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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
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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!

01

1

Area_

Hokkaido
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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
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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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そばの真髄に触れる旅。
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も がみ わ せ

在来種の 最 上 早 生
や県オリジナル品種の
でわかおり など、山
形はそば生産が盛ん

【 東北／山形 】
『奥の細道』
の旅の途上にあった松尾芭蕉も
山形ではそばでもてなされていました。
およそ330年を経た今でも、
山形はそば処として
風流を知る旅人を温かく迎え入れてくれます。

Experience
a soview!

02
Area_

Tohoku
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山形県の蔵王は、様々な楽しみを提供してく

ら歩いて往復 50 分の不動滝までどうぞ。マ

れる場所です。蔵王中央高原を散策すれば、

イナスイオンのシャワーで心と身体をリフレ

澄んだ空気や草花に癒されます。そして、エ

ッシュしたら、いよいよ、お待ちかねの温泉

メラルドグリーンに輝くドッコ沼に着いたら、

とそば。これこそ、蔵王観光のハイライト。

ブナ林の木陰に設置されたテーブル＆ベンチ

名店の絶品をいただくだけでなく、自分で手

でしばし休憩。幻想的な表情の水面を眺めて

打ちしてから舌鼓を打つスタイルでそばと向

いると思わず時間を忘れてしまうでしょう。

き合えば、忘れがたい香りと味わいに出会う

さらに、体力に余裕があるなら、ドッコ沼か

ことができます。

自然と温泉とそばで心を満たす。

Experience
a soview!
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Area_

Tohoku
開湯 1900 年の歴史を誇り、日本屈指の美肌の湯とされる蔵王温泉で癒されてみて

©amanaimages

2

1.蔵王の温泉街から
蔵王中央ロープウェ
イに乗り、7 分間の
空中散歩で標高約 1
400m の蔵王中央高
原へ 2. 爽やかな風
に揺らぎ、エメラル
ドグリーンに煌めく
ドッコ沼 3. 五色沼
とも呼ばれているお
釜（火口湖）も蔵王
連峰の名所のひとつ

山形で体験するならコレ！

perience!
Ex

そば打ち
山形産そば粉と蔵王の天然水を使用したそば
打ち体験です。そば打ち名人が指導いたしま
すので、初めての方もご安心ください。全国
からそば好きが集まる日本屈指のそば処とさ
れる山形で、蔵王の自然に囲まれながら、挽
きたて・打ち立て・茹でたてのそ
ばが味わえるなんて最高の贅沢で
す。
［ 開催時期：通年 ］

©PIXTA

3

014

015

008-051.indd 12

煌びやかな
東京電脳タウンを満喫。

2018/03/06 15:43 008-051.indd 13

2018/03/06 15:4

【 関東／東京】
東京の夜はネオンが光り輝き、
日中では見られない顔を
覗かせてくれます。
そんなスポットへ繰り出すと
眠ることすら惜しんで遊びたくなります。
眠らない街・東京を堪能してみましょう。

Experience
a soview!

03
Area_

Kanto

秋葉原のにぎやかな繁
華街に溢れる光と人が
東京のバイタリティを
感じさせます
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東京に溢れるパワーは実際に来て・見て・感

ます。東京の新たなシンボルとなったスカイ

じるのが一番です。例えば、歴史の奥深さか

ツリーには定番ライティングと特別ライティ

ら未来に向けての可能性までをドラマチック

ングがあって夜の姿も壮観です。これらに劣

に体感したいなら、煌びやかな街に繰り出し

ることなく煌びやかなのが、VR（バーチャ

てみるのもいいかもしれません。1914 年の

ルリアリティ）の世界。渋谷で未来を体感し

創建当時の姿が保存・復元された東京駅丸の

てください。そう、東京の夜は眠りません。

内駅舎は、照明デザイナー面出薫の監修によ

世界中に比べてヒケを取らない楽しみ方がこ

って赤レンガが美しくライトアップされてい

こにはあるのです。

ニュースな東京を体感する夜。

Experience
a soview!

