
案件番号申請者 ツアータイトル 観る する 支える 実施するスポーツ 目的地

51 株式会社ＪＴＢ北海道
氷都「苫小牧」　ブルームボール体験プレーとアイスホッケーアジ
アリーグ観戦ツアー

観る する ブルームボール 北海道

81 北海道カーリング協会
日本カーリングの聖地『常呂』でレッツカーリング！　　～　オリン
ピックの『テクニック』を観て感じて体験する２日間

観る する カーリング 北海道

85
（共同申請）社団法人北海道総
合研究調査会［略称HIT］
株式会社　北海道宝島旅行社

2014年ソチ冬季オリンピックを100倍楽しくするツアー～オリンピッ
ク選手と体験するウィンター･スポーツ in 札幌～

観る する カーリング 北海道

108
秋田プロバスケットボールクラブ
株式会社

＜仙台８９ＥＲＳブースター向け＞なまはげ柴灯まつりとｂｊリーグ
【仙台×秋田】観戦ツアー

観る バスケットボール 秋田県

88 近畿日本ツーリスト株式会社 気仙沼　クリーンアップダイビングモニターツアー する 支える ダイビング 宮城県

59
財団法人日本ラグビーフット
ボール協会

トップリーグオールスター FOR ALL チャリティーマッチ2012観戦と
仙台観光

観る ラグビー 宮城県

107 One's Hands プロジェクト 大学生限定　バスで行く明日の蔵王を考えるスキーツアー する スキー 山形県
95 株式会社　全旅 絶景三陸の豊かな漁場　釜石・根浜海岸の海でスポーツフィッシ する フィッシング 岩手県

109
株式会社Ｊリーグメディアプロ
モーション

JリーグOB選手と体感！親子で楽しむフットボールツーリズムin
岩手

する サッカー 岩手県

80 株式会社星野リゾート

イケメン保障付きインストラクターとバートン開発の初心者向け
ボード無料レンタルで上達＆満足のガールズツアー＆雪の世界
で、彼・彼女は３割以上輝いて見える！「雪コン」ツアー（男子＆
肉食女子には、プチ技習得レッスンあり！）

観る する スノーボード 福島県

65 いわき市公営競技事務所 女子限定『競輪体験といわき満喫＆震災復興ツアー』 観る 競輪 福島県

106
GAMBARUZO!ふくしま実行委員
会

GAMBARUZO!ふくしまウインタートライアスロン大会参加ツアー 観る 支える ウィンタートライアスロン 福島県

75 株式会社栃木ユナイテッド HC日光アイスバックスファン感謝デー　特別イベント参加ツアー 観る する アイスホッケー 栃木県

2 有限会社カッパCLUB
冬のみなかみ大満喫！エアボード＆スノーシューで雪あそび体
験2日間

する スノーシュー 群馬県

56 社団法人笠間観光協会 恋人の聖地でゴルコンツアー する ゴルフ 茨城県

27 トップツアー株式会社
「"熱気球〟"パラグライダー〟2大スカイスポーツと〝宇宙〟を学
ぶモニター体験ツアー！」

する スカイスポーツ 茨城県

91 鋸南クロススポーツ協議会 第一回きょなん頼朝桜リレーマラソンバスツアー する マラソン 千葉県

35
株式会社ツーリズム・マーケテイ
ング研究所

サイクルツーリズムinちば　～アースライド＆サイクルトレイン～ する サイクリング 千葉県

50
ASTCトライアスロンアジア選手
権（2012/館山）実行委員会

アジトラ事前合宿ツアー
（仮称）

する トライアスロン 千葉県

73 さいたまスポーツコミッション サッカーの街さいたまを満喫！さいたま市サッカー尽くしツアー 観る する サッカー 埼玉県
62 日本中央競馬会 特別室で観るJRA競馬観戦と武蔵野ビール工場見学 観る 競馬 東京都
69 一般社団法人　RE-BORN47 伝統の日本を感じよう！東京名所観光と力士の生活をのぞく 観る する 相撲 東京都
104 株式会社ＲＩＧＨＴＳ． 伊豆大島ランニングコース認定ツアー する ランニング 東京都

42
東北アイスホッケークラブ株式
会社

アジアリーグアイスホッケー応援・体験ツアー 観る アイスホッケー 東京都

47 横須賀集客促進実行委員会 ヨコスカ「海と緑のジョギング×観光」モニターツアー する ジョギング 神奈川県
70 株式会社タビゼン 八ヶ岳で初めての乗馬 する 支える 乗馬 山梨県

