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第２回 近鉄エリアキャンペーン 伊勢志摩 

 

 

 

 

伊勢志摩観光コンベンション機構と近鉄では、本年、伊勢神宮の「第 62 回神宮式年遷宮」を迎えて

注目を集めている伊勢志摩地域を舞台に、全国の人々に神宮にご参拝いただき、あわせて伊勢、鳥羽、   

志摩など域内を周遊してもらうために、式年遷宮をお祝いするさまざまな行事、イベントの開催ならび

にそれらを徹底的にガイドし告知するエリアキャンペーンを「せんぐう旅博 ～日本人の旅 伊勢志摩～」

と名づけて実施します。 

なお、地域内の１２ヶ所に伊勢志摩の観光情報をご案内する「旅博インフォメーション」を設置しま

す。また、キャンペーンのタイトル「せんぐう旅博」と「祝御遷宮」の文字を、書道家 紫舟(ししゅう)

氏に制作していただき、「旅博インフォメーション」をはじめ伊勢志摩全域で掲出することで、地域が一

体となってキャンペーンを盛り上げます。 

 

１．キャンペーン期間   

平成２５年７月１日（月）～平成２６年３月３１日（月） 

 

２．開催エリア 

伊勢志摩地域（伊勢市、鳥羽市、志摩市、玉城町、度会町、南伊勢町）、その他発地エリア 

 

３．主催 

「せんぐう旅博実行委員会」 

「近鉄エリアキャンペーン伊勢志摩推進協議会」 

構成団体： 三重県、伊勢市、鳥羽市、志摩市、玉城町、度会町、南伊勢町 

各市町観光協会・商工会議所・商工会、近畿日本鉄道、三重交通など 

 

４．キャンペーンの主な内容 

 

（１）地域主催のイベント 

 

①オープン懸賞「真珠オーナー権」プレゼント（応募期間：７月１日～平成 26 年３月１４日） 

    真珠養殖発祥の地 伊勢志摩から、”１，０００個の真珠貝のオーナー権”を１組２名様へ 

プレゼントします。ご当選者を、伊勢志摩の豪華ホテルに宿泊し、真珠貝の核入れと、できた 

真珠の取出し、アクセサリー加工を体験できるセレブな旅に、計２回ご招待します。 

 

②「祝・御遷宮 “極上の伊勢志摩”プレゼント！」（応募期間:7 月 1 日～平成 26 年 1 月 31 日） 

   伊勢市、鳥羽市、志摩市、玉城町、度会町、南伊勢町の合同キャンペーンとして、観光特急 

「しまかぜ」利用で「志摩観光ホテルベイスイート ロイヤルスイートルーム」に宿泊する「伊勢 

志摩極上の旅 2 泊 3 日」など豪華賞品をプレゼントします。 
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③「第６２回神宮式年遷宮御年大神嘗奉祝祭」（10 月１４日～１６日、伊勢神宮 外宮周辺にて） 

神宮式年遷宮を祝うために行われる祭りです。１０月１４日、１５日には、日本の三大民謡、

三大パレード、三大盆踊り、三大音頭など著名な約２０もの「踊り」が全国から奉納に駆けつ

け、伊勢市外宮周辺で披露します。 

また、１５日、１６日は、その年に収穫されたお米を神宮に奉納するため、米俵を奉曳車に

載せて街中を曳く「初穂曳」が行われます。１５日の初穂曳は、地元神領民に加え、全国から

奉納に集まる特別神領民も参加します。 

             

                                            

 

 

  ④「伊勢えび千匹干し」（10 月中（日程未定）、鳥羽周辺にて） 

鳥羽市では、古来から長寿のシンボルとなってきた高級食材「伊勢えび」を 1,000 匹並べ 

て干し、見ても食べても楽しめるイベントを実施します。その他、地域の特色でもある「干す

文化」をテーマに、さまざまなイベントを実施します。 

   

⑤「祝ご遷宮 伊勢志摩温泉 真珠の湯めぐりキャンペーン」（９月１日～平成 26 年３月３１日） 

伊勢志摩の５つの天然温泉を巡ることができる昼食・日帰り入浴セットプランを発売します。 

伊勢神宮を参拝した方には、参宮の証として「参宮木札」をプレゼントします。 

 

（２）近鉄グループ主催のイベント 

①観光列車「つどい」の運行（１０月５日～平成 26 年 3 月 30 日までの土休日） 

      伊勢神宮ご参拝のお客様に伊勢志摩地域を周遊していただくことを目的に、観光列車   

「つどい」を伊勢市駅～賢島駅間で１日２往復運行します。車内では「伊勢えび汁」等のふる

まいや、伊勢志摩の特産品の販売など、地元によるおもてなしを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②志摩スペイン村 「フェリスクルーズ」の登場と「アフタヌーンパスポート」の発売 

 志摩スペイン村では、ボートでめぐる周遊型新アトラクション「フェリスクルーズ」が登場 

しました。また、14 時以降にご利用いただける新チケット「アフタヌーンパスポート」を発売

（大人 2,000 円。ナイター営業日を除く。) しており、伊勢神宮ご参拝後に気軽でお得にご入

場いただけます。  

 

「風のあそびば」イメージパース 「イベントスペース」イメージパース 外観 イメージパース 

伊勢市方 賢島方 

阿波おどり 初穂曳 
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    ③賢島エスパーニャクルーズ 祝ご遷宮特別クルーズ 

      志摩マリンレジャーでは、ご遷宮に合わせて、日本の夕陽百選にも選ばれたあご湾を遊覧船 

「エスペランサ」で航海する特別クルーズを実施します。 

 ・「あご湾サンセットクルーズ」（10 月 5 日～11 月 4 日の 16 時 30 分出航） 

 ・「あご湾星空観察クルーズ」（12 月中の土曜日 20 時 30 分出航） 

・「干し芋焼酎『志州隼人』と『あこや貝の貝柱』ふるまいクルーズ」 

（平成２６年 1 月中の土日祝 15 時 30 分出航） 

 

④式年遷宮特別企画ハイキング 

     ・「お伊勢参りハイキング」（9 月 7 日、16 日、10 月 12 日など） 

     かつて、お伊勢参りは全国津々浦々の人々があこがれた旅で、特に江戸時代、伊勢神宮へ

の街道は参宮客で満ちあふれていました。今なおその賑わいの面影が残る、大阪、名古屋か

ら神宮へと続く街道を歩くハイキングを実施します。 

・このほか｢お白石持行事を観るハイキング｣や「倭姫巡幸ハイキング」、「神宮行事と伊勢の町

めぐり」など神宮や式年遷宮をテーマに巡るハイキングを期間中約３０回実施します。 

 

⑤伊勢志摩近鉄リゾートホテル ご遷宮記念特別宿泊プラン 

伊勢志摩近鉄リゾートのホテル 6 館(｢賢島宝生苑｣､｢志摩観光ホテル クラシック」､｢志摩観 

光ホテル ベイスイート」、「ホテル近鉄アクアヴィラ伊勢志摩」、「海辺ホテル プライムリゾー

ト賢島」、「ホテル志摩スペイン村」）では、各館ごとに趣向を凝らし、伊勢神宮へ奉納されてい

る地元食材を使った料理を提供するなど、ご遷宮記念の特別宿泊プランをご用意します。 

 

