非日常の
〝体 験〟ギフト

asoview! G IFT Cherish

perience!
Ex

C her i sh

非日常の〝 体験ギフト〟
perience!
Ex

レジャーやアクティビティなど
非日常がたくさん詰まった 体験ギフト です
陶芸教室で粘土に触れる体験
湖の上で癒されるカヌーの体験
ドキドキするパラグライダー体験
いつもと違う 体験 を通じて
忘れられない特別な思い出をつくりませんか？
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How to...

ご利用方法
ご予約から体験まではとっても簡単な４STEPです。
あなたにぴったりのプランをみつけてください。

step

step

step

step

1

2

3

4

scan

choice

booking

go!

同梱されている
ギフトチケット裏面の
二次元バーコードを
スマートフォンで
読み込みます

一覧のなかから
お好きな体験を
検索して
探してみましょう

ご都合の
良い日を選んで
予約します

準備をして現地へ！
素敵な体験を
お楽しみ下さい

※二次元バーコードを
ご利用いただけない場合は下記URLより
ギフトコードを入力してログインしてください。
https://open-up.asoview-gift.com
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おでかけしたい場所から体験を探しましょう。
その地ならではの体験で、
旅行やおでかけをより楽しく彩れます。

Chapter.1

行ってみたい場所

から選ぶ素敵な体験との出会い方

絶景と

大自然を感じる旅。
【 北海道 】
まだ自分の人生で開拓していない場所に出かけて見る絶景。
そこには、
自分史上最高の興奮があります。
感動のフロンティアを追い求めて、
いざ北海道へ。
一生モノとなる大迫力のパノラマがお待ちしています。

Experience
a soview!
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夏の青空と広大な麦畑。
ここが日本だとは信じ
られないほどの絶景が
北海道にはあります

Hokkaido
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日々、私たちは様々なものに心を動かされな

わち、人生におけるフロンティア。まだ知ら

がら生きていますが、普段では得ることので

ない感動を開拓することができる地に出かけ

きない人生最大級の驚きや興奮には、どうや

てみませんか。目の前いっぱいに広がる麦畑、

ら旅先で出会うことが多いようです。そんな

青い池、ラベンダー畑、夜景……。陸の絶景

自分史上最高水準の感動を与えてくれるもの

を巡ったら、その冒険心を抱いたままで海に

リストで断トツの一位といっていいのが、絶

も繰り出してみましょう。小樽海岸国定公園

景。より大きなスケールで味わうことができ

を船で遊覧して訪れる青の洞窟は、巨大な岩

るのが、北海道です。まだ見ぬ絶景とはすな

とアクアブルーが織り成す絶景です。

北の大地の絶景に出会う旅。
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Hokkaido
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1
1. 美瑛の青い池。立ち枯れした白樺をコバ
ルトブルーの水面が鏡のように映し出して
神秘的 2. 富良野のラベンダー畑。花の絶
景から、アロマが風に乗って降り注ぎます
暮れなずむ函館の街。世界三大夜景のひとつとされる絶景のはじまりに心が躍ります

北海道で体験するならコレ！
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クルージング
小樽海岸周辺は、北海道で唯一の「海域公園
地区」に指定されています。船をチャーター
して 3 時間から 6 時間のプライベートな大航
海。迫力あるオタモイ海岸の断崖絶壁、幻想
的で美しいアクアブルーの世界が広がる青の
洞窟などを周遊します。日常とは
離れた特別な時間を過ごして下さ
2
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い。
［開催時期：5 月〜 10 月］
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【 東北／会津 】
義に死すとも不義に生きず。会津武士の高潔な心に
触れる旅のクライマックスは、
ヘリによる空中さんぽ。
今まで見えていなかったものが見えてきて、
人生に一度の忘れられない体験になるはずです。
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Area_

Tohoku

猪苗代湖と磐梯山を一
望に。日常の些事を忘
れて大らかな気分にな
れる空の旅をどうぞ

©PIXTA
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江戸時代に会津藩の城下町として栄えた会津

り〜巡礼を通して観た往時の会津の文化〜」

若松市。会津若松城や会津武家屋敷など、歴

が日本遺産に認定されました。新撰組局長近

史に根ざした名所が観光資源として今もなお

藤勇の墓がある天寧寺、三番隊組長を務めた

有名で白虎隊の墓所がある飯盛山の中腹に建

斎藤一の墓がある阿弥陀寺も歴史好きにとっ

つのが、会津さざえ堂。二重螺旋のスロープ

ての聖地。これらを訪ねた後は、一気に視点

に沿って西国三十三観音像が安置され、ここ

を変えて大空へ。ヘリによる空中さんぽで会

にお参りすることで三十三観音参りができる

津若松市の東側にある猪苗代湖、その北側に

という有難いお堂で「会津の三十三観音めぐ

そびえる磐梯山の秀麗な姿を心に焼き付けて。

めしもりやま

歴史を遡り、
空高く舞い上がる会津旅。
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Tohoku
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1. 会 津 戦 争 の 激 戦
地となった会津若松
城。春には約 1000
本のソメイヨシノが
開花して、赤瓦の天
守閣に映えます 2.
1796 年建立の会津
さざえ堂は高さ 16.
5m、六角三層の仏
堂 3. 会津藩家老西
郷頼母邸を中心とし
た屋外博物館、会津
武家屋敷もおすすめ

