
１ キャンペーンイチオシ企画 

（詳細は、「おもしろき国山口 旅キャンペーン」専用サイトをご参照ください。） 

（１）明治維新 150年！明治維新で活躍した偉人の足跡をたどる特別企画 

    明治維新 150 年特別企画として、キャンペーン期間中は普段未公開の施設の特別公開や特別体

験を多数ご用意しています。明治維新胎動の地、山口の魅力を体感することができます！ 

  

○古地図デジタルコンテンツを活用したまち歩き 

江戸時代、長州藩の絵図方等が作成した美しい古地図が数多く残る山 

  口県。山口県内 28 ヶ所の古地図をデジタル化し、GPS連動で現在地が古 

地図上に表示されるアプリを開発！スマートフォン等で気軽にお楽しみ 

いただけます。 

  【設定日】2018年 10月１日～ 

  【料金】無料 ※デジタルコンテンツ使用に伴う通信料は個人負担 

  【お問合せ】山口県観光プロジェクト推進室 TEL:083-933-3204 

 

○十朋亭維新館 2018 年９月 29日オープン！〔山口市〕 

   久坂玄瑞、高杉晋作、木戸孝允、伊藤博文、井上馨など、多くの維新の  

志士たちが出入りした史跡「十朋亭」を中心に、十朋亭や志士たちゆかり  

の資料を展示。プロジェクションマッピングや専用ＡＲアプリで、幕末・ 

明治維新の歴史を楽しみながら学ぶことができます。 

【営業時間】9:00～17:00 

【休館日】火曜日（祝日の場合は翌日）及び 12月 29日～１月３日 

【料金】高校生以上 200円 小中学生 100円（展示室のみ有料） 

【お問合せ】山口市文化交流課 TEL：083-934-4155 十朋亭維新館 TEL：083-902-1688 

 

○菜香亭で歴史体験〔山口市〕 

 明治 10年から多くの人々に親しまれてきた料亭「祇園菜香亭」を 

移築した施設。古い日本料亭の特徴を示す 100畳敷の大広間には、井上 

馨、伊藤博文、山口県出身の総理大臣が揮毫した扁額があり歴史の歩 

みを感じることができます。大広間では風情ある庭を眺めながらお抹 

茶セットをゆっくり味わったり、着物体験も実施。菜香亭より山口の 

町並みを着物姿で歩くこともできます。 

【設定日】通年  

【休館日】火曜日（祝日の場合は祝祭日でない次の平日）及び 12月 29日～１月３日 

【料金】入館料 大人（高校生以上）100円 小人（小・中学生）50円 

お抹茶セット 410円（団体の場合は前日までに要予約）  

着物 2,800円～（前日午前中までに要予約）  

  【予約・お問合せ】山口市菜香亭 TEL:083-934-3312 



○特別公開 維新の志士たちが密談した「暁天楼」〔防府市〕 

菅原道真公をお祀りした防府天満宮の茶室 芳松庵の一角に復元された「暁天楼」。 

山県有朋らが命名した「暁天楼」は、一見漬物小屋に見せかけ、実は２

階が隠し部屋となっており坂本龍馬や高杉晋作ら勤王の志士達が宿を取

り密談をしたといわれています。キャンペーンにあわせ、特別に２階の

隠し部屋を特別公開！２階から見える庭園が美しいと評判です。  

【設定日】2018年 10月１日～2019 年３月 31日 9:30～16:00 

※行事、荒天により公開できない場合あり。※２階の見学は７日前までに要予約 

【料金】無料 

【予約・お問合せ】（一社）防府観光ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ協会 TEL：0835-25-2148  

 

○松陰神社宮司による松陰講話〔萩市〕 

  高杉晋作、久坂玄瑞、伊藤博文、山県有朋など明治維新の原動力と  

なった多くの逸材を輩出した松下村塾。2015年「明治日本の産業革命遺  

産」として世界遺産登録され、普段は上がることのできない松下村塾に 

上がり、宮司の特別講話を聴くことができる人気企画！ 

【設定日】2018年４月～2019年３月 

【料金】1,000円／お一人様 

【対象者】旅行商品（個人型・団体型）を利用し、萩市内に宿泊者されたお客様限定 

【お問合せ】（一社）萩市観光協会 TEL：0838-25-1750  ※７日前までに要予約 

 