⑥式年遷宮特別旅行プラン 

       ・「しまかぜ」利用超贅沢参拝プラン（7 月 1 日～平成 26 年 3 月 31 日） ※一部除外日あり 

       行き帰りは観光特急「しまかぜ」にご乗車、宿泊は全室スイートルームの「志摩観光ホテ

ルベイスイート」で。観光ガイドの解説でゆったり伊勢神宮を参拝するほか、四季折々の味

覚が味わえる日本料理店「大喜庵」または宮内庁、神宮司庁御用達の老舗「大喜」で昼食を

ご堪能いただくなど非日常のひと時をお過ごしいただく１泊２日の超贅沢プランです。 

   （料金・・・大人お１人様９５，０００～１０７，０００円） 

※近鉄名古屋駅からご乗車される場合の料金です。他駅からご乗車の設定もございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ・このほか、「着物で伊勢神宮ご参拝プラン」など様々な遷宮記念特別旅行商品を発売します。 

 

⑦大阪、四日市など発地での式年遷宮記念イベント 

 ・「伊勢・鳥羽・志摩 うまいもん列車」（９月２８日、２９日） 

  伊勢志摩の特産品や新鮮な海産物等を、大阪上本町駅に留め置いた列車内で販売します。 

・近鉄百貨店では、「あべのハルカス近鉄本店」や「上本町店」、「四日市店」で、伊勢志摩や 

式年遷宮にスポットを当てた写真展等のイベントを実施します。 

 

 

 

志摩観光ホテル ベイスイート 観光特急 しまかぜ 
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キャンペーンの主な内容 

 

１．地域主催のイベント 

（１）伊勢志摩地域全体イベント 

①オープン懸賞「真珠オーナー権」プレゼント 

キャンペーンホームページなどからアンケートに答えて応募していただくと、真珠養殖発祥の

地 伊勢志摩から、１，０００個の真珠貝のオーナー権と“セレブ旅”を１組２名様にプレゼント

します。 

        応募期間・・・7 月 1 日（月）～平成 26 年 3 月 14 日（金）（必着） 

      応募対象・・・真珠のように輝きたい女性 

             ※応募者の内１名が女性であれば男性の応募も可能 

      賞品内容・・・二人だけの真珠を育てる“伊勢志摩 豪華セレブ旅” 

             真珠貝 1,000 個で 7～8mm サイズの真珠を育てます（約９ヶ月）。伊勢志摩

に 2 回お越しいただき、真珠貝の核入れ、できた真珠の取出し・アクセサリー

加工を体験。旅の途中では豪華宿泊施設での宿泊など、セレブな体験つき。 

主  催・・・せんぐう旅博実行委員会  

＜お問い合わせ＞せんぐう旅博実行委員会「真珠ｵｰﾅｰ権ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ」係 TEL0596-44-0800 

 

②「祝・御遷宮 “極上の伊勢志摩”プレゼント！」 

期間中、伊勢志摩地区の各市町に設置された「祝・御遷宮スタンプ」を３個以上集めて応募し

ていただくと、抽選で特賞「伊勢志摩 極上の旅」等の豪華賞品をプレゼントします。 

応募期間・・・７月１日（月）～平成２６年１月３１日（金） 

  賞品内容・・・「伊勢志摩 極上の旅」（２泊３日 １組２名様）  

・「志摩観光ホテル ベイスイート ロイヤルスイートルーム」に宿泊 

          （黒鮑、伊勢えび等の高級食材を使用したフランス料理をお楽しみください。） 

・往復観光特急しまかぜ利用 

・伊勢志摩をゆったり３日間ハイヤーでめぐる旅をご用意 

          （伊勢神宮参拝・御神楽奉納、横山展望台、大王崎の灯台等伊勢志摩の観光名

所のご見学に昼食付き） 

                 ・合歓の郷で貸切クルーザーでのあご湾めぐり等の豪華なプランをご用意して

います。 

       主  催・・・伊勢志摩地域合同キャンペーン協議会 

＜お問い合わせ＞伊勢市 TEL0596-21-5565、鳥羽市 TEL0599-25-1157 

                志摩市 TEL0599-44-0005 

 

③伊勢志摩を旅して当てる懸賞「伊勢志摩を旅して当たる！スペシャルプレゼント」 

キャンペーン期間中、伊勢志摩を訪れて、指定の商品（宿泊も含む）を購入された方を対象に、

応募ハガキをお渡しします。ハガキをキャンペーン事務局へお送りいただくと、抽選で伊勢志摩

でしか体験できない“スペシャルな旅”をプレゼントします。 

 応募期間・・・平成 25 年 7 月 1 日（月）～平成 26 年 3 月 31 日（月） 

      ｽﾍﾟｼｬﾙな旅の例・・・１日イルカトレーナー体験＆温泉旅館ペア宿泊 

真珠アクセサリーづくり体験（１泊２食） など 

 

 

別 紙 
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            主催・・・せんぐう旅博実行委員会 

＜お問い合わせ＞せんぐう旅博実行委員会「ｽﾍﾟｼｬﾙﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ係」 TEL0596-44-0800 

 

   ④伊勢志摩発顔出しパネル フォトコンテスト 

伊勢志摩地域で撮影された映画や、ゆかりの人物等の顔出しパネルを各地に設置！ 

顔出しパネルと一緒に写した写真をせんぐう旅博の専用ホームページからアップしていただく

と、もれなく伊勢志摩の名所や特産などをイラスト化したシール等のノベルティーをプレゼント

します。 

   期間・・・８月 1 日（木）～平成 26 年 3 月 31 日（月） 

主催・・・せんぐう旅博実行委員会  

＜お問い合わせ＞せんぐう旅博実行委員会 TEL0596-44-0800 

 

（２）伊勢市地域イベント 

 

①まちかど博物館 

        伊勢市内の旅博ステーション等で、期間中、伊勢市にゆかりのある歴史上の人物や、伊勢に 

   由来する言葉を紹介するパネルを設置します。 

    ・「神領民の法被で記念撮影」 

      期間・・・７月１日（月）～平成２６年３月 31 日（月） 

      場所・・・伊勢河崎商人館・賓日館・伊勢 菊一 

     ・参宮の木札提示で「記念品」プレゼント 

     期間・・・７月２０日（土）～（一日の配付数に限りがあります。なくなり次第終了） 

      場所・・・伊勢河崎商人館・賓日館・伊勢 菊一 

     ・「伊勢『ことば』由来展」「伊勢旅人展」 

     期間・・・７月２０日（土）～平成２６年３月 31 日（月） 

      場所・・・伊勢河崎商人館・賓日館 他 

     ＜お問い合わせ＞伊勢 菊一    TEL0596-28-4933 

伊勢河崎商人館  TEL0596-22-4810 

             賓日館      TEL0596-43-2003 

 

