実施を想定。 

【テーマ２】「モニターツアーの造成による長期滞在型観光の推進に関する調査」ツアーの

募集要項 

目的： 長期滞在型観光は、団塊世代の大量退職時代を迎え国内旅行需要の拡大や地域の

活性化の起爆剤として期待されるものであるとともに、旅行者にとっては地域との

より深い交流により豊かな生活を実現するものであることから、その推進は極めて

重要である。（観光立国推進基本計画） 

    また、国内旅行の一人当たり宿泊回数の目標を 4泊としているところであるが、

最新では 2.12 泊にとどまっていることからも、更なる長期宿泊旅行の拡大が期待さ

れるところである。 

    今回のモニターツアーの実施により、長期滞在型の旅行のニーズ把握や、継続的

な事業活動を実施する上での問題点等を把握する。 

（１）モニターツアー応募条件 

 ①2012 年 3月 10日頃までにモニターツアーを実施し、効果分析に必要なアンケートを

行うこと。 

 ②ツアー実施対象地域は国内各地とする。 

 ③4泊以上の日程とすること。また、着地型旅行素材や体験プログラムを盛り込み、当

該地域の魅力を深く体験することが可能な内容のものとする。その場合、上記の目

的を実現するための内容であれば転泊は可能とする。（例えばＡ地区２泊＋Ｂ地区２

泊等） 

④ツアー実施地域の着地側の自治体又はそれに準ずる組織（観光協会・協議会等）と

緊密な連携をとっていること。特にこれまでも着地側において長期滞在観光の促進

に取り組んだ実績があり、長期滞在の際の着地型観光素材・体験プログラムを充実

させる、泊食分離を進める等に取り組んできている地域での実施を優先するものと

する。 

⑤実施主体及び実施地域が、このテーマでの商品造成の取組を継続的に実施していく

方針・熱意を持っていること。（今回だけの取組にならないこと） 

 ※自社の商品としてすでに市場に出ているツアー等については、対象としません。 
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  ただし旅行会社が既にブランド化している商品でも内容・行程が新規であれば可能。 

（２）ツアーの選定について 

 各旅行会社からの上記条件を満たしたモニターツアー提案を募集し、第 3者による有

識者委員会において選定基準を定め、審査を経て、調査対象モニターツアーを決定。 

 選定基準 

  ①テーマ性・独創性 

  ②継続的な旅行商品として発展の可能性 

  ③モニターツアーとしての規模 

  ④実施可能性（告知方法・ターゲティング等） 

  ⑤地域関係者との連携状況 

  ⑥地域におけるこれまでの長期滞在型に関する取組状況・熱意 

                                等 

（３）想定件数 

 ・テーマ２としてモニターツアーの参加者：100 名以上を目標とする。 

  モニターツアー企画１件あたり平均参加人数を 10人と仮定した場合には、10 件以上

の実施を想定。 

【テーマ３】「モニターツアーの造成による若者旅行振興に関する調査」ツアーの募集要項 

目的： 我が国の観光市場のうち国内宿泊旅行が大部分を占めている一方で、国民一人あ

たりの国内宿泊観光旅行の回数及び宿泊数は減少傾向にあり、観光庁として国内の

旅行喚起を促していく必要がある。 

年代別で見ると、二十代、三十代の国内宿泊旅行回数が低迷しているため、旅行

回数が低迷している若年層に対し旅行の魅力を体験させるモニターツアーを実施し、

新たな国内観光需要を創出するとともにその結果の検証及び若者の実態について調

査する。 

（１）モニターツアー応募条件 

 ①2012 年 3月 10日頃までにモニターツアーを実施し、効果分析に必要なアンケートを

行うこと。 

 ②ツアー実施対象地域は全国各地とする。 

 ③旅行回数が低迷している若年層に旅行需要を喚起する企画であること。 

 ④ツアー実施地域の着地側（自治体・観光協会・協議会等）と連携をとっていること。 
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⑤独創性の高い広報手段またはモニターツアーの提案であること。 

⑥実施主体及び実施地域が、このテーマでの商品造成の取組を継続的に実施していく

方針・熱意を持っていること。（今回だけの取組にならないこと） 

 ※自社の商品としてすでに市場に出ているツアー等については、対象としません。 

  ただし旅行会社が既にブランド化している商品でも内容・行程が新規であれば可能。 

 ※ツアー参加者がすべて 20代、30 代である必要はなく、その場合でもツアー参加者全

員を支援対象とします。 

（２）ツアーの選定について 

 上記条件を満たし、各旅行会社からのモニターツアー提案を募集し、第 3者による有

識者委員会において選定基準を定め、審査を経て、調査対象モニターツアーを決定。 

 選定基準 

  ①若者需要を喚起するテーマ性・独創性 

  ②継続的な旅行商品として発展の可能性 

  ③モニターツアーとしての規模 

  ④実施可能性（告知方法・ターゲティング等） 

  ⑤地域関係者との連携状況 

  ⑥潜在需要を喚起する期待度 

                                  等 

（３）想定件数 

 ・テーマ３としてモニターツアーの参加者：６５０名以上を目標とする。 

  モニターツアー企画１件あたり（複数回にわたる催行を含む）平均参加人数が３０

人と仮定した場合には、２２件以上の実施を想定。 
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【テーマ１～３の共通事項】 

（４）モニター参加者の条件 

   以下の条件を満たす方を対象とする。 

①観光庁のアンケートにお答え頂ける方 

（アンケートにお答えいただける方のみモニター価格を適用するものとする） 

＊アンケートについては（株）ツーリズム・マーケティング研究所（本事業請負  

契約者）にて共通アンケートを作成し、事前に送付しますので、モニターツアー

主催者及び参加者が記入後、主催者にて回収の上、返送していただきます。 

②実施主体（旅行会社）や事務局等により取材・撮影されたモニターツアーの様子

を記録した動画、写真、記事等については、観光庁による本事業の外部への報告

資料、国内旅行のプロモーション施策（ウェブサイトや雑誌等のメディア）への

掲載や、日本観光振興協会の運営する国内旅行振興キャンペーン「がんばろう！

日本」ポータルサイトへ掲載されることがあることをご了承頂ける方 

※申請事業者は必ず参加者に肖像権等の了解を得てください。 

③ご自身のブログ、ツイッター他により、モニターツアーの感想や旅行先の情報等

を発信して頂ける方、または、国内旅行振興キャンペーン「がんばろう！日本」

サイトに投稿して頂ける方                      等 

   ※各主催旅行会社から参加者募集を実施する際に、上記のような条件を付して頂

きます。また、募集時には、「このツアーは、観光庁の調査を目的としたモニタ

ーツアーとなりますので、現地でのアンケート等についてご協力をお願いしま

す。」旨の記載の必要があります。 

（５）国費対象経費 

  ・参加旅行者が支払うべきツアー参加費の一部を調査関係経費として、観光庁が負

担。ただし、ツアーの実施に当たっては、参加者に一定の負担を求めるものとす

る。（ツアー毎に参加者に求める負担額は異なって構わない） 

  ・選定されたツアーに対して、ツアー催行後に以下の経費の一定割合を主催旅行会 

社に対し、ツアー終了後に事務局（株）ツーリズム・マーケティング研究所を通じ 

一括交付します。なお、モニターツアーの内容を変更する場合は（株）ツーリズム・ 

マーケティング研究所に届け出ることとし、事業終了後は経費を含む実施報告書を 

提出願います。（ツアー催行後１週間以内としますが、３月実施のものについては、 

より早めに提出願います） 
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   〈対象となる経費〉 

     ①モニターツアーの企画及び広報に係る経費 

      例）企画のための下見・会議・打合せ（飲食費は除く）の経費 

        募集広告・パンフレット・インターネット掲載（自社サイト掲載経費

を除く）等 

     ②モニターツアー催行に係る経費 

      例）モニターツアー参加者の宿泊費・一次二次交通費・飲食費・入館料・

主催者が加入する保険料（注 1）・コンダクター(添乗員)経費（注 2）        

(注 1)参加者が任意で加入する旅行傷害保険は対象外 

（注 2）添乗員が人材派遣会社から派遣され、派遣会社に支払いが発生す 

る場合に限る。 

※旅行主催会社の社員が添乗する人件費・経費は支給対象外となります。 

     ③モニターツアーの催行、報告書作成等に係る管理費 

      催行後決定した②の額×10％以内とする。 

            ※対象とならない経費例 

        ①施設整備（ハード整備）に係る経費 

        ②平成 23 年度内に実施されない活動に係る経費 

        ③国等により別途、補助金、委託費などが支給されている者、 

あるいは支給を予定されているもの 

        ④モニターツアーとして選定される前の経費 

        ⑤最少催行人数に達しない等の理由により、モニターツアーが実施さ

れなかった場合の経費 

        ⑥企画造成にかかる人件費 

        ⑦自社サイト内での掲載・広報に係る経費 

     ＜支援金額＞ 

       モニターツアー造成に係る経費の総額（企画及び広報に係る経費と催行

に係る経費および管理費の合計）から、参加者負担額やその他の収入を差

し引いた金額を支援金額とする。ただし、支援金額は経費の総額の 8割を

超えないこととする。 

       各テーマのツアーに対する一件当たりの支援額の上限は下記の通りとす

る。 

     【テーマ１】「東日本大震災等の影響を受けた地域へのモニターツアーの造成

による旅行需要の創出に関する調査」ツアー・・・110万円/件 

     【テーマ２】「モニターツアーの造成による長期滞在型観光の推進に関する調

査」ツアー               ・・・150万円/件 
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【テーマ３】「モニターツアーの造成による若者旅行振興に関する調査」ツア        

ー・・・催行に係る経費及び管理費の５割と企画及び広報に係   

る経費の合計額を超えない範囲 

     ※モニターツアー実施後、支援対象経費の証書類を、本事業の受託事業者あ

てに提出頂くことになります。モニターツアーの催行にかかる経費および

管理費については、実際の催行人数に基づいて精算します。 

※受託事業者からの経費のお支払いは、平成 24年 4 月以降となることが見込

まれます。 

     ※モニターツアーの参加者の募集に関する全体の告知・広報は、別途国内旅  

行振興キャンペーンポータルサイト等において実施する予定です。個別の 

参加者募集は主催者において実施してください。 

（６）スケジュール 

    12 月 8 日（木）   対象ツアーの募集 

    12 月 20 日（火）  募集終了 

    1 月上旬       選定委員会開催・対象ツアーの決定 

    1 月中旬～     対象ツアーの主催旅行会社による参加者募集開始 

    1 月中旬～3月 10 日頃まで 

              国内旅行振興キャンペーンポータルサイトでの告知 

事務局よりアンケートや報告書関係書類を主催者に送付 

              主催旅行会社によるモニターツアーの実施・ 

アンケートの収集・報告書を事務局に提出 

（※モニターツアーの様子について写真提出必須） 

    3 月        効果検証・国内旅行振興キャンペーン用コンテンツ作成 

(注意事項) 

※ 本事業は国内旅行の振興を目的としておりますので、インバウンド旅行商品の造成

は対象としていません。なお、モニター参加者に外国人の方がいることは問題あり

ませんが、アンケート（日本語のみ）の回答は必須です。 

※ 本事業は補助金ではありません。本事業の観光庁の受託事業者を通じて、国内旅行

振興の課題解決につながり、新たな旅行需要の喚起に資するモニターツアーを公募

し、効果的と認められるものについて、造成経費及び効果検証を支援するものです。 

（７）募集期間 

   平成２３年１２月８日（木）～平成２３年１２月２０日（火）中 必着 



11 

（８）応募方法 

  ３つのテーマのエントリーシート【別紙１】及びモニターツアーの造成経費内訳（概

算）【別紙２】の内、該当するテーマのシートに必要事項を記入の上、旅行日程表、モニ

ターツアーのテーマ等をイメージできる画像（１MB 以内）と共に（７）記載の募集期間

中に、（株）ツーリズム・マーケティング研究所に提出願います。 

（必要に応じ参考資料を添付、参考資料は３枚以内とします） 

（９）応募先 

   （株）ツーリズム・マーケティング研究所（本事業請負契約者） 

送付先アドレス  

【テーマ 1：東日本大震災等の影響を受けた地域へのモニターツアー】   

shinsai@tourism.jp 

【テーマ 2：長期滞在型観光に関するモニターツアー】 

    taizai@tourism.jp 

【テーマ 3：若者旅行振興に関するモニターツアー】         

wakamono@tourism.jp 

   電子メールに下記の書類を添付してお送り下さい。 

   （１）エントリーシート【別紙１】 

   （２）モニターツアーの造成経費内訳（概算）【別紙２】 

   （３）旅行日程表（※各社の様式で可、具体的な内容がわかるもの） 

   （４）HP 等でのＰＲ用写真（写真のキャプションを保存名に記載してください。） 

   （５）参考資料がある場合はその資料（3枚以内） 

＊応募メールを受信後、（株）ツーリズム・マーケティング研究所より応募メールを 

受信した旨の返信メールを差し上げます。 

応募日の翌日までに返信メールが届かない場合は、【応募に関するお問い合わせ 

先】に電話等でご確認ください。 

（１０）採否通知 

  （株）ツーリズム・マーケティング研究所から申請者に対し通知する。 

（１月上旬に開催する外部有識者による委員会にて選定後、速やかに行う） 
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２－２． モニターツアーの募集方法 

モニターツアーの募集については、下記の要領により、観光庁ホームページなら

びに事務局である㈱ツーリズム・マーケティング研究所のホームページにアップし、

公募した。 

①募集期間 

平成２３年１２月８日（木）～平成２３年１２月２０日（火）中 必着 

②応募方法 

    「国内旅行振興キャンペーンと連動したモニターツアーの造成による国内旅行の

需要創出及び新たな旅行の推進に関する調査」エントリーシート（別紙１）及びモ

ニターツアーの造成経費内訳（別紙２）に必要事項を記入の上、募集期間中に、（株）

ツーリズム・マーケティング研究所に提出する。 

【モニターツアー募集の観光庁画面】
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【事務局(株)ツーリズム・マーケティング研究所の募集告知画面】
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主催旅行会社名
及び協会加入の有無

旅行業登録番号

所在地

代表者名

担当者名

電話番号

FAX番号

メールアドレス

2 モニターツアータイトル

3

本ツアーの出発地を上記と設定し

た理由

ツアーの目的地において平成23年
度の災害の影響により国内旅行需
要が低迷していると認められる状

況説明
（できるだけ定量的な記載が望ま
しい。）

着地側の主なキーパーソン
組織・役職・氏名・電話番号

7

8

9

10 人　【半角数値入力】

11 人　【半角数値入力】

上記の理由

13

14

15

16
円【半角数値入力】

　　100万円は、「1,000,000」　と入力

17

18

19

※事務局の整理作業のため、本ファイル保存名は①目的地都道府県名②自社名③ツアータイトル　を本ファイル保存名としてください。

今回当社が申請したモニターツアーは、これまでの当社の既存旅行商品とは異なる新たな取組であることを証します。
　代表者：●●　●●

国内旅行振興キャンペーンと連動したモニターツアーの造成による国内旅行の需要創出及び新たな旅行の推進に関する調査
【テーマ１】「東日本大震災等の影響を受けた地域への旅行需要の創出」モニターツアー　エントリーシート

別添（主催旅行会社書式の旅行日程表でも可）

5

6

ツアーの目的地（市町村名）

※１モニターツアーテーマ毎に１枚を使用してください。

※欄を拡大して記載し、様式が複数枚になっても構いません。

ツアー参加者募集開始希望時期

来年度以降
本テーマの商品造成に向けた方針

想定した市場地域・客層に
対する広告・宣伝等の具体的方法

別添HP等に掲載するツアーの魅力PR画像

12

本モニターツアーの新規性・独創性に
係るセールスポイント

本モニターツアーの被災地域への復興

支援の要素に係るセールスポイント

ツアーの出発地

ツアーの目的地（都道府県名）

　平成●年●月●日～平成●年●月●日（●泊●日）　
ツアーの実施日程

（複数回の場合には、複数記載）

1

申
請
者

（
主
催
旅
行

会
社

）

着地側の自治体又は準ずる組織等の
連携先

既存の旅行商品でないことの確認

支援希望額（様式●の「支援希望額」

記載額）

旅行日程案

ターゲットとして想定する

市場地域、客層

4

着地型旅行素材や体験プログラム等の
地域の魅力を深く体験できるメニュー内
容

会社名（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　ォ（社）日本旅行業協会　ォ（社）全国旅行業協会

最少催行人数（複数回開催の場合は

合計人数）

募集人数（複数回開催の場合は合計
人数）

（別紙１）エントリーシート
【テーマ１「東日本大震災等の影響を受けた地域への旅行需要の創出」】
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主催旅行会社名
及び協会加入の有無

旅行業登録番号

所在地

代表者名

担当者名

電話番号

FAX番号

メールアドレス

2 モニターツアータイトル

3

本ツアーの出発地を上記と設定し
た理由

着地側の主なキーパーソン
組織・役職・氏名・電話番号

7

8

9

10

11 人　【半角数値入力】

12 人　【半角数値入力】

上記の理由

14

15

16

17
円【半角数値入力】
　　100万円は、「1,000,000」　と入力

18

19

20

募集人数（複数回開催の場合は合計
人数）

ツアーの目的地（都道府県名）

　平成●年●月●日～平成●年●月●日（●泊●日）　
ツアーの実施日程

（複数回の場合には、複数記載）

ツアーの目的地（市町村名）

着地側の自治体又は準ずる組織等の
連携先

既存の旅行商品でないことの確認

支援希望額（別紙２の「支援希望額」記
載額）

旅行日程案

ターゲットとして想定する
市場地域、客層

長期滞在の魅力を高める旅行素材や
体験プログラム等のメニュー内容

本モニターツアーの新規性・独創性に
係るセールスポイント

ツアーの出発地

本モニターツアーの長期滞在促進に係
るセールスポイント

1

申
請
者

（
主
催
旅
行
会
社

）

4

会社名（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　ォ（社）日本旅行業協会　ォ（社）全国旅行業協会

HP等に掲載するツアーの魅力PR画像

13

来年度以降
本テーマの商品造成に向けた方針

例）滞在期間中に陶芸家のもとで自分で焼き物が習得できる。

最少催行人数（複数回開催の場合は
合計人数）

国内旅行振興キャンペーンと連動したモニターツアーの造成による国内旅行の需要創出及び新たな旅行の推進に関する調査
【テーマ２】「モニターツアーの造成による長期滞在型観光の推進」モニターツアー　エントリーシート

別添（主催旅行会社書式の旅行日程表でも可）

5

6

※ご記入いただいた個人情報は、本事業の実施のみに使用し、それ以外の用途には使用いたしません。なお、本事業の発注主である観光庁へ提供を行います。ご記入いただいた個人情報についてのお問い合わせは、㈱ツーリズム・マーケティング研究所まで

お願いします。

※１モニターツアーテーマ毎に１枚を使用してください。

想定した市場地域・客層に
対する広告・宣伝等の具体的方法

別添

長期滞在型観光の推進に係るこれまで
の取組実績・熱意

※事務局の整理作業のため、本ファイル保存名は①目的地都道府県名②自社名③ツアータイトル　を本ファイル保存名としてください。

今回当社が申請したモニターツアーは、これまでの当社の既存旅行商品とは異なる新たな取組であることを証します。

　代表者：●●　●●

※欄を拡大して記載し、様式が複数枚になっても構いません。

ツアー参加者募集開始希望時期

（別紙１）エントリーシート
【テーマ２「長期滞在型観光の推進」】
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主催旅行会社名
及び協会加入の有無

