
 

【水の里の旅コンテスト 2020 応募企画】 

 

【学生部門】 

桜美林大学 渡邊ゼミ 

『 Relaxing day with Blessing of the Water in Okutama  

      ～１泊２日 首都東京で水を感じる大人女子旅～   』 

（観光地域：東京都 奥多摩町（奥多摩湖） 

 

【 日 程 】 １泊２日 

【実施時期】 春・夏・秋・冬／（実施時期：3月～12 月） 

【催行人員】 ９名（最少催行人員： ６名） 【お勧めする旅行者層】 都会で仕事をする 20 代～30 代女性 

【旅行代金】 

 （売上総利益率を約９％

として計算） 

６５，０００円 

 （大人 1名） 

 【内 訳】 

日原鍾乳洞：1名 800 円 駐車場代：無料 

アースガーデン：1名 2,150 円 

かんざし美術館：1名 600 円 駐車場代：無料 

四季の家：東京の森ピクルス 1 名 1,000 円 

    ：奥多摩天然水 24 本 3,600 円 

    ：味噌ポテト 2,000 円（依頼） 

ふれあい広場グランピング：1名 16,500 円 

            ：国産リブロースステーキ SET 2 名 8,800 円 

            ：朝食 2 名 1,800 円 

白丸湖 SUP：1 名 7,500 円 

もえぎの湯：1名 3時間 850 円 超過料金 1時間 200 円 駐車場代：無料 

釜めし なかい：1名 1,650 円 駐車場代：無料 

並び代行サービス：1時間 1,700 円 基本出張料：3,000 円 

みつばちファームミュージアム＆カフェ：1名 2,500 円 

貸し切りバス（ハイエース）1日目：8時間 6 名 56,000 

             2 日目：10 時間 6 名 70,000 円 

内訳合計：1名 61,570 円  

【 企画趣旨（伝えたいポイント及び旅行者が満足するポイント 】 

日本の首都、大都会東京。高層ビルがそびえたつ街並みからは想像できないほどの自然が東京にもあります。それは「奥多摩町」です。

東京にも水の里があることを知ってほしいという思いから、東京都にある「奥多摩町」を水の里としました。奥多摩は、昔から東京の奥

座敷として親しまれてきました。東京都心から 2 時間で行くことができる距離にあり、地方のみならず、都心から訪れる方も多い地域で

す。 

 

 この旅行のターゲットは 20 代～30 代の働く女性です。ミツワ株式会社が 20 代～40 代のオフィスで働く女性 1,113 人を対象に行った

調査によると、職場でストレスを感じている人は 79.9％という結果になりました。また、長瀬産業株式会社の全国の 20 代～30 代の OL500

名を対象としたアンケートでは、ストレス解消法として「寝る」「食べる」「おしゃべり」「旅に出る」などの項目に多くの票が集まってい

ます。このことから「日常生活から離れた場所でゆったりした時間を過ごす」ことへの需要が高いことがわかります。 

参照：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000009.000028773.html  

   https://www.nagase.co.jp/assetfiles/news/20031121.pdf  

 

一方、新型コロナウイルスの影響でライフスタイルが大きく変化し仕事や経済状況に関する不安から、旅行に対する考え方が変わりつ

つあります。株式会社 JTB の「新型コロナウイルス感染拡大による暮らしや心の変化および旅行再開に向けての意識調査(2020)」による

と、旅行の再開には新型コロナ自体の解決を待つ気持ちが強く、衛生管理や３密回避は 8 割が継続したいと考え旅行先でも重要視される

条件であることがわかりました。そんな中、外出自粛要請や渡航制限が解除され、自由に外出や旅行ができるようになったら何をまずや

りたいかという質問に「国内旅行（40.9%）」「外食（40.5%）」「友人知人に会う（39.1%）」の順で上位 3つが上がりました。 

参照：https://press.jtbcorp.jp/jp/2020/05/2020-4.html  

 

また、30 歳前後の働く女性をターゲットとした雑誌「steady.」の女子旅に関する調査によると、国内旅行で最も重視するポイントで

「ホテル・旅館」といった宿の「宿」の回答率が最も多いことがわかりました。そこで私達は近年流行である「グランピング」を旅のハ

イライトとして選びました。グランピングとは、グラマラス（glamorous）×キャンプ（camping）をかけ合わせた造語で、自然の真ん中



で優雅な時間を満喫できる贅沢でおしゃれなキャンプのことを指します。普段は話題のカフェやお店で集う女性達にとって大きく開けた

青空と綺麗な新緑や紅葉に囲まれた地で共有する時間は、自然と心がほぐれ友情もぐっと深まる格別なものとなります。 

参照：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000504.000005069.html  

 