②第 61 回伊勢神宮奉納全国花火大会 

第 59 回式年遷宮奉祝行事として開催されて以来、60 年にわたり伊勢市 宮川河畔で実施され 

ている花火大会。日本三大競技花火大会のひとつに数えられています。全国各地から選抜された

花火師たちが各自の技術を競い、渾身の花火を奉納します。 

      実施日・・・７月１３日（土） 

      主  催・・・伊勢神宮奉納全国花火大会委員会 

      ＜お問い合わせ＞伊勢市観光事業課  TEL0596-21-5566 

 

  ③観月茶会 

    仲秋の名月に行われる、短歌と俳句の秀作を神宮の楽師が古式ゆかしく披講する「神宮観月会」 

を奉賛して、外宮で開催されます。 

     実施日・・・９月１９日（木） 

     ＜お問い合わせ＞伊勢市観光協会  TEL0596-28-3705 
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④伊勢まつり 

市民主体で企画・運営する秋の恒例行事です。伊勢市駅からの県道を主会場とし、伊勢音頭、 

みこし、太鼓など、様々なパレードやイベントが実施され、地場産品などの販売も行われます。 

実施日・・・１０月１２日（土）、１３日（日） 

主  催・・・伊勢まつり実行委員会 

     ＜お問い合わせ＞伊勢市市民交流課  TEL0596-21-5549 

 

 ⑤第６２回神宮式年遷宮御年大神嘗奉祝祭 

神宮式年遷宮を祝うために行われる祭りです。１０月１４日、１５日には、日本の三大民謡、

三大パレード、三大盆踊り、三大音頭など著名な約２０もの「踊り」が全国から奉納に駆けつけ、

伊勢市外宮周辺で披露します。 

また、１５日、１６日は、その年に収穫されたお米を神宮に奉納するため、米俵を奉曳車に載 

せて街中を曳く「初穂曳」が行われます。１５日の初穂曳は、地元神領民に加え、全国から奉納

に集まる特別神領民も参加します。 

      実施日・・・１０月１４日（月・祝）～１６日（水） 

      主  催・・・神嘗祭奉祝委員会 

     ＜お問い合わせ＞神嘗祭奉祝委員会（伊勢商工会議所内） TEL0596-25-5151 

 

  ⑥お伊勢さんマラソン 

初日ウォーク、2 日目ランニングの２部に分けて実施します。コースは、伊勢神宮・内宮前や 

おはらい町など伊勢の風情たっぷり。 

 実施日・・・１２月７日（土）、８日（日） 

      主  催・・・お伊勢さんマラソン実行委員会 

      ＜お問い合わせ＞伊勢市生涯学習・スポーツ課  TEL0596-22-7891 

 

  ⑦おひなさまめぐり 

「夫婦」を表す夫婦岩にちなみ、夫婦岩表参道（旅館街）を中心とした地域一帯の約 90 ヶ所 

に雛人形の展示を行います。 

     期間・・・平成２６年２月４日（火）～（約１ヶ月間） 

     主催・・・おひなさまめぐり in 二見実行委員会 

     ＜お問い合わせ＞伊勢市二見地域振興課  TEL0596-42-1111 

 

   ⑧「参宮木札」の無料配布 

     伊勢神宮へ参拝した記念として、「参宮」と書かれた木札を、平日（土日祝を除く）の各日 

先着１００名様にお配りします。 

      期間・・・１０月１日（火）～平成２６年３月３１日（月）の平日 

     場所・・・外宮前観光案内所 

＜お問い合わせ＞伊勢市観光協会  TEL0596-28-3705 

 

⑨せんぐう旅博 宿泊プラン 

     伊勢・二見の旅館街の対象施設に宿泊されたお客様には、①料理に伊勢志摩の珍味「さめのた 

れ」を１品追加、②せんぐうの様子が描かれた「せんぐう色紙」をプレゼントします。（なくなり 

次第終了） 

     期間・・・７月１日（月）～平成 26 年 3 月 31 日（月） 

     実施施設・・・伊勢旅館組合、二見町旅館組合 

     ＜お問い合わせ＞伊勢旅館組合  TEL0596-28-3325 

             二見町旅館組合 TEL0596-43-2523 
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（３）鳥羽市地域イベント 

  ①伊勢えび千匹干し 

鳥羽市では、古来から長寿のシンボルとなってきた高級食材「伊勢えび」を 1,000 匹並べて 

干し、見ても食べても楽しめるイベントを実施します。その他、地域の特色でもある「干す文化」

をテーマに、さまざまなイベントを実施します。 

     期間・・・10 月中  

      主催・・・鳥羽市 

     ＜お問い合わせ＞鳥羽市観光課  TEL0599-25-1157 

 

②第５８回鳥羽みなとまつり 

鳥羽湾の空と海を彩る海上の花火大会。鳥羽の地形を生かした水中花火等の演出は圧巻です。 

 実施日・・・７月１９日（金） 

 主 催・・・鳥羽みなとまつり実行委員会 

     ＜お問い合わせ＞鳥羽みなとまつり実行委員会  TEL0599-25-1373 

 

  ③鳥羽しあわせラリー 

鳥羽の観光施設内の、「しあわせスポット」をめぐるスタンプラリー。２ヶ所のスタンプを集め 

て応募すれば、抽選で「ミキモト真珠島」のオリジナル真珠製品や、「鳥羽水族館」の人気キャラ

クターグッズなどをプレゼントします。 

     期間・・・７月１日（月）～平成２６年３月３１日（月） 

     主催・・・鳥羽観光施設連合会（鳥羽水族館・ミキモト真珠島・伊勢湾フェリー・ 

伊勢志摩スカイライン・志摩マリンレジャー） 

     ＜お問い合わせ＞鳥羽観光施設連合会事務局（志摩マリンレジャー内） 

              TEL0599-25-314７ 

 

  ④「鳥羽、海辺のヒカリミチ」イルミネーション 

    7 月 7 日の点灯式を皮切りにイルミネーションが灯され、鳥羽マリンターミナルから鳥羽水族 

館にかけて鳥羽の夜が光で彩られます。 

     期間・・・7 月 7 日（日）～平成 26 年 1 月中旬（予定） 

      主催・・・鳥羽市 

     ＜お問い合わせ＞鳥羽市観光課  TEL0599-25-1157 

 

  ⑤鳥羽水族館「へんな生きもの研究所」 

日本唯一の展示となるフィロゾーマ（イセエビの赤ちゃん）や 4 年以上の絶食で話題となった

ダイオウグソクムシ等、変わった形や生態の生きものを集めた新コーナーが開設されます。 

     期間・・・７月１３日（土）～ 

     主催・・・鳥羽水族館 

     ＜お問い合わせ＞ TEL0599-25-2555 

 

    ⑥鳥羽湾毎夜連続花火 

    毎晩約 100 発の花火が打ち上げられる、鳥羽の夏の風物詩。 

     実施日・・・佐田浜地区 8 月 4 日（日）～10 日（土） 

           安楽島地区 8 月 11 日（日）～15 日（木） 

                     小浜地区 8 月 2 日（金）・3 日（土）・16 日（金）～20 日（火） 

                     小浜連続花火 8 月 21 日（水）～28 日（水） 

     主 催・・・鳥羽旅館組合 

     ＜お問い合わせ＞ TEL0599-25-5096 
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  ⑦海の博物館 特別展「海と伊勢神宮」 

