
(※すべて２名様ご招待のプランになります。施設の状況や時期によっては体験いただけないプログラムもございます。）

都道府県名エリア 施設名 プログラム名

北海道 登別・洞爺湖・北湯沢・室蘭 洞爺湖温泉 洞爺山水ホテル和風 【洞爺湖温泉】地元味覚とかけ流しの湯を楽しむ！お部屋食くつろぎ温泉プラン（2名様ご招待）

北海道 釧路・根室 E・H・Oアウトドアセンター 大自然満喫！ラフトボートで釧路湿原川下り体験（2名様プラン）

北海道 函館・湯の川 元町ガラス工房 函館で本格ガラス工芸カラフル体験＆はし置きコース（2名様プラン）

北海道 ニセコ・ルスツ ニセコ昆布温泉 ホテル甘露の森 【ニセコ昆布温泉】甘露の森「甘露膳」と温泉入浴プラン（2名様プラン）

青森県 津軽半島 白神自然学校一ツ森校 【5月～11月限定】世界遺産白神山地 くろくまの滝とブナ林散策（2名様プラン）

秋田県 秋田 リゾートホテル　フッシュ 地元の素材を使った選べる秋田の手作り料理体験 「きりたんぽ・パン・ピザ・パンリース」 （2名様プラン）

山形県 上山・赤湯・米沢 かみのやま温泉　ニュー村尾浪漫館 【かみのやま温泉】山形名物芋煮で地元の味に舌鼓♪客室休憩付きでのんびり滞在日帰り入浴プラン（2名様プラン）

山形県 酒田・鶴岡・月山・羽黒山・鳥海 四季の森「しらい自然館」 【5月～10月限定】湧き水の里「高瀬峡」探検と地元でも評判のそば打ち体験（2名様プラン）

山形県 酒田・鶴岡・月山・羽黒山・鳥海 穂波街道 緑のイスキア ナポリピッツァとパスタ作り体験（2名様プラン）

山形県 天童・東根・銀山・新庄 槙農園 今年は作柄最高で豊作。何個食べられますかな…！？山形県東根市「佐藤錦」発祥の地　贈答用高級品のさくらんぼ狩り！（2名様プラン）