○菊屋家住宅 庭園特別公開〔萩市〕 

 藩のご用達を勤めた豪商・菊屋家は 400年の歴史があり、主屋など５ 

棟が国指定重要文化財に指定されています。明治 32年、伊藤博文公が帰 

萩の際に宿泊されご覧になられた、日頃は非公開の庭園を特別公開いた 

します。 

  【設定日】2018年 10月１日～12月 10日 

  【料金】大人・大学生 600円、中・高生 300 円、小学生 200 円 

  【予約・お問い合わせ】菊屋家住宅 TEL:0838-25-8282                  

※団体の場合は７日前、個人の場合は前日までに要予約 

 

○功山寺書院国宝仏殿特別見学ツアー〔下関市〕 

 高杉晋作が挙兵した寺として知られる功山寺。晋作が挙兵前に三条実美 

ら五卿に挨拶したとされる書院（五卿の間）と普段は立ち入ることので 

きない国宝の仏殿を功山寺住職の特別解説でご案内します！ 

【設定日】2018年 10月～12月 13:00～ 

【料金】1,000円／お一人様  

【予約・お問合せ】功山寺 TEL：083-245-0258 ※１ヶ月前までに要予約 



（２）いよいよ「山口ゆめ花博」開催！ 

   2018年９月 14 日（金）～11月 4日（日）の期間、明治維新 

150年プロジェクト「やまぐち未来維新」の中核イベント「山口ゆめ

花博」が開催され、会場では華やかな 1,000万の山口県の花が咲き誇

り、個性豊かな８つのゾーンでは、様々な魅力が体感できます。 

AKB48 Team 8と一青窈によるゆめ花スペシャルライブやブルーイン

パルスの展示飛行など、1,000を超えるイベントと体験プログラムが

繰り広げられ、お子様からお年寄りまで全ての皆様にお楽しみいただ

ける企画が盛りだくさんです。 

※詳しくは、「山口ゆめ花博」HP（http://yumehana-yamaguchi.com/index.html）をご覧ください。 

〔お得に行くなら！山口ゆめ花博きっぷ〕 

  新山口駅までのＪＲ往復新幹線普通車自由席と「山口ゆめ花博」入場引換券がセットになった「山

口ゆめ花博きっぷ」を現在発売中！ ※別紙２をご参照ください。 

 

（３）観光列車で山口の魅力を満喫！ 

 ○山陰線観光列車「○○のはなし」のおもてなし 

  「絶景＆美食」を満喫できる山陰線観光列車「○○のはなし」。 

  明治維新 150年を記念して、「明治維新」や「偉人」をテーマにした特   

別な車内イベントを実施！絶景と美味しい食事を楽しみながら、歴史紙   

芝居やおもてなし寸劇等、明治維新を満喫できます！ 

  【運行日】2019年２月までの土日祝（１日１往復） 

  【料金】乗車券のほかに座席指定券が必要 

 

○「ハローキティ新幹線」では山口県をテーマに運行！ 

   2018 年６月 30日に運行を開始した「ハローキティ新幹線」の１号車

「HELLO!PLAZA」では、「おもしろき国山口 旅キャンペーン」開催にあわ

せて９月 29日（土）より山口県のおすすめイベントやおすすめスポットを

紹介します！  

  〔WEB スタンプラリーも実施！〕 

スマートフォンを使ってチェックポイントを回る WEBスタンプラリー

を開催！車内と山口県内のスポットでスタンプを集めるとオリジナル

グッズがもらえます！ 

   ※詳しくは、ハローキティ新幹線特設サイト   

（https://www.jr-hellokittyshinkansen.jp/）をご覧ください。 

 

 

 

 