旅行業登録番号

所在地

代表者名

担当者名

電話番号

FAX番号

メールアドレス

2 モニターツアータイトル

3

本ツアーの出発地を上記と設定し
た理由

着地側の主なキーパーソン
組織・役職・氏名・電話番号

7

8

9

10 人　【半角数値入力】

11 人　【半角数値入力】

上記の理由

13

14

15

16
円【半角数値入力】
　　100万円は、「1,000,000」　と入力

17

18

19

※事務局の整理作業のため、本ファイル保存名は①目的地都道府県名②自社名③ツアータイトル　を本ファイル保存名としてください。

今回当社が申請したモニターツアーは、これまでの当社の既存旅行商品とは異なる新たな取組であることを証します。
　代表者：●●　●●

国内旅行振興キャンペーンと連動したモニターツアーの造成による国内旅行の需要創出及び新たな旅行の推進に関する調査
【テーマ３】「モニターツアーの造成による若者旅行振興」モニターツアー　エントリーシート

別添（主催旅行会社書式の旅行日程表でも可）

5

6

ツアーの目的地（市町村名）

※１モニターツアーテーマ毎に１枚を使用してください。

※欄を拡大して記載し、様式が複数枚になっても構いません。

ツアー参加者募集開始希望時期

来年度以降
本テーマの商品造成に向けた方針

想定した市場地域・客層に
対する広告・宣伝等の具体的方法

別添HP等に掲載するツアーの魅力PR画像

12

例）同じ趣味テーマを持つ仲間と●●体験ができる。

本モニターツアーの新規性・独創性に
係るセールスポイント

本モニターツアーが若者の旅行需要を
促進するセールスポイント

ツアーの出発地

ツアーの目的地（都道府県名）

　平成●年●月●日～平成●年●月●日（●泊●日）　
ツアーの実施日程

（複数回の場合には、複数記載）

1

申
請
者

（
主
催
旅
行
会
社

）

着地側の自治体又は準ずる組織等の
連携先

既存の旅行商品でないことの確認

支援希望額（別紙２の「支援希望額」記
載額）

旅行日程案

ターゲットとして想定する
市場地域、客層

4

若者に訴求する旅行素材や体験プログ
ラム等のメニュー内容

※ご記入いただいた個人情報は、本事業の実施のみに使用し、それ以外の用途には使用いたしません。なお、本事業の発注主である観光庁へ提供を行います。ご記入いただいた個人情報についてのお問い合わせは、㈱ツーリズム・マーケティ

ング研究所までお願いします。

会社名（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　ォ（社）日本旅行業協会　ォ（社）全国旅行業協会

最少催行人数（複数回開催の場合は
合計人数）

募集人数（複数回開催の場合は合計
人数）

（別紙１）エントリーシート
【テーマ３「若者旅行振興」】



17 

（単位：円）

NO 項目 内訳 数量 単位 単価 金額 備考

0

0

0

0

0

（Ａ）の合計 0

0

0

0

0

0

0

（Ｂ）の合計 0

0

（Ｃ）の合計 0

0

0

（D）の合計 0

モニターツアーの造成経費内訳（概算）

経費の合計　（Ａ）＋（Ｂ）＋（Ｃ）＝　（E）

【代表団体名】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

モニターツアーの企画及び広報に係
る経費（Ａ）

　※　支援対象外の項目は、記載しないでください。                              

　※　ツアー催行に係る費用には、出発地からの交通費等も含みます。

（E）　－　（D）　＝　（F）

【ツアータイトル】

0

モニターツアーの催行、報告書作成
等に係る管理費（Ｃ）

　※　ツアー催行に係る費用管理費は、ツアー募集人員で計算して下さい。

（E）　×　８０％　＝　（G） 0

(B)  ×10％・・・（B)は催行人員で決定する

1

支援希望額　【（F）と（G）の内で低い額】     ※上限110万円

　※　必要な場合は、行を追加して下さい。

2 モニターツアー催行に係る経費（Ｂ）

3

4
モニターツアー参加者負担額
及びその他の収入（D）

0

（別紙２）モニターツアーの造成経費内訳
【テーマ１「東日本大震災等の影響を受けた地域への旅行需要の創出」】
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（単位：円）

NO 項目 内訳 数量 単位 単価 金額 備考

0

0

0

0

0

（Ａ）の合計 0

0

0

0

0

0

0

（Ｂ）の合計 0

0

（Ｃ）の合計 0

0

0

（D）の合計 0

モニターツアーの造成経費内訳（概算）

経費の合計　（Ａ）＋（Ｂ）＋（Ｃ）＝　（E）

【代表団体名】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

モニターツアーの企画及び広報に係
る経費（Ａ）

　※　支援対象外の項目は、記載しないでください。

　※　ツアー催行に係る費用には、出発地からの交通費等も含みます。

（E）　－　（D）　＝　（F）

【ツアータイトル】

0

モニターツアーの催行、報告書作成
等に係る管理費（Ｃ）

　※　ツアー催行に係る費用管理費は、ツアー募集人員で計算して下さい。

（E）　×　８０％　＝　（G） 0

(B)  ×10％・・・（B)は催行人員で決定する

【テーマ２】「モニターツアーの造成による長期滞在型観光の推進に関する調査」ツアー

1

支援希望額　【（F）と（G）の内で低い額】※上限150万円

　※　必要な場合は、行を追加して下さい。

2 モニターツアー催行に係る経費（Ｂ）

3

4
モニターツアー参加者負担額
及びその他の収入（D）

0

（別紙２）モニターツアーの造成経費内訳
【テーマ２「長期滞在型観光の推進」】
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（単位：円）

NO 項目 内訳 数量 単位 単価 金額 備考

0

0

0

0

0

（Ａ）の合計 0

0

0

0

0

0

0

（Ｂ）の合計 0

0

（Ｃ）の合計 0

0

0

（D）の合計 0

0

モニターツアーの造成経費内訳（概算）

経費の合計　（Ａ）＋（Ｂ）＋（Ｃ）＝　（E）

【代表団体名】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

モニターツアーの企画及び広報に係
る経費（Ａ）

　※　支援対象外の項目は、記載しないでください。

　※　ツアー催行に係る費用には、出発地からの交通費等も含みます。

（E）　－　（D）　＝　（F）

【ツアータイトル】

0

モニターツアーの催行、報告書作成
等に係る管理費（Ｃ）

　※　ツアー催行に係る費用管理費は、ツアー募集人員で計算して下さい。

（E）　×　８０％　＝　（G） 0

(B)  ×10％・・・（B)は催行人員で決定する

（Ａ）＋【（Ｂ）＋（C)】×50％＝　（Ｈ）

【テーマ３】「モニターツアーの造成による若者旅行振興に関する調査」ツアー

1

支援希望額　【（F）と（G）と（Ｈ）の内で低い額】

　※　必要な場合は、行を追加して下さい。

2 モニターツアー催行に係る経費（Ｂ）

3

4
モニターツアー参加者負担額
及びその他の収入（D）

0

（別紙２）モニターツアーの造成経費内訳
【テーマ３「若者旅行振興」】
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２－３．モニターツアーの応募結果 

以上の応募基準により全国にモニターツアー事業者の公募をおこなったところ、年末年

始の限られた期間にもかかわらず、３テーマ合計１７２件の応募があった。 

【テーマ１「東日本大震災等の影響を受けた地域への旅行需要の創出」】・・・１１５件

【テーマ２「長期滞在型観光の推進」】・・・・・ １５件

【テーマ３「若者旅行振興」】・・・・・・・・・ ４２件
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表３－１ 選定委員会委員

第３章 選定委員会の開催とツアーの選定

３－１ 選定委員会の構成と開催 

 以上の応募の中から下記外部有識者による選定委員会を平成 23 年 12 月 27 日（火）に

開催し、モニターツアーとして催行する案件を審査し選定した。 

（委員） （敬称略：順不同）

　委員名 　所属・役職

1 清水愼一 立教大学特任教授

2 折戸晴雄 玉川大学観光経営学科教授

3 篠原靖 跡見学園女子大学　准教授

4 大野正人 財団法人日本交通公社　理事

5 興津泰則 一般社団法人日本旅行業協会 (JATA)　国内・訪日旅行業務部長

6 若井茂 社団法人全国旅行業協会事務局長

7 長嶋秀孝 社団法人日本観光振興協会常務理事

日時　2011年12月27日(火）13：30～15：00
場所；中央合同庁舎第２号館観光庁国際会議室
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３－２．モニターツアーの選定方法 

 モニターツアーの選定は、３テーマ毎に次の各評価項目により審査を行い選定した。 

【テーマ１「東日本大震災等の影響を受けた地域への旅行需要の創出」】 

 ≪モニターツアー実施の意義≫ 

モニターツアーを実施する意義について「対象地域の新たな魅力を体験できるツアー

内容の独創性・新規性」「被災地復興への寄与度」「地域関係者との連携状況」等の視

点で評価した。 

≪モニターツアー催行の確実性≫ 

 モニターツアーが確実に実施されるかの指標として「送客人数」「募集ターゲット」

「募集方法」などの項目で評価した。  

 ≪来年度以降の取組の継続性≫ 

モニターツアーとして終わるのでなく、次年度以降の商品化の可能性について評価し

た。 

【テーマ２「長期滞在型観光の推進」】 

 ≪モニターツアー実施の意義≫ 

長期滞在型旅行を促進するモニターツアーを実施する意義について「対象地域の新た

な魅力を体験できるツアー内容の独創性・新規性」「長期滞在型観光の推進に対するこ

れまでの取組・熱意」「地域関係者との連携状況」等の視点で評価した。 

≪モニターツアー催行の確実性≫ 

 テーマ１同様に「送客人数」「募集ターゲット」「募集方法」などの項目で評価した。  

 ≪来年度以降の取組の継続性≫ 

モニターツアーとして終わるのでなく、次年度以降の商品化の可能性について評価し

た。 

【テーマ３「若者旅行振興」】 

 ≪モニターツアー実施の意義≫ 

  若者の旅行促進に寄与できるかについて「潜在需要を喚起する期待度」「地域関係者

との連携状況」「独創性のあるモニターツアーについて」という視点で評価した。 

≪モニターツアー催行の確実性≫ 

 テーマ１、テーマ２同様に「送客人数」「募集ターゲット」「募集方法」などの項目

で評価した。  

 ≪来年度以降の取組の継続性≫ 

モニターツアーとして終わるのでなく、次年度以降の商品化の可能性について評価し

た。 
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３－３．選定結果 

 以上の選定委員会で172件の応募案件を検討し、111案件に対する内定採択を決定した。

この内定採択結果については、観光庁ホームページ並びに国内旅行振興キャンペーンポ

ータルサイト「がんばろう！日本」において公表した。 

 表３－２ 採択内定モニターツアー件数 

  テーマ１ テーマ２ テーマ３ 合計 

応募数 115 15 42 172

内定通知 85 8 18 111

＜観光庁ホームページでの内定結果公表画面＞ 
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NO.
ツアーの目的地
（都道府県名）

主催旅行会社名 ツアータイトル ツアーの実施日程

1 青森県 クラブツーリズム 頑張れ東北！三陸の魚は旨い！『八戸前沖さばキュイジーヌ』モニターツアー
平成24年3月7日（水）～3月8日（木）
1泊2日

2 青森県 クラブツーリズム 頑張れ東北！　『弘前泊食分離』モニターツアー
平成24年2月中旬～3月中旬
1泊2日（予定）

3 青森県 ティー･ゲート 鰺ヶ沢で農業生産オーナーになろう！～親子で農業を学ぶ旅～
平成24年2月18日（土）～2月19日（日）
1泊2日

4
青森県
岩手県

日本旅行 被災地復興支援・三陸鉄道乗車体験と世界遺産平泉
平成24年2月23日（木）～2月24日（金）
1泊2日

5 青森県・岩手県 近畿日本ツーリスト 今こそみんなで三陸を知ろう！「絆」を感じる３日間
平成24年日程未定
2泊3日

6
青森県・岩手県
秋田県・宮城県

日本旅行 被災地復興支援・東北の遺産巡りと被災地支援
平成24年2月23日（木）～2月24日（金）
1泊2日

7
青森県・秋田県
岩手県・宮城県

阪急交通社
復興へ向けて歩む三陸鉄道応援乗車とさよなら十和田観光電鉄・みちのく３つの遊覧
４日間モニターツアー

平成24年3月4日（日）～3月7日（水）
3泊4日

8 岩手県
JTB東北
奥州支店

岩手・大船渡　結びの旅
平成24年2月24日（金）～2月26日（日）
2泊3日

9 岩手県
JTB東北
盛岡支店

いわて三陸海岸　ジオな旅　～復興に向けてがんばる宮古を応援します～
平成24年3月3日（土）～3月4日（日）
1泊2日

10 岩手県 クラブツーリズム 岩手三陸モニター
平成24年3月2日（金）～3月3日（土）
1泊2日

11 岩手県 ＪＴＢ法人東京 農援隊がゆく　～畑から「コミュニティ」の再生を
平成24年3月3日（土）～3月5日（日）
2泊3日

12 岩手県
近畿日本ツーリスト
盛岡支店

復興の象徴・三陸鉄道に乗り被災地視察と復興支援・魚菜市場でお買い物

平成24年①2月　5日(日)～2月　5日(日)0泊1日
②2月11日(土)～2月11日(土)0泊1日

③2月18日(土)～2月18日(土)0泊1日
④3月　4日(日)～3月　4日(日)0泊1日

13 岩手県 クラブツーリズム 久慈・二戸の雑穀料理と久慈の魅力体験モニター
平成24年3月6日（火）～3月7日（水）
1泊2日

14 岩手県 びゅうトラベルサービス 観光で震災復興～現地を見て聞いて知って宮古の復興を応援しよう
平成24年3月9日（金）～3月10日（土）
1泊2日

15 岩手県
JTB東北
盛岡支店

「南部時間に浸る旅　のだ塩の道と南部の伝統」
平成24年3月3日（土）～3月4日（日）
1泊2日

16 岩手県 岩手県北観光
ケッパレ東北ボランティアライナー新シリーズ
～震災からの復興に動きだした三陸を見て聞いて体験して応援しよう～

平成24年1月20日（金）～1月23日（月）3泊4日
2月　9日（木）～2月12日（日）3泊4日

17 岩手県・宮城県 近畿日本ツーリスト 被災地(南三陸町・気仙沼市)直接支援・鎮魂数珠作り体験と世界遺産平泉
平成24年2月26日（日）～2月27日（月）
1泊2日

18 岩手県・宮城県
JTB東北
商品事業部

世界遺産平泉と復興企業支援＆ショッピング
平成24年2月24日（金）～2月25日（土）
1泊2日

19 宮城県 JTB法人東京 （ボランティアと共に歩む）緑の真珠気仙沼大島観光復興体験ツアー
平成24年3月3日（土）～3月4日（日）
1泊2日

20 宮城県 ＪＴＢ法人東京
「東北の、そして子供達の未来造りの旅」・
「ディスティネーションとしての東北の新たな価値の発見へ」
　～教職員の皆様、気仙沼へ行ってみませんか？～

平成24年2月25日（土）～2月26日（日）
1泊2日

21 宮城県 ティー・ゲート 東北復興支援！「がんばろう！水辺のまち十三浜応援ツアー」
平成24年2月4日（土）～2月5日（日）
１泊２日

22 宮城県 近畿日本ツーリスト つながろうジャパン　ゴールデン！ボランティアプロジェクト参加ツアー
平成24年3月17日（土）～3月18日（日）
0泊2日

23 宮城県 近畿日本ツーリスト 慶応義塾大学・南三陸支援プロジェクト　第２弾
平成24年3月3日（土）～3月4日（日）
0泊2日

24 宮城県 三洋汽船 地域連携による南三陸ネットワークツアー
平成24年2月24日（金）～2月27日（月）
岡山組1泊4日＆長野組1泊2日

25 宮城県 ＪＴＢ法人東京 未来の子供に、牡鹿半島を桜の名所に！あなたの手で。
平成24年3月3日（土）～3月4日（日）
1泊2日

26 宮城県 びゅうトラベルサービス 震災復興ボランティア～力を合わせて「緑の真珠・大島」の美しさを取り戻そう
平成24年3月9日（金）～3月11日（日）
2泊3日

27 宮城県 トップツアー 産業復興支援ボランティアツアー
平成24年2月17日（金）～2月19日（日）
2泊3日

28 宮城県 ティー・ゲート
東日本大震災から1年。松島・塩釜復興祈念の旅と日本三大荒神輿
鹽竈(しおがま）神社帆手祭（ほてまつり）を体感！

平成24年3月10日（土）～3月11日（日）
1泊2日

29 宮城県 エイチ・アイ・エス 元気トリップ宮城体験版　～出会い～
平成24年2月24日（金）～2月26日（日）
1泊3日

30 宮城県 クラブツーリズム 伊達な宮城仙台の粋な手作りモニターツアー
平成24年3月2日（金）～3月3日（土）
1泊2日

31 宮城県
ＪＴＢ関東
法人営業埼玉支店

ＪＴＢ婚活ボランティアバスプロジェクト
平成24年3月10日（土）～3月11日（日）
1泊2日

32 宮城県 ＪＴＢ法人東京 【働く女子の復興支援】気仙沼を元気に！気仙沼で元気に！
平成24年2月24日（金）～2月26日（日）
2泊3日（車中1泊）

33 宮城県・山形県 日本旅行 被災地復興支援・岩出山里山体験と冬の河北路
平成24年3月1日（木）～3月2日（金）
1泊2日

34 宮城県・福島県 日本旅行 東北の酒蔵見学とご当地Ｂ級グルメを満喫！被災地視察ツアー
平成24年2月11日（土）～2月12日（日）
1泊2日

35 秋田県 秋田コスモトラベル 真冬の日本海にカメラで挑む～荒波と男鹿の民俗撮影モニターツアー
平成24年2月17日（金）～2月19日（日）
2泊3日

36 　秋田県 クラブツーリズム 頑張れ東北！『冬の秋田・男鹿しょっつる料理』モニターツアー
平成24年2月中旬～3月上旬
1泊2日（予定）

37 　秋田県 クラブツーリズム 頑張れ東北！頑張れローカル線！『冬の秋田ローカル線の旅』モニターツアー
平成24年2月中旬～3月上旬
1泊2日（予定）

38 秋田県 ティー･ゲート 未来のプランナーによる、北秋田・キカクの旅。
平成24年2月25日（土）～2月26日（日）
1泊2日

39 秋田県
近畿日本ツーリスト
秋田支店

寒くて遠い秋田路へ　でも冬がいいんです。秋田の冬が！
小正月が皆様をお迎えします。『秋田の魅力新発見の旅』

平成24年2月12日（日）～2月14日（火）
2泊3日

40 秋田県 由利高原鉄道 冬のまるごと由利本荘（ローカル列車と城下町矢島）

平成24年2月10日（金）～11日（土）/2月11日（土）～12日

（日）/2月18日（木）～19日（日）/2月25日（土）～26日

（日）/3月3日（土）～4日（日）/3月9日（金）～10日（土）/3

月10日（土）～11日（日）（1泊2日を延べ21本）

41 山形県
JTB東北
山形支店

5ｍの積雪を体感！雪旅籠の灯り製作体験ツアー
平成24年2月23日（木）～2月25日（土）
2泊3日

42 山形県
ＪＴＢ東北
山形支店

雪国やまがたとことん満喫！こころを洗う雪の体験とほっこりあったか田舎料理
平成24年3月2日（金）～3月4日（日）
2泊3日

43 山形県
ＪTB東北
山形支店

うんまい金山あがらっせ！早春の食体験とメープルサップ採取体験
平成24年3月9日（金）～3月10日（土）
1泊2日

44 山形県 山形鉄道

★山形新幹線20周年・山形鉄道プレ25周年記念！ ローカル鉄道を大学にちゃいました！ 山形

鉄道大学開校！「フラワー長井線貸切復興支援列車移動キャンパス」と「駅中留学」！ウサギ
駅長も太鼓判！有名鉄道写真家「米屋浩二復興支援写真教室」と「みんなでつくろう木造駅舎