福島県 福島 まるえ観光果樹園 【6月～12月限定】季節のフルーツ狩り＆食べ放題＆お土産付き（2名様プラン）

福島県 会津若松・東山・芦の牧・喜多方 会津東山温泉 原瀧 【会津東山温泉】自家源泉かけ流し露天風呂と特製松花堂弁当（2名様プラン）

茨城県 日立・北茨城・奥久慈 五浦温泉 五浦観光ホテル 大観荘 【五浦】太平洋眺望露天風呂と和食膳昼食プラン（2名様プラン）

茨城県 つくば・学園都市・筑波山・土浦 筑波山温泉 筑波山江戸屋 【筑波山温泉】手つかずの自然をそのまま生かした庭園露天風呂と旬の食材創作料理（2名様プラン）

茨城県 日立・北茨城・奥久慈 みらんど袋田 手作りこんにゃく＆そば打ち体験（2名様プラン）

茨城県 つくば・学園都市・筑波山・土浦 ラクスマリーナ 霞ヶ浦でカヌー体験＆モーターボートクルージング（2名様プラン）

栃木県 塩原・奥塩原 塩原温泉 秘湯の宿 元泉館 【塩原温泉】にごり湯満喫プラン♪名物温泉おかゆランチ付き（2名様プラン）

栃木県 日光・中禅寺・霧降高原 グラススタジオポンテ 世界でオンリーワンのマイグラスを作ろう！楽しい吹きガラス体験（2名様プラン）

栃木県 宇都宮 AKAIWAパラグライダースクール宇都宮 宇都宮で平日半日パラグライダー体験フライトコース（2名様プラン）

栃木県 日光・中禅寺・霧降高原 日光温泉 日光星の宿 【日光温泉】東照宮の目の前！庭園を望む料亭で日帰り入浴と湯波御膳（2名様プラン）

栃木県 日光・中禅寺・霧降高原 日光温泉 日光 千姫物語 【日光温泉】季節の風流を味わう湯波御膳「千の舞」と温泉入浴 （2名様プラン）

栃木県 日光・中禅寺・霧降高原 創作工房さいか 電動ロクロで陶芸体験！ＭＹカップ又はＭＹ茶碗を作ろう（2名様プラン）

群馬県 四万・吾妻 かやぶきの郷 薬師温泉 旅籠 【薬師温泉】 どうしても入りたい秘湯「薬師温泉」の入浴と郷の幸の囲炉裏料理（2名様プラン）

群馬県 伊香保・榛名・渋川 ホテル松本楼 【伊香保温泉】 十割温泉そばと地野菜バイキング+温泉入浴（2名様プラン）

群馬県 水上・猿ケ京・奥利根 水上温泉 源泉湯の宿 松乃井 【水上温泉】地産地消のご昼食と入浴休憩（2名様プラン）

群馬県 伊香保・榛名・渋川 からっ風焼陶仙房 赤城山麓で陶芸と季節の無農薬野菜たっぷりの田舎ピザ焼き体験（2名様プラン）

埼玉県 秩父・奥秩父・長瀞・寄居 秩父小鹿野温泉 梁山泊 【秩父小鹿野温泉】貸切風呂、大浴場、露天風呂で温泉三昧！個室でのんびり昼食＆休憩付き

埼玉県 秩父・奥秩父・長瀞・寄居 フォレストアドベンチャー・秩父 ＜秩父＞自然共生型アウトドアパーク・フォレストアドベンチャー（冒険の森）で遊ぼう！（2名様プラン）

埼玉県 秩父・奥秩父・長瀞・寄居 秩父 いこいの村ヘリテイジ美の山 【秩父】お庭でバーベキュー＆大展望温泉プラン～山景色を眺めながらお楽しみください！～（2名様プラン）

埼玉県 秩父・奥秩父・長瀞・寄居 秩父 いこいの村ヘリテイジ美の山 【秩父】大展望温泉と秩父名物に舌鼓♪気軽に楽しめる立ち寄り湯プラン～ワンドリンク＆秩父名産お土産付～（2名様プラン）

埼玉県 秩父・奥秩父・長瀞・寄居 秩父和銅鉱泉 ゆの宿 和どう 【秩父和銅鉱泉】和室でお食事休憩と温泉入浴でリフレッシュ（2名様プラン）

埼玉県 秩父・奥秩父・長瀞・寄居 ヤマキ醸造株式会社 醤油しぼりと豆冨会席ランチ＆お土産付き（2名様プラン）

埼玉県 秩父・奥秩父・長瀞・寄居 長瀞 長生館 【秩父・長瀞】花のおもてなし長生館　 ゆったり長瀞 入浴＆ご昼食（2名様プラン）

埼玉県 秩父・奥秩父・長瀞・寄居 長瀞　古沢園 うどん作り体験＆作りたてを伝統の「天ぷら付きずりあげうどん」で味わう（2名様プラン）

千葉県 九十九里・銚子・犬吠崎 犬吠埼温泉 ぎょうけい館 【犬吠埼温泉】犬吠埼温泉日帰りゆったりプラン（2名様プラン）

千葉県 千葉・市原 エバーグリーンホースガーデン 自然の中で乗馬体験とハーブが香るテラスでのランチ（2名様プラン）

千葉県 勝浦・鴨川・いすみ 鴨川陶芸館 一度はやってみたい！電動ロクロで陶芸体験（2名様プラン）

東京都 多摩・奥多摩地区 馬カフェ　マリヤの風 【東京日野】話題の馬カフェで乗馬体験！ホーストレッキングで冒険に出かけよう☆Cafeでコーヒー1杯サービス（2名様プラン）