    神饌（神様の食事）に使う海産物を育み、参宮客の輸送に役立つなど、神宮の儀式運営やお伊

勢参り文化の発展に、海は貴重な役割を果たしてきました。この特別展では、両者の関係をわか

りやすく展示します。 

     期間・・・9 月 14 日（土）～平成 26 年 3 月 31 日（月） 

     主催・・・海の博物館 

     ＜お問い合わせ＞ TEL0599-32-6006 

 

  ⑧鳥羽魚魚（とと）まつり 

鳥羽駅前で、海鮮汁のふるまいや楽しい実演ステージ、海鮮オークションなどが行われます。 

     実施日・・・１０月１４日（月・祝） 

     主 催・・・鳥羽旅館組合 

     ＜お問い合わせ＞ TEL0599-25-5096 

 

 

⑨鳥羽に泊まろう「日本の祝い魚」「真珠の海七草」キャンペーン 

「伊勢えび」「鮑」「鯛」を「日本の祝い魚」、鳥羽で取れる豊富な海藻を「真珠の海七草」とし

て、鳥羽市内宿泊事業者で提供する宿泊キャンペーンを実施します。 

     期間・・・平成 25 年 10 月～平成 26 年３月 

     主催・・・鳥羽市観光課 

     ＜お問い合わせ＞鳥羽市観光課  TEL0599-25-1157 

 

（４）志摩市地域イベント 

 

①「祝ご遷宮 伊勢志摩温泉 真珠の湯めぐりキャンペーン」 

天然温泉の源泉を持つ志摩地域５宿泊施設で実施するキャンペーン。海の幸がふんだんに盛り 

込まれた昼食と、5 つの天然温泉を巡ることができる日帰り入浴券がセットになったプランです。

特典として、オリジナルタオルをプレゼント。２館以上湯めぐりをした方には抽選でペア宿泊 

券を、全館湯めぐりをした方にはもれなくミキモトコスメ「真珠のバスアメニティ」をプレゼン 

トします。伊勢神宮に参拝した方には参宮の記念に内宮前「美し国観光ステーション」で「参宮 

木札」をプレゼントします。 

      期間  ・・・９月１日（日）～平成２６年３月３１日（月） 

      対象施設・・・ホテル志摩スペイン村：「ひまわりの湯」 

               ホテル近鉄アクアヴィラ伊勢志摩：「ともやまの湯」 

                        福寿荘：「風待ちの湯」 

                       賢島宝生苑：「朝なぎの湯 夕なぎの湯」      

                       合歓の郷ホテル＆リゾート：「潮騒の湯」 

      価格  ・・・３，８００円 

     ＜お問い合わせ＞伊勢志摩温泉キャンペーン事務局（近鉄 伊勢志摩事業推進部内） 

             TEL06-6775-3689〔平日 9:10～18:00〕 

 

  ②ミズノクラシック～伊勢志摩～ 

    近鉄賢島カンツリークラブで行われる、日本で唯一の全米女子プロゴルフ協会の公式戦。 

     実施日・・・１１月８日（金）～１０日（日） 

 主  催・・・ミズノ、毎日放送、スポーツニッポン新聞社 

     ＜お問い合わせ＞ TEL06-6359-3562  
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③年末海族市  

志摩の波切漁港で、魚介類や農作物等、伊勢志摩の特産物を販売します。開催期間中は賑 

やかなイベントや、お楽しみ抽選会も実施されます。 

 期間・・・１２月下旬 

      主催・・・志摩市観光協会 

     ＜お問い合わせ＞ TEL0599-46-0570 

 

   ④にぎやかし市 

     賢島港では、夏と冬に水揚げされたばかりの新鮮な海の幸が並ぶ市を開催し、「お楽しみ抽選会」 

や「あおさ汁のふるまい」を予定しています。 

 期間・・・夏の陣  7 月下旬～8 月上旬 

       冬の陣  時期未定 

       主催・・・志摩市観光協会 

      ＜お問い合わせ＞ TEL0599-46-0570 

 

   ⑤心に残る志摩ならではの「宿泊」「飲食」プラン 

     名物「手こね寿司」をはじめ、刺身や焼き物、天ぷら、漁師汁など、豊富な志摩の海産物 

を使いつくした料理プランをご用意します。 

      期間・・・７月１日（月）～平成 26 年 3 月 31 日（月） 

      ＜お問い合わせ＞志摩市観光協会 TEL0599-46-0570 

 

（５）玉城町地域イベント 

 

①アスピア玉城夏祭 

    金魚すくいやかき氷などの屋台に、手筒花火などのミニ花火大会を開催します。 

     実施日・・・7 月 20 日（土） 

     主  催・・・アスピア玉城祭実行委員会 

     ＜お問い合わせ＞ TEL0596-58-8204 

 

②アスピア玉城秋まつり 

    ステージイベントをはじめ、「アグリのうまいもん市」や「もちまき」などを開催します。 

     実施日・・・10 月 26 日（土）、・27 日（日） 

     主  催・・・アスピア玉城祭実行委員会 

     ＜お問い合わせ＞ TEL0596-58-8204 

 

③商工会夏まつり 

    バンドやダンスなどのステージイベントを中心に、地域内外よりたくさんの屋台が出店する 

 恒例の夏まつり。 

     実施日・・・８月３日（土） 

     場  所・・・お城広場 

主  催・・・玉城町商工会 

     ＜お問い合わせ＞ TEL0596-58-3211 
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④田丸城跡イルミネーション 

    田丸城跡に天守の電飾模型を展示します。 

     期間・・・12 月～平成 26 年１月（予定） 

     主催・・・玉城町産業振興課 

     ＜お問い合わせ＞ TEL0596-58-8204 

 

⑤第２回田丸城跡健康マラソン 

    第 2 回田丸城跡周辺マラソン大会を開催します。 

     実施日・・・平成 25 年 12 月 15 日（日） 

     主  催・・・玉城町スポーツ推進委員会 

     ＜お問い合わせ＞ TEL0596-58-8212 

 

（６）南伊勢町地域イベント 

 

①おいないさ！南伊勢キャンペーン 

    お得な宿泊プランや釣り大会・ウォーキングイベントなど南伊勢町の魅力満載のキャンペ 

ーンを行います。 

     期間・・・10 月１日（火）～平成 26 年 2 月 28 日（金） 

     場所・・・南伊勢町内  

主催・・・南伊勢町観光協会 

     ＜お問い合わせ＞ TEL0599-66-1717 

 

②わくどき南伊勢 

    地元食材を使った料理の振る舞いや、芸能人のお笑いショー、お楽しみ抽選会など様々な 

イベントを行います。 

     実施日・・・平成 25 年 1１月１０日（日） 

     場  所・・・南伊勢町町民文化会館前 

主  催・・・南伊勢町商工会 

     ＜お問い合わせ＞ TEL0599-66-0054 

 