の喫茶店＆オリジナル駅弁」

平成24年2月4日（土）～2月5日（日）
1泊2日

45 山形県
ＪＴＢ東北
庄内支店

冬の庄内　月山山麓で雪を楽しむスノーライフな旅
～雪が織りなすアートな景色　雪を眺め雪で遊ぶ　雪深い山村のホットな日～

平成24年2月18日（土）～2月19日（日）
1泊2日

表３－３ 採択内定ツアー一覧 

【テーマ１】「東日本大震災等の影響を受けた地域への旅行需要の創出」採択ツアー
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NO.
ツアーの目的地
（都道府県名）

主催旅行会社名 ツアータイトル ツアーの実施日程

46 福島県 近畿日本ツーリスト
日本の復興を「いわき」から～復興祈念～
第3回いわきサンシャインマラソン下見＆観光ツアー

平成24年2月11日（土）

47 福島県 会津鉄道 会津歴史探訪＆ほろ酔い列車体験ツアー
平成24年2月25日（土）～2月26日（日）1泊2日
3月3日（土）～3月4日（日）1泊2日

48 福島県 福島交通観光 「ふくしまの今」　四季の旅シリーズ　冬のふくしま
平成24年2月26日（日）～2月27日（月）
1泊2日

49 福島県 アールエイチ企画 東北初！日本ジオパーク認定記念　冬の幻想美を巡る磐梯山ジオツアー
平成24年2月28日（火）～2月29日（水）
1泊2日

50 福島県 近畿日本ツーリスト
GAMBARUZO!ふくしまシリーズ　亀ヶ城特別レース
城攻めマラソン＆ソリやぶさめ　バイアスロンレース参加ツアー

平成24年3月3日（土）～3月4日（日）
1泊2日

51 福島県 只見町観光まちづくり協会 奧会津　昔のかほりと雪国満喫！
平成24年1月28日（土）～1月29日（日）
2月25日（土）～2月26日（日）

52 福島県 トップツアー
がんばっぺ！福島　スパリゾートハワイアンズと　アクアマリンふくしま
復興の軌跡を訪ねる1泊2日

平成24年2月12日（日）～2月13日（月）1泊2日
3月4日（日）～3月5日（月）1泊2日

53 福島県
JTB法人東京
法人営業横須賀支店

会津若松応援団　友好都市会津若松市を訪ねて
平成24年3月3日（土）～3月4日（日）
1泊2日

54 福島県 みなみやま観光
南会津・安全安心実感・着地型観光モニターツアー

”旅行DE支援”～がんばろう福島！がんばっぺ南会津！～
「日本の原風景・雪景色の茅葺き屋根集落散策と雪国体験　１泊２日」

平成24年2月　3日（金）～2月　4日（土）1泊2日
2月17日（金）～2月18日（土）1泊2日

55 福島県 ＪＴＢ法人東京
小名浜復興寄席とスパリゾートハワイアンズ
～「笑い」と「旅」で繋ぐちいきのちから～

平成24年3月2日（金）～3月3日（日）
1泊2日

56 福島県 ＪＴＢ東北 福島県震災復興モニターツアー　（絵ろうそくまつりと猪苗代・郡山を巡る旅）
平成24年2月10日（金）～2月11日（土）
1泊2日

57 福島県 近畿日本ツーリスト いわき『被災・復旧・復興の道のりを学ぶ企画展見学とフラガール体験』
平成24年3月3日（土）～3月4日（日）
1泊2日

58 福島県
JTB法人東京
法人営業横浜支店

イナワシロから元気発信！冬　体感の旅
平成24年3月3日（土）～3月4日（日）
1泊2日

59 福島県・宮城県 近畿日本ツーリスト 復興のシンボル「フラガール」を応援し被災地東松島市を巡る旅
平成24年3月6日（火）～3月7日（水）
1泊2日

60 福島県・山形県
JTB東北
商品事業部

雪の会津巡り・雪小法師作り体験と山形蔵王モンスター樹氷見学
平成24年2月24日（金）～2月25日（土）
1泊2日

61 福島県又は栃木県 カズ・ウェブファクトリー 会津南山御蔵入生活体験プラン　【猟師（マタギ）体験プラン】
平成24年～2月14日（火）出発
1泊2日

62 茨城県
JTB関東
法人営業水戸支店

水戸の梅まつり見学と大洗の海満喫コース
平成24年2月23日（木）～2月24日（金）1泊2日
3月1日（木）～3月2日（金）1泊2日

63 茨城県 クラブツーリズム 茨城支援・伝統工芸品等体験モニター
平成24年3月1日（木）～3月2日（金）
1泊2日

64 茨城県
読売旅行
盛岡営業所

東日本大震災復興祈念企画！
「ひたちなか海浜鉄道貸切復興支援列車」がんばろう茨城！
応援ツアー（茨城地場産25品 （ふっこう）福袋付き）

平成24年2月25日（土）・3月3日（土）
好評であれば追加予定あり

65 茨城県・福島県
ＪＴＢ九州
旅物語センター

～「絆」で結ぶ！ 旅を通じて「日本」を元気に！～
茨城・いわき・会津 横断モニターツアー３日間

平成24年2月27日（月）～2月29日（水）2泊3日
3月5日（月）～3月7日（水）2泊3日
のいずれか催行

66 栃木県 クラブツーリズム 冬だから日光雪祭り&益子焼の里探訪
平成24年2月25日(土)～2月26日(日)
1泊2日

67 新潟県 内田観光サービス 雪国体験雪灯りロードボランティアツアー
平成24年3月10日（土）～3月11日（日）
1泊2日

68 群馬県 クラブツーリズム 「北関東一の骨董市と桐生織り歴史文化溢れる町並み探訪」
平成24年3月3日(土)
０泊１日

69 千葉県 クラブツーリズム 頑張れ千葉！　『小江戸佐原早春の新体験』モニターツアー
平成24年2月中旬～2月下旬
0泊1日

70 長野県 森宮交通 栄村復興支援ツアー「かまくら酒場と雪中貯蔵酒で雪の恵みを味わう旅」
平成24年3月10日（土）～3月11日（日）
1泊2日

71 三重県
日本旅行
赤い風船
西日本事業部

自然と歴史にふれる三重の旅
平成24年2月１日（水）～3月13日（火）
1泊2日

72 奈良県 クラブツーリズム 「世界遺産・心身再生の地・秘湯・名湯三昧。癒やしと健康ウォーキング」
平成24年3月8日(金)～3月10日(日)
2泊3日

73 和歌山県 ツアーランド 『地元とコラボ　和歌山復興ツアー』
平成24年3月2日（金）～3月3日（土）1泊2日
3月9日（木）～3月10日（金）1泊2日

74 和歌山県
日本旅行
西日本営業本部

元気です！那智勝浦　パワースポットゴトビキ岩と世界遺産那智原生林ウォーク
平成24年3月上旬　1泊2日
月・金曜日出発を除く2本予定

75 和歌山県
日本旅行
赤い風船
西日本事業部

日本旅行のカリスマ添乗員　「平田伸也」と行く　南紀勝浦支援モニターツアー
行くわ待っててね！

平成24年2月18日（土）～2月19日（日）
1泊2日 ※予定

76 和歌山県 アイ・ティ・エス 南紀勝浦ひなめぐりと那智の自然と産業の未体験ツアー
平成24年2月28日（火）～2月29日（水）
1泊2日

77 和歌山県 アクセストラベル 負けるな和歌山、熊野古道・修行体験型ツァー
平成24年3月8日（木）～3月9日（金）
1泊2日

78 和歌山県 トレックトラベル もっと健康と美を！頑張れ和歌山支援ツアー
平成24年3月10日（土）～3月11日（日）
１泊２日

79 和歌山県
近畿日本ツーリスト
和歌山支店

【台風１２号紀伊半島大水害復興支援モニターツアー】サッカー・ロンドンオリンピック必勝祈願
バスツアー　～日本サッカーの象徴“八咫烏”を祀るパワースポット・熊野三山(熊野本宮大社・

熊野速玉大社・熊野那智大社)必勝祈願参拝と熊野古道環境保全活動・道普請ウォークで復興
支援をする南紀勝浦温泉１泊２日の旅

平成24年2月12日(日)～2月13日(月)
1泊2日

80 和歌山県
ヘブンリーバレー
（ヘブンリーツアー）

熊野の森を感じるツアー
平成24年2月10日（金）～2月11日（土）
1泊2日　予定

81 和歌山県 近畿日本ツーリスト
和歌山・南紀勝浦＆タイ・チェンマイ交流事業
「南紀勝浦　イーペン　セレモニー」

平成24年3月3日（土）～3月4日（日）
1泊2日

82
和歌山県・三重県・奈

良県
近畿日本ツーリスト

出発日限定！「伊勢」から「熊野」へ祈りの道を旅する４日間
伊勢神宮参拝・世界遺産　熊野三山参拝と「道普請(みちぶしん）」体験

平成24年2月３日（金）・2月9日（木）・2月11日
（祝）・2月17日（金）・2月19日（日）・2月23日
（木）2月26日（日）・3月1日（木）

83 和歌山県・三重県
日本旅行
赤い風船
西日本事業部

復興支援！和歌山・三重県に跨る体験とウォーキング
平成24年2月25日（土）～2月26日（日）
1泊2日

84 宮崎県 JTB法人東京 新燃岳噴火災害復興祈念ツアー
平成24年2月25日（土）～2月26日（日）
1泊2日

85 　鹿児島県 クラブツーリズム 奄美は元気です！
平成24年2月上旬～3月上旬
2泊3日
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NO.
ツアーの目的地
（都道府県名）

主催旅行会社名 ツアータイトル ツアーの実施日程

1 長野県 信州いいやま観光局
雪国の小京都・信州いいやま
冬のロングステイプラン　5泊6日モニターツアー

平成24年2月11日(土)～16日(木)
5泊6日

2 岩手県 岩手県北観光
絆を深める親子旅
～民話の故郷遠野＆イーハトーブ花巻の冬の田舎暮らしで見つける
”本当に大切なこと”～

平成24年2月10日（金）～年2月14日（火）
4泊5日
2月24日（金）～2月28日（火）
4泊5日

3 和歌山県 クラブツーリズム
がんばれ那智勝浦
「南紀の自然と歴史文化、生まぐろの食文化・自由気ままに満喫5連泊」

平成24年2月19日（日）～2月24日（金）
5泊6日
3月4日（日）～3月9日（金）
5泊6日

4 熊本県 ＪＴＢ九州 たっぷり阿蘇ゆるっと満喫5日間
平成24年3月8日（木）～3月12日（月）
4泊5日

5 北海道 ＪＴＢ北海道
富良野の高校生が創った！2011年観光甲子園グランプリ作品
＜へそのまちがえじゃないか！＞
～ふらの人になるWINTERツアー～

平成24年2月13日（月）～2月17日（金）
4泊5日

6 栃木県 はぎわら観光
本格的陶芸体験！焼き物の里「益子」で
陶芸家にプチ弟子入りツアー

平成24年（前半）2月19日（日）～2月22日（水）
3泊4日
（後半）3月4日（日）～3月10日（土）
6泊7日

7
岡山県・広島県・

愛媛県
三洋汽船 瀬戸内海ヨット倶楽部クルーズ

平成24年3月1日（木）～3月5日（月）
4泊5日

8 新潟県 農協観光
世界ジオパークのまち糸魚川じょんのび（ゆったり）過ごす雪国の冬
ぬくとい（あったか）温泉と日本海の鮮魚のごっつぉ（ごちそう）
ヒスイを探して温もりに心癒される5日間

平成24年2月21日（火）～2月25日（土）
4泊5日
平成24年2月28日（火）～3月3日（土）
4泊5日

【テーマ２】「長期滞在型観光の推進」採択ツアー 
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NO.
ツアーの目的地
（都道府県名）

主催旅行会社名 ツアータイトル ツアーの実施日程

1 秋田県 ティー･ゲート “鹿角の萌えみのり”安保店長と行く！茅原実里のおもひでなぞりツアー
平成24年2月18日（土）～2月19日（日）
1泊2日

2 福島県 福島交通観光
福島発　スキーエリア再活性化のための「今」と「未来」の需要創造～
「雪マジ！１９」プロジェクト in ふくしま～モニターツアー

2月27日（月）～2月28日（火）1泊2日
2月28日（火）～2月29日（水）1泊2日
2月29日（水）～3月1日（木）1泊2日
3月1日（木）～3月2日（金）1泊2日

3 東京都 ダイヤモンド・ビッグ社
プロが指南！お買い物予算１万円で、あなたのオシャレをコーディネート
原宿・南青山オシャレ・ウオーキングツアー

2月1日（水）～3月10日（土）
0泊１日　5回実施（実施日は調整中）

4 北海道 京王観光　八王子支店
カメラ女子ブログ女子　あなたが見つける
冬の北海道・南富良野の魅力発見モニターツアー

2月24日（金）～2月26日（日）
2泊3日

5 沖縄県 国際旅行社
カメラ女子ブログ女子　あなたが見つける
沖縄・冬のケラマ-渡嘉敷島の魅力発見モニターツアー

2月24日（金）～2月26日（日）
2泊3日

6 岩手県 岩手県北観光 震災復興への挑戦者との対話による学び、復興支援、絆ツアー
2月9日（木）～2月12日（日）3泊4日
2月22日（水）～2月25日（土）3泊4日

7 神奈川県・静岡県 旅行計画
愛を伝える旅、形に残す旅（告白&プロポーズ&入籍旅行プラン）
～若者カップルを対象とした、新たな高額旅行需要開拓のための宿泊プラン～
告白プラン／プロポーズプラン／旅先での入籍プランの実証事業

1月20日（金）～3月10日（土）
（うち1泊2日）

8 秋田県 トップツアー スノースポーツ＆雪かきボランティアIN北秋田
2月3日（金）～2月6日（月）1泊4日
2月25日（土）～2月28日（火）1泊4日

9 和歌山県 クラブツーリズム 「山ガール集まれ! 熊野古道セラピーウォーク」モニターツアー
2月18日(土)～2月19日(日)
1泊2日

10 大分県 ＪＴＢ九州 よくばり福岡女子の 「農・食・健・美 （のうしょくけんび）」 体験ツアー
3月10日（土）～3月11日（日）
1泊2日

11 静岡県 トップツアー 静岡の城巡りツアー
2月4日（土）～2月　5日（日）1泊2日
2月25日（土）～2月26日（日）1泊2日

12 神奈川県
JTB法人東京
法人営業横浜支店

フットサルで日本を元気に！！横浜フットサルコミュニケーション
2月11日（土）～2月12日（日）
1泊2日

13 静岡県 トップツアー 伊豆ビーチヨガ＆修善寺ボランティア
2月18日（土）～2月19日（日）1泊2日
3月　3日（土）～3月　4日（日）1泊2日

14 神奈川県
農協観光
首都圏支店

丹沢山麓で、地元ガイド過ごす！アウトドア体験
～自然体験・交流の旅ｉｎたんざわ～

3月3日（金）～3月4日（土）
1泊2日

15 神奈川県
JTB法人東京
法人営業横浜支店

箱根で食育！　健康で美しい身体づくり体験！
3月3日（土）～3月4日
1泊2日

16 愛知県 トップツアー 大学生のための就活前の産業見学（製造業）
2月16日（木）～2月17日（金）1泊2日
3月5日（月）～3月6日（火）1泊2日

17 兵庫県 ＪＴＢ西日本 神秘の島「沼島」と縁結びツアー 2月25日（土）

18 新潟県
雪国観光舎
越後湯沢温泉

～雪と文化と雪灯りに包まれて～
夜のかまくらで鍋を囲もう！　（選べる！雪国体験付）

2月19日（日）～2月23日（木）1泊2日×5回
2月26日（日）～3月1日（木）1泊2日×5回
計10回開催

【テーマ３】 「若者旅行振興」採択ツアー 
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テーマ１ テーマ２ 　テーマ３ 合計

応募数 115 15 42 172

内定通知 85 8 18 111

実施ツアー数 91 8 13 112

３－４．実施ツアー概要 

 採択内定されたモニターツアーのうち、辞退ならびにそれに伴う追加採択などがあっ

た結果、最終的に実施されたツアーは表３－４、表３－５に示す 112 件であった。 

地域的にはテーマ１の東日本大震災等の影響地域へのツアーは東北地域が最も多かっ

たが、台風 12号で被災した紀伊半島あるいは鹿児島県、宮崎県でも実施された。 

テーマ２の長期滞在型観光及びテーマ３の若者旅行振興については地域的な片寄はみ 

られなかった。 

 また具体的な実施ツアーの概要が表３－６である。 

表３－４ 実施モニターツアーの全体件数 

表３－５モニターツアー県別目的地 
テーマ１ テーマ２ テーマ３

「東日本大震災等の影響を受けた

地域へのモニターツアーの造成に

よる旅行需要の創出に関する調

査」採択ツアー

「モニターツアーの造成による

長期滞在型観光の推進」採択ツ

アー

「モニターツアーの造成による

若者旅行振興」採択ツアー

北海道 1 1
青森県 6
岩手県 13 1 1
宮城県 23
秋田県 9 2
山形県 12
福島県 19 1
茨城県 5
栃木県 2 1
群馬県 1
埼玉県
千葉県 1
東京都
神奈川県 4
新潟県 1 1
富山県
石川県
福井県
山梨県
長野県 1 1
岐阜県
静岡県 1
愛知県 1
三重県 1
滋賀県
京都府
大阪府
兵庫県
奈良県 1
和歌山県 11 1 1
鳥取県
島根県
岡山県 1
広島県 1
山口県
徳島県
香川県
愛媛県
高知県
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県 1
大分県 1
宮崎県 1 1
鹿児島県 1
沖縄県 1
合計 108 9 15

（複数県訪問のツアーもあるため、 

 合計はツアー件数と一致しない） 
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ＮＯ． 主催旅行会社 モニターツアータイトル 出発日
ツアーの実施日程

（複数回の場合には、複数記載）

ツアーの
目的地

（都道府県名）

着地型旅行素材や体験プログラム等の地域の魅力を深く体
験できるメニュー内容

募集人数
（複数回開
催の場合
は合計人
数）

最少催行
人数（複数
回開催の
場合は合
計人数）

Ｓ－１ ティー･ゲート
鰺ヶ沢で農業生産オーナーになろう！　～親子で農
業を学ぶ旅～

2/18
平成24年2月18日（土）～2月19日（日）
1泊2日

青森県 冬でも可能な農業体験（りんごの剪定）、農家さんとの交流、雪国体験 15 10

Ｓ－２ クラブツーリズム
頑張れ東北！三陸の魚は旨い！　『八戸前沖さば
キュイジーヌ』モニターツアー

3/7
平成24年3月7日（水）～3月8日（木）
1泊2日

青森県
【八戸前沖さばキュイジーヌ～サバ料理を楽しむ夕べ～】にモニターに
参加していただき、八戸沖や三陸沖、太平洋の魅力である八戸前沖さ
ば料理を体験していただく。

40 25

Ｓ－３ クラブツーリズム 頑張れ東北！　『弘前泊食分離』モニターツアー 3/9
平成24年3月9日（金）～3月10日（土）
1泊2日

青森県

弘前の夜（夕食）体験：弘前りんご料理（ディナー）、②三味線酒場（ディ
ナー）、③弘前フレンチ（ディナー）
弘前昼食体験：①③津軽郷土料理（ランチ）、②弘前りんご料理（ラン
チ）弘前りんご教室

