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インターネットでの情報提供

提供予定日 ９月１７日

平成２１年９月１６日 県政記者クラブ配付資料

担 当 課 担当者 電話番号

観光交流推進局 観光・ブランド振興課 丸山 淳 県庁内線 3076

社団法人岐阜県観光連盟 間宮裕二 058-296-0870

飛 騨 ・美 濃 じまん観 光 キャンペーン・秋

岐阜県では、平成２０年度から「ぎふ清流国体」開催の平成２４年度までの５年間、毎年度、重点テーマを

定めて継続的に誘客宣伝活動を行う、「飛騨・美濃じまん観光キャンペーン」を実施しています。

今年度の重点テーマは「食」と「水」。来たる１０月から、民間企業ともタイアップし、「おいしい秋のぎふ」を中

心に、誘客宣伝活動を展開していきます。

秋の重点期間のスタート！
今年度のキャンペーンの重点テーマのうち、「食」をメインテーマとして、岐阜ならではの“秋の味覚”をＰ

Ｒするとともに、宿泊客の増加に向けた誘客宣伝活動を展開します。

■期間：平成２１年１０月１日（木）から１２月３１日（木）までの３ヶ月間

※９月中旬からＰＲ活動を開始します。

■キャッチフレーズ：おいしい秋のぎふ

１．「ぎふ歩
ブ

録
ログ

season２ 秋」（キャンペーンガイドブック秋版）の作成・配布

ご当地グルメや季節限定グルメ、それらを食べられるお店の紹介など、食をめぐる情報を満載したキャン

ペーンガイドブックを配布し、“ぎふの味”の魅力をＰＲします。

<特徴>

◇メイン特集として、「自然の恵みがたっぷり 岐阜の秋はとことん食巡り」をキャッチフレーズに、「食」をめ

ぐる５つのモデルコースをＯＬ二人組が旅行し、ブログ形式で本県の魅力を紹介。

◇特集「ビストロ・ド・ぎふ」では、岐阜県が認定する味の達人「ぎふの味・伝承名人」が、岐阜の豊かな自然

が育んだこだわりの食材を使って創作した「キャンペーンオリジナルメニュー」を紹介。この秋、１０月から

伝承名人の各店舗で提供するキャンペーン期間中の限定メニューです。

◇芭蕉水御膳、うなぎ、栗きんとん、五平餅など、ご当地グルメや季節限定のおすすめグルメを味わえるお

店を紹介。

◇県内１２８の施設で、入場料や食事代の割り引き、ドリンクのサービスなどの特典が受けられる「マル得

使ってうれしい旅クーポン」付き。

◇そのほか、紅葉・温泉の情報、秋のイベント・お祭り情報、便利なアクセスガイド、

「秋の旅 宿泊者プレゼント」企画（後述）などの情報も満載しています。

<仕様>

◇オールカラー、Ａ４、３２ページ、７万部作成

<配布>

◇全国ＰＲキャラバン等の会場、県内の道の駅・コンビニエンスストア、

高速道路のＳＡ・ＰＡ、クーポン特典提供の施設など
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２．「秋の旅 宿泊者プレゼント！」 企画の実施
県内の対象宿泊施設に宿泊された方の中から抽選で、ペア宿泊券や岐阜県産の食べもの、総額１００万

円分が当たるプレゼント企画を実施します。

秋の旅 宿泊者プレゼント！ 岐阜のじまんの宿と味 総額１００万円分のプレゼント！

キャンペーン期間中[平成２１年１０月１日（木）～１２月３１日（木）]に、岐阜県内の対象宿泊施設にお泊

りいただいた方の中から抽選で、合計１２０名様に素敵なプレゼントが当ります。

◇賞（３つのコース）

「ふた旅ぎふの旅」コース ２０名様 岐阜へ再び旅していただける「ペア宿泊券」をプレゼント！

「これぞ味の芸術品」コース １０名様 岐阜を代表する県産品ブランド「飛騨牛」をプレゼント！

「ぎふの味あれこれ」コース ９０名様 鶏
け い

ちゃん、べーめん、飛騨牛しぐれなど、岐阜の清らかな水と豊かな大地が育

んだ「じまんの味」を１点プレゼント！

◇応募方法／対象宿泊施設（ホテル・旅館）に設置してある応募ハガキに、施設のスタンプ（宿泊証明）を押してもらい、施設

に提出するか、㈳岐阜県観光連盟へ郵送してください。

◇応募締切／平成２２年１月１５日（金）当日消印有効です。

その他詳しくは、対象宿泊施設のポスター、チラシ又は下記のホームページでご確認ください。

http://www.kankou-gifu.jp/

３．「ぎふの味・伝承名人」によるキャンペーンオリジナルメニューの創作
“ぎふの味”を新たな視点でＰＲするため、「そこにしかない、そこでしか食べられない、ぎふの味」を