©PIXTA

秋なら空中さんぽのついでに、東北屈指の紅葉の名所である中津川渓谷へ

会津で体験するならコレ！

perience!
Ex

ヘリコプタークルージング
猪苗代湖は、日本で 4 番目に広い湖。日本百
景に選定されています。磐梯山は、日本百名
山のひとつ。この日本百景と日本百名山を空
からのワンショットで視界に捉えることがで
きる贅沢なフライトプランです。いつも上を
向いて歩いている皆さん、たまに
は下を向いて飛んでみてはいかが
ですか。
［開催時期：通年］
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海外も注目する、
リバーアクティビティの
聖地へ。
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【 関東／みなかみ】

2018/03/06 16:0

雪解け水を含んだ利根川の最上流域は、
国内最高レベルの激流が生まれて海外からも
ラフティング愛好家が訪れる聖地になっています。
夏にはカヌー、冬にはスノーシューをどうぞ。
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Kanto

利根川の激流に挑むラ
フティング。渓谷美に
包まれて、普段では得
られない興奮を感じて
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1.冬にはふかふかの雪の上を歩く
スノーシュー体験を 2. ご当地グ
ルメ、三色きのこそば 3. ラフテ
ィングの後は、BBQ が定番です

Experience
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Kanto
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奥利根の絶景に包まれて穏やかな時間を。レイクカヌーがもたらしてくれるのは、極上のヒーリングタイムです

奥多摩で体験するならコレ！

歓声を響かせるか、驚嘆のため息をこぼすか。

018

群馬県利根郡のみなかみ町は、利根川の最上

も「MINAKAMI IS GREAT !」の 噂 を 聞 き つ

流という地理を活かしたリバーアクティビテ

けた人々がやってくるほどです。また、奥利

ィで注目されるスポット。町内の全域が豪雪

根周辺の湖ではカヌーを体験することができ

地帯に指定されていて、雪解け水が利根川に

ます。新緑や紅葉が生み出す 360 度の大パノ

流入してくる 4 〜 6 月には海外のツアーに勝

ラマに囲まれて湖にカヌーを漕ぎ出せば、心

るとも劣らない激流ラフティングを楽しめま

地良さは格別。ラフティングで渓谷に歓声を

す。ハイウォーター時にはラフティングの盛

響かせるか、カヌーで湖に驚嘆のため息をこ

んなニュージーランドやオーストラリアから

ぼすか。どちらも最高の瞬間！

perience!
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みなかみアウトドア体験
ラフティングは、大型のゴムボートに乗り合
わせたメンバーが力を結集して激流を下るア
ウトドアスポーツ。身体ひとつで沢を下って
天然のウォータースライダー体験を楽しむキ
ャニオニングとコンボになった欲張りツアー
も人気です。冬になったら、手軽
に雪上トレッキングができるスノ
©PIXTA

ーシューツアーに出かけてみては。
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【 甲信越／八ヶ岳】
約30もの火山が連なり、広大な裾野には
蓼科や清里などの高原もあります。
自然の恵みに包まれる、立体的で広大な遊び場。
歩いても、飛んでもいいのが八ヶ岳なのです。

Experience
a soview!
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A rea_

Koshinetsu

まずは歩く、そして飛
ぶ。ふたつの視点で、
広大な八ヶ岳連峰の底
力を探りましょう
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実は八ヶ岳という山はありません。八ヶ岳と

雅に流れ落ちる清流に感嘆符を浮かべたら、

は、長野県と山梨県にまたがって南北 30km

渓谷沿いに整備された遊歩道で東沢大橋まで

ほども連なる山々の総称です。夏沢岳を境に

トレッキング。八ヶ岳を背景にして橋の赤が

南八ヶ岳と北八ヶ岳に分けられ、南八ヶ岳に

劇的に映えているはず。また、武田信玄が信

ある赤岳（標高 2899m）が最高峰。ほとんど

州攻略のために造った軍用道路を歩くのもオ

のエリアが八ヶ岳中信高原国定公園に指定さ

ススメ。現在は、美しい日本の歩きたくなる

れています。清里駅からバスで向かうことも

みち 500 選にも選定されています。さてさて、

できるのが、川俣川渓谷にある吐竜の滝。優

歩いた後は飛んで八ヶ岳を楽しむとしますか。

歩いて森林浴のち、
飛んで青空浴。

Experience
a soview!
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Koshinetsu
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武田信玄が開発した軍用道路、信玄棒道。36 体の観音石仏が佇んでいます