40 25

Ｓ－４ 近畿日本ツーリスト 東北博覧会開催記念モニターツアー（青森コース） 3/18
平成24年3月18日（日）～3月19日（月）
1泊2日

青森県 青森ねぶた体験、ハネト体験　八戸市と蕪島を案内人にて巡る 30 25

Ｓ－５ 近畿日本ツーリスト 今こそみんなで三陸を知ろう！「絆」を感じる3日間 3/2
平成24年3月2日（金）～3月4日（日）
2泊3日

青森県・
岩手県

津波体験語り部＆ガイド、陸前高田市の現在と気仙大工いにしえの技
を巡る

30 20

Ｓ－６
阪急交通社
国内営業二課

復興へ向けて歩む三陸鉄道応援乗車とさよなら十和
田観光電鉄・みちのく3つの遊覧4日間モニターツ
アー

3/4
平成24年3月4日（日）～3月7日（水）
3泊4日

青森県・秋田
県・岩手県・
宮城県

①国指定重要文化財である「旧平山家」にて18世紀の豪農の住文化に
触れる。また、ガイド付で案内することで理解を深める。また、立佞武多
の館にて平成24年度に使われる佞武多の紙貼体験をする。 ②八戸市
の海産物等が集まる八食センターにて買い物の時間をとる。その際、
購買意欲を高めるために500円分の買い物券をプレゼント。③、④日本
三大鍾乳洞の一つである「龍泉洞」をガイド付でご案内する。また、冬
の時期に特産品である「龍泉洞コーヒー」をお出し頂く。⑤通常は自由
散策にしている中尊寺をガイド付でご案内させて頂く。⑥国宝瑞巌寺、
五大堂をガイド付でご案内する。

40 30

①平成24年2月17日（金）～2月20日（月）
3泊4日

15 8

②平成24年2月24日（金）～2月27日（月）
3泊4日 ※日程変更

15 8

Ｓ－８
JTB東北
奥州支店

岩手・大船渡　結びの旅 2/24
平成24年2月24日（金）～2月26日（日）
2泊3日

岩手県

三陸鉄道吉浜駅および同駅ホーム退避している鉄道車両を使って地域
の婦人会の皆さんとの浜料理（漁師飯）を通じた交流。気仙大工が建て
た古民家を訪ね、そこに住むご家族と交流し建築の意匠とにふれる。
他、津波の語り部による案内（４つの復興の象徴を含めて体験ガイドし
てもらいます→①高田松原の奇跡の一本松、②三陸とれたて市場の活
動の様子、③樹齢7,000年の三陸大王杉、④三陸鉄道奇跡の車両

40 25

Ｓ－９ クラブツーリズム 岩手三陸モニター 3/2
平成24年3月2日（金）～3月3日（土）
1泊2日

岩手県
①普代村の津波返しの防潮堤見学・体験者の語り部　②被災したホテ
ル（田老観光ホテル）建物見学と津波襲来ビデオ鑑賞　③希望の一本
松見学

30 15

Ｓ－１０
JTB東北
盛岡支店

いわて三陸海岸　ジオな旅　～復興に向けてがんば
る宮古を応援します～

3/3
平成24年3月3日（土）～3月4日（日）
1泊2日

岩手県

①世界最大の防潮堤に実際に登り、その上を歩きながら、東日本大震
災の被災状況を聞く。避難経路も実際に歩いて身をもって学ぶ。②有数
の景勝地「浄土ヶ浜」を観光船とトレッキングでめぐり、地質学的な内容
もわかりやすく体感することができる。

25 20

Ｓ－１１
JTB東北
盛岡支店

「南部時間に浸る旅　のだ塩の道と南部の伝統」 3/3
平成24年3月3日～3月4日
1泊2日

岩手県

①野田村での塩作りと野田塩を使った料理の試食体験、買い物による
復興支援。
②三陸鉄道復興支援・貸し切り列車乗車体験。
③古代から続く「塩の道」を通って盛岡へ。「南部湯守の宿・大観」に宿
泊し、南部の殿様の祝い膳を再現（一部）した料理を試食体験。
④馬産地岩手の象徴、現役の「南部曲り家」で、「ちゃぐちゃぐ馬っこ」
の祭り装束装着見学。
⑤南部杜氏の職人技を知る―日本酒仕込み見学。
⑥南部城下の中小商人の店舗兼住居である盛岡町家の見学。

30 20

3/4 ③平成24年3月4日(日) 岩手県 30 18

3/10 ④平成24年3月10日(土) 岩手県 30 18

Ｓ－１３ クラブツーリズム 久慈・二戸の雑穀料理と久慈の魅力体験モニター 3/6
平成24年3月6日（火）～3月7日（水）
1泊2日

岩手県
①B級グルメ「久慈まめぶ汁」づくり体験　②久慈琥珀アクセサリーづくり
体験　③二戸の雑穀料理試食　④平庭高原の雪原散策

30 20

Ｓ－１４
びゅうトラベルサービ
ス

観光で震災復興～現地を見て聞いて知って宮古の
復興を応援しよう

3/9
平成24年3月9日（金）～3月10日（土）
1泊2日

岩手県
関係者の話を直接伺うことができます＝浄土ヶ浜ビジターセンター、三
陸鉄道、龍泉洞、酒蔵あさ開、岩鋳鉄器館

40 24

Ｓ－１５
ジェイティービー
東北商品事業部

世界遺産平泉と復興企業支援＆ショッピング 3/11
平成24年3月11日（日）～3月12日（月）
1泊2日

岩手県・
宮城県

震災後、一生懸命に復興へ向けて生産販売をしている企業で、被災体
験を聞く。平泉で、専門ガイドによる新しい魅力の紹介。

30 25

Ｓ－１６
ジェイティービー
東北商品事業部

東北博覧会開催記念モニターツアー（岩手コース） 3/18
平成24年3月18日（日）～3月19日（月）
1泊2日

岩手県・
宮城県

中尊寺現地ガイド同行、円通院数珠つくり体験（料金別）等 30 25

Ｓ－１７
ジェイティービー
東北商品事業部

東北博覧会開催記念モニターツアー（岩手コースⅡ） 3/18
平成24年3月18日（日）～3月19日（月）
1泊2日

岩手県・
宮城県

中尊寺現地ガイド同行、円通院数珠つくり体験（料金別）等 30 25

Ｓ－１８ ティー・ゲート
東北復興支援！「がんばろう！水辺のまち十三浜応
援ツアー」

2/4
平成24年2月4日（土）～2月5日（日）
1泊2日

宮城県 十三浜わかめの種付け、定置網漁、地元のお祭り「春祈祷」参加 40 20

2/17 岩手県岩手県北観光
ケッパレ東北ボランティアライナー新シリーズ　～震
災からの復興に動きだした三陸を見て聞いて体験し
て応援しよう～

復興の象徴・三陸鉄道に乗り被災地視察と復興支
援・魚菜市場でお買い物

近畿日本ツーリスト
盛岡支店

・復興に向けて動き出した産業をボランティアなどを通じて体感し、復興
に向けて頑張る人々と直接交流する（地域起こしのB級グルメ久慈まめ
ぶづくり、野田塩作り、鵜住居の仮設商店街と仮設食道の御手伝い/漁
業支援）・魅力ある観光素材にも関わらず、震災や原発の風評被害で
深刻な打撃を受けている観光施設の実情を視察（龍泉洞、宮古魚彩市
場を見学し、参加者みんなで考える）・実際の震災の被害を震災の語り
部の案内で見学し、自然の脅威、防災のあり方、そこで起きた人間ドラ
マを学ぶ

目的地は浄土ヶ浜を中心として、三陸海岸の風光明美な景色を売りと
し観光客の誘致をしてきたが、今回の東日本大震災で中心地の宮古市
街地をはじめ沿岸地域におけるほとんどの地区が津波被害により壊滅
的なダメージを受けた。今回乗車を予定している三陸鉄道においては、
駅舎や線路を流され全線開通をしていない。また、スーパー堤防で囲ま
れていた田老地区においても、中心的施設であった旅館が被災した建
物を残し、その被害の大きさを表している。以上のことから数値の特定
はできないが、観光目的の訪問者は限りなくゼロに近い状況と想像で
きる。

Ｓ－７

Ｓ－１２

表３－６ 実施ツアーの概要 

【テーマ１】「東日本大震災等の影響を受けた地域への旅行需要の創出」 



30 

ＮＯ． 主催旅行会社 モニターツアータイトル 出発日
ツアーの実施日程

（複数回の場合には、複数記載）

ツアーの
目的地

（都道府県名）

着地型旅行素材や体験プログラム等の地域の魅力を深く体
験できるメニュー内容

募集人数
（複数回開
催の場合
は合計人
数）

最少催行
人数（複数
回開催の
場合は合
計人数）

Ｓ－１９ トップツアー 産業復興支援ボランティアツアー 2/17
平成24年2月17日（金）～2月19日（日）
2泊3日

宮城県

牡蠣・ホタテ養殖業が盛んであった漁村唐桑町舞根地区にて午前中は
津波被害により堆積した森・川の清掃を行い、午後は帆立の綱への挟
み作業、海へ出て筏への垂下作業。これにより地域で畠山さんが30年
唱え続けた“森は海の恋人（日本の海の幸を守るには山・川の保全が
大切”の考えが体感でき、さらにボランティア体験活動により帆立養殖
復興のお手伝いができるストーリー

35 30

Ｓ－２０ ＪＴＢ法人東京
【働く女子の復興支援】気仙沼を元気に！気仙沼で
元気に！

2/24
平成24年2月24日（金）～2月26日（日）
2泊3日　（車中1泊）

宮城県
水産加工業のまち気仙沼の産業復興支援に関わる体験。水産加工業
のまち気仙沼の新しい価値創造をする体験。被災地復興支援として受
地、発地で継続的に価値共有できるプログラム。

30 25

Ｓ－２１ 三洋汽船 地域連携による南三陸ネットワークツアー 2/24
平成24年2月24日（金）～2月27日（月）
岡山組1泊4日＆長野組1泊2日

宮城県
まだまだ壊滅的で衝撃的な風景が広がる南三陸で、その中から立ち上
げる商店街と、美味しい全国からの連携を体験して、日頃からの地域間
連携と交流を構築していこうというモニターツアーである。

42 38

Ｓ－２２ エイチ・アイ・エス 元気トリップ宮城体験版　～出会い～ 3/2
平成24年3月2日（金）～3月4日（日）
1泊3日

宮城県

先の震災で大きな被害をおった石巻。NPO法人オンザロードは、震災直
後より泥かきボランティアを始め現在に至るまで様々な活動を続けて参
りました。長期にわたって活動する中、石巻をはじめ宮城のよいところを
知りました。それを今回、惜しみなく盛り込んだツアーを作成させていた
だきました。また、仮設住宅支援を実際に体験していただき、テレビや
新聞では、感じられない本当の現状を把握していただく機会になればと
考えております。

40 24

Ｓ－２３ JTB法人東京
（ボランティアと共に歩む）緑の真珠気仙沼大島観光
復興体験ツアー

3/3
平成24年3月3日（土）～3月4日（日）
1泊2日

宮城県

①震災を語り継ぐ「語り部」プログラム　②つばきをめぐるウォーキングツ
アー③つばき染め・ツバキ絞り体験④農業体験プログラム⑤地元素材
を使った料理教室と交流会⑥星空観測ツアー⑦観光復興ボランティア
（チョイボラ）ツアー・小田の浜浜辺の清掃、つばきトレイルの整備・つば
き山の下草狩り・漁業・農業のお手伝い

40 30

Ｓ－２４ クラブツーリズム 伊達な宮城仙台の粋な手作りモニターツアー 3/3
平成24年3月3日（土）～3月4日（日）
1泊2日

宮城県
①秋保工芸の里での工芸品の手作り体験　②慈眼寺の護摩祈祷と住
職法話

30 20

Ｓ－２５
近畿日本ツーリスト つながろうジャパン　ゴールデン！　ボランティアプロ

ジェクト参加ツアー
3/3

平成24年3月3日（土）～3月4日（日）
0泊2日

宮城県

ピースボート災害ボランティアセンターは、3月17日から宮城県石巻市、
女川町、で活動を展開し、多くのボランティア団体が撤退していく中、
9ヶ月以上経った今でも地元に密着した活動を展開している。石巻の基
幹産業である水産業の復興支援を大々的に行っているため、地元の漁
師さんなどとも接する機会が多く、石巻ならではの支援メニューとなって
いる。

32 19

Ｓ－２６
近畿日本ツーリスト

慶応義塾大学・南三陸支援プロジェクト　第2弾 3/3
平成24年3月3日（土）～3月4日（日）
0泊2日

宮城県

南三陸町学びのプログラムを採用／①「3.11～あの瞬間を忘れない～
写真パネル展」②南三陸町語り部ガイドによりこれまでの復興への取
組みを交えながら、自らの体験談を語っていただきます③浸水エリアの
視察と被災状況の解説を伺います

40 24

Ｓ－２７ ＪＴＢ法人東京
未来の子供に、牡鹿半島を桜の名所に！あなたの
手で。

3/3
平成24年3月3日（土）～4日（日）
1泊2日

宮城県

植樹による被災地ボランティア活動をしにくることをきっかけに、牡鹿の
手付かずの自然を存分に体感していただき、また金華山沖で採れる天
然のホヤやあわびなどの魚介類なども召し上がっていただくことができ
る。また、植えた木の成長を実行委員会が定期的にwebページにアップ
し、居住地域から牡鹿半島を確認しアプローチするきっかけにつなげ
る。

40 30

Ｓ－２８ ＪＴＢ法人東京
「東北の、そして子供達の未来造りの旅」・「ディス
ティネーションとしての東北の新たな価値の発見へ」
　～教職員の皆様、気仙沼へ行ってみませんか？～

3/3
平成24年3月3日（土）～3月4日（日）
1泊2日

宮城県

「島の学校」では海に関わる体験素材（「郷土料理作り」・「塩辛作り」
等）を、それに対して「里山感動体験」では里山の豊かな自然を活かし
た体験内容（「農村体験」・「伝統工芸体験」等）となっている。また、里
山と海を繋ぐプログラムとして「自然観察」を取り入れており、海そのも
のだけでなくその後背地である森を含めたトータルな視点で海を守る取
り組みについても学べる内容になっている。

35 20

Ｓ－２９
びゅうトラベルサービ
ス

震災復興ボランティア～力を合わせて「緑の真珠・大
島」の美しさを取り戻そう

3/9
平成24年3月9日（金）～3月11日（日）
2泊3日

宮城県

震災で被災した浄土ヶ浜、１階部分が未だ復旧しないビジターセン
ター、繋がらない三陸鉄道だけでなく、台風１５号により洞窟が冠水し
休業を余儀なくされた龍泉洞で係員の話を直接伺うことで、より深く現
地を理解でき復興支援にも力を入れることができると思います。また震
災に負けず情報を発信し続けた酒蔵あさ開、黙々と地元の伝統工芸を
伝える鉄器館をガイドの案内で見学し着実な復興への歩みを感じてもら
うことができます。

24 8

Ｓ－３０ ティー・ゲート
東日本大震災から1年。松島・塩釜復興祈念の旅と
日本三大荒神輿　鹽竈(しおがま）神社帆手祭（ほて
まつり）を体感！

3/10
平成24年3月10日（土）～3月11日（日）
1泊2日

宮城県

鹽竃神社帆手（ほて）祭は日本三大荒神輿と言われ江戸時代より続い
ている。地元で大切に伝承されている文化（祭り）を体感してもらい、そ
の後で、塩釜の食（寿司）と生活（門前町商店街の散策）を地元ガイド
の案内で堪能してもらう。松島では、五大堂・瑞巌寺・円通院などの歴
史的遺産を地元ガイドの説明で見ていただくとともに、数珠作り体験や

観瀾亭での抹茶体験で松島の文化を体験してもらう。

30 20

Ｓ－３１
ＪＴＢ関東
法人営業埼玉支店

ＪＴＢ復興支援プロジェクト　石巻応援バス 3/10
平成24年3月10日（土）～3月11日（日）
1泊2日

宮城県
被災地でのボランティア活動、現地ガイドの案内による被災地視察・復
興特別プランを利用しての観光

40 30

Ｓ－３２ クラブツーリズム
津軽の語り部体験と南三陸町志津川復興名店街に
行こう

3/16
平成24年3月16日（金）～3月17日（土）
1泊2日

宮城県 ①津波の語り部　②志津川福興名店街で買物 30 20

Ｓ－３３ 近畿日本ツーリスト 震災から1年　今こそ被災地へ 3/20
平成24年3月20日(火）～3月21日（水）
1泊2日

宮城県
マラソンのコース下見を兼ねながら、アクアマリンパーク（水族館）、いわ
き・ら・ら・みゅう（ショッピングモール）やスパ・リゾートハワイアンズと
いったいわき市の観光名所巡りを出来るツアーである点。

30 20

Ｓ－３４ 日本旅行
東北の酒蔵見学とご当地Ｂ級グルメを満喫！被災地
視察ツアー

2/25
平成24年2月25日（土）～2月26日（日）
1泊2日　※日程変更

宮城県・福島
県

①今、話題のB級グルメが本場現地で食べられる　②POINT-2：被災地
の現地視察ができる　③POINT-3：東北の2大酒蔵での試飲が可能

30 20

Ｓ－３５
日本旅行
東北

東北博覧会開催記念モニターツアー（宮城コース） 3/18
平成24年3月18日（日）～3月19日（月）
1泊2日

宮城県、山形
県

羽黒山で山伏体験　松島円通院で鎮魂数珠つくり体験 30 25

Ｓ－３６
日本旅行
東北

東北博覧会開催記念モニターツアー（宮城コースⅡ） 3/18
平成24年3月18日（日）～3月19日（月）
1泊2日

宮城県・山形
県

青森ねぶた体験、ハネト体験　八戸市と蕪島を案内人にて巡る 30 25

Ｓ－３７ ティー･ゲート 未来のプランナーによる、北秋田・キカクの旅。 2/25
平成24年2月25日（土）～2月26日（日）
1泊2日

秋田県

沿線の農家のお母さんたちが一駅ごとに料理を持ち込み終点までに旬
の郷土料理のコースが食べられる、動く農家レストラン「ごっつお列車」
に乗車。森吉山の「樹氷鑑賞」と、伝説の猟師・マタギと歩く森吉山・樹
氷平。マタギが実際に雪山の歩き方を伝授・地元の“おかあさん”と、
じっくり語り合える農家民宿。事前勉強会を開催し、2日目の秋田内陸
縦貫鉄道沿線の行程を参加者自らがプランニングする。

20 10

Ｓ－３８ クラブツーリズム
頑張れ東北！頑張れローカル線！　『冬の秋田ロー
カル線の旅』モニターツアー

3/2
平成24年3月2日（金）～3月3日（土）
1泊2日

秋田県
①車窓ガイド同乗（JR花輪線） ②またぎ列車（秋田内陸縦貫線）　③秋
田おばこ同乗（由利高原鉄道）

40 25
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ＮＯ． 主催旅行会社 モニターツアータイトル 出発日
ツアーの実施日程

（複数回の場合には、複数記載）

ツアーの
目的地

（都道府県名）

着地型旅行素材や体験プログラム等の地域の魅力を深く体
験できるメニュー内容

募集人数
（複数回開
催の場合
は合計人
数）

最少催行
人数（複数
回開催の
場合は合
計人数）

Ｓ－３９ 秋田コスモトラベル
真冬の日本海にカメラで挑む～荒波と男鹿の民俗撮
影モニターツアー

3/2
平成24年3月2日（金）～3月4日（日）
2泊3日

秋田県

厳冬期の男鹿半島の魅力を撮影していただくメニュー。怒涛渦巻く日本
海、凍りついた滝、寒風吹きすさぶ海岸線、なまはげなどの撮影メ
ニューを用意し、秋田県内外のアマチュアカメラマンたちに撮影していた
だく。さらに作品をコンテスト形式で評価し、ネット上で公開する。もちろ
んおいしい郷土料理の食事も用意し、男鹿半島の魅力を堪能していた
だく。