東京都 赤坂・六本木・麻布 六本木香和 東京・六本木の大型和風ニューハーフショーレストラン「六本木香和」で海外公演もこなす花魁座 本格ショー鑑賞！！（2名様プラン）

東京都 上野・浅草・北千住 文豪・森鴎外ゆかりの宿　水月ホテル鴎外荘 【上野】都内第一号の天然温泉と旬の食材を使った水月特製御弁当（2名様プラン）

東京都 上野・浅草・北千住 有限会社　創吉 浅草で伝統工芸　江戸切子のグラス作り（2名様プラン）

神奈川県 横浜 都会の隠れ家リゾート　INSPA（インスパ）横浜 【横浜湾岸天然温泉】都会の隠れ家リゾートで贅沢な時間を堪能する大人のための日帰りプラン～特別ディナーコース＆入館料付～（2名様プラン）

神奈川県 横浜 京浜フェリーボート  【工場夜景探検クルーズ《第2弾》】☆横浜本牧・根岸コース☆港内遊覧船無料乗船券付（2名様プラン）

神奈川県 箱根湯本・小田原 箱根湯本温泉 天成園 【箱根湯本温泉】料理長お薦め御膳と天然温泉で寛ぐ！箱根湯本・癒しの休日プラン（2名様プラン）

神奈川県 横浜 京浜フェリーボート  【工場夜景探検クルーズ】〈横浜京浜運河コース〉☆港内遊覧船無料乗船券付（2名様プラン）

神奈川県 箱根湯本・小田原 箱根湯本温泉 箱根パークス吉野 【箱根湯本温泉】料亭風個室で寛ぐ「季節の和食膳（さざえ壺焼付）」と温泉入浴（2名様プラン）



神奈川県 湯河原・真鶴 do陶芸館 お皿に自分の好きな絵を描こう！陶芸体験　絵付コース（2名様プラン）

新潟県 越後湯沢・苗場・かぐら・みつまた 越後湯沢温泉 温泉民宿 浦子の湯 高野屋 【越後湯沢温泉】自家農園収穫の野菜や魚沼産こしひかりを使用した郷土の手作り料理＆温泉入浴（2名様プラン）