©PIXTA

2

1.小さい滝が何段に
もなって流れ落ちる
どりゅう
姿に風情がある吐竜
の滝 2. 川俣川渓谷
にかかる長さ90mの
東沢大橋。春には新
緑、秋には紅葉の八
ヶ岳を背景に映えま
す 3. 信玄棒道を歩
くなら、名将・武田
さ
信玄の知恵が光る三
ぶいちゆうすい
分一湧水も訪れて

八ヶ岳で体験するならコレ！

perience!
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パラグライダー
「富士山と背比べをして勝つも、富士山に蹴
り飛ばされて八つの峰になった」という神話
がある八ヶ岳で空中さんぽ。遠景の富士山と
背比べをするつもりで飛んでみると、自分も
神話の登場人物になった気分。これが八ヶ岳
でのパラグライダー体験ならでは
のマインドセットといえるでしょ
©PIXTA

う。
［ 開催時期：4月〜11月］
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【 北陸／金沢 】
1583年に前田利家が入城してから栄えた城下町へ。
北陸新幹線に乗れば、
東京から2時間半で
江戸時代にタイムスリップできます。
着て、
観て、
食べて。
夢のような時空旅行です。

Experience
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Area_

Hokuriku

き む す こ

「木 虫籠」と呼ばれる
格子窓が特徴の町屋が
並び、風情溢れるひが
し茶屋街です
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じ ぶ

初めて訪れた旅先で、その地との距離感がう

存地区になっているひがし茶屋街では、治部

まくつかめなかったりすることはありません

煮や唐蒸しといった加賀の郷土料理が盛り込

か？

に

そんな時でも臆することなく飛び込ん

まれたランチをいただいて、金箔ソフトをデ

でみれば、とても収穫の多い旅になったりす

ザートに。加賀藩 5 代藩主の前田綱紀が自ら

るもの。古都・金沢にどっぷりとダイブする

の別荘を建てて、その周りを庭園化したのが

なら、まずは衣装から。着物をレンタルして、

始まりという兼六園を歩けば、気分はもう、

自分自身が “金沢美人” になってしまう作戦

お姫様。着物だとゆっくりした歩きになるの

でいきましょう。国の重要伝統的建造物群保

で、旅の趣きがより沁み渡ります。

お姫様気分で城下町をそぞろ歩き。

Experience
a soview!
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着物が似合う千本鳥居は京都の伏見稲荷大社が有名ですが、金沢の春日神社も忘れずに

4

金沢で体験するならコレ！
2

perience!
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© 2010 olafur Eliasson

オラファー・エリアソン
︽カラー・アクティヴィティ・ハウス︾
年
2010

着物
古都・金沢に相応しい衣装といえば、着物を
おいて他にありません。手ぶらでお越しいた
だいて、お気に入りの着物や帯にて着付け。
江戸時代の面影をとどめた街並みはもちろん
1. 加賀藩の殿様の私庭だった兼六園
2. 金沢駅は、米の旅行雑誌のウェブ
版で「世界で最も美しい駅」のひとつ
に日本では唯一選ばれました 3. 現代
美術を収蔵する金沢21世紀美術館 4.
ひがし茶屋街の町屋カフェでほっこり

のこと、最新アートが鑑賞できる 21 世紀美
術館のモダンな建築においてもフ
ォトジェニックな着物で旅の思い
出を鮮やかに。
［開催時期：通年］
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【東海／伊豆】
伊豆の旅を歌った『雨の修善寺』や『天城越え』。
これらの情念的な！
？ 伊豆の世界観とは
異なるものを求めるとシーサイドにたどり着きます。
スカッと爽快な気分になれる伊豆をどうぞ。
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Tokai

洞窟めぐりの遊覧船が
てん
西伊豆の堂ヶ島に。天
そうどう
窓 洞からエントリーす
るダイビングも人気
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伊豆半島は国内有数の温泉地や歴史的スポッ

洞があり、クルージングまたはダイビングが

トなど多くの名所を有する観光王国というこ

たのしめます。下田の田牛海岸で冒険心を刺

ともあり、“しっぽりスポット” のイメージを

激してくるのが、潮風によって運ばれた砂が

お持ちの方が多いかと思います。でも、伊豆

自然に積もってできた砂山。目の前に広がる

半島は山も海もアクティビティが豊富なエリ

海を見ながらのサンドスキーは爽快です。下

ア。いつもと違ってアクティブな旅にするア

田の透明度抜群の海でシュノーケリングも最

クティビティを紹介します。まずは、西伊豆

高。小さなお子様の海遊びデビューとしてぴ

の堂ヶ島。天然記念物に指定されている天窓

ったりのツアーもおすすめです。

アクティブに楽しめる 海ネタ を味わう。

Experience
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Tokai
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天窓洞は、まさに天窓のように空いた穴から太陽の光が射し込み、青く輝く洞窟です
とうじ

1. 田牛海岸には傾斜 30 度・滑走距離 45m
の砂のゲレンデが。近くの民宿でソリのレ
ンタルが可能 2. 相模湾や伊豆高原が見渡
せる大室山 3. 遊んだ後は、海の幸 4. 先
端に設置された鐘を 3 回鳴らすと恋が実る
といわれる恋人岬で、富士山と夕日を一望

