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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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do you want to

go?
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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
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北一硝子の作品には、
小樽運河の景色にも負
けず劣らずのロマンチ
ックな趣きがあります

Experience
a soview!

01
Area_

Hokkaido

【 北海道 】
小樽がガラスの街と呼ばれるようになった源流は
1901年（明治34年）
にまでさかのぼり、
石油ランプの製造から発展を遂げた北一硝子が起源です。
情緒あふれる小樽の旅を忘れ得ないものにするために
景色と美味、
そして歴史あるガラス工芸を体験しに行きましょう。

ガラスの街・小樽をめぐる。
008
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訪れた地にある美しいものを観る。これこそ

能したら、小樽運河に沿って広がる景観でロ

観光の醍醐味です。自然や街並みといった景

マンチックな気分に浸り、北海道旅行の楽し

観はもちろん、その土地ならではの産物も感

みのひとつとしてはずせない海の幸で、たっ

性を刺激し、心に染み入り、素敵な思い出と

ぷりとお腹を満たすこともお忘れなく。そん

して記憶に残り続けます。北海道なら、小樽

な旅の締めくくりとしてオススメなのが、吹

のガラス。手作りガラスの製造・販売を行い、

きガラス体験です。クラフトマン魂に火がつ

市内に複数の店舗を構える北一硝子が有名で

くはず。旅の楽しい思い出とともに作品を持

す。各所を巡ってガラス職人の技を充分に堪

ち帰りましょう。

歴史ある街を巡る、
ガラスと食の旅。

Experience
a soview!
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1

Area_

Hokkaido

©PIXTA

小樽運河に沿って並ぶ 63 基のガス燈に灯された火が夜をロマンチックに盛り上げます

©amanaimages

2

1.小樽の観光名所と
してまず名前が挙が
るのが、小樽運河で
す。運河に沿って、
石造りの倉庫群や歴
史的建造物が点在
2.北海道ならではの
活きのいい海の幸で、
幸せな時間を 3. 北
一硝子のショップは、
眺めているだけで思
わずうっとり

北海道で体験するならコレ！

perience!
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ガラスづくり
ガラスの街でめいっぱい感性を刺激されたら、
次はあなたの番。吹きガラス体験ではコップ
やボウル、ピッチャーや花瓶などを作ること
ができます。13 種類の色から自由に配色を選
び、世界でひとつだけのガラス作品を作って
持ち帰ってみませんか。旅の後の
毎日の暮らしに、さらなる彩りが
加わります。
［開催時期：通年］
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随一の秘境をめぐる。
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【 東北／十和田湖 】
「住まば日本 遊ばば十和田 歩きゃ奥入瀬三里半」
文人・大町桂月が詠んだように、
青森と秋田に
またがる周囲46kmの十和田湖と、
そこから流れ出る
奥入瀬渓流は、
遊び、
歩くのに天晴れなところです。

Experience
a soview!

02

大町桂月が「山は富士
湖水は十和田 広い世
界にひとつずつ」とも
詠んで讃えた美しさ

Area_

Tohoku
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鏡のように周囲の空や山々を映し込んで悠然

家であった高村光太郎の傑作。807 年に創建

としている湖の前に立つ日。それは、自然の

された十和田神社は、パワースポットとして

偉大さ、遥かなる時の流れに想いが至る晴れ

も知られています。ガイドにも載っていない

晴れしい一日となります。十和田湖は、約 20

秘密の場所を訪れたいなら、地元の船長がお

万年前に始まった火山活動によって形成され

連れするクルージングで湖面へ滑り出してみ

たカルデラ湖。噴火で火山の周辺にできた陥

ましょう。下船したら、奥入瀬渓流へ。十和

没に長い年月をかけて雨水が貯まったもの。

田湖とともに特別名勝および天然記念物に指

湖畔に建つ「乙女の像」は、詩人にして彫刻

定されている清流や滝に見惚れてください。

湖に遊び、
乙女や神社で拝み、
渓流を歩く。

Experience
a soview!
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Area_

Tohoku
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1

1. 十和田湖から流れ出て約 14
㎞ ほど続く奥入瀬渓流。渓流沿
いには車道と歩道が整備されて
います 2. 十和田湖グルメとい
えば、ヒメマス。刺身で食べて
も美味 3. 毎年 2 月には十和田
湖冬物語というイベントが開催。
花火と電飾で盛り上がります

