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第１章 事業の概要 

１－１ 本事業の目的 

   本事業は、地域の発案に基づき、地域活性化に資する旅行商品のモニターツアーを 

企画・造成し、合わせて、参加者や関係者へのアンケート等を実施することにより、 

再来訪の意向や消費額等の経済効果を調査し、効果検証を行うことを目的とする。 

１－２ 本事業の構成（実施フロー） 

モニターツアーの造成によるニューツーリズム

の推進に関する調査事業

モニターツアー実施事業者

募集スキーム検討

対象となるモニター

ツアーの要件
支援基準 募集方法

モニターツアーの

公募・集約

選定基準の

検討

モニターツアーの

選定

選定委員会の

開催

モニターツアー

実施告知

選定事業者による

ﾓﾆﾀｰﾂｱｰ造成・参加者募集

ニューツーリズムの

普及・啓蒙

モニターツアーの

催行

アンケートの

実施

アンケート集約

入力・分析

ヒアリングの

実施

報告書取り纏め 次年度の取り組みへ
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第２章 モニターツアーの募集業務

２－１ 対象とするモニターツアーの基準と支援対象経費 

１．対象とするモニターツアーの要件 

 当事業で募集するモニターツアーは、下記の全ての項目に該当するツアーとした。 

（１）地域の複数の業態の者が実質的に連携したツアーであること 

（２）平成 23年 3月 15 日までにモニターツアーを実施し、効果分析に必要なアンケー 

トを行うこと 

（注）３月 11 日発生の東北地方太平洋沖地震以降に催行日を設定していたツアー 

については、平成 23 年３月末まで催行日を延期することができる。 

（３）ツアーの実施主体が次年度以降も同様のツアーを実施すること 

（４）自治体やそれに準ずる組織（観光協会・協議会等）と一体となった取組を前提と 

して、旅行業登録事業者がツアーを主催すること  

（５）これまでのニューツーリズムに関する調査（ニューツーリズム創出・流通促進事 

業等）から明らかになった各課題解決（別添参考）に資すると判断されるもの、 

又は各地域が抱えるそれぞれの資源活用や滞在型観光促進等の課題解決を図るこ 

と 

（６）ツアーの実行可能性、地域経済への波及効果等の高いものであること 

（７）新たなニーズ、旅行スタイルの創出につながるテーマ、内容となっていること 

（８）現在、既に商品化されたツアーでないこと 

（９）募集対象者や募集対象地域及び広告方法が明確に設定されていること 

（10）ツアー参加者には一定限度の負担を求めること 

２．支援対象とする経費 

＜対象となる経費＞ 

①モニターツアーの企画及び広報に係る経費 

例）企画のための下見・会議・打合せ等の経費 

       募集広告・パンフレット・インターネット掲載等 

②モニターツアー催行に係る経費 

例）モニターツアーの宿泊費・一次二次交通費・飲食費・入館料・主催者が加 

入する保険料（注１）・コンダクター（添乗員）経費（注２） 

（注１）参加者が任意で加入する旅行傷害保険は対象外。 

（注２）添乗員が人材派遣会社から派遣され、派遣会社に支払いが発生す 

る場合に限る。 

※対象とならない経費の例 

①施設整備（ハード整備）に係る経費 

②平成22年度内に実施されない活動に係る経費 
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③国等により別途、補助金、委託費等が支給されているもの、あるいは支給を予定 

されているもの 

④支援対象ツアーとして選定される前の経費 

   ⑤最少催行人員に達しない等の理由により、モニターツアーが実施されなかった場 

合の経費 

＜支援金額＞ 

モニターツアー造成に係る経費の総額（企画及び広報に係る経費と催行に係る経 

費の合計）から、参加者負担額やその他の収入を差し引いた金額を支援金額とす 

る。 

    ただし、支援金額は、経費の総額の８割を超えず、催行に係る経費の５割と企画 

及び広報に係る経費の合計額を超えない範囲とする。 



- 4 - 

ニューツーリズムにおける個別課題について

■ニューツーリズムの定義（観光立国推進基本計画より） 
産業観光 
「歴史的・文化的価値のある工場等やその遺構、機械器具、最先端の技術を備えた工場等を対象とした
観光で、学びや体験を伴うものである。」 

グリーン・ツーリズム 
「農山漁村地域において自然、文化、人々との交流を楽しむ滞在型の余暇活動であり、農作業体験や農
産物加工、農林漁家民泊、さらには食育などがこれに当たる。」 

エコツーリズム 
「自然環境や歴史文化を対象とし、それらを損なうことなく、それらを体験し学ぶ観光のあり方であり、
地域の自然環境やそれと密接に関連する風俗慣習等の生活文化に係る資源を持続的に保全しつつ、新た
な観光需要を掘り起こすことにより、地域の社会・経済の健全な発展に寄与し、ひいては環境と経済を
持続的に両立させていくことにつながるものである。ホエールウォッチングなど野生生物を観察するツ
アーや、植林や清掃など環境保全のために実際に貢献をするボランティア的ツアーなどが、これに当た
る。」 

ヘルスツーリズム 
「自然豊かな地域を訪れ、そこにある自然、温泉や身体に優しい料理を味わい、心身ともに癒され、健
康を回復・増進・保持する新しい観光形態であり、医療に近いものからレジャーに近いものまで様々な
ものが含まれる。」 

文化観光 
「日本の歴史、伝統といった文化的な要素に対する知的欲求を満たすことを目的とする観光。」 

 （※その他、ファッション、食、映画、アニメ、ゲーム等も含む）

■各ツーリズムの課題例について
○共通課題（例）

・新たな形態の旅行商品であるため、具体的な旅行者ニーズに関する情報や成功事例の蓄積が十分でな
く、地域の観光関係者がその創出に取り組みにくい。 

○産業観光の抱える課題（例）
・産業観光に取り組む地域全体としてのブランド化

 ・安定した収益を確保できるようなビジネスモデルの構築
・付加価値を付与するようなガイド等の養成
・事業全体をマネージメントする人材の育成
・安全対策等のインフラ整備

○グリーン・ツーリズムの抱える課題（例）
 ・都市住民等のニーズに即した受入れ体制の整備

・農山漁村への訪問に対する消費者の潜在的願望の掘り起こし
・農山漁村地域単独では消費者視点に欠け、商品の企画力・販売力が脆弱

 ・都市と農山漁村とを結ぶ情報発信機能の強化
○エコツーリズムの抱える課題（例）

・自然環境への負荷増大や生態系の破壊
・利用マナーの低下
・世界遺産地域など特定地域以外での普及拡大
・解説技術の未熟なガイドの存在

○ヘルスツーリズムの抱える課題（例）
 ・長期滞在ができる環境（経済的負担の軽減）の整備
 ・同業種、異業種の連携を図る地域コーディネーターやプロデューサーの配置
 ・利用者に効能効果についての一定の説明ができる実証データの有無
○文化観光の抱える課題（例）
 ・文化発信が質・量ともに不足
 ・地域の文化財を面的に捉え、観光や地域活性化に生かす視点が欠如

・新たな文化コンテンツを活用した事例創出（ファッション、食、映画、アニメ、ゲーム等）
●参考資料
「観光立国推進基本計画」（http://www.mlit.go.jp/kankocho/kankorikkoku/kihonkeikaku.html）
「ニューツーリズム創出・流通促進事業」（http://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/sangyou/new_tourism.html） 

「観光連携コンソーシアム」（http://www.mlit.go.jp/kankocho/iinkai/suishinhonbu/renkei_consortium.html）
「産業観光ビジネスモデルの手法」（産業観光推進会議）

「グリーン・ツーリズムから田舎暮らしへの展開」（全国農業協同組合中央会・社団法人全国農協観光協会）

「ヘルスツーリズムの推進に向けて」（社団法人日本観光協会）

（別添参考）



- 5 - 

２－２． モニターツアーの募集方法 

モニターツアーの募集については、下記の要領により、観光庁ホームページなら

びに事務局である㈱ツーリズム・マーケティング研究所のホームページにアップし、

公募した。 

①募集期間 

    平成２２年１２月２４日（金）～平成２３年１月７日（金）17時 必着 

②応募方法 

    「モニターツアーの造成によるニューツーリズムの推進に関する調査事業」エン 

トリーシート【別紙１】及びモニターツアーの造成経費内訳（概算）【別紙２】に必 

要事項を記入の上、募集期間中に、（株）ツーリズム・マーケティング研究所に提出 

する。（必要に応じ参考資料を添付、参考資料は３枚以内とする） 

【モニターツアー募集の観光庁画面】
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【事務局㈱ツーリズム・マーケティング研究所の募集告知画面】
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【別紙１】

代表団体名

代表者氏名

所在地

担当者名 　

電話・ファックス番号

メールアドレス

主催旅行会社名
及び協会加入の有無

会社名（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　□（社）日本旅行業協会　□（社）全国旅行業協会

所在地

担当者名

電話・ファックス番号

メールアドレス

3

4

5

6
□グリーン・ツーリズム　　　□エコツーリズム    　□産業観光
□ヘルスツーリズム　　　　  □文化観光　           □その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

7

8

9

10

11

12

13

14

15
□支援対象決定後に実施
□支援対象決定にかかわらず、選定前から実施

16 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

17

18

19

20

21 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円　（一人当たり）

22 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円　（一人当たり）

23 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

申
請
者

ツアー参加者募集開始時期

ツアー造成経費総額
※内訳を別葉にすること（別紙２参照）

一催行あたりの募集人員、
最少催行人員

「モニターツアーの造成によるニューツーリズムの推進に関する調査事業」　エントリーシート

ツアータイトル

調査・検証する内容又は
解決が期待できる課題①

（全国的な視点からの各ツーリズム
特有の共通課題解決（【参考】参照）
又は滞在型観光促進への課題解決）

調査・検証する内容又は
解決が期待できる課題②
（地域独自の課題解決）

観光振興に向けた
地域の取組との連携状況

主
催
旅
行
会
社

支援希望額

ニューツーリズムの区分
（重複可）

新規性

催行予定日

催行日程（目的地、出発地、

宿泊地、帰着地、日数）

体験・交流メニュー

今回のモニターツアー参加者負担額

セールスポイント

商品化した際の販売価格

1

　※　枚数は３枚までとして下さい。

調査・検証する内容又は
解決が期待できる課題③

（観光圏で抱えている課題解決
（観光圏整備法に基づく協議会の場合）)

次年度以降の展開ビジョン

ターゲットとして想定する
市場地域、客層

13で想定した市場地域・客層に
対する広告・宣伝方法

2

本事業の連携団体
（自治体等及び地域事業者）
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【別紙２】

年　　月　　日

（単位：円）

NO 項目 内訳 数量 単位 単価 金額 備考

（Ａ）の合計

（Ｂ）の合計

（Ｃ）の合計

（D）の合計

1

支援希望額　【（F）と（G）と（H）の内で最も低い額】

　※　必要な場合は、行を追加して下さい。

2 モニターツアーの広報に係る経費（Ｂ）

3

4
モニターツアー参加者負担額
及びその他の収入（D）

モニターツアー催行に係る経費（Ｃ）

　※　ツアー催行に係る費用は、ツアー募集人員で計算して下さい。

（Ａ）＋（Ｂ）＋【（Ｃ）×５０％】　　＝　（H）　

（E）　×　８０％　＝　（G）

モニターツアーの造成経費内訳（概算）

経費の合計　（Ａ）＋（Ｂ）＋（Ｃ）＝　（E）

【代表団体名】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

モニターツアーの企画に係る経費（Ａ）

　※　支援対象外の項目は、記載しないでください。

　※　ツアー催行に係る費用には、出発地からの交通費等も含みます。

（E）　－　（D）　＝　（F）

【主催旅行会社名】

【ツアータイトル】
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２－３．モニターツアーの応募結果 

以上の応募基準により全国にモニターツアー事業者の公募をおこなったところ、年末年

始の限られた期間にもかかわらず、164 件の応募があった（表２－１）。観光圏から 30件の

応募があったが、観光圏以外の地域からも 134 件の応募があり、ニューツーリズムに対す

る地域の取り組みの熱意がうかがえる。また地域別では、ツアー実施期間が実質２月から

の一ヶ月半という東日本から東北、北海道地域においては積雪の厳しい期間であるにも係

わらず、多くの応募が見られた点が特徴である。さらにニューツーリズムのテーマとして

は、一つのテーマに集中することなく、多彩なテーマでの応募があった。 

観光圏 観光圏以外 グリーンツーリズム エコツーリズム 産業観光 ヘルスツーリズム 文化観光 その他

北海道 3件 9件 3件 6件 8件 3件 6件 6件 12件

東北 0件 23件 9件 5件 6件 5件 12件 4件 23件

関東 3件 19件 8件 6件 6件 5件 14件 2件 22件

北陸信越 12件 11件 6件 3件 6件 7件 9件 3件 23件

中部 3件 12件 2件 5件 1件 2件 9件 2件 15件

近畿 3件 28件 10件 12件 9件 6件 16件 6件 31件

中国 3件 12件 4件 3件 4件 1件 11件 6件 15件

四国 2件 8件 5件 5件 5件 1件 5件 2件 10件

九州・沖縄 1件 12件 7件 6件 2件 7件 3件 0件 13件

合計 30件 134件 54件 51件 47件 37件 85件 31件 164件

表２－１　モニターツアー応募状況

地域の分類 ニューツーリズムの分類（重複あり）
合計
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第３章 選定委員会の開催とツアーの選定

３－１ 選定委員会の構成と開催 

 以上の応募の中から下記外部有識者による選定委員会を平成 23 年１月 17 日に開催し、

モニターツアーとして催行する案件を審査し、選定した。 

 ただし委員会当日に出席不可の委員については、応募案件と評価基準を事前に送付し、 

審査の依頼を行い、その結果を委員会当日に公表した。 

（委員） （敬称略：順不同）

氏　名 役　　職

1 清水  愼一 立教大学観光学部　特任教授

2 篠原　　靖 跡見学園女子大学　准教授

3 大社　 　充 NPO法人グローバルキャンパス理事長

4 玉沖　仁美
(株)リクルート　旅行ｶﾝﾊﾟﾆｰじゃらんﾘｻｰﾁｾﾝﾀｰ客員研究員
(株)タマノワ　代表取締役

5 梅川　智也 (財)日本交通公社　研究調査部長

6 藻谷　浩介 日本政策投資銀行　国際統括部所属参事役

7 丁野　　　朗 (社)日本観光協会　常務理事

8 長谷川　和芳 (社)日本旅行業協会　理事・事務局長

9 島崎　有平 (社)全国旅行業協会　専務理事

モニターツアー選定委員会　　委員

平成23年1月17日
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３－２．モニターツアーの選定方法 

 モニターツアーの選定は、次の各評価項目により審査を行い、上位よりツアー件数 40 

件以上、参加人員 800 名以上を確保できるよう配慮し選定した。 

≪１．モニターツアー実施の意義≫ 

 モニターツアーを実施する意義について、「ツアーの新規性」「課題の理解度」「ツ

アー内容の課題解決への効果」「他の地域への参考度」「地域経済への波及効果」の各

項目により評価した。 

≪２．モニターツアー催行の確実性≫ 

 モニターツアーとして募集集客し、催行できる確実性について「モニターツアーの規

模」「告知方法」「関係者の連携度」の各項目により評価した。 

≪３．来年度以降の取組の継続性≫ 

 モニターツアーとして終わるのでなく、次年度以降の商品化の可能性について評価し

た。 

３－３．選定結果 

 以上の選定委員会での検討を経て 67案件が採択された。しかし採択後、応募者からの 

申請により５件の辞退があったため、次候補としていた案件より５件を追加採択し、67 

件（表３－１）でモニターツアーの実施に取り組むこととなった。 
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表３－１ 採択ツアー一覧 

NO ブロック 都道府県 代表団体名 ツアータイトル 催行予定日

1 北海道 北海道 （社）網走市観光協会

『エリア・コンシェルジュ』（語り部ガイド）が全コース同行・ご案内するオホーツ

ク・網走の歴史と文化にふれるエコな旅世界中で２５人しか体感できない、こ
の日、ここだけの『価値ある旅』

2月18日（金）～20日（月）
2泊3日

2 北海道 北海道
足寄町木質ペレット研究会
体験観光部会

「身体も地球も健康に」足寄ペレット体験ツアー
2月19日（土）～20日（日）
1泊2日

3 北海道 北海道 富良野美瑛広域観光推進協議会 冬の美瑛の白い丘体験
2月25日（金）～27日（日）
2泊3日

4 北海道 北海道 知床観光圏協議会
アロマクラフト体験・まったりスイーツタイム・初心者歓迎の森林スノー
シュー・・・知床の冬の森の中で心も体もリフレッシュする2日間