20 10

Ｓ－４０
近畿日本ツーリスト
秋田支店

角館のひなまつりと由利本荘ひな街道めぐり
伝統雛が皆様をお迎えします。『秋田の魅力
新発見の旅』

3/8
平成24年3月8日（木）～3月10日（土）
2泊3日

秋田県

秋田の冬のまつり（小正月行事）体験　⇒　①横手市：横手のかまくら
②男鹿市：なまはげ柴灯まつり　体験プログラム⇒①男鹿市：なまはげ
講座　②きりたんぽ鍋作り　③郷土芸能「なまはげ太鼓」体験  ④男鹿
市：石油備蓄基地の見学　⑤男鹿市：諸井醸造にてしょっつる工場見学
⑥潟上市：小玉醸造にて秋田の酒蔵見学
郷土食を楽しむ⇒①秋田名物鍋の食べ比べ：　きりたんぽ鍋　　・しょっ
つる鍋　　・山の芋鍋　②Ｂ級グルメと小正月料理　横手市：横手のやき
そば　角館：稲庭うどんと餅つき大会

36 24

Ｓ－４１ クラブツーリズム
頑張れ東北！　『冬の秋田・男鹿しょっつる料理』モ
ニターツアー

3/9
平成24年3月9日（金）～3月10日（土）
1泊2日

秋田県
しょっつる料理体験（特別メニュー）男鹿Ｂ級グルメ『男鹿のやきそば』
（しょっつるを使った焼きそば）

40 25

Ｓ－４２ 由利高原鉄道 冬のまるごと由利本荘（ローカル列車と城下町矢島） 3/10
平成24年3月10日（土）～11日（日）
秋田発/仙台発/酒田発/盛岡発/山形発/
新潟発

秋田県
一番の売り物は、ローカル色豊かな第３セクターの「由利高原鉄道」に
実際に乗車すること、次にこじんまりした城下町「矢島」観光サポーター
のガイドで歩くこと、３番目には雪深い温泉にて心を癒すこと

320 120

Ｓ－４３ 日本旅行
鉄道ファンによる、鉄道ファンのための企画会議　in
由利高原鉄道

3/10
平成24年3月10日（土）～3月11日（日）
1泊2日

秋田県
イベント列車「熱燗列車」「宇宙戦艦ヤマト号」などの鉄道関連企画。
「酒蔵見学」貸切列車にアテンダントが乗務し、車内における案内や「さ
くら茶」のサービスなどを、着物姿の女性が対応します。

30 18

Ｓ－４４
日本旅行
東北

東北博覧会開催記念モニターツアー（秋田コース） 3/18
平成24年3月18日（日）～平成24年3月19
日（月）
1泊2日

秋田県 真山神社伝承館でなまはげ体験　角館で歴史案内人のガイド付き。 30 25

Ｓ－４５ 山形鉄道

★山形新幹線20周年・山形鉄道プレ25周年記念！ ローカル鉄道を大学に

しちゃいました！ 山形鉄道大学開校！「フラワー長井線貸切復興支援列車

移動キャンパス」と「駅中留学」！ウサギ駅長も太鼓判！有名鉄道写真家

「米屋浩二復興支援写真教室」と「みんなでつくろう木造駅舎の喫茶店＆オ

リジナル駅弁」

2/4
平成24年2月4日（土）～2月5日（日）
1泊2日

山形県

①全国でも珍しい「公募社長」が、昔ながらの駅弁屋さんスタイルで、窓
ごしに駅弁を届ける。（フラワー長井線はいまだに窓が開く）もちろんお
茶もいまどき珍しい土瓶風容器に入っている。②その駅弁の名は「山形
弁」。そう、山形弁「方言ガイド」が車窓を面白おかしく案内する。③この
時期は列車が止まってしまうほどの大雪が降る。そんな「豪雪列車」に
乗車するのも貴重な体験である。④大正時代からそのままの木造駅舎
が今回の学びの場所。ここで有名写真家による貴重な鉄道写真教室を
実施。この羽前成田駅では動物駅長である「猫の駅長（羽前ニャリ太」）
と全国でここでしか会えない「鯉」の駅長（幸せコイ代）がお出迎えしま
す．（成田駅には鯉の伝説がある）⑤午後からは参加者で本物の昔な
がらの木造客車で使っていた座席を組み立て、鉄道模型のジオラマを
飾った喫茶店を開店させる。駅舎の外にはフラワー長井線の形をした雪
像かまくらを創る。ちょうど当日は長井市・南陽市で「雪灯り回廊まつり」
が開催中。成田駅も復興支援を兼ねその回廊をフラワー長井線で繋
ぐ。

20 12

Ｓ－４６
ＪＴＢ東北
庄内支店

冬の庄内　月山山麓で雪を楽しむスノーライフな旅
～雪が織りなすアートな景色　雪を眺め雪で遊ぶ
雪深い山村のホットな日～

2/18
平成24年2月18日（土）～2月19日（日）
1泊2日

山形県

地域住民と交流しながら、参加者自らの発想や感性を活かしながら雪像等、雪を活

用した造形物の制作体験に参加できる。地域住民とともに、キャンドルで雪を飾り、

幻想的な雪灯りを鑑賞できる。地域住民の指導のもと、かんじきス･ノーシューのト

レッキングや、スノーモービル体験、歩くスキー体験など豪雪地帯ならではの雪上の

体験プログラムに選択参加できる。冬の最上川の舟下りを体験できる。地域お母さ

んたちが作る郷土料理を、地域のお母さんたちと触れ合いながら食べて頂く事がで

きる。

15 10

Ｓ－４７
JTB東北
山形支店

5ｍの積雪を体感！雪旅籠の灯り製作体験ツアー 2/23
平成24年2月23日（木）～2月25日（土）
2泊3日

山形県

5ｍに迫る豪雪を体感。鑑賞するだけでなく、製作する側に立つことで、
初日オープニングセレモニー開催時のライトアップは感動すること間違
いなし。最終日には、地元産出の「めのう」を使った「自分だけのアクセ
サリー・ペンダント作り」を体験。西川町の名物料理である「月山山菜そ
ば」、春を感じる「雛膳料理」、古くから伝わる料理を再現した「雪旅籠御
膳」など、地元の食材を使用したおもてなし料理もご賞味いただける。

40 30

Ｓ－４８
ＪＴＢ東北
山形支店

雪国やまがたとことん満喫！こころを洗う雪の体験と
ほっこりあったか田舎料理

3/2
平成24年3月2日（金）～3月4日（日）
2泊3日

山形県

観光客の減少する冬の季節を踏まえ、かんじきトレッキングなど冬を満
喫出来るアクティビティを中心に、世界に誇る樹氷のライトアップ鑑賞な
ど山形でしか体験できないプログラムを取り入れた。また、冬期間の特
産物の収穫体験や、冬の郷土料理を満喫する。

40 30

Ｓ－４９
ＪTB東北
山形支店

うんまい金山あがらっせ！早春の食体験とメープル
サップ採取体験

3/9
平成24年3月9日（金）～3月10日（土）
1泊2日

山形県
早春の1～2週間しか採取できない金山町名物の「メープルサップ採取
体験」を中心に、春の訪れを感じられる金山町の”食”めぐりや体験を行
う。

30 20

Ｓ－５０ 近畿日本ツーリスト 東北博覧会開催記念モニターツアー（山形コースⅡ） 3/18
平成24年3月18日（日）～3月19日（月）
1泊2日

山形県
冬の東北の魅力を堪能して頂き、東北の代表的な観光地（山寺・塩釜・
松島）を巡ることにより被災地を活気づける

30 25

Ｓ－５１ 近畿日本ツーリスト 東北博覧会開催記念モニターツアー（山形コース） 3/18
平成24年3月18日（日）～3月19日（月）
1泊2日

山形県・宮城
県

鎮魂の思いを込め松島円通院で数珠作り体験を行い被害者のご冥福
を祈る

30 25

奧会津　昔のかほりと雪国満喫！ 1/28
①平成24年1月28日（土）～29日（日）
1泊2日

福島県 25 15

奧会津　昔のかほりと雪国満喫！ 1/26
②平成24年2月26日（日）～27日（月）
1泊2日

福島県 25 15

①平成24年2月3日（金）～2月4日（土）
1泊2日

25 12

②平成24年2月17日（金）～2月18日（土）
1泊2日

25 13

Ｓ－５４ 近畿日本ツーリスト
日本の復興を「いわき」から　～復興祈念～
第3回いわきサンシャインマラソン下見＆観光ツアー

2/11 平成24年2月11日(土） 福島県
マラソンのコース下見を兼ねながら、アクアマリンパーク（水族館）、いわ
き・ら・ら・みゅう（ショッピングモール）やスパ・リゾートハワイアンズと
いったいわき市の観光名所巡りを出来るツアーである点。

40 25

Ｓ－５５ 福島交通観光 「ふくしまの今」　四季の旅シリーズ　冬のふくしま 2/26
②2月26日（日）～2月27日（月）
1泊2日

福島県

津波被害および現在も進行する原発被害の中で生きる県民の生の声を
聞いてもらう。日本ジオパークの指定を受けた磐梯山の認定ガイドが冬
の猪苗代湖の魅力を案内。ボランティアガイドによる白河市小峰城の歴
史や被災状況を案内。

20 10

Ｓ－５６
アールエイチ企画

東北初！日本ジオパーク認定記念　冬の幻想美を
巡る磐梯山ジオツアー

2/28
平成24年2月28日（火）～2月29日（水）
1泊2日

福島県

しぶき氷：磐梯山から吹きつける風が湖水を湖岸の木々に打ち付け、そ
れが凍り付いたのがしぶき氷。 幻想的な風景を見る。
五色沼：磐梯山の噴火によって形成された沼。真っ白に染まったキャン
バスに浮かぶ神秘的な沼をスノーシューで歩く。
彗日寺：磐梯山信仰と結びついた会津仏教文化発祥の地”彗日寺”寺
院群を知る。

30 20

福島県

Ｓ－５２

Ｓ－５３ みなみやま観光

地域の郷土食（おひら・水飴）や地域に残る歳の神（おんべ）行事に参
加。雪あそびでは、かんじきで歩いたり、そり乗り、スノーモービル。
籐つる細工、語り部による昔話。

冬の大自然を満喫する、”かんじき”雪原ウオーク体験・”かまくら”作り
体験と日本の源風景茅葺き屋根の雪景色を見ながらの国指定”前沢曲
家集落散策。そして古民家レストランでの郷土料理と秘湯温泉。どこか
懐かしい風情が魅力のツアーです。

一社　只見町
観光まちづくり協会

2/3

南会津・安全安心実感・着地型観光モニターツアー”
旅行DE支援”　～がんばろう福島！がんばっぺ南会
津！～　「日本の原風景・雪景色の茅葺き屋根集落
散策と雪国体験　1泊2日」
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ＮＯ． 主催旅行会社 モニターツアータイトル 出発日
ツアーの実施日程

（複数回の場合には、複数記載）

ツアーの
目的地

（都道府県名）

着地型旅行素材や体験プログラム等の地域の魅力を深く体
験できるメニュー内容

募集人数
（複数回開
催の場合
は合計人
数）

最少催行
人数（複数
回開催の
場合は合
計人数）

Ｓ－５７ ＪＴＢ法人東京
小名浜復興寄席とスパリゾートハワイアンズ～　「笑
い」と「旅」で繋ぐちいきのちから～

3/2
平成24年3月2日（金）～3月3日（日）
1泊2日

福島県

小名浜復興寄席・・・いわき市の臨海部「アクアマリンパーク」内の「い
わきら・ら・みゅう」、「美食ホテル」で浅草や新宿の寄席で活躍をしてい
る噺家さんの落語を聴く。この場所自体は観光目的で設立されたが、
震災後は地元住民の情報交換の場としても重宝されている為、地元住
民との交流も図れる。

40 25

Ｓ－５８ 会津鉄道 会津歴史探訪＆ほろ酔い列車体験ツアー 3/3
平成24年3月3日（土）～3月4日（日）
1泊2日　※日程変更

福島県

会津にあるローカル鉄道の看板列車のお座トロ列車で会津の主要産業
である清酒を蔵元の説明付きで味わえる企画列車に乗車できる。ま
た、会津のシンボル鶴ケ城見学時に会津藩の歴史を学ぶことが出来る
メユーや会津のもう一つのシンボル起き上がり小法師の絵付け体験の
メニューを揃え、震災や原発の影響で被害を被っているけど、また小法
師のように立ち上がる姿を体験出来る。

30 20

Ｓ－５９
JTB法人東京
法人営業横浜支店

イナワシロから元気発信！冬　体感の旅 3/3
平成24年3月3日（土）～3月4日（日）
1泊2日

福島県
福島県産の野菜を使った料理体験（昼2回、夕1回）、猪苗代湖畔雪上
ウォーキング。

30 25

Ｓ－６０ 近畿日本ツーリスト
GAMBARUZO!ふくしまシリーズ　亀ヶ城特別レース
城攻めマラソン＆ソリやぶさめ　バイアスロンレース
参加ツアー

3/3
平成24年3月3日（土）～3月4日（日）
1泊2日

福島県

福島県でも有数のウインターリゾートで開催される「第1回亀ヶ城レー
ス」は、マラソンとソリ流鏑馬(やぶさめと言う雪国体験と共に、猪苗代町
民とのふれあいの場としても期待できる。また、翌日のスキー場体験で
は、震災前と変わらぬ磐梯高原のウインタースポーツの魅力に触れて
もらう機会となる。

30 18

Ｓ－６１ 近畿日本ツーリスト
いわき『被災・復旧・復興の道のりを学ぶ企画展見学
とフラガール体験』

3/3
平成24年3月3日（土）～3月4日（日）
1泊2日

福島県
いわき市観光物産センター“いわきららミュウ”にて被災・復旧・復興の
道のりを学ぶ企画展見学およびハワイ文化発祥の地であるスパリゾー
トハワイアンズでのフラガール体験。

35 20

Ｓ－６２
JTB法人東京
法人営業横須賀支店

会津若松応援団　友好都市会津若松市を訪ねて 3/10
平成24年3月10日（土）～3月11日（日）
1泊2日　※日程変更

福島県

・会津の郷土玩具…赤べこ絵付け体験：現地で実際に作ることによって
会津若松の文化芸能に触れる。
・バス車内にて物品紹介…販売：バス車内で販売することにより、購買
意欲を高める事はもとより、目的地の魅力を伝えることができる。
・鶴ヶ城…通常案内しない裏側の入場やロケ地の見学。雰囲気の違っ
たな会津若松を感じることができる。
・伝統芸能鑑賞及び参加…伝統芸能を見るだけでなく一緒にやる事に
よって、新たな感動が生まれる。

30 20

Ｓ－６３
トップツアー がんばっぺ！福島　スパリゾートハワイアンズとアク

アマリンふくしま 復興の軌跡を訪ねる1泊2日
3/11

②平成24年3月11日（日）～3月12日（月）
1泊2日　※日程変更

福島県

スパリゾートハワイアンズでの「いっしょに南国体験タイム」…フラガール
によるウクレレやポイボールのミニレッスン、バンドメンバーとのタヒチア
ン楽器体験
スパリゾートハワイアンズでの「グランドポリネシアンショー」…復活なっ
たフラガールたちによる華麗なポリネシアンショーを観賞

30 20

Ｓ－６４
JTB法人東京
法人営業横須賀支店

新しい歴史文化の発見　友好都市会津若松市を旅
する2日間

3/11
平成24年3月11日（日）～3月12日（月）
1泊2日

福島県

・会津の郷土玩具　赤べこ絵付け体験：現地で実際に作ることによって
会津若松の文化芸能に触れる。
・バス車内にて物品紹介/販売：バス車内で販売することにより、購買
意欲を高める事はもとより、目的地の魅力を伝えることができる。
・鶴ヶ城：通常案内しない裏側の入場やロケ地の見学。雰囲気の違った
な会津若松を感じることができる。
・伝統芸能鑑賞及び参加：伝統芸能を見るだけでなく一緒にやる事に
よって、新たな感動が生まれる。

40 30

Ｓ－６５
カズ・ウェブファクト
リー

会津南山御蔵入生活体験プラン　【猟師（マタギ）体
験プラン】

3/10
平成24年2月～3月10日（土）の間
1泊2日

福島県・栃木
県

山の神を敬う、究極の自然体験＆伝統文化継承プラン！雪山を熟知し
たプロ集団と猟期間中に行う本格的狩猟体験を中心とした奥会津生活
体験プランです！

50 10

Ｓ－６６
ジェイティービー
東北商品事業部

春雪の会津巡り・雪小法師作り体験と山形蔵王モン
スター樹氷見学

3/11
平成24年3月11日（日）～3月12日（月）
1泊2日

福島県・山形
県

雪小法師作り体験 30 25

Ｓ－６７
ジェイティービー
東北商品事業部

東北博覧会開催記念モニターツアー（福島コース） 3/18
平成24年3月18日（日）～3月19日（月）
1泊2日

福島県・山形
県

福島花案内人による観光地ガイド、紅花染体験 30 25

Ｓ－６８
ジェイティービー
東北商品事業部

東北博覧会開催記念モニターツアー（福島コースⅡ） 3/18
平成24年3月18日（日）～3月19日（月）
1泊2日

福島県・山形
県

中尊寺現地ガイド同行、円通院数珠つくり体験（料金別）等 30 25

Ｓ－６９
JTB関東
法人営業水戸支店

水戸の梅まつり見学と大洗の海満喫コース 2/23
平成24年2月23日（木）～2月24日（金）
1泊2日

茨城県

○大洗町：大洗町内ホテル内にてあんこうの吊るし切りの実演をご覧頂
きます。ご夕食ではあんこう鍋をお楽しみ頂きます。○大洗町：ハマグリ
に絵付けをする貝合わせまたは海藻で絵はがき作り体験。○水戸市：
地元ボランティアガイドと一緒に寒梅をご覧頂きながら、偕楽園の震災
から復興までのご案内を致します。

40 30

①平成24年2月25日（土） 50 30

②平成24年3月3日（土）
（好評であれば追加予定）

50 30

Ｓ－７１ クラブツーリズム 茨城支援・伝統工芸品等体験モニター 3/1
平成24年3月1日（木）～3月2日（金）
1泊2日

茨城県
①結城紬の織りと染め体験　②笠間焼陶芸体験と第12回桃宴見学
③真壁石灯篭工房見学と真壁おひなさままつり

30 20

Ｓ－７２
ＪＴＢ九州
旅物語センター

～「絆」で結ぶ！ 旅を通じて「日本」を元気に！～茨
城・いわき・会津 横断モニターツアー3日間

3/5
平成24年3月5日（月）～3月7日（水）
2泊3日

茨城県・福島
県

会津若松市において、地元ボランティアガイドさんと、会津の歴史にふ
れるとともに、伝統産業である「会津漆器」や手作りの御菓子屋、会津
田楽のコース料理などを体験する。

20 20

Ｓ－７３ クラブツーリズム 冬だから日光雪祭り&益子焼の里探訪 2/25
平成24年2月25日(土)～26日(日)
1泊2日

栃木県

①益子焼の里ガイドウォーク　益子参考館　陶芸メッセ見学
②益子焼　陶芸体験
③益子焼ショツピング
④冬の日光東照宮参拝
⑤奥日光雪祭り鑑賞　氷彫刻　雪灯里　花火

40 24

Ｓ－７４ クラブツーリズム
「北関東一の骨董市と桐生織り歴史文化溢れる町並
み探訪」

3/3 平成24年3月3日(土) 群馬県

①北関東一の規模を誇る三大市（古民具骨董市・買場紗綾市・楽市蓙
座）
②桐生からくり人形芝居見学
③雛飾りが溢れるノコギリ屋根工場を中心とした古いまちなみ散策＆
郷土料理飲食体験
④伝統的な工芸品桐生織物　藍染・織物体験や工場見学
⑤知る人ぞ知る お銭湯七福神巡り・銭湯で落語を聞く( 集客数が多い
場合、わたらせ渓谷温泉も検討)