©PIXTA
なん そ ぼう

湖に棲みついた竜神を法力により追い払ったという南祖坊が祀られている十和田神社

十和田湖で体験するならコレ！

perience!
Ex

クルージング
所要時間は約 1 時間 30 分。十和田湖を訪れた
なら見ておきたい定番の景色に加えて、地元
を愛してやまない船長だけが知っている秘密
のスポットへもご案内。それが「船長おまか
せコース」
。十和田湖を知り尽くした船長が
軽快な青森弁に乗せて、湖と周辺
©amanaimages
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の 魅 力 を 楽 し く お 伝 え し ま す。
［開催時期：4 月下旬〜11月下旬］
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早起きして東京の自宅
を出れば、午前 9 時に
はアドベンチャー。有
意義な 1 日のスタート
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Area_

Kanto

【 関東／奥多摩 】

東京にある秘境、
016

都心に住んで冒険心を失くしてしまった人々へ。
毎日の暮らしを、
人生を、
今よりもっと輝かせるためには
週末ごとに簡単にトリップできる秘境が必要です。
奥多摩なら、
日帰りで大冒険が楽しめます。

奥多摩への1dayトリップ。
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Rafting

緑が整備された公園には普段から出かけて遊

日帰りでのアプローチが可能なのです。そこ

ラフト（ゴムボート）を使って川を下ってい
くのが、ラフティング。テーマパークでの体
験とは異なるリアルな川下りは、スリル満点
の冒険旅。クセになる人が続出しています

んでいるけど、大自然となるとなかなか難し

で、ただ単に美味しい空気を吸って帰るだけ

い。東京の都心に住んでいると、このように

ではもったいない話。大自然の懐の中へディ

思い込んでいる人が多いのでは？

実は、東

ープに飛び込んで、いろんなアクティビティ

京にも普段使いできる大自然があります。そ

にチャレンジするのが正解です。トレッキン

う、奥多摩です。新宿駅から奥多摩駅まで、

グはもちろん、カヤック、ラフティング、シ

電車で 1 時間 35 分。車なら、青梅街道まっし

ャワークライミング（沢登り）などが楽しめ

ぐらで約 2 時間。大いなる山に、川に、湖に

て、行くたびに発見がいっぱい！

普段使いできる、
アウトドアフィールド。

©PIXTA

足を前方に投げ出すようにして座り、ダブル
ブレードパドルで漕いでいきます。川から奥
多摩の自然を仰ぎ見て、ゆっくりとカヤック
を滑らせる。日頃のウサも晴れるはずです

Experience
a soview!
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Kanto

©PIXTA

ここが東京なの？

と思わず目を疑ってしまうほどの光景が奥多摩には広がっています

Shower Climbing
滝を登ったり、滝つぼにダイブしたりして渓
流を大冒険。渓流を登っていくシャワークラ
イミングや、渓流を下っていくのがキャニオ
ニング。どちらも奥多摩で楽しめます！

©PIXTA

東京にある JR の駅
の中で最も高い標高
（343m）に建つ奥多
摩駅。近くにキャン
プ場や温泉施設があ
るのもうれしい限り

奥多摩で体験するならコレ！

perience!
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奥多摩アウトドア体験
東京とは思えない緑と水の癒し空間に週末ト
リップ。王道のトレッキングだけでなく、最
近は山遊びと水遊びをミックスしたキャニオ

©PIXTA

018

Trekking

ニングやシャワークライミングにも注目が集

低山から東京最高峰の雲
取 山 ま で、 奥 多 摩 に は
様々な山が連なっていま
す。奥多摩三山と称され
る大岳山、三頭山、御前
山には日帰りの登山コー
スがあって人気です

まっています。ガイドと一緒に天然のウォー
タースライダーを楽しんだりして
爽快にはしゃいでください。カヤ
ックやラフティングも大人気です。
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1000円札の風景を、

カヌーにて。
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逆さ富士が現れたとし
たら、触れてしまえる
位置にいる。それが本
栖湖カヌーの醍醐味