キャッチフレーズに、「ぎふの味・伝承名人」が季節の県産品を活用したキャンペーン期間限定のオリジ

ナルメニューを創作しました。オリジナルメニューは、秋のキャンペーン期間中、各伝承名人が勤務する

店舗等で提供します。

■参加名人 １２名、 創作メニュー数 １０点、 メニュー提供店舗 １０店

■提供期間 １０月１日（木）～１２月３１日（木）

■キックオフイベント「キャンペーンオリジナルメニュー発表会」

“ぎふの味”を知り尽くした名人が、創意し、真心を込めて創りあげた料理の数々を、一般公開より

いち早く披露します。是非、ご参加ください。※９／２資料配付済み

（１部 報道関係者向け発表会）

■日 時 ： 平成２１年９月２５日（金） １３時～１５時

■会 場 ： 岐阜調理専門学校（アクティブＧ校舎）

岐阜市橋本町 1-10-1 アクティブＧ・２Ｆ

（２部 一般向け発表会イベント）

■日 時 ： 開催日同上 １７：３０から

■会 場 ： EKI-Site４３Ｇｉｆｕ「Ｍａｒｋｅｔ-Ｓｉｔｅ」 ※スクエア４３

※オクトーバー・フェスト４３において、オリジナルメニューの一部を提供

４．うごく！プロジェクト「ニッポン＜生＞たびキャンペーン」に参加
昨年度、トヨタ自動車(株)等と連携して実施した、「うごく！岐阜〈生〉キャンペーン」に引き続き、今年度は、

自動車旅行推進機構＜通称：カーたび機構＞（代表幹事 日本観光協会 会長 中村徹）のうごく！プロジェ

クトにより、舞台を三重県・奈良県まで拡大して実施される「ニッポン＜生＞たびキャンペーンに参加。名古

屋圏・大阪圏からのドライブ旅行を促進する誘客活動を展開します。

※カーたび機構：国内旅行の約６割を占める個人による自動車旅行者に対して、情報・コンテンツの高度化拡充などの支援

を通じて、自動車旅行の更なる拡大と地域経済の活性化に貢献するという主旨に賛同する団体・企業で

設立した組織。
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※うごく！プロジェクト：「うごく！」ことの大切さと素晴らしさを伝え、人がうごくことで日本を元気にしたい、という思いを込めて

