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 株式会社 JTB（東京都品川区、代表取締役社長：髙橋広行）は 2018 年 10 月 1 日から 2019 年 3 月 31 日まで

『日本の旬 北関東』キャンペーンを展開します。 

「日本の旬」は「日本の魅力再発見」をテーマに 1998 年より JTB で継続的に実施している国内旅行活性化に

向けた全社キャンペーンです。半期毎に対象方面を選定し、各地の「旬」の魅力を掘り起し、「旅」を通じて、

より多くの方々に現地の魅力を感じていただくことで地域活性化に貢献します。 

 

茨城県、栃木県、群馬県の 3 県を舞台とした今回のキャッチフレーズは「五色豊穣また来たくなる感動三国」。

「五色豊穣」とは、穀物が豊かに実るという意味を持つ「五穀豊穣」になぞらえ、豊かに実る色とりどりの魅力

を「赤」「黄」「青」「白」「茶」の五色で表現。北関東にはあまり知られていない、心癒される自然豊かな山や海、

歴史的文化財や、豊かな関東平野で育まれた食文化や、個性豊かな温泉があり、そんな魅力あふれる「北関東」

に“また来たくなる”感動の旅を国内外のお客様に提案します。 

◆「日本の旬 北関東」専用ページ： https://www.jtb.co.jp/nihonnoshun/kitakanto/ 

 

【主な商品ラインナップ】 

個人旅行 

１． 紅葉：「紅葉ディスカバリー」紅葉の新たな見方の提案や、隠れた紅葉の名所を紹介  

（１）中禅寺湖クルーズでの早朝紅葉観賞（JTB オンリー） 

日光エリアから出発すると渋滞するいろは坂の混雑を避け、早朝に 

「JTB 専用貸切船」を運航します。中禅寺湖紅葉の中で最も美しいと 

言われ、船に乗らないと見ることができない八丁出島付近の紅葉を朝日 

が差し込む中で専門ガイドの案内を聞きながら鑑賞頂きます。 

 

（２）絶景一ノ倉沢ガイド付きミニハイキング 

2017 年にユネスコパークに登録されたみなかみ町。中でも美しい紅葉が   

魅力の谷川岳一ノ倉沢で、スニーカーでも参加できるエコハイキングツ    

アーを設定。専門の山岳ガイドの案内付きで絶景の紅葉を楽しむ、所要 

時間 3 時間オリジナルコース。 

JTBグループ国内旅行キャンペーン『日本の旬 北関東』 

  

 
 

 

 

 

 

実施期間：2018年 10月 1日（月）～2019年 3月 31日（日） 

五色豊穣 また来たくなる感動三国 

      日本の旬 北関東 

（中禅寺湖クルーズでの早朝紅葉観賞） 

（絶景一の倉沢ガイド付きミニハイキング） 

https://www.jtb.co.jp/nihonnoshun/kitakanto/


  

 

２． 雪：「雪レクリエーション」冬の風物詩や雪のアクティビティなど冬ならではの体験を提案 

（１）湯西川かまくら祭 

平家落人伝説が残る歴史ある湯西川温泉。毎年行われる人気イベント「湯西川温泉かまくら祭」のメイン

会場に設置される「かまくら」１基を JTB 専用かまくらとして設定。人気のバーベキュー体験の事前予

約が可能です。 

 

（２）袋田の滝ライトアップ 

日本三名瀑のひとつに数えられる袋田の滝。2017 年は、紅葉時期だけだったライトアップを、今年度は

真冬も実施。JTB のお客様は代金不要で鑑賞いただけます。日本三名瀑の中でも結氷する滝は珍しく、タ

イミングが良ければ凍結した滝「氷瀑」を見ることができます。 

 

（３）水上高原ホテル 200 雪遊び体験・犬ぞり体験 

北関東でも有数の雪国である水上高原でスノーモービルやスノーラフティング等ハードなものから「そり

遊び」等子供が楽しめる雪遊び満喫プランを特別価格で設定。人気の「犬ぞり体験」は JTB のお客様用

に事前予約が 1 日 2 名 1 組限定で可能です。 

   

（湯西川かまくら祭り）       （袋田の滝ライトアップ）         （水上高原犬ぞり体験） 

 

３． 温泉：魅力的な名湯・秘湯の楽しみ方を提案 

（１）北関東湯めぐり満喫クーポン（JTB オンリー） 

茨城県・栃木県・群馬県のご宿泊をお申込みされた方を対象に北関東 3 県   

の温泉 26 施設に 1 回ずつ入浴できるプランを設定。 

 

（２）草津温泉 絶景湯畑フォトスポット（JTB オンリー） 

通常撮影することができない、ポスター等に使われている躍動感のある湯滝   

と木枠の美しい湯畑全景風景を撮影できるフォトスポットをご用意しました。 

 

