
可能時期 6月∼12月の平日　午前10時～　※日程は予約時に要相談

概要

1627年～1876年の「廃刀令」が発せられるまで、250年の長きに渡る刀鍛冶の歴史がある。廃刀令後は刃物鍛冶となり

多くの鍛冶を輩出したが、鍛冶屋の仕事も減少の道をたどる。しかし一切の妥協を許さない姿勢で元鍛冶屋の技術を生かし

現在は「鍬つくり」で全国展開。会津の元刀鍛冶工房の職人が作り方を教える鉄を鍛えるペーパーナイフづくりで「錆びない

心」「Aizu Samurai Spirit」を学ぶ。

行程

10:00 堤製作所について刀鍛冶から年数、姫鍬の由来、刀鍛冶技術の踏襲について

10:10 着替え　※白装束or姫鍬オリジナルエプロンかを選んで着替え

10:15 レターオープナーつくり開始

⑴作業工程と完成イメージについて説明。工程手順書配布

16:00～17:00 当日受け渡しの場合はこの間に受取

商品名 元刀鍛冶工房で鉄から作るレターオープナー

エリア 福島県会津若松市

①元刀鍛冶工房で鉄から作るレターオープナー

⑶当日お渡しか郵送かを選ぶ　※郵送の場合別途料金

11:00 ⑷手ぬぐいのプレゼントをして終了

⑵作業開始

持ち手の部分を成型→刃になる箇所を叩く→持ち手を伸ばす→持ち手をねじって装飾→作業終了

出発地 堤製作所 帰着地 堤製作所

多言語ガイド 別途料金で手配可能

写真　

価格に含むもの 材料費、入れ物代、軍手代、講師代

持ち物 汚れてもいい服装

受入可能人数 1～3人

1名あたりの

販売価格

(税込)

12,500円



多言語ガイド スルーガイド無し　※各受入施設が対応

写真

1名あたりの

販売価格

(税込)

価格に含むもの 見学料、各種体験料、昼食、プレゼント代(白虎刀)

25,000円

持ち物 なし

受入可能人数 2～6名

15:00 講話と修了式（白虎刀をプレゼント）

14:40 雑巾がけ（弓道場の掃除。道場への感謝をこめて）

出発地 會津藩校日新館 帰着地 會津藩校日新館

14:00 弓道　(射ち方の指導、模範演技、礼に始まり礼に終わる）

12:30 昼食

11:00 坐禅（坐禅をする意義を知る）

可能時期 12月～3月の水曜日　※その他の曜日は要相談

概要

かつてサムライが生きた時代に、その精神を教えていた会津藩校日新館で当時の学びを実際に体験。

「礼に始まり、礼に終わる」サムライスピリッツを通し「感謝の心」に触れる体験。

午前は「文道」、午後は「武道」が中心のプログラムでサムライに一歩近づく体験を。

行程

10:30 日新館について・スケジュール説明(当時の授業を再現）・武士道精神を学んでもらう旨アナウンス

11:40 書道　(正座で体験し、気持ちを集中させる)

13:10 茶道

15:30 終了

商品名 サムライの原点を学ぶ サムライスクール体験

エリア 福島県会津若松市

②サムライの原点を学ぶ　サムライスクール体験



写真

～19：45 終了後歓談　

1名あたりの

販売価格

(税込)

