静岡デスティネーションキャンペーン商品企画シート

（浜松・浜名湖）浜松市

浜名湖畔で太陽のパワーと恵みを実感！大人のエコライフ体験教室
日帰り ・ 宿泊

個人のみ ・ 個人及び団体

DC 限定 ・ 初登場（開催）

手数料 （ あり・ なし ）

AGT 特典 （ あり ・ なし ）

↑地域名と企画タイトル名を記載し、その他の 5 項目は、該当するものに○をつけてください。

【内容】

「快適を科学する」ＯＭソーラー。環境に優しいエコな暮らしを目指す方、家
づくりをお考えの方、建築に興味のある方には必見の環境体験教室です。
省エネ技術として太陽光発電がありますが、太陽熱で床暖房や給湯に利
用するのが OM ソーラーです。太陽光発電のほか、OM ソーラーを導入した
エコハウスや、太陽熱利用のソーラークッキング体験も可能です。尚、当施
設は、資源エネルギー庁の次世代エネルギーパーク「浜松市次世代ダイバ
ーシティエネルギーパーク」に指定されています。

【DC 期間中の設定日及び時間】

全日（要予約）、 見学可能時間 10：00～16:00

【設定日以外の催行可否】

不可 ・ 相談可能 ・ 団体のみ可能

【所要時間】

60 分～120 分

【開催場所（集合場所）】

OM ソーラー株式会社

【所在地】

浜松市西区村櫛町 4601

【販売価格】

無料

【販売手数料】

なし

【AGT 特典】

なし

【最少催行人員】

5名

【定員】

40 名／回
本社屋でソーラーシステム、エコライフのレクチャー、エコな施設見学約 60
分、オプション（約 60 分）でエコハウス見学やソーラークッキング体験（晴天
時）も出来ます。時間に合わせた見学も可能ですのでご相談下さい。
JR 浜松駅より遠鉄バス 60 分村櫛下車・徒歩 20 分

【ｽｹｼﾞｭｰﾙ】
【交通アクセス】
【問合せ】
【設定可能期間】

所在地：浜松市西区村櫛町 4601

浜名湖畔に立つ社屋は 6
棟のオフィスとカフェテリア
を連続した木の架構が連
なるコリドール（回廊）で繋
げています。構造材は郷
土の偉人・金原明善ゆか
りの天竜杉を利用。

OM ソーラー見学及び説明
大人も子どもも目からウロコの環境教育（説明・体験会）。

担当：村田

電話 053－488－1700

４月～６月 ・ ４月～９月 ・ 通年
ソーラークッキング体験と OM ソーラーのエコハウス見学
太陽熱のパワーを実感するソーラークッカーによるクッキング
体験。太陽光発電や世界最高レベルのエコハウスも見学。

静岡デスティネーションキャンペーン商品企画シート

（浜松・浜名湖）浜松市

はるの山の楽校自然の恵み満喫体験
日帰り ・ 宿泊

個人のみ ・ 個人及び団体

DC 限定 ・ 初登場（開催）
手数料 （ あり・ なし ）

AGT 特典 （ あり ・ なし ）

↑地域名と企画タイトル名を記載し、その他の 5 項目は、該当するものに○をつけてください。

【DC 期間中の設定日及び時間】

見渡す限り美しい天竜美林に囲まれた「はるの山の楽校」で、豊富な森林
資源や食材を生かした非日常の大自然を満喫していただきます。
ここでは、常に命の大切さ、自然の恵みについて考えており、参加された皆
さまにもその思いが少しでも伝わるような工夫を凝らしています。
様々な体験企画があるため、自由に組み合わせて、充実した 1 日をお過ご
しください！
①ジビエバーベキュー、②間伐体験、③薪割り体験、④マイ箸づくり、⑤フ
ォトスタンドづくり、⑥自然散策（ガイド付き）、⑦羽釜ご飯炊き
4 月 1 日（月）～6 月 30 日（日） ※該当体験施設との調整

