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 このメールは、三重県関西事務所のメールマガジン配信のご登録をいただいた方にお届けしています。 

 

 連休が明けてからぐっと気温が下がり、秋の訪れを感じています。行楽の秋、感染症対策に気を配りながら、

お出かけの予定を立てている方も多いのではないでしょうか。 

今回のメルマガでは、三重県内の宿泊施設の宿泊代金や、遊び体験の費用がお得になるキャンペーンなどもご

紹介しています！三重県にお出かけの際は、ぜひお得なキャンペーンをご活用いただき、新しい旅のエチケット

を守って楽しい旅を！ 

 

 

◆インデックス◆ 

＜PICK UP!>  

 ○関西在住者も対象！「みえ得トラベルクーポン」 10/1（木）10時発行開始！ 

 

１ 三重県 イベント情報 in 関西 

○リーガロイヤルホテル（大阪）「三重県フェア」開催中【～10/31（土）】 

○「三重の応援企業」大阪シティ信用金庫の近鉄大阪線沿線５支店でロビー展 

「三重県津市 秋旅の情報発信 映画『浅田家！』のロケ地紹介」開催中 【～10/30（金）】 

 ○ラグザ大阪「にほんのお酒 special」【10月の毎週金・土曜日】 

○リトルおやつタウン Namba オープン！【10/31（土）】  

 

２ グルメ情報 in 関西 

 ○三重の応援店舗が増えました！ 

 ○三重の応援店舗で伊勢えび漁解禁を記念した伊勢えびメニューが食べられます！ 

 

３ 三重県ＮＥＷＳ 

○ＧＩ「三重」認定酒 23蔵 115 銘柄を発表 

○三重のお宝マーケットフォロー＆リツイートキャンペーン第３弾スタート！【10/1（木）～10/20（火）】 

○「三重の秋の魅力をシェアしよう！「#visitmie」～My Autumn Memories～」実施中【～11/30（月）】 

 

 

４ 県内 おすすめ情報  

〇10/2 公開の映画「浅田家！」のパネル展が津市内で開催中 

○「ULTRA SALE！ 三重の遊び体験 ぜーんぶっ半額！～あれもこれも遊んじゃえ～」実施中 

【～3/14（日）実施分までが対象】 

○「泊まって答えてラッキー！みえ旅プレミアムキャンペーン」実施中【～1/11（月・祝）】 

○御在所ロープウエイで４日間限定サンセット運転を実施！ 
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＜PICK UP!>  

○関西在住者も対象！「みえ得トラベルクーポン」 10/1（木）10時発行開始！ 

 お待たせしました！三重県内の宿泊施設を利用する際、宿泊料金が１人１泊最大 5,000円割引となるクーポン

券「みえ得トラベルクーポン」が、遂に関西在住の皆さまにもご利用いただけます！このクーポンは、国の「Go 

To トラベル事業」や、県内各市町等が独自に実施する他の観光振興事業との併用が可能です。 

●申込時期：10月１日（木）午前 10時受付開始 

●申込方法：インターネット（先着順）  

●利用期間：10月１日～令和３年１月 11日（月・祝）宿泊分まで 

●申込対象者：三重県、愛知県、岐阜県、大阪府、奈良県、和歌山県、滋賀県、京都府、兵庫県 在住者 

       ※18歳未満の方は申込できません 

●申込先： 

①「VISIT三重県特設サイト」 

 申込み先：【VISIT三重県特設サイト】https://mie.visit-town.com/mietoku02/ 

 詳しい申込の方法：https://mie.visit-town.com/assets/img/mietoku_vol02/guide_apply.pdf 

【お気を付けください】 

・クーポンを取得後、宿泊したい施設に「直接予約（電話・ネット）」し、クーポン番号を伝えてください。 

・クーポンの上限枚数は、お１人様につき２枚までです。 

・クーポンが利用できるのは、宿泊料金の最大半額までです。 

（例えば１人１泊 12,000円の宿泊料金の場合、2,500 円割引クーポン 2枚まで利用できます） 

・宿泊施設でのチェックイン時に、宿泊料金からクーポンの額を差し引いた金額を必ず現金で支払ってくだ

さい。 

 