価格に含むもの お花見の場所の手配、お食事・飲み物、東山芸妓、おちょこお土産、準備、後片付け

多言語ガイド なし

持ち物

※雨天時は鶴ヶ城公園内の別会場（屋内）にて食事の提供となります。別会場から鶴ヶ城公園の桜を

　 ご覧頂くことはできません。又、返金もございません。

なし

受入可能人数 2～6名　※1グループ2名さま以上でのお申込み

出発地 現地集合 帰着地 現地解散

アナウンス（歓迎あいさつ）

19：00～ 東山芸妓の舞踊の披露、写真撮影

20:00 終了　スタッフがアナウンス、お見送り

・お料理のご案内

・清酒飲み比べのご案内（3種類の清酒をご用意）

芸妓とのお座敷遊び：「こんぴらふねふね」、「菊の花」など

説明

難攻不落とうたわれる鶴ヶ城をバックに、会津の食材を生かしたお料理でお花見を楽しみませんか？

お客様は手ぶらで鶴ヶ城公園に来ていただくだけ！場所の手配、お食事・飲み物の準備、後片付けを完全サポート

お殿様気分で心ゆくまでお楽しみください。

JR会津若松駅より周遊バス「ハイカラさん」・鶴ヶ城入り口下車徒歩5分、東山温泉よりお車で約10分

概要

・完全予約制（一日限定6名様）

・お花見の場所を確保

・お客様は手ぶらで来場するだけ！

・お食事（郷土のお料理）

・お飲み物（三種の清酒飲み比べ）

・芸妓の舞、写真撮影、お座敷遊び

商品名 極上のお花見ディナー

エリア 会津若松市・鶴ヶ城公園

③極上のお花見ディナー

40,000円

実施場所 鶴ヶ城公園帯廓（会津若松市追手町1番地内）の特設会場　※雨天時は隣接城内での実施

アクセス

行程

16：00～ 会場準備（セット内容：陣幕、演舞台、床板とホットカーペット、ブランケット（配布用）、照明音響器具）

17：45～
お料理、飲み物、座席等の準備（セット内容：ちゃぶ台、座椅子、曲げわっぱのお重のお食事、飲み比べ

セット、メニュー案内書）

18：20～ 待ち合わせ（公園内・観光案内所前）

18：30～

～20：45 会場撤去、清掃作業

スタート　着席後お食事開始



写真

商品名 御薬園の茶道体験

エリア 福島県会津若松市　御薬園

お茶屋御殿

④御薬園の茶道体験

終了

出発地 御薬園 帰着地 御薬園

行程

9:30 御薬園入口受付

9:40 御薬園園内

散策：歴史解説説明。御薬園の歴史や当時の役割など

10:10

①講師によるお点前披露：講師の方の作法やシナリオシートを見て学ぶ

3月中旬～11月下旬迄　＊一部休日を除く ＊開始時間10：00～/14：00～可能時期

日本ならではの茶道を、会津藩の藩主が実際に嗜んだ場所、同じ目線で体験。

茶道のイロハ（心構え、作法、茶器）の説明を受けた後

「御茶屋御殿」で四季折々の景色を楽しみながら、作法を体験する。

概要

1名あたりの

販売価格

(税込)

多言語ガイド 別途料金にて手配可能

持ち物 特になし

受入可能人数 4名～8名

茶道体験開始

②作法体験：参加者にお茶を提供し、学んだ作法を実践してお茶を嗜んでもらう

11:00

価格に含むもの 入園料、お茶代、講師料

2,500円



9:30

⑤自分だけの和漢ハーバルティーブレンド体験

8,125円

1名あたりの

販売価格

(税込)