【 甲信越／本栖湖 】
日本人は、
誰もが富士山を持ち歩いています。
その財布の中にある風景を現実のものとして
目に焼き付けたいのなら、
出かける先は本栖湖です。
湖畔の峠から望んだ後は、
カヌーにて。

Experience
a soview!
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Koshinetsu
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1000 円札に描かれている野口英世のちょう
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見える富士山と手持ちの 1000 円札を見比べ

ど裏側。そこにあるのが、本栖湖と富士山で

て、絶景の答え合わせと洒落込みましょう。

す。湖面に映る逆さ富士までバッチリ見えま

そんな素敵な絶景が望める本栖湖は日本でも

す。この図案の基になったのは、富士山の美

有数の透明度を誇る湖です。そっとカヌーで

しさに魅了されて写真を撮り続けた岡田紅陽

飛び出して、コバルトブルーに輝く美しい湖

の代表作『湖畔の春』。この撮影スポットは

の上から自然を楽しんでみませんか。静寂に

湖畔の北西にある中之倉峠の登山道を 30 分

包まれた湖の上の空間は喧騒を離れたこの上

ほど登ったところでした。同じ場所に立って

ない癒しの空間なのです。

静寂に包まれた癒しの空間に身を委ねる旅。

Experience
a soview!
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Koshinetsu
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1
おしのはっかい

1. 富士山の伏流水を水源とする湧水池「忍野八海」は、厳
かで神秘的。世界遺産「富士山」の構成資産の一部 2. 遊
歩道が整備されていて森林浴が可能な青木ヶ原樹海

©PIXTA

竜ヶ岳の山頂は、富士山の山頂から朝日が昇るダイヤモンド富士が拝めるポイント

本栖湖で体験するならコレ！

perience!
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カヌー
富士山は、
「富士山―信仰の対象と芸術の源
泉」という登録名称で世界遺産に認定されま
した。葛飾北斎の『富嶽三十六景』、横山大
観の『群青富士』、太宰治の『富嶽百景』な
ど様々な作品でお馴染みの富士山ですが、岡
田紅陽が愛した富士子さんをダイ
ナミックに味わうなら、カヌーで
©PIXTA

©PIXTA

本栖湖へ。
［開催時期：通年］
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古都・金沢

で歴史を感じる。
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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
a soview!
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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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Hokuriku
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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!
Ex

© 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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観光

メッカで意外な旅を。
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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。

Experience
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A rea_

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

028

©amanaimages
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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
a soview!
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Tokai

©amanaimages

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

©PIXTA

3

030

すすめです。
［開催時期：通年］

©amanaimages
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Experience
a soview!
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Kansai

【 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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033
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1

2

3

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 16:2

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。

3
Experience
a soview!

07

1

Area_

Kansai

©PIXTA

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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早朝、砂にさざ波のよ
うな模様が。乾いた砂
丘を風が吹き抜ける時
に生まれる風紋です

Experience
a soview!
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Saninsanyo

【 山陰山陽／鳥取砂丘】
鳥取市福部町を中心に日本海沿岸に広がる砂丘。
広さは、
東西16km、
南北2.4kmです。
このファンタジックな異空間を満喫するためには、
ライドやフライト、
さらにはヨガの体験がオススメ。

砂丘を遊びつくす！

036

©amanaimages
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鳥取砂丘の近隣では有島武郎、高浜虚子、森

斜度約 30 度の急勾配を滑り降りるのがサンド

川暁水、与謝野晶子などがここを訪ねて生み

ボード。鳥取砂丘は、全日本サンドボード選

出した歌または句が刻まれた碑を見ることが

手権大会が開催される聖地です。また、日本

できます。確かに砂丘を歩いていると、見渡

海から安定した海風が吹く場所なのでパラグ

す限り砂が広がる大地に旅情を煽られ、文学

ライダーの体験スポットとしても最高。柔ら

的な精神が湧き上がってくるのを感じます。

かい砂地で行うので、着地も恐くありません。

そんな特別な場所だからこそ、砂丘を遊びつ

夕方になったら、沈む夕日を眺めながらのサ

くすアクティビティで興奮してみませんか。

ンセットヨガで地球の呼吸を感じましょう。

砂場で遊んだ童心がよみがえる。

Experience
a soview!
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1

A rea_

Saninsanyo

©PIXTA

雄大な砂丘を舞台に、らくだの背に乗って映画の主人公のような気分で砂丘を遊覧

©TRAIL ON

2

1.スノーボードなら
ぬサンドボード。海
をバックに爽快な体
験となります 2. 砂
の上でも走行できる
極太タイヤの自転車、
ファットバイクで砂
丘やビーチを駆けて
3. パラグライダーで
砂丘の上を空中散歩
すれば、開放感もま
た格別です