新潟県 新潟 歩夢工房 ロクロに挑戦・器を作ろう！自宅まで無料郵送！陶芸ロクロ体験（2名様プラン）

富山県 立山・黒部・宇奈月・魚津・朝日 宇奈月温泉 ホテル黒部 【宇奈月温泉】　ゆったりのんびり温泉と和会席を満喫（2名様プラン）

石川県 和倉・羽昨・七尾・志賀 和倉温泉 あえの風 【和倉温泉】旬の素材を味わう花舞弁当と七尾湾が一望できる露天風呂入浴（2名様プラン）

石川県 片山津・山代・山中・加賀 九谷満月 オンりー碗（ワン）の九谷焼「絵付体験」または「ロクロ体験]（2名様プラン）

福井県 敦賀・若狭湾・三方・小浜・高浜 小浜 松月観の宿 いたや 【若狭 小浜】海を見下ろす展望風呂と若狭湾の幸を楽しめる宿　日帰り入浴＆ご昼食（2名様プラン）

福井県 あわら・三国・武生・越前海岸 越前そばの里 越前そば発祥の地で「そば打ち体験＆そば工場見学」 越前そばのお土産付き♪（2名様プラン）

山梨県 石和・勝沼・甲州 マルサマルシェCooking Studio 山梨の郷土料理「ほうとう作り体験」（2名様プラン）

山梨県 石和・勝沼・甲州 マルサマルシェCooking Studio 【11月限定】柿の収穫体験とあんぽ柿作り体験（2名様プラン）

山梨県 石和・勝沼・甲州 マルサマルシェCooking Studio 【10月～11月限定】さつま芋掘りとスイートポテト作り体験（2名様プラン）

山梨県 石和・勝沼・甲州 マルサマルシェCooking Studio 【9月限定】葡萄狩りとフルーツパフェ作り体験（2名様プラン）

山梨県 石和・勝沼・甲州 山梨石和温泉 ホテル 古柏園 【山梨石和温泉】展望露天と旬の食材を使った甲州会席―日帰り昼食プラン（2名様プラン）

山梨県 八ヶ岳・小淵沢・清里 小淵沢アートヴィレッジRESORT&SPA 釣り体験！釣った魚は食べても持ち帰ってもＯＫ♪釣りの後は源泉かけ流しの天然温泉家族風呂（2名様プラン）

山梨県 甲府・湯村 甲府湯村温泉 甲府富士屋ホテル 【甲府湯村温泉】選べるランチと名湯湯村温泉でゆったりくつろぎ（2名様プラン）

山梨県 河口湖・西湖・富士吉田・精進湖 カントリーレイクシステムズ 森のジェットコースター！8輪バギー乗車体験（2名様プラン）

山梨県 河口湖・西湖・富士吉田・精進湖 カントリーレイクシステムズ 山梨の郷土料理ゆかりご飯とほうとう作り体験 ≪温泉入浴券付き≫（2名様プラン）

山梨県 甲府・湯村 さわらびグリーンライン店 「ほうとう」又は「そば」打ち体験と炭火焼よっちゃばれ料理（2名様プラン）

長野県 安曇野・大町 青木湖キャンプ場＆アドベンチャークラブ 大町温泉郷で熱気球係留フライト（2名様プラン）

長野県 安曇野・大町 青木湖キャンプ場＆アドベンチャークラブ 【5月～10月限定】ボヤージャーカヌーで青木湖星空散歩湖面コース◇7/15～8/31は「湖面コース＆ホタル観賞クルーズ」（2名様プラン）

長野県 安曇野・大町 青木湖キャンプ場＆アドベンチャークラブ 青木湖畔で手ぶらで♪地産地消バーベキュー（2名様プラン）

長野県 蓼科・白樺湖・霧ヶ峰・姫木平 芹ヶ沢温泉 ホテルアンビエント蓼科 【蓼科 芹ヶ沢温泉】選べるランチ♪優雅にお部屋で8時間ステイ！プチリゾート気分（2名様プラン）

長野県 伊那・駒ヶ根・飯田・昼神 昼神温泉 ユルイの宿 恵山 【昼神温泉】“信州の味覚”と“癒しの温泉”を満喫！！（2名様プラン）

岐阜県 下呂・御岳 下呂温泉山形屋 【下呂温泉】旬の素材＆飛騨和牛を愉しめる昼食と”美人の湯”でくつろぎの入浴プラン（2名様プラン）

岐阜県 飛騨高山・朝日 高山 ホテルアソシア 高山リゾート 【飛騨高山温泉】日帰り温泉入浴と飛騨牛石焼御膳プラン（2名様プラン）

静岡県 伊豆（伊豆長岡・修善寺・湯ヶ島） 森の手作り屋さん「かたつむり」＆ファーマーズヒル 森の中でピザ焼き＆マス・アマゴ釣り体験　～丸太切り（コースター作り）もできます～（2名様プラン）