3月3日（木）～5日（土）
2泊3日

5 北海道 北海道 富良野美瑛広域観光推進協議会
エゾシカ伝承の地、北海道南富良野町｢幾寅」で

エゾシカの全てを楽しむツアー

3月8日（火）～10日（木）

2泊3日

6 北海道 北海道 北海道下川町
あなたと日本の未来をえがく旅

～おいでよ、森と人が輝くまちCIMOKAWA～

3月11日（金）～13日（日）*変更

2泊3日

7 北海道 北海道 美唄市役所
空知創造観光ツアー
～ワイナリーを巡りながら真冬の空知をまるごと体感するニューツーリズムな

人時間（ひととき）～

3月12日（土）～13日（日）*変更

1泊2日

8 東北 山形県 庄内町グリーン・ツーリズムの会
月山の麓で地域住民と触れ合う雪祭り体験の旅
～雪像つくり・雪灯りの製作と鑑賞・雪上体験プログラムへの参加～

2月18日（金）～20日（日）
2泊3日

2月25日（金）～26日（土）

1泊2日

2月27日（日）～28日（月）

1泊2日

2月26日（土）～27日（日）

1泊2日

3月12日（土）～13日
1泊2日

11 東北 青森県 福浦芸能保存会 福浦歌舞伎冬の段　食談義と下風呂温泉　冬の下北満喫の旅（仮称）
3月5日（土）～6日（日）*変更
1泊2日

12 東北 福島県 特定非営利活動法人　素材広場 『水のチカラ　～　喜多方の食と酒の新融合　～』
3月6日（日）～7日（月）
1泊2日

13 東北 山形県 天童温泉協同組合青年部 「やまがたの逸品　～　郷土が誇る『ＩＣＨＩＢＡＮ』の魅力　～」
3月9日（水）～10日（木）*変更
1泊2日

14 東北 岩手県
財団法人

盛岡観光コンベンション協会

健康・美肌のために繋温泉に宿泊し、南部地域固有の伝統産業と町家文化・

歴史に触れる旅

3月12日（土）～13日（日）

1泊2日

15 関東 千葉県 水郷佐原観光協会
春浅し　佐原の風と　旅をする
－雛まつり・新酒まつりにいちご狩り、も一つおまけに利根川舟巡り－

2月25日（金）

日帰り

16 関東 神奈川県 丹沢湘南観光連携会議 海選山選～地元の名産・逸品を食し、自然を満喫！～
2月26日（土）～27日（日）
1泊2日

17 関東 山梨県 社団法人やまなし観光推進機構 重伝建　赤沢宿の歴史とくらしを学ぶ
2月26日（土）～27日（日）
1泊2日

18 関東 群馬県 財団法人群馬県観光国際協会 野菜王国昭和村でスロー体験三昧
3月4日（金）
日帰り

3月 5日（土）
日帰り

3月11日（金）
日帰り

3月12日（土）

日帰り

3月15日（火）

日帰り

3月 6日（日）～ 7日（月）
1泊2日

3月13日（日）～14日（月）
1泊2日

20 関東 神奈川県
横浜市立みなと総合高等学校
企画部

ヨコハマ・ドラマ・スター・ツアー
3月12日（土）
日帰り

21 関東 山梨県 八ヶ岳観光圏整備推進協議会
ＪＴＢ旅いく×アウトオブキッザニア
『八ヶ岳観光圏　観光大使のお仕事』

3月12日（土）～13日（日）
1泊2日

22 関東 神奈川県 横浜市経済観光局観光振興課 写真で見る・撮る”ヨコハマ産業観光”
3月13日（日）
日帰り

23 関東 栃木県 渡良瀬漁業協同組合
☆初心者大歓迎☆指導員つきGIRLS　FISHING体験プラン

（女性向け釣り体験プラン）

3月15日（火）*変更

日帰り

1月21日（金）～23日（日）

2泊3日

3月12日（土）～13日（日）
1泊2日

2月18日（金）～19日（土）
1泊2日Ａコース

2月18日（金）～19日（土）
1泊2日Ｂコース

富士五湖の素顔に触れる着地型ツアー
富士山・富士五湖
観光圏整備推進協議会

関東

佐渡島で環境を学ぶ・環境ＣＳＲツアー
トキめき佐渡・にいがた
観光圏協議会

新潟県北陸信越

山梨県

諏訪地方観光連盟長野県

24

9

25

19

10

東北
華麗な火の輪が踊る「火振りかまくら」と秋田「茅」物語
～秋田版エコ・ツアー～　人と自然の共生文化「雪国の暖かさ」を体験

仙北市観光商工部　仙北市T.I.C

目から鱗！諏訪の「精密機械産業技術」がわかるテクニカルツーリズムツアー

（案）

岩手県東北

北陸信越

岩手県北自動車株式会社
郷土再発見/経済産業省近代化産業遺産認定
かまいし鉄の遺産・鉄の歴史を辿る旅＆山田のかき小屋モニターツアー

秋田県
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NO ブロック 都道府県 代表団体名 ツアータイトル 催行予定日

26 北陸信越 長野県 大町市観光協会 「白馬・大町・安曇野の自然満喫　食と＆健康ツアー」
2月26日（土）～27日（日）
1泊2日

2月26日（土）
日帰り

2月27日（日）
日帰り

2月27日（日）～28日（月）
1泊2日

3月1日（火）～2日（水）
1泊2日

3月3日（木）～4日（金）
1泊2日

29 北陸信越 富山県 越中・飛騨観光圏協議会
越中・飛騨食文化観光

～郷土の歴史と風土に根ざした多彩な食と文化を学ぶ～

3月5日（土）～7日（月）*変更

2泊3日

3月9日（水）～10日（木）
1泊2日

3月11日（金）～12日（土）
1泊2日

31 北陸信越 新潟県 燕市 燕まるごと体験ぎっしりツアー
3月11日(金)～12日(土)
1泊2日

32 北陸信越 富山県 財団法人　利賀ふるさと財団
純白な利賀で、ふれあい交流・雪上運動会＆夜空と雪を彩るキャンドルライト
アップ体験～地域交流とキャンドルで田舎の冬を温めてみませんか！～

3月12日（土）～13日（日）*変更
1泊2日

33 北陸信越 新潟県 雪国観光圏推進協議会 ホワイトミュージアムツアー2011
3月12日（土）～14日（月）
2泊3日

34 中部 三重県 上野商工会議所 伊賀、芭蕉の地を巡る（1泊2日）
2月26日（土）～27日（日）
1泊2日

35 中部 愛知県 田原市観光協会 農の本場！渥美で花植え・鉢植えを学ぶ！－春の訪れ体感
3月5日（土）～6日（日）
1泊2日

36 中部 岐阜県 下呂市役所
名泉体感！　～　美肌創造＆ハートリフレッシュ　～
天下の名泉と温泉文化を贅沢に楽しむ旅（仮称）

3月5日（土）～6日（日）
1泊2日

3月8日（火）～3月9日（水）
1泊2日

3月12日（土）～13日（日）
1泊2日

38 中部 静岡県 伊豆観光圏整備推進協議会 伊豆早春の花めぐりとご当地グルメの旅
3月9日（水）～10日（木）
1泊2日

2月16日（水）
日帰りＡコース

2月16日（水）
日帰りＢコース

2月16日（水）
日帰りＣコース

40 近畿 滋賀県 びわ湖・近江路観光圏協議会 江・浅井三姉妹ゆかりの地を訪ねて
2月25日（金）～27日（日）
2泊3日

41 近畿 大阪府 河内長野市観光協会
ええもんええとこ河内長野「奥河内楠木正成のふるさとと愛飲の天野酒酒蔵を
訪ねて」

2/26（土）
日帰り

42 近畿 京都府 丹後広域観光キャンペーン協議会 ＫＴＲ語り部列車  丹後七姫冬浪漫号
2月27日（日）
日帰り

3月1日（火）
日帰り

3月2日（火）
日帰り

3月3日（火）
日帰り

3月4日（火）
日帰り

3月9日（水）
日帰り

44 近畿 奈良県
奈良県地域振興部文化観光局
ならの魅力創造課

憧れの奈良ホテルにご宿泊奈良モニターツアー２泊３日
3月1日（火）～3日（木）
2泊3日

45 近畿 京都府 和束町雇用促進協議会 宇治茶歴史街道、｢文化的景観茶畑の道｣を歩く
3月6日(日）
日帰り

3月6日（日）～9日（水）
3泊4日

3月8日（火）～11日（金）
3泊4日

47 近畿 和歌山県 南海フェリー株式会社 紀州の歴史と食文化めぐり
3月9日（水）～10日（木）
1泊2日

48 近畿 京都府 株式会社　　ツアーランド 暗闇同心　鍔鳴剣屍郎　『京の魔界巡りツアー』
3月12日（土）
日帰り

49 近畿 兵庫県 六甲摩耶観光推進協議会 Rokko行こう！　女性のためのおしゃれな山の楽しみ方
3月12日（土）～13日（日）
1泊2日

50 近畿 京都府 京都府和知青少年山の家 「京都のいなかで小さな春を見つけましょう」
3月12日（土）～13日（日）
1泊2日

胎内市 宿場町中条で歴史ある建築物と芸妓文化体験ツアー新潟県

健康ストレス度計測と魚沼発芽玄米鍋による
美肌ストレスフリーツアー

訪ねて見よう！加西の知られざる戦争遺産探検ツアー

北陸信越

北陸信越 新潟県 雪国観光圏推進協議会

加西市観光まちづくり協会兵庫県

発見！体験！感動！神戸港産業観光ツアー
～みなと神戸の「いろんな顔」体験シリーズ～

YOKOSO
みなとまち神戸コンソーシアム

兵庫県

和歌山県

39

27

近畿

近畿

28

三重県

見て、聞いて、食べる。　おいしさ満載のグルメツアー
雪国Ａ級グルメ　産地見学と本物の食に出会う旅

雪国観光圏推進協議会新潟県

農業法人　秋津野ガルテン

(社）伊勢志摩
観光コンベンション機構

中部

北陸信越

43

30

志摩で叶える願いごとツアー37

近畿46
関西のオアシス“秋津野ガルテン”ロハス塾と世界遺産・熊野古道と温泉で甦
りツアー
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NO ブロック 都道府県 代表団体名 ツアータイトル 催行予定日

51 近畿 奈良県 御杖ふるさと交流公社 御杖村の春をさがしに…　「ノルディックウォーキングで行く伊勢本街道」　（仮）
3月13日（日）
日帰り

2月27日（日）
日帰り

3月13日（日）
日帰り

3月4日（金）
日帰り

3月5日（土）
日帰り

3月7日（月）
日帰り

3月9日（水）
日帰り

54 中国 広島県 広島ボートパーク株式会社 海の路でたどる瀬戸内の歴史と文化 再発見の旅
3月10日（木）～13日（日）
3泊4日

55 中国 広島県 瀬戸内しまなみ海道振興協議会 百島いちご狩り体験とクルージング＆サイクリングツアー
3月12日（土）～13日（日）
1泊2日

56 中国 広島県
広島県総務局
海の道プロジェクトチーム

朝鮮通信使って！？
3月13日（日）～14日（月）
1泊2日

57 四国 香川県 香川滞在型観光推進協議会
満開！さぬきの文化と伝統美
「せとうちアート」を訪れる３日間の冒険

2月18日（金）～20日（日）
2泊3日

58 四国 徳島県  にし阿波観光圏協議会
伝説伝承に彩られた
「日本の原風景・ほんものの田舎」を巡る旅（仮）

2月25日（金）～26日（土）
1泊2日

2月26日（土）
日帰り

3月5日（土）
日帰り

3月12日（土）
日帰り

3月4日（金）～5日（土）
1泊2日

3月5日（土）～6日（日）
1泊2日

61 四国 愛媛県 内子町ニューツーリズム推進協議会
ボンネットバス「ちゃがまる」で行く木蝋と白壁の町並散策と「内子座」貸切和
楽鑑賞、苔玉手作り体験、地産グルメ満喫の旅2日間

3月5日（土）～6日（日）
1泊2日

3月6日（日）
日帰り

3月10日（木）
日帰り

3月12日（土）
日帰り

63 四国 愛媛県
NPO法人
アジア・フィルム・ネットワーク

映画監督気分でロケハン・ウォーキング　～中島で「春」を探す～
3月12日（土）
日帰り

64 九州 大分県
特定非営利活動法人
竹田市観光ツーリズム協会

温泉による自然治癒力の向上と心身のリフレッシュツアー
（現代版湯治・温泉療養保健システム体験ツアー）

3月2日（水）～5日（土）
3泊4日

3月  4日（金）～ 6日（日）
2泊3日

3月11日（金）～13日（日）
2泊3日

ジオツアー
3月7日（月）～9日（水）　2泊3日

ダイエットツアー
3月7日（月）～9日（水）　2泊3日

3月10日（木）～12日（土）
2泊3日

3月13日（日）～15日（火）
2泊3日

52 鳥取県 鳥取ツーリズムー冬のいなばふるさとの味体感紀行

さかいでナイトクルーズ　～工場＆橋萌えツアー～

島旅満喫！「古民家ステイ＆体験交流ツアー」

中国

四国

とっとり観光振興研究会

有機農業と伝統工芸にふれるスローライフ体験の旅㈲綾わくわくファーム宮崎県

森の国エコツーリズム推進協議会

㈱小値賀観光まちづくり公社

60 四国

九州

愛媛県

香川県

阿蘇くじゅう地域デザイン会議

仁淀川地域観光協議会

NPO法人石見ものづくり工房

四国

熊本県

高知県

九州

島根県

長崎県

坂出市

66

九州

53

62

67

59

65

高知再発見！　仁淀川流域～リバーツーリズム～

石見銀山龍源寺間歩・福光石石切場　坑道体験ツアー

『感動体験！阿蘇ジオパークの旅』
『阿蘇高原ダイエット村』

中国

滑床渓谷エコツアー　ネイチャーガイドと歩く奥四万十
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第４章 モニターツアー参加者の募集・広報・告知

４－１ Ｗｅｂサイトでの発信 

 採択されたモニターツアーの告知と問い合わせ対応、申込みの受付は個々の事業者又 

は旅行会社が実施したが、共通の情報発信として主に下記の３社のホームページを中心 

として、モニターツアーの実施告知をおこなった。 

①㈱ツーリズム・マーケティング研究所ホームページ 

  ホームページ上でモニターツアーの実施と、各ツアーの概要、連絡先を告示し、詳細

は各ツアーへ誘導すると同時に、より詳細なツアー内容を発信する「ＪＴＢ観光情報ナ

ビ」への誘導も図った。 

②ＪＴＢ観光情報ナビ 

  着地型旅行商品サイトの「ＪＴＢ観光情報ナビ」で、ニューツーリズムモニター旅行 

の画面を立ち上げ、各モニターツアーの内容と連絡先を表示した。 

③「旅の発見」での情報発信（リンク）http://tabihatsu.jp/ 

 着地型旅行商品専門サイトである「旅の発見」のリンクバナー掲載で、㈱ツーリズム・ 

マーケティング研究所のＨＰへ誘導した。 
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 「旅の発見」での情報発信（リンク）http://tabihatsu.jp/ 
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′㈱ツーリズム・マーケティング研究所ＨＰでの情報発信 

http://www.tourism.jp/report/2011/02/110204/ 
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■その他の Web 関係での情報発信と告知 