 これらを踏まえ私たちが提案する旅行は「水を感じることができる」且つグランピングに最適な場所、奥多摩で 20 代～30 代女性をタ

ーゲットとした「Relaxing day with Blessing of the Water in Okutama ～1 泊 2 日 首都東京で水を感じる大人女子旅～」というプ

ランです。 

 

この旅行は「女子旅」「癒し」といった水とは関係のない旅行プランに見えるかもしれませんが、深い「水」とのつながりがあります。

アクティビティで水を肌で感じることはもちろん、宿泊施設のグランピング場のそばには川が流れており身近に水を感じられます。そし

て地元の野菜と水を使った贅沢なご飯を歴史あるお食事処で味わうことができます。また、酒蔵見学では日本酒造りの工程を見学するこ

とができます。そこでも水の登場です。澤乃井のお酒は、奥多摩の豊かな湧水で仕込まれるお酒なのです。 

 

このように、この旅行プランには「水の里・奥多摩湖」があらゆる場面で関わっています。奥多摩の持つ豊かな「水」という資源を様々

な形で、さらに魅力と癒しがあふれる観光資源として活用した、日常の疲れを洗い流してくれる要素がつまっております。自然に囲まれ

奥多摩の水によって育まれた食材やお酒とともに、ご友人と癒しのひと時をお過ごしいただけます。 

【安全確保のための配慮】 【旅行者の満足感を高めるための工夫、快い旅行にするための配慮】 

Grandex 奥多摩 奥多摩レイク SUP 体験では、専門装備の提供は

もちろん同行する SUP ガイドは応急救護の認定資格を保持していま

す。また、この SUP コースは安全性の高いリスクの少ない河川です。

（Grandex 奥多摩 公式 HP より） 

 

移動手段は参加者の人数に合わせて、乗車人数最大１３名貸し切

りコミューターバスを使用します。（乗車人数によっては乗車人数最

大９名の貸し切りジャンボタクシーを利用予定）車内でもソーシャ

ルディスタンスを確保することができるため、新型コロナウイルス

対策にもつながります。 

 

宿泊施設のふれあい広場グランピングでは、他グループとの距離

を十分に保っておくつろぎいただけます。清掃時には手が触れられ

る場所を徹底消毒しています。木製の食器の利用を廃止し、使い捨

ての物に変更しております。 

 

その他観光施設、飲食店では新型コロナウイルス感染対策のため

ご入店時非接触での検温やアルコール消毒、マスク着用をお願いし

ています。 

友人と話が弾んでついつい夜更かしをしてしまう、おしゃれで美

味しいものを食べ回りたい、インスタ映えする写真を撮りたい等、

女子旅ならではの楽しみ方ができるプランとなっております。 

 

お客様の不安にも配慮し、人混みを避けた自然豊かな観光地や少

人数制の体験を取り入れております。また、公共交通機関を利用せ

ず全工程貸し切りバスでの移動のため、お手荷物を気にせず旅行を

お楽しみいただけます。さらに代行サービスを活用し、通常予約不

可の人気のお食事処を待ち時間なくご利用いただけます。 

【インバウンド対応のための工夫】 

・奥多摩観光案内所に 3か国語以上のパンフレットあり 

【企画協力（後援）機関・団体名等】 【主な役割】 【企画協力（後援）機関・団体名等】 【主な役割】 

① 奥多摩町観光案内所 情報提供 ⑥ 四季の家 （予定） 軽食の提供 

② 東京アクセス（予定） 貸し切りバスの運行 ⑦ Grandex 奥多摩 （予定） SUP 体験、ガイド付き 

③ 奥多摩町観光案内所（予定） バスガイド ⑧ 槍原とうふ ちとせ屋（予定） 軽食の提供 

④ 森の中のお肉レストラン アースガ

ーデン（予定） 
1 日目 昼食 ⑨ 釜めし なかい （予定） 2 日目昼食 

⑤ 澤乃井園 小澤酒蔵（予定） 見学、体験 
⑩ みつばちファームミュージアム＆カ

フェ（予定） 
手作り化粧品体験 

【特記事項】  

【催行実績】 無 

 

 

 

 

 

 

 



【 行 程 表 】 

１日目 

【9：30】奥多摩駅 集合 発 

 

【10：00】奥多摩湖・麦山浮橋 着 

【10：30】奥多摩湖・麦山浮橋 発 

 