静岡県 伊豆（熱海） 熱海温泉 新かどや 【熱海】数寄屋造りの和室＆そば弁当をご用意。館内すべて自家源泉！（2名様プラン）

静岡県 伊豆（熱海） 熱海伊豆山温泉 ホテル ニューさがみや 【熱海伊豆山温泉】旬の和定食堪能と相模灘を眺めながらの温泉入浴（2名様プラン）

静岡県 伊豆（熱川・北川・稲取・河津） 茶房＆体験工房さくら坂 クリアキャンドル作り＆ガラスアート体験！（2名様プラン）

静岡県 伊豆（伊東・川奈） 伊豆高原体験の里 伊豆高原でそば打ち体験と伊豆の幸使用のお食事（2名様プラン）

静岡県 伊豆（伊豆長岡・修善寺・湯ヶ島） 伊豆長岡温泉 ニュー八景園 【伊豆長岡温泉】　富士山を一望！天空露天風呂と八景園御膳　客室でご休憩（2名様プラン）

愛知県 西浦・三谷・蒲郡・三ヶ根・吉良 葵 【三河　西浦温泉】「徳川の姫様＆殿様体験」と温泉入浴プラン（葵オリジナルお土産付）（2名様プラン）

愛知県 西浦・三谷・蒲郡・三ヶ根・吉良 松風園 【三谷温泉】海の見える露天風呂で温泉入浴とご昼食（2名様プラン）

愛知県 中部国際空港・知多半島・篠島 アーティストショップ A＆MO2 ワイングラス又はシャンパングラス又は小皿に模様彫り体験（2名様プラン）

三重県 鳥羽・相差・答志島 南勢桜山温泉 鳥羽の割烹温泉旅館 胡蝶蘭 【伊勢・南勢桜山温泉】鳥羽の割烹温泉旅館で「和の味わい地産彩り御膳」ソフトドリンク付（2名様プラン）

