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酒蔵ツーリズム 

事例№１ 

【類型１】 

通年型酒蔵めぐり等を盛り込んでいる取組（を目指す）事例 

秋田県 

美酒王国 秋田 

 
（実施地域） 

秋田県内各地 

 

（概要） 

 秋田県は、３８の蔵元を抱え、清酒製造出荷額において全国第６位（平成２６年工業

統計）であり、「美酒王国・秋田」として名高い。 

国内においては、各蔵元等による独自の販売戦略に加えて、秋田県酒造協同組合と連

携しながらプロモーションを推進している。 

 

また、県産日本酒の消費拡大と歴史ある酒文化の国秋田への誘客促進を図るため、蔵

付分離酵母※により醸造したオリジナルの新商品を期間や数量を限定して販売している

ほか、「『美酒王国・秋田』清酒マイスター」を新たに創設し、「秋田の酒で乾杯フェ

ア」を開催するなどの取組を行っている。 

 

※県内の酒蔵に古くから住み付いている酵母を分離・選抜し、優良な酵母を純粋培養

したもの。 

（実施主体・体制） 

秋田県、県酒造組合、県観光連盟、県内関係市町村 等 

 

（ＵＲＬ） 

・美酒王国秋田（秋田県酒造協同組合ホームページ） 

http://www.osake.or.jp/index.html  

・秋田蔵付分離酵母の純米酒シリーズ  

http://www.pref.akita.lg.jp/www/genre/0000000000000/1346913996281/index.html 

 

（問い合わせ先） 

秋田県観光文化スポーツ部  観光戦略課（℡018-860-1462） 

観光振興課（℡018-860-2265）  

秋田うまいもの販売課（℡018-860-2258） 
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１．ストーリー性の高い秋田オリジナルな日本酒の商品開発  

 

【秋田蔵付分離酵母とは】 

 各蔵元が秋田県総合食品研究センターと共同で、酒蔵に古くから住み付いている酵母

を分離・選抜し、優良な酵母を純粋培養したもの。 

この酵母は分離された酒蔵だけでしか使えないため、酒蔵の個性が充分に表現された

酒を安定して造ることが可能となった。商品ラベルには、永年の眠りから目覚めた酵母

の順番が記載された統一ラベルとして販売している。また、差別化を図るツールとして、

落款デザインの登録商標を権利化している。 

 

【秋田蔵付分離酵母で造った純米酒シリーズ】 

 秋田蔵付分離酵母を使用して、各蔵元が純米酒を醸造し、純米酒シリーズとして楽し

めるように企画した。平成２４年に４蔵元からスタートし、平成２５年は１３蔵元、平

成２６年、平成２７年は２５蔵元に拡大されている。当初は蔵元近傍の酒販店や飲食店

限定で、「秋田の醸した地に訪れなければ飲むことが出来ない」をコンセプトとしたが、

平成２７年度には３本詰めに美酒王国グラス２個を詰め合わせたギフトセットによる販

売戦略を展開した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

秋田蔵付分離酵母で造った純米酒シリーズ（1～25 番）              

               

秋田蔵付分離酵母の落款        ギフトセットの一例 

        



3 
 

２．県産酒でおもてなしする「美酒王国・秋田」清酒マイスター制度の創設と「秋田の

酒で乾杯フェア」の開催 

 秋田県酒造協同組合では、県内の飲食店等の従事者を対象に、秋田のお酒の知識を有

する「『美酒王国・秋田』清酒マイスター」の認定制度を創設した。また、県産酒の消

費喚起のため、マイスターがいる飲食店等において、「秋田の酒で乾杯フェア」を開催

し、県産酒と県産食材を用いた所定の飲食御利用のお客様 

に伝統工芸品等によるぐい飲みをプレゼントし好評を得た。            

 

【「美酒王国・秋田」清酒マイスター制度】 

・実施主体：秋田県酒造協同組合 

・対  象：県内のホテルや飲食店の経営者や従業員等 

・方  法：本県の酒造の歴史、酒の種類や特徴、蔵元の取組、酵母や酒米、水等 

について３回の講習会を開催し、検定試験を実施し合格者をマイスター 

として認定（酒造共同組合理事長名で認定証を授与） 

［清酒マイスター講座］ 

回数 開催期日 場 所 概 要 

第１回目 

 

6 月 30 日 

 