多言語ガイド

散策：庭園のいわれである園内の薬草園を中心に説明

持ち物 特になし

受入可能人数 4～6名

⑶選んだ薬草を薬研ですり潰す

写真

価格に含むもの 入園料、重陽閣使用料、材料費、お茶代、お菓子代、講師料、講師による移動準備料

出発地 御薬園 帰着地 御薬園

別途料金にて手配可能

御薬園園内

おたね人参について・震災後の取り組み・薬草と神仏/昔の暮らしについて・効能詳細説明をお話

行程

11:30 終了

⑴半紙を折って薬草を入れる袋を作る

重陽閣にてハーブティーブレンド体験

①オープニング（自己紹介・体験の流れ説明・お客様の心身の悩みをヒアリングしてそれにあった薬草ご提案・薬草効能のおおよその説明）

⑸お茶パック２つに半分ずつ入れる。＊持ち帰り用と試飲用

10:50 ③ティータイム　お茶を蒸らす間は持ち帰り用の袋を折り紙で作る。 ＊お茶菓子用意

⑵小皿に準備された薬草数種の中から好きなものをチョイス

商品名 自分だけの和漢ハーバルティーブレンド体験

エリア 福島県会津若松市　御薬園

⑷すり潰した薬草をスキレットで煙が出るまで炒る　＊虫止めのため。香りを楽しむため。

可能時期 各月第二日曜日予定　＊一部休日を除く

概要
会津藩主が領民を疫病から救うため整備した薬草園がその名の由来である「御薬園」。

御薬園で今も栽培している薬草を使いながら、自分だけのハーブティーをブレンドし、その場で味わう体験。

10:00

10:25 ②体験開始

御薬園入口受付

9:40



⑥今も残るリアルな江戸を着物で体験

フリータイム1時間10分

商品名 今も残るリアルな江戸を着物で体験

エリア 福島県南会津大内宿

※予定を30分越えた場合追加料金をいただくことがあります

1クルー（2時間レンタル）最小1人～最大6人まで

～16：30 最終返却時間

可能時期

5月末～9月末　浴衣

10月～5月中旬　着物

※期間は目安です。天候気温に合わせ選べます。

概要 着付け終了後2時間のレンタル。大内宿ガイドと散策し、お茶とお菓子を食べた後歴史的な町を自由散策。

行程

9：00

～

14：00

受付時間

着付けをしてから2時間レンタルです。

ガイドが案内　20分

お抹茶とお菓子　30分　（石原屋で抹茶とくるみ羊羹）

写真

価格に含むもの 着物レンタル料金（着付け含）、抹茶とお菓子の代金

出発地 大内宿集会所 帰着地 大内宿集会所

9,000円

1名あたりの

販売価格

(税込)

多言語ガイド 別途料金で手配可能(英語）

持ち物 なし

受入可能人数



9,375円

商品名 日本に唯一現存する、水車式木工ろくろ体験

エリア 戸赤地区の木地工房（下郷町大字戸赤字竹の子下856）

行程

①一から作るランチプレートづくり：3～4時間

9:00 体験概要説明

説明：体験全体の流れ・水車式ろくろや、会津漆器、地域の歴史について

9:15 体験開始（木材、作るもの選び）※工程手順書配布（完成目安や各行程の時間）

工程手順：木材選び⇒木材を削る作業　※電動ろくろ⇒磨きあげ

12:00

⑦日本に唯一現存する、水車式木工ろくろ体験

可能時期 4月中旬～11月30日（水曜を除く）

概要

下郷町戸赤地区は、その歴史が300年はあるといわれる代々、木地師が住む土地。「木地工房」では、 日本で唯一の水車

式ろくろがあります。木地師の先生による丁寧な指導で、あなただけの木工製品を作ってみませんか？ろくろによる菓子器作り

や、炭焼き小屋での炭焼き作りが楽しめます。冬季以外は郷土料理の「しんごろう」や「すいとん」などもご用意しております。

雪深い戸赤集落。祖先が春の楽しみのためにと留め木にして残してくれた山桜が約100本あり、春になると山麓一面に美しく

咲ききそいます。こんなところにも町の人たちが花を愛でる心が表れています。毎年「山桜まつり」が開催され大勢の観光客でに

ぎわいます。

休憩　木地工房にて軽食(すいとんやしんごろうの地元郷土料理）

体験再開

13:00 体験終了

②簡単！ランチプレートづくり：1~2時間

帰着地 戸赤地区の木地工房

9:00 体験概要説明

説明：体験全体の流れ・水車式ろくろや、会津漆器、地域の歴史について

9:15 体験開始 ※工程手順書配布（完成目安や各行程の時間）

写真

価格に含むもの 材料費、木地工房利用料、通訳、体験料、軽食（すいとんやしんごろう）

1名あたりの

販売価格

(税込)