40 24

①災害から復活した「ひたちなか海浜鉄道4ヶ月の歩み」を社長や現場
の鉄道社員による説明を受けながら昭和30年～40年代製造の現役レト
ロ車両に体験乗車する。②水戸偕楽園では、災害の様子や歴史を語り
ながらボランティアガイドの説明を受ける。③風評被害で悩むいちご園
での茨城県産いちご狩りを体験④海鮮汁のふるまいなどの地元の方々
のおもてなしを受ける。⑤「那珂湊駅前地産地消物産市」も開催。

東日本大震災復興祈念企画！「ひたちなか海浜鉄
道貸切復興支援列車」がんばろう茨城！応援ツアー
（茨城地場産25品 （ふっこう）福袋付き）

読売旅行
盛岡営業所

Ｓ－７０ 2/25 茨城県
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ＮＯ． 主催旅行会社 モニターツアータイトル 出発日
ツアーの実施日程

（複数回の場合には、複数記載）

ツアーの
目的地

（都道府県名）

着地型旅行素材や体験プログラム等の地域の魅力を深く体
験できるメニュー内容

募集人数
（複数回開
催の場合
は合計人
数）

最少催行
人数（複数
回開催の
場合は合
計人数）

2/23 ①平成24年2月23日（木） 35 20

2/26
②平成24年2月28日（火）
0泊1日

35 20

Ｓ－７６
内田観光サービス

雪国体験雪灯りロードボランティアツアー 3/10
平成24年3月10日（土）～3月11日（日）
1泊2日

新潟県
単にイベントに参加するだけでなく、イベント準備の段階よりボランティア
として係わり、一緒にイベントを作り上げる体験をしていただく。

25 10

Ｓ－７７

日本旅行
赤い風船
西日本事業部

自然と歴史にふれる三重の旅 3/3
平成24年3月3日（土）～3月4日（日）
1泊2日

三重県
瀞峡ウォータージェット船にて雄大な自然を見学、かつて利用されてい
た炭鉱トロッコに乗車、熊野古道・伊勢路として伊勢神宮から熊野三山
へ向かうときに庶民が歩いた道をウォーキング体験

30 18

Ｓ－７８ クラブツーリズム
「世界遺産・心身再生の地・秘湯・名湯三昧。癒やし
と健康ウォーキング」

3/4
平成24年3月4日（日）～3月6日（火）
2泊3日

奈良県

①「源泉掛け流し宣言」を日本で初めて宣言。全村全ての温泉が掛け
流しです。上湯温泉、十津川温泉、湯泉地温泉の3温泉地を有します｡
②世界遺産･熊野古道「小辺路」のシンボル果無集落散策　③地元が
強力に冬から初春の観光資源化を推進する「二津野湖」おしどり観察ガ
イドウォーク

40 24

2/28
①平成24年2月28日（火）～2月29日（水）
1泊2日

30 18

3/4
②平成24年3月4日（日）～3月5日（月）
1泊2日

30 18

Ｓ－８０ アイ・ティ・エス
南紀勝浦ひなめぐりと那智の自然と産業の未体験ツ
アー

2/28
平成24年2月28日（火）～2月29日（水）
1泊2日

和歌山県

◆丸正酢醸造元にて酢工場見学（100年以上続いている企業でお酢の
製造過程で杉の樽を使うことに固執している醸造元、麹も室部屋を使っ
て作成。社長自ら細菌の気持ちを研究するために山伏修行（精神修行・
ほら貝）を行い、見学行程中に見せていただきます）　◆那智勝浦ひな
めぐり（三大勝浦（徳島・千葉・和歌山県）と連携をとりながら三大ひな
めぐりを目標に実施、将来ビッグひなめぐり計画中）　◆道普請・那智
ビーチ清掃（台風12号の影響により那智川から流失した木々等を海水
浴シーズンまでに一掃したいという地元の要望を受けて実施）　◆神秘
の滝ウォーク（普段入れない熊野那智大社の聖域に入山し、普段見れ
ない二の滝・三の滝をめぐります）

40 25

3/2 ①平成24年3月2日（金）～3月3日（土） 30 20

3/9
②平成24年3月9日（金）～3月10日（土）
1泊2日

30 20

Ｓ－８２ 阪急交通社
元気です和歌山県！　湯ったり南紀周遊と高野山3
日間

3/2
平成24年3月2日（金）～3月4日（日）
2泊3日

和歌山県
熊野速玉大社での正式参拝。往路紀勢本線の特急「ワイドビュー南
紀」や復路に「南海高野線」など被災した路線を取り入れた列車の旅。
「紀の松島遊覧船」への乗船。

40 24

Ｓ－８３ 近畿日本ツーリスト
　和歌山県・南紀勝浦＆タイ・チェンマイ交流事業
「南紀勝浦　イーペン　セレモニー」

3/3
平成24年3月3日（土）～3月4日（日）
1泊2日

和歌山県
　タイのチェンマイのお祭り「イーペン」で行われる行事を、交流事業とし
て、被災地復興を願い、南紀勝浦で行います。

100 60

Ｓ－８４ アクセストラベル 負けるな和歌山県、熊野古道・修行体験型ツァー 3/3
平成24年3月3日（土）～3月4日（日）
1泊2日

和歌山県

近年年齢層も幅広く『パワースポット」と表して深く関心を寄せている聖
域『世界遺産　熊野古道』への観光が出来る事と、現役の修嶮道先達
からの指導を受けながら、勤行や禊行潔斎行などの日本古来から受け
継がれる精神修行を体験する事が出来る事

45 30

Ｓ－８５ トレックトラベル もっと健康と美を！頑張れ和歌山県支援ツアー 3/10
平成24年3月10日（土）～3月11日（日）
1泊2日

和歌山県
熊野古道健康ウオーキング、川湯温泉、秋津野ガルデンでの健康食作
り、地元特産の昼食など。

40 20

Ｓ－８６
近畿日本ツーリスト
和歌山県支店

　【台風１２号紀伊半島大水害復興支援モニターツアー】
ウインズ平阪さんと行く熊野詣でと地元復興イベント・南

紀勝浦Ｃ級グルメフェアに参加南紀勝浦温泉１泊２日
3/10

平成24年3月10日(土)～3月11日(日)
1泊2日

和歌山県
①世界遺産・熊野三山(熊野本宮大社、熊野速玉大社、熊野那智大社)
を参拝　②専任スタッフ<熊野セラピスト(健康インストラクター)>のご案
内による熊野古道道普請ウォーク

40 30

Ｓ－８７
ヘブンリーバレー
（ヘブンリーツアー）

熊野の森を感じるツアー 3/10
平成24年3月10日（土）～3月11日（日）
1泊2日　予定

和歌山県
世界遺産熊野古道は熊野の森によって育まれてきた。森林組合の協
力によって、熊野の森づくり体験をすることで、熊野の自然と歴史・文化
に深く触れることができる。

20 10

Ｓ－８８ JTB法人東京
インナーネットカフェ@高野山　山上の聖地（世界遺
産）高野山に浸る、自分磨きの旅

3/11
平成24年3月11日（日）～3月12日（月）
1泊2日

和歌山県

聖陵”弘法大師御廟”につながる「奥乃院」地域を現地ガイドがたっぷり
ご案内。宿坊にご宿泊いただき、精進料理の夕食後は「阿字観（あじか
ん）」と「写経」体験。翌朝は、修行僧たちの厳粛な雰囲気の中で「朝の
お勤め」体験。精進料理の朝食後、「総本山金剛峯寺」と奥乃院と並び
高野山の二大聖地と言われる「壇上伽藍」を探究いただきます。

30 20

Ｓ－８９

日本旅行
赤い風船
西日本事業部

日本旅行のカリスマ添乗員　「平田伸也」と行く南紀
勝浦支援モニターツアー　行くわ待っててね！

2/18
平成24年2月18日（土）～2月19日（日）
1泊2日　※予定

和歌山県
JR勝浦駅での歓迎セレモニー、名物マグロ丼、紀の松島めぐり、生マグ
ロの解体ショーと新鮮なお造りの賞味、語り部同行の那智山めぐり、補
陀洛山寺での講話など

120 80

Ｓ－９０ JTB法人東京 新燃岳噴火災害復興祈念ツアー 2/25
平成24年2月25日（土）～2月26日（日）
1泊2日

宮崎県

高原町内民家レストランにてオーガニックランチ、高原町内農家にて収
穫体験、新燃岳噴火災害復興祈念植樹祭（「Present Tree in 高原」植
栽地）参加、地元被災農家おふるまいの昼食、日本の始まりを伝え歴
史の息吹を感じる神々のふるさとと呼ばれる神武の里歴史散歩道体験
など

30 25

Ｓ－９１ クラブツーリズム 奄美は元気です！ 2/17
平成24年2月17日（金）～2月19日（日）
2泊3日

鹿児島県
南国島国ならではのマングローブに関わる体験、特産品大島紬に関す
る体験

30 20

合計 3,644 2,306

和歌山県

『地元とコラボ　和歌山県復興ツアー』ツアーランド 和歌山県

千葉県Ｓ－７５

Ｓ－７９

Ｓ－８１

①地元のおかみさんが直々に同行し各店や各家のお雛様をご案内 ②
酒蔵では、通常は見ることのできない仕込み中の蔵の中で蔵人などの
ご案内を受ける（※仕込みのタイミングにより直説櫂棒を入れる事がで
きるかも…）

頑張れ千葉！　『小江戸佐原早春の新体験』モニ
ターツアー

2～4月上旬の間しか入山許可の出ない那智聖域の滝を語り部と一緒
に歩く。

●台風被害地の写真修復（国立和歌山県大学の学生が取り組んでお
り、写真プリンター業界ＮＯ１のノーリツ鋼機が資材提供をされている。
●今後、全国でブームになるだろう、ビッグひな祭りが、この３月１日か
ら、勝浦漁港周辺の街で開催される。今後、毎年開催を目指しており、
大きく育つ様、応援したい。

クラブツーリズム

日本旅行
西日本営業本部ＪＲ
営業推進部ＪＲ商品
企画チーム

元気です！那智勝浦　パワースポットゴトビキ岩と世
界遺産那智原生林ウォーク
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NO. 主催旅行会社 モニターツアータイトル 出発日
ツアーの実施日程

（複数回の場合には、複数記載）

ツアーの目的
地（都道府県
名）

長期滞在の魅力を高める旅行素材や体験プログラム等のメ
ニュー内容

募集人数
（複数回
開催の場
合は合計
人数）

最少催行
人数（複
数回開催
の場合は
合計人

Ｔ－１ ＪＴＢ北海道

富良野の高校生が創った！2011年観光
甲子園グランプリ作品　＜へそのまちが
ええじゃないか！＞　～ふらの人になる
WINTERツアー～

2/28
平成24年2月28日（火）～3月3日（土）
4泊5日

北海道

第3回（2011年）観光甲子園でグランプリ（文部科学大臣賞）を
受賞した作品を基に企画作成。富良野緑峰高校3年生が「究
極の観光旅行でもある、移住に向けたツアー」をコンセプトに、
富良野の良いところだけでなく、できるだけ富良野市民の普段
の生活を体験できる観光プランを盛り込んだ移住促進体験ツ
アー。

10 6

①平成24年2月24日（金）～2月28日
（火）
4泊5日

10 6

②平成24年2月28日（火）～3月3日（土）
4泊5日　※日程変更

10 6

Ｔ－３ はぎわら観光
本格的陶芸体験！焼き物の里「益子」で
陶芸家にプチ弟子入りツアー

2/19

平成24年2月19日（日）～2月22日（水）
3泊4日　1回目（前半）
平成24年3月4日（日）～3月10日（土）
6泊7日　2回目（後半）

栃木県

全行程11日間の滞在により、陶器作りの全過程（ろくろや絵付
け、釉薬かけ作業、登り窯の窯積み、窯焚き）を陶芸家の指導
のもと行います。特に陶芸好きなら一度は経験したいという登
り窯での窯焼きを行い「プチ弟子入りツアー」の名の通り本格
的な陶芸体験をします。

10 6

Ｔ－４
一般社団法人信
州いいやま観光
局

雪国の小京都・信州いいやま　冬のロン
グステイプラン　5泊6日モニターツアー

2/11 平成24年2月11日(土)～16日(木) 長野県

本プラン利用者はスノーシュー体験が無料。また、市内にある
自然体験施設「まだらお高原・山の家」、「なべくら高原・森の
家」では、各種体験プログラムが充実しており、誰でもプログラ
ムに参加することができる。

50 30

Ｔ－５ クラブツーリズム

"暮らすように旅する"特別企画！1都市
滞在型のじっくり観光！南紀勝浦温泉ホ
テル浦島で過ごす　のんびり過ごすあっ
たか6日間

3/4
平成24年3月4日（日）～3月9日（金）
5泊6日

和歌山県

宿泊施設の湯めぐりが楽しめます。町中のガイドウォークで地
元の方々との交流機会が生まれます。泊・食分離の市街地飲
食店での食事機会が増える優待サービスをします。生まぐろ
缶詰づくり体験が無料でできる特典を付与します。

40 24

Ｔ－６ 三洋汽船 瀬戸内海ヨット倶楽部クルーズ 3/1
平成24年3月1日（木）～3月5日（月）
4泊5日

岡山県・広島
県・愛媛県

○船の旅は、「時間持ち」の楽しみ方。クルーズ船による、ゆっ
たりとした時間を提供
○小規模催行による機動性（大型クルーズ船にはできない小
島への寄港等）
○寄港先の島などでセレクトできる周遊プログラムや季節性
の豊かな食事メニューの提供

10 8

Ｔ－７ ＪＴＢ九州 たっぷり阿蘇ゆるっと満喫5日間 3/8
平成24年3月8日（火）～3月12日（月）
4泊5日

熊本県

１）背戸屋めぐり：昭和の風情が残る杖立温泉街の背戸屋をみ
ちくさ案内人の話を聞きながら歩く約1時間のコース。２）専門
ｶﾞｲﾄﾞがご案内！阿蘇山ロープウェー乗り場から火口を目指し、
中岳、さらには高岳頂上まで登山するトレッキングコース。３）
阿蘇神社周辺散策：阿蘇神社の歴史を学び、風情豊かな水基
めぐり、周辺に軒を連ねる商店街を好みに合わせて散策。４）
ゆっくりのんびり暮らす旅「たじりどまり」：うぶやま民宿への宿
泊と昼食や散策プランを組み合わせた1泊2日の滞在ツアー
（たじり集落散策や郷土料理の食べ歩き、農業体験、池山水
源の見学）など。

15 10

Ｔ－８ ＪＴＢ九州
照葉樹林文化が醸す！住みたくなる町の
暮らし体験

3/1
平成24年3月1日（木）～3月5日（月）
4泊5日

宮崎県
・照葉樹林トレッキング　　・農業（アグリ）体験　・有機野菜を
使ったスローフード体験

15 10

合計 170 106

岩手県

・遠野で日本の古きよき昔の暮らしを親子で体験
　（江戸時代から変わらない農家建築の曲り屋で宿泊、そばう
ち・餅つき・けいらんなどで昔の農家の生活体験、河童淵で妖
怪探し、柳田國男も聞いたおばあちゃんの方言による昔話、
囲炉裏を囲んで家族の語らい）
・遠野から被災地を訪れ、自然の脅威と防災の大切さを震災を
体験した語り部から現地で学ぶ親子学習
・（遠野で体験する）岩手の自然と昔ながらの人々の生活を
イーハトーブ（理想郷）と言った宮沢賢治の世界観の体験、学
習in花巻。また、賢治の愛した大沢温泉を賢治気分で宿泊

Ｔ－２ 岩手県北観光
絆を深める親子旅～民話の故郷遠野＆
イーハトーブ花巻の冬の田舎暮らしで見
つける”本当に大切なこと”～

2/24

【テーマ２】「長期滞在型観光の推進」 
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No. 主催旅行会社 モニターツアータイトル 出発日
ツアーの実施日程

（複数回の場合には、複数記載）

ツアーの目
的地（都道
府県名）

若者に訴求する旅行素材や体験プログラム等のメニュー内容

募集人数
（複数回
開催の場
合は合計
人数）

最少催行
人数（複
数回開催
の場合は
合計人
数）

平成24年2月24日（金）～2月26日（日）
2泊3日
※北海道、沖縄両地同時開催

北海道 20 14

平成24年2月24日（金）～2月26日（日）
2泊4日
※北海道、沖縄両地同時開催

沖縄県 20 14

①平成24年2月22日（水）～2月25日（土）
3泊4日

15 8

②平成24年3月3日（土）～3月6日（火）
3泊4日

15 8

Ｗ－３ ティー･ゲート
“鹿角の萌えみのり”安保店長と行
く！茅原実里のおもひでなぞりツアー

2/18
平成24年2月18日（土）～2月19日（日）
1泊2日

秋田県
・「鹿角の萌えみのり」を炊いてきりたんぽの手作り体験。
・「鹿角の萌えみのり」イメージキャラクターであるみのりんとコラボし
た茅原実里さんのDVDのロケ地めぐり、ならびに足あと巡り。

30 20

①平成24年2月28日（火）～2月29日（水）
1泊2日

60 35

②平成24年3月1日（木）～3月2日（金）
1泊2日

60 35

Ｗ－５ 旅行計画

愛を伝える旅、形に残す旅（告白&プ
ロポーズ&入籍旅行プラン）～若者
カップルを対象とした、新たな高額旅
行需要開拓のための宿泊プラン～

1/20
平成24年1月20日（金）～3月10日（土）
うち1泊2日

神奈川県・
静岡県

・告白／プロポーズ／入籍など、「想いを伝える旅行」を演出し、記
念に残す音声メッセージカードの導入。節目を迎えるカップルに対す
る特典、サービス付き宿泊プラン（内容は宿泊施設と最終確定中）
　例：プロポーズの言葉が録音できる記念カード付き、ヘアメイク
サービス付き、ワインサービスなど

150 100

Ｗ－６
JTB法人東京
法人営業横浜支店

フットサルで日本を元気に！！横浜
フットサルコミュニケーション

2/11
平成24年2月11日（土）～2月12日（日）
1泊2日

神奈川県

①：横浜を中心に活動をする20～30代の同世代のフットサル愛好
者や、高校生チームとのエキシビジョンマッチ。男性チーム・女性
チーム・男女混合チーム等、男女共に楽しめる内容とする。
②：横浜市内観光（クルーズ船やバスによる市内観光）

40 30

Ｗ－７
農協観光
首都圏支店

丹沢山麓で、地元ガイド過ごす！アウ
トドア体験～自然体験・交流の旅ｉｎた
んざわ

3/3
平成24年3月3日（土）～3月4日（日）
1泊2日

神奈川県
山岳スポーツセンターを起点とした、ガイド付き山歩き、星空観察、
地元猟友会指導による猪鍋作り、酒蔵見学

30 18

Ｗ－８
JTB法人東京
法人営業横浜支店

箱根で食育！　健康で美しい身体づく
り体験！

3/3
平成24年3月3日（土）～3月4日（日）
1泊2日

神奈川県
①食をテーマに、地産カフェプロジェクトの展開を広め、地産フードを
楽しむ。②美をテーマに、ホテルでのエステ体験で自分磨きをす
る。③健康をテーマに、マイナスイオンたっぷり満喫の箱根散策。

40 30

Ｗ－９
雪国観光舎
越後湯沢温泉

～雪と文化と雪灯りに包まれて～　夜
のかまくらで鍋を囲もう！　（選べる！
雪国体験付）

2/19

平成24年2月19日（日）～2月23日（木）
1泊2日×5回
平成24年2月26日（日）～3月1日（木）
1泊2日×5回　計10回開催

新潟県

地元のガイドと交流をしながら、文化や歴史を学べるウォーキングツ
アー。地元産の雪室で貯蔵した野菜を使い、化学調味料を全く使わ
ない「雪室鍋」をかまくらで食べる、。翌日は３つのオプションから自
分に合うプランが選べる雪の「食」と「遊び」、「文化」を体験できるツ
アー。