鳥取砂丘で体験するならコレ！

perience!
Ex

砂丘ヨガ
ファンタジーの世界に舞い降りたような感覚
になる鳥取砂丘。その大自然のパワーを身体
全体で感じるのが砂丘ヨガ。ふかふかの砂の
上で、心地よい風を浴びながら、沈む夕日を
眺めつつ……。自分の身体が目覚めていくの
を感じてください。ヨガが初めて
の方でも安心の優しいプログラム
です。
［開催時期：5 月〜 10 月］

3

038

039
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究極の

夜空は石鎚山にあり。
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【 四国／愛媛】
愛媛県西条市の石鎚山は、
日本七霊山のひとつです。
この神聖な山で地上1300mの天空ショーを楽しむ贅沢。
俗世の灯りから離れた場所で見る煌めきは、
人生最大級のご褒美となるに違いありません。

Experience
a soview!
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Shikoku

修験道の行者が厳しい
修行を積み重ねてきた
石鎚山。昔も今も美し
い星空は変わらずです

©amanaimages
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日本百名山、さらには日本百景にも数えられ
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ントダウンとともに照明が消されると満天の

る石鎚山は、古くから山岳信仰（修験道）の

星たちが現れます。街の灯りに邪魔されるこ

山として名高く、日本七霊山のひとつとされ

とのない標高 1300m から眺める星空は、驚

ています。あの空海もここで修行したのだそ

くほどクリア。運がよければ、流れ星を見る

う。山そのものがご神体と崇められている神

ことができるかもしれません。空海も仰いだ

聖な場所ですが、実は星空を観察するナイト

に違いない星空と出会う浪漫旅の締めくくり

ツアーの聖地でもあります。会場は、山の中

は、聖徳太子も来浴したと伝承される道後温

腹にある石鎚ピクニック園地。ガイドのカウ

泉。かなり贅沢な時間といえるでしょう。

空海の星を仰ぎ、聖徳太子の湯を浴びる。

Experience
a soview!
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1

A rea_

Shikoku

©amanaimages

3000 年を超える歴史を有する、日本最古湯の一つである道後温泉で癒されてください

©amanaimages

2

1.瀬戸内海の島々ま
でが見渡せる石鎚山
の中腹（標高 1300
m）へロープウェイ
で 2. 麓に本社、山
腹に成就社と土小屋
遥拝殿、山頂に頂上
社がある石鎚神社
3. 石鎚山の最高峰、
天狗岳（標高 1982
m）
。近畿以西の西日
本で最高峰です

愛媛で体験するならコレ！

perience!
Ex

星空観察
照明が消えた後、レーザーポインターで星の
解説を受けながら、地上 1300m の天空ショ
ーがスタート。街中では見ることができない
本物の煌めきに包まれて、特別な時間を過ご
してください。満天の感動が得られることに
加えて季節ごとに違う星を観察で
きるので、何度も参加する方が多
いツアーです。
［開催時期：通年］

©amanaimages
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青島にはパワースポッ
トの青島神社や南国情
緒に溢れた県立青島亜
熱帯植物園もあります

Experience
a soview!
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Kyushu

【 九州／青島 】

宮崎というニッポン
044

暖かい気候、亜熱帯植物、
マリンスポーツを求めて
やってくる人々。宮崎は、
日本のカリフォルニアです。
サーフィンやSUPを楽しみ、沈む夕日に感激。
元気になれる過ごし方が用意されているところです。

のカリフォルニアへ。

©amanaimages
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今、ファッションやインテリア、フードなど、