多言語ガイド 英語

持ち物 軍手、マスク

受入可能人数 1～4名

工程手順：磨きたい作品選び⇒磨きあげ⇒体験終了

出発地 戸赤地区の木地工房



写真

価格に含むもの
そば打ち体験：そば打ち体験料（試食込み）

しんごろう作り体験：しんごろう作り体験料（試食込み）

出発地 大内宿「食の館」 帰着地 大内宿「食の館」

1名あたりの

販売価格

(税込)

3,125円

多言語ガイド 別途料金で手配可能（英語）

持ち物 特になし

受入可能人数 2～12名

11:25 説明：しんごろうについて・えごまについて（資料配布）・しんごろう作り体験全体の流れ

12:30

13:30 終了

商品名 郷土料理体験

エリア 福島県下郷町　大内宿「食の館」

⑧郷土料理体験

可能時期 ５月～１１月末まで（水曜定休日）

概要

大内宿「食の館」での蕎麦打ち体験と郷土料理しんごろう作り体験をお楽しみいただけます。

大内宿にはねぎを箸代わりにして食べるねぎ蕎麦があります。

お客様がうった蕎麦を実際にネギでお召し上がりいただけます。

郷土料理のしんごろうは米をすりつぶし丸めたものに、栄養価の高い「エゴマ」を使った味噌を塗って囲炉裏で焼いた

郷土料理です。

10:00 大内宿「食の館」集合

10:05 説明：ねぎ蕎麦について・体験スケジュールの確認・そば打ち体験全体の流れ

10:20 そば打ち体験　※手順書をもとに作業ごとに交代しながら全員が体験

そば打ち終了後茹でている間にしんごろう作り体験11:20

11:30 しんごろう作り体験（ご飯をすりつぶすところから、焼くところまで）※手順書をもとに作業ごとに交代しながら全員が体験

試食： ねぎそばの由来、会津がそば生産が多い理由やおもてなし。そばを美味しく食べる作法（音を立てる)など教え

る。



商品名 山でとる香木から抽出 究極のアロマ作り体験

エリア 福島県南会津町

⑨山でとる香木から抽出　究極のアロマ作り体験

可能時期 5月中旬～11月上旬　月1回　＊その他の日程要相談

概要

日本の高級寝台列車『TRAIN SUITE　四季島』で採用されるなど、国内で注目されている南会津産エッセンシャルオイル。

南会津にしている群生「クロモジ」を使ったエッセンシャルオイルが生まれる森の散策や、実際に作る工程を体験。

日本の自然を感じる香りをお土産にしてみてはいかがでしょうか

行程

10:00 ほしっぱの家集合・山へ移動（徒歩移動）

10:20 山に到着。山の散策　※クロモジ採取体験

12:00 山の中で昼食　※お弁当をご用意

12:40 散策終了。山からほしっぱの家に移動しトイレ休憩。（徒歩移動）

12:55 ほしっぱの家から蒸留工房へ移動（徒歩移動）

14:10 蒸留工房体験終了。ほしっぱの家へ移動（徒歩移動）

14:20 クロモジ茶とおやつを楽しみながら、ブレンドアロマづくりワークショップ

13:00 蒸留工房体験

16:00 終了

出発地 ほしっぱの家 帰着地 ほしっぱの家

多言語ガイド スルーガイド無し　※各受入施設が対応

持ち物 山の散策に適した服装(長袖、長ズボン、登山靴や長靴　など)、各自必要な飲み物、雨具（長靴・合羽）

受入可能人数 9～15名

12,500円

写真

価格に含むもの

案内料、蒸留体験料、ワークショップ料、軍手、ナタ(クロモジ採取体験用)、

熊鈴など山の散策に必要なもの、昼食(お弁当を手配予定)、お土産代(クロモジ精油1ml、クロモジウォーター、ボトル、ワー

クショップで作ったクラフト)※軍手、ナタ、熊鈴はレンタル品のため、ご使用後は返却となります。

1名あたりの

販売価格

(税込)