 以上の他、下記の媒体によりモニターツアー実施の情報発信をおこなった。 

ＮＯ 実施内容 実施期間 

① 「ＪＴＢ観光情報ナビ」への特集ページ掲載 ２０１１年２月３日～２０１１年３月１５日 

② ＷＥＢサイト「モニタープラザ」での啓蒙・告知 ２０１１年２月４日～２０１１年３月１５日 

③ ＷＥＢサイト「るるぶ.com」での啓蒙・告知 ２０１１年２月８日～２０１１年３月１５日 

④ ＷＥＢサイト「マップル情報版」での啓蒙・告知 ２０１１年３月１日～２０１１年３月１５日 

⑤ 「ＪＴＢ観光情報」ナビメールマガジンでの情報配信 ２０１１年２月４日配信 

⑥ ニュースリリースサイト１００媒体での啓蒙・告知 ２０１１年２月１６日配信 

⑦ ＷＥＢサイト「ＪＴＲＩＰ」での啓蒙・告知 ２０１１年２月４日～２０１１年３月１５日 

⑧ リスティング広告による啓蒙・告知 ２０１１年２月４日～２０１１年２月１１日 

①「JTB 観光情報ナビ」での告知 http://jtbwallet.jp/special/newtourism/ 
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②ＷＥＢサイト「モニタープラザ」での啓蒙・告知 
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③ＷＥＢサイト「るるぶ.com」での啓蒙・告知 
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  ④ＷＥＢサイト「マップル情報版」での啓蒙・告知 
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⑤「ＪＴＢ観光情報」ナビメールマガジンでの情報配信（一部抜粋） 

◇◆2/4 号◆◇=================================================

 ＪＴＢ観光情報ナビ メールマガジン

Powered by JTB ウォレット http://jtbwallet.jp/ 

=========================================================◆◇◆

  ◆◇◆ 目 次 ◆◇◆ 

 【01】茨城特集／茨城県の春を満喫！ユニークな日帰り観光ツアー 

 ……………………………………………………………………………………………………… 

 【02】東京体験／文京区・文の京（ふみのみやこ）日帰り体感ツアー 

 ……………………………………………………………………………………………………… 

 【03】モニター／地元の人とあなたがつくる旅『ニューツーリズム』全国のお試しツアー 

 ……………………………………………………………………………………………………… 

 【03】モニター━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

  地元の人とあなたがつくる旅『ニューツーリズム』全国のお試しツアーご紹介！ 

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

    旅行先で、人や自然との触れ合う、新しいタイプの旅行『ニューツーリズム』 

 地域に密着した「体験型」「交流型」のお試しツアーをご紹介！ 

    特集はコチラ 

 ⇒http://jtbwallet.jp/special/newtourism/ 

 全国各地で実施される多彩なツアーが勢ぞろい！！ 

 豊富なモニターの中から、あなた好みの「新たな旅」を見つけてみませんか！   
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⑥ニュースリリースサイト１００媒体での啓蒙・告知 

   （例：マピオンニュース） 
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   （ニュースリリース掲載メディア一覧①） 

数字 媒体名 URL

1 twinavi http://www.twinavi.jp/account/detail/webpress_japan

2 twitter http://www.twitter.jp/webpress_japan

9 Timelog http://webpress.timelog.jp/

10 Tumblr http://webpress-pr.tumblr.com/

11 Wassr http://wassr.jp/user/webpress

14 エヌプラスニュースリリース 　 http://news.nplus-inc.co.jp/index.php?number=61312&action=ViewDetail

15 マピオンニュース http://www.mapion.co.jp/news/vendor/webpress/

18 friendfeed http://friendfeed.com/webpressjapan

19 売上10億円企業 http://www.10oku.jp/news/1297825200/index.html

20 生活便利ガイド http://seikatsu-benri.hp-guide.net/news/1297825200/index.html

21 ガイドDEガイド http://guide-de.hp-guide.net/news/1297825200/index.html

22 見つかるネット http://mitsukaru.navi-net.org/news/1297825200/index.html

23 見つけてナビ http://mitsukete.navi-net.org/news/1297825200/index.html

24 ヒットdeゲットナビ http://hitdeget.navi-net.org/news/1297825200/index.html

25 らくナビ http://raku.navi-net.org/news/1297825200/index.html

26 知っとく情報ガイド http://shittoku.j-guide.info/news/1297825200/index.html

27 何でも検索ナビ http://nandemo.kensaku-navi.info/news/1297825200/index.html

28 検索パーク http://www.k-park.biz/news/1297825200/index.html

29 検索ハイランド http://www.k-highland.com/news/1297825200/index.html

30 e-サイト検索 http://www.e-sitekensaku.biz/news/

31 けんさくえんじん http://www.kensakuenjin.com/news/

32 検索エトセトラ http://www.etosetora.info/news/

33 おもいっきりサーチ http://www.omoikkiri.org/news/

34 イージー検索ネット http://www.easy-k.net/news/

35 検索カントリー http://www.kantori.net/news/

36 検索BANK http://www.kensakubank.info/news/

37 like　site　navi http://www.likesitenavi.com/news/

38 検索スポットBIZ http://www.k-spot.biz/news/
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（ニュースリリース掲載メディア一覧②） 

39 検索エンジンひまわり http://www.ke-himawari.com/news

40 検索デバイス http://www.kensakudevice.net/news/

41 ホームページ検索ナビ http://www.homepagekn.com/news/

42 検索ロード http://www.kkroad.info/news/

43 ダイナミック検索ネット http://www.dynamickensaku.net/news/

44 バリバリsearch http://www.baribarisearch.com/news/

45 検索貴族 http://www.kskizoku.biz/news/

46 検索スペースORG http://www.kensakuspace.org/news/

47 ホームページにお散歩 http://www.hposanpo.org/news/

48 lookatsite http://www.lookatsite.net/news/

49 検索エンペラー http://www.kej-emperor.com/news/

50 検索WEBステーション http://www.kenwebstation.org/news/

51 検索リズム http://www.kenrizumu.net/news/

52 hello!ホームページ http://www.hellohp.com/news/

53 北海道ホームページガイド http://hokkaido.hp-guide.org/news/

54 東京ホームページ情報ナビ http://www.hpnavi-tokyo.com/news/

55 埼玉ホームページ情報ナビ http://www.hpnavi-saitama.com/news/

56 神奈川ホームページ情報ナビ http://www.hpnavi-kanagawa.com/news/

57 千葉ホームページ情報ナビ http://www.hpnavi-chiba.com/news/

58 関東ホームページ情報ナビ http://www.hpnavi-kantou.com/news/

59 全国ホームページ情報なび http://www.hpnavi-zenkoku.com/news/

60 東京HOMEPAGE情報サイト http://www.hpinfo-tokyo.com/news/

61 神奈川HOMEPAGE情報サイト http://www.hpinfo-kanagawa.com/news/

62 埼玉HOMEPAGE情報サイト http://www.hpinfo-saitama.com/news/

63 千葉HOMEPAGE情報サイト http://www.hpinfo-chiba.com/news/

64 東京ホームページガイド http://tokyo.hp-guide.net/news/

65 ホームページ情報ONLINE東京 http://www.hptokyo.com/news/

66 ホームページ情報ONLINE埼玉 http://www.hpnavi.net/news/

67 ホームページ情報ONLINE千葉 http://www.hpsearch.info/news/

68 ホームページ情報ONLINE関東版 http://www.findhp.biz/news/

69 ホームページ情報ONLINE大阪版 http://www.iihp.biz/news/
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（ニュースリリース掲載メディア一覧③） 

70 biggarden http://www.biggarden.biz/news/

71 ホームページ情報ONLINE北陸 http://www.hp55.org/news/

72 ホームページ情報ONLINE関西 http://www.likehp.info/news/

73 生活便利サービス情報関東版 http://www.11life.biz/news/

74 法人向けサービス情報全国版 http://www.bizall.org/news/

75 生活便利サービス情報九州版 http://www.lifebenri.com/news/

76 生活便利サービス情報大阪版 http://www.allguide.info/news/

77 法人向けサービス情報神戸・兵庫版 http://www.bizindex.biz/news/

78 生活便利サービス情報信越北陸版 http://www.shiritai.org/news/

79 生活便利サービス情報関西版 http://www.areanavi.info/news/

80 全国法人ホームページガイド http://hojin.hp-guide.net/news/

81 全国NPO・特殊法人ガイド http://npo-tokushu.hp-guide.net/news/

82 小売業ホームページガイド http://kourigyo.hp-guide.net/news/

83 サービス業ホームページガイド http://servicegyo.hp-guide.net/news/

84 サービス業会社情報 http://servicegyo-kaisya.jouho.info/news/

85 エコロジー企業ガイド http://ecology-kigyo.j-guide.info/news/

86 エンターテイメント企業ガイド http://entertainment-kigyo.guide-net.info/news/

87 企業サイト情報NET東京版 http://www.kigyohp.com/news/

88 企業サイト情報NET大阪版 http://www.buy-more.biz/news/

89 企業サイト情報NET千葉版 http://www.kaisyahp.org/news/

90 企業サイト情報NET関東版 http://www.kantosite.biz/news/

91 企業サイト情報NET名古屋・東海版 http://www.kigyosite.com/news/

92 企業サイト情報NET東北・北海道版 http://www.shinrai.biz/news/

93 企業サイト情報NET中四国版 http://www.johonet.org/news/

94 企業サイト情報NET九州・沖縄版 http://www.info-index.biz/news/

95 企業サイト情報NET大阪版 http://www.kigyodata.com/news/

96 企業サイト情報NET京都版 http://www.41business.net/news/

97 薬剤師募集ナビゲーター http://www.c-advice.org/news/

98 企業サイト情報NET関西版 http://www.joho-bank.net/news/

99 企業サイト情報NET全国版 http://www.kigyo.info/news/

100 通販ネットショップNET埼玉 http://www.2hanshop.org/news/
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  ⑦ＷＥＢサイト「ＪＴＲＩＰ」での啓蒙・告知 
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  ⑧リスティング広告による啓蒙・告知 

≪実績（２０１１年２月３日～３月１５日）≫ 

 （１）「ＪＴＢ観光情報ナビ」特集ページのアクセス数   

（２）サイト訪問時の主要検索キーワード 

（３）主な参照元 

参照元 訪問数 
1 るるぶ.com 5,806
2 direct（ＵＲＬ入力等） 3,051
3 モニタープラザ 2,381
4 ツーリズムマーケティング研究所 2,065
5 yahoo 1,464
6 google 1,021
7 マップル情報版 848

ページビュー数 訪問数 
27,178 8,034 

キーワード 訪問数 
1 ニューツーリズム モニター 1,348

2 ニューツーリズム 182
3 ニューツーリズムモニター 143

4 ＵＲＬ直接入力 63

5 jtbニューツーリズム 54
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４－２．新聞・情報誌での告知掲載 

 Ｗｅｂサイトと並行して、モニターツアーの情報発信を新聞紙上及び情報紙において

実施した。 

①産経リビング 

 全国で展開する生活関連フリーペーパー紙に、ニューツーリズムのモニターツアーの

実施広告を２月５日（土）一斉掲載した。全国 36地区紙面で 570 万部の発行部数であっ

た。 

エリア 媒体名 主な配布先 部数

北海道 オントナ 札幌市、石狩市　他 264,019部 

仙台 リビング仙台 仙台市、多賀城市 他 207,922部 

リビング東京中央 練馬区､中野区、新宿区　他 151,711部 

リビング東京西 世田谷区、渋谷区、調布市　他 157,445部 

リビング東京南 世田谷区､目黒区、港区 他 166,234部 

リビングむさしの 杉並区､武蔵野市 他 187,615部 

リビング多摩 立川市､国立市 他 165,320部 

リビングまちだ・さがみ 町田市､相模原市 他 107,122部 

リビングさいたま中央 さいたま市、上尾市 他 202,486部 

リビング千葉 千葉市 他 192,702部 

リビングふなばし・ならしの 船橋市､習志野市 他 100,719部 

リビングかしわ 柏市、我孫子市 他 158,079部 

リビング横浜東 神奈川区､保土ヶ谷区 他 171,888部 

リビング横浜南 南区､港南区 他 171,313部 

リビング田園都市 青葉区､緑区 他 149,390部 

リビング東京Ｂａｙ 品川区、港区、中央区、江戸川区、江東区 他 104,133部 

リビング東京 東京23区 他 228,100部 

リビング湘南 藤沢市､茅ヶ崎市 他 152,623部 

　 2,566,880部 

リビング名古屋中央 中川区、中村区、西区、北区、東区 他 138,040部 

リビング名北かすがい・こまき 春日井市、小牧市、守山区 115,950部 

リビング名古屋東 名東区、守山区、千種区 他 130,180部 

リビング南山の手 緑区、天白区、昭和区 他 134,320部 

　 518,490部 

リビング豊中・池田 豊中市､池田市 他 134,151部

リビング吹田・箕面 吹田市､箕面市 他 149,070部

リビング高槻・茨木 高槻市､茨木市 他 147,749部

リビング枚方・交野・寝屋川 枚方市､寝屋川市 他 125,498部

リビング堺・和泉 堺市､和泉市 他 117,000部

リビング大阪 大阪市都島区､淀川区　他 144,708部

リビング尼崎・伊丹 尼崎市､伊丹市 他 144,721部

リビング宝塚・三田・川西 宝塚市､川西市 他 128,903部

リビング西宮・芦屋 西宮市､芦屋市 他 131,682部

リビング神戸東 神戸市東灘区､北区 他 141,998部

リビング神戸西 神戸市垂水区、西区 他 139,463部

　 1,504,943部 

広島 リビングひろしま 広島市､廿日市市 他 201,620部 

リビング福岡中央 中央区、早良区、城南区 他 232,450部 

リビング福岡南 南区、博多区、春日市 他 170,580部 

　 403,030部 

全体合計 5,666,904部 

福岡

展開エリアの詳細

首都圏

名古屋

大阪・神戸
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■リビング紙掲載紙面（抜粋） 

 ≪リビング紙掲載原稿≫ 

「オントナ」（北海道）             「リビング神戸西」（兵庫） 
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■産経新聞関西版 ２月 17 日（木）夕刊 
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４－３．旅行雑誌への掲載 

 ニューツーリズムの啓発、啓蒙活動として、ニューツーリズムや着地型旅行を題材と

した大手出版社から発行予定の旅行雑誌への特集記事掲載をおこなった。 

■「旅 Jiro」出版企画書 
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 ■掲載原稿（案） 
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４－４．ニューツーリズム共通ロゴの制作と活用 

 ニューツーリズムの普及、浸透のため、今回のモニターツアーの共通ロゴを検討、制

作し、新聞雑誌への告知、モニターツアー各事業者が制作するホームページ、パンフレ

ットへの掲載を実施した。 

 ■ニューツーリズムモニターツアー共通ロゴ 

 ≪モニターツアーパンフレットに活用されたロゴ（抜粋）≫ 
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第５章 ニューツーリズム・モニターツアーの実施

５－１ モニターツアーの内容 

 モニターツアー催行に向けてツアー造成に取り組んだものは表５－１に示す 67件であ

った。 

地域的には北陸信越（12件）、近畿（11件）次いで関東（９件）に多くが実行された。 

北陸信越地域では「雪国観光圏」から多くのモニターツアーが取り組まれた。 

 またニューツーリズムのテーマでみると、「文化観光」が 34 件と約半数のモニターツ

アーが取り組んでいる。これは近年“まちあるき観光”が注目され、各地でボランティ

アガイドの取り組みが盛んであることを反映している。 

表５－１ 採択モニターツアーの全体概要 

各ツアーの実施内容を表５―２にまとめた。 

観光圏 観光圏以外 グリーンツーリズム エコツーリズム 産業観光 ヘルスツーリズム 文化観光 その他

北海道 3件 4件 2件 4件 4件 2件 2件 3件 7件

東北 0件 7件 2件 1件 4件 1件 3件 2件 7件

関東 2件 7件 4件 1件 3件 1件 6件 2件 9件

北陸信越 6件 6件 2件 2件 3件 4件 3件 2件 12件

中部 2件 3件 2件 1件 1件 2件 3件 0件 5件

近畿 1件 10件 3件 6件 5件 3件 6件 1件 11件

中国 1件 4件 1件 1件 2件 0件 5件 1件 5件

四国 2件 5件 2件 3件 3件 0件 5件 1件 7件

九州
沖縄

1件 3件 4件 3件 0件 2件 1件 1件 4件

合計 18件 49件 22件 22件 25件 15件 34件 13件 67件

地域の分類 ニューツーリズムの分類（重複あり）
合計
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表５－２ 採択ツアーの概要 

NO ブロック 都道府県 ツアータイトル
ニューツーリズム

の区分

（重複可）

体験・交流メニュー セールスポイント 催行予定日

1 北海道 北海道

『エリア・コンシェルジュ』（語り部ガイド）が全コース同
行・ご案内するオホーツク・網走の歴史と文化にふれる
エコな旅世界中で２５人しか体感できない、この日、ここ
だけの『価値ある旅』