1

Area_

Kanto

1. 保存・復元工事が完了し、20
12年からライトアップが始まっ
た東京駅丸の内駅舎 2. 池袋の
プラネタリウムでは、臨場感あ
る星空と CG 映像を堪能 3. 公
式 HP で「本日のライティング」
をチェックしてから出かけたい
東京スカイツリー

109 やスクランブル交差点など、渋谷には東京カルチャーのポップアイコンがたくさん

東京で体験するならコレ！

perience!
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VR
ファンタジーの世界で冒険したり、高層ビル
を歩いたり。リアルを越えた世界に感動！
人間の視覚、聴覚、触覚、嗅覚、味覚といっ
た五感を刺激し、目の前の景色がまるで本当
に起こっているかのように感じることができ
る、新感覚のゲームセンター。ス
リル満点の仮想現実を楽しんでく
2

018

3

ださい。
［開催時期：通年］
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心を清めに善光寺へ。
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【 甲信越／長野】
工芸や民芸の伝統を連綿とつないできた長野。
「遠くとも一度は詣れ善光寺」といわれる名刹を
訪ねた後は、
清らかな気持ちになって
小さなガラス玉を愛でてみてはいかかでしょう。

Experience
a soview!

04
A rea_

Koshinetsu

長野では美しい山々や
水を背景にして染めや
木工などの職人技が受
け継がれてきました
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戸隠連峰の四季折々の姿を水面に美しく映し

ようなシーンと対面した後は、その清らかな

出す鏡池には、早朝に訪れることをオススメ

心持ちのままで善光寺にお参り。本尊は日本

します。それは絵にも描けない美しさを写真

最古の仏像と伝わる一光三尊阿弥陀如来です

に撮ろうとした時、朝焼けや斜光といった条

が、秘仏なので見ることは叶いません。ただ、

件が有利に働くから。もちろん、肉眼で見て

境内で購入できる御朱印帳の中に、その姿が

も想像を絶する美景。早朝ならではの条件が、

スタンプされています。6 カ所で 17 種類とい

標高 1200mの澄んだ空気に包まれた湖のポテ

う御朱印を集めたら、仏教美術とも深いつな

ンシャルを最大限に引き出します。魂を洗う

がりのあるとんぼ玉に魂を込める体験へ。

写真、御朱印、
とんぼ玉で清らかな一日を。

Experience
a soview!

04
A rea_

Koshinetsu

©PIXTA

1
1.鏡のような水面に周囲の景色を移す鏡池
2.善光寺にお参りする際の楽しみのひとつ
が、仲見世通りの食べ歩き。おやきに、そ
ばクレープに……。もう我慢できません！
とんぼ玉はビーズのように穴が開けられ、繊細な線や模様が施されたガラス玉のこと

長野で体験するならコレ！

perience!
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とんぼ玉
ず し

善光寺の本尊は、本堂「瑠璃壇」の厨子内に
安置されています。奈良時代から厨子の装飾
に使われるなど、仏教美術と縁深いのがとん
ぼ玉。今日まで連なる歴史に思いを馳せなが
ら、とんぼ玉を手作りして自分だけの作品を
生み出してください。御朱印とと
©PIXTA
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022

もに善光寺の素敵な思い出になる
はずです。
［開催時期：通年］
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【 北陸／金沢 】
金箔は、古来から永遠、不変を象徴するものとして
寺院建築や仏像彫刻に使われてきました。
今、金箔の聖地になっているのが古都・金沢。
日本で一番の煌びやかな旅がここにあります。

Experience
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05
Area_

Hokuriku

国の重要伝統的建造物
群保存地区になってい
るひがし茶屋街で、タ
イムスリップ気分に！
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加賀百万石の華やかな文化の面影を今に伝え

現在では食べ物やコスメ用品にまで使われて、

るもの。それが、金箔です。国内で生産され

キラキラ好きの女性の心もキャッチ。江戸時

ている金箔の約 99% が金沢でつくられている

代の風情をとどめた町屋が立ち並ぶひがし茶

のだとか。金沢での金箔づくりは、加賀藩の

屋街では、金箔ソフトクリームをいただけま

初代藩主・前田利家が豊臣秀吉の朝鮮の役の

す。兼六園も歩いてみて古都・金沢の歴史を

陣中で明の使節団の出迎え役を申し渡され、

感じたなら、金箔を貼り付けてオリジナルの

武者揃えの槍などを飾るために金箔や銀箔の

小物をつくる体験で旅の思い出を煌びやかに

製造を命じたのが始まりだとされています。

グレードアップしましょう。

話題の観光地で、歴史と金箔三昧の旅。

Experience
a soview!
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Area_

Hokuriku
5 代藩主前田綱紀が自らの別荘を建てて、周囲を庭園化したのが始まりという兼六園

©amanaimages
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1. 金 沢 駅 の 兼 六 園
口は、木製の鼓門が
目印です 2. 権力の
象徴として武家に愛
されてきた金箔工芸
3. 市 内 の 箔 座 本 店
では、豊臣秀吉の黄
金の茶室をモデルに
金箔 4 万枚で仕上げ
た茶室を公開