101 トラベルmama運動　実行委員会 トラベルママ運動　スノーキャンプin岩原 する スキー 新潟県

19 信州・長和町観光協会 BLACK＆WHITE～黒耀スノートレイル する スノーシュー 長野県

52
生活協同組合連合会　大学生
活協同組合東京事業連合

世界クオリティー「白馬の冬体験」スノーボードデビューと、雪上ピ
クニック（スノーシュー＆雪の上のチーズ・チョコフォンデュ）、夜は
白馬の魅力を知りつくした外国人（デイビットさん）による企画も！

する スキー 長野県

97 岡谷市観光協会 温泉卓球（ラージボール卓球）合宿モニターツアー する 支える 卓球 長野県
74 株式会社リアルエンターテインメ DEEP観戦と、現役格闘家と行く静岡グルメツアー 観る する 支える 格闘技 静岡県

29 蒲郡市観光協会
～「ノルディックウォーキング体験会」と「健康食メニュー」で元気
に！～海と温泉のまち・がまごおりで「健康計画」はじめよう！

する ノルディックウォーキング 愛知県

53
津市森林セラピー基地運営協
議会

湯ったり。食べて。歩いて。飲んで。癒される。津市森林セラピー
リラクゼーションツアー

する ノルディックウォーキング 三重県

102 株式会社モビリティランド 伊勢神宮参拝と鈴鹿サーキット50周年ファン感謝デー 観る モータースポーツ 三重県
79 株式会社トレイルランニング 鏑木毅選手と行く！　熊野古道伊勢路・トレイルランニングの旅 観る トレイルランニング 三重県

30 吉本興業株式会社
≪女子限定≫フルーツ、エキソサイズ&ダイアローグ!!　女子力UP
で、キレイになる紀の里ツアー

する ノルディックウォーキング 和歌山県

82
神戸夙川学院大学　観光文化
学部

関西最大級の本格的ダイビング合宿施設とまぼろしの魚｢天然本
クエ｣を食す　由良町ダイビングツアー

する 支える ダイビング 和歌山県

5 高島トレイル運営協議会 高島トレイル 朽木Localカントリーtour する スノーシュー 滋賀県

37
株式会社日本旅行西日本MICE
営業部

ノルディック・ウォークでめぐる仁徳陵古墳＆商都・堺（千利休と与
謝野晶子を偲ぶ道）

する ノルディックウォーキング 大阪府

34
株式会社ジャパンスポーツコミッ
ション

スポーツひのまるキッズ近畿小学生柔道大会 観る する 支える 柔道 大阪府

60 株式会社JTB九州
ラグビー日本代表のレジェンズ達とラガーマンの聖地（東大阪市）
満喫ツアー

する ラグビー 大阪府

77 近畿日本ツーリスト株式会社 「走ろう！若草山」　若草山ヒルクライム参加ツアー する サイクリング 奈良県
22 高野地域づくり未来塾 スポーツ雪合戦体験と高野農家でのおもてなしツアー する 雪合戦 広島県

92 世羅町観光協会
せらランニングツアー　“Ｔｈｅ　修行”　　　～駅伝の聖地で自分を
追い込め！～

する ランニング 広島県

28
サンポート高松トライアスロン実
行委員会

"うどん県でトライアスロンチャレンジ"
春休み親子トライアスロンチャレンジツアー～瀬戸内国際体育祭
～

する 支える トライアスロン 香川県

89
株式会社よしもとクリエイティブ・
エージェンシー

”よしもと住みます芸人”も同行　ワンコと一緒にエクササイズ!
「ペットとスポーツ」ツアー

する トレッキング 香川県

39 福岡西部Ｅまちづくり協議会
～ソフトバンクホークス プロ野球日本一記念～　「OBM野球教
室」&「オープン戦観戦」とＥまちめぐりツアー

観る する プロ野球 福岡県

32
株式会社 JTBコミュニケーショ
ンズ九州

茶のくに八女・奥八女の「和心」体験ツアー する 弓道 福岡県

111 株式会社　日本旅行
新しい趣味見つけませんか？？
団塊世代・シニア世代によるバトミントン技術強化合宿ツアー

する 支える バドミントン 熊本県

83 一般社団法人　延岡観光協会 ノベ☆スタと行く「スピリチュアルトレッキング」 する トレッキング 宮崎県

61
ＦＣ琉球（株式会社沖縄ドリーム
ファクトリー）

美ら島サッカーキャンプ2012　「サンフレッチェ広島＆FC琉球
サッカー交流　バスツアー in OKINAWA」

観る する サッカー 沖縄県

国内スポーツ観光顧客満足度調査業務におけるモニターツアー内定一覧
観光庁スポーツ観光推進室


