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大井川流域『ゆるキャン△×大井川』コラボキャンペーンに関しまして 

担当者名：戸塚 

 
日頃より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 
さて、川根本町まちづくり観光協会では以前より、大井川沿線地域が舞台として登場する人気コミック『ゆ

るキャン△』を活用した誘客事業を展開しております。この度、令和４年 10 月 8 日（土）より 11 月 27 日
（日）までの 51 日間、『なでしこ！リンちゃんと 3 人でキャンプ行くよ‼ ゆるキャン△×大井川』と題し
ましてゆるキャン△とのコラボキャンペーンを実施いたします。 

今回のコラボキャンペーンはコロナ禍での観光誘客をテーマとし、AR（拡張現実）を活用したものを軸に、
お客様にイベントとお買い物を楽しんでいただけるキャンペーンとなっています。 

実施地域は川根本町だけではなく、コミックス 10 巻 11 巻に登場する静岡市井川地区から島田市までの大
井川流域で実施いたします。 

詳細に関しましては以下をご覧ください。（全 6 種の項目がございます。）また、キャンペーン用 WEB ペー
ジは後日、川根本町まちづくり観光協会 HP で公開いたします。 

 

概要 
 
① モデル地行って AR 
 

期間 2022(令和４)年 10 月 8 日（土）～10 月 30 日（日） 以下前半 

11 月 4 日（金）～11 月 27 日（日） 以下後半 

場所 前半 島田市：蓬莱橋周辺、 川根本町：塩郷の吊橋周辺、千頭駅周辺、寸又峡温泉、 

   静岡市：井川ダム周辺  全 5 カ所 

後半 島田市：蓬莱橋周辺、 川根本町：塩郷の吊橋周辺、千頭駅周辺、接岨峡温泉、 

   静岡市：井川大仏周辺  全 5 カ所 

詳細 ・AR アプリ COCOAR をお客様各自のスマホへインストールしてもらい、アプリ内カメラでマ

ーカーを読むことでコミックスの場面がスマホ上に現れ、キャラクターやモデル地と一緒に写

真撮影ができます。。 
・マーカーは大井川流域で無料配布されるパンフレットもしくは専用サイトで公開されます。 

・AR はモデル地の周辺でなくては出現しません。 

・利用は無料です。 

注意事項 携帯電話の電波状況によっては出現しないことがあります。 

マーカーが上手く読み取れない場合は出現しない場合があります。 

お問い合わせ 川根本町まちづくり観光協会 担当 戸塚（お問合せ時間：9 時 00 分～１6 時 00 分） 

電話：0547-59-2746 E-mail：webmaster@okuooi.gr.jp 

 
 
 
 
 
 
 
 

画面は開発中の物です。 

🄫あｆろ／芳文社 

🄫あｆろ／芳文社 
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                            画面は開発中のもです。 
 