金沢で体験するならコレ！

perience!
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金箔づくり
小物に金箔を貼り付けてオリジナルデザイン
を施すプランです。ペンダント、お皿、お箸、
コンパクトミラー、小判の中からひとつを選
んで職人気分でチャレンジ。用意されたデザ
インパターンでつくっても大丈夫ですし、大
切な人へのメッセージを入れたり、
旅の思い出をつづってみるのも素
敵。
［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。

Experience
a soview!

06
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
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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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A rea_

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

©PIXTA

3

030

すすめです。
［開催時期：通年］

©amanaimages

4

031
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旅は道連れ。お友達と
一緒に着物を着て京都
を歩けば、かつてない
絆が生まれそうです
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Experience
a soview!
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Area_

Kansai

京都観光を素敵に
格上げする5つの体験。
【 関西／京都】
普段着で何も体験することなく終えてしまうのは
もったいないのが、長い歴史を有する京都の旅。
着物体験を始めとする、京都ならではの5つの体験を。
思い出の色がどんどん濃くなるような気がします。
©PIXTA
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かんざし
づくり体験

舞妓体験

女方を演じる歌舞伎役や舞
妓さんも使用している京か
んざし。茅葺き屋根の天井
で囲炉裏の煙に燻され続け、
茶褐色や飴色になった竹を
すす だけ
煤 竹 といいます。茅葺
き屋根の減少で貴重になっ
ている200年前の煤竹を用
いて、京都の風情あふれる
一品をつくれます。

舞妓さんに対する憧れの思
いを現実にできる体験です。
手描き京友禅染めが美しく
映える最高級の着物を着て、
舞妓さんならではの化粧で
華やかに変身。舞妓さん特
有のしぐさや表情をレクチ
ャーしてもらいながら、お
座敷スタジオでプロのカメ
ラマンが撮影します！

2018/03/06 15:4

陶芸体験

ガラス
づくり体験

京都を代表する名刹、清水
寺からほど近い場所にある
工房で電動ろくろを使って
マイカップづくり。制作時
間は約 30 分と短めなので、
京都観光の合間に体験でき
うわぐすり
ます。色をつける釉薬は 3
種類の中から選べて、本物
の清水焼と同じ工程で職人
が焼きあげてくれます！

大徳寺から徒歩 5 分の好立
地なので、あれもこれもと
欲張りになりがちな京都観
光に効率的に組み込めます。
町屋をリノベーションした
情緒溢れる工房で、ガラス
のティースプーンをつくる
プランです。ドット柄のガ
ラス 5 色を重ねてスプーン
の持ち手を装飾します。

Experience
a soview!
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Area_

Kansai

京都で体験するならコレ！

京都で鮮やかな体験を積み重ねていく。

034

perience!
Ex

着物
着物を着て古都の景色に溶け込んでいく快感。

一度では回りきれないほどの名刹があり、美

ろいろな体験にチャレンジして京都をディー

味しい京料理があり。何より、それらの背景

プに感じてみませんか。作務衣を着て、清水

としてある古都の歴史に目眩がするほどの感

焼の土に触れてみるのもいいでしょう。憧れ

慨を覚えます。同じ思いで世界中から観光客

の舞妓さんに変身して、はんなりしてみるの

が訪れている京都ですが、この国に生まれた

もいいでしょう。持てる感覚をフルに動員し

思い出の色がよりいっそう濃くな

からには伝統の着物を着て古都を歩いてみた

て味わいつくす、古都の旅です。何年たって

るような気がします。その逆もあ

いものです。ただ単に観光客として名所を観

振り返ってみても鮮やかによみがえってくる

りですね。
［開催時期：通年］

光するだけではなく、着物体験に始まり、い

旅を、日本が世界に誇る京都で。

洋服とヒールで歩く京都も素敵かもしれませ
んが、ここはやはり着物ではんなりと歩く体
験をどうぞ。京かんざしなどのものづくり体
験をしてから着物を着てみると、相乗効果で