子の木、ワシントニアパームを見ることがで

ライフスタイル全般で米西海岸のカリフォル

きます。鬼の洗濯板と呼ばれる奇岩に囲まれ

ニア的な空気感を愛している方も多いことで

た周囲 1.5km の小さな島・青島は、亜熱帯植

しょう。服、家具、食ときたら、次は旅です。

物が生い茂る緑の楽園。国の天然記念物にも

実際にカリフォルニアに行かなくても、日本

指定され、北半球最北の亜熱帯植物群落とし

には宮崎といういいところがあります。市内

て知られています。対岸の青島海岸は、マリ

の中心的な繁華街がある橘通りではビバリー

ンスポーツの初心者にも最適な波質。宮崎で

ヒルズの並木道に植えられているのと同じ椰

念願のデビューを果たしてみませんか？

念願のマリンスポーツデビューを宮崎で。

Experience
a soview!
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Kyushu

©PIXTA

1

1. 椰子の木を見ていると、開放
的な気分に 2. 青島を臨む海岸
には、温暖な海浜で見られるハ
マユウの花が。花言葉は「どこ
か遠くへ」「汚れがない」「あな
たを信じます」 3. サーフスポ
ットが数多い宮崎には、全国か
らサーファーが集まります

©amanaimages

鬼の洗濯岩に沈む夕日を眺めていたら、また明日も頑張れそうです

青島で体験するならコレ！

perience!
Ex

SUP
SUP とは、スタンドアップパドルボードの略。
ボードの上に立って、バランスを取りながら
パドルで漕ぎます。青島海岸と青島は距離が
近いので、海上からパワースポットの青島神
社が見られることでも人気。初心者、おひと
り様大歓迎です。水面を直接歩く
ような未体験の感覚を味わってく

©amanaimages

2

046

3

ださい。
［開催時期：通年］

047

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。

Experience
a soview!
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Okinawa

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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Okinawa

1

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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Experience
a soview!

Wha t
do you want to

01-04

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!

01

 ળ߁

ガイドツアー
perience!
Ex

ળ㮙

Experience
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Action_

Meets

名所の魅力をガイドとともに巡るツアー

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。

家族やカップル、大切な人と過ごす旅の時間。プロのガイド
の案内で、いつもとは違った旅の思い出を作りませんか。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、贅沢な時間を過ごし
てください。記念の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。
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人力車
perience!
Ex

着物
perience!
Ex

Experience
a soview!

01
Action_

Meets

えびす屋

歴史ある風景を、
ゆったりと愉しむ

056

非日常の自分に出会う、
特別な思い出を

人力車に乗って、街をぐるりと巡ってみましょう。街を知り

日本の伝統的な衣装といえば、着物。和を感じながら、街や

尽くした車夫による案内で、見どころを効率よく楽しむことが

観光地を散策してみましょう。着物レンタルを利用すれば着物

できます。歩いているより少し高い目線から見る街は、なんだ

をもっていなくても、自分で着付けができなくても心配はいり

かとても新鮮です。古都を人力車でめぐる体験は、見た目もな

ません。様々な柄から自分の好きな一着を選んで、プロに着付

かなか風流。車夫の軽妙なトークを楽しんでいるうちに、時間

けてもらうことができます。着物で街を歩けば背筋もピンと伸

があっという間に過ぎてしまいます。車は二人乗り

び、いつもより凛とした気分に。華やかな着物姿に、

のものがほとんどなので、友人やカップルと、たま

思わずうっとりしてしまうかも。特別な思い出を残

には親子でも楽しい時間を過ごしてみませんか。

せる着物レンタル、気軽に利用してみて下さい。

057

0206_054-069.indd 54

2018/03/06 16:25 0206_054-069.indd 55

本物に触れる︑
文化を

a soview!