滋賀県 大津・比叡山 大津 琵琶湖ホテル 【琵琶湖】ランチバイキングと天然温泉入浴（2名様プラン）

京都府 四条烏丸・四条河原町 夢館 〈夏季限定〉手ぶらでＯＫ！夏の京都を浴衣で散策　【浴衣1日レンタル着付け付】（2名様プラン）

京都府 天橋立・宮津・丹後 天の橋立岩滝温泉 橋立ベイホテル 【天橋立】フランス料理と外湯で楽しむＳＰＡ＆温泉（2名様プラン）

京都府 東山・祇園・八坂 京水庵 京都東山でＤＸ京抹茶パフェ作りと抹茶たて体験（2名様プラン）

京都府 天橋立・宮津・丹後 天橋立宮津ロイヤルホテル 【天橋立宮津ゆらゆら温泉】見晴らしの良いレストランで味わう和食膳と温泉入浴（2名様プラン）

京都府 京都御所・二条城 京ごころ 京都を着物で散策（夏期は浴衣）　京のまち歩き（2名様プラン）

京都府 京都御所・二条城 京友禅体験工房・風呂敷包み方体験教室　丸益西村屋【京の伝統文化】 友禅染体験でランチョンマットを作る！（2名様プラン）

京都府 東山・祇園・八坂 森陶器館 京都で粘土からの創作陶芸（手びねり）体験（2名様プラン）

京都府 四条烏丸・四条河原町 夢館 手ぶらでＯＫ！着物で京都レンタル+スタジオ写真付プラン（2名様プラン）

大阪府 関西空港・泉佐野・泉南 犬鳴山温泉 み奈美亭 【大阪　犬鳴山温泉】季節の懐石料理をお部屋で味わう、日帰り入浴＆個室休憩（2名様プラン）

大阪府 なんば・心斎橋・日本橋 株式会社　インプリージョン 【5月～10月限定】やっぱりタコヤキ！人気の道頓堀を体験（2名様プラン）

大阪府 天王寺・阿倍野 株式会社　インプリージョン 大阪のシンボルタワー“通天閣”がそびえたつ新世界を体験（2名様プラン）

大阪府 上本町・鶴橋 株式会社　インプリージョン 鶴橋コリアタウンでキムチ作り体験（2名様プラン）



兵庫県 淡路島 潮崎温泉 淡路島 海上ホテル 【淡路島・潮崎温泉】ゆったりお部屋で味わう旬の味覚会席　日帰り昼食温泉プラン（2名様プラン）

兵庫県 有馬・六甲 有馬温泉 有馬御苑 【有馬温泉】 日帰り＊有馬の金泉入浴＆松花堂弁当のご昼食（2名様プラン）

兵庫県 有馬・六甲 有馬温泉 月光園 鴻朧館 【有馬温泉】季節の箱盛膳の昼食と老舗旅館での温泉入浴プラン（2名様プラン）

兵庫県 宝塚・三田・尼崎・西宮・篠山 しい茸ランドかさや しい茸狩りと黒毛和牛と若鶏のバーベキュー （2名様プラン）

奈良県 吉野山 吉野山温泉 湯元 宝の家 【吉野山温泉】世界遺産の絶景を眺める露天風呂と松華堂弁当を満喫（2名様プラン）

奈良県 信貴山・生駒山 斑鳩町商工会 農業公園 信貴山のどか村でそば打ち体験！手作りイチゴジャムのお土産付き（2名様プラン）

奈良県 飛鳥・橿原 ガラス工房悠悠 関西では珍しい宙吹きのガラス工芸体験（2名様プラン）

奈良県 奈良 奈良観光ガイド 奈良公園周辺オリジナル散策プラン（2名様プラン）

和歌山県 和歌山・加太・新和歌浦 桃りゃんせ夢工房 桃ジャム・パウンドケーキ作り お土産付き（2名様プラン）

和歌山県 和歌山・加太・新和歌浦 和歌の浦温泉 萬波 【和歌の浦温泉】絶景露天風呂とアクセサリー作り体験＆昼食チョイスで満喫プラン（2名様プラン）

鳥取県 三朝・東郷湖・倉吉（羽合・東郷） 三朝温泉 三朝薬師の湯 万翆楼 【三朝温泉】炙り房　翡翠桟敷で鳥取牛の炙り焼き御膳を堪能（2名様プラン）

島根県 松江・玉造・美保関（安来) 玉造温泉 松乃湯 【玉造温泉】旬の会席料理とくつろぎの日帰り温泉を満喫（2名様プラン）

島根県 松江・玉造・美保関（安来) 美保関 福間館 【松江 美保関】 美保関歴史散策と海の幸の昼食または夕食とご入浴（2名様プラン）

島根県 津和野・益田・浜田 杣の里よこみち 【4月～12月限定】緑豊かな山々に囲まれてそば打ち体験と田舎料理（2名様プラン）

岡山県 湯郷・津山 湯郷温泉 ゆのごう美春閣 【湯郷温泉】旬の地産会席をお食事処で！日帰り温泉満喫（2名様プラン）

広島県 三原・福山・尾道・しまなみ海道 きのえ温泉 ホテル清風館 【きのえ温泉】瀬戸内海の旬の魚を使った会席料理と温泉入浴プラン（2名様プラン）

広島県 広島 たび～と ニワトリ農家で農業体験とハーブランチ（2名様プラン）

山口県 山口・湯田・防府 重源の郷 紙すき体験と竹細工体験（又はそば打ち体験）（2名様プラン）

徳島県 大歩危・祖谷 和の宿 ホテル祖谷温泉 【祖谷渓温泉】祖谷まんさい！会席料理とケーブルカーで行く源泉掛け流しの露天風呂入浴（2名様プラン）

徳島県 大歩危・祖谷 奥祖谷めんめ塾（三好市商工会東祖谷支所） 昔ながらの石臼を使った古式そば打ち体験（2名様プラン）

香川県 高松・屋島・塩江 塩江温泉 新樺川観光ホテル 【塩江温泉】瀬戸内の旬の魚を味わう会席膳と美肌温泉入浴満喫プラン（2名様プラン）

香川県 琴平・丸亀・坂出・宇多津(綾歌(レオマ))中野うどん学校　琴平校 自分で作って！食べる！うどん打ち体験　弁当・お土産付き（2名様プラン）

愛媛県 松山・道後（奥道後) 奥道後温泉　奥道後 壱湯の守 【奥道後温泉】旬の和会席と自慢の源泉かけ流し温泉を趣の異なる湯船で満喫いただく癒しの日帰りプラン（2名様プラン）