035
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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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A rea_

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
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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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A rea_

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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中洲の屋台に火が灯る
夜。隣り合わせた人と
の一期一会も楽しみつ
つ、地元の味を堪能

Experience
a soview!
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Kyushu

【 九州／福岡 】

体重が増えても
044

とにかく名店がいっぱいで、屋台まであって……。
うまかもんだらけの福岡は、
とにかくお腹を空かせて、
気合を入れて（少し体重が増えるのも覚悟して！
？）、
出かける価値のある超絶グルメタウンです。

行きたいグルメタウン。
045
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福岡は、日本でも最高位にランクされるグル

世界有数の漁場として知られる玄界灘で獲れ

メタウンとして誰も異論を挟まないところで

た四季折々の地魚、ひと口サイズが鉄なべに

しょう。皮や骨付きの鶏肉から出る旨味を活

乗せられて出てきて薬味に柚子胡椒を使用す

かして水から煮立たせる白濁系スープに感激、

る餃子などもあって、胃袋がひとつでは足り

水炊き。甘みのあるキャベツやニラとプリッ

ません。よく食べた翌日には、少し足を延ば

プリのもつが生み出す絶品ハーモニー、もつ

して太宰府天満宮にお参り。清々しい気持ち

鍋。豚骨スープとストレートの細麺で今や世

になって、お腹を空かせての一石二鳥の後で、

界がひざまづく、博多ラーメン。この他にも

またまたグルメといきましょう。

ばりうま！ のループを楽しむ旅。

Experience
a soview!
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©PIXTA

1

A rea_

Kyushu
天神さま（菅原道真公）をお祀りする全国 12000 社の総本宮とされる太宰府天満宮

4

福岡で体験するならコレ！

perience!
Ex

©amanaimages

2

明太子食べ比べ
日本酒を飲み比べる利き酒を体験した方はい
らっしゃるかと思いますが、利き明太子はど
うでしょうか。明太子についてのお話を聞い
てから、福岡で有名な 5 社の明太子を食べ比

©amanaimages

1. あっさりしていながら深いコクが楽
しめる水炊き。シメの雑炊がたまりま
せん 2. 醤油またはみそベースのスー
プにホルモンの旨味が溶け出したもつ
鍋 3. 新旧の名店が味を競う博多ラー
メン 4. 博多の台所、柳橋連合市場

べしていただきます。終わった後の気分はも
う、明太子ソムリエ。お土産を渡
す際のうんちく話にも思わず熱が
こもります！［開催時期：通年］

3
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文化が脈々と

受け継がれる観光メッカ。
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【 沖縄 】
その言葉に、民族衣装に、料理に、建物に……。
沖縄の旅で出会うすべてのものには、沖縄ならではの
歴史と文化が色濃く受け継がれています。
驚きと癒しと敬意を感じながら、旅を続けましょう。

Experience
a soview!
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Okinawa

魔除けのために飾られ
るシーサー。沖縄の一
般家庭には馴染み深い
伝説の獣の像だ
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日本にいながらにして南国情緒に浸ることが

一大絵巻のような行列として国際通りに再現。

できる沖縄。その驚きの源は、琉球の時代か

そんな沖縄文化に浸る旅の記念には、沖縄の

ら脈々と受け継がれてきた文化にあります。

守り神シーサーを。シーサーには種類があり、

旧暦のお盆の夜に地域内を踊りながら練り歩

口を閉じていると魔よけなど邪気をいれない

くのがエイサー。3 日間に渡って開催される

ことをあらわし、口をあけていると福の呼び

沖縄全島のエイサーまつりは、夏の沖縄の風

込みをあらわしているといいます。世界に一

物詩です。秋に行われる首里城祭の琉球王朝

つだけのシーサーを作って、大切な人へのお

絵巻行列では、琉球王国の華やかなりし姿を

土産や自分へのお守りにどうぞ。

南国の思い出と自分だけの守り神を記念に。

Experience
a soview!
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Area_

Okinawa

©PIXTA

中国の城の影響を大きく受けている首里城。琉球王国の王と家族が住んでいました
1.エイサーで使われる大太鼓＝ウフデーク
の音が夏の沖縄の大地に響きます 2. 琉球
ガラスは、お土産の定番 3. 北部の恩納村
にある万座毛は眼下に美しい海が広がる絶
景スポット。ゾウのような岩が目印 4. 美
味しい料理と泡盛で楽しい沖縄の宴を！