 ②「じゃらん net特設サイト（ふるさとお得クーポン） 

  申込み先：【じゃらん net】https://www.jalan.net/theme/coupon/20200415/ 

  詳しい申込の方法：https://www.kankomie.or.jp/asset/miepre.jalan/miepre.jalan 

【お気を付けください】 

・クーポンを利用した予約数が、表示の先着予約に達した場合は、キャンペーン期間中であっても獲得済のク

ーポンがご利用できなくなりますので、ご了承ください。 

→クーポンを取得したら、すぐに「じゃらん net」で予約しましょう。 

そうしないと、せっかく獲得したクーポンが利用できなくなる可能性がありますので、ご注意ください。 

・クーポンを取得するには、「じゃらん net」の会員登録が必要です。（事前登録をおすすめします）。 

・クーポンは、１予約につき１枚のみ利用可能です。 

●詳細はこちら：https://www.kankomie.or.jp/report/detail_651.html 

●利用可能施設の一覧はこちら：https://mie.visit-town.com/assets/img/mietoku_vol02/list_facility.pdf 

 

 

１ 三重県 イベント情報 in 関西 

○リーガロイヤルホテル（大阪）「三重県フェア」開催中【～10/31（土）】 

 10 月 31 日（土）まで、大阪の迎賓館と呼ばれるリーガロイヤルホテルで、三重県産食材等を使用した「三重

県フェア」が開催中です。 

 10月からは、新たに２つのフェアメニューが登場！また、「カウンター割烹 みおつくし」では、ＧＩ三重の認

定を受けた日本酒もお楽しみいただけます。ぜひ、三重の食を、大阪でお楽しみください。 
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●開催期間：10月 31日（土）まで 

●開催場所：リーガロイヤルホテル（大阪）（大阪市北区中之島５-３-68） 

●新メニュー： 

みえジビエミートソースのパッパルデッレ（オールデイダイニング リモネ）【10/1（木）～】 

伊勢えび料理 各種（日本料理 なかのしま）【10/2（金）～】 

●詳細はこちら：https://www.rihga.co.jp/osaka/restaurant/fair_list/mie/ 

 

○「三重の応援企業」大阪シティ信用金庫の近鉄大阪線沿線５支店でロビー展 

「三重県津市 秋旅の情報発信 映画『浅田家！』のロケ地紹介」開催中 【～10/30（金）】 

10/2（金）に公開の映画「浅田家！」は、津市出身の写真家・浅田政志さんと家族の実話を描いた物語。「三重

の応援企業」である大阪シティ信用金庫のご協力のもと、5 つの支店で、津市の秋旅情報を、映画のロケ地情報

とともに、パンフレットやポスターを展示してご紹介しています。 

●開催日時：開催中～令和２年 10月 30日（金） 9：00～15：00 

●開催場所：大阪シティ信用金庫 近鉄大阪線沿線の５支店 

谷町支店、布施支店、八尾営業部、永和支店、山本支店 

 

○ラグザ大阪「にほんのお酒 special」【10月の毎週金・土曜日】 

 毎年大好評！ラグザ大阪に日本各地の自慢の日本酒が集まるイベント「にほんのお酒」。お酒の飲み比べセッ

トを、各店舗各日先着 20名限定で無料提供！三重県の日本酒は「はつえダイニング」でお楽しみいただけます。 

●開催日：10月２日（金）、３日（土）、９日（金）、10日（土）、16日（金）、17日（土）、23日（金）、 

24日（土）、30日（金）、31日（土） 

●開催時間：金曜日：17：00～22：00、土曜日：11:30～22:00 

●開催場所：ラグザ大阪Ｂ１階「はつえダイニング」（大阪市福島区福島５丁目６番 16 号） 

●メニュー：お酒の飲み比べセット（３種）  

        半蔵（純米大吟醸 神の穂） 

作 インプレッション M（純米吟醸 無濾過直汲み 極微発泡） 

鉾杉（山廃純米 仕込み 28号） 

      おつまみ など 

●詳細はこちら：https://www.laxa-osaka.com/pdf/2009_sake.pdf 

 

○リトルおやつタウン Namba オープン！【10/31（土）】 

ベビースターラーメンをモチーフにした、都市型テーマパーク「リトルおやつタウン Namba」が 10 月 31 日

（土）にオープン！自分好みの味付けでベビースターを作ることができる「体験エリア」や、揚げたてのベビー

スターを味わうことができる「テイクアウトコーナー」など、大人も子どもも夢中になるテーマパークです。10

月 15日（木）から、WEB予約がスタートしますので、気になる方は早めのご予約を♪ 

●オープン日：10月 31日（土） 

●場所：なんばパークス７階（大阪市浪速区難波中２-10-70） 

●詳細はこちら：https://oyatsu.town/namba/ 
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２ グルメ情報 in 関西 