２００８年に立ち上がったプロジェクト。２００９年はカーたび機構の会員企業・団体がプロジェクトメンバ

ーとなり、多くの地域や企業が協力して、ニッポン〈生〉たびキャンペーンを実施しています。

※〈生〉たび：その季節、その場所でしか味わえない「旬」で素敵な体験ができるたびを、このキャンペーンでは「〈生〉たび」と

呼んでいます。

◇実施期間

平成２１年１０月１日（木）から１２月３１日（木） （クーポン期間は１０月１日（木）～１２月２０日（日））

◇内容

テーマ毎に厳選した、旬でその時しか体験できないドライブルートを「〈生〉たびルート」として、フリーマ

ガジン「〈生〉たび本」および、ＷＥＢサイト「〈生〉たびＷＥＢ」を主要媒体にして紹介し、名古屋圏・大阪圏

からのドライブ旅行を促進し、誘客活動を展開。

①フリーマガジン「＜生＞たび本」の発行

○「地のものを食べたい」などのテーマ別に設定した３２のお勧めドライブルートを掲載。

このうち１０ルートが岐阜県を周遊。

○岐阜県を周遊する１０ルートは、「飛騨美濃料亭女将会」の女将おすすめの店や、岐阜の宝ものや

明日の宝もの、じまんの原石に認定された施設等を織り交ぜて設定し紹介。

○ルートに沿って所在する県内５０の施設で、食事代の割引やドリンクサービスなどの特典が受けられ

るクーポンを掲載。（飛騨・美濃じまん観光キャンペーン（秋）のクーポンと共用化）

○愛知県、大阪府、奈良県、三重県、岐阜県内のガソリンスタンドやトヨタの販売店などで約４０万部を

配布。

②インターネット専用サイト「＜生＞たびＷＥＢ（namatabi.jp）」の開設

※ＷＥＢサイトは９月下旬のシルバーウィーク前にプレオープン

○フリーマガジンでは紹介していない限定ルートのほか、「ぎふの味・伝承名人」キャンペーンオリジナ

ルメニュー提供店舗をはじめ、秋のお祭り、期間限定イベント情報も提供。

○「オリジナルのドライブプランをつくるサイト」や「現地での思い出の体験を見つけるサイト」などとの連

携サービスも提供

≪参考≫

参画企業が「ニッポン〈生〉たびキャンペーン」と連携して展開する独自企画があります。

(1) ＪＴＢとトヨタ自動車（旅行商品造成）

・レンタカーを使った旅行商品「新型プリウスでＧＯ！」を販売し、ドライブルートのコース（各県２コー

ス）を掲載。

(2) サークルＫサンクス（独自キャンペーン）

・各県の観光施設のチケット等を店舗内のキオスク端末で購入のお客様限定で、地域の名産品が

抽選で当たるキャンペーンを展開。

・岐阜県の名産品として「高賀の森水」をプレゼント。

５．「明日の宝もの」中山道への誘客促進
「明日の宝もの」に認定した中山道への誘客を図るため、中津川市及び瑞浪市の協力を得て、ウォー

キングするのに最も心地よい秋に、日帰りで馬籠宿や落合宿、細
ほそ

久手
く て

宿、大湫
お お く て

宿を歩いて巡る中山道ウ

ォーキングツアーを実施します。

また、「中山道ウォーキングスタンプラリー２００９」や飛騨・美濃観光大使の勅使川原郁恵さんが参加する

「中山道ウォーキングイベント」と合わせて、中山道への誘客を図ります。

＜ウォーキングツアー商品＞

◇商品名：「皇女和宮が宿泊した大湫宿散策 落合宿から馬籠宿ハイキング 紅葉の石畳、十曲峠を

行く」

◇日 程：１１月５日（木） 大阪出発 日帰り
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◇料 金：５，９８０円

◇申込・問い合わせ先：クラブツーリズム(株)関西旅行センター ＴＥＬ：０６－６４４７－２２２１

≪岐阜県中山道ウォーキングスタンプラリー２００９≫ ※９／３資料配付済み

１ 実施期間

平成２１年９月５日（土）～１２月１３日（日）

２ 実施内容

・ガイドブックに掲載してある１５のおすすめウォーキングコース内に

１７ヶ所スタンプを設置

・５ヶ所以上のスタンプを押印し、県産品プレゼントに応募

・３千円相当の県産品を抽選で１００名様にプレゼント

・ガイドブック、スタンプラリー帳は、県内の観光施設や中山道沿線周辺の道の駅、コース最寄りの鉄

道駅（有人駅のみ）等で配布

３ ガイドブック２００９の特徴

○「飛騨・美濃観光大使」の勅使川原郁恵さんのコラム

中山道を踏破されている勅使川原さんに、その体験を通して見た中山道の魅力をお話いただき

ました。

○中山道沿線のスイーツ特集

沿線のお勧めスイーツを各市町から推薦していただき、掲載しました。ウォーキングのついでにお

菓子めぐりもぜひどうぞ。

≪勅使川原郁恵さんが参加する「中山道ウォーキングイベント」≫

平成２１年１１月２１日（土）に勅使川原郁恵さんも参加するウォーキングイベントが御嵩町

で行われる予定です。

イベントでは、勅使川原さんの提案するレシピを使用したお弁当の販売なども計画中。

※詳細は決まり次第発表。

６．旅行ＷＥＢサイトとのタイアップによる岐阜県特集の展開
広報・情報発信媒体として大きな影響力を持ち、即効性及び訴求力のあるインターネットを活用し、

旅行予約サイト「楽天トラベル」とタイアップして岐阜県特集を展開します。

■期間：平成２１年１０月２８日（水）～１２月２８日(月)

○岐阜県の観光ＰＲ特集ページを開設し、岐阜県内のグルメや観光スポット、観光コースの紹介など、様々

な観光情報を発信。

○特集ページから岐阜県内の旅館・ホテル等の宿泊予約ページへリンクすることにより、岐阜県内への

誘客促進及び宿泊者の増加を図る。

○ファミリー、カップル、シニアといったターゲット別に「食」、「温泉」などを紹介するとともに、「食」につ

いては、楽天市場に展開している「まち楽 岐阜県」のコンテンツと連携し、物販の促進を図る。

７．中日本高速道路等と連携した広域観光ＰＲ、及び全国ＰＲキャラバン（観光展・
観光物産展）等の実施
高速道路料金の１０００円割引により増加した高速道路の利用客に対して、東海北陸自動車道をはじめ、

各高速道路のサービスエリアにおいて、中日本高速道路及び近隣県と連携して、広域観光のＰＲ活動を展

開します。（※近隣県：愛知県、三重県、富山県、石川県、福井県の各県及び観光関係団体等）

また、キャンペーン期間中、名古屋圏、関西圏等で計１５回、全国ＰＲキャラバン等を実施します。
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８．県内各地で「食」のイベントが開催
飛騨・美濃じまん観光キャンペーン（秋）の重点期間中、県内各地でその土地ならではの「食」をテーマに