③南伊勢体験ワールド（みかん狩り） 

    太陽の光をたっぷり浴びた美味しいみかんの収穫体験が楽しめます。 

     期間・・・10 月下旬～12 月（予定） 

     場所・・・南伊勢町内瀬 

主催・・・南伊勢きらりふれあいの会 

     ＜お問い合わせ＞ TEL0599-66-2478 
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２．近鉄グループ主催のイベント、各種プラン 

 

（１）「めぐる」 （交通） 

 

①観光列車「つどい」の運行  １０月５日（土）運行開始    

     伊勢神宮ご参拝のお客様に伊勢志摩地域を周遊していただくことを目的に、一般車両（２００ 

０系）を改造し、観光列車「つどい」を運行します。車内では「伊勢えび汁」等のふるまいや伊 

勢志摩の特産品の販売など、地元によるおもてなしを行います。また、一部の日程で海女さんと 

の記念撮影会など特別イベントも開催します。 

 
      運行日・・・１０月５日（土）～平成２６年３月３０日（日）までの土休日 

       （予定・元旦を除く５８日間） 

 運行概要・・・伊勢市駅～賢島駅 １日２往復  

      停車駅・・・伊勢市、宇治山田、五十鈴川、鳥羽、鵜方、賢島 

      料 金・・・観光列車料金 大人３００円 小児１５０円 

      発売箇所・・・近鉄 特急券発売窓口、主要旅行会社の窓口で乗車日の 1 ヶ月前から発売。 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ②「神都バス」の運行  ７月３日（水）運行開始 

     かつて伊勢市内を走っていた路面電車「神都線」をモデルとして、車体改造を実施した路線 

バスを運行します。通常は伊勢市駅と外宮、内宮を巡る定期路線バスとして運行し、関連グッズ

も発売予定です。 

※なお、ご乗車には普通運賃の他に特別車両料金が必要です。 

 

＜お問い合わせ＞三重交通㈱バス営業部乗合営業課 TEL059-229-5533 

 

 

 

 

 

 

 

車内に風が吹き抜ける 

「風のあそびば」イメージパース

バーカウンターやテーブルを備えた

「イベントスペース」イメージパース

外観 イメージパース 

伊勢市方 賢島方 
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③タクシープラン 

    ●「ご遷宮記念 特別観光タクシープラン」  

「三交タクシー」と「三重近鉄タクシー」では、式年遷宮を記念して、伊勢志摩観光に 

便利な特別プランを全４コースご用意します。※事前予約制 

 期間・・・７月１日（月）～１２月３１日（火） 

平成２６年１月６日（月）～３月３１日（月）  

・Ａコース（105 分）  料金 7,000 円 

 内宮前～神宮神田～神宮御園～御塩浜～賓日館（又は二見浦）～鳥羽駅 

・Ｂコース（105 分）  料金 8,000 円 

 内宮前～山田奉行所記念館～斎宮歴史博物館～宇治山田駅 

・Ｃコース（120 分）   料金 8,000 円 

 内宮前～古市参宮街道資料館～横山展望台（又は伊雑宮）～賢島駅（周辺ﾎﾃﾙ） 

・Ｄコース（210 分）  料金 17,000 円 

       賢島駅（周辺ﾎﾃﾙ）～外宮、せんぐう館～内宮（おかげ横丁）～賢島駅（周辺ﾎﾃﾙ） 

      ＜お問い合わせ＞三交タクシー   TEL0596-28-2153 

              三重近鉄タクシー  TEL0596-28-3171 

 

   ④近畿ニッポンレンタカー 特別プラン 

●「ご遷宮記念 特ダネレンタカー」 

      全車種、基本料金から 10％割引。伊勢志摩近鉄リゾートにお泊りのお客様には、さらに 5%

割引と大変お得です。 

       期間・・・８月２０日（火）～平成２６年３月３１日（月） 

      ＜お問い合わせ＞近畿ニッポンレンタカー予約センター TEL06-6772-1482   

 

   ⑤伊勢志摩スカイライン 

    ●お白石持行事参加者割引 

      お白石持行事に参加された事を証明する「木札」や「たすき」等を提示いただいた方には、

通行料金を３０％割引します。 

       期間・・・７月１日（月）～８月３１日（土） 

      ＜お問い合わせ＞三重県観光開発   TEL 059-226-6752 

 

⑥お得なきっぷ 

     伊勢神宮参拝に便利な「ご遷宮記念 伊勢神宮参拝きっぷ」（本年秋発売予定）のほか、初詣期

間にご利用いただける「伊勢神宮初詣割引きっぷ」、名古屋鉄道沿線から伊勢神宮参拝に便利な「ご

遷宮記念 お伊勢さんきっぷ」や、「伊勢・鳥羽・志摩 スーパーパスポート まわりゃんせ」等、

伊勢神宮参拝や伊勢志摩へのご旅行に便利でお得なきっぷを発売します。 

※「ご遷宮記念 伊勢神宮参拝きっぷ」については、詳細が固まり次第、別途お知らせします。 

   

（２）「あそぶ」 （レジャー） 

 

 ①志摩スペイン村  

●フェリスクルーズ   

  今春、志摩スペイン村では、空高く噴き上がる噴水、美しい花々、そしてスペインの情熱的 

な祭りのシーンをボートでめぐる周遊型新アトラクションが登場しました。 
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●ナイター営業 

志摩スペイン村では、7 月 20 日（土）から 8 月 31 日（土）までナイター営業を実施いた

します。期間中夜間は、光と音のファンタジア「イサベルの光」、サンタクルス通りの幻想的な

光の演出、光で彩られた「フェリスクルーズ」そして「フィエスタトレイン」に登場する光の

トンネル等、光で彩られた幻想的なパルケエスパーニャをお楽しみいただけます。また、１６

時以降、お得にお楽しみいただけるムーンライトパスポートを販売します。 

（料金・・・大人 2,800 円  シニア 1,000 円  中人 1,800 円 小人 1,200 円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●新チケット「アフタヌーンパスポート」 

  ナイター営業実施日以外の14時以降にご利用いただける新パスポートを発売しております。 

 伊勢神宮ご参拝後も、お得にご入場いただけます。 

   料金・・・大人 2,000 円  シニア 1,000 円  中・小人 1,500 円、 

      ＜お問い合わせ＞パルケエスパーニャ・テレフォンインフォメーション 

                            TEL0599-57-3333 

 

②志摩マリンランド 

●式年遷宮にちなんだ特別展 

  志摩マリンランドでは、式年遷宮にちなんだ特別展を開催します。水族館内に設けられた 

「賢島神社（かしこいしまじんじゃ）」のお守りも発売します。 

  

・特別展第１弾 「神にまつわる魚たち」     

期  間・・・10 月 3 日（木）～12 月 1 日（日） 

  展示生物・・・ハタハタ(鰰）、神の魚サケなど 

 

・特別展第２弾 「海のウマとおめでたい魚たち」   

  期  間・・・12 月 12 日（木）～平成 26 年 2 月 2 日（日） 

   展示生物・・・オオウミウマ、ウマヅラハギ、エビスダイなど 

 