○三重の応援店舗が増えました！ 

  ・japanese tea & bar senn（大阪市北区天満） 

  プレミアム松阪豚生ハムや、さくらポークウインナーと洋酒が愉しめる和風のショットバーです。 

  住所：大阪市北区天満４-16-８ ハイツ天満宮１階（最寄り駅：ＪＲ東西線 大阪天満宮駅） 

  営業時間：18：00～24：00 定休日：日曜日、祝日 TEL:080-5775-4168 

  Facebook：https://www.facebook.com/japaneseteaandbarsenn-111600333568262/?ref=page_internal 

   

 ・Cafe Oinaina（大阪市旭区千林） 

オーナーが三重県鳥羽市出身。伊勢うどんや鳥羽市の木「やまとたちばな」のお茶もあります。 

住所：大阪市旭区千林２丁目７-７ ハイツ雅３号館１階（最寄り駅：大阪メトロ谷町線 千林大宮駅） 

  営業時間：（日）9:30～17：30、（火）11:00～17：30、（水～土）9：00～18:00 

 定休日：月曜日・他 TEL:06-6953-6006  Twitter：https://twitter.com/oinaina 

 

○三重の応援店舗で伊勢えび漁解禁を記念した伊勢えびメニューが食べられます！ 

春から夏にかけての長い禁漁期間を経て、三重県内の多くの地域で 10 月１日（木）から伊勢えび漁が始ま

ります！これを記念して、大阪市内４つの「三重の応援店舗」では、伊勢えびメニューを提供♪この機会にぜ

ひご賞味ください。 

 開催期間：令和２年 10月１日（木）～10月８日（木） 

 開催店舗：①Belgian Brasserie Court Barrel 

大阪市中央区北浜４-７-28 住友ビルディング第２号館１階 

（最寄り駅：Osaka Metro 四つ橋線 肥後橋駅） 

公式 HP：https://belgianbrasseriecourt.jp/ 

       ②il desiderio ORTAGGIO 

        大阪市北区角田町８－７ 阪急うめだ本店 12階（最寄り駅：阪急大阪梅田駅） 

                公式 HP：http://ortaggio.jp/ 

       ③Brasserie&Wine café Buzz 

                大阪市北区小松原町２番４号 大阪富国生命ビル１階 

（最寄り駅：Osaka Metro谷町線 東梅田駅） 

        公式 HP：https://www.bwc-buzz.jp/ 

       ④pizzeria&bar Mano-e-Mano 

        大阪市北区中之島２-３-18 フェスティバルプラザ Ｂ１階 

（最寄り駅：Osaka Metro 四つ橋線 肥後橋駅） 

                公式 HP：https://mano-e-mano-on.jp/ 

 

３ 三重県ＮＥＷＳ 

○ＧＩ「三重」認定酒 23蔵 115 銘柄を発表 

 ＧＩ（Geographical Indication）とは、国税庁が定める、酒類の確立した品質や社会的評価がその酒類の産地

と本質的なつながりがある場合において、その産地名を独占的に名乗ることができる制度のことです。ＧＩ「三

重」は清酒で全国５番目の指定を受けました。ＧＩの指定を受けることにより、「地域ブランド」としての価値向

上や輸出拡大が期待できます。８月に行われた、三重県酒造協同組合の最初の審査でＧＩ「三重」の認定を受け

た日本酒は、23蔵の 115銘柄。今後、ＧＩ「三重」のロゴマーク付きで市場に出回りますので、ぜひチェックし
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てみてください。 

●ＧＩ「三重」認定酒の一覧など 詳細はこちら：http://www.mie-sake.or.jp/ 

 

○「三重のお宝マーケットフォロー＆ＲＴキャンペーン」第３弾スタート！【10/1～10/20】 

オール三重の県産品お取り寄せサイト「三重のお宝マーケット」で、抽選で素敵な三重県産品が当たるキャン

ペーン第３弾がスタート！「三重のお宝マーケット」公式 Twitter（@allmie_otakara）をフォローし、キャンペ

ーンツイートに「みえのお土産」をテーマにした「わたしのイチオシ！」のコメントをつけてリツイートするだ

け。ぜひご応募ください！ 

●キャンペーン開催期間：10月 1日（木）～10月 20日（火） 

●詳細はこちら：https://allmie.net/ 

 