エコツーリズム　産
業観光　文化観光

その他（１年間で、

この日、ここだけの
『価値ある旅』）

他に類の無いオホーツク文化、オホーツ
ク・網走の歴史と文化『文化観光』、オ

ホーツク地域一体となって取り組んでい

る「流氷トラスト運動」への参加『エコツー
リズム』、日本でここだけの「氷下引き網

漁見学」などの『産業観光』、「監獄食」ご

当地グルメの「ザンギ丼」などの地元なら
ではの『こだわりの食』、学芸員や現地ガ

イド、「語り部」の他に、全コースをバスガ

イドではなく『エリア・コンシェルジュ』が同
行・ご案内する旅

『文化観光』『エコツーリズム』『産業観光』『こだわりの食』など

の地域の魅力を『エリ・コンシェルジュ』が全行程同行・ご案内
する、世界中で２５人しか体感できない（この日、ここだけの組

み合わせ）、真に『価値ある旅』の企画です。

2月18日（金）～20日（日）
2泊3日

2 北海道 北海道 「身体も地球も健康に」足寄ペレット体験ツアー
エコツーリズム　産
業観光　ヘルス

ツーリズム

・ペレットストーブ開発現場見学

・ペレットオーブンによる食の体験
・林業現場体験

・芽登温泉

・ペレット製造工場見学

　足寄町の豊富な森林資源を活かした、木質バイオマス燃料

「ペレット」産業を中心に体験していくなかで、CO2排出削減や、

日本の林産業の課題を実感することができ、参加者と地域が一
体となって地球環境について「考える」ツアー。また林業現場体

験中のウォーキング（スノーシュー使用）と、温泉入浴から参加

者に癒しも提供する。
　全国的にも先進的にペレット産業に取り組み、事業化に成功

したメンバーが中心となって、他の地域に真似のできない体験

観光を提供する。１日目の昼食は、ペレットグリルを使って遠赤
外線効果でふっくら焼き上げたピザ。夕食は、芽登温泉にて山

の幸を取り入れたメニュー。メニュー：ペレット工場見学、ペレッ

トストーブ・オーブン製造見学、林業現場見学、秘湯芽登温泉
入浴宿泊　など

2月19日（土）～20日（日）
1泊2日

3 北海道 北海道 冬の美瑛の白い丘体験
その他（ホワイト

ツーリズム）

　白い丘巡りウォーキング（スノーシュー・

歩くスキー）
白い丘雪遊び（スノーラフト・バナナボー

ト・スノーモービル・雪上車・チューブすべ

り・雪上ホーストレッキング・エアーボー
ド）

ジャージー牛の乳搾り＆搾った牛乳でア

イスクリーム作り体験
越冬ジャガイモ堀体験

　”丘のまちびえい”の冬の白い丘を様々な楽しみ方で満喫。
　夏には入れない農地も一面雪におおわれており、農家さんの

了解のもとグリーンシーズンには歩けない所を歩くので、何度も

美瑛に来られている方にも、違った風景に出会える。
　販売前のオリジナルメニューを誰よりも早く食べれる。

　冬期間雪の下に埋めることにより甘みの増した越冬ジャガイ

モ堀を体験し、掘ったジャガイモはお土産としてお持ち帰り。

2月25日（金）～27日（日）
2泊3日

4 北海道 北海道
アロマクラフト体験・まったりスイーツタイム・初心者歓迎
の森林スノーシュー・・・知床の冬の森の中で心も体もリ
フレッシュする2日間

グリーン・ツーリズ

ム　エコツーリズム

ヘルスツーリズム
その他（アートツー

リズム）

北海道モミのエッセンシャルオイルと好き

な香りをブレンドしてエアーフレッシュ
ナー（またはスキンローション）・簡単石け

ん・シアバターのしっとりハンドクリーム・

ハンドマッサージ用オイル＆ハンドマッ
サージ体験（以上の中から２～３つを実

施予定）・原生林と凍った滝や湖へスノー

シュー体験・万華鏡づくり体験・ワカサギ
釣り

「森林インストラクター」でもある女性ガイドが森のウォーキング
と自然素材を使ったインドアクラフト体験の両面から、女性の心

身に美容・癒し効果を与える新たな体験を提案するツアーで

す。

3月3日（木）～5日（土）
2泊3日

5 北海道 北海道
エゾシカ伝承の地、北海道南富良野町｢幾寅」で
エゾシカの全てを楽しむツアー

グリーン・ツーリズ

ム　エコツーリズム

ｴｿﾞｼｶを探して巨木の森でのｽﾉｰｼｭｰ体

験､エゾシカを探してﾅｲﾄｳｫｯﾁﾝｸﾞ体験、
夜の森ｽﾉｰｼｭｰﾂｱｰ、農作物へのｴｿﾞｼｶ

の食害についての学習、ｴｿﾞｼｶ料理ﾌﾙ

ｺｰｽ体験､ｴｿﾞｼｶ肉でのｿｰｾｰｼﾞ作り体

験、富良野市生涯学習センター(博物館）
にて事前の自然学習、ここでシカ体験・

カーリング。

北海道南富良野町の優良な自然の中でエゾシカに係る全て(観

察・グルメ・農業・自然）が一度に体験できる。

3月8日（火）～10日（木）
2泊3日

6 北海道 北海道
あなたと日本の未来をえがく旅
～おいでよ、森と人が輝くまちCIMOKAWA～

産業観光

モミのアロマオイル精製体験、スノー
シューde冬の森歩き、本格冬山間伐・造

材体験、木のみ木のままクラフト、ゼロエ

ミッション木材加工場、エコハウス見学、
旭山動物園見学

　下川町は道北に位置し、東京23区と同等の約6.4万haの面積
を持ち、うち９割が森林に覆われた内陸の町である。

　人口3,700人という典型的な過疎の町でありながら、豊富な森

林資源を活用した循環型森林経営・林産業振興を礎として、
FSC認証取得によるブランド化に道内で最初に取り組み、木質

バイオマス活用による再生可能エネルギー創造、カーボン・オ

フセットに用いられるCO2クレジット（J-VER)の創出など地球温
暖化対策の面でも道内初・国内初の取組を多く実施してきた。

この成果が認められ、平成20年には国から環境モデル都市と

して認定を受けたところである。
　本ツアーにおいて、参加者は下川町の根幹を為す本格的な

森林・林業・林産業を中心に体験し、環境モデル都市としての

取組を見聞きし、下川町が厳しい気候と限定的な資源の中で考
えぬいて築き上げた今日の取組の数々、住民のエネルギーに

深く感動することになる。

　本ツアーを通じ、企業担当者は新たな企業活動の場、CSR活
動に必要なストーリー等を下川町に見出し、個人の大人は知的

好奇心を掻き立てられ、下川町のファンになる。そして下川町は

本ツアーをきっかけに都市側の企業や個人等との連携を促進
し、将来へ進むことができる。

　これまで観光について未成熟で、地域資源の魅せ方・磨き方

がわからず、獲得できるはずの地域外貨を逃してしまっていた
過疎の町村は他にも全国に数多く存在する。

　日本の国土を支える森林・林業・林産業に関して一級品の揃

う下川町において、新しい産業観光として本調査事業を実施す
ることにより、過疎地及び観光未成熟地における観光を軸とした

町の魅せ方・磨き方に一定の方向性が見出せるとともに、都市

側と過疎地の連携促進による今後の地域活性化モデルを構築
できるものと確信する。

3月11日（金）～13日（日）*
変更
2泊3日

7 北海道 北海道
空知創造観光ツアー
～ワイナリーを巡りながら真冬の空知をまるごと体感す
るニューツーリズムな人時間（ひととき）～

産業観光　文化観

光

文化・産業遺産見学、ワイナリー・ヴィン
ヤード見学、かんじき製作及び散策体験

等

空知の観光資源を、産業や文化を切り口として広域連携により

体験型ツアーを創出。空知管内の様々な観光資源を、広域に
よって多くの団体と連携した中で、ニューツーリズムの観点から

観光資源のポテンシャルを最大限まで引き出す取組は、空知

管内では初の取組。

3月12日（土）～13日（日）*
変更
1泊2日

8 東北 山形県
月山の麓で地域住民と触れ合う雪祭り体験の旅
～雪像つくり・雪灯りの製作と鑑賞・雪上体験プログラムへ

の参加～

グリーン・ツーリズ

ム

地域住民と共同で雪像つくり体験や雪灯

り製作体験をして頂くとともに、地域住民

が指導するスノーモービルや歩くスキー
体験、かんじきやスノーシュートレッキン

グなどに参加して頂きます。また、月の沢

龍神街道ｽﾉｰｱｰﾄﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙに参加する
地域住民と一緒に昼食をして頂いたり、

地域の主婦が共同で運営するレストラン

で夕食をとって頂いたりする事で、地域住
民との交流を深めて頂きます。

・地域のイベントに参加し、地域住民と一緒になって、参加者自
らの発想や感性を活かしながら雪像等、雪を活用した造形物の

製作体験に参加できる。

・住民とともに、キャンドルで雪を飾り、幻想的な雪灯りを鑑賞で
きる。

・かんじき・スノーシュートレッキングや、スノーモービル体験、

歩くスキー体験など豪雪地帯ならではの雪上の体験プログラ
ムに選択参加できる。

・地域の主婦が運営する、月の沢温泉北月山荘内の「食事処

やまぶどう」で食事を作る主婦と交流しながら、地元食材を用い
た郷土料理を召し上がって頂くとともに、月の沢温泉北月山荘

の温泉施設で入浴して頂く事ができる。

2月18日（金）～20日（日）
2泊3日

2月25日（金）～26日（土）
1泊2日

2月27日（日）～28日（月）
1泊2日

2月26日（土）～27日（日）
1泊2日

3月12日（土）～13日（日）
1泊2日

11 東北 青森県
福浦歌舞伎冬の段　食談義と下風呂温泉　冬の下北満
喫の旅（仮称）

文化観光

佐井村　福浦歌舞伎冬の段

食談義べこもち作り体験

大間のかっちゃ（お母さん）冬のガイドツ
アー

冬の下北観光素材発掘地域の埋もれた伝統芸能の発掘

3月5日（土）～6日（日）*変
更
1泊2日

12 東北 福島県 『水のチカラ　～　喜多方の食と酒の新融合　～』
産業観光　文化観

光　その他（フード・
ツーリズム）

日本酒学（器の違い・温度の違いによる

酒の味くらべを実践）、「水の案内人」によ
る喜多方の水文化の説明、農水省選定

「地産地消の仕事人」による喜多方素材

の座学、日本酒と喜多方素材の利き酒お
よび食体験

福島県は類い稀な清水に恵まれた県で全国新酒鑑評会の金
賞受賞蔵数で全国一を誇る。特に喜多方市は、「平成の名水百

選」に選ばれた熱塩のブナ林の伏流水が生活に使われ、有機

農産物と地酒を生み出している。「身土不二」を実践する熱塩温
泉において、水系を同じくする農産物の食味マッチングを体験

することにより、その時々の地元農産物をその地で食すること

が体に良いという効果を実感してもらうコースである。これによ
り、水が育む酒と素材の文化を再認識し、マクロビオティックの

考えを取り入れた喜多方の新しい観光ブランドとして提唱・発信

する。

3月6日（日）～7日（月）
1泊2日

13 東北 山形県
「やまがたの逸品　～　郷土が誇る『ＩＣＨＩＢＡＮ』の魅力
～」

産業観光　文化観

光　その他（ルー
ツ・ツーリズム）

・オリエンタルカーペット・天童木工・佐藤
繊維の工場見学と会社説明・雛祭り体験

オリエンタルカーペット：戦艦大和・バチカン王国・宮内庁等へ納

入。天童木工：卓越した曲げの技術でLEXUSのウッドを取り扱

う。佐藤繊維：オバマ大統領夫人が身に付けたニットで一躍有
名。意外と国民に知られていない銘品とその生い立ちを知り、

満足度の高い体験を味わうことが出来る。

3月9日（水）～10日（木）*
変更
1泊2日

エコツーリズム

グリーン・ツーリズ

ム　産業観光

・茅葺き民家を巡るガイド付きツアー・ミニ
茅俵づくり体験・伝統の雛餅づくり体験・

茅俵を使用する小正月行事「火振りかま

くら」体験

●「旧釜石鉱山事務所」「鉄の歴史館」
「日本最古の洋式の橋野高炉跡」「初代

釜石製鉄所長の別邸」の見学的学習　●

鉄の歴史館での鋳物鋳造オリジナル
キーホルダーづくり体験学習と山田かき

小屋での牡蠣食べ放題

田の厄払いのために農家がはじめた四百年以上の伝統を持つ
小正月行事「火振りかまくら」。火振りに使われる「茅俵」は地域

の人々の手仕事によって一つ一つ作られる。茅俵や茅葺き民

家など角館の伝統行事や農村の生活・生業を支えてきた「茅文
化」を巡る旅

釜石に残る数多くの鉄に関する歴史遺産は、視覚でも十分に訴

求でき岩手に産業観光を普及・定着させる切り口と成りえる。

9

10

東北
華麗な火の輪が踊る「火振りかまくら」と秋田「茅」物語
～秋田版エコ・ツアー～　人と自然の共生文化「雪国の
暖かさ」を体験

岩手県東北
郷土再発見/経済産業省近代化産業遺産認定
かまいし鉄の遺産・鉄の歴史を辿る旅＆山田のかき小屋モ

ニターツアー

秋田県
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14 東北 岩手県
健康・美肌のために繋温泉に宿泊し、南部地域固有の
伝統産業と町家文化・歴史に触れる旅