奥多摩町観光案内所の職員による旅行案内、観光地の水の里との関係性の説明を移動中の車内で行います。 

 

【11：15】日原鍾乳洞 着 

【12：15】日原鍾乳洞 発 

 

【12：45】Beer Café VERTERE 着  ビールの購入 

【13：15】Beer Café VERTERE 発 

 

【13：25】森の中のお肉レストラン アースガーデン 着 昼食 

【14：25】森の中のお肉レストラン アースガーデン 発 

 

【14：50】澤乃井園・澤乃井櫛かんざし美術館 着 15：00～小澤酒蔵見学 四季の家：おつまみ提供 

【16：30】澤乃井園 発 

 

【17：30】ふれあい広場 グランピング＆BBQ 着 チェックイン後 自由時間 

２日目 

【7：50】朝食後チェックアウト ふれあい広場 発 

 

【9：00】白丸駅 着 白丸湖 SUP 体験 

【11：30】白丸駅 発 

 

移動中の車内にて 四季の家： 軽食提供 
 

【11：40】もえぎの湯 着 温泉 

【12：40】もえぎの湯 発 

 

【13：00】釜めし なかい 着 昼食 

【14：00】釜めし なかい 発 

 

【15:00】みつばちファームミュージアム＆カフェ 着 手作り化粧品体験 

【16:30】みつばちファームミュージアム＆カフェ 発 

 

【17：30】立川駅 着 解散 

 

  



【 主な観光ポイント（観光地・観光箇所の歴史、由来、土産品など） 】 

【奥多摩湖・麦山浮橋】 【日原鍾乳洞】 【Beer Café VERTERE】 

 

画像引用：一般社団法人 奥多摩観光案内 

奥多摩観光案内所 公式 HP 

https://www.okutama.gr.jp/site/sightseeing/#a2  

 

画像引用：日原鍾乳洞 公式 HP 
http://www.nippara.com/nippara/syounyuudou/syounyuudou.html 

日原鍾乳洞（上） 

http://www.nippara.com/nippara/syounyuudou/suikin/suikin.html  

日原鍾乳洞・水琴窟 （下） 

画像引用：VERTERE 公式 HP 

http://verterebrew.com/ 

【コメント】 

 麦山浮橋(むぎやまのうきばし)では、緑

の山々に囲まれた奥多摩湖を歩いて渡る

ことができます。当初ドラム缶が浮きとし

て使用されていたことから、別名『ドラム

缶橋』とも呼ばれています。 

橋を渡る際に心地よい風を感じられた

り、連なる周りの山々を水上から眺めるこ

とができるなど、様々な魅力のある橋とな

っております。 

水上から景色を見渡すことは普段の生

活では体験できませんが、麦山浮橋では無

料で味わうことができます。さらに、春や

秋に訪れると湖面に映る桜や紅葉を楽し

むこともできるため、さらに幻想的な世界

を体験することができ、旅行の醍醐味であ

る「非日常」を味わえます。 

本ツアーはそんな“奥多摩湖”からスタ

ートします。 

【コメント】 

都の天然記念物に指定され、関東でも随一の

スケールを誇る日原鍾乳洞。年中摂氏 11℃の洞

内を、整備の行き届いた通路に沿ってたどりな

がら未知の世界を探検できます。 

鍾乳洞は、以前水が流れていた証です。道中に

ある水琴窟では、地中に作り出した空洞の中に

水滴を落下させ、その際に発せられる水の反響

音を聞くことができます。厳かな鍾乳洞の雰囲

気の中で聞く音は趣があり、貴重な体験です。 

また、洞窟の奥にある「死出の山」には、ライ

トアップがされており神秘的な雰囲気を醸し出

すインスタ映えスポットとして有名です。煌び

やかな岩肌と洞窟の空気を感じながら見る景色

はまさに絶景です。水が作り出した美しい空間

を、全身で感じてみてください。 

【コメント】 

東京の西端、奥多摩にある小さな醸造所

VERTERE。奥多摩には緑があり、気持ちのいい

空気があり、綺麗な水があります。VERTERE で

は地元のまちおこし団体と共同で栽培したホ

ップを使用したビールの製造や、奥多摩産の

食材を使用した料理の提供など、地産地消に

力を入れております。 

また、その場で注ぎたてのビールを専用の

水筒（グロウラー）に詰めて持ち帰ることがで

きるサービスを提供しているため、こちらで

ビールを試飲して頂き、気に入った味をグロ

ウラーに詰め、夜のグランピングでも楽しん

でいただけます。ビールは、ゴールデン、ペー

ルエール、ヴァイツェンなど定番 5種のほか、

期間限定のオリジナル 2種、ゲストビール 2～

3種など、最大 10 種を提供しています。築 70

年の古民家を半年以上かけて手づくりで改築

したという店舗は、非日常感溢れる外観とク

ラシカルな雰囲気が魅力的です。 

 
  