 
② 食べて飲んで AR（AR 機能付きランチョンマット配布） 
 

期間 2022(令和４)年 10 月 8 日（土）～11 月２7 日（日） 

※ランチョンマットが無くなった場合は終了予定日前に終了となる場合があります。 

場所 川根本町内 指定宿泊施設および指定飲食店 

静岡市井川地区 指定宿泊施設および指定飲食店 

島田市内 指定宿泊施設および指定飲食店 

※指定宿泊施設および指定飲食店は後日、川根本町まちづくり観光協会 HP で発表します。 

詳細 ・ランチョンマットは指定宿泊施設もしくは指定飲食店で食品もしくは飲料を注文頂いた際、無

料で差し上げます。ランチョンマットのみの配布や販売はいたしません。 

・ランチョンマットの柄は全 6 種です。また、出現するキャラクターはランダムに出現します。

・AR 利用方法は、AR アプリ COCOAR をお客様各自のスマホへインストールしてもらい、ア

プリ内カメラでマーカーを読むことでランチョンマット上にキャラクターが出現します。 
・AR の出現地域に制限はありません。 

・利用は無料です。 

注意事項 携帯電話の電波状況によっては出現しないことがあります。 

マーカーが上手く読み取れない場合は出現しない場合があります。 

スマホカメラがマーカーから外れるとキャラクターは消えます。再びマーカーを向けるとキャラ

クターが出現します。 

お問い合わせ 川根本町まちづくり観光協会 担当 戸塚（お問合せ時間：9 時 00 分～１6 時 00 分） 

電話：0547-59-2746 E-mail：webmaster@okuooi.gr.jp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ランチョンマット デザイン（案）    AR 出現イメージ（画面は開発中の物です。） 

🄫あｆろ／芳文社 
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③ お買い物でステッカー 
 

期間 2022(令和４)年 10 月 8 日（土）～11 月２7 日（日） 

※ステッカーが無くなり次第終了となります。 

協力店舗 川根本町まちづくり観光協会会員 

静岡市井川地区内店舗 

島田市指定店舗 

※全店舗の一覧は後日、川根本町まちづくり観光協会 HP で発表します。 

ステッカー配布場所 川根本町 地区：川根本町まちづくり観光協会 

島 田 地 区：島田市 897.4 茶屋 

静岡市井川地区：井川ビジターセンター 

詳細 ・上記協力店舗で「１店舗で 2,000 円（税込）以上」利用する 

 ※その際「レシート・領収書」等の購入証明書を受け取る 

・ステッカー配布場所窓口にてスタッフにステッカー要望の旨を伝え、購入証明書を提示

する 

・ステッカーを受け取る（お渡しするステッカーはランダムとなります） 

ステッカー詳細 オリジナルステッカー６種類（三角形：底辺８ｃｍ・高さ７ｃｍ） 

注意事項 購入証明書１枚につきステッカー１枚の進呈となります 

お問い合わせ 川根本町まちづくり観光協会 担当 戸塚（お問合せ時間：9 時 00 分～１6 時 00 分） 

電話：0547-59-2746 E-mail：webmaster@okuooi.gr.jp 

 

 

「ゆるキャン△オリジナルステッカー（６種類）」 
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④ あのキャンプ場で…おっ！（アプトいちしろキャンプ場でのテント等の展示） 
 

期間 2022(令和４)年 10 月 11 日（火）～11 月２4 日（木）内の指定日 28 日間 

※主に平日展示となります。 

場所 川根本町 アプトいちしろキャンプ場 

詳細 ・アプトいちしろキャンプ場 A-1 サイトにコミックスと同じようにテント等を設置し、訪れた

方に見てもらう。 

・見学は無料です。 

注意事項 展示物に触れることはできません。 

見学のみの方のキャンプ場への車の乗り入れはご遠慮願います。 

自家用車でお越しの方は長島ダムふれあい館駐車場をご利用ください。 

電車でお越しの方は大井川鐵道井川線アプトいちしろ駅で下車してお越しください。 

お問い合わせ 川根本町まちづくり観光協会 担当 戸塚（お問合せ時間：9 時 00 分～１6 時 00 分） 

電話：0547-59-2746 E-mail：webmaster@okuooi.gr.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

テント設営イメージ 

 

⑤ モデル地限定商品の販売 

 

各モデル地でそのモデル地でしか購入できない商品を製作し販売します。 

詳細は後日、川根本町まちづくり観光協会 HP で発表させていただきます。 

 
 

⑥ 吊橋カード「ゆるキャン△バージョン」配布終了 

 

令和 4 年 2 月 26 日より配布してきました、吊り橋カード「ゆるキャン△バージョン」は令和

4 年 11 月 27 日（日）をもって配布を終了いたします。 

多くの皆様に、大変好評をいただき川根本町の吊り橋を渡っていただき感謝しています。 

今後は、通常版の吊り橋カードを配布していきます。 

🄫あｆろ／芳文社 