©amanaimages

伊豆で体験するならコレ！

2

perience!
Ex

シュノーケリング
青く透き通った海をもつ伊豆半島は、沖縄と
並ぶシュノーケリングの人気スポットです。
透明度の高い海中ではさまざまな種類のお魚
と出会えて、大人も子供も存分に楽しめます。
2 〜 3 歳の小さなお子様でも参加可能なプラ
ンがあるので、お子様連れでアク
ティビティを楽しみたい方にもお
©PIXTA
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すすめです。
［開催時期：通年］
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【 関西／京都 】

石畳が敷かれた石塀小
路（ い し べ こ う じ ）
。
祇園の奥座敷として粋
人に愛されてきました

着物で

京都で着物に着替えたら、石畳の小路、
レンガのアーチ、願いを叶えてくれるお猿さんたち、
心のこもったおばんざい、優しい味のスイーツへ。
素敵な瞬間が心のアルバムにたまり放題です。

訪れたい、
京都の情緒。
©amanaimages
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1. 左京区岡崎の古民家・おばんざいカフェ、卯 sagi の一歩。お庭を見ながらの
お食事です 2. 雰囲気のいい古民家にかわいい暖簾が目印 3. 豆腐ハンバーグ、
茄子のはさみ揚げ、ささみ梅しそ巻きなど 6 種類から選べるメインに、おばん
ざい 5 種盛り、ご飯、お味噌汁、お漬物、デザートが付いたおばんざいセット

2018/03/06 16:0

八坂神社の南楼門から下河原通りを南に下が

地でつくられる “くくり猿” にペンで願いを

ると細い路地の入り口に「石塀小路」と書か

書き込み、それを吊るすと叶うといわれてい

れた外灯が。石畳が敷き詰められた小路に町

ます。南禅寺の水路閣は、琵琶湖の水を京都

屋が並び、京都らしい情緒がたっぷりです。

の街に運ぶための水路橋としてつくられまし

この石畳を着物で歩くのは、華やかで奥ゆか

た。どの場所も着物で訪れると、すこぶるフ

しくて凛とした自分になる体験。八坂庚申堂

ォトジェニック。お昼におばんざい、おやつ

は、中国の道教を由来とする庚申信仰を日本

にマクロビスイーツをいただきながら、しゃ

で最初に始めたとされるお寺。カラフルな布

なりしゃなりと京散歩。

歴史の街・京都で、
いつもと違う自分に。
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南禅寺の水路閣は全長 93.2m、高さ 14m。レンガ造りのアーチ型橋脚がレトロな趣き

2

京都で体験するならコレ！

perience!
Ex

着物体験
八坂神社から徒歩 2 分、バス停「祇園」のす
ぐ近くで着物美人に変身。30 分ほどの着付
け時間で、華やかな振袖姿になって出かける
ことができます。返却は 19 時までで大丈夫
ですので、京都をゆったりとお楽しみくださ
©PIXTA

八坂庚申堂にお参りしたら、たくさんの くくり猿
を背景にして色鮮やかで風流な写真を残して

034

1. 北区柴竹にあるマクロビスイーツ & レザークラフ
トの妃屋（きさきや） 2. 北区柴竹の古民家を DIY
でリノベーションした店内は、手づくり感に溢れて
います 3. 無農薬や減農薬、オーガニックにこだわ
り、動物性の食材を一切使用していないスイーツ

い。夕暮れ時にしっとりとした風
情の石塀小路を歩いてみるのもい
いものですよ。
［開催時期：通年］
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縁結びでも有名な千光
寺は、清水寺などと同
じ舞台造り。ここから
眺める尾道水道は壮観

坂の街で

尾道水道を満喫する。
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【 山陰山陽／尾道 】
広島県尾道市がある本州と向島を隔てて、
一筋の川のように流れる海。それが、尾道水道です。
尾道三山との間の限られた空間に建物がひしめき、
坂道と路地でつながれた景色は、
美しい箱庭のようです。
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2015 年、文化庁は尾道市街地を形成する街並

が多い坂の街なのも猫にとって居心地がいい

みやその背景にある歴史などを「尾道水道が

のです。良神社の東側から天寧寺三重塔にか

紡いだ中世からの箱庭的都市」として日本遺

けて続く約 200m の細い路地は「猫の細道」

産に登録しました。1200 年以上の歴史がある

と呼ばれ、約 3000 体もの招き猫をコレクシ

千光寺にお参りすれば、尾道水道と箱庭感が

ョンした美術館や猫グッズの店、古民家を再

一望できます。尾道は、猫好きを悩殺する場

生したカフェなどが集まっています。たっぷ

所としても有名です。魚の美味しい港街は、

りと癒されたら、人にも猫にも恵みをもたら

人だけではなくて猫にも嬉しいところ。路地

してきた瀬戸内海にカヤックで漕ぎ出して。

猫が憩う箱庭と、
恵みをもたらす瀬戸内海と。
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1
1. 尾道駅を降りると、すぐに瀬戸内海（尾道水道）
の紺碧が見えます。背後には山の緑が迫るという
立地 2.「猫の細道」には、猫が描かれた石「福
石猫」が 108 匹 3. 本物の猫との出会いも楽しみ