・特別展第３弾 「パワースポット・黄金の魚たち」  

期  間・・・平成 26 年 3 月 6 日（木）～6 月 1 日（日） 

   展示生物・・・黄金のオニオコゼ、コガネキュウセン、ゴールデングラミーなど 

    ＜お問い合わせ＞志摩マリンランド TEL0599-43-1225 

 

③鳥羽、賢島クルーズ 

●鳥羽湾めぐり 

 ・夏休み特別企画 鳥羽みなとまつり・海上花火参観船 

   鳥羽みなとまつりの花火を海上から観覧するクルーズ。大迫力の花火を堪能できます。 

   実施日・・・７月 1９日（金） １９時４0 分出航  ※雨天中止 

 

 

「イサベルの光」 
「ムーンライトフィナーレ」 ナイトパレード 

「エスパーニャカーニバル」 
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・初日の出クルーズ 

   元旦の早朝、鳥羽マリンターミナルより遊覧船「龍宮城」「フラワーマーメイド」に乗船、 

  船上より初日の出を拝みます。（約 70 分） 

       実施日・・・平成 26 年 1 月 1 日（水・祝） 6 時 30 分出航 

            ＜お問い合わせ＞志摩マリンレジャー 鳥羽営業所 TEL0599-25-3145 

                                              

    ●賢島エスパーニャクルーズ  祝ご遷宮特別クルーズ 

     ・あご湾洋上・合歓の郷 花火クルーズ 

   合歓の郷花火大会を海上から観覧するクルーズです。 

   実施日・・・８月２４日（土）  １８時５0 分出航  ※雨天延期 

 

・あご湾サンセットクルーズ 

   日本の夕陽百選にも選ばれたあご湾の夕陽を、遊覧船「エスペランサ」の船上からご覧い 

  ただけます。（約 40 分間） 

期間・・・10 月 5 日（土）～11 月 4 日（月・祝） 16 時 30 分出航  ※雨天中止  

   

 ・あご湾星空観察クルーズ 

   12 月上旬から出現する「ふたご座流星群」が見える時期に遊覧船「エスペランサ」に乗船、

船上より星空を観察するクルーズです。船上から見た星空は、いつもより広くて高く感じる

ことでしょう。（約 50 分間） 

   実施日・・・12 月中の土曜日（７日、１４日、２１日、２８日）  

20 時 30 分出航 ※雨天中止 

    

     ・干し芋焼酎「志州隼人」と「あこや貝の貝柱」ふるまいクルーズ 

       60 もの島々と真珠養殖イカダが点在するあご湾を優雅にクルージングします。志摩特産の

干し芋「きんこ」を使用したプレミアム焼酎や、途中寄港する「真珠養殖モデル工場」では

「あこや貝の貝柱」が振舞われます。（約 50 分） 

       期間・・・平成 26 年 1 月中の土日祝 15 時 30 分出航 

 

    ●あご湾定期船 

・間崎島ガイドツアー ※事前予約制 

       地元島民のガイドにより、かつて養殖真珠で栄えた島内を散策し、地元の方からバタ貝等

のふるまいを受ける、あご湾定期船を利用したツアーです。 

       期間・・・７月～１１月 ９時５0 分出航 

      

      
     

    

           ＜お問い合わせ＞志摩マリンレジャー 賢島営業所 TEL0599-43-1023 

 

 

鳥羽湾めぐり 賢島エスパーニャクルーズ 
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 ④式年遷宮特別企画ハイキング 

●「倭姫巡幸ハイキング・天照大御神ご鎮座へのみち」 

          天照大御神が伊勢の地にご鎮座されるまでの言い伝えの残る「倭姫命巡幸の地」を選定した 

ハイキングです。（全５回） 

実施日・・・第３回 ７月２１日（日） 多度山系をのぞみ桑名野代宮へ（多度～桑名） 

第４回 ８月４日 （日） 櫛田川から神山神社・斎王宮跡へ（櫛田～斎宮） 

      第５回 ８月３１日（土） 伊勢の国は常世の国なり・内宮へ（宇治山田～五十鈴川） 

主 催・・・近畿日本鉄道 

※第１回、第２回は６月までに終了しております。 

 

     ●「お白石持行事を観るハイキング」 

        お白石持行事を観覧するハイキングです。（全４回） 

       実施日・・・第１回 ７月２７日（土） 倭姫宮と清流五十鈴川 お白石奉献・内宮領「川曳」 

第２回 ８月１０日（土） 伊勢街道古市からお白石奉献・内宮領「陸曳」 

第３回 ８月１８日（日） お白石奉献・外宮領「そり陸曳」 

第４回 ８月２４日（土） ２０年見納め お白石奉献・外宮領「陸曳」 

主 催・・・近畿日本鉄道 

 

 

     ●「神宮行事と伊勢の町めぐり」 

        祭事が行われる日に、ご遷宮後の新宮を参拝し、併せてこれまであまり知られていなかった 

伊勢の町を散策するハイキングです。（全４回） 

       実施日・・・第１回  １０月１６日（水）      内宮神嘗祭・初穂曳 

第２回  １１月２３日（土・祝）    内宮新嘗祭・奉幣の儀と松尾観音寺 

第３回  １２月１６日（月）      外宮月次祭・奉幣の儀と三郷山ロマンの森 

第４回  平成２６年２月１７日（月） 内宮祈年祭・大御饌とまちかど博物館 

主 催・・・近畿日本鉄道 

  

 

     ●「伊勢神宮１２５社めぐり」 

         伊勢神宮は、「皇大神宮（内宮）」「豊受大神宮（外宮）」をご正宮とし、別宮・摂社・末社・ 

所管社をあわせて計１２５社より成り立っています。１２５社の全てを年１２回（毎月１回）に分

けてお参りするハイキングです。のどかで素朴な伊勢の風景に癒されながら、厳かな社をめぐり、

心のふるさとを再発見してみませんか。 

       実施日・・・第７回  ７月６日 （土） 「磯部・鳥羽７社」めぐり 

              第８回  ８月２５日（日） 「大湊・神社５社」めぐり 

              第９回  ９月１４日（土） 「五十鈴川１５社」めぐり 

第１０回 １０月５日（土） 「機殿１８社」めぐり 

第１１回 １１月２日（土） 「田丸・小俣６社」めぐり 

第１２回 １２月７日（土） 「内宮２０社」めぐり 

 主 催・・・近畿日本鉄道 

 ※第１回～第６回は６月までに終了しております。平成２６年度も実施予定です。 
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 ●「お伊勢参りハイキング」 

かつて、お伊勢参りは全国の人々があこがれ続けた旅でした。特に江戸時代、浪速～伊勢神宮、

尾張～伊勢神宮への街道は参宮客で満ちあふれていました。かつて賑わい、今なおその面影がのこ

る街道を１２回に分けて歩くハイキングです。 

実施日・・・【浪速コース】 

              第８回  ９月７日  （土）     雲出川沿いに拓けた街道から一志の里へ 

             【尾張コース】 

              第８回  ９月１６日（月・祝） 垂水から雲出を経て松ヶ崎へ 

              