咲き誇る 1,000 万の花 

http://yumehana-yamaguchi.com/index.html
https://www.jr-hellokittyshinkansen.jp/


絶景バスイメージ 

（元乃隅稲成神社） 

絶景バスイメージ 

（角島大橋） 

（４）便利な２次アクセス 

 ○やまぐち絶景満喫バス 

   湯田温泉・新山口駅から話題の絶景スポット「元乃隅稲成神社」や「角

島大橋」を巡る便利な周遊バス。新山口駅で新幹線との接続もよく便利。 

   【運行期間】通年の土休日に運行（12月 29日（土）～１月３日(木)を除く） 

   【料金】大人 6,000 円 小学生以下 3,000 円 

       ※小学生以下運賃適用には大人の同伴が必要 

       ※席を必要としない同伴の幼児（小学生未満）は無料 

   【行程】湯田温泉（9:30発）～新山口駅（10:05発）～道の駅 北浦街道  

ほうほく(各自昼食)～角島大橋・角島灯台～元乃隅稲成神社～長門 

市駅（16：10頃着）～長門湯本温泉（16：30頃着）～新山口駅（18:10  

頃着）～湯田温泉（18:40頃着） 

   【予約・お問合せ】JTB旅の予約センター TEL：0570-052-489  

※５日前までに要予約 

           

  ○絶景バスツアー！！角島大橋＆元乃隅稲成神社を巡る旅 

下関駅・新下関駅から「元乃隅稲成神社」や「角島大橋」をめぐり、旬な野菜や新鮮な魚など

が購入できる「センザキッチン」にも立ち寄ることができる魅力的なルート。 

【運行期間】2018 年 10月～11 月の土曜日 

   【料金】大人 3,000 円 小児 2,000円 

【行程】下関駅・新下関駅（9:00～10:00頃発）～道の駅北浦街道ほうほく、元乃隅稲成神社、道

の駅センザキッチン、角島大橋等立ち寄り～新下関駅・下関駅（17:00～18:00 頃着予定） 

   【予約・お問合せ】（一社）下関観光ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ協会 TEL:083-223-1144 ※３日前までに要予約 

   

 ○スーパーはぎ号 

    新山口駅と東萩駅間を約 60 分で結ぶ便利な直行バスを 1日 16便（８往復）運行。 

  【運行期間】2018年４月１日～2019年３月 31日 毎日運行 

  【料金】片道 おとな 1,550 円 小児 780円 

  【お問合せ】中国 JRバス 0570-010-666 防長バス（株）萩営業所 0838-22-3811 

        ※個人利用の場合は予約不要、団体利用の場合は事前にバス会社へ要相談 

 

○駅レンタカー特別プラン 

   キャンペーン専用の旅行商品をご利用いただいたお客様には駅レンタカー利用料金の特別割引

を実施。対象車種について、通常１日 6,480 円のところ、3,000円でご利用いただけます。 

   対象営業所：新岩国駅、徳山駅、新山口駅、新下関駅、下関駅、津和野駅 

  

 

 



※写真はイメージです 

（５）「美人湯遭遇率日本一！？（※） オフ泉県やまぐち」キャンペーン 

山口県内にある温泉は、肌表面の余分な皮脂や角質を溶かして（オ  

フして）くれる「美人湯」が多いのが特徴です。山口県は、実はこの  

「美人湯」に遭遇できる確率が日本一！？（※） 

豊かな自然環境に包まれた温泉が各地に点在し、心のオフ（休暇）に    

もぴったりと、まさに山口県は「オフ泉県」！「オフ泉県やまぐち」の 

魅力を SNS で拡散いただいた方に抽選でスペシャルプレゼントが当たるキャンペーンも実施し

ます！ 

※一般旅行者が観光情報に基づき温泉地を選んだ時に中性～アルカリ性で重曹分が高割合の温泉（＝「美人湯」）に遭遇する

であろう確率（東海大学斉藤雅樹教授が各県の代表温泉地の美人湯度を評価） 

 

（６）食のおもてなし 

○明治維新 150年を記念した「お弁当」「お土産」の販売 

   明治維新 150 年を記念し、「おもしろき国山口 旅キャンペーン」に合わせたおもてなしの一環

として、新たに開発した「お弁当」及び７種類の「お土産」を新山口駅等で販売します！魅力い

っぱいの山口の食材、お土産に乞うご期待ください！ 

 