ホテルメトロ 

ポリタン秋田 

①秋田県醸造試験場による講座 

②「大人の常識日本酒」 

講師：藤田千恵子 氏 

第２回目 7 月 23 日 秋田キャッスル 

ホテル 

①秋田県醸造試験場による講座 

②「めざせ！日本酒の達人」 

講師：山同敦子 氏 

補 講 8 月 28 日 

午前 

ホテルメトロ 

ポリタン秋田 

○第１回および第２回の秋田県醸造試験場

講座分の再講義 

第３回目 8 月 28 日 

午後 

ホテルメトロ 

ポリタン秋田 

①秋田県醸造試験場による講座 

②「純米酒でプレミアム秋田を発信！」 

講師：山本洋子 氏 

・受講者数：２７２名（店舗数としては１８１店舗） 

・マイスター認定者数：１９０名（店舗数としては１４１店舗） 

【秋田の酒で乾杯フェア】 

県産食材と地酒で５，０００円/人以上の飲食をともなう 

利用客（宿泊との組合せも可）に対し酒器をプレゼント 

・開催期間：平成２７年１０月～平成２８年２月 

・参加飲食店・ホテル等：１０８箇所 

・酒器の配布数 計１０１，５００個 

 

 

 

川連漆器８０，０００個、樺細工８，０００個、白岩焼３，０００個 

秋田県酒造協同組合オリジナル「美酒王国グラス」１０，５００セット 

清酒マイスター講座の様子 

 
ガイドブック等でフェア開催店舗

を紹介 
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酒蔵ツーリズム 

事例№２ 

【類型１】 

通年型酒蔵めぐり等を盛り込んでいる取組（を目指す）事例 

埼玉県 

埼玉の酒めぐり推進事業 

 
（実施地域） 

埼玉県内 
 

（概要） 

  埼玉県は３５の酒蔵が点在しており、清酒出荷量は全国第４位である。また、著名

なビール工場やウイスキー蒸留所、ワイナリーもある酒どころである。 

  そこで、埼玉県の酒蔵等を観光資源に育成し「首都圏一の酒どころ・埼玉」のイメー

ジ醸成を図ることで新たな客層を県内に誘引することを目的に、平成２６年度から「埼

玉の酒めぐり推進事業」を実施している。 

 

（実施主体・体制） 

 埼玉県 
 

（URL） 

http://www.sainokuni-kanko.jp/?page_id=1778 
 

（問い合わせ先） 

埼玉県産業労働部観光課 

住所 埼玉県さいたま市浦和区高砂３－１５－１ 

電話 ０４８－８３０－３９５７ 

FAX  ０４８－８３０－４８１９ 
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（PR ポイント） 

「首都圏一の酒どころ・埼玉」のイメージ醸成に向け、平成２６年度から以下の事業を

実施。（平成２８年２月時点） 

 

１ 「埼玉の酒めぐり推進協議会」の設置・運営  

  県、酒蔵、ビール工場、ウイスキー蒸留所、ワイナリー、関係市町等で酒造メーカ

ーを核とした観光を進めるための情報交換や協議等を行うことを目的に、平成２６年

７月に「埼玉の酒めぐり推進協議会」を設置した。 

 事業実績やノウハウ等を共有するとともに、埼玉の独自色を出すためのアイデア出

しの場としても活用している。 

   

 

２ 酒蔵等見学のための受地整備（セミナー）の実施  

  おもてなし力向上を含めた誘客を図る下地作りを行うことを目的に実施している。 

  平成２６年度は佐賀県鹿島市観光協会の中村会長を講師に招き、鹿島酒蔵ツーリズ

ムに関するセミナーを開催し、佐賀県鹿島市のノウハウ等について共有化を図った。 

  平成２７年度は「地域交流ビジネス研修会～物産・観光による地域振興へ向けた事

例研究～」と「平成２７年度埼玉県おもてなしセミナー」を実施した。 
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３ モニターツアーの実施  

  メディア露出や旅行業者等の主体的なツアー造成を目的に、メディア関係者や旅行

業者等を対象としたモニターツアーを実施した。 

 平成２６年度第１回目は、１１月にコエドブルワリー、小江戸鏡山酒造、文楽と連

携して実施した。また、第２回目は、２月に武甲酒造、矢尾本店、ベンチャーウイス

キー・秩父蒸溜所と連携して実施した。 

  平成２７年度は「若手蔵元との交流」をテーマに、吟友会（埼玉県酒造組合青年

部）に所属する６つの蔵元（石井酒造、釜屋、寒梅酒造、滝澤酒造、武甲酒造、文

楽）と連携したモニターツアーを１０月に実施した。 

 