沖縄で体験するならコレ！
2

perience!
Ex

シーサーづくり
「シーサーづくり体験」と「シーサーづくり
体験 & 絵付け体験」からチョイス。粘土を使
って自分だけのシーサーをつくる体験です。
シーサーの焼きあがりを待っている時間は、
アトリエの裏手にある美しいビーチを散歩。
体験当日にお渡しします。沖縄の
素敵な思い出と一緒に大切にして
ください。
［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!
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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。
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本物に触れる︑
文化を

a soview!
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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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レザークラフト

ガラス

長く使えば使うほど
味わい深くなる

perience!
Ex

レザークラフト体験で、世界に一
つしかないオリジナルの小物を作っ
てみませんか。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。また、使
うほど革が馴染み、経年変化で味わ
い深くなるのがレザー製品の魅力。
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で
す。レザークラフトは、職人の仕事
というイメージが強いですが、確か
な技術をもった講師がきちんと教え
てくれるので、まったく
初めてでも安心してチャ
レンジできます。

Experience
a soview!

02

perience!
Ex

perience!
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Action_

Learn

ゆう工房

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

ቇ߱

癒やしとフォトジェニックの
ものづくり

日本の伝統色
美しい藍色を感じる

心を落ち着かせてくれるキャンドルの灯り。色や、
形、香りにこだわって、自分だけのお気に入りのキ
ャンドルを作りましょう。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が作れます。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。まずはお手軽に体験から
チャレンジしてみませんか？

海外の人々に「ジャパンブルー」といわれて称賛
される藍染め。布を糸やゴムで絞って模様を作り、
天然由来の成分を使用した染料でじっくりと染めて
いくことで、世界に一つだけの模様ができあがりま
す。そんな藍染め体験で、ハンカチや、バンダナ、
ストールなどの小物を作ってみませんか。
古くから伝わる「和」の心を感じられる
とっておきの時間を体験してください。

キャンドル

染物
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まだ見ぬ世界に︑
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Experience

サーフィン

Challenge

©PIXTA

憧れの波乗りに、
今からでも挑戦

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。

今年こそはサーフィンにチャレンジ！

まずは気楽に体験か

ら。初心者は安定感のあるロングボード、ファンボードからの
スタートがおすすめ。砂浜で波に乗るイメージができたら、い
ざ海へ。いい波が来そうになったらインストラクターの合図と
ともにパドリングし、1、2、3 のタイミングでテイクオフ！
運が良ければ初めてでも波に乗れます。波乗りの感
覚は一度味わったら忘れられない快感。いつかはと
思っていたなら今こそ体験のチャンスです。
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Experience
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 ᚢߔࠆ

乗馬

カヌー・カヤック

馬と呼吸を合わせて
自然を駆ける

水面から見る景色は
非日常の絶景

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。

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

美しい海をのぞいて
ワクワクのはじまり

初めてでもおすすめ
話題のスポーツ

海の世界を覗くことができる
シュノーケリング。インストラ
クターの案内でポイントに到着
したら、そこは美しい魚たちが
舞う世界。餌付けを始めると間
近まで魚が近寄ってきて、思わ
ずドキドキ。防水カメラを持参
すれば、海の中で記念写真を撮
ることもできます。小さなお子
様でも体験できるので、家族の
思い出づくりにもおすすめです。
今までマリンスポーツに挑戦し
たことがなかった方
も、この機会に体験
してみませんか。

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。

シュノーケル

064

SUP
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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。
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果物狩り

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

子どもから大人までうれしい旬の果物
農園で身も心もリフレッシュ。いちごやりんご、ぶどうなど、
旬の果物狩りに出かけませんか。小さなお子様から大人まで楽
しめる果物狩りは旅の定番。自分で採ったいちごをその場でパ
クッ！

なんて、とっても贅沢な体験です。みずみずしい果物

を食べれば、お腹も心も満たされます。自家製スイーツやジュ
ースなどを提供している農園もあるので、是非立ち
寄ってみてはいかがですか。友人同士でも家族でも、
旅の思い出に果物狩りを満喫しましょう。

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

2018/03/06 15:5

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：ガラス工房nazuna薺
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