【浪速・尾張 であいコース】 

第９回  １０月１２日（土）           風情を残す町並みから商人の町松阪へ 

第１０回 １１月１７日（日）           松阪から斎宮跡に王朝ロマンをたどる 

第１１回 １２月１５日（日）           斎宮から宮川の渡し・そして神領域へ 

第１２回 平成２６年１月１９日（日）    街も一層賑やか！古市から念願の 

お伊勢さんへ 

主 催・・・  近畿日本鉄道 

※第１回～第７回は６月までに終了しております。 

   

     ●「伊勢本街道・奈交バスハイク」※事前申込制 

奈良交通が企画する申込制の有料ハイキングツアーで、浪速と伊勢神宮を結ぶ「伊勢本街道」を 

１４回に分けて歩きます。集合場所から現地までは観光バスで送迎いたします。各回、日程を２日 

ずつ設定します。 

        実施日・・・第８回  ７月１３日（土）、１７日（水）       山粕から敷津 

第９回  ９月４日（水）、７日（土）         敷津から美杉 

第１０回 ９月２５日（水）、２８日（土）       美杉から柿野 

             第１１回 １０月５日（土）、９日（水）        柿野から相可（多気） 

第１２回 １１月２７日（水）、３０日（土）      相可（多気）から田丸 

第１３回 １２月１４日（土）、１８日（水）      田丸から外宮 

第１４回 平成２６年１月１８日（土）、２２日（水）  外宮から内宮 

       主 催・・・奈良交通 

       ※第１回～第７回は６月までに終了しております。  

      この他、近鉄では様々なハイキングの実施を予定しています。 

      詳細は近鉄ホームページや各駅に設置しておりますハイキング情報誌をご覧ください。 

＜近鉄主催のハイキング お問い合わせ＞ 

近鉄名古屋イベント係    TEL:０５９-３５４-７００７ 

         近鉄大阪イベント係      TEL:０６-６７７５-３５６６ 

      ＜奈良交通が主催する「伊勢本街道・奈交バスハイク」に関するお問い合わせ＞ 

        奈良交通総合予約センター TEL:０７４２－２２－５１１０ 
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（３）「とまる」 （宿泊） 

      伊勢志摩近鉄リゾート宿泊施設では、各館毎にそれぞれ伊勢神宮をテーマとして、伊勢神宮

へ奉納される食材等を提供する、「ご遷宮記念特別宿泊プラン」をご用意しています。 

 

●「賢島宝生苑」 

～ご遷宮記念特別プラン～      

  伊勢神宮へ奉納される地元食材「伊勢海老」や「鮑」等 

を提供する宿泊プランです。 

  期間・・・１０月１日（火）～平成２６年３月３１日（月） 

 

～９月限定“おかげ参り”宿泊プラン～ 

   伊勢神宮 現在殿への感謝の気持ちをこめたお値打ちな 

９月限定宿泊プランです。  

  期間・・・9 月１日（日）～９月３０日（月） 

＜お問い合わせ＞TEL0599-43-3111 

 

 

  ●「志摩観光ホテル クラシック」～美し国へのいざない～ 

          伊勢神宮にちなんだ食材と伊勢志摩の季節の食材を組み 

合わせ、お客様に「食」から伊勢神宮を感じていただく 

食事企画（ランチ・ディナー）です。なお、当企画と組み 

合わせた宿泊プランもご用意しています。 

      期間・・・３月１日（金）～平成２６年３月３１日（月） 

※発売中 

     ＜お問い合わせ＞TEL0599-43-1211 

  

 

●「志摩観光ホテル ベイスイート」    

 ～ベイスイート ロイヤルスイートルーム 2 泊「常若」～ 

     宿泊はロイヤルスイートルーム、2 日目には、松阪牛料理の 

老舗「和田金」特別室にてご昼食をとっていただき、ハイヤーで 

伊勢神宮 内宮へ参拝します（ホテルスタッフが同行）。 

このほか特典として「大倉陶苑」製ホテルオリジナルティー 

カップ・ケーキ皿や、ミキモト製フォトフレームをプレゼント。 

伊勢志摩で最上級のおもてなしを提供いたします。  

     期間・・・７月１日（月）～平成２６年 6 月３0 日（月） 

  料金・・・２名様 2 泊５食 ６０万円 

    ＜お問い合わせ＞TEL0599-43-2111 

          

●「ホテル近鉄アクアヴィラ伊勢志摩」 

 ～遷宮記念特別会席～ 

       伊勢神宮奉納「伊勢えび」姿造りを含む会席料理を 

提供する宿泊プランです。温浴施設「アクアパレス」の入場 

無料特典付となります。 

       期間・・・４月１日（月）～７月１９日（金） 

                  ※発売中。秋冬にも、同様のプランを検討中 

      ＜お問い合わせ＞TEL0599-73-0001 

 

賢島宝生苑 

志摩観光ホテル クラシック 

志摩観光ホテル ベイスイート 

ホテル近鉄アクアヴィラ伊勢志摩 
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●「海辺ホテル プライムリゾート賢島」 

～式年遷宮特別宿泊プラン～ 

  伊勢神宮に奉納される「奉納伊勢鶏」をメイン 

ディッシュとしたフルコースディナーを提供する 

宿泊プランです。 

  期間・・・７月１日（月）～平成２６年３月３１日（月） 

 ＜お問い合わせ＞TEL0599-43-7211 

 

 

●「ホテル志摩スペイン村」 

～式年遷宮記念特別宿泊プラン～ 

       伊勢志摩の代表食材「鮑」、神饌の食材をスペイン風の 

ディナーコース料理でご堪能いただけます。 

       期間・・・７月６日（土）～平成２６年３月３１日（月） 

      ＜お問い合わせ＞TEL0599-57-3500 

  

 （４）旅行商品 

    

①近鉄駅営業所 特選プラン 

近鉄が伊勢志摩へのご旅行にお得な特別プランをご用意いたしました。駅営業所でお申し込 

みいただけます。 

 

    ●「しまかぜ」利用 超贅沢プラン（１泊２日） 

      観光タクシー利用（2 日間）、内宮・外宮周辺観光はガイド同行、昼食は四季折々の味覚が味

わえる日本料理店「大喜庵」または宮内庁、神宮司庁御用達の老舗「大喜」、宿泊は全室スイー

トルームであご湾の美しい景色をご覧いただける「志摩観光ホテルベイスイート」で黒鮑、伊

勢えびなど海の幸の最高級ディナーをご賞味いただくなど、贅沢で非日常のひと時をお過ごし

いただけます。 

      実施日・・・７月１日（月）～平成２６年３月３１日（月）  

      旅行代金・・・大人お１人様 ９５，０００円～１０７，０００円 

    

    ●「しまかぜ」利用 贅沢プラン（１泊２日） 

      １日目は観光タクシーを利用、宿泊は「志摩観光ホテル クラシック」で本格的なフランス料

理をお召し上がりいただけます。 

      実施日・・・７月１日（月）～平成２６年３月３１日（月）   

      旅行代金・・・大人お１人様 ５２，５００円～５６，５００円（２名１室利用の場合） 

 