©amanaimages

豚の背脂を浮かせた醤油ベースのスープと平打ち麺が特徴の尾道ラーメンもぜひ！

尾道で体験するならコレ！

perience!
Ex

カヤックツアー
「のんびりしたい」「無人島に行ってみたい」
など、お客様のリクエストに沿って行き先を
アレンジするシーカヤックツアーです。行き
先のご希望がなくても大丈夫。ガイドイチオ
シのスポットへとお連れします。焚き火でつ
くる温かい料理にておもてなしす
©amanaimages
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るランチタイムも思い出に残りま
す。
［ 開催時期：通年 ］
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四万十川流域は「重要
文化的景観」に選ばれ
ています。単なる川で
はなく、文化なのです

2018/03/06 16:04 008-051.indd 37

2018/03/06 16:0

Experience
a soview!

09
A rea_

Shikoku

【 四国／四万十川 】
日本最後の清流を遊び倒すためのキーワードは、
もっとディープに、
もっとダイナミックに。
四万十川の大きな流れに合流する源流域の渓谷で、
かつてない感動体験を始めてみませんか。

日本最後の清流で童心
040

にかえる。
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日本最後の清流と形容される四国最長の大河、
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とりわけ美しいスポットが、雪輪の滝。長さ

四万十川。高知県高岡郡津野街にある不入山

80mの滑らかな岩肌を舐めるように滝が流れ

の東斜面に源を発し、四国の西南地域を大き

落ち、マイナスイオンに溢れる佇まいで、日

く蛇行しながらの全長 196km。この四万十川

本の滝 100 選にも選ばれているほどの名所と

の支流である目黒川の最上流 12km に渡って

して名を馳せます。四万十川に通ずる雪輪の

広がるのが、滑床渓谷です。渓谷全体の岩盤

滝で眺めるのみならず、身体全体を使って遊

が清流によって洗い清められ、滑らかな川床

び倒すキャニオニングをダイナミックにチャ

になっていることから名づけられています。

レンジ。自然の恩恵を味わってみませんか。

最後の清流のずっと奥の方で躍動する。

Experience
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滑床渓谷がある愛媛県南予地方などでひゅうが飯と呼ばれている郷土料理

1.清らかな渓流と滑
らかな岩肌が特徴の
滑床渓谷は、足摺宇
和海国立公園の一角
2.支流を含めた四万
十川流域でキャニオ
ニングするなら、滑
床渓谷 3. 四万十川
ではカヌーやラフテ
ィングも楽しめます。
まさにリバーアクテ
ィビティの楽園

2

四万十川で体験するならコレ！

perience!
Ex

キャニオニング
自分の身体ひとつで渓谷を下るアクティビテ
ィ、キャニオニングを滑床渓谷で。雪輪の滝
は、長さが約 40m にもなる天然のウォーター
スライダーとして遊ぶことができます。他に
も 7 〜 8m クラスの天然スライダーが何カ所
もあり、世界屈指ともいえるコー
スを存分にエンジョイしてくださ
い。
［ 開催時期：4月〜 10月］
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有田のふるさとを訪ねて。
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まずは、弥生時代の吉
野ヶ里遺跡を訪問しま
す。器の歴史を掘り下
げる旅の始まりです

【 九州／佐賀 】
1650年代からはオランダの東インド会社により、
ヨーロッパの国々に輸出された有田焼。
王侯貴族の間で持つことがステータスとされた器です。
その生まれ故郷では、今も窯が熱く燃えています。
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有田を訪れる旅は、東に約 60km 離れた吉野

によって有田の泉山で陶石が発見されて日本

ヶ里遺跡からスタートします。紀元前 10 世紀

で初めて磁器が焼かれたといいます。有田の

から紀元後 3 世紀までの弥生時代は、稲作の

裏通りには登り窯を築くために用いた耐火レ

文化が始まって定住文化が根付き、日本の文

ンガ（トンバイ）の廃材や使い捨ての窯道具

化の原点にもなった時代。この遺跡からは多

などを赤土で塗り固めて作ったトンバイ塀が

数の土器、石器、青銅器、鉄器、木器が出土

見られ、独自の情緒を醸します。吉野ヶ里遺

しています。そこにないのが、磁器。およそ

跡から有田への旅は、人の営みの歴史に思い

400 年前、朝鮮人陶工・初代金ヶ江三兵衛ら

を馳せる旅。最後は自分の手で有田焼をぜひ。

佐賀で器の歴史を総ざらいする。

1.有田では400年前から伝統の登り窯で磁
器が焼かれてきました 2. トンバイ塀のあ
る裏通りは、有田ならではの風景 3. 吉野
ヶ里遺跡から有田へ向かう途中、佐賀市内
で佐賀牛のしゃぶしゃぶはいかが？ 4. 磁
器に施される美しい染付に見惚れて