４． 歴史：2 つの世界遺産（富岡製糸場と絹遺産群・日光の社寺）や日本遺産などの 

歴史と伝統文化をさらに奥深く楽しめる提案・紹介 

（１）世界遺産「富岡製糸場と絹遺産群」座繰り体験＆専門解説員と巡るガイドプラン  

旧官営富岡製糸場跡で繭から糸を巻き取る手動式座繰り器の作業を体験。ガイドプランでは富岡製糸場全

体を案内するほか、期間限定で公開されている保存修理工事中の国宝「西置繭所」を専門解説員がわかり

やすくご案内します。 

 

（草津温泉 湯畑） 



 

（２）世界遺産「日光の社寺」拝観・体験プラン 

 50 年ぶりの大修理を終えたばかりの東照宮陽明門の他に、通常は入室できない徳川将軍が着座された「将

軍着座の間」での特別祈祷、本尊の修理が完成した常行堂と家光公の廟所である大猷院の同時参拝、など

の過ごし方を提案します。 

 

（３）地元ガイドが案内する「まちあるき」ツアー（JTB オンリー） 

無料・事前予約なしで参加できるまちあるきツアーを日本遺産である日本最大級の藩校「弘道館」と水戸

黄門さまゆかりの地、同じく日本遺産である日本最古の学校「足利学校」と足利家の氏寺「国宝鑁阿寺」、

名だたる文豪が愛した「塩原温泉郷」、の 3 つのエリアで設定。  

    

   （富岡製糸場）        （日光東照宮陽明門）       （足利学校） 

 

５． 食：酒や牛肉やいちごなどの特産品やほっこり懐かしい地元グルメ満喫の提案・紹介 

（１）北関東ちょこっとグルメ（JTB オンリー） 

対象店舗に「旅の過ごし方 BOOK」を提示することで北関東の郷土料理や B 級グルメ、ご当地スイーツ

を食べ比べやすいミニサイズや割引料金で提供します。 

 

 

 

 

 

（２）プレミアムスカイベリー＆完熟とちおとめ食べ比べ（JTB オンリー） 

栃木県はいちごの生産量日本一のイチゴ王国。地元ならではの摘みたてのプレミアムイチゴ「スカイベリ

ー」と「とちおとめ」の各 20 分間のいちご狩りを楽しみながらご賞味頂けます。栃木自慢の甘いイチゴ

を食べ比べ出来る限定企画です。   

                                      

６． 旬の「食」「酒」「絶景」を愉しむ宿泊プランをご用意 

（１）地元ブランド「牛」を食す      

地元県産のお肉の中でも希少価値の高い、「常陸牛」（茨城県）、「とちぎ和牛」（栃木県）、上州牛（群馬）

の各県が誇る 3 種類のブランド牛を JTB 宿泊プランオリジナルメニューにてご用意。熟練の料理長たち

が腕をふるいます。 

（２）地酒飲み比べ           

約 104 棟の酒蔵が存在する北関東。恵まれた自然の中で育まれた米と豊かな水源から生み出される上質な

日本酒 3 種の飲み比べを 1,000 円で楽しんでいただけるプランをご用意しました。   

（３）絶景の見えるお部屋         

その時期、そのお部屋だからこそ観られる美しい絶景を堪能できるお部屋を設定。 



団体旅行「A ユニット JTB」 

オリジナル企画をはじめ、お客様の課題解決・目的に応じた法人・団体向けの価値あるプランを多数ご用意。 

１．親睦・組織の絆・コミュニケーション活性化  

職場全体のコミュニケーションを向上させ、連帯感・一体感が高まる職場旅行にお勧めのプランです。 

（１）シープドックに挑戦！羊の追い込み体験 

（２） H.C.栃木日光アイスバックス「長靴アイスホッケー体験」 

（３） チームで写真撮影スポットを巡る「伊香保フォトロゲイニング体験」 

（４）アクアワールド大洗水族館 ナイトアクアリウム＆バックヤードウォーク 

 

２．地域の魅力発見 産業観光施設で「学び・人材育成・気づきや発見」 

知的好奇心を満たす研修要素を含んだ旅行や体験型の研修旅行など、記憶に残るお勧めのプランです。 

（１）八ツ場ダム工事現場見学ツアー（JTB 専用見学枠を確保） 

（２） JAXA 筑波宇宙センター宇宙飛行士模擬訓練体験 

（３）鹿島アントラーズ「カシマサッカースタジアム バックステージツアー」 

 