○「三重の秋の魅力をシェアしよう！「#visitmie」～My Autumn Memories～」実施中 【～11/30】 

紅葉やフルーツ狩りなど、三重県の秋の思い出の写真や動画の投稿を募集中♪三重県公式インスタグラムアカ

ウント「@visitmie」をフォローし、「#visitmie」」をつけて、ご自身で撮影した画像や動画に、それにまつわる

秋の思い出を一言添えて投稿してください。優れた投稿には、志摩観光ホテル食事つきペア宿泊券などの豪華賞

品を授与する他、投稿キャンペーン公式ウェブサイトや公式インスタグラムアカウントにて紹介します！ 

ぜひ一緒にキャンペーンを盛り上げてください！ 

●キャンペーン実施期間：実施中～11月 30日（月）まで 

●詳細はこちら： https://www.kankomie.or.jp/special/visitmie/ 

 

 

４ 県内 おすすめ情報  

○10/2 公開の映画「浅田家！」のパネル展が津市内で開催中 

10 月 2 日（金）に公開の映画「浅田家！」は、津市出身の写真家・浅田政志さんと家族の実話を描いた物語。

主演を務める二宮和也さんをはじめとした豪華キャストで上映されます！主人公の出身地であり、ロケ地にもな

った津市では、映画公開を記念してパネル展「浅田家！展―ファインダーの向こう側、津市。―」を開催中です。 

また、津市で撮影されたシーンのロケ地マップは、三重県関西事務所で配布中！ご来所の方に、お一人様２枚

までお渡ししております。ぜひお気軽にお立ち寄りください♪ 

●パネル展開催スケジュール： 

開催中～９月 30日（水）：三重県総合博物館 MieMu 9:00～17:00（最終日は 12:00まで） 

 10月１日（木）～10月７日（水）：久居アルスプラザ 9:00～17:00 

10月９日（金）～10月 25日（日）：高田本山 専修寺 9:00～17:00 

11月 21日（土）～11月 29日（日）：津なぎさまち内旅客船ターミナル 6:00～20：45 

●詳細はこちら：https://www.info.city.tsu.mie.jp/www/asadake/ 

 

○「ULTRA SALE！ 三重の遊び体験 ぜーんぶっ半額！～あれもこれも遊んじゃえ～」実施中 

 遊び予約サイト「アソビュー」に掲載されている、三重県での体験・アクティビティがすべて通常料金の半額

で利用できるキャンペーン中！予約時にクーポンコード「mieasobi」を忘れず入力して、三重の遊び体験をお得

に楽しんでください♪ 

●キャンペーン対象者：三重県、岐阜県、愛知県、奈良県、大阪府、和歌山県 在住者のみ 

●キャンペーン対象期間：～令和３年３月 14日（日）までの利用分 

●詳細はこちら：https://www.asoview.com/note/2579/ 
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○「泊まって答えてラッキー！みえ旅プレミアムキャンペーン」実施中【～1/11（月・祝）】 

 「スマホでみえ得キャンペーン」の、宿泊者限定キャンペーン「泊まって答えてラッキー！みえ旅プレミアム

キャンペーン」を実施中です。キャンペーンの対象施設に泊まり、施設設置のＱＲコードを読み取ったら、デジ

タルスタンプを押印してスクラッチ！その後、アンケートに答えるだけで自動的に応募完了♪スクラッチの結果

によって、当選確率がアップします！抽選で 100名の方に、ペア宿泊券などの豪華賞品が当たります！奮ってご

参加ください♪ 

●キャンペーン実施期間：実施中～令和３年１月 11日（月・祝）まで 

●詳細はこちら： https://www.kankomie.or.jp/special/mietabipremium/ 

 

○御在所ロープウエイで４日間限定サンセット運転を実施！ 

 10 月中旬～11 月にかけて、エリアごとに紅葉が見頃を迎える御在所ロープウエイ。10 月は４日間限定でサン

セット運転を実施します！普段は見られない、山頂からの夕陽をお楽しみください♪ 

●開催日時：令和２年 10月 10日（土）、11日（日）、17日（土）、18日（日） 9:00～17：00（下り線最終 18:30） 

●開催場所：御在所ロープウエイ（三重県三重郡菰野町湯の山温泉） 

●詳細はこちら：https://www.gozaisho.co.jp/ 

 

 

 

■□■□■─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━■□■□■  

 

   発行： 三重県関西事務所 営業推進課（担当 鈴木） 

       Tel 06-6347-1932  Fax 06-6347-1935 

        E-Mail: mkansai@pref.mie.lg.jp 

Twitter: https://twitter.com/kansaimie 

       Facebook: https://www.facebook.com/mie.kansai/ 

 

       【シェア】、【フォロー】、【いいね！】 

三重の PRにご協力よろしくお願いします！ 

〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田 1丁目 11-4 

大阪駅前第 4ビル 8F 

今後メールの配信を希望されない場合は、お手数ですが、 

  三重県関西事務所までご連絡をお願いします。 
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