ほしっぱの家 または だいくらスキー場

11:30 着替えの後、コーヒーを飲みながらスライドショー鑑賞

多言語ガイド 別途料金にて手配可能（英語）　※必要な場合は予約時にお申し付けください

出発地 ほしっぱの家 または だいくらスキー場 帰着地

スノーシューで滑走場まで出発

10:00 スノーサーフィン体験　※体験中、雪洞やイグルー・タープ等でコーヒーブレイクスープタイムでひとやすみ

11:00

商品名 パウダースノーと戯れる究極の雪遊び スノーサーフィンを体験しよう

エリア 福島県南会津町

防寒具（個人の衣類、帽子、手袋など）

受入可能人数 2名〜最大10名

持ち物

⑩パウダースノーと戯れる究極の雪遊び　スノーサーフィンを体験しよう

12:00 終了

可能時期 1月中旬〜3月上旬　各週１回　※その他の日程要相談

概要

傾斜さえあればすべてが雪板の遊び場。必要なものは「スノーサーフィン（雪板）」だけ。

新雪にまみれる感覚、木々の間を滑り抜ける爽快感、森林の地形をそのまま生かした南会津ならでは体験。

スノーシューを履き、新雪の林道を散歩しながら自分達だけの遊び場を見つけ、思う存分雪を楽しめるアクティビティ。

滑走場出発
行程

9:00 着替え、装備の説明

9:30

1名あたりの

販売価格

(税込)

写真

価格に含むもの 雪板レンタル代、講師料、コーヒー・お菓子代

12,000円 ※貸出用具費用は別途



1名あたりの

販売価格

(税込)