  

 

 

 

 

 

 

４ 一般客向けイベントの実施  

 一般の方を対象としたイベントを実施することで、誘客と県内酒造メーカのＰＲの

実現を図った。 

 

Ⅰ ちょこたび埼玉酒蔵めぐり 

   酒蔵見学や飲み比べ等を楽しむことができる、酒蔵との連携イベント「ちょこた

び埼玉酒蔵めぐり」を開催した。 

 

① 平成２７年３月７日（土） 

・場所：深谷市 

・参画酒蔵：滝澤酒造、藤橋藤三郎商店、丸山酒造 

・http://www.sainokuni-kanko.jp/?page_id=1663 

・酒蔵や市内の観光施設（渋沢栄一記念館等）を結ぶ 

無料巡回バスを運行し、相乗効果の実現を図った。 

 

② 平成２７年３月２１日（土・祝） 

 ・場所：小川町 

・参画酒蔵：晴雲酒造、松岡醸造、武蔵鶴酒造 

・http://www.sainokuni-kanko.jp/?page_id=1664 

・酒蔵や町内の観光施設（埼玉伝統工芸会館）を結ぶ 

    無料巡回バスを運行し、相乗効果の実現を図った。 
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③ 平成２７年１０月３１日（土） 

・場所：深谷市 

・参画酒蔵：滝澤酒造、藤橋藤三郎商店、丸山酒造 

・ＨＰ：http://www.sainokuni-kanko.jp/?page_id=1779 

・深谷市「産業祭」と同時開催することで、相乗効果 

の実現を図った。 

 

※ 平成２８年３月６日（日）に日高市の長澤酒造、毛呂山町の麻原酒造、越生町の佐

藤酒造店と連携して開催する予定である。（http://www.sainokuni-

kanko.jp/?page_id=1862） 

 

Ⅱ 埼玉の酒めぐりブロガー募集 

 埼玉県の酒造メーカーを旅行者の視点で広く情報発信することを目的に、実際に埼

玉県内の酒造メーカーを訪ね、その感想をブログに掲載していただく「埼玉の酒めぐ

りブロガー」の募集を実施した。 

 

・募集期間：平成２８年１月１５日（金）から平成２８年２月１４日（日）まで 

・定員：１０名 

・ＨＰ http://www.sainokuni-kanko.jp/?page_id=1799 

 

Ⅲ 埼玉県観光課 協力事例 

①ちょこたび埼玉酒蔵めぐり 和紙のふるさと小川町・地酒で乾杯の街 

平成２６年度は県主催で開催した小川町での３酒蔵同時蔵開きイベントを、平成 

２７年度は小川町酒蔵めぐり実行委員会が主催で実施することとなった。県は広報

面で協力を行う。 

・主催：小川町酒蔵めぐり実行委員会 

（晴雲酒造、松岡醸造、武蔵鶴酒造、小川町役場、小川町商工会） 

・日時：平成２８年３月２６日（土）１０時～１６時 

・場所：小川町 

・参画酒蔵：晴雲酒造、松岡醸造、武蔵鶴酒造 

 

②「埼玉地酒街めぐりｉｎ川口」 

商店街を舞台とした呑み歩きイベント「埼玉地酒街めぐりｉｎ川口」の広報面や 

運営面で協力を行った。 

・ 主催：ふじの市商店街、運営事務局：(株)アライ 

・ 日程：平成２７年９月２０日（日） 

・ 場所：川口市ふじの市商店街 

・ ＨＰ：https://goo.gl/UAGh9K 
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酒蔵ツーリズム 

事例№３ 

【類型１】 

通年型酒蔵めぐり等を盛り込んでいる取組（を目指す）事例 

長野県 

長野県内の酒蔵ツーリズム 

 
（実施地域）  

 長野県内各地 
 

（概要） 

地酒の試飲や蔵人からの説明を聞く「酒蔵め

ぐり」を様々な実施主体がそれぞれの形態で実

施し、その日本酒が生まれた土地を散策しなが

らその土地ならではの食や文化を楽しんでも

らう取組みが行われている。 

 ① 信州 SAKE カントリーツーリズム 

② 上諏訪街道呑みあるき 

③ 北アルプス三蔵呑み歩き  

④ 伊那街道初夏の呑みあるき 

 