３．報奨・招待旅行でモチベーション UP  

やる気を高める報奨旅行や、お取引様の販売意識の向上・拡販につながる招待旅行にお勧めのプランです。 

（１）竹林での竹づくし体験＆竹林パーティー（ユニークパーティープラン） 

（２）大谷資料館シークレットパーティー（ユニークパーティープラン） 

（３）ハラミュージアム美術館回廊貸切パーティー（ユニークパーティープラン） 

 

４．温泉の力で組織を活性化！新たな MICE スタイルを演出≪ONSEN（温泉）MICE≫ 

普段、オフィスの会議室や都市部のホテルで行っているミーティング＆イベントなどを、郊外温泉地の「非日

常空間」で実施することにより、参加者にリラックスした状態の「解放感」「高揚感」をご提供し、より活発

で効果的なコミュニケーション促進の一助となるソリューションを提案します。 

（１）1 泊 3 食+会議室利用が付いた JTB オリジナル「会議＆研修宿泊ユニット」をラインナップ 

（２）日本の旬北関東オリジナルの体験・チームビルディングと組み合わせて充実したアフターMICE をご提案 

 

訪日外国人向け「サンライズツアー」 

１．季節の花やフルーツを満喫できる期間限定商品を展開 

アジア諸国のお客様に人気のある「花」と「フルーツ狩り」をセットにした 

バスツアーをご用意しました。広く人気を集めるひたち海浜公園のコキアや、                 

フルーツ狩りの中でも特に人気のイチゴ狩りの他、春には定番の梅や桜を巡 

るツアーもご用意しています。 

 

２．冬あそび・冬の体験コンテンツを拡充 

この時期にしか見られない「冬の祭り」を新たに商品化。 

湯西川温泉かまくら祭や日光湯元温泉雪祭りなど、アクセスの悩みを解消した二次交通付き宿泊プランを設定。

また親子連れの訪日客のために、往復新幹線で行く水上高原スノーリゾートプランや、往復バスで行く草津温

泉雪遊びプラン（ソリ、スノーチューブが楽しめる雪遊び）といった雪そのもの楽しめる商品が充実しました。 



 

３．オプショナルプランも多彩なメニューをご用意。 

東武鉄道との共同開発によるディスカウントパス「日光 PASS」を発売。 

訪日外国人に人気の日光江戸村入場券や日光金谷ホテル食事プランなど、日光に気軽に行けるプランを新たに

展開。また、宝川温泉の日帰り入浴ができる水上エリアパスと入浴がセットになったプランやアクティビティ

など、オプショナルプランもご用意しました。 

 

４．訪日外国人向け WEB サイト 「JAPANiCAN」にて特集ベージを展開。 

JAPANiCAN Discover ページに自然、歴史、文化遺産、食のカテゴリーに分けた「Around Tokyo」を展開。 

◆JAPANiCAN「日本の旬 北関東」専用ページ：  

https://www.japanican.com/en/area/kanto/kantospecial/index.aspx 

 

るるぶトラベル 

１．るるぶトラベルサイト 日本の旬特設ページを展開 

日本の旬のキャッチフレーズである「五色豊壌」にあわせ、5 つの色で北関東の魅力を紹介。 

「食」「酒」「温泉」「絶景」「雪」などの専用プランをご紹介し、お客様がお得に泊まれるクーポンも多数配布

致します。さらに１月中旬頃には「初夢コース」キャンペーンとして、北関東自慢のお土産付プランを数量限

定で販売します。 

◆るるぶトラべル「日本の旬 北関東」専用ページ： https://rurubu.travel/theme/area/kitakantou/ 

 

２．提携サイト Y!トラベルにて日本の旬特設ページを展開 

提携サイト Y!トラベルにおいて日本の旬専用の特設ページを展開し、北関東の魅力を紹介。 

るるぶトラベルサイト同様、お客様がお得に泊まれるクーポンも多数配布します。 

 

＜報道関係の皆様からのお問合せ先＞ 

JTB広報室 TEL：03-5796-5833 

 

＜一般のお客様からのお問合せ先＞ 

【個人向け商品】 JTB旅の予約センター 

北海道発    TEL：0570-066-489 
東北・首都圏発  TEL：0570-023-489 
中部・北陸発  TEL：0570-040-489 
関西発        TEL：0570-050-489 
中国・四国発  TEL：0570-052-489 
九州発        TEL：0570-096-489 

※上記コールセンターの他、全国の JTB店舗・エース JTB取扱店でもお取扱いしています。 

店舗検索 URL  http://www.jtb.co.jp/shop/  

【訪日旅行商品/サンライズツアー】 

JTBサンライズツアーセンター TEL:03-6743-1597 

 

 

https://www.japanican.com/en/area/kanto/kantospecial/index.aspx
https://rurubu.travel/theme/area/kitakantou/
http://www.jtb.co.jp/shop/
TEL:03-6743-1597

