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記者会見資料【修正版】

カミのすむ山十和田湖 FeStA LuCe

2021-2022

第1章光の紅葉物語／第2章光の冬物語



■概要
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■事業内容

昨年に引き続き、十和田神社でイルミネーションイベントを開催する。開催期間を２つに分け、

『第１章 光の紅葉物語』『第２章 光の冬物語』というサブタイトルを設定。第１章では樹木のライトアップをメ

インに参道を演出し、第２章では動物やアーチの設置物を導入しウィンターシーズンらしいイルミネーション

へ変化させる。第１章（１０月２１日～１１月２３日）は十和田湖畔の観光のトップシーズンを迎えているため、

日中の景観を損ねる大型のオブジェは設置しない。

■イベント名称 カミのすむ山 十和田湖 FeStA LuCe 2021-2022

第１章 光の紅葉物語 ／ 第２章 光の冬物語

■開催日時 第１章 １０月２１日～１１月２３日 （毎日開催）

第２章 １２月 ４日～ ２月２０日 （水・木曜日休み）

土日祝日は花火ショー併設、（1月1日、2日のぞく）

但し、12月29（水）30（木）は営業とする

■開催時間 17:30 ～21:00（最終受付20:30）

花火の日は終了を21:30まで延長（最終受付21:00）（花火打上20:30）

※昨年は11月18日～1月8日17:00～21:00（最終受付20:30）、

1月9日～1月31日（日）は新型コロナウイルス感染症拡大の情勢を鑑み

17:00～20:00（最終受付19:30）に変更した。

※新型コロナ感染症の状況によって開催時間が変更になる場合があります。

■主要会場 十和田神社 (〒034-0301 青森県十和田市大字奥瀬十和田湖畔休屋486)

■主 催 十和田湖冬物語実行委員会

■事務局・入場券管理本部 （一社）十和田奥入瀬観光機構

※販売リスクは昨年と同じく事務局が負う。

※販売方法は『公式ホームページ』『当日窓口』『委託販売』により行う。

■入場料 大人 前売り 1,200円 ／ 当日 1,600円

小学生、未就学児 無料

パスポート 3,000円（期間中、何度でも入場可能。販売はWebのみ）

割引券 800円 (100枚以上購入の事業者への卸価格。売値は1,200 円を

下回らないこととする）
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■FestaLuce会場内マップ

第1章

第2章



1.エリアを区切って入場コントロールを行います。
①チケット販売枚数をコントロールして、1日の総入場者数を制限。

●一度に会場に入れる人数875名とする。

（会場面積3,500㎡÷1人に必要な距離４㎡＝875名）

●1日に会場に入れる人数を3,500名とする。

（875名×4回転＝3,500名）

②入場口を設け密にならないように、入場をコントロールします。

→入場受付に並ぶ列が密にならないよう、混雑時は誘導スタッフ

を配置してコントロール。

2.入場者を把握します。
①オンラインチケット販売システムで、入場日、購入者の連絡先を把握。

②実券購入者には、氏名、連絡先を記入していただく。

（チケット裏側に氏名記入欄を作る。個人情報の許諾を明記。）

3.体温チェック・ゲートの設置
①自動体温測定器(サーモカメラ)を設置し、来場者全員の体温を

チェック。

②体温、入場券チェック(情報確認)を完了した方は、手指消毒の後、

リストバンドを装着していただき、チェックが完了していることを共有。

4.緊急連絡

コロナ感染状況による緊急連絡が必要になった場合は、入場日ごとの入場者

情報をもとに、各種の連絡を行います。

また、感染状況により開催期間等の変更が生じた場合は、ホームページ、

SNS、十和田市駒らんメール、オンラインシステム連絡機能などを使って、情報

発信を行います。
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●主要対策

■新型コロナウイルス感染症防止対策
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■新型コロナウイルス感染症防止対策