Experience
a soview!
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夜は虹の松原（日本三大松原のひとつ）を一望できて唐津市の夜景も望める鏡山へ

佐賀で体験するならコレ！

perience!
Ex

有田陶芸体験
電動ろくろで有田焼に挑戦。湯のみ、お茶椀、
お皿など好きな器を 3 個つくることができま
す。世界で初めて腕時計に搭載する有田焼の
文字盤を開発した新鋭作家が丁寧に指導。焼
きあがって器が届くのは、約 2 〜 2 カ月半後
です。それまでトキメキが続き、
待っている時間も旅の延長として
楽しめます。
［開催時期：通年］
©amanaimages
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青の沖縄を見つけに。
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【 沖縄 】
ダイビング、
ドライブ、モーターパラグライダー、
フライボードなどで沖縄の青に飛び込む一日。
沖縄旅行の思い出を一枚の絵にするとしたら、
きっと青い絵の具がなくなってしまうことでしょう。
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海に着いた途端、思わ
ず「嘘でしょ」と叫ん
でしまうようなブルー
が目の前に広がります

048
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沖縄を旅すると天然の漆が塗られた首里城

の後は、北部にかけてゆっくりと海沿いをド

の朱（あか）も記憶に残りますが、もうひと

ライブ。象の鼻の形をした岩がお出迎えして

つ忘れられなくなる色があります。空と海の

くれる万座毛で絶景を楽しみ、古宇利大橋へ。

おん な そん

まえだみさき

ブルーです。恩納村の真栄田岬にある「青の

海の上をスライドして空へとテイクオフする

洞窟」なんて、もう名前からしてアンフォゲ

かのような感覚が味わえるポイントです。古

ッタブル。より美しく輝くブルーを楽しみた

宇利島ではジェット噴射で海面から空中に舞

い場合、太陽光がきれいに反射する早朝から

い上がるフライボードの体験も。沖縄のブル

午前中の時間帯がオススメです。ダイビング

ーをおもいっきり満喫してください。

空と海の色を脳裏に焼き付ける日。

Experience
a soview!
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1. 青の洞窟は、太陽光の反射で
洞窟内の海面が青く輝くことか
らネーミング 2. 琉球王朝時代
に尚敬王が「万人を座するに足
る」と賞賛したことが由来にな
なきじんそん
った万座毛 3. 今帰仁村の古宇
や が じ じ ま
利島と名護市の屋我地島を結ぶ
全長 1960m の古宇利大橋

エンジン付きのモーターパラグライダーで空の青に近づき、海の青を見渡すのも素敵

沖縄で体験するならコレ！

perience!
Ex

ダイビング
1 グループに 1 人の専属ガイドが同行します
ので、初心者も安心。自分たちのペースで美
ら海を満喫できます。青い海の中でサンゴが
キラキラと輝き、まるで大きな宝石箱の中に
迷いこんだような気分でダイビング。憧れだ
った美しい沖縄の海で魚と触れ合
©amanaimages

2

050

3

うこともできて夢のような時間に
なるでしょう。
［開催時期：通年］
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do?
perience!
Ex

やってみたい体験テーマから探しましょう。
今までやってみたいけどできなかったことに
今こそ挑戦してみませんか？

Chapter.2

やってみたいこと

から選ぶ素敵な体験との出会い方
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人の温かさ︑
優しさに

a soview!
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舞妓体験
perience!
Ex
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Action_

Meets

歴史ある街で、
歴史ある装いの思い出を

Meets
人と出会う、
文化と出会う、
新しい自分と出会う。
今までにない新しい発見がそこにはある。

京都・祇園を中心とした花街で、歌や踊りを披露して人々を
楽しませる芸妓。舞妓は芸妓の見習の段階にあたります。そん
な舞妓に変身できるのがこの体験。本物の舞妓さんと同じ化粧
方法、着物の着付けをして、いつもと全く違う自分を演出する
ことができます。舞妓姿で京都の街へくりだせば、白塗りの厚
化粧に映える紅、着物に厚底の下駄という艶やかな
姿で街ゆく人の目を奪います。記念撮影もできるの
で、普段得られない思い出づくりにいかがですか？
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写真体験

観光タクシー

大切な瞬間を
最高な思い出として残す

プロのドライバーが
教えてくれる名所

大切な人との思い出をカタチ
に残せるチャンス。写真館・フ
ォトスタジオでは、人生の大切
な節目などに合わせてプロのカ
メラマンに撮影をしてもらえま
す。ヘアメイクからスタイリン
グまで全ておまかせすれば、普
段は撮ることができないような
素敵な写真を残せます。海や自
然を背景に撮影できるロケーシ
ョンフォトや、マーメイドビー
チフォトは特に女性に大人気で
す！ 大切な記念日
に是非、ご利用して
みてはいかがですか。