（実施主体・体制） 

①長野県酒造組合 

②上諏訪街道呑みあるき実行委員会 

③北アルプス三蔵呑み歩き実行委員会 

④伊那街道呑みあるき実行委員会 

 
 

（URL） 

①http://www.nagano-sake.or.jp/ 

②http://www.nomiaruki.com/ 

③http://alps3kura.jp/ 

④http://nomiaruki.com/ 

（問い合わせ先） 

①長野県酒造組合                 TEL 026-227-3133 

②宮坂醸造企画部                  TEL 0266-52-6161 
③北アルプス三蔵呑み歩き実行委員会   TEL 0261-23-7511 

④伊那街道呑みあるき実行委員会        TEL 0265-72-2521 

（参考：直近 3ケ年の集客状況） 

  － 
 

【上諏訪街道呑みあるき】 

【地域の食も提供】 
【ガイドブック「信州の

地酒」で酒蔵を紹介】 
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（PR ポイント） 

全国でも屈指の蔵元数（平成 26 年 4 月時点 80 蔵）を誇る長野県は、県土が南北

に約 210Km、東西に約 120Km と広く、同じ県内でも日本酒が育まれた環境が変化に富

んでいる。各地域の風情や人情を感じながら地元食材とともに地酒を味わってもら

い、信州の酒文化に触れていただきたい。 

 ① 信州 SAKE カントリーツーリズム[通年・フリー型、無料] 

   県内 75 の酒蔵を自由にめぐるスタンプラリーを実施し、お買い上げ時（1,000 円

以上で 1蔵 1スタンプ）に押印するスタンプ数により賞品をプレゼント。 

   賞品はスタンプ 10 個：純米吟醸 1 本（720ml）、スタンプ 20 個：純米吟醸 3 本

（720ml）、スタンプ 30 個：純米吟醸 6本（720ml）、全蔵スタンプ 75 個：大吟醸 18

本(720ml)＋お好みの地酒となっている。 

 ② 上諏訪街道呑みあるき[春秋各１日・イベント型、前売り 2,200 円、当日 3,000 円] 

   諏訪市内の５蔵ごとに試飲や趣向を凝らしたイベントを開催し、蔵めぐりを楽し

んでもらう。諏訪の肴を揃えた地場産品コーナーやお休み処も設置される。ＪＲの

臨時列車（松本→上諏訪）運行あり。ごくらく酒蔵めぐり[通年、クーポン＠1,500

円]諏訪５蔵をめぐり、蔵ごとのお猪口と日本酒を味わうとともにスタンプラリーを

実施。５蔵全てを巡るとプレゼントに応募。 

③ 北アルプス三蔵呑み歩き[秋１日・イベント型、＠1,500 円] 

大町市内の３蔵ごとに試飲や蔵見学を実施し蔵めぐりを楽しんでもらう。この日

だけの特別品／特別サービスなどが登場することもある。ＪＲの臨時列車（松本→

信濃大町）運行あり。 

④ 伊那街道１３蔵 初夏の呑みあるき 

[春１日・イベント型、前売り券 1,500 円、当日券 2,000 円] 

伊那街道辰野町～飯田市までの１３蔵が出店して、地域のお酒として地ビールや

ウィスキーなど多様な試飲ができる。飲食やイベントも充実しており、「全国きき酒

選手権 伊那予選会」も合わせて開催。 

【参考】 

○ 長野県原産地呼称管理制度 

 長野県では、より高い品質の農産物及び農産物加工品を提供していくことで生産

情報を消費者へ開示し、消費者の信頼を得ながら地域の振興を図ることを目的とし

た「長野県原産地呼称管理制度」を平成 14 年度に創設した。 

この制度では、農産物の原料や栽培方法、生産方法、味覚による

区別化を行い、「長野県で生産・製造されたもの」を自信と責

任を持って消費者にアピール、消費者の信頼を得ながら生産

者の生産意欲を更に醸成し、長野県産農産物のブランド化を

目指している。（現在の対象は、日本酒、焼酎、ワイン、シー

ドル、米の五品目）日本酒については平成 15 年から認定をス

タートし、これでに延べ 2,709 銘柄が認定されている。 

（平成 27 年 9 月現在） 

 