産業観光　ヘルス
ツーリズム　文化

観光

伝統産業の鉄器、酒造工場見学と藍染
体験・町家文化の伝承

・繋温泉においては、動脈硬化等に係る効能が高く、温泉の成
分である「メタケイ酸」による美肌効果も顕著であることから、心

身共に癒しを得ることに加え、入浴アドバイザーによる入浴、食
と温泉講座開催など開催他との差別性の高い健康増進効果を

享受することが可能になる。又、藩政時代、上流階級の食事場
面の再現なども体験する。・繋温泉地区の「盛岡手づくり村」に

ついては、「藍染め」のハンカチ作り体験や「南部鉄器」に係る
工程を直接的に見学することができ、人気が極めて高いこれら

品物を製造する伝統産業の実相を目で確かめ、ものづくりに係
る機会をも得ることができる。・盛岡市内の町家周辺は、市内中

心部であるにもかかわらず、人情あふれる神子田朝市、文士劇
で有名な盛岡劇場、酒蔵、由緒ある寺院等、藩政時代からの生

活、文化を構成する数多くの素材にじかに触れ、充実した「町歩
き」を楽しむことが可能である。

3月12日（土）～13日（日）
1泊2日

15 関東 千葉県
春浅し　佐原の風と　旅をする
－雛まつり・新酒まつりにいちご狩り、も一つおまけに利根川

舟巡り－

グリーン・ツーリズ
ム　文化観光

佐原おかみさん会ガイドによる「さわら雛

めぐり」見学体験、酒造見学・新酒蔵出し
試飲体験、地産地消バイキングと旬のい

ちご狩り体験、利根川舟運乗船体験

　佐原の歴史的町並みでは、佐原おかみさん会が主催する「さ

わら雛めぐり」をおかみさん会メンバーのガイドで見学したり、今
年６月に国宝に指定された伊能忠敬関係資料が展示されてい

る伊能忠敬記念館の見学を行います。　この季節ならではの、
酒蔵での新酒蔵出し試飲体験を楽しみます。

　また、昼食は、「地域産業資源活用事業」の認定を受けた、
（株）ファームネットジャパンのハムや地元産の旬の野菜を素材

にしたバイキング料理を楽しみます。　さらに、農村部でのいち
ご狩り体験や雄大な利根川を眺めながらの乗船体験を行いま
す。

　このような文化観光とグリーンツーリズムを組み合わせること
により、幅広い趣味・嗜好の参加者ニーズに応えることが期待

できます。

2月25日（金）
日帰り

16 関東 神奈川県 海選山選～地元の名産・逸品を食し、自然を満喫！～
グリーン・ツーリズ
ム　エコツーリズム

その他

飯盒炊飯（地元料理や農家料理の指導
を含む）、里山ナイトハイク、マイ箸づく

り、そば打ち、燻製づくり

丹沢湘南地域の食文化と自然が堪能できる。広域連携でしか

実現できない体験メニューも盛り込んだツアー内容である。一
度に味覚と視覚そして聴覚・嗅覚・触覚の五感を刺激し、知って

いるようで知らない丹沢湘南地域の魅力を知っていただくことが
できる。

2月26日（土）～27日（日）
1泊2日

17 関東 山梨県 重伝建　赤沢宿の歴史とくらしを学ぶ
グリーン・ツーリズ

ム　文化観光

・文化財ガイドウォーキング
・住民と一緒に行う地元食材による食体

験

日蓮宗総本山久遠寺とのかかわり、重要伝統的建造物群保存
地区、１３００年続く温泉、ひっそりとした山間の集落の生活。

町で活動を続けるNPOのアイデアとノウハウを最大限生かし

2月26日（土）～27日（日）
1泊2日

18 関東 群馬県 野菜王国昭和村でスロー体験三昧
グリーン・ツーリズ
ム

ほうれん草・山ウド収穫体験・田舎料理作
り（昼食）、いちご狩り体験

ほうれん草・山ウド等の季節の野菜を収穫し、自分で収穫した
野菜で田舎料理作りを行う。

3月4日（金）
日帰り

3月 5日（土）
日帰り

3月11日（金）
日帰り

3月12日（土）
日帰り

3月15日（火）
日帰り

3月 6日（日）～ 7日（月）
1泊2日

3月13日（日）～14日（月）
1泊2日

20 関東 神奈川県 ヨコハマ・ドラマ・スター・ツアー 文化観光

横浜を舞台としたドラマのロケ地を訪れ、

ドラマと同じシーンに参加者が同じアング
ルで撮影してもらえる。

画像はテレビ番組雑誌風に編集され、後
日送られる。

第1回　観光甲子園　観光庁長官賞受賞。地元高校生が企画を
プロデュースしていること。

たくさんのロケが行われている横浜だから複数ドラマの組み合
わせが可能であること。

3月12日（土）

日帰り

21 関東 山梨県
ＪＴＢ旅いく×アウトオブキッザニア
『八ヶ岳観光圏　観光大使のお仕事』

産業観光　文化観
光

①アーティストのお仕事体験（木工クリエ
イター、和紙職人、陶芸家）②リゾートホ

テルのお仕事（宴会担当）③地産のもの
を使ったものづくり体験（ジャムパティシ

エ）④子どもたちによる八ヶ岳観光圏の観
光新聞づくりと地域の方向けのプレゼン

テーション

観光圏内の豊富な子ども向けの様々な体験コンテンツを観光

大使のお仕事という職業体験をテーマにツアー化。地域宿泊施
設、観光諸団体、地域資源の有機的な連携をはかり、参加者に

とって新鮮さを醸成。合わせて子どもによる観光ガイド新聞づく
りをさせることで、地域の魅力再発見に繋げている。

今回、八ヶ岳南麓やとわれ支配人会に加盟している観光事業
者、八ヶ岳アート＆クラフトネットワークおらうーたん、農業法人

清里ジャムが中心となってプログラム企画開発運営で連携して
いる。

3月12日（土）～13日（日）
1泊2日

22 関東 神奈川県 写真で見る・撮る”ヨコハマ産業観光”
産業観光　文化観

光

①近代化産業遺産・港湾施設を、専門家

と交流しながら見学できる【学芸員、現役
船員等】

②写真専門家による撮影指導
③湾内新航路クルーズ【間近で見るガン

トリークレーン/コンテナ積み下ろし・横浜
三橋クルーズ】

①産業遺産内の一般非公開部分の特別公開を実施（赤レンガ

倉庫クレーン機械室、横浜開港記念会館ジャックの搭など）
②普段なかなか接することのない現役船員との交流で、実体験

やこぼれ話を交えた海の魅力を堪能できる。
③専門家による指導のもと、産業遺産や港湾施設を写真に収

めるとともに、同じアングルの昔の写真と比較しながら歴史を辿
れる。

④特別ルートによるクルーズで、迫力あるガントリークレーンや
工場夜景など横浜港の魅力を間近で見て・撮影できるという点

で、エンタテイメント性や特別感が味わえる。

3月13日（日）
日帰り

23 関東 栃木県
☆初心者大歓迎☆指導員つきGIRLS　FISHING体験プ
ラン
（女性向け釣り体験プラン）

ヘルスツーリズム
文化観光　その他

（釣りをきっかけと
した地域の魅力発

見ツアー）

２０１０年から女性にも話題になり始めて

いる「釣り」を気軽に体験してもらうプラ
ン。地元の漁業協同組合員が丁寧に指

導します。
釣りだけでなく地元のB級グルメや観光な

どの魅力も伝えます。「釣り」と「釣り場近
辺の自然・施設・街の魅力」を伝えます。

きれいなトイレが完備されており女性だけでも安心してできる釣
り場。釣りに加えて、未発掘の地域の魅力を発見できる。

佐野市、秋山エリアにはログハウス風の宿泊施設、きれいな体
験工房、手打ちそば・葛生ラーメンの絶品グルメがあります。

3月15日（火）*変更
日帰り

1月21日（金）～23日（日）
2泊3日

3月12日（土）～13日（日）
1泊2日

2月18日（金）～19日（土）
1泊2日Ａコース

2月18日（金）～19日（土）
1泊2日Ｂコース

文化観光

エコツーリズム

産業観光　その他
（テクニカルツーリ

ズム）

・御師のまち（歴史的まちなみ）ガイド　・ヒ
イチづくり

・自然の中の食べられるもの探し＆ほうと
うづくり・ランチョンマットづくり

朱鷺のえさ場（ビオト―プ）作り(NPO法人

トキどき応援団、トキ交流会館）、トキ認
証米のレクチャー（佐渡市農林水産課）、

どぶろくの作り手による説明（農家民宿・
植えた）、トキウォッチング（トキどき応援
団）、能舞台で能体験（佐渡の能を識る

会）、人形芝居体験（常盤座）、いごねり
作り（トキ交流会館）、イカ塩辛造り（佐渡

観光協会）、佐渡の文化に関する講話（ト
キどき応援団）

諏訪地域ものづくりDNA伝承講座、諏訪
地域の技術を体感できる工場見学、体験

型ものづくり、地域の産業・歴史・文化を
体感できる史跡巡り等

富士山信仰をはじめとした地域に根付いている文化を体験して
もらうことで、富士山や富士五湖のすばらしい景観だけではな

い新たな魅力によるリピーター化を図ることが出来る。

●佐渡は放鳥されたトキに象徴される豊かな自然環境を有す

「生物多様性の島」であり、離島特有の食文化や伝統芸能が有
機的につながり残っている「日本の縮図」でもある。そのような

佐渡で自然環境の復元活動、生物と人間の共存への取り組
み、一次産業の課題など、日本の各地で起こっている社会的課

題を実際に肌で感じることができる。
●首都圏の企業が「環境の島・佐渡」を舞台にＣＳＲ活動を行う

ことで、参加企業のＣＳＲ活動の認知度の向上、情報発信が容
易に。

直接企業を訪問することにより、諏訪地域の企業がもつ「技術

力」とそのバックグランドとなった産業・歴史・文化を体感できる

富士五湖の素顔に触れる着地型ツアー関東 山梨県

佐渡島で環境を学ぶ・環境ＣＳＲツアー新潟県北陸信越

長野県

24

25

19

目から鱗！諏訪の「精密機械産業技術」がわかるテクニ
カルツーリズムツアー（案）

北陸信越
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26 北陸信越 長野県 「白馬・大町・安曇野の自然満喫　食と＆健康ツアー」 ヘルスツーリズム
水中ウォーキング体験、スノーシュー体

験、輪かんじき体験、岩盤浴

看護師による体重・血圧測定とカウンセリングを、滞在前後計２

回実施することにより、効果の検証が期待できる。さらに温泉療

養指導士による入浴方法のアドバイスや水中運動の指導が受

けられ、療養効果が期待できる。

自然の中でのスノーシュー・輪かんじき体験や温水プールでの

水中ウォーキングを通じて体力を増進し、「低カロリーの洋食フ

ルコース」や「吉兆によるヘルシー和食メニュー」で身体の中か
ら健康になっていただく。

また、アルカリ性単純温泉は刺激が少なく入りやすい温泉であ

り、岩盤浴も温泉を使ったものなので温泉成分が吸収できる。

このツアーを通して自然・食・健康に対する意識をより高めてい

ただくことができる。

2月26日（土）～27日（日）
1泊2日

2月26日（土）
日帰り

2月27日（日）
日帰り

2月27日（日）～28日（月）
1泊2日

3月1日（火）～2日（水）
1泊2日

3月3日（木）～4日（金）
1泊2日

29 北陸信越 富山県
越中・飛騨食文化観光
～郷土の歴史と風土に根ざした多彩な食と文化を学ぶ
～

文化観光

そば打ち体験／まち歩き、寺院巡り／信

仰と食との関わりを学ぶ（報恩講料理）／

泊食分離体験／定置網（環境配慮型漁
業）と食との関わりを学ぶ

郷土の食には必ず郷土の歴史や特性が深く関わっており、単

に美味しいものを食べるだけでなく、その歴史的・地理的背景を
学ぶことで、食の意義と、食に対する理解を深めてもらう。

3月5日（土）～7日（月）*変
更
2泊3日

3月9日（水）～10日（木）
1泊2日

3月11日（金）～12日（土）
1泊2日

31 北陸信越 新潟県 燕まるごと体験ぎっしりツアー 産業観光

・スプーン磨き体験　・磨き屋シンジケート
等洋食器工場見学　・鎚起銅器工場見学

・良寛歌碑拓本体験　・大河津分水で建

設中の新可動堰見学　・B級グルメ（燕三

条系ラーメン）を食す　・燕製品カトラリー

を使用した会食

・江戸時代から続く世界に誇る燕の「ものづくり」を歴史から学ぶ

・APEC等で更に有名になった金属加工技術の体験を行う

3月11日(金)～12日(土)
1泊2日

32 北陸信越 富山県
純白な利賀で、ふれあい交流・雪上運動会＆夜空と雪
を彩るキャンドルライトアップ体験～地域交流とキャンド
ルで田舎の冬を温めてみませんか！～