150 90

①平成24年2月16日（木）～2月17日（金）
1泊2日

40 30

②平成24年3月5日（月）～3月6日（火）
1泊2日

40 30

Ｗ－11 クラブツーリズム
女性限定　海と山とパワースポットを
めぐる旅　世界遺産熊野古道セラピー
ウォーク

2/18
平成24年2月18日(土)～2月19日(日)
1泊2日

和歌山県

①熊野古道「大辺路」長坂コース　西浜入口～見老津７キロ　語り
部ガイドウォーク　②熊野古道「中辺路」発心門王子コース　発心門
王子～熊野本宮大社６キロ　セラピーウォーク&語り部ガイドウォー
ク　③白浜癒し体験(大海原露天風呂、円月島夕日、フラダンス講
習、砂浜ウォーク)　④山ガール用新規開発メニュー(ヘルシーディ
ナー、セラピー弁当)

30 15

Ｗ－12 トップツアー
スノースポーツ＆雪かきボランティア
IN北秋田

3/7
平成24年3月7日（水）～3月10日（土）
1泊4日

秋田県
①高齢者宅の雪かき体験　②かんじき歩き体験　③スキー場での
自由行動　④通常のスキーバスツアーでは行わない「全体での宴
会」

40 30

Ｗ-13 JTB九州
よくばり福岡女子の 「農・食・健・美
（のうしょくけんび）」 体験ツアー

3/10
平成24年3月10日（土）～3月11日（日）
1泊2日

大分県
安心院での農業体験や農家民泊、郷土料理、おやつ作り、宇佐神
宮パワースポット、鉄輪温泉（むし湯･地獄蒸し）など

40 24

合計 820 531

「雪マジ！１９」プロジェクト・・・スキーリフト券「19歳リフト
券無料」により若者のスキーへのエントリーを行う
首都圏と地方の学生同士の交流を実施し、若者間の絆を
造る。

①トヨタ工場見学　②ヤマハ工場見学　③就職情報会社
による「就活」までの過ごし方ガイダンス

Ｗ－４

Ｗ－１０ 愛知県

岩手県

福島県

Ｗ－１

Ｗ－２

京王観光
八王子支店

カメラ女子ブログ女子　あなたが見つ
ける　冬の北海道・南富良野の魅力
発見モニターツアー

2/24

これまで観光の素材として取り扱われてこなかった素材を
メニューに加え、ゆったりと流れる南富良野の時間に身を
ゆだね、大自然との触れ合いの中で癒されていくツアーに
新規性がある。首都圏在住の20-30代女子が集中して南
富良野と沖縄両地域のツアーを同時開催し魅力を写真ブ
ログにして発信してもらう企画は独創的である。

被災地のその現場で震災の語り部から震災時の話や写
真を聞き、3.11で何が起きたのかを学ぶ。被災地で復興に
取り組む企業やNPOのリーダーから、取組や現場を紹介し
てもらい、問題意識等のお話を伺う。夜は専門的なスキル
を持つファシリテーターの協力の下、参加者同士で対話を
行い、自分達で何ができるかを考え、現地の問題解決を
検討する。その内容は現地にフィードバックする。被災地
で復興に向けた仮設商店街や仮設観光施設で消費する
ことで地元との交流と消費による復興支援を行う。その
他、現地の活動を理解する為にボランティア活動への参加
も出来る限り調整を行う。

トップツアー
大学生のための就活前の産業見学
（製造業）

2/16

岩手県北観光
震災復興への挑戦者との対話による
学び、復興支援、絆ツアー

2/22

福島交通観光

福島発　スキーエリア再活性化のた
めの「今」と「未来」の需要創造～「雪
マジ！１９」プロジェクト in ふくしま～
モニターツアー

2/28

【テーマ３】「若者旅行振興」 
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第４章 モニターツアー参加者の募集・広報・告知

４－１ 「がんばろう！日本」サイトでの募集発信 

 採択されたモニターツアーの問い合わせ対応、申込みの受付は個々の旅行会社が実施 

したが、（社）日本観光振興協会が運営する国内旅行振興キャンペーンポータルサイト「が 

んばろう！日本」にページを設置しモニターツアーの実施告知をおこなった。 

①内定モニターツアーの事前告知 

 １２月２７日の選定委員会で内定されたツアーについて、実施旅行会社に内定通知と 

実施内容の確認を行うと共に、「がんばろう！日本」サイトに内定ツアー結果を公表し、 

事前告知をおこなった。 

図４－１ 内定モニターツアー事前告知画面
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 ②実施ツアーの募集告知画面

  最終的に実施が決定したモニターツアーに対し、具体的なツアー日程、条件が確定し

たものから、「がんばろう！日本」サイトの内定事前告知画面を「モニターツアー参加者

募集画面」に切り替え、各旅行会社への連絡先もしくはホームページリンク先を掲示し

た。

図４－２ モニターツアー参加者募集画面
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1 東 京 中 央 練馬区､中野区、新宿区　他 151,711部 

2 東 京 西 世田谷区、渋谷区、調布市　他 157,445部 

3 東 京 南 世田谷区､目黒区、港区 他 166,234部 

4 む さ し の 杉並区､武蔵野市 他 187,615部 

5 多 摩 立川市､国立市 他 165,320部 

6 ま ち だ ・ さ が み 町田市､相模原市 他 107,122部 

7 さ い た ま 中 央 さいたま市、上尾市 他 202,486部 

8 千 葉 千葉市 他 192,702部 

9 ふ な ば し ・ な ら し の 船橋市､習志野市 他 100,719部 

10 か し わ 柏市、我孫子市 他 158,079部 

11 横 浜 東 神奈川区､保土ヶ谷区 他 171,888部 

12 横 浜 南 南区､港南区 他 171,313部 

13 田 園 都 市 青葉区､緑区 他 149,390部 

14 東 京 Ｂ ａ ｙ 品川区、港区、中央区、江戸川区、江東区 104,133部 

15 東 京 東京23区 他 228,100部 

16 湘 南 藤沢市､茅ヶ崎市 他 152,623部 

2,566,880部 

17 仙 台 仙台市、多賀城市 他 207,922部 

18 静 岡 静岡市、焼津市、藤枝市 150,150部

19 名 古 屋 中 央 中川区、中村区、西区、北区、東区 他 138,040部 

20 名 古 屋 東 名東区、守山区、千種区 他 130,180部 

21 南 山 の 手 緑区、天白区、昭和区 他 134,320部 

402,540部 

22 豊 中 ・ 池 田 豊中市､池田市 他 134,151部

23 吹 田 ・ 箕 面 吹田市､箕面市 他 149,070部

24 高 槻 ・ 茨 木 高槻市､茨木市 他 147,749部

25 枚 方 ・ 交 野 ・ 寝 屋 川 枚方市､寝屋川市 他 125,498部

26 堺 ・ 和 泉 堺市､和泉市 他 117,000部

27 大 阪 大阪市都島区､淀川区　他 144,708部

28 尼 崎 ・ 伊 丹 尼崎市､伊丹市 他 144,721部

29 宝 塚 ・ 三 田 ・ 川 西 宝塚市､川西市 他 128,903部

30 西 宮 ・ 芦 屋 西宮市､芦屋市 他 131,682部

31 神 戸 東 神戸市東灘区､北区 他 141,998部

32 神 戸 西 神戸市垂水区、西区 他 139,463部

1,504,943部 

33 ひ ろ し ま 広島市､廿日市市 他 201,620部 

34 福 岡 中 央 中央区、早良区、城南区 他 232,450部 

35 福 岡 南 南区、博多区、春日市 他 170,580部 

403,030部 

36 オ ン ト ナ 札幌市、石狩市　他 264,019部 

上記36エリア合計部数 5,701,104部

部数

部数

部数

福岡・北九州エリア 配布地域 部数

福岡2エリア

大阪・神戸１１エリア

西日本ネットワークエリア 配布地域 部数

提携エリア 配布地域 部数

部数

名古屋エリア

大阪・神戸エリア 配布地域

首都圏エリア 配布地域

名古屋エリア

東日本ネットワークエリア 配布地域

配布地域

首都圏16エリア

４－２．新聞・情報誌での告知掲載 

 「がんばろう！日本」Ｗｅｂサイト告知と並行して、モニターツアーの情報発信を情

報紙において実施した。 

①産経リビングへの一斉掲載告知 

 全国で展開する生活関連フリーペーパー紙に、モニターツアーの実施広告を２月４日

（土）一斉掲載した。全国 36地区紙面で 570 万部の発行部数であった。 

       表４－１ リビング紙掲載エリアと発行部数 



39 

■リビング紙掲載紙面（抜粋） 

 ≪リビング紙掲載原稿≫ 

≪掲載紙面例「リビング東京中央」≫ 
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第５章 モニターツアーの実施

５－１ モニターツアーの実施結果 

 モニターツアーの実施結果が表５－１、表５－２である。３テーマ全体としては 3,542

名の参加が得られた。 

表５－１ ３テーマの実施結果 

テーマ 目標人数 実施結果 

【テーマ１】 

「東日本大震災等の影響を受けた地域への旅行需要の創出」 2,000 名 2,776 名

【テーマ２】「長期滞在型観光の推進」 100 名 106 名

【テーマ３】「若者旅行振興」 650 名 660 名

合 計 2,750 名 3,542 名
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表５－２ 実施結果

【テーマ１ 東日本大震災等の影響を受けた地域への旅行需要の創出】 

ＮＯ． 主催旅行会社 モニターツアータイトル 出発日
ツアーの実施日程

（複数回の場合には、複数記載）

ツアーの
目的地

（都道府県名）

募集人数（複
数回開催の
場合は合計
人数）

最少催行人
数（複数回開
催の場合は
合計人数）

最終人員

Ｓ－１ ティー･ゲート 鰺ヶ沢で農業生産オーナーになろう！　～親子で農業を学ぶ旅～ 2/18
平成24年2月18日（土）～2月19日（日）
1泊2日

青森県 15 10 14

Ｓ－２ クラブツーリズム
頑張れ東北！三陸の魚は旨い！　『八戸前沖さばキュイジーヌ』
モニターツアー

3/7
平成24年3月7日（水）～3月8日（木）
1泊2日

青森県 40 25 14

Ｓ－３ クラブツーリズム 頑張れ東北！　『弘前泊食分離』モニターツアー 3/9
平成24年3月9日（金）～3月10日（土）
1泊2日

青森県 40 25 14

Ｓ－４ 近畿日本ツーリスト 東北博覧会開催記念モニターツアー（青森コース） 3/18
平成24年3月18日（日）～3月19日（月）
1泊2日

青森県 30 25 27

Ｓ－５ 近畿日本ツーリスト 今こそみんなで三陸を知ろう！「絆」を感じる3日間 3/2
平成24年3月2日（金）～3月4日（日）
2泊3日

青森県・
岩手県

30 20 28

Ｓ－６
阪急交通社
国内営業二課

復興へ向けて歩む三陸鉄道応援乗車とさよなら十和田観光電
鉄・みちのく3つの遊覧4日間モニターツアー

3/4
平成24年3月4日（日）～3月7日（水）
3泊4日

青森県・秋田
県・岩手県・
宮城県

40 30 30

①平成24年2月17日（金）～2月20日（月）
3泊4日

15 8 15

②平成24年2月24日（金）～2月27日（月）
3泊4日 ※日程変更

15 8 15

Ｓ－８
JTB東北
奥州支店

岩手・大船渡　結びの旅 2/24
平成24年2月24日（金）～2月26日（日）
2泊3日

岩手県 40 25 39

Ｓ－９ クラブツーリズム 岩手三陸モニター 3/2
平成24年3月2日（金）～3月3日（土）
1泊2日

岩手県 30 15 28

Ｓ－１０
JTB東北
盛岡支店

いわて三陸海岸　ジオな旅　～復興に向けてがんばる宮古を応
援します～

3/3
平成24年3月3日（土）～3月4日（日）
1泊2日

岩手県 25 20 20

Ｓ－１１
JTB東北
盛岡支店

「南部時間に浸る旅　のだ塩の道と南部の伝統」 3/3
平成24年3月3日～3月4日
1泊2日

岩手県 30 20 33

3/4 ③平成24年3月4日(日) 岩手県 30 18 24

3/10 ④平成24年3月10日(土) 岩手県 30 18 21

Ｓ－１３ クラブツーリズム 久慈・二戸の雑穀料理と久慈の魅力体験モニター 3/6
平成24年3月6日（火）～3月7日（水）
1泊2日

岩手県 30 20 28

Ｓ－１４
びゅうトラベルサービ
ス

観光で震災復興～現地を見て聞いて知って宮古の復興を応援し
よう

3/9
平成24年3月9日（金）～3月10日（土）
1泊2日

岩手県 40 24 37

Ｓ－１５
ジェイティービー
東北商品事業部

世界遺産平泉と復興企業支援＆ショッピング 3/11
平成24年3月11日（日）～3月12日（月）
1泊2日

岩手県・
宮城県

30 25 31

Ｓ－１６
ジェイティービー
東北商品事業部

東北博覧会開催記念モニターツアー（岩手コース） 3/18
平成24年3月18日（日）～3月19日（月）
1泊2日

岩手県・
宮城県

30 25 35

Ｓ－１７
ジェイティービー
東北商品事業部

東北博覧会開催記念モニターツアー（岩手コースⅡ） 3/18
平成24年3月18日（日）～3月19日（月）
1泊2日

岩手県・
宮城県

30 25 36

Ｓ－１８ ティー・ゲート 東北復興支援！「がんばろう！水辺のまち十三浜応援ツアー」 2/4
平成24年2月4日（土）～2月5日（日）
1泊2日

宮城県 40 20 21

Ｓ－１９ トップツアー 産業復興支援ボランティアツアー 2/17
平成24年2月17日（金）～2月19日（日）
2泊3日

宮城県 35 30 22

Ｓ－２０ ＪＴＢ法人東京 【働く女子の復興支援】気仙沼を元気に！気仙沼で元気に！ 2/24
平成24年2月24日（金）～2月26日（日）

2泊3日　（車中1泊）
宮城県 30 25 30

Ｓ－２１ 三洋汽船 地域連携による南三陸ネットワークツアー 2/24
平成24年2月24日（金）～2月27日（月）
岡山組1泊4日＆長野組1泊2日

宮城県 42 38 30

Ｓ－２２ エイチ・アイ・エス 元気トリップ宮城体験版　～出会い～ 3/2
平成24年3月2日（金）～3月4日（日）
1泊3日

宮城県 40 24 40

Ｓ－２３ JTB法人東京
（ボランティアと共に歩む）緑の真珠気仙沼大島観光復興体験ツ
アー

3/3
平成24年3月3日（土）～3月4日（日）
1泊2日

宮城県 40 30 40

Ｓ－２４ クラブツーリズム 伊達な宮城仙台の粋な手作りモニターツアー 3/3
平成24年3月3日（土）～3月4日（日）

1泊2日
宮城県 30 20 30

Ｓ－２５ 近畿日本ツーリスト
つながろうジャパン　ゴールデン！　ボランティアプロジェクト参加
ツアー

3/3
平成24年3月3日（土）～3月4日（日）
0泊2日

宮城県 32 19 25

Ｓ－２６ 近畿日本ツーリスト 慶応義塾大学・南三陸支援プロジェクト　第2弾 3/3
平成24年3月3日（土）～3月4日（日）
0泊2日

宮城県 40 24 25

Ｓ－２７ ＪＴＢ法人東京 未来の子供に、牡鹿半島を桜の名所に！あなたの手で。 3/3
平成24年3月3日（土）～4日（日）
1泊2日

宮城県 40 30 16

Ｓ－２８ ＪＴＢ法人東京
「東北の、そして子供達の未来造りの旅」・「ディスティネーション
としての東北の新たな価値の発見へ」
　～教職員の皆様、気仙沼へ行ってみませんか？～

3/3
平成24年3月3日（土）～3月4日（日）
1泊2日

宮城県 35 20 20

Ｓ－２９
びゅうトラベルサービ
ス

震災復興ボランティア～力を合わせて「緑の真珠・大島」の美しさ
を取り戻そう

3/9
平成24年3月9日（金）～3月11日（日）
2泊3日

宮城県 24 8 24

Ｓ－３０ ティー・ゲート
東日本大震災から1年。松島・塩釜復興祈念の旅と日本三大荒
神輿　鹽竈(しおがま）神社帆手祭（ほてまつり）を体感！

3/10
平成24年3月10日（土）～3月11日（日）
1泊2日

宮城県 30 20 19

Ｓ－１２
近畿日本ツーリスト
盛岡支店

復興の象徴・三陸鉄道に乗り被災地視察と復興支援・魚菜市場
でお買い物

Ｓ－７ 岩手県北観光
ケッパレ東北ボランティアライナー新シリーズ　～震災からの復興
に動きだした三陸を見て聞いて体験して応援しよう～

2/17 岩手県
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ＮＯ． 主催旅行会社 モニターツアータイトル 出発日
ツアーの実施日程

（複数回の場合には、複数記載）

ツアーの
目的地

（都道府県名）

募集人数（複
数回開催の
場合は合計
人数）

最少催行人
数（複数回開
催の場合は
合計人数）

最終人員

Ｓ－３１
ＪＴＢ関東
法人営業埼玉支店

ＪＴＢ復興支援プロジェクト　石巻応援バス 3/10
平成24年3月10日（土）～3月11日（日）
1泊2日

宮城県 40 30 13

Ｓ－３２ クラブツーリズム 津軽の語り部体験と南三陸町志津川復興名店街に行こう 3/16
平成24年3月16日（金）～3月17日（土）
1泊2日

宮城県 30 20 30

Ｓ－３３ 近畿日本ツーリスト 震災から1年　今こそ被災地へ 3/20
平成24年3月20日(火）～3月21日（水）
1泊2日

宮城県 30 20 26

Ｓ－３４ 日本旅行 東北の酒蔵見学とご当地Ｂ級グルメを満喫！被災地視察ツアー 2/25
平成24年2月25日（土）～2月26日（日）
1泊2日　※日程変更

宮城県・福島
県

30 20 27

Ｓ－３５
日本旅行
東北

東北博覧会開催記念モニターツアー（宮城コース） 3/18
平成24年3月18日（日）～3月19日（月）
1泊2日

宮城県・山形
県

30 25 40

Ｓ－３６
日本旅行
東北

東北博覧会開催記念モニターツアー（宮城コースⅡ） 3/18
平成24年3月18日（日）～3月19日（月）
1泊2日

宮城県・山形
県

30 25 39

Ｓ－３７ ティー･ゲート 未来のプランナーによる、北秋田・キカクの旅。 2/25
平成24年2月25日（土）～2月26日（日）
1泊2日

秋田県 20 10 18

Ｓ－３８ クラブツーリズム
頑張れ東北！頑張れローカル線！　『冬の秋田ローカル線の旅』
モニターツアー

3/2
平成24年3月2日（金）～3月3日（土）
1泊2日

秋田県 40 25 20

Ｓ－３９ 秋田コスモトラベル
真冬の日本海にカメラで挑む～荒波と男鹿の民俗撮影モニターツ
アー

3/2
平成24年3月2日（金）～3月4日（日）
2泊3日

秋田県 20 10 7

Ｓ－４０
近畿日本ツーリスト
秋田支店

角館のひなまつりと由利本荘ひな街道めぐり　伝統雛が皆様をお
迎えします。『秋田の魅力新発見の旅』

3/8
平成24年3月8日（木）～3月10日（土）
2泊3日

秋田県 36 24 16

Ｓ－４１ クラブツーリズム 頑張れ東北！　『冬の秋田・男鹿しょっつる料理』モニターツアー 3/9
平成24年3月9日（金）～3月10日（土）
1泊2日

秋田県 40 25 40

Ｓ－４２ 由利高原鉄道 冬のまるごと由利本荘（ローカル列車と城下町矢島） 3/10
平成24年3月10日（土）～11日（日）
秋田発/仙台発/酒田発/盛岡発/山形発/
新潟発