下記のいずれかの条件を満たした方のみご入場いただけます（但し、
小学生、未就学児は保護者が以下の条件を満たしていれば入場を認
めます）。

当日は下記のいずれかをご提示していただきます。

①入場前1週間以内のPCR検査結果が陰性
PCR検査を受けて頂き、入場前1週間以内のPCR検査結果が陰性の証
明書等を当日持参(コピー、写真可）。

②新型コロナウイルスワクチン接種2回を完了
ワクチン接種証明書または2回の接種終了が分かる接種券や記録書、
接種済証等を当日持参(コピー、写真可）。

③入場前1週間以内の抗原測定キットでの陰性判定
入場前1週間以内にご自宅にて抗原検査を受けていただき、陰性判定
が出た方のみご入場いただけます。

当日入場受付にて陰性証明書に署名が必要です。

なお、新型コロナの中でのイベント開催ガイドラインやワクチン接種者
の確認等の方法は日々変化しており、

専用アプリの開発なども進んでいるようですので、最新の国、県、業界
の手法に合わせて行います。

●新入場のルールを導入
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タイトルは正式名称を①とし、掲載先によって②又は③の略称を使用する。

①正式名称
カミのすむ山 十和田湖 FeStA LuCe 2021-2022
第１章 光の紅葉物語 ／ 第２章 光の冬物語

②ショートバージョン
カミのすむ山 十和田湖 FeStA LuCe 2021-2022

③ベリーショートバージョン
十和田湖 FeStA LuCe

※制服ロゴ

■タイトル扱い
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■券種一覧

払い戻しは原則受け付けない

区分 実券
WEB チ
ケット

販売場所 価格 入場受付での対応

当日券 ◯ 入場受付 ¥1,600 現金と当日券を引換

前売実券 ◯ ¥1,200

特別入場券 ◯ ¥1,200

旅行社
バウチャー

◯ 旅行社 ¥1,200

peatix ◯ WEB ¥1,200 画面確認後、チェックインをタップ

PassMarket ◯ WEB ¥1,200 画面確認後、チェックインをタップ

ローチケ ◯ 店舗 ¥1,200

WEBローチケ ◯ WEB ¥1,200 画面確認後、チェックインをタップ

当日券（緑）

チケット裏面



■注意事項告知 （HP Q&Aページ掲載予定項目）
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Q.十和田神社に参拝はできますか？
17時までは通常通り十和田神社へご参拝を頂けます。
17時から17時半の間はイベント準備のため一度入場規制をさせて頂きます。

Q.何時から入場できるの？最終入場時間は？
光の冬物語は17時30分から入場可能となります。（当日券は17時15分からチケット
売り場で購入いただけます）最終入場時間は20時30分、消灯時間は21時です。

Q.割引はあるの？
開催前日まで公式HPより前売券1,200円をご購入頂けます。
JAF会員証等での割引はありません。

Q.ペット同伴できるの？

犬・猫等の小型ペット同伴でのご入場が可能です。ペットには必ずリードをお付けに
なり、トイレの後始末等も飼い主様で責任を持ってお願いいたします。

Q.十和田湖は寒いの？どんな服装が適切？

街中に比べ標高が高いため、気温が低く天候も変動しやすいエリアです。防寒具を
お持ちいただく事をお勧め致します。また、会場内は未舗装の箇所が多いため、歩
きやすいお履き物でお越し下さいますようお願い致します。