【 森の中のレストラン アースガーデン 】 【澤乃井園 小澤酒蔵】 【四季の家】 

 

 

画像引用：食べログ 森の中のお肉レストラ

ン アースガーデン お店からの公式写真 

https://tabelog.com/tokyo/A1330/A133004/13086612/ 

（上） 

https://tabelog.com/tokyo/A1330/A133004/13086612/dtlmenu/  

（下） 

  

 

画像引用：四季の家 公式 HP 

https://www.okutamas.co.jp/sikinoie/ 

（上） 

https://www.okutamas.co.jp/sikinoie/627/news/ 

（下） 

【コメント】 

小さいダムの横の森に佇む風勢ある田舎

家。こだわりの銘柄豚で作るハンバーグやと

んかつの他、あわび茸の唐揚げ等を提供して

います。テラス席からは、大自然の絶景を目

の前で眺めることができ、とても心地の良い

空間となっております。 

1 番のオススメは「黒豚のとんかつロース」

です。アースガーデンでは１頭買いをしてお

り、限られた量の中からの限定メニューとな

るので、こだわり抜いた一品が味わえます。 

また、奥多摩は全国に誇るわさびの生産地と

して知られ、キリリとした辛味が特徴です。

鮮度が抜群で辛味や香りが良い生わさびは、

サラダのドレッシングや味変に付いてきま

す。 

奥多摩の旨みを凝縮した最高の昼食を是

非ご堪能ください。 

【コメント】 

山からの湧き水と多摩川の清流の凪、新緑

や紅葉などの美しい自然が一瞬で訪れた人

の心を奪うこの地で、1702年創業以降、約300

年に渡り歴史を見つめてきた、澤乃井園・小

澤酒造。東京都の一番西にある酒造で都会の

喧騒から離れ、酒造見学や利き酒、川沿いの

庭園などの癒しの空間を楽しむことができ

ます。豊かな水があることを印象付けるサワ

ガニはこの地に多く生息しており、トレード

マークにもなっています。 

秩父古生層の岩盤を掘り抜いた洞窟の奥

から湧き出る仕込水や連なる山々と豊かな

自然、奥多摩の透徹した空気や選び抜かれた

原料米、そして磨き上げた技。これらを結集

した最高の美酒が体の隅々まで潤いを与え

てくれます。 

頑張っている自分へのご褒美に、奥多摩の

岩清水から生まれた名酒をぜひご堪能くだ

さい。 

【コメント】 

 JR 白丸駅から徒歩 8 分のところにある古民

家風直売所「四季の家」は"食を通じて奥多摩

を感じてもらう"をテーマにピクルスや生味噌

の販売を行なっています。旬な野菜やフルーツ

を使ったスイートなピクルスを本ツアーでは1

日目に酒造での試飲の際、おつまみとしてご提

供いたします。また、2日目の SUP 体験後には、

軽食としてこちらの味噌を使った味噌ポテト

もご提供させていただきます。そして、奥多摩

天然水の販売もしています。こちらの水は車内

の移動中やグランピング施設にてご提供いた

します。 

奥多摩の水による恵と四季の"食"を通じて

感じ身も心も奥多摩の自然に溶け込むような

気分を味わうことができます。一つ一つ工房で

手間暇かけて作られた奥多摩生まれのピクル

スや味噌だからこそ感じられるおいしさやフ

レッシュさをぜひご堪能ください。 

 
  



【グランピング＆BBQ ふれあい広場】 【白丸湖 SUP 体験】 【 もえぎの湯】 

 

画像引用：FUREAI GLAMPING＆BBQ 公式 HP 

https://fureaihiroba.tokyo/glamping/  

（上） 

https://fureaihiroba.tokyo/glamping-2/  

（下）  

 

画像引用：Grandex グランデックス 奥多摩

ベース 公式 HP 

http://www.gdexr.com/okutama/okutama_sup.php 

 

 