観光タクシーを利用して、そ
の土地ならではの見どころを巡
ってみましょう。電車やバスで
は不便な場所に行きたいとき、
歩くのはちょっと……というご
年配の方にもおすすめ。効率よ
く色々なポイントを見ることが
できるだけでなく、その土地に
詳しいタクシードライバーがガ
イドブックには載っていないと
っておきの場所を案内してくれ
ます。せっかく旅行に行くのな
ら、観光タクシーを
使って特別な時間を
過ごしてみては？

©PIXTA
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ガイドツアー

熱気球

名所の魅力を
ガイドとともに巡るツアー

無風、
無音で
感動の絶景に出会うフライト

プロのガイドの案内で、いつ
もよりワンランク上の旅の思い
出を。ガイドが今まで知らなか
った隠された名所へご案内した
り、有名観光地の裏話なども交
えながら楽しい時間をプロデュ
ースします。ゆったり歩いて神
社やお寺を巡ったり、街の魅力
を堪能しながらお散歩してみた
りなど、贅沢な時間を過ごすこ
とができます。合間でガイドさ
んが記念写真も撮ってくれるの
で、大切な人との旅
の思い出づくりにお
すすめの体験です。

人生一度は乗ってみたい熱気
球！ このプランには、ロープ
で一定以上上昇しないように固
定する「係留フライト」と、固
定は一切なしの「フリーフライ
ト」があります。フリーフライ
トはインストラクターが操縦し
ますが、進路は基本的に風任せ。
条件によっては 1000m もの高
度に達することも。常に風と同
じ速度で動いているので、不思
議なことに気球の中は無風、無
音。天国のような不
思議な体験が味わえ
るのも魅力です。
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まだ見ぬ世界に︑

a soview!
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Experience

ラフティング

Challenge

激流を下る、
自然のジェットコースター

Challenge
やり遂げたときの達成感は挑戦した人だけが味わえる特権。
一歩踏み出して、
新しいチャレンジを。

ゴムボートに乗り、力を合わせて川を下っていくラフティン
グ。激流に押し流されたり、勢い余ってボートから投げ出され
たり。全身で自然の力を感じて味わうスリルと爽快感は、やっ
てみなければ味わえないもの。ご紹介しているラフティングツ
アーは、ジェットコースターのような急流下りから、渓流下り
のようにゆったりと下っていくものまで多種多様で
す。熟練のガイドがしっかりとサポートしてくれる
ので、初心者でも安心してチャレンジできます。
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カヌー・カヤック

キャニオニング

水面から見る景色は、
非日常の絶景
アクティビティの定番の一つであるカヌー・カヤッ
ク。ベテランガイドが案内してくれるので、初心者で
も安心です。陸上からはたどり着けない洞窟を訪れる
探検ツアーや、四季を楽しめるレイクカヌー、スリル
を味わいたい人には川で激流を下るアクティブなツア
ーなど、お好きな体験をお選びください。
お子様でも参加できますので、家族でちょ
っとアクティブな水遊びなんていうのも◎。

perience!
Ex

perience!
Ex
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パラグライダー
大空へ飛び立ち
絶景の世界を一望

Experience
a soview!

02

パラグライダーで空からの絶
景を堪能。ベテランインストラ
クターと 2 人で乗り、高低差数
百メートルを飛ぶタンデムフラ
イトでは、普段見ることのでき
ない 360 度のパノラマの景色
を楽しめます。丘から高さ数メ
ートルを飛ぶ体験パラグライダ
ーでは、安全管理が徹底された
ベテランのインストラクターが
丁寧に教えてくれるので、最後
には一人だけで空を飛行できま
す。今年は大空の世
界で絶景に出会いま
しょう。

Action_

Challenge

perience!
Ex

大自然の中で、
アドベンチャー気分を満喫
大自然の中でアドベンチャー気分を味わうならこれ！

キャ

ニオニング・シャワークライミングは、体一つで楽しめるスリ
ル満点の爽快アクティビティ。キャニオニングは川の流れとと
もに渓谷を下っていき、シャワークライミングは沢の水を浴び
ながら上流へ登っていきます。小さな滝をウォータースライダ
ーのように滑り下りたり、滝壺へダイブしたり、バ
リエーション豊富な大自然のコースが、あなたの冒
険心を満足させてくれることまちがいなし！
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ダイビング
美しい海に飛び込む、
冒険のはじまり
スキューバダイビングで、海の中でしか見られない
感動的な景色を探しにいきましょう。魚の群れと一緒
に泳いでみたり、花の群生のように広がるサンゴ礁を
観察したり。そのどれもが、一度出会うと忘れられま
せん。小人数制、個人のレベルに合わせてインストラ
クターがしっかりケアしてくれるので、初
めてでも安心して楽しめます。この機会に
是非、美しい海の魅力を堪能してください。