Q.駐車場はある？無料？
イベント期間中、休屋北駐車場をご利用下さい。1台500円、但し、12月4日以降終

日無料です。

Q.動画、写真は撮影していいの？

どうぞご自由に撮影してください。そしてSNSなどに素敵なお写真などをシェアして
いただけると嬉しいです。



No 項目 事業内容

①
焼山～休屋イベント会場間

シャトルバス運行

【運行（案）】

　運行区間：焼山～休屋イベント会場間

　運行日時：10～12月のうち週末の運行を中心に合計38日

　運行時間：ナイトタイムエコノミーの活性化を目的に夜間時間帯に運行する。

　運行便数：１日１往復

　運　　賃：無料

②

十和田湖西湖畔エリア～

休屋イベント会場間

シャトルバス

【運行（案）】

　運行区間：十和田湖西湖畔（プリンスホテル・十和田ホテル）～休屋イベント

会場間

　運行日時：10/21～11/７の毎日　計18日

　運行時間：ナイトタイムエコノミーの活性化を目的に夜間時間帯に運行する。

　運行便数：１日１往復

　運　　賃：無料

③ 写真・動画撮影 次年度プロモーションに向け動画・写真撮影を行う。

④ チラシ制作 バス運行等の周知用チラシの作成と配布を行う。

【環境省】国立公園・温泉地等での滞在型ツアー・ワーケーション推進事業費補助金

事業概要

　十和田八幡平国立公園では冬季の閑散期における宿泊客の増加が大きな課題である。

　観光の平準化を目指し冬季閑散期には光の冬物語や奥入瀬渓流氷瀑ツアーなど集客につながる多様なナイトタイム

コンテンツを展開しているが、旅行者にとっては二次交通が大きな課題である。特に個人の旅行客にとっては冬季の

夜間の移動は不安である。冬季の十和田奥入瀬の夜の魅力を満喫するコンテンツの創出によって長期滞在、ワーケー

ションにつなげ宿泊客の増加・観光消費額を高めると同時に、本事業において宿泊施設とナイトタイムコンテンツを

繋ぐ二次交通を確保することで滞在型ツアーの造成に繋げる。

　また加えて、運行のチラシ制作、アクセス・イベント動画、写真素材を制作し次年度以降の冬季プロモーション活

動にも活かしていく。



No 項目 事業内容

① スノーすべり台

近隣のファミリー層を呼び込むため、雪で滑り台を制作し日中の時間帯に楽しめるコ

ンテンツとして無料開放する。

開催期間：１月下旬～２月20日

※降雪状況により変動する可能性あり。

開催場所：十和田湖観光交流センターぷらっと前桟橋広場

入場料：無料

② スノーパーク整備

十和田湖畔休屋多目的広場にスノーパークを整備。

周辺事業者を中心に出展者を募集し、スノーアクティビティを提供するスペースを無

償で貸し出す。

開催期間：１月下旬～２月20日

※降雪状況により前後する可能性あり。

開催場所：十和田湖畔休屋多目的広場

入場料：無料

アクティビティ体験料：有料

③ 冬花火

冬花火を打ち上げる。花火観覧料は無料とする。

開催日時：12月4日,5日,11日,12日,18日,19日,24日,25日,26日    合計９回

　　　　　20:00～特設ステージにて津軽三味線の演奏（20分程度)

　　　　　20:30～冬花火打ち上げ（５分程度）

場　所：十和田湖畔休屋多目的広場

入場料：無料

　※原則12月中に打ち上げることとし、万が一悪天候等の場合は、１月に延期になる

可能性あり。

④
一ノ宮周辺

イルミネーション装飾

㈱タカショーデジテックに委託

一ノ宮周辺を中心にイルミネーションで飾り付ける店舗と導線確保のため

太陽光を使った環境に優しいサイネージイルミネーション等を活用

光の紅葉・冬物語開催期間中実施する。

⑤ 広報・PR ①テレビ露出    ②プレスリリース ③SNS広告     等

【観光庁】既存観光拠点再生・高付加価値化推進事業補助金    事業概要

　本事業は、観光庁交付金を活用し、十和田湖畔エリアにおいて魅力的な実証イベントを展開することで、エリア

への入込・消費そしてエリア内の回遊を促進し、滞在時間を増加させ、観光消費額を増加させることを目的に実施

する。これにより新型コロナウイルス感染症の影響で大打撃を受けている宿泊施設等の既存観光施設の再生と高付

加価値化につなげる。