    ●着物で伊勢神宮ご参拝＆おかげ横丁食べ歩きの旅（日帰り） 

      着物で内宮参拝とおかげ横丁を散策していただく日帰りプラン。お得な食べ歩きクーポン 

が付いています。 

 実施日・・・７月１日（月）～平成２６年３月３１日（月）   

 旅行代金・・・大人お１人様 ９，６００円  

  

 

 

 

海辺ホテル プライムリゾート賢島

ホテル志摩スペイン村 
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●着物で伊勢神宮ご参拝&ゆったりエステ付宿泊プラン（１泊２日） 

     着物で内宮参拝とおかげ横丁を散策していただく宿泊プラン。宿泊は「ホテル近鉄アクア 

ヴィラ伊勢志摩」でエステと温泉でゆったりお寛ぎいただくプランです。 

      実施日・・・７月１日（月）～平成２６年３月３１日（月）   

      旅行代金・・・大人お１人様 ２４，５００円～３３，５００円（２名１室利用の場合） 

 

●伊勢神宮 朔日（ついたち）・十五日参り（日帰り） 

       毎月 1 日・15 日に伊勢神宮の正宮・別宮など、神宮と関わりの深い場所をガイドの案内   

      で巡るプランです。 

       実施日・・・７月１日（月）、１５日（月・祝）・・・磯の香りと食の旅「鳥羽めぐり」 

８月１日（木）、１５日（木）  ・・・太古を感じる祈り旅「志摩めぐり」 

9 月１日（日）、１５日（日）  ・・・美し国の祈り旅「内宮めぐり」 

       旅行代金・・・大人お１人様 ７，７２０円～８，６１０円 

 

※上記旅行代金は近鉄名古屋駅からご乗車される場合の料金です。他駅からご乗車の設定もご 

 ざいます。また、各プラン、正月期間等の繁忙期に一部除外日がございます。 

この他、近鉄では様々な旅行商品の造成を予定しています。 

        ＜お問い合わせ＞ 近鉄名古屋駅営業所 TEL:052-561-4986 

                              大阪上本町駅営業所 TEL:06-6773-2100 

 

 

②近畿日本ツーリスト「伊勢志摩近鉄リゾート特選プラン」 

     近畿日本ツーリストでは、伊勢志摩近鉄リゾート６館を対象とした宿泊プラン商品を発売中 

です。別途、神宮式年遷宮を記念した特別プランもございます。 

  

※伊勢志摩近鉄リゾート６館 

  「賢島宝生苑」             「志摩観光ホテル クラシック」 

  「志摩観光ホテル ベイスイート」    「ホテル近鉄アクアヴィラ伊勢志摩」 

  「海辺ホテル プライムリゾート賢島」  「ホテル志摩スペイン村」 

 

   ③クラブツーリズム 特別ツアー 

●「伊勢大田楽 奉納公演」     

       神宮式年遷宮準公式行事として神宮会館相撲場で開催される「伊勢大田楽」を観覧するプラ 

ンを実施いたします。    

       実施日・・・１０月２０日（日） 

      ※「伊勢大田楽」 

       狂言師 野村万之丞が、中世の田楽を基に、各地の伝統芸能や音楽を盛り込み、西洋の動き、

音楽を取り入れた現代演劇として創作しました。 

       

     ●「第２回 伊勢志摩・美し国の食まつり」  

       海に至近の賢島駅前広場をイベント会場として、新鮮な焼きガキや焼きバタ貝、伊勢えび

あおさ汁などの海の幸のふるまいと、地元郷土品を集めた産直市を開催します。 

        日程・・・平成２６年３月予定（週末２日間開催） 

 

       ※「伊勢大田楽 奉納公演」、「第２回 伊勢志摩・美し国の食まつり」については、詳細が固

まり次第、クラブツーリズムＨＰ等でご案内いたします。 
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  （５）その他式年遷宮記念イベント 

    

①伊勢、鳥羽、志摩 うまいもん列車   

  列車がそのまま市場に早変わり。三重県や伊勢・鳥羽・志摩市 

と連携し、大阪上本町駅に留置した列車内で伊勢・鳥羽・志摩の 

特産品や新鮮な海産物等を販売します。    

      期間・・・９月２８日（土）、9 月２９日（日） 

      場所・・・大阪上本町駅地上ホームに留置の特設列車内 

         ＜お問い合わせ＞ 近鉄名古屋イベント係 TEL:059-354-7007 

    

②近鉄百貨店 実施イベント 

●奉祝 第６２回 伊勢神宮式年遷宮 二葉流展 いけばなと南宋盛物（上本町店） 

近鉄百貨店上本町店９階催会場では、日本最大の祭事「神宮式年遷宮」を祝して、毎年９月

の伊勢神宮での献花式に活け込みを行う、華道の「二葉流」のいけばなと盛物展を実施。併せ

て遷宮写真パネル展を開催します。 

期間・・・１０月１１日（金）～１６日（水）  

      ※二葉流 

       大正７年、華道会に初めて「自由花」の呼称と概念を与えた堀口玉方氏によって創流され   

      た華道「二葉流」。「自由花」とは、各自の個性によって自己表現出来るいけばなで型にあて 

はめて活けるのではなく、 花論によって自由に表現できる百姿百態のいけばなです。 

      ＜お問い合わせ＞ 近鉄百貨店 上本町店 TEL 06-6775-1111（代表） 

 

    ●三重県の物産と観光展（あべのハルカス近鉄本店、四日市店） 

近鉄百貨店「あべのハルカス近鉄本店」、「四日市店」では、それぞれ三重県にスポットを当

てて、特産品の販売や観光ＰＲ、式年遷宮写真展等のイベントを実施いたします。 

      期間・・・四日市店         １１月１４日（木）～２０日（水） 

あべのハルカス近鉄本店  １１月２１日（木）～２７日（水）       

     ＜お問い合わせ＞ 近鉄百貨店 四日市店        TEL 059-353-5151（代表） 

近鉄百貨店 あべのハルカス近鉄本店 TEL 06-6624-1111（代表） 

               

 

   ③駅ナカ店舗実施キャンペーン 

    ●Summer station 2013「伊
い

っ
っ

勢
せ

―
ぃ

の―Day
で ぃ

！」 

宇治山田駅構内の「Time’s Place うじやまだ」で１会計５００円以上の商品をお買い上げい

ただいたお客様を対象に応募券を１枚お渡しします。応募券を集めて応募すると、抽選で「ホ

テル志摩スペイン村ペア宿泊券」などが当たります。 

      期間・・・７月１９日（金）～８月９日（金） 

         ＜お問い合わせ＞近鉄リテールサービス営業推進部 TEL 06-6772-7524 

      

●伊藤園「伊勢茶」茶葉プレゼント  

       神宮式年遷宮を記念して、近鉄の駅構内売店等で対象商品をお買い上げのお客様に、伊勢名

産の「伊勢茶」茶葉をプレゼントします。 

      期間・・・夏頃実施予定 

          ＜お問い合わせ＞近鉄リテールサービス営業推進部 TEL 06-6772-7524 

 

                                            以上 

「うまいもん列車」イメージ 