02

ቇ߱

陶芸
perience!
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Action_

Learn

©PIXTA

自分なりの作品を、
土に触れて作る

Learn
職人の技に触れる、
技術を学ぶ。
非日常の緊張感がそこにはある。

日本の伝統工芸である陶器づくりは、日本全国にある陶芸教
室で体験できます。くるくると自動で回る台に粘土をのせて器
を作っていく「電動ろくろ」や、自分の手で粘土をこねて少し
ずつ作っていく「手びねり」
、または素焼きしてある器にイラ
ストや文字など自由に描ける「絵付け」等、お好きな体験を選
んでください。愛情を込めて作った器は少しぐらい
不格好でも愛着がわきます。初心者やお子様でも安
心して楽しめるおすすめの体験です。
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ガラス
perience!
Ex

レザークラフト
長く使えば使うほど、
味わい深くなる
世界に一つしかないオリジナルのレザー小物作りは
いかが？ いくつもの工程を経て作り上げたものは、
手づくりのぬくもりにあふれています。レザー製品は、
使うほど革がなじみ、経年変化で味わい深くなるのが
魅力。ケースやウォレットなど、大事な人へのプレゼ
ントとしてもおすすめ。確かな技術をもっ
た講師が教えてくれるので、まったく初め
てでも安心して制作することができます。
perience!
Ex

ቇ߱

キャンドル
癒やしとフォトジェニックの
ものづくり

Experience
a soview!

02

心を落ち着かせてくれるキャ
ンドルのあかり。色や、形、香
りにこだわって、自分だけのお
気に入りのキャンドルを。特別
な経験は必要なく、初めてでも
クオリティの高い作品を作るこ
とができます。こだわりはじめ
るとその奥深さがわかり、本格
的に学んでプロ顔負けのキャン
ドルを制作するようになる人も
いたり。インテリアとして飾る
だけでも十分楽しめるキャンド
ル、まずはお手軽に
体験からスタートし
ましょう。

Action_

Learn

perience!
Ex

キラキラと輝く、
自分だけのオリジナル
飾っておくだけでも美しいガラス工芸品。ガラス工房では初
心者でも気軽に体験が楽しめます。人気の吹きガラスやサンド
ブラスト、アクセサリーが作れるフュージングなど、工房によ
って様々な作品を作ることができます。普通のプレゼントに飽
きたら、ガラス体験でちょっとスパイスを利かせませんか？
どんなデザインにしようかと、考える時間も楽しみ
の一つ。自分で作ったものには自然と愛着がわいて
きます。旅の記念として作ってみるのもおすすめ。

060

ቇ߱

シルバーアクセサリー
特別な日に、
特別なアクセサリーを
職人気分で楽しめるシルバーアクセサリー体験は、
粘土のような感覚で製作できる「アートクレイシルバ
ー」や金属に文字を彫ったり好きな形に成形する「彫
金」などがあります。いずれの体験もスタッフがきち
んと教えてくれるので、初心者でも気軽に楽しめます。
記念日にカップルで、友人とおそろいで、
オリジナルのシルバーアクセサリーを手づ
くりしましょう。

©PIXTA
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a soview!
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Experience

マウンテンバイク

Challenge

自然を駆け巡る、
爽快なアクティビティ

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。

街中で乗っている人も多いマウンテンバイク。もともとは、
自然の中を走るために作られたもの。その性能を存分に発揮し
て、普段とは違った大自然の中を駆け巡ってみませんか。山の
中や荒野を縦横無尽に高速走行してみたり、障害物を乗り越え
てジャンプ！

なんて、都会では絶対にできない体験。マウン

テンバイクで観光スポットを巡るコースも、もちろ
んあります。ツアーにはギアも含まれているので、
バイクを持っていない人でも気軽にトライできます。
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Experience
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03

 ᚢߔࠆ

セグウェイ

カヌー・カヤック

一度はやってみたい
新感覚の乗り物体験

水面から見る景色は
非日常の絶景

次世代の乗り物として注目を
集める「セグウェイ」。立った
ままの簡単な体重移動だけで、
縦横無尽に進むことができます。
その乗り心地は自転車ともバイ
クとも違う新感覚。一度やって
みたい！ と思っている人も多
いのではないでしょうか。コン
パクトなボディながらパワフル
な走りで、坂やでこぼこ道もス
イスイ進み、見た目以上に爽快
な乗り心地。そんな「セグウェ
イ」を乗りこなして、
みんなに自慢してみ
ましょう。