【設定日以外の催行可否】

不可 ・ 相談可能 ・ 団体のみ可能

【内容】

【所要時間】
【開催場所（集合場所）】
【所在地】
【販売価格】
【販売手数料】
【AGT 特典】
【最少催行人員】
【定員】
【ｽｹｼﾞｭｰﾙ】
【交通アクセス】
【問合せ】
【設定可能期間】

①約 90 分、②30 名で約 120 分、③約 60 分、④約 60 分、⑤約 60 分、⑥約
60 分、⑦約 120 分
はるの山の楽校
浜松市天竜区春野町杉 943-1
①1,500 円/人、②5,000 円/本、③2,000 円/講師 1 名、④500 円/人、⑤500
円/人、⑥5,000 円/ガイド 1 名、⑦2,500 円/講師 1 名
なし
なし
5名
20 名／回
体験内容による
JR 浜松駅より車約 90 分
天竜区観光協会春野支部 （事務局）春野協働センター内 担当：藤江
電話 053－983－0001

ジビエバーベキュー（もらった命を、質の良い状態で提供。食の大切さ
を学ぶ機会にもきっとなります。）

４月～６月 ・ ４月～９月 ・ 通年
マイ箸づくり体験
薪割り体験

静岡デスティネーションキャンペーン商品企画シート

（浜松・浜名湖）浜松市

世界で一つ！遠州織物の「シカクイシャツ」ちくちく体験
日帰り ・ 宿泊

個人のみ ・ 個人及び団体

DC 限定 ・ 初登場（開催）
手数料 （ あり・ なし ）

AGT 特典 （ あり ・ なし ）

↑地域名と企画タイトル名を記載し、その他の 5 項目は、該当するものに○をつけてください。

【内容】

【DC 期間中の設定日
及び時間】
【設定日以外の催行可否】

浜松の伝統産業として歴史と文化が織り込まれ、今では品質の高さが世界
的に認知されている遠州織物。
遠州織物を気軽に楽しんでいただけるシカクイシャツを仕上げる体験講座
を開催します。
裁縫セットが用意されているので、手ぶらで参加可能です。
※丸首 T ブラウス、ベストや V ネックなどオリジナルにカスタマイズすること
ができます。
普段は不定期で開催し、すぐに満員となる人気企画ですが、DC 期間中は
定期的に開催します。
4 月～6 月 第 1・2 土曜日 13:00～15:30 ※時間は目安です。要予約
不可 ・ 相談可能 ・ 団体のみ可能

【所要時間】

150 分

【開催場所（集合場所）】

丸喜屋商店

【所在地】

【販売手数料】

浜松市中区肴町 314-21
講習費 3,000 円＋材料費（キット：布、手順書）
キットの布は、裁断、ロックミシン加工済みです。
キットは当日会場でお選びいただきます。
（参考：3,000 円～6,000 円程度）
なし