50,000円 ※貸出用具費は別途

写真

価格に含むもの 材料費、工具レンタル代、講師料、コーヒー・お菓子代

帰着地 ほしっぱの家

受入可能人数 2名〜最大5名

多言語ガイド 別途料金にて手配可能（英語）　※必要な場合は予約時にお申し付けください

持ち物 防寒具（個人の衣類、帽子、手袋など）

行程

【1日目】

13:00

18:00 終了

終了

10:00

14:15

出発地 ほしっぱの家

スノーサーフィン体験　（スノーシューを履いて雪山へGO！）

9:00

9:30

12:00

⑤付属パーツ(シート、ロープ、カラビナ)の取付

完成

11:00 コーヒー＆スープタイム

商品名 世界に一つだけのスノーサーフィンを自分で作る！

エリア 福島県南会津町

⑪世界に一つだけのスノーサーフィンを自分で作る！

可能時期 1月中旬〜3月上旬　月1回　※その他日程要相談

概要

南会津ならではのアクティビティ『スノーサーフィン(雪板）』

体験だけではなくオリジナルスノーサーフィンを作る体験。

自分好みのカッティングやペイントで世界に一つだけスノーサーフィンを作ろう！

③ペイントやカッティングシート　（自分だけのオリジナルボードに）

【2日目】

スノーサーフィンづくりの説明後、製作開始

13:15 ①木材カット　　※時間の都合上、木材の接着・曲げ加工までは準備されています

13:45 ②磨き加工

15:00 ④ニス塗り　　※部屋の温度によって短縮されます



⑫ホーストレッキング体験

厩務員 滞在費 3人（12,000円/日）

保険加入 3人（1,500円/日）

車両利用（軽トラなど）

ホーストレッキング費用

運営費用

軽食提供（1,500円/日）

行程

※午前・午後の２部構成またはショートコース・片道コースを検討したい

運営スタッフ 人件費 1人（15,000円/日）

可能時期
4月下旬〜10月下旬頃

※融雪時期と降雪時期による

概要

ホーストレッキングは海外の観光プログラムでは需要は高く、馬に跨がり南会津の森林を周遊し堪能することを目的とする。

NPO法人相馬救援隊（以下、救援隊）と連携して実施する。

救援隊は引退した競走馬のセカンドキャリアを支える団体であり、re:トレーニングを行い、「馬」と「人」「地域」「文化」を

繋げる取組みを実施。馬と林道の“セカンドユース”を目的として、南会津地域のおける森林を活用した新たな観光コンテンツとする。

商品名 ホーストレッキング体験

エリア 福島県南会津町

馬の乗り方レクチャー(馬の乗り方・万が一暴れたときの対処法)※有事の際は自己責任となる旨の同意書にサインをいただく

柵内で実際に馬に乗って練習。熟練度を見極め、体験可能なコースを判断します。

10:10 ＜練習＞

＜休憩＞

郷土食・銘菓など地元ゆかりのグルメをお供に、地元の方から昔の南会津と馬についてのお話が聞けます。

10:30 ＜乗馬開始＞

馬の手綱を引き、専用車で先導します。

出発地 ほしっぱの家 帰着地 ほしっぱの家

10:00 ＜事前説明＞

南会津と馬の共生の歴史などをご案内

12:30 ＜体験終了＞

プロテクターやヘルメットを返却

11:40 ＜体験後半＞

11:20

多言語ガイド 別途料金にて手配可能（英語）　※必要な場合は予約時にお申し付けください

持ち物 動きやすい服装・手袋・レインウェア（レンタル可能）

受入可能人数 3名

乗馬スタッフが１週間滞在のうち５日間体験事業を実施した場合　※来年度の計画を検討中・別途見積もり依頼中

1名あたりの

販売価格

(税込)

原価

乗用馬の貸出 ３頭（45,000円/日〜）

施設設置費（厩舎・馬柵など）

輸送費 南会津町⇄南相馬市

馬具の貸出 3人（3,000円/日）

厩務員 人件費 3人（45,000円/日〜）

写真

価格に含むもの 乗馬費、馬具レンタル、保険加入、軽食

検討中



写真

価格に含むもの スノーシューレンタル代、講師料、コーヒー・お菓子代

1名あたりの

販売価格

(税込)

※貸出用具費用は別途

多言語ガイド 別途料金にて手配可能（英語）　※必要な場合は予約時にお申し付けください

持ち物 防寒具（個人の衣類、帽子、手袋など）

受入可能人数 2名〜最大10名

10,000円

出発地 ほしっぱの家 または だいくらスキー場 帰着地 ほしっぱの家 または だいくらスキー場									

行程

10:00  ＜事前説明＞

スノーシュートレッキング帰路

服装・靴の確認、スノーシューの装着について説明

10:15  ＜体験開始＞

スノーシュートレッキング開始（オプションで雪板体験も可能）

11:00 ＜休憩＞

11:20

雪洞やイグルー・タープ等でコーヒーブレイクスープタイムでひとやすみ、軽食の提供

 ＜体験開始（後半）＞

終了12:00

⑬スノーシュートレッキング

可能時期
1月〜3月中旬頃

※降雪時期と積雪量による

概要

スノーシューを装着し、林道上や森林内を散策するプログラム。さらさらのパウダースノーや寒さで硬くしまった堅雪、太陽光が

反射して眩しく輝く雪原、大きな枝を伸ばす広葉樹に付着する樹氷など様々な南会津の冬の表情を楽しむことができます。

雪溜まりへのジャンプや動物の足跡を見つけるアニマルトラッキングは降雪地域ならではの楽しみ方です。スノーシューの全身運

動と、森林の心地よさで心身の健康を増進することにも繋がります。

商品名 スノーシュートレッキング

エリア 福島県南会津町



・地元の伝統野菜や食材を使用した料理と地元日本酒の「ペアリング」を企画し、地元宿泊施設のシェフ 

を総監修として起用した。 

行 程：[会津田島駅（乗車）]―（車内）【地酒と郷土料理のペアリング】―[会津若松駅（到着）] 

・会津地方の日本酒４種と地元食材を使った料理を提供。 

・ガイドによる観光スポットの解説及び車窓の風景を眺めながらお料理を楽しんでいただいた。 

 

 

  

 

 

 

 