長野県原産地呼称管理

制度 

ロゴマーク 
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酒蔵ツーリズム 

事例№４ 

【類型１】 

通年型酒蔵めぐり等を盛り込んでいる取組（を目指す）事例 

京都府 

海の京都酒蔵めぐり 

（実施地域） 

海の京都エリア（京都府北部７市町） 

福知山市、綾部市、舞鶴市、宮津市、京丹後市、与謝野町、伊根町 

 

（概要） 

 観光庁の「観光圏」にも認定されている京都府北部の「海の京都」エリアは、京の都の

歴史を超え、京の都を育んだ「もうひとつの京都」であり、はるか昔、大陸から日本にも

たらされた先進的な文化や技術が、最初にたどり着いた「海」を有している。 

豊かな気候と肥沃な土壌がもたらす良質な米と清らかな名水、受け継がれた技術が揃う

海の京都は、知る人ぞ知る酒処である。小規模ながら丁寧な酒造りを心掛ける酒蔵は十数

蔵にも及び、それぞれこだわりの味を守り続けている。 

 また、伊勢神宮に酒を伝えたとの記述のある文献や、酒造りの名人であった羽衣天女の

伝承が残るなど、酒との関わりを示す歴史的な側面も有している。 

 海の京都酒蔵めぐりは、酒蔵を活用し、地域の食文化や自然、歴史などの資源と組み合

わせた観光交流の促進により地域活性化を図る官民一体の観光施策で、海の京都観光推進

協議会が主体となり、情報発信や試飲、イベント出展支援等の事業を積極的に展開してい

る。 

 

（実施主体・体制） 

 海の京都観光推進協議会（京都府、北部７市町、観光協会、商工会議所等で構成） 

文殊繁栄会 

 

（ＵＲＬ） 

 海の京都観光推進協議会 http://www.uminokyoto.jp/sakagura/ 

 

（問い合わせ先） 

 海の京都観光推進協議会事務局（℡0772-22-3770） 

（参考：直近 3 カ年の集客状況） 

 平成 27 年 4～10 月：4,072 名の来訪（うち試飲 1,014 セット） 
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（ＰＲポイント） 

 

日本酒は一般的に酒造りが行われる地方ごとに酒質が似る傾向があるが、海の京都は

次に示すとおり、各酒蔵の個性が豊かであることが特徴で、全国的に見ても珍しい。 

 一つの地域であらゆる酒質が楽しめる海の京都は、日本の酒処の縮図とも言える。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な酒蔵 代表銘柄 種　類 米 精米歩合 日本酒度 アミノ酸 酸度 アルコール度数
東和酒造 福知三萬二千石 純米 玉栄（たまさかえ） 65% ＋8 1.4 1.4 15～16
若宮酒造 綾小町 純米大吟醸 綾部産「祝」１００％ 50% －1 1.3 1.5 15～16
谷口酒造 丹後王国 純米大吟醸 祝 35% 15
与謝娘酒造 丹後七姫 純米吟醸 京都府産　祝 55% ＋3 1.3 1.5 15～16
向井酒造 伊根満開 古代米 京の輝・紫小町 70%・90% －59 5.8 3.4 14～15
ハクレイ酒造 香田 特別純米 山田錦 60% ＋3 1.4 1.6 14～15
池田酒造 池雲 純米 日本晴１００％ 70% ＋5 1.6 1.5 15～16
永雄酒造 最中屋茂兵衛 純米吟醸 京都丹後産五百万石 60% ＋6 15
白杉酒造 丹後のヒカリ 純米吟醸 コシヒカリ１００％ 60% ±0 1.2 1.8 15～16
吉岡酒造場 吉野山 大吟醸 掛米　祝・麹米　山田錦 50% ＋5 1.3 1.5 17～17.9
竹野酒造 亀の尾蔵舞 純米 亀の尾 60% －6 0.9 1.7 15
木下酒造 人喰い岩 特別本醸造 五百万石（甲山産） 60% ＋7 1 1.5 16～16.9
熊野酒造 久美の浦 純米大吟醸 山田錦・祝 50% ＋3 1.4 1.3 15～16

ブリしゃぶ 天橋立 大江山の雲海 

竹野酒造（京丹後市） 
行待