【AGT 特典】

なし

【最少催行人員】

3名

【定員】

10 名／回

【ｽｹｼﾞｭｰﾙ】

12:45 集合・受付－13:00～16:00 体験－16:00 解散 ※終了時刻は目安です。

【交通アクセス】

JR 浜松駅より徒歩 15 分

【問合せ】

はままつシャツ事務局 info@hama-shirts.jp

【販売価格】

【設定可能期間】

４月～６月 ・ ４月～９月 ・ 通年

たくさんの浜松オリジナル生地からお気に入りのデザイン・色を
選択していただきます。

布の他、針や糸、手順書、
生地生産者の紹介など、
すべて揃ったセットです。

静岡デスティネーションキャンペーン商品企画シート

（浜松・浜名湖）浜松市

～お茶文化に触れる～茶歌舞伎を通して優美なひとときを
日帰り ・ 宿泊

個人のみ ・ 個人及び団体

DC 限定 ・ 初登場（開催）
手数料 （ あり・ なし ）

AGT 特典 （ あり ・ なし ）

↑地域名と企画タイトル名を記載し、その他の 5 項目は、該当するものに○をつけてください。

【内容】

茶歌舞伎とは、茶を飲み当てする利き茶のようなものです。
歴史は古く、室町時代に武士の間で財産を賭けて行い大変盛り上がりました。のち
に幕府が茶寄合を禁止したほどです。
当店の茶歌舞伎体験では深蒸し煎茶、玉露など 5 種類の茶葉を用います。じっくり
と味わって見る。確かに香り、渋み、甘みなどお茶によってそれぞれです。ルール
は一つずつ名を伏せ、お茶の銘柄を当て、勝負を決めるゲームとなります。
時期は５月、新茶の季節です。まろやかで爽やかな新茶に良く合うお茶菓子、フル
ーツケーキをご用意いたします。
昔、文化人の間で大流行した茶歌舞伎。是非一度優美な体験を味わってみません
か。

【DC 期間中の設定日
及び時間】

5 月 18,19 日（土日） 5 月 25,26 日（土日）
※計 6 回
土曜 13:30～15:00 (1 日 1 回) 日曜 10:00～11:30,13:30～15:00(1 日 2 回)

【設定日以外の催行可否】

不可 ・ 相談可能 ・ 団体のみ可能

【所要時間】
【開催場所（集合場所）】
【所在地】
【販売価格】
【販売手数料】
【AGT 特典】

約 90 分
有限会社 村松商店 茶店舗
浜松市西区西山町２３６５
２,０００円／名
なし
手土産に最上級新茶をプレゼント

【最少催行人員】

８名 ※7 名以下の場合は、お問い合わせください。

【定員】

２０名／回

【ｽｹｼﾞｭｰﾙ】
【交通アクセス】
【問合せ】
【設定可能期間】

視覚、嗅覚を生かしてじっくりと茶葉を分析

茶歌舞伎の歴史や文化を紹介

飲み比べを通して同じ見た目でも

お茶に対する捉え方が大きく変わります

味が全然異なることに気が付きます

村松商店 10:00/13:30 集合 － 茶園・製茶工場見学、茶歌舞伎体験、店
舗見学 – 村松商店 11:30/15:00 解散
・JR 浜松駅より車で約 25 分 東名浜松西インターより車で約 10 分
・JR 浜松駅より遠鉄バス 25 分 舘山寺温泉行き 神田原バス停下車 徒歩 3 分
有限会社 村松商店 担当 村松正浩 053－485－8526
４月～６月 ・ ４月～９月 ・ 通年

お茶に合うフルーツケーキで
おもてなし♪

静岡デスティネーションキャンペーン商品企画シート

（浜松・浜名湖）浜松市

浜名湖エリアまるごとグルメ体験ツアー～浜名湖で旬の魚介類を味わい尽くす&お茶子の新茶教室～
日帰り ・ 宿泊

個人のみ ・ 個人及び団体

DC 限定 ・ 初登場（開催）

手数料 （ あり・ なし ）

AGT 特典 （ あり ・ なし ）

↑地域名と企画タイトル名を記載し、その他の 5 項目は、該当するものに○をつけてください。

【内容】

浜名湖や遠州灘（太平洋）に囲まれ、豊富な魚介類を味わうことができる浜
名湖エリア。今回は地元企業がタッグを組んで、浜名湖エリアのグルメを体
験できるツアーをご用意しました。
地元の旅館や飲食店に魚介類を卸す「海老仙」。大型いけすの地魚を間近
で見ていただき、骨抜きが非常に難しい鱧（はも）の加工用機器などをご覧
いただきます。また、実際に海老仙の魚介類をふんだんに使った浜名湖料
理を「魚勝」で召し上がっていただきます。さらに、お茶も有名なこのエリア
で、お茶の雑学を学んでいただく教室も開催します。美味しい魚介類、お茶
に舌鼓を打つこと間違いなし！普段何気なく口にしている食品の知らない
世界を知っていただくツアーです。