グリーン・ツーリズ
ム　文化観光

①利賀住民と参加者との雪上運動会②

キャンドルライトアップ体験③ミニ雪像・
かまづくり体験④利賀伝統文化（民謡、

民話を拝聴）⑤そば打ち体験⑥越冬食料

理（冬越し御膳）

特別豪雪地帯に指定されている利賀で、都会居住者が味わえ

ない、目いっぱい雪に親しんでいただくと共に、農山村の冬の生
活や伝統文化に触れいただき、更には、地元住民との交流を活

発に深めていただく体験をしていただきます。

3月12日（土）～13日（日）*
変更
1泊2日

33 北陸信越 新潟県 ホワイトミュージアムツアー2011
グリーン・ツーリズ

ム　エコツーリズム

ヘルスツーリズム

「雪原カーニバルなかさと」でのキャンド
ル作成（参加型イベント）、「越後まつだい

冬の陣」のっとれ松代城観戦、スノー

シュー体験、マクロビスイーツ体験など

「雪原カーニバルなかさと」では雪原一面に広がるスノーキャン

ドルを設置していただき、参加した方一人ひとりが幻想的な世

界の演出者になることができる。そのほか、広い高原のリゾート

ホテルと山間の歴史ある温泉旅館という異なるタイプのお宿で、
異なる泉質の温泉を堪能できる。日本三大薬湯の一つ、松之山

温泉では、雪国の食材を生かした「棚田鍋」や、健康にも配慮し

たマクロビスイーツを提供。ブナが美しく立ち並ぶ「美人林」をス

ノーシューで散策して自然を満喫した後は、囲炉裏端で暖をと

る。また、日本三大峡谷・清津峡の絶景・雪模様を楽しめる。厳

しいけれど美しく豊かな雪国の自然と人々の営みを実感できる

旅。

3月12日（土）～14日（月）
2泊3日

34 中部 三重県 伊賀、芭蕉の地を巡る（1泊2日） 文化観光

和菓子製造体験、和菓子の食べ歩き、各

吟行会による俳句会、芭蕉翁記念館学芸

員などによる芭蕉講座、俳聖殿内伊賀焼

芭蕉像公開

伊賀出身の松尾芭蕉翁は料理好き、また、食通であったらしく、

門人を招いた月見の句会では、宴でみずから献立「八月十五

夜」を作り、門人をもてなしたと言われており、その献立は、現

在も「月見の献立」として地元の愛好家などにより再現されてい

ます。

俳聖松尾芭蕉翁の生誕地にお越しいただいた観光客の皆様を

芭蕉ゆかりの料理でおもてなしし、天然温泉「芭蕉の湯」でくつ

ろいでいただきます。また、通常、体験できない特別な和菓子づ
くりや生誕地ならではの句碑めぐりや芭蕉講座を受講すること

ができます。

2月26日（土）～27日（日）
1泊2日

35 中部 愛知県
農の本場！渥美で花植え・鉢植えを学ぶ！－春の訪れ
体感

文化観光
プロの花農家での野花植え教室、大規模

生産農家での野菜収穫体験

花卉栽培のメッカ渥美半島でプロの花農家から、旬の時期に旬

の花植え、鉢植えを直接学び、体験でき、栽培方法を知ること

ができる。

3月5日（土）～6日（日）
1泊2日

36 中部 岐阜県
名泉体感！　～　美肌創造＆ハートリフレッシュ　～
天下の名泉と温泉文化を贅沢に楽しむ旅（仮称）

ヘルスツーリズム

文化観光

温泉を極めるプログラム（美肌＆リフレッ
シュ体験、温泉入浴健康づくり、エステ、

温泉勉強会）、パワースポット体験、影絵

感激（観劇）体験、温泉寺座禅瞑想体験

東海地区に２名しかいない「温泉入浴指導者」（財団法人日本

健康開発財団認定）を中心に、施設スタッフへの研修・育成によ
り下呂温泉全体で百人弱にも上る「温泉入浴指導員」を活用し

て、「美人の湯」での美肌創造の極意を体得していただく。合わ

せて文化体験により身体の中から美しくできる

3月5日（土）～6日（日）
1泊2日

3月8日（火）～3月9日（水）
1泊2日

3月12日（土）～13日（日）
1泊2日

38 中部 静岡県 伊豆早春の花めぐりとご当地グルメの旅
グリーン・ツーリズ

ム　産業観光　文

化観光

ガイド付き花めぐり散策、まち歩きツ

アー、工場見学、芸妓踊り和菓子作り体

験

早春の伊豆観光圏内では、他の地域よりも早く咲き美しい景観

で有名な「河津桜」を活用し、整備された桜並木をガイド付きで

散策することで河津桜や伊豆の文化を広く理解して頂ける。ま
た、ご当地グルメを満喫し幕末の歴史のある下田のまちでしか

体験できない「下田えんためガイド」と幕末ゆかりの地を巡るこ

とで、下田の歴史文化を深く理解して頂ける。これに好評である

東海館での芸妓踊り観賞、和菓子作り体験を合わせることによ

り、伊豆観光圏の魅力を体感して頂ける。

3月9日（水）～10日（木）
1泊2日

2月16日（水）
日帰りＡコース

2月16日（水）
日帰りＢコース

2月16日（水）
日帰りＣコース

文化観光

ヘルスツーリズム

産業観光

エコツーリズム　文
化観光

産業観光

今も現存する江戸期の建築物や明治初
期に建築された老舗料亭でこの地の独

自の芸妓文化をお座席を通じて体験し、

当時の古き良き建築様式を見て触れて

学ぶ。また、同建物の存する地域全体で

もてなしを行い、建物の説明はもとより街

道等のガイドも地域の人、建物のご当主

自らが案内を行い、地域交流と文化体験

が出来る人情ぬくもりツアーとなってい
る。

医療用具APGハートレーターによるストレ

ス度、血管老化度の計測、数値化の体験

温泉ソムリエとの交流と玄米食・郷土料
理体験

【山里コース】 豆腐工場の施設見学味噌

工場の施設見学山菜加工現場での収穫

体験と工場の視察蕎麦打ち体験マタギの

くらしなどの語り部【里山コース】魚沼の
発酵文化を学ぶ（老舗酒蔵と味噌蔵）新

しい雪国ブランドとしての鱒や鮎の養魚

施設などを見学雪と暮らしてきた織物工

場や節句市なども見学

志摩自然学校での体験プログラム、横山

展望台での自然観察会、神宮でのガイド
との交流体験

・神戸港産業観光クルーズ
・三菱重工神戸造船所　自動車運搬船進

水式見学（洋上から）

・神戸製鋼所　神鋼神戸発電所見学

・森永乳業神戸工場　工場見学、ヨーグ

ルト試食、チーズ作り体験等

・ダイヤモンドフェリー「さんふらわあ」船

内見学
・神戸空港バックヤード見学

・神戸国際コンテナターミナル見学

・K-DIC（多機能物流施設）見学

古くは昔、宿場町として栄えた中条宿、かつての花街として多く

の人で賑わいこの地の独自の芸妓文化が存在していた。旦那

様の贅沢な「遊び」であった文化を現代に復活させ、趣ある古建

物と町並みで当時を再現し、沿道では地域一帯をムーディーに

ライトアップし広く多くの人に見て触れて学んでいただける体験

ツアーとしています。

雪国Ａ級グルメとして雪国観光圏が認定した事業所を対象とし

て回るため、一般的なモノづくりだけではなく、さらにこだわった

ものづくりの姿勢などをお客様に感じていただくことができる。

またその事業所の取り扱う商品は一般流通しにくいものが多い

ために、お客様がそのまま買い付けをしていただくという楽しみ

も提供することができる。また宿泊施設や飲食店もＡ級グルメ
認定店となるために、そこで見学した食材などもしっかりと味

わっていただくことができる。両コースとも利用する飲食店や宿

泊施設は地場の食材をしっかりと提供している雪国Ａ級グルメ

の認定店であり、食事の際に料理長などから料理などの話を

聞く時間帯を設ける。

願いを叶えてくれるといわれている地域信仰に接していただくと

ともに、その信仰を育んでいる地域の営みを支える自然を体験

できる。また、志摩自然学校では、リアス式海岸を特徴とした波
静かな内海の英虞湾をフィールドにした体験で表面上は美しい

英虞湾においても、環境汚染が進んでいるという人間の生活が

自然に与える影響についても学んでいただけます。

都市部において、造船業や鉄鋼業等の重厚長大型産業や食品

関連産業、物流港湾関係産業、運輸産業といった様々な産業

が集積しているという特徴は日本を代表する国際港湾都市・神

戸ならではのものであり、また旧外国人居留地に代表される国

際的な文化遺構、大阪湾と六甲山系とが生み出す景観のコント

ラストも合わさって、みなと神戸エリア全体で独自の観光魅力を

有しているといえる。本ツアーはこうした多彩な魅力を体験でき

る「みなと神戸の『いろんな顔』体験シリーズ」の一環として、「も
のづくり」「物流」「人流」といった神戸港の産業について様々な

切り口から楽しんでいただけるようになっている。

30

志摩で叶える願いごとツアー37 中部

北陸信越
見て、聞いて、食べる。　おいしさ満載のグルメツアー
雪国Ａ級グルメ　産地見学と本物の食に出会う旅

新潟県

28

三重県

健康ストレス度計測と魚沼発芽玄米鍋による
美肌ストレスフリーツアー

新潟県三つ星ビジネスプラン認定の「南魚沼ストレスフリーツ

アー」に加えて弱アルカリ性温泉入浴と発芽玄米鍋と郷土料理

によるスローフード食が体験できる。医療用具で指先に赤外線

チェック部をはさみ３分間静止するだけで副交感神経の活性度

を元に「ストレス度」を数値化するとともに「血管年齢」が判定さ
れる。この医療エビデンスをツアー前と後で２度明示することで

ツアー参加者がツアーによる改善度がわかる。スローフードの

食体験を通じて雪国観光圏の魅力を伝えることができる。

近畿39

27

発見！体験！感動！神戸港産業観光ツアー
～みなと神戸の「いろんな顔」体験シリーズ～

兵庫県

北陸信越

北陸信越 新潟県

宿場町中条で歴史ある建築物と芸妓文化体験ツアー新潟県
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NO ブロック 都道府県 ツアータイトル
ニューツーリズム

の区分

（重複可）

体験・交流メニュー セールスポイント 催行予定日

40 近畿 滋賀県 江・浅井三姉妹ゆかりの地を訪ねて
文化観光　その他

（歴史観光）

歴史ファンの参加者と現地ガイド（地域愛

をもった歴史愛好家）が触れ合い交流す

る「歴史であい体験」

平成２３年のＮＨＫ大河ドラマ「江～姫たちの戦国～」は当圏域

内で生まれた浅井三姉妹の三女「江」が主人公となっている。
浅井三姉妹（江・茶々・初）のゆかりの地であり、戦国を動かし

た３人の物語が始まった地でもある。また、圏域内では「戦国」

が共通テーマになっており、「江・浅井三姉妹」の魅力を感じて

いただくとともに、「戦国ファンの参加者が主人公になる」ような
「歴史であい体験」ツアーとなっている。

2月25日（金）～27日（日）
2泊3日

41 近畿 大阪府
ええもんええとこ河内長野「奥河内楠木正成のふるさと
と愛飲の天野酒酒蔵を訪ねて」

産業観光

河内長野には、昔、京の都から真言宗の

聖地高野山を結ぶ高野街道沿いに残る
歴史的街並みが残された地区があり、大

阪府のミュージアム構想に多くの地域が

選定されています。高野街道に関する河

内長野のゆかりの寺や南北朝時代に活
躍した楠木正成の生誕地など、楠木正成

に深いかかわりのある地を巡る歴史を体

験してもらい、その時代からの河内長野
の酒造の歴史を受け継ぐ地酒「天野酒」

の酒蔵見学を体験します。

市内唯一の地酒「天野酒」を醸造する西條酒造は、規模の大き

な蔵元ではないため小規模な酒蔵を活かし、間近で酒造りが見
学でき、伝統産業としての酒造りが詳しく理解できるところで

す。また、一部建物が国の登録文化財になっており高野街道に

も面した沿道は歴史的な趣があり、観光的な見所として非常に
有望と考えられます。

2月26日（土）
日帰り

42 近畿 京都府 ＫＴＲ語り部列車  丹後七姫冬浪漫号

エコツーリズム産

業観光　ヘルス
ツーリズム　文化

観光

丹後観光口コミ大使による丹後七姫、カ

ニ、ジオパークの語り部。カニの競り見

学。

当協議会で実施している「ご当地検定」の合格者たちが自慢の

観光資源を語りながら周遊することで、より地域の魅力を感じて
いただける味わいのあるツアー。見る、聞く、食べるなど五感で

楽しめる。

2月27日（日）
日帰り

3月1日（火）
日帰り

3月2日（水）
日帰り

3月3日（木）
日帰り

3月4日（金）
日帰り

3月9日（水）

日帰り

44 近畿 奈良県 憧れの奈良ホテルにご宿泊奈良モニターツアー２泊３日 文化観光

・西大寺にて大茶盛を体験し僧侶から歴

史等について説明を受けた後に境内を参
拝

・奈良国立博物館にて学芸員より奈良の

社寺の歴史文化や奈良国立博物館の宝

物等について詳しい解説を受け学習
・身を清めたのち、修二会（お水取り）が

開催されている東大寺において僧侶より
寺・行事等も含めて講話を受け、行事参

拝

・春日大社にて１０００年以上昔より毎朝

行われている朝拝を体験した後、神官か
らの講話を受け、境内参拝

・興福寺に僧侶による解説を受けつつ国
宝館見学、境内参拝

・薬師寺にて僧侶案内による東塔・境内
参拝

　少人数催行の形態で、社寺等の神職・僧侶等が直接参加者

に対して、文化・歴史や諸行事や文化財等について説明・案会
を行い、質問に答えていくことにより、対話型のもてなしを実施。

単に有名な社寺を見学して回るということではなく、奈良の歴

史・文化と現在まで続く行事等の趣旨を知り、より深く奈良の文

化を味わうことができる。
　また、事前に配付される予定の奈良の歴史・文化に関する解

説を予習して現地に臨み、また、現地でも事前に神職・僧侶の
解説を受けてから見学等を行うことにより、より深みのある体験

学習が可能となる。これにより、普段は奈良の歴史文化への知

識向上と日本文化への関心を高め、奈良へのリピーターの増

加を図る。

3月1日（火）～3日（木）
2泊3日

45 近畿 京都府 宇治茶歴史街道、｢文化的景観茶畑の道｣を歩く
エコツーリズム　産

業観光　文化観光

京都府景観資産登録茶園見学・おいしい

お茶の淹れ方インストラクション

　「文化的景観の茶畑の道」は、京都府選定文化的景観に選定

された「和束町の宇治茶の茶畑景観」を巡り、紺碧の空と茶樹
が織りなすコントラストの美しさを楽しむ道です。「恭仁京跡」

「海住山寺」「安積親王陵墓」など、街道付近には、古代歴史ロ
マンの宝庫です。宇治茶の最大産地和束のお茶の始まり、そ

れは鎌倉時代までさかのぼります。海住山寺の高僧慈心上人

が、茶業興隆の祖とされる栂尾の明恵上人より、茶の種子の分

与を受け、鷲峯山山麓（和束町原山）に栽培したのが始まりと言
われています。江戸時代には皇室領となり、京都御所にも納め

られていました。このツアーのルートは、先人が苦労して作り上

げてきた日本の農村風景そのものです。また、このルートは奈

良時代の古官道「恭仁京東北道」とも重なり、茶の歴史と共に
万葉集に詠まれた風景を同時に楽しんでいただくことができま

す。

3月6日(日）
日帰り

3月6日（日）～9日（水）
3泊4日

3月8日（火）～11日（金）
3泊4日

47 近畿 和歌山県 紀州の歴史と食文化めぐり
グリーン・ツーリズ

ム　ヘルスツーリズ
ム　文化観光

熊野古道歩きの体験、梅工場見学、梅干

し加工体験、みかん農業体験、町並み散
策と地域交流

和歌山には江戸や万葉の時代の史跡が点在し、その上、豊か
な自然を背景に、上質の農水産物、加工食品などがあり、農業

体験、特産品の工場見学などを通じて「日本の歴史と食」を実

感、体験することができる。日本一の梅の里、みかん王国和歌

山での各種見学・体験ができる。また、観光価値の高い熊野古
道の一部を紹介し、リピーター獲得を狙う。

3月9日（水）～10日（木）
1泊2日

48 近畿 京都府 暗闇同心　鍔鳴剣屍郎　『京の魔界巡りツアー』
文化観光（アニメ

ツーリズム）

タツノコプロの久里一平氏原作の「鍔鳴

剣屍郎」は、京都を舞台とするコミック作

品であり、主人公の鍔鳴剣屍郎に扮した
芸人と共に京都市内の妖怪や怨霊の魔

界スポットを訪ね、いかに怨霊や妖怪の
登場する世界が生みだされたかを体験す

る。昼食は「地獄カレーうどんセット」をご

賞味下さい。

タツノコプロの久里一平氏原作の「鍔鳴剣屍郎」は、京都を舞台

とするコミック作品であり、その主人公の鍔鳴剣屍郎に扮した芸

人と共に京都市内の妖怪や怨霊の魔界スポットを訪ね、いかに
怨霊や妖怪の登場する世界が生みだされたかを体験する。昼

食は「地獄カレーうどんセット」をご賞味下さい。今人気の妖怪

や魔界スポットを剣屍郎の案内により巡る。はたして鬼がでるか

蛇がでるか。

3月12日（土）
日帰り

49 近畿 兵庫県 Rokko行こう！　女性のためのおしゃれな山の楽しみ方

エコツーリズム　ヘ

ルスツーリズム

文化観光　その他
（女性の誘客促進）

【エコツーリズム】油コブシハイキング、摩
耶山ナイトハイク、みつろうしぼりとキャン

ドルづくり、六甲山牧場ウールクラフトづく
り

【ヘルスツーリズム】天上寺坐禅体験、ノ

ルディックウォーキング

【文化観光】山上近代化遺産めぐり、摩耶
山天上寺坐禅瞑想体験、山ガールファッ

ション＆ギアのよろず相談会

山ガールという言葉に象徴される、20～30代の女性はもちろ

ん、若くありたいという40代以上の女性も含めた対象に、六甲山
の知られざる自然（山上で養蜂が行われている等）や歴史文化

（古刹での坐禅瞑想、近代化産業遺産のおしゃれな建築）を体

験してもらう。また、フィットネス効果が期待できるノルディック

ウォーキングも行い、心身ともにリフレッシュしてもらうことで、
新たな六甲山ファンの掘り起こしを図る。

3月12日（土）～13日（日）
1泊2日

50 近畿 京都府 「京都のいなかで小さな春を見つけましょう」
グリーン・ツーリズ

ム　エコツーリズム

１．いなかのお年寄りと地域特産漬け物
作り

２．いなかのお年よりと竹カゴとわら細工

３．公共施設「山野草の森」で苔玉、鉢植

え作り
４．猪猟の見学と精肉処理体験＞猟師を

囲んでボタン鍋で夕食
５．地域特産「山椒」と「丹波黒豆」農家の

よもやま話し

この時期、雪深い中山間地域では「山の幸」は少ないが農閑期

の農家がゆっくり時間の取れる時期です。都会生活者と地域住
民との語らいやこの時期だけの猪猟の見学を盛り込んだ。

3月12日（土）～13日（日）
1泊2日

51 近畿 奈良県
御杖村の春をさがしに…　「ノルディックウォーキングで
行く伊勢本街道」　（仮）

エコツーリズム

・田舎ならではの「こんにゃくづくり」体験

・地域の素材を活かした食体験　　・伊勢
本街道沿いの史跡とのふれあい

・「ノルディックウォーキング」による新しい
ウォーキング体験　　※ノルディック

ウォーキング部分での村民交流も検討中

地域の歴史資源や文化資源に、新たな要素（ノルディック

ウォーキング）を組み合わせた点

3月13日（日）
日帰り

産業観光

グリーン・ツーリズ
ム　エコツーリズム

文化観光

自衛隊駐屯地内でのジープ乗車体験、

北条鉄道乗車体験、防空壕・弾薬庫内へ

の特別入場体験

①オレンジ・ロードわかやま：農家の人た
ちとの交流　収穫から食へ・・・地産地消

の野菜の収穫体験。収穫した野菜・柑橘
類でのジュースやジャム・ゼリー作り②

炭の芸術・紀州備長炭紀州備長炭の里・

紀伊田辺での炭焼きと炭出しの学びと体

験。　③古代の道・蟻の熊野詣で熊野語
り部の会や熊野健康セラピストとともに古

道周辺のフィットネス・歴史ウォーク。　④
源泉かけ流しの村、自然・温泉・歴史施

設を有効に活用したファミリー・ヘルス・

ツーリズム

別紙参照

①地産地消秋津野ガルテンのメンバーである農家の農園で収
穫された野菜を中心とした食の学び。②紀州特産の備長炭の

炭焼きと炭出し体験。間伐材を利用する山林の再生。③シニア

層だけではなく、若年層でもブームとなりつつある「ノルディッ
ク・フィットネス・ウォーク」の普及活動。これまでの歴史ウォー

クにプラスする、新たな世界遺産ウォークのコース・アレンジを

開発する。④全国で最初に源泉かけ流しを宣言した村。その湯
量豊富な十津川温泉でしか味わえない自然の中温泉セラピー・

プログラムの開発を行う。

和歌山県近畿46
関西のオアシス“秋津野ガルテン”ロハス塾と世界遺
産・熊野古道と温泉で甦りツアー

43 近畿 兵庫県 訪ねて見よう！加西の知られざる戦争遺産探検ツアー
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NO ブロック 都道府県 ツアータイトル
ニューツーリズム