したイベントや取り組みが、市町村や諸団体において行われ、それぞれの地域の「じまん」をＰＲします。

＜主なイベントや取り組み＞
名称 開催日 主催者等 開催地

栗きんとんめぐり ９月１日（火）～ 中津川市内の和菓子店１５店舗 中津川市

食の祭典 in ぎふ郡上 ９月２６日（土）～２７日（日） 郡上食の祭典実行委員会 郡上市

みのじのみのりまつり ９月２６日（土）～２７日（日） 恵那ふるさと祭り実行委員会 恵那市

ひだ荘川そば祭り １０月３日（土）～４日（日） 荘川観光協会 高山市

ふるさと栗まつり １０月４日（日） 山県市まつり実行委員会 山県市

岐阜県農業フェスティバル １０月２４日（土）～２５日（日） 岐阜県農業フェスティバル実行委員会 岐阜市

ふるさと馬籠ごへー祭り １０月２５日（日） 中津川市山口総合事務所 中津川市

中津川ふるさとじまん祭・

第１４回菓子まつり

１０月３０日（金）～１１月１日（日） 中津川市役所 中津川市

多治見修道院ワインフェスタ １１月３日（火・祝） 社会福祉法人ＡＪＵ自立の家ピア名古屋 多治見市

種蔵新そば祭り １１月８日（日） 飛騨市宮川振興事務所 飛騨市

第１０回柿・牡蠣まつり １１月中旬～下旬 大野町役場 大野町

秋の味覚まつり

＆ようろう舞まつり

１１月２１日（土）～２３日（月・祝） 楽市楽座・養老 養老町

第４回上之保ゆず祭り １１月２９日（日） 関市上之保事務所 関市

期間中に開催する全国ＰＲキャラバン等 Ｈ２１.９.１０現在の予定

開催予定日 イベント名 開催地 開催場所 主催者 開催形態

９月１２日（土）～１３日（日） 東海北陸道全通１周年記念観光タイアップイベント 郡上市 ひるがの高原ＳＡ NEXCO中日本 観光展

９月１９日（土）～２１日（月・祝） 飛騨・美濃じまん観光キャンペーン事業 大阪府豊中市 せんちゅうパル 全国ふるさと観光物産展実行委員会 観光展

９月２６日（土）～２７日（日） ゴーイング☆ハイウェイ２００９ 愛知・三重 上郷SA、御斎所SA NEXCO中日本 観光展

１０月３日（土）～４日（日） ゴーイング☆ハイウェイ２００９ 岐阜・滋賀 長良川SA、多賀
SA

NEXCO中日本 観光展

１０月１１日(日)～１２日(月) 温泉とスキー場展 名古屋市 吹上ホール 連盟 観光展

１０月１０日（土）～１２日（月） ふるさとの観光と物産展 愛知県常滑市 中部国際空港 岐阜県名古屋事務所 観光物産展

１０月２５日（土）～２６日（日） 岐阜県農業フェスティバル 岐阜市 県庁東駐車場 岐阜県 観光展

１０月３１日（土）～１１月１日（日）
飛騨・美濃じまん観光キャンペーン
全国キャラバン

福岡市 博多駅周辺 連盟 観光展

１１月５日（木） ビジネスフェア２００９ 名古屋市 ポートメッセなごや (社)東海地区信用金庫協会 観光展

１１月６日（金）～８日（日） 飛騨・美濃じまん市 名古屋市 ジャスコワンダーシティ店 岐阜県 観光物産展

１１月１３日（金）～１５日（日） 飛騨・美濃じまん市 富山県高岡市 ジャスコ高岡南店 岐阜県 観光物産展

１１月１３日（金）～１４日（土） 岐阜県観光物産展 名古屋市 金山総合駅 連盟 観光物産展

１１月２７日（金）～２９日（日） 温泉とスキー場展 名古屋市 ポートメッセなごや 連盟 観光展

１１月中 飛騨・美濃じまん観光キャンペーン事業 大阪府 未定 連盟 観光展

１１月下旬～１２月上旬 全国センター合同物産観光展 名古屋市 中日ビル
全国物産観光センター
連絡協議会

観光物産展

１２月５日（土）～６日（日） 温泉とスキー場展 大阪市（大阪府） 京セラドーム 連盟 観光展

１２月１３日（日） ぎふ女子駅伝 岐阜市 メモリアルセンター 日本実業団陸上競技連合会 観光物産展

１２月１９日（土）～２０日（日） 温泉とスキー場展 大阪市（大阪府） 京セラドーム 連盟 観光展