秋田県 320 120 2

Ｓ－４３ 日本旅行
鉄道ファンによる、鉄道ファンのための企画会議　in　由利高原鉄
道

3/10
平成24年3月10日（土）～3月11日（日）
1泊2日

秋田県 30 18 16

Ｓ－４４
日本旅行

東北
東北博覧会開催記念モニターツアー（秋田コース） 3/18

平成24年3月18日（日）～3月19日（月）

1泊2日
秋田県 30 25 32

Ｓ－４５ 山形鉄道

★山形新幹線20周年・山形鉄道プレ25周年記念！ ローカル鉄
道を大学にしちゃいました！ 山形鉄道大学開校！「フラワー長井
線貸切復興支援列車移動キャンパス」と「駅中留学」！ウサギ駅

長も太鼓判！有名鉄道写真家「米屋浩二復興支援写真教室」と
「みんなでつくろう木造駅舎の喫茶店＆オリジナル駅弁」

2/4
平成24年2月4日（土）～2月5日（日）
1泊2日

山形県 20 12 20

Ｓ－４６
ＪＴＢ東北
庄内支店

冬の庄内　月山山麓で雪を楽しむスノーライフな旅 　～雪が織り
なすアートな景色　雪を眺め雪で遊ぶ　雪深い山村のホットな日
～

2/18
平成24年2月18日（土）～2月19日（日）
1泊2日

山形県 15 10 8

Ｓ－４７
JTB東北
山形支店

5ｍの積雪を体感！雪旅籠の灯り製作体験ツアー 2/23
平成24年2月23日（木）～2月25日（土）
2泊3日

山形県 40 30 11

Ｓ－４８
ＪＴＢ東北
山形支店

雪国やまがたとことん満喫！こころを洗う雪の体験とほっこりあっ
たか田舎料理

3/2
平成24年3月2日（金）～3月4日（日）
2泊3日

山形県 40 30 33

Ｓ－４９
ＪTB東北
山形支店

うんまい金山あがらっせ！早春の食体験とメープルサップ採取体
験

3/9
平成24年3月9日（金）～3月10日（土）
1泊2日

山形県 30 20 30

Ｓ－５０ 近畿日本ツーリスト 東北博覧会開催記念モニターツアー（山形コースⅡ） 3/18
平成24年3月18日（日）～3月19日（月）
1泊2日

山形県 30 25 30

Ｓ－５１ 近畿日本ツーリスト 東北博覧会開催記念モニターツアー（山形コース） 3/18
平成24年3月18日（日）～3月19日（月）
1泊2日

山形県・宮城
県

30 25 29

1/28
①平成24年1月28日（土）～29日（日）
1泊2日

福島県 25 15 25

2/26
②平成24年2月26日（日）～27日（月）

1泊2日
福島県 25 15 25

①平成24年2月3日（金）～2月4日（土）
1泊2日

25 12 16

②平成24年2月17日（金）～2月18日（土）
1泊2日

25 13 34

Ｓ－５４ 近畿日本ツーリスト
日本の復興を「いわき」から　～復興祈念～
第3回いわきサンシャインマラソン下見＆観光ツアー

2/11 平成24年2月11日(土） 福島県 40 25 39

Ｓ－５５ 福島交通観光 「ふくしまの今」　四季の旅シリーズ　冬のふくしま 2/26
②2月26日（日）～2月27日（月）
1泊2日

福島県 20 10 24

Ｓ－５６
アールエイチ企画

東北初！日本ジオパーク認定記念　冬の幻想美を巡る磐梯山ジ
オツアー

2/28
平成24年2月28日（火）～2月29日（水）
1泊2日

福島県 30 20 22

Ｓ－５７ ＪＴＢ法人東京
小名浜復興寄席とスパリゾートハワイアンズ～　「笑い」と「旅」で

繋ぐちいきのちから～
3/2

平成24年3月2日（金）～3月3日（日）

1泊2日
福島県 40 25 15

Ｓ－５８ 会津鉄道 会津歴史探訪＆ほろ酔い列車体験ツアー 3/3
平成24年3月3日（土）～3月4日（日）
1泊2日　※日程変更

福島県 30 20 31

Ｓ－５９
JTB法人東京
法人営業横浜支店

イナワシロから元気発信！冬　体感の旅 3/3
平成24年3月3日（土）～3月4日（日）
1泊2日

福島県 30 25 17

Ｓ－６０ 近畿日本ツーリスト
GAMBARUZO!ふくしまシリーズ　亀ヶ城特別レース
城攻めマラソン＆ソリやぶさめ　バイアスロンレース参加ツアー

3/3
平成24年3月3日（土）～3月4日（日）
1泊2日

福島県 30 18 30

Ｓ－６１ 近畿日本ツーリスト
いわき『被災・復旧・復興の道のりを学ぶ企画展見学とフラガール
体験』

3/3
平成24年3月3日（土）～3月4日（日）
1泊2日

福島県 35 20 35

Ｓ－６２
JTB法人東京
法人営業横須賀支店

会津若松応援団　友好都市会津若松市を訪ねて 3/10
平成24年3月10日（土）～3月11日（日）
1泊2日　※日程変更

福島県 30 20 29

奧会津　昔のかほりと雪国満喫！

Ｓ－５３ みなみやま観光
南会津・安全安心実感・着地型観光モニターツアー”旅行DE支
援”　～がんばろう福島！がんばっぺ南会津！～　「日本の原風
景・雪景色の茅葺き屋根集落散策と雪国体験　1泊2日」

2/3 福島県

Ｓ－５２
一社　只見町
観光まちづくり協会
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ＮＯ． 主催旅行会社 モニターツアータイトル 出発日
ツアーの実施日程

（複数回の場合には、複数記載）

ツアーの
目的地

（都道府県名）

募集人数（複
数回開催の
場合は合計
人数）

最少催行人
数（複数回開
催の場合は
合計人数）

最終人員

Ｓ－６３ トップツアー
がんばっぺ！福島　スパリゾートハワイアンズとアクアマリンふく
しま 復興の軌跡を訪ねる1泊2日

3/11
②平成24年3月11日（日）～3月12日（月）
1泊2日　※日程変更

福島県 30 20 9

Ｓ－６４
JTB法人東京
法人営業横須賀支店

新しい歴史文化の発見　友好都市会津若松市を旅する2日間 3/11
平成24年3月11日（日）～3月12日（月）
1泊2日

福島県 40 30 26

Ｓ－６５
カズ・ウェブファクト
リー

会津南山御蔵入生活体験プラン　【猟師（マタギ）体験プラン】 3/10
平成24年2月～3月10日（土）の間
1泊2日

福島県・栃木
県

50 10 10

Ｓ－６６
ジェイティービー
東北商品事業部

春雪の会津巡り・雪小法師作り体験と山形蔵王モンスター樹氷
見学

3/11
平成24年3月11日（日）～3月12日（月）
1泊2日

福島県・山形
県

30 25 29

Ｓ－６７
ジェイティービー
東北商品事業部

東北博覧会開催記念モニターツアー（福島コース） 3/18
平成24年3月18日（日）～3月19日（月）
1泊2日

福島県・山形
県

30 25 30

Ｓ－６８
ジェイティービー

東北商品事業部
東北博覧会開催記念モニターツアー（福島コースⅡ） 3/18

平成24年3月18日（日）～3月19日（月）

1泊2日

福島県・山形
県

30 25 12

Ｓ－６９
JTB関東
法人営業水戸支店

水戸の梅まつり見学と大洗の海満喫コース 2/23
平成24年2月23日（木）～2月24日（金）
1泊2日

茨城県 40 30 39

①平成24年2月25日（土） 50 30 47

②平成24年3月3日（土） 50 30 117

Ｓ－７１ クラブツーリズム 茨城支援・伝統工芸品等体験モニター 3/1
平成24年3月1日（木）～3月2日（金）
1泊2日

茨城県 30 20 31

Ｓ－７２
JTB九州
旅物語センター

～「絆」で結ぶ！ 旅を通じて「日本」を元気に！～茨城・いわき・
会津 横断モニターツアー3日間

3/5
平成24年3月5日（月）～3月7日（水）
2泊3日

茨城県・福島
県

20 20 19

Ｓ－７３ クラブツーリズム 冬だから日光雪祭り&益子焼の里探訪 2/25
平成24年2月25日(土)～26日(日)
1泊2日

栃木県 40 24 40

Ｓ－７４ クラブツーリズム 「北関東一の骨董市と桐生織り歴史文化溢れる町並み探訪」 3/3 平成24年3月3日(土) 群馬県 40 24 39

2/23
①平成24年2月23日（木）
0泊1日

35 20 42

2/28
②平成24年2月28日（火）
0泊1日

35 20 43

Ｓ－７６ 内田観光サービス 雪国体験雪灯りロードボランティアツアー 3/10
平成24年3月10日（土）～3月11日（日）
1泊2日

新潟県 25 10 25

Ｓ－７７
日本旅行
赤い風船
西日本事業部

自然と歴史にふれる三重の旅 3/3
平成24年3月3日（土）～3月4日（日）
1泊2日

三重県 30 18 9

Ｓ－７８ クラブツーリズム
「世界遺産・心身再生の地・秘湯・名湯三昧。癒やしと健康ウォー
キング」

3/4
平成24年3月4日（日）～3月6日（火）
2泊3日

奈良県 40 24 17

2/28
①平成24年2月28日（火）～2月29日（水）
1泊2日

30 18 13

3/4
②平成24年3月4日（日）～3月5日（月）
1泊2日

30 18 13

Ｓ－８０ アイ・ティ・エス 南紀勝浦ひなめぐりと那智の自然と産業の未体験ツアー 2/28
平成24年2月28日（火）～2月29日（水）
1泊2日

和歌山県 40 25 37

3/2 ①平成24年3月2日（金）～3月3日（土） 30 20 24

3/9
②平成24年3月9日（金）～3月10日（土）

1泊2日
30 20 31

Ｓ－８２ 阪急交通社 元気です和歌山県！　湯ったり南紀周遊と高野山3日間 3/2
平成24年3月2日（金）～3月4日（日）
2泊3日

和歌山県 40 24 43

Ｓ－８３ 近畿日本ツーリスト
和歌山県・南紀勝浦＆タイ・チェンマイ交流事業　「南紀勝浦
イーペン　セレモニー」

3/3
平成24年3月3日（土）～3月4日（日）
1泊2日

和歌山県 100 60 92

Ｓ－８４ アクセストラベル 負けるな和歌山県、熊野古道・修行体験型ツァー 3/3
平成24年3月3日（土）～3月4日（日）
1泊2日

和歌山県 45 30 47

Ｓ－８５ トレックトラベル もっと健康と美を！頑張れ和歌山県支援ツアー 3/10
平成24年3月10日（土）～3月11日（日）
1泊2日

和歌山県 40 20 22

Ｓ－８６
近畿日本ツーリスト
和歌山県支店

　【台風１２号紀伊半島大水害復興支援モニターツアー】ウインズ平阪

さんと行く熊野詣でと地元復興イベント・南紀勝浦Ｃ級グルメフェアに参

加南紀勝浦温泉１泊２日
3/10

平成24年3月10日(土)～3月11日(日)
1泊2日

和歌山県 40 30 40

Ｓ－８７
ヘブンリーバレー
（ヘブンリーツアー）

熊野の森を感じるツアー 3/10
平成24年3月10日（土）～3月11日（日）
1泊2日

和歌山県 20 10 17

Ｓ－８８ JTB法人東京
インナーネットカフェ@高野山　山上の聖地（世界遺産）高野山に
浸る、自分磨きの旅

3/11
平成24年3月11日（日）～3月12日（月）
1泊2日

和歌山県 30 20 10

Ｓ－８９
日本旅行
赤い風船
西日本事業部

日本旅行のカリスマ添乗員　「平田伸也」と行く南紀勝浦支援モ
ニターツアー　行くわ待っててね！

2/18
平成24年2月18日（土）～2月19日（日）
1泊2日

和歌山県 120 80 95

Ｓ－９０ JTB法人東京 新燃岳噴火災害復興祈念ツアー 2/25
平成24年2月25日（土）～2月26日（日）
1泊2日

宮崎県 30 25 18

Ｓ－９１ クラブツーリズム 奄美は元気です！ 2/17
平成24年2月17日（金）～2月19日（日）
2泊3日

鹿児島県 30 20 30

合計 3,644 2,306 2,776

和歌山県

茨城県

Ｓ－８１ ツアーランド 『地元とコラボ　和歌山県復興ツアー』 和歌山県

Ｓ－７５ 千葉県

Ｓ－７９

日本旅行
西日本営業本部ＪＲ
営業推進部ＪＲ商品

企画チーム

元気です！那智勝浦　パワースポットゴトビキ岩と世界遺産那智
原生林ウォーク

Ｓ－７０
読売旅行

盛岡営業所

東日本大震災復興祈念企画！「ひたちなか海浜鉄道貸切復興支
援列車」がんばろう茨城！応援ツアー（茨城地場産25品 （ふっこ
う）福袋付き）

2/25

クラブツーリズム 頑張れ千葉！　『小江戸佐原早春の新体験』モニターツアー
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Ｔ－１ ＪＴＢ北海道

富良野の高校生が創った！2011年観光
甲子園グランプリ作品　＜へそのまちが
ええじゃないか！＞　～ふらの人になる
WINTERツアー～

2/28
平成24年2月28日（火）～3月3日（土）
4泊5日

北海道 10 6 10

①平成24年2月24日（金）～2月28日
（火）
4泊5日

10 6 8

②平成24年2月28日（火）～3月3日（土）
4泊5日　※日程変更

10 6 10

Ｔ－３ はぎわら観光
本格的陶芸体験！焼き物の里「益子」で
陶芸家にプチ弟子入りツアー

2/19

平成24年2月19日（日）～2月22日（水）
3泊4日　1回目（前半）
平成24年3月4日（日）～3月10日（土）
6泊7日　2回目（後半）

栃木県 10 6 10

Ｔ－４
一般社団法人信
州いいやま観光
局

雪国の小京都・信州いいやま　冬のロン
グステイプラン　5泊6日モニターツアー

2/11 平成24年2月11日(土)～16日(木) 長野県 50 30 19

Ｔ－５ クラブツーリズム

"暮らすように旅する"特別企画！1都市
滞在型のじっくり観光！南紀勝浦温泉ホ
テル浦島で過ごす　のんびり過ごすあっ
たか6日間

3/4
平成24年3月4日（日）～3月9日（金）
5泊6日

和歌山県 40 24 10

Ｔ－６ 三洋汽船 瀬戸内海ヨット倶楽部クルーズ 3/1
平成24年3月1日（木）～3月5日（月）
4泊5日

岡山県・広島
県・愛媛県

10 8 8

Ｔ－７ ＪＴＢ九州 たっぷり阿蘇ゆるっと満喫5日間 3/8
平成24年3月8日（火）～3月12日（月）
4泊5日

熊本県 15 10 15

Ｔ－８ ＪＴＢ九州
照葉樹林文化が醸す！住みたくなる町の
暮らし体験

3/1
平成24年3月1日（木）～3月5日（月）
4泊5日

宮崎県 15 10 16

合計 170 106 106

最終人員

Ｔ－２ 岩手県北観光
絆を深める親子旅～民話の故郷遠野＆
イーハトーブ花巻の冬の田舎暮らしで見
つける”本当に大切なこと”～

2/24 岩手県

ツアーの目的
地（都道府県
名）

募集人数
（複数回
開催の場
合は合計
人数）

最少催行
人数（複
数回開催
の場合は
合計人
数）

NO. 主催旅行会社 モニターツアータイトル 出発日
ツアーの実施日程
（複数回の場合には、複数記載）

【テーマ２ 長期滞在型観光の推進】 
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平成24年2月24日（金）～2月26日（日）
2泊3日
※北海道、沖縄両地同時開催

北海道 20 14 16

平成24年2月24日（金）～2月26日（日）
2泊4日
※北海道、沖縄両地同時開催

沖縄県 20 14 15

①平成24年2月22日（水）～2月25日（土）
3泊4日

15 8 15

②平成24年3月3日（土）～3月6日（火）
3泊4日

15 8 14

Ｗ－３ ティー･ゲート
“鹿角の萌えみのり”安保店長と行
く！茅原実里のおもひでなぞりツアー

2/18
平成24年2月18日（土）～2月19日（日）
1泊2日

秋田県 30 20 12

①平成24年2月28日（火）～2月29日（水）
1泊2日

60 35 99

②平成24年3月1日（木）～3月2日（金）
1泊2日

60 35 22

Ｗ－５ 旅行計画

愛を伝える旅、形に残す旅（告白&プ
ロポーズ&入籍旅行プラン）～若者
カップルを対象とした、新たな高額旅
行需要開拓のための宿泊プラン～

1/20
平成24年1月20日（金）～3月10日（土）
うち1泊2日

神奈川県・
静岡県

150 100 150

Ｗ－６
JTB法人東京
法人営業横浜支店

フットサルで日本を元気に！！横浜
フットサルコミュニケーション

2/11
平成24年2月11日（土）～2月12日（日）
1泊2日

神奈川県 40 30 24

Ｗ－７
農協観光
首都圏支店

丹沢山麓で、地元ガイド過ごす！アウ
トドア体験～自然体験・交流の旅ｉｎた
んざわ

3/3
平成24年3月3日（土）～3月4日（日）
1泊2日

神奈川県 30 18 19

Ｗ－８
JTB法人東京
法人営業横浜支店

箱根で食育！　健康で美しい身体づく
り体験！

3/3
平成24年3月3日（土）～3月4日（日）
1泊2日

神奈川県 40 30 22

Ｗ－９
雪国観光舎
越後湯沢温泉

～雪と文化と雪灯りに包まれて～　夜
のかまくらで鍋を囲もう！　（選べる！
雪国体験付）

2/19

平成24年2月19日（日）～2月23日（木）
1泊2日×5回
平成24年2月26日（日）～3月1日（木）
1泊2日×5回　計10回開催

新潟県 150 90 108

①平成24年2月16日（木）～2月17日（金）
1泊2日

40 30 20

②平成24年3月5日（月）～3月6日（火）
1泊2日

40 30 27

Ｗ－11 クラブツーリズム
女性限定　海と山とパワースポットを
めぐる旅　世界遺産熊野古道セラピー
ウォーク

2/18
平成24年2月18日(土)～2月19日(日)
1泊2日

和歌山県 30 15 35

Ｗ－12 トップツアー
スノースポーツ＆雪かきボランティア
IN北秋田

3/7
平成24年3月7日（水）～3月10日（土）
1泊4日

秋田県 40 30 37

Ｗ-13 JTB九州
よくばり福岡女子の 「農・食・健・美
（のうしょくけんび）」 体験ツアー

3/10
平成24年3月10日（土）～3月11日（日）
1泊2日

大分県 40 24 25

合計 820 531 660

最終人員

Ｗ－１０ トップツアー
大学生のための就活前の産業見学
（製造業）

2/16 愛知県

Ｗ－４ 福島交通観光

福島発　スキーエリア再活性化のた
めの「今」と「未来」の需要創造～「雪
マジ！１９」プロジェクト in ふくしま～
モニターツアー

2/28 福島県

Ｗ－２ 岩手県北観光
震災復興への挑戦者との対話による
学び、復興支援、絆ツアー

2/22 岩手県

ツアーの目
的地（都道
府県名）

募集人数
（複数回
開催の場
合は合計
人数）

最少催行
人数（複
数回開催
の場合は
合計人
数）

Ｗ－１
京王観光
八王子支店

カメラ女子ブログ女子　あなたが見つ
ける　冬の北海道・南富良野の魅力
発見モニターツアー

2/24

No. 主催旅行会社 モニターツアータイトル 出発日
ツアーの実施日程

（複数回の場合には、複数記載）

【テーマ３ 若者旅行振興】 