の区分

（重複可）

体験・交流メニュー セールスポイント 催行予定日

2月27日（日）
日帰り

3月13日（日）
日帰り

3月4日（金）
日帰り

3月5日（土）
日帰り

3月7日（月）
日帰り

3月9日（水）
日帰り

54 中国 広島県 海の路でたどる瀬戸内の歴史と文化 再発見の旅 文化観光

海洋国家としての発展過程要素（歴史・

文化・芸術・環境等）と世界有数の多島美

を誇る地域、現代アートの魅力を海の路

によるネットワークを活かした機動的な自

由度の高い小型船舶でしか体験できない

商品を提供。【体験メニュー】小型船舶の

活用による瀬戸内海の島々めぐり初春の

夜空の天体観測（蒲刈県民の浜天体観

測館）　直島現代アート美術館での瀬戸

内国際芸術報告会小型船舶クルーの手

伝いや操船の体験　【交流メニュー】地元

ボランティアガイドとの交流を通じた歴史・

文化の学習

・日本は海洋国家として発展した国でありながら、馴染みの薄く

なった“海の路”を通じて、古代 から現代に至る歴史・文化遺産

を体験・交流。

・世界有数の多島美を有する静穏な海域である瀬戸内海は、小

型船舶による自由度の高いツアーを体験できる格好の舞台。

・海の路の組合せは無数に存在することから、リピーターの確

保に資する飽くことの無いツアー商品の提供が可能。

3月10日（木）～13日（日）
3泊4日

55 中国 広島県
百島いちご狩り体験とクルージング＆サイクリングツ
アー

グリーン・ツーリズ

ムエコツーリズム

文化観光　その他

（食・てっぱん）

サイクリング

いちご狩り

クルージング

・サンセットクルージングと高級リゾートホテルによるプライムツ

アー

・海から見る瀬戸内海の環境文化（生活風景）という潜在地域

資源の発掘

・フルーツの収穫体験とサイクリングを通じた自然とのふれあい

・ＮＨＫ連続テレビ小説「てっぱん」をキーワードとした地域の食

文化体験

3月12日（土）～13日（日）
1泊2日

56 中国 広島県 朝鮮通信使って！？ 文化観光 詩文体験，座禅体験，歴史体験

・従来型の消費的娯楽から，学びによる自己実現や地域社会

への貢献などを｢楽しみ」とする旅行を目指す。
・瀬戸内海地域は，多島美，豊富な歴史・文化資産，農業・漁業

においても豊かな恵みを提供してきた。本計画は，新しい「景観

体験」，「歴史・文化体験」，「食文化体験」を目指す。

3月13日（日）～14日（月）
1泊2日

57 四国 香川県
満開！さぬきの文化と伝統美
「せとうちアート」を訪れる３日間の冒険

文化観光

①現代アート体験（普通の美術館のよう

にただ鑑賞するのではない、五感で感じ

体験する現代アート体験）

②庵治石加工体験（花崗岩のダイヤモン

ド・庵治石の採石見学と庵治石研磨体
験）

③さぬきうどん打ち体験（名物講師と踊り

ながら、楽しみながらのうどん打ち体験と

実食）

各種体験及び現代アートと優れた伝統美を味わえる、当圏域

独自の文化観光である。

体験メニューについても、当地域にしかない個性的なメニュー
であり、他の地域では味わえないものとなっている。

2月18日（金）～20日（日）
2泊3日

58 四国 徳島県
伝説伝承に彩られた
「日本の原風景・ほんものの田舎」を巡る旅（仮）

エコツーリズム　産

業観光　文化観光

深山幽谷ゆえに生まれた妖怪伝承を体

感する「妖怪伝承めぐり」や「平家落人伝
説巡り」…文化・エコツーリズム

歴史的建造物・景観を活かした「うだつの

町並み巡り」「箸蔵寺アニマルミステリー

ツアー」…歴史文化観光

吉野川と寒冷な気候が産み出す地酒文

化と醸造工程等を知る「酒蔵見学」…産

業観光・文化観光

急斜面の山腹一面に民家が点在する独特の景観、地域の暮ら

しと結びついた伝説伝承や伝統文化を満喫できる、「四国・にし

阿波観光圏」の「日本の原風景・ほんものの田舎」を巡る旅。

深山幽谷の景観と妖怪伝承や、独特の歴史文化が育んだ歴史

的建造物・景観などを、地域の住民やその暮らし・生活文化と

の関わりとともに紹介。厳しい自然環境の下、古から続く素朴だ

が心豊かな暮らしの中で育まれた地域の魅力を、たっぷりと味

わえる。

①【歴史文化の旅】　未だ広く知られてはいないが魅力的な地
域の歴史文化をより深く知ることができる。貞光二層うだつの町

並みの漆喰装飾の鏝絵（こてえ）、国指定重要文化財の箸蔵寺

の空想上の動物や干支が施された壮麗な彫物装飾、阿波池田

たばこ資料館のたばこ商人の栄華を偲ぶ豪華な欄間などなど

を、地元ガイドの解説とともに巡る。

②【伝説伝承の旅】　「ゲゲゲの鬼太郎」でおなじみの児啼爺の

発祥の地・山城大歩危の数々の妖怪伝承や、秘境の村に大切

に語り継がれてきた哀しくも雅な平家落人伝説をガイドとともに

巡る。

③【特産の味覚を楽しむ旅】　一流シェフ監修の下、秘境祖谷の

風土が育む特産物を地産地消の昼食弁当にした「祖谷平家弁

当」。知る人ぞ知る四国の酒処・にし阿波の地酒と、特産物と地

酒の新定番料理「お美姫鍋」をたっぷり楽しめる「ほろ酔いフェ
ア」。そして弘法大師空海により開設されたと言われる箸蔵寺の

自然の中で味わう精進料理と、当地ならではの豊かな味覚を楽

しんでいただく。

2月25日（金）～26日（土）
1泊2日

2月26日（土）
日帰り

3月5日（土）
日帰り

3月12日（土）
日帰り

産業観光　文化観

光

産業観光　文化観

光

産業観光

・東側ルート（大阪ー岩美町ー八頭町）：

地元料理作り（岩美町）、山陰ジオ学習

（同：ジオパークに登録された浦富海

岸）、竹細工で箸作り（八頭町：を使って、

自分用の箸を作る）、もちつき体験（同：緒

に餅つき体験）、かまくら体験（同：雪の家

で地元料理を体験）、温泉入浴（同：船岡

温泉入浴）。・西側ルート（大阪ー日南

町ー境港市ー米子市）：郷土料理体験

（日南町：古民家でそば、栃もち等を食す
る）、若松鉱山資料学習（同：戦後日本の

鉄鋼生産に不可欠なクロムを生産した鉱

山跡を見学）、古民家体験（同：古民家の

宝庫、今なお住んでいる方々と交流）、も

ちつき体験（米子市：どんぐり館で餅つき

体験）、水木しげるロード散策（境港市：鬼

太郎ロードを地元観光ボランティア団体

の方々により案内）、地元料理体験（同：

新鮮な魚介類をドンブリで食味）、真名井

水汲みと散策（米子市：真名井の水は古

事記に由来する。米子の水について話を

聞き、味わう）。

①石見銀山龍源寺間歩。

②石州瓦製造工場見学（産業観光）

大森銀山重要伝統的建造物群保存地区
の石州瓦のオートメーション化された工

場の製造工程を見学。

③福光石採石場(産業観光)

石見銀山遺跡内にある五百羅漢像など

に使用されている福光石採石場を見学す

る。

瀬戸大橋ライトアップ及び香川県一の工

業地帯「番の州工業地帯」の夜景鑑賞ク

ルージング（坂出LNG基地，コスモ石油，

三菱化学，四国電力坂出発電所，川崎

重工業坂出造船所等），旬のタイラギ貝
などを使った坂出の海幸丼グルメ

・東側ルート：世界ジオパーク加盟認定を受けてジオ学習と、地

元料理、かまくら＆もちつき体験で都会では体験する機会のな

い雪遊びを行う。八頭、岩美の地元ボランティア団体が各メ

ニューについて指導、交流を行うことによりツーリズムの本来の

意義を実現する。・西側ルート：日南の若松鉱山跡、古民家学

習・体験、米子のもちつき体験、境港の水木しげるロード散策と
いう、過去、現在、未来の空間を体験する。地元ボランティア団

体との交流を通じてツーリズム本来の趣旨を実現する。・なお、

両ルート共に鳥取大学の教員、学生も参加して、鳥取版ツーリ

ズム創りを目指す（平成22年8月の日帰りツーリズムでも教員、

学生が参加）。

○世界遺産石見銀山遺跡は年間約60万人が訪れる県内でも

主要な観光地である。一方、シンボリックな構造物に乏しく、そ

の価値がわかりにくい遺跡である。今回のツアーは町並みや遺

跡を形作る地元産品の製造工場・採石場の見学を組み合わせ

ることで、新たな視点で石見銀山の歴史文化を体験するもので

ある。このことで、単なる物見遊山的な観光でない、付加価値
の高い新たな石見銀山観光の可能性を探るものである。

 ・ これまで観光資源とされていなかった石見地域が誇る地場

産業である「福光石採石場」「石州瓦製造工場」を新たな観光ス

ポットとして活用。

 ・ 石見銀山の時代から現代へと受け継がれた産業技術・歴史

文化に触れることで、産業という視点から銀山の価値を発信。

 ・ 地元産業への理解と関心を深めることで、販売促進へとつな

げ地域産業の活性化を図る。

●「ここだけでしかできない」立地優位性を活かしたツアー

坂出市の製造品出荷額等は，香川県内第一位（シェア約30％）

で，四国全体においても今治市に次ぐ第2位の規模である。そ

の巨大な工場群と世界最大の道路鉄道併用橋で，日本夜景遺

産にも選定されている瀬戸大橋が近接し，それらが醸し出す幻

想的な夜景をクルージングで楽しめる場所は他に類がなく，「こ

こだけでしかできない」立地優位性を活かしたツアーである。

●香川県がブランド化を進めるタイラギ料理の食事付

瀬戸内海が全国有数の産地で，香川県もブランド化推進の重
点産品に位置づけているタイラギ貝を使ったグルメが食べられ

る。

●地元の人が案内人

坂出の観光まちづくり活動の一環として，市民有志メンバーと旅

行会社との協働により，商品企画・実施を行うことが特徴。市民

有志メンバーは，企画及びガイドを務める。

中国

さかいでナイトクルーズ　～工場＆橋萌えツアー～

石見銀山龍源寺間歩・福光石石切場　坑道体験ツアー53

59

52

島根県

四国 香川県

中国 鳥取県 鳥取ツーリズムー冬のいなばふるさとの味体感紀行
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NO ブロック 都道府県 ツアータイトル

ニューツーリズム

の区分
（重複可）

体験・交流メニュー セールスポイント 催行予定日

3月4日（金）～5日（土）

1泊2日

3月5日（土）～6日（日）

1泊2日

61 四国 愛媛県

ボンネットバス「ちゃがまる」で行く木蝋と白壁の町並散

策と「内子座」貸切和楽鑑賞、苔玉手作り体験、地産グ
ルメ満喫の旅2日間

グリーン・ツーリズ
ム　文化観光

伝統的な町並みをガイドつきまちあるき体

験、産地グルメ体験、苔玉づくり体験、内
子座貸切和楽鑑賞体験と町民交流

ボンネットバスに乗り込み、全国に希少価値となった伝統的な
明治時代を彷彿とさせる町並を名物ガイドによって散策し、大正

時代の木造の芝居小屋内子座を貸し切り、幽玄のしつらいの中
で日本の伝統芸能（浪曲、落語、日舞、和楽器演奏）に浸る、翌

日は小さな苔玉に込められた自然の美の小宇宙を自ら作り持
ち帰って育てる、鄙を愛でる贅沢な旅

3月5日（土）～6日（日）
1泊2日

3月6日（日）
日帰り

3月10日（木）
日帰り

3月12日（土）
日帰り

63 四国 愛媛県
映画監督気分でロケハン・ウォーキング　～中島で「春」
を探す～

文化観光　その他
（スクリーン・ツーリ

ズム）

ロケハン（ロケーション・ハンティング）、撮
影画像の意見交換、創作体験又は果樹

摘み取りなどを予定

全国100ヵ所以上で活躍し、日本映画の75％以上の撮影に協
力しているフィルム・コミッションの活動である「ロケハン」を商品

化。
旅行写真とは異なる「ロケハン撮影」という専門的な知識と技術

を要する撮影法を地域の魅力発掘に応用したツアーは前例が
ない。

3月12日（土）
日帰り

64 九州 大分県
温泉による自然治癒力の向上と心身のリフレッシュツ
アー
（現代版湯治・温泉療養保健システム体験ツアー）

ヘルスツーリズム

温泉学講座、血圧等のメディカルチェッ
ク、乗馬（ホースセラピー）、ヒーリングセ

ラピー、サイクリング、トレッキング、ノル
ディックウォーキング、温泉入浴

全国屈指の炭酸泉「長湯温泉」や九州一のスケールを誇る久

住高原など竹田市の個性的な温泉と恵まれた自然環境、類ま
れな歴史文化資源を利用した現代版湯治ツアー。

3月2日（水）～5日（土）

3泊4日

3月  4日（金）～ 6日（日）

2泊3日

3月11日（金）～13日（日）
2泊3日

ジオツアー

3月7日（月）～9日（水）　2
泊3日
ダイエットツアー
3月7日（月）～9日（水）　2
泊3日

3月10日（木）～12日（土）
2泊3日

3月13日（日）～15日（火）

2泊3日

エコツーリズム

グリーン・ツーリズ

ム　産業観光　文
化観光

グリーン・ツーリズ
ム、エコツーリズ

ム、文化観光（古
民家ステイ）など島

を丸ごと体験し、島
民との交流も大切

グリーン・ツーリズ
ム　エコツーリズム

ヘルスツーリズム

グリーン・ツーリズ

ム　エコツーリズム

森の国ネイチャーガイドと歩くネイチャー・
ウォーキング(約３時間）　【資料２】マップ

参照

◆佐川町・上町歩き体験；伝統産業であ
る司牡丹酒造について地元ガイド（くろが

ねの会）の案内で見て聞いて学びます◆
仁淀川町・武田勝頼歴史ミステリー体験；

◆土佐市・宇佐もんやのおもしろまち歩き
体験；地元の「宇佐もんや」の看板娘によ

るパワフルで面白く、またグルメ（うるめの
握りやうるめの吸物）も取り込んだ交流体

験をします◆いの町・伝統産業の紙漉き
や機織りを体験・学習します。◆日高村・

メダカ池フットパス；自然豊かな里山（人
工池）を地勢に詳しい地元専門ガイドと散

策し、水鳥や水性植物等をフィールドス
コープを使って観察します

無人島エコトレッキングツアー（ネイ
チャーガイド＆教会ガイドなど付き）、民

泊、古民家ステイなど多数

阿蘇中央火口丘ジオツアー、内牧商店街

食べ歩きツアー、乗馬体験。外輪山サイ
クリング、ダウンヒルトレッキング等

有機農業体験・スローフード料理体験・工

芸体験・照葉樹林散策体験

森の国ホテルから滑床渓谷の雪輪の滝までの往復２．５キロ
を、ネイチャーガイドと一緒に、滑床の自然、暮らし、歴史、環境

(動物と自然の関連)等を学ぶと共に、五感を使っての自然体験
をしながら歩く。(普通に歩けば１時間半のところを、３時間かけ

てゆっくり歩くので、年輩の方や、歩くのが苦手な方も参加しや
すいメニュー）、ホテルの庭先まで猿や鹿がやってくる中、｢動

物として可愛い」ことと、環境の中での｢バランス(生態系が壊れ
る恐ろしさ）」を、目のあたりにしながら、環境を考えてもらえる。

このエリアが開発当初から取り組んできた観光と環境の両立
を、3時間ガイドと歩く中でお客様にも楽しみながら理解してもら

える。

仁淀川は全国的にも水質評価が高く、水辺利用もトップクラス
の川であり、その仁淀川流域の海に至るまでの魅力を流域の

地元の方々をはじめとして、自然や歴史、伝統文化、地場産
業、環境等様々なカテゴリーのガイドやインストラクターなど地

元の達人たち（=地域の達人）の案内で歩き、学び、楽しむこと
ができる点が優れている。

滑床渓谷エコツアー　ネイチャーガイドと歩く奥四万十

四国 高知再発見！　仁淀川流域～リバーツーリズム～

『感動体験！阿蘇ジオパークの旅』

『阿蘇高原ダイエット村』

食、住、文化歴史、自然など島を丸ごと体験し、島民友交流で
きるhttp://ojikajima.jp/

『ジオツアー』阿蘇の雄大な自然を体験し温泉でゆっくり滞在を
楽しめる。『ダイエット』忙しい日々をすごしながらも健康へ関心

が高い層に対して、思いきって休暇を取り脱日常阿蘇での健康
づくりの提案、帰着後も継続できる健康づくりのきっかけとなる

プログラムを用意。

62

67

66

九州

熊本県

高知県

九州

65 長崎県

60 四国

九州

愛媛県

有機農業と伝統工芸にふれるスローライフ体験の旅宮崎県

島旅満喫！「古民家ステイ＆体験交流ツアー」

町をあげて行っている有機農業を体感し、スローライフシティと

して確立しつつある綾町でのスローライフを楽しむ。

セラピー基地にもなっている世界規模の照葉樹林をガイド付き
で散策する自然体験を満喫。
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５－２．モニターツアーの実施結果