061

054-063.indd 58

2018/03/06 16:08 054-063.indd 59

2018/03/06 16:0
perience!
Ex

少し背伸びして︑

⿃ ᴛߔࠆ

a soview!
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特別なパーティーで
特別な思い出を
リムジンを貸切でレンタルし
てパーティーやクルージングな
どで贅沢な時間を過ごしてみま
せんか。大切な人をおもてなし
したい、自分へのご褒美に贅沢
したい、といった方におすすめ
です。さらにサプライズの演出
として、プロポーズに利用され
る方も !? バースデープランや
女子会プランなど、様々なプラ
ンの中からお好きなものをお選
びください。リムジンから眺め
ればいつもの街も輝
いて見え、特別な時
間を過ごせますよ。

⿃ ᴛ㮬㯞

Experience

リムジン

perience!
Ex

Gorgeous
⿃ ᴛߔࠆ

ヘリコプター
空から見下ろす
一面に広がる絶景

Gorgeous
普段はできない、
でもしてみたい。
ご褒美にそんな少しの贅沢を。

062

ヘリコプター遊覧で、とって
おきの贅沢な時間を過ごしませ
んか。歩いて見て回る街とはま
た違った、スケールの大きい景
色を堪能できます。誕生日や記
念日、プロポーズなどの特別な
ときに利用すれば、思い出がい
っそう輝いたものになるはず！
昼、夜ではまったく違った景色
が見られるので、都合に合わせ
てプランを選びましょう。大切
な人と贅沢なひとときを過ごし
て、一生忘れられな
い思い出を作ってく
ださいね。
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よくある質問

Q and A
1

4

2018/03/06 16:0

その他のご不明点がございましたらこちらまでお問い合わせ下さい。

support@asoview-gift.com
※メールよりご予約の受付は行っておりません。

7

9

Q

Q

Q

Q

チケットには
有効期限はありますか。

直接お店に連絡をして、
予約をとることはできますか。

悪天候により、
体験が中止になった場合、
再度予約は
できますか。

体験日当日に、
急に行けなくなった場合は
どうすればいいですか。

チケット発行日から半年間が有効期

ギフトとしてのご利用の際は、aso

限です。

view! GIFT サイトを通じてご予約を

各体験メニューには、予約締切がご

お願いいたします。

ざいますので、お早めにお申込みく
ださい。

5

Q

なお、資金決済法で定められている
関係上、有効期限の延長は対応でき
かねますので、ご了承ください。
2

Q

asoview!サポートデスクに
電話をして、
予約を取ることはできますか。
電話でのご予約は承っておりません。

予約するプランに関して、
料金は一切
かかりませんか。
基本的に料金はかかりません。
ただし、当日にメニューを追加され
た場合や人数を追加された場合はそ
の限りではありません。
その場合は、現地で追加料金をお支
払いただきます。

ご予約は asoview!GIFT サイトより
お客様ご自身にてお願いいたします。
3

Q

チケットを
紛失してしまった場合は
どうすればいいですか。
ギフトコードがあればasoview!GIFT
サイトよりご予約可能です。
なお、チケットの再発行はいたしか
ねますので、大切に保管してくださ
い。
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6

Q

何名まで申込めますか。
申込可能人数は体験によって異なり

主催会社の判断により体験が催行さ
れなかった場合は、再度予約を取る
ことが可能です。
※お客様の都合でキャンセルされた
場合は、権利が失効されますのでご
注意ください。

予約をしている店舗へキャンセルの
ご連絡をお願いいたします。
お店の電話番号はマイページ、もし
くは予約通知メール内に記載してお
ります。
なお、お客様都合によるキャンセル
の場合は、チケットが利用済となり
権利失効になります。予めご了承く

8

Q

ださい。
10

Q

申込み後、
プランを変更したい場合は
どうすればいいですか。

リクエストで申込みをしたが、
確定の返事がありません。

基本的に申込後は変更・キャンセル

マイページにログインし、お店から

はできません。
すでにお申込頂いたプランでの変更
に関してはマイページより主催会社
にご確認ください。

のメッセージが届いていないかご確
認ください。
もしくは、
お申込時に送信された「お
申込み内容のご確認」メールに記載
の電話番号へご連絡ください。

ます。
記載例 1：2 人〜 4 人
→最小 2 名様、最高で 4 名様までお
申込みいただけます。
記載例 2：1 人〜 1 人
→ 1 名様でのお申込みのみ可能です。

○ 体験のご予約にはasoview!への会員登録が必要となります。
○ 体験のご予約にはasoview!GIFTご利用規約に同意頂く必要がございます。
○ 有効期限は発行日から6ヶ月間です。
○ 紛失した場合の再発行は致しかねますのでご注意下さい。
○ お電話でのご予約は承っておりませんので、
インターネットからご予約ください。
○ お客様都合でのご予約キャンセルはご利用権利の失効となりますので予めご了承ください。
○ 悪天候などで体験が実施頂けなかった場合は再度体験を選び直し予約することが可能です。
○ 保険料、郵送手配、
防寒具のレンタル等オプション費用が別途かかる場合がございます。
○ 個人情報のお取り扱いについてはアソビュー株式会社のプライバシーポリシーをご確認ください。

表紙：©PIXTA
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