【DC 期間中の設定日
及び時間】

6 月 22 日(土)、6 月 29 日(土) 9:00～13:00

【設定日以外の催行可否】

不可 ・ 相談可能 ・ 団体のみ可能

【所要時間】
【開催場所（集合場所）】
【所在地】
【販売価格】
【販売手数料】
【AGT 特典】
【最少催行人員】
【定員】

4 時間
お食事処 魚勝
浜松市西区雄踏町宇布見 9329-1
5,000 円／名 （小学生 3,000 円、幼児 300 円）
なし
なし
1名
20 名／回 ※21 名以上を希望の場合は、お問い合わせください。
9:00 魚勝(集合・ウェルカムティータイム)－徒歩－9:30 海老仙(見学)－徒歩
－10:30 魚勝(調理見学)－11:15 魚勝(新茶教室)－12:00 魚勝(昼食・和紅茶
でティータイム)－13:00 解散
JR 舞阪駅より車で 10 分、JR 浜松駅から遠鉄バス 35 分（白山橋下車）徒歩 2 分
宇布乃園 090-8338-7832（担当：松本陽子）

【ｽｹｼﾞｭｰﾙ】
【交通アクセス】
【問合せ】
【設定可能期間】

４月～６月 ・ ４月～９月 ・ 通年

浜名湖の魚介類に触れ合
う体験！
巨大ないけすには、見たこ
とがないような生き物も

魚勝の昼食
（まぐろの角煮は、お土産としてもお渡しします）

静岡デスティネーションキャンペーン商品企画シート

広域

県内各地の漁協・漁港の自慢のおさかなを満喫！！「アッパレ元気フェア！」
日帰り ・ 宿泊

個人のみ ・ 個人及び団体

DC 限定 ・ 初登場（開催）

手数料 （ あり・ なし ）

AGT 特典 （ あり ・ なし ）

↑地域名と企画タイトル名を記載し、その他の 5 項目は、該当するものに○をつけてください。

【内容】

旅といえば「グルメ」は欠かせない！
県内各地の漁協・漁港自慢のとれたて・美味しいおさかなを味わいに行き
せんか？
DC 期間中、県内 9 つの漁協・漁港食堂で「アッパレ元気フェア」を開催。
（H30 年 9 月末時点、今後参加店舗が増える可能性があります）
限定メニューなど自慢の海産物で皆様をおもてなしします！！

【DC 期間中の設定日
及び時間】

４～６月（提供日・時間帯は店舗により異なる）

【設定日以外の催行可否】

不可 ・ 相談可能 ・ 団体のみ可能

【所要時間】

食事のみ 30～45 分程度

【開催場所・所在地】

店舗により異なる

【販売価格】

店舗により異なる（800 円～2,500 円）

【販売手数料】

なし

【AGT 特典】

なし

【最少催行人員】

※該当するものに○を付けてください

参加店舗一覧（H30.9 時点） ※今後参加店舗が追加される場合がありま
す。
店舗名

市町

メニュー名（予定）

漁師めしや波魚波

伊東市

伊東の漁師自慢のジオパーク定食

１名

沖あがり食堂

西伊豆町

漁港自慢のいか様丼

店舗により異なる
（天候・漁の状況により提供可能数が変動する場合がある）

いけすや

沼津市

内浦自慢の活あじ丼

【定員】

田子の浦港漁協食堂

富士市

日本一の鮮度が自慢のぷりぷり生しら

【交通アクセス】

店舗により異なる

【問合せ】

静岡県経済産業部水産業局水産振興課
電話 ０５４－２２１－２３４５

【設定可能期間】

４月～６月 ・ ４月～９月 ・ 通年

す丼富士山盛り

※該当するものに○を付けてください

浜のかきあげや

静岡市

由比自慢の桜えびかきあげ丼

焼津さかな工房

焼津市

焼津自慢のオールカツオ定食

小川港魚河岸食堂

焼津市

検討中

直営食堂さくら

焼津市

大井川港自慢の桜えび・シラス丼

磐田市港の交流館

磐田市

検討中

※メニュー名の冒頭には「アッパレ元気フェア！」がつきます。
※価格や提供条件等は決まり次第情報を更新します。