 集客実施結果が表５－３である。また今般の東北地方太平洋沖大地震の影響で、物理的

問題や安全面で支障が見込まれると判断された９件のツアーが、やむなく中止となった。 

 モニターツアー実施の結果、1,979 名の参加が得られた。 
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表５－３ モニターツアー実施結果

NO ブロック 都道府県 代表団体名 ツアータイトル 催行日 募集人員 最少催行人員 最終参加人員

1 北海道 北海道 （社）網走市観光協会
オホーツク・網走の歴史と文化にふれるエコな旅３日
間

2月18日（金）～20日（日）
2泊3日

25 10 25

2 北海道 北海道
足寄町木質ペレット研究会
体験観光部会

「身体も地球も健康に」足寄ペレット体験ツアー
2月19日（土）～20日（日）
1泊2日

15 10 8

3 北海道 北海道 富良野美瑛広域観光推進協議会 冬の美瑛の白い丘体験
2月25日（金）～27日（日）
2泊3日

24 10 20

4 北海道 北海道 知床観光圏協議会
五感で感じる冬の森・知床～女性限定！リフレッ
シュ・リラックス・リチャージする旅～

3月3日（木）～5日（土）
2泊3日

20 5 9

5 北海道 北海道 富良野美瑛広域観光推進協議会 北海道南富良野町でエゾシカの全てを楽しむツアー
3月8日（火）～10日（木）
2泊3日

20 14 20

6 北海道 北海道 北海道下川町
あなたと日本の未来をえがく旅
～おいでよ、森と人が輝くまちCIMOKAWA～

3月11日（金）～13日（日）
*変更　2泊3日

25 15 16

7 北海道 北海道 美唄市役所
空知創造観光ツアー
～ワイナリーを巡りながら真冬の空知をまるごと体感
するニューツーリズムな人時間（ひととき）～

3月12日（土）～13日（日）
*変更　1泊2日

25 10 19

8 東北 山形県 庄内町グリーン・ツーリズムの会 月山の麓で地域住民と触れ合う雪祭り体験の旅
2月18日（金）～20日（日）
2泊3日

25 20 18

2月25日（金）～26日（土）
1泊2日

20 5
他日程に
合併

2月27日（日）～28日（月）
1泊2日

20 5 8

2月26日（土）～27日（日）
1泊2日

20 10 20

3月12日（土）～13日（日）
1泊2日

20 10 中止

11 東北 青森県 福浦芸能保存会
佐井村　福浦の歌舞伎鑑賞　冬の下北満喫の旅　２
日間

3月5日（土）～6日（日）
*変更　1泊2日

35 20 15

12 東北 福島県 特定非営利活動法人　素材広場 水のチカラ　～　喜多方の食と酒の新融合　～
3月6日（日）～7日（月）
1泊2日

20 10 20

13 東北 山形県 天童温泉協同組合青年部
「やまがたの逸品　～　郷土が誇る『ＩＣＨＩＢＡＮ』の魅
力　～」

3月9日（水）～10日（木）
*変更　1泊2日

25 10 19

14 東北 岩手県
財団法人
盛岡観光コンベンション協会

健康・美肌のために繋温泉に宿泊し、南部地域固有
の伝統産業と町家文化・歴史に触れる旅

3月12日（土）～13日（日）
1泊2日

30 10 中止

15 関東 千葉県 水郷佐原観光協会
春浅し　佐原の風と　旅をする
－雛まつり・新酒まつりにいちご狩り、も一つおまけに利根

川舟巡り－

2月25日（金）
日帰り

40 30 40

16 関東 神奈川県 丹沢湘南観光連携会議
海選山選～地元の名産・逸品を食し、自然を満喫！
～

2月26日（土）～27日（日）
1泊2日

45 35 14

17 関東 山梨県 社団法人やまなし観光推進機構
慶雲館に泊まる早川町赤沢宿の歴史とくらしにふれ
る旅

2月26日（土）～27日（日）
1泊2日

30 15 29

18 関東 群馬県 財団法人群馬県観光国際協会 野菜王国昭和村でスロー体験三昧
3月4日（金）
日帰り

20 10 18

3月 5日（土）
日帰り

40 10
他日程に
合併

3月11日（金）
日帰り

40 10 10

3月12日（土）
日帰り

40 10 中止

3月15日（火）
日帰り

40 10
他日程に
合併

3月 6日（日）～ 7日（月）
1泊2日

40 10
他日程に
合併

3月13日（日）～14日（月）
1泊2日

40 10
他日程に
合併

20 関東 神奈川県
横浜市立みなと総合高等学校
企画部

ヨコハマ・ドラマ・スター・ツアー
3月12日（土）
日帰り

20 20 中止

21 関東 山梨県 八ヶ岳観光圏整備推進協議会
ＪＴＢ旅いく×アウトオブキッザニア
『八ヶ岳観光圏　観光大使のお仕事』

3月12日（土）～13日（日）
1泊2日

40 20 中止

22 関東 神奈川県 横浜市経済観光局観光振興課 写真で見る・撮る”ヨコハマ産業観光”
3月13日（日）
日帰り

40 15 中止

23 関東 栃木県 渡良瀬漁業協同組合 BEGINNER　FISHING（女性釣り体験プラン）
3月15日（火）*変更
日帰り

30 5 6

1月21日（金）～23日（日）
2泊3日

20 10 15

3月19日（土）～20日（日）
*変更　1泊2日

20 10 10

2月18日（金）～19日（土）
1泊2日Ａコース

20 10 13

2月18日（金）～19日（土）
1泊2日Ｂコース

20 10 17

かまいし鉄の遺産・鉄の歴史を辿る旅

秋田県

佐渡島で環境を学ぶ・環境ＣＳＲツアー新潟県

岩手県東北

北陸信越

10

東北

華麗な火の輪が踊る「火振りかまくら」と秋田「茅」物
語
～秋田版エコ・ツアー～　人と自然の共生文化「雪国
の暖かさ」を体験

仙北市観光商工部　仙北市T.I.C

目から鱗！諏訪の「精密機械産業技術」がわかるテ
クニカルツーリズムツアー

9

25

19

岩手県北自動車株式会社

諏訪地方観光連盟長野県

24

山梨県

北陸信越

関東 富士五湖の素顔に触れる着地型ツアー
富士山・富士五湖
観光圏整備推進協議会

トキめき佐渡・にいがた
観光圏協議会
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NO ブロック 都道府県 代表団体名 ツアータイトル 催行日 募集人員 最少催行人員 最終参加人員

26 北陸信越 長野県 大町市観光協会 「白馬・大町・安曇野の自然満喫　食と健康ツアー」
2月26日（土）～27日（日）
1泊2日

30 15 11

2月26日（土）
日帰り

30 20 66

2月27日（日）
日帰り

30 20 96

2月27日（日）～28日（月）
1泊2日

35 12 35

3月1日（火）～2日（水）
1泊2日

35 12 35

3月3日（木）～4日（金）
1泊2日

35 12 35

29 北陸信越 富山県 越中・飛騨観光圏協議会
越中・飛騨食文化観光
～郷土の歴史と風土に根ざした多彩な食と文化を学
ぶ～

3月5日（土）～7日（月）
*変更　2泊3日

35 20 35

3月9日（水）～10日（木）
1泊2日

25 10 12

3月11日（金）～12日（土）
1泊2日

25 10 12

31 北陸信越 新潟県 燕市 燕まるごと体験ぎっしりツアー
3月11日(金)～12日(土)
1泊2日

50 30 24

32 北陸信越 富山県 財団法人　利賀ふるさと財団
純白な利賀で、ふれあい交流・雪上運動会＆夜空と
雪を彩るキャンドルライトアップ体験

3月12日（土）～13日（日）
*変更　1泊2日

45 25 20

33 北陸信越 新潟県 雪国観光圏推進協議会 ホワイトミュージアム体験ツアー
3月12日（土）～14日（月）
2泊3日

25 15 中止

34 中部 三重県 上野商工会議所 伊賀・芭蕉の地を巡るモニターツアー2日間
2月26日（土）～27日（日）
1泊2日

20 10 16

35 中部 愛知県 田原市観光協会
農の本場！渥美で花植え・鉢植えを学ぶ！－春の訪
れ体感

3月5日（土）～6日（日）
1泊2日

40 15 33

36 中部 岐阜県 下呂市役所
名泉体感！　～　美肌創造＆ハートリフレッシュ　～
天下の名泉と温泉文化を贅沢に楽しむ旅

3月5日（土）～6日（日）
1泊2日

40 20 14

3月8日（火）～9日（水）
1泊2日

15 9 9

3月12日（土）～13日（日）
1泊2日

15 9
他日程に
合併

38 中部 静岡県 伊豆観光圏整備推進協議会 伊豆早春の花めぐりとご当地グルメの旅
3月9日（水）～10日（木）
1泊2日

40 20 12

2月16日（水）
日帰りＡコース

43

2月16日（水）
日帰りＢコース

45

2月16日（水）
日帰りＣコース

36

40 近畿 滋賀県 びわ湖・近江路観光圏協議会 江・浅井三姉妹ゆかりの地を訪ねて
2月25日（金）～27日（日）
2泊3日

30 10 11

41 近畿 大阪府 河内長野市観光協会
ええもんええとこ河内長野「奥河内楠木正成のふるさ
とと愛飲の天野酒酒蔵を訪ねて」

2月26日（土）
日帰り

20 20 15

42 近畿 京都府 丹後広域観光キャンペーン協議会 ＫＴＲ語り部列車  丹後七姫冬浪漫号
2月27日（日）
日帰り

48 30 47

3月1日（火）
日帰り

40 20 45

3月2日（水）
日帰り

40 20 45

3月3日（木）
日帰り

40 20 42

3月4日（金）
日帰り

40 20 43

3月9日（水）
日帰り

40 20 43

44 近畿 奈良県
奈良県地域振興部文化観光局
ならの魅力創造課

憧れの奈良ホテルにご宿泊 奈良モニターツアー２泊
３日

3月1日（火）～3日（木）
2泊3日

32 16 20

45 近畿 京都府 和束町雇用促進協議会 宇治茶歴史街道、｢文化的景観茶畑の道｣を歩く
3月6日(日）
日帰り

40 15 40

3月6日（日）～9日（水）
3泊4日

20 10 20

3月8日（火）～11日（金）
3泊4日

20 10 20

47 近畿 和歌山県 南海フェリー株式会社 熊野古道と白浜温泉の旅
3月9日（水）～10日（木）
1泊2日

40 25 40

和歌山県

胎内市 宿場町中条で歴史ある建築物と芸妓文化体験ツアー新潟県北陸信越

北陸信越 新潟県 雪国観光圏推進協議会

加西市観光まちづくり協会兵庫県

130
発見！体験！感動！神戸港産業観光ツアー
～みなと神戸の「いろんな顔」体験シリーズ～

YOKOSO
みなとまち神戸コンソーシアム

近畿39

27

30

43 近畿

兵庫県

見て、聞いて、食べる。　おいしさ満載のグルメツアー
雪国Ａ級グルメ　産地見学と本物の食に出会う旅

雪国観光圏推進協議会新潟県

農業法人　秋津野ガルテン

中部

北陸信越

三重県

28

37

近畿46
関西のオアシス“秋津野ガルテン”ロハス塾と世界遺
産・熊野古道と温泉で甦りツアー

(社）伊勢志摩
観光コンベンション機構

訪ねて見よう！加西の知られざる戦争遺産探検ツ
アー

90

健康ストレス度計測と魚沼発芽玄米鍋による
美肌ストレスフリーツアー

志摩で叶える願いごとツアー
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48 近畿 京都府 株式会社　　ツアーランド 暗闇同心鍔鳴剣屍郎京の魔界巡りツアー
3月12日（土）
日帰り

50 20 32

49 近畿 兵庫県 六甲摩耶観光推進協議会
Rokko行こう！　女性のためのおしゃれな山の楽しみ
方

3月12日（土）～13日（日）
1泊2日

25 10 22

50 近畿 京都府 京都府和知青少年山の家 京都のいなかで小さな春を見つけませんか
3月12日（土）～13日（日）
1泊2日

30 10 21

51 近畿 奈良県 御杖ふるさと交流公社 ノルディックウォーキングで行く伊勢本街道
3月13日（日）
日帰り

40 20 42

2月27日（日）
日帰り

25 15
他日程に
合併

3月13日（日）
日帰り

25 15 24

3月4日（金）
日帰り

20 15 14

3月5日（土）
日帰り

20 15
他日程に
合併

3月7日（月）
日帰り

20 15
他日程に
合併

3月9日（水）
日帰り

20 15 27

54 中国 広島県 広島ボートパーク株式会社 海の路でたどる瀬戸内の歴史と文化 再発見の旅
3月10日（木）～13日（日）
3泊4日

32 24 16

55 中国 広島県 瀬戸内しまなみ海道振興協議会
百島いちご狩り体験とクルージング＆サイクリングツ
アー

3月12日（土）～13日（日）
1泊2日

20 10 18

56 中国 広島県
広島県総務局
海の道プロジェクトチーム

朝鮮通信使って！？
3月13日（日）～14日（月）
1泊2日

40 30 30

57 四国 香川県 香川滞在型観光推進協議会
満開！さぬきの文化と伝統美
「せとうちアート」を訪れる３日間の冒険

2月18日（金）～20日（日）
2泊3日

30 30 17

58 四国 徳島県  にし阿波観光圏協議会
伝説伝承に彩られた
「日本の原風景・ほんものの田舎」を巡る旅

2月25日（金）～26日（土）
1泊2日

25 10 17

2月26日（土）
日帰り

40 25 39

3月5日（土）
日帰り

40 25 42

3月12日（土）
日帰り

30 25 中止

3月4日（金）～5日（土）
1泊2日

10 2 10

3月5日（土）～6日（日）
1泊2日

10 2 10

61 四国 愛媛県
内子町ニューツーリズム推進協議
会

ボンネットバス「ちゃがまる」で行く木蝋と白壁の町並
散策と「内子座」貸切和楽鑑賞、苔玉手作り体験、地
産グルメ満喫の旅2日間

3月5日（土）～6日（日）
1泊2日

25 20 21

3月6日（日）
日帰り

26 15 25

3月10日（木）
日帰り

26 15 25

3月12日（土）
日帰り

26 15 中止

63 四国 愛媛県
NPO法人
アジア・フィルム・ネットワー
ク

映画監督気分でロケハン・ウォーキング　～中島で
「春」を探す～

3月12日（土）
日帰り

20 15 13

64 九州 大分県
特定非営利活動法人
竹田市観光ツーリズム協会

温泉による自然治癒力の向上と心身のリフレッシュツ
アー

3月2日（水）～5日（土）
3泊4日

30 20 33

3月  4日（金）～ 6日（日）
2泊3日

14 4 15

3月11日（金）～13日（日）
2泊3日

14 4 8

ジオツアー
3月7日（月）～9日（水）
2泊3日

14

ダイエットツアー
3月7日（月）～9日（水）
2泊3日

7

3月10日（木）～12日（土）
2泊3日

20 10 15

3月13日（日）～15日（火）
2泊3日

20 10 13

合計 2897 1505 1979

中国 鳥取県 鳥取ツーリズムー冬のいなばふるさとの味体感紀行とっとり観光振興研究会

香川県

有機農業と伝統工芸にふれる
スローライフ体験in 宮崎・綾

㈲綾わくわくファーム宮崎県

森の国エコツーリズム推進協議会

㈱小値賀観光まちづくり公社

愛媛県

四国

四国

66

62

65

60 四国

九州

九州

52

53

67

59

阿蘇くじゅう地域デザイン会議

仁淀川地域観光協議会

NPO法人石見ものづくり工房中国

熊本県

高知県

坂出市

九州

島根県

長崎県

高知再発見！　仁淀川流域～リバーツーリズム

石見銀山龍源寺間歩・福光石石切場　坑道体験ツ
アー

20 10
『感動体験！阿蘇ジオパークの旅』（ジオツアー）
『阿蘇高原ダイエット村』（ダイエットツアー）

滑床渓谷エコツアー　ネイチャーガイドと歩く奥四万十

島旅満喫！「古民家ステイ＆体験交流ツアー」

さかいでナイトクルーズ　～工場＆橋萌えツアー～