【コメント】 

都心から西へ 50 キロ離れた東京都多摩地

区にある檜原村で、透き通った水、爽やかな

空気、壮大な景色をプライベート感たっぷり

のグランピングで楽しむことができる「ふれ

あい広場」。近くを流れる川音に癒されたり、

ベッドやソファに横になり鳥や虫の音を聞く

のも、大自然の中に泊まる醍醐味です。 

夕食はそんな大自然に囲まれての BBQ で

す。自分たちで持ち込んだ食材や飲み物と食

事注文を併用することができるので、それぞ

れに合ったスタイルで楽しむことができま

す。 

コースによってはウッドデッキに、ジャグ

ジー付き施設もあります。また、夜には美し

い星空を眺めて 1 日を締めくくるのもおすす

めです。自然豊かな場所で日常を忘れ、癒し

のラグジュアリー・グランピングをお楽しみ

ください。 

【コメント】 

奥多摩にあるエメラルドグリーンの湖「白

丸湖」。季節によっては紅葉や桜が映える絶

景スポットでもあります。鏡のように美しい

湖面で、リラックス効果とエクササイズ効果

が高い、スタンドアップパドルボード通称

「SUP」でのんびり朝活水上散歩はいかがで

しょうか。 

SUP は、全身で奥多摩の水を感じることが

できるアクティビティです。水の流れに体を

任せ、至福のひと時をお過ごしいただきま

す。インストラクターの方によるレクチャー

を行いながらの参加となるため、初心者の方

でも安心してチャレンジできます。 

動植物の息吹や爽やかな風を肌で体感で

き、清々しい朝の湖を満喫できます。湖の上

からしか見ることのできない景色と空気を

全身で感じて、爽快な朝を迎えることができ

ます。 

【コメント】 

 もえぎの湯は奥多摩の地下深く、日本最古

の地層といわれる古生層より湧き出る奥多摩

温泉、源泉 100%の温泉です。立地も JR 奥多

摩駅から徒歩 10 分の好立地のため、登山や行

楽の帰り道に立ち寄る観光客が多く、気軽に

温泉をお楽しみいただける、極上のくつろぎ

と憩いの場所として人気の温泉地です。 

 お風呂の種類は露天風呂、内風呂、足湯が

あり、神経痛・筋肉痛・関節痛など様々な症

状を和らげる効果があります。また、足湯に

は足先などの血行循環が改善する効果がある

ため、日々のデスクワークなどの疲れをとっ

ていただくには絶好の場です。そして、露天

風呂や内風呂からは多摩川の清流と山なみを

望むことができ、四季折々の風情を見せてく

れます。 

 SUP で体験した「水」とは一味違う温泉とい

う形で、奥多摩の水を感じてみてください。 

 
  



【釜めし なかい】 【みつばちファームミュージアム＆カフェ】 

 

画像引用：みつばちファーム 公式 HP 

https://88838.co.jp/farm 

（上） 

アソビュー みつばちファームミュージア

ム＆カフェ 

https://www.asoview.com/base/154815/?sort=asoview&adultQuantity=1&childQuantity=0&funSafe=0 

（下） 

【コメント】 

東京奥多摩町 大丹波の里 店主が生まれ

育った地で釜めしを炊き始めて三十年。地元

で採れた旬の野菜や山菜、お米をふんだんに

使った釜めしをメインとしたお食事処で、山

奥にあるにもかかわらず、昼食時には平日で

も行列のできる人気店です。 

1 番人気は「きのこ釜めし」です。奥多摩産

の本シメジと奥多摩の清水で炊き上げた具だ

くさんの釜飯で、水炊き、刺身コンニャク、手

作り饅頭がセットになっており、すべて手作

りの逸品料理です。 

また、水炊きは奥多摩の水を使用していま

す。野菜と鶏肉の出汁がよく出ていて、深く

優しい味わいが滲み出ており、奥多摩の水だ

からこそ出せる味わいとなっております。 

美しい自然の彩りの中で、奥多摩を感じられ

る最高の昼食をお召し上がりください。 

【コメント】 

 東京多摩地域にある、畑の真ん中の建物が

「みつばちファーム」です。春は菜の花、秋

はコスモスがファーム全体に咲き乱れ、緑豊

かな山々に沿って、東西南北にみつばちが花

を求め飛びまわります。秋川・多摩川の河川

付近を中心に、桜、藤、アカシア、エゴノキ、

栗の花などのはちみつを生産しています。み

つばちが生きていく上で水が必要不可欠で

あり、みつばちが飲む水が綺麗な水であるこ

とが美味しい蜂蜜づくりへつながります。 

旅の最後にここで体験していただくのは、

ミツロウを使ったハンドクリームづくりで

す。女性に人気の天然素材を使ったクリーム

のため安心してお使いいただけます。 

今回の旅の締めくくりとして、余韻を感じ

ながらお土産作りをお楽しみください。 

 