○やまぐちの地酒・ぶちうま！セット 

世界的にも有名な山口の地酒を気軽に楽しめるセットです。 

山口の地酒３種と地元特産品のおつまみを１セット 1,000 円で飲み比  

べできます。 

【実施期間】2018 年９月～12月 

【料金】1セット（地酒３種+おつまみ）1,000円 

【対象施設】下関グランドホテル／ホテルウィングインターナショナル下関／割烹旅館 寿美礼／ 

ホテル西長門リゾート／萩観光ホテル／萩グランドホテル天空／国民宿舎大城／ 

ホテル松原屋／湯本観光ホテル西京／美祢グランドホテル／大谷山荘 

   【お問合せ】山口県観光プロジェクト推進室 TEL:083-933-3204 

 

○秋の錦帯橋地酒舟 

   清流錦川に遊覧船を浮かべ、山口の地酒と岩国寿司等の郷土料理のお  

弁当を召し上がっていただくことができます。錦帯橋と紅葉に染まる 

山々の景色を眺めながら優雅なひとときをお楽しみください。 

先着 250名様には岩國焼のぐいのみをプレゼント！ 

 【設定日】乗合船 2018年９月 16 日～11月 30日の土曜日 12:00～13:00 

      貸切船 2018年９月 11 日～11月 30 日 11:00～14:00 

 【料金】3,000円（税込み、乗船料、お弁当、お酒代を含む） 

 【お問合せ】岩国市観光協会 鵜飼事務所 0827-28-2877 ※３日前までに要予約 

 

 

※写真はイメージです 

秋の錦帯橋地酒舟 



※写真はイメージです 

○やまぐち福（ふく）キャンペーン 

  山口県を代表する味覚「ふく」を気軽に味わっていただくキャンぺーン

です。「ふく」をメインとした昼食の提供や、対象宿泊施設の食事付宿泊

の夕食等に「ふく料理」を一品以上お付けして提供します。対象宿泊施設

の食事付き宿泊の夕食等に「ふく料理」を一品以上お付けするおトクなキ

ャンペーンを実施！ 

【実施期間】2018 年 12月～2019 年３月 

【対象施設】「おもしろき国山口 旅キャンペーン」専用サイトでご確認ください。 

（https://www.oidemase.or.jp/yamaguchi-dc/） 

 

（７）「明治維新 150 年おもしろき国山口 旅キャンペーン」プレゼント企画 

キャンペーン期間中に、専用旅行商品を利用して旅行されるお客様先 

着 10,000名様に新進気鋭の若手萩焼作家が手仕事で製作した萩焼豆皿 

をプレゼントします！ 

 

 

２ 「明治維新 150 年おもしろき国山口 旅キャンペーン」PRイベント・宣伝展開 

（１）大阪ステーションシティにて観光 PRイベント＆マルシェ開催！ 

    県や市町による観光 PRイベントや伝統芸能披露を行うステージイ

ベント等を開催します。県内から観光フレンズやゆるキャラが集合し、

キャンペーンの開幕を盛り上げます！ 

また、山口県内の名産品等を販売するプレミアムマルシェも同時に

開催します。キャンペーンが始まるこの機会に大阪駅で山口の魅力を存

分に感じてください！ 

 〔おもしろき国山口観光 PRステージ〕ＪＲ大阪駅５階時空の広場 

   【日時】2018年９月 29日（土）、30日（日）11:00～17:00 

※９月 30日（日）は 16:00まで 

  〔おもしろき国山口プレミアムマルシェ〕ＪＲ大阪駅２階アトリウム広場 

   【日時】2018年９月 27日（木）～30日（日）11:00～19:00  

※９月 30日（日）は 18:00まで 

 

（２）エキマルシェ大阪にてグルメフェアを開催！ 

    エキマルシェ大阪と連携して、山口県産の食材を使用した特別メニュ

ーを提供するグルメフェアを開催します。 

〔おもしろき国山口グルメフェア〕 

   【期間】2018年９月 21日（金）～30日（日）  

【場所】エキマルシェ大阪 

 