愛媛県 今治・新居浜・川之江・しまなみ よろず体験事務所　をかしや 歴史と癒しの島めぐり　～アイランドホッピングツアー1島コース～（2名様プラン）

高知県 高知 土佐和紙工芸村くらうど 【高知・須崎】薬草が入ったブレンド湯と地元食材のフレンチ満喫（2名様プラン）

高知県 高知 染織工房　はた舎 古民家で本格はた織り体験！（ペアランチョンマットまたはテーブルランナー作り）　ドリンク付き（2名様プラン）

福岡県 北九州・苅田・筑豊・若宮 平尾台自然の郷 カルスト台地　ガイドツアー（2名様プラン）

福岡県 久留米・船小屋・柳川 筑後川温泉 虹の宿ホテル花景色 【筑後川温泉】旬の和会席とつるつるの美肌湯を満喫（2名様プラン）

佐賀県 嬉野・武雄・有田 嬉野温泉 和多屋別荘 【嬉野温泉】佐賀牛しゃぶしゃぶと日本三大美肌の湯入浴プラン（2名様プラン）

佐賀県 嬉野・武雄・有田 嬉野温泉 入船荘 【嬉野温泉】個室休憩と貸切風呂付き♪温泉湯豆腐のミニ会席料理（2名様プラン）

長崎県 雲仙・島原・小浜・諫早 雲仙温泉 ゆやど 雲仙 新湯／株式会社　新湯ホテル 【雲仙温泉】長崎名物“レモンステーキ”ランチと温泉入浴を楽しめる日帰り満喫（2名様プラン）

長崎県 雲仙・島原・小浜・諫早 雲仙温泉 九州ホテル 【雲仙温泉】ホテル自慢の和洋折衷ランチ＆貸切風呂満喫プラン（2名様プラン）

熊本県 天草・本渡 イルカクラブ 天草で野生のイルカウォッチング！イルカの絵付き湯のみプレゼント（2名様プラン）

大分県 湯布院・城島 湯布院温泉 御宿 八遇來 【湯布院温泉】湯布院鶏の炭火焼会席と温泉満喫（2名様プラン）

大分県 別府・観海寺・鉄輪 大分香りの博物館 世界で一つ、自分だけのオリジナル香水づくりデラックス調香コース（2名様プラン）

宮崎県 高千穂・五ヶ瀬・延岡・日向 ECO九州ツーリスト　馬見原ガイドステーション 九州脊梁（せきりょう）西日本一のブナ原生林を歩く　4時間コース（2名様プラン）

宮崎県 宮崎 みやざき元気体験 宮崎で胡蝶蘭　苗植え付け体験!（2名様プラン）

鹿児島県 霧島・妙見 霧島温泉郷 霧島国際ホテル 【霧島温泉郷】郷土の食材、季節の素材を生かした和食会席料理＆にごり湯自慢・硫黄泉の湯の香（2名様プラン）

鹿児島県 出水・阿久根・川内 農園レストラン三蔵 そば打ち体験と農園レストラン『三蔵（みくら）』で洋食ランチ（2名様プラン）

鹿児島県 霧島・妙見 霧島高原 まほろばの里 芝生の上を滑走するグラススキーと「天降川焼」陶芸ロクロ体験（2名様プラン）

沖縄県 那覇 近畿日本ツーリスト沖縄 【4月～9月限定】水中散歩オルカ号＆鉄板焼きステーキディナー（2名様プラン）

沖縄県 那覇 沖縄アート体験　美ら風（ちゅらかじ）　平和通り店 ちゅらキャンドル作り＆シーサー絵付け体験！（2名様プラン）

沖縄県 名護・本部・オクマ・今帰仁 シーサーパーク　琉球窯 オス・メスペアの漆喰シーサー絵付け体験（2名様プラン）