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、海の沖へと
漕ぎ出すツアー、湖では四季を
楽しめるレイクカヌーもあった
り、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、お好きな体験を選べ
ます。お子様でも参加できるの
で、家族でちょっと
アクティブな水遊び
を楽しんでみては。

perience!
Ex

perience!
Ex

Action_

Challenge
 ᚢߔࠆ

 ᚢߔࠆ

馬と呼吸を合わせて
自然を駆ける

初めてでもおすすめ
話題のスポーツ

乗馬は近年シェイプアップ、
美容の観点からも注目され、男
女問わず密かに人気を集めてい
ます。インストラクターの指示
に従って馬に乗る姿勢をマスタ
ーしたら、次は馬との呼吸を合
わせましょう。慣れてくると、
だんだん早く駆けられるように
なってきます。馬とともに自然
の中を駆けるホーストレッキン
グツアーを開催しているところ
もあるので、自然の中で馬と触
れ合う贅沢な時間を、
存分に楽しんでみる
のもおすすめです。

SUP（スタンドアップパド
ル）は、大きなサーフボードに
乗ってパドルで水をかいて進む、
近年大人気のマリンスポーツで
す。ゆっくりと沖合までクルー
ジングして楽しんだり、しっか
り漕いで、バランス感覚やイン
ナーマッスルを鍛えてみたり。
お子様から大人まで、年齢や体
力関係なく、自分のペースで楽
しむことができるのが SUP の
魅力です。気楽にマリンスポー
ツを体験するにはも
ってこいのアクティ
ビティです。

乗馬
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SUP
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素材や季節を︑

a soview!

04
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Ex
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Experience

料理教室

Action_

Tasting

©PIXTA

料理を楽しむ、
学ぶ、
味わってみる

Tasting
素材のおいしさ、
旬の味覚。
「おいしい」をきちんと感じる。

料理は毎日しているけど、もっとレベルアップしたいなとい
う方や、メニューがマンネリでレパートリーを増やしたいと考
えている方。はたまた、料理は苦手でどうしていいかわからな
いという方。そんな方におすすめなのが料理体験・料理教室で
す。プラン毎にご自身に合ったレベルを選択でき、料理のジャ
ンルも多様な中から選べます。料理後の試食も楽し
みの一つだったり。自分にぴったりのプランを見つ
けて、楽しい時間を過ごしてください。

066

067

0206_054-069.indd 64

2018/03/06 16:25 0206_054-069.indd 65

2018/03/06 16:2
perience!
Ex

ࠊ߁

バーベキュー

ࠊ߁

そば打ち

perience!
Ex

自分で打つからこそ
美味しくなる
そば打ち体験、一度はやって
みたいと思ったことのある人も
多いのではないでしょうか。そ
ば粉と水を合わせて生地を作っ
ていくことは、簡単そうでなか
なか難しいものです。やり始め
ると思わず時間を忘れてのめり
こんでしまいそう。そば粉をこ
ね、のばして切り揃えるころに
は、きっとお腹もペコペコに。
打ちたてのそばはその場で食べ
ることができます。例え見た目
は不揃いでも、自分
で打ったそばの美味
しさは格別です。

Experience
a soview!

04

perience!
Ex

Action_

Tasting
ࠊ߁

ピザ作り
©PIXTA

自然の中で愉しむBBQは格別な味わい
BBQ でわいわい、家族や仲間、恋人と盛り上がろう！ 大好
きな人たちと楽しむと、美味しさも倍増。ボリュームたっぷり
のお肉や新鮮な海鮮など、何から食べるか迷ってしまいそう。
都会を離れ、自然の澄んだ空気の中で楽しむ BBQ はまた格別
の味わいです。道具はすべて含まれていますので、重たい BBQ
セットは不要。手ぶらで参加できます。年齢や季節
を問わずみんなで楽しめる BBQ、次の休みに是非
計画してみてはいかがでしょうか。

068

好きな具材を載せて
オリジナルのピザ
家族や友人、カップルなど、
みんなで楽しめるピザ作り体験
にチャレンジしましょう。ピザ
の生地を作って、のばして、好
きな具材をのせたら、窯に入れ
て焼き上がりを待つだけ。やっ
てみると意外と簡単で、とても
楽しいのがピザ作り体験。お店
には売ってない、自分好みに作
ったたった一枚のピザは、お店
の味より特別に感じるかもしれ
ません。ピザ作りは楽しい & 美
味しい、どんな人で
も必ず大満足のおす
すめ体験です。
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よくある質問

Q and A
1

4
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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。
070
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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：冒険島
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