※写真はイメージです 

https://www.oidemase.or.jp/yamaguchi-dc/


（３）SL「やまぐち」号 D51－200 号機 80周年記念イベント開催！ 

    「明治維新 150年おもしろき国山口 旅キャンペーン」開幕を記念

し、10月６日（土）は SL「やまぐち」号の運転にあわせて新山口駅及

び津和野駅にてイベントを開催します。 

    また、2018年 10月６日は、D51-200号機が製造されて 80周年を迎

えることから、当日は 80周年仕様の特別ヘッドマークを取り付けて運

転します。乗車するお客様には、10月６日（土）限定の D51-200号機

80 周年記念ノベルティをプレゼント！イベントの詳細は決まり次第別途お知らせいたします。 

 

（４）ＪＲ西日本の主要駅や各種メディアでも PR 

   キャンペーン期間中は、特別企画やイベントの情報、山口県の観光 PR動画を専用サイトにて

紹介する他、JR西日本の主要駅にはキャンペーン PRのポスターや西 Naviを掲出いたします。  

また、各種メディアでもキャンペーンの特別企画を取り上げます。 

・専用サイト 

「おもしろき国山口 旅キャンペーン」専用サイト（https://www.oidemase.or.jp/yamaguchi-dc/） 

   ・主要駅での宣伝 

キャンペーンポスター掲出、西 Navi掲出 

   ・各種メディアでの宣伝  

https://www.oidemase.or.jp/yamaguchi-dc/
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〔おトクなきっぷ〕 

（１）やまぐち幕末 ISHIN きっぷ 

   山口県のご旅行に便利な「やまぐち幕末 ISHIN きっぷ」を現在発売中です！ 

  山口自由周遊区間までの往復新幹線普通車指定席と観光施設（２施設）の入場（館）券、自由周遊

区間内の JR在来線特急・普通列車普通車自由席、指定の路線バスがセットになったおトクなきっぷ

です。 

  ※お申し込みは２名様以上で 

  発売条件・商品効力等詳しくは、JRおでかけネット「トクトクきっぷ」のページ等でご覧ください。 

  ○発売期間 2018 年３月１日～2019年３月 28日まで 

        ※ご利用開始日の１ヶ月前から３日前まで発売 

  ○ご利用期間 2018 年４月１日～2019年４月２日までの連続する３日間 

        ※2019 年３月 31日ご利用開始分まで発売 

 ○発売箇所  

出発地周辺のJR西日本の主な駅のみどりの窓口及び主な旅行会社、JR西日本ネット予約（e5489）、

電話予約 

  ○設定区間・おねだん（１名様あたり）  ○山口自由周遊区間 

 

 

（２）山口ゆめ花博きっぷ 

  新山口駅までの JR往復新幹線普通車自由席と「山口ゆめ花博」入場引換券がセットになった「山

口ゆめ花博きっぷ」を現在発売中です！※お申し込みは２名様以上で 

   発売条件・商品効力等詳しくは、JRおでかけネット「トクトクきっぷ」のページ等でご覧ください。 

○発売期間 2018 年８月 14日～2018年 11 月２日まで 

           ※ご利用開始日の１ヶ月前から前日までの発売 

○ご利用期間 2018年９月 14 日～2018年 11月４日までの連続する２日間 

※2018 年 11月３日ご利用開始分まで発売 

○発売箇所 広島・山口・福岡（博多、小倉）エリアの JR 西日本の主な駅のみどりの窓口 

○主な出発地からのおねだん（おとな１名様あたり） 

   広島市内発着 8,100円 ／小倉発着 5,800円 ／博多発着 8,500 円 

   ※その他の設定区間もあります。※高校生・中学生・こどもの料金設定もあります。 

 

〔JRと宿泊がセットになった旅行プラン〕 

全国の主な旅行会社では、「明治維新 150年おもしろき国山口 旅キャンペーン」にあわせて、JRと

宿泊がセットになった山口エリアへの旅行プランを発売します。 

詳しくは、主な旅行会社へお問合せください。 

 

 

 

 発着駅 おとな こども 

京都市内 23,000 円 11,500 円 

大阪市内 22,000 円 11,000 円 

神姫ゾーン 21,000 円 10,500 円 

岡山 14,000 円 7,000 円 

福山 13,500 円 6,750 円 

広島 9,000 円 4,500 円 

博多 9,000 円 4,500 円 

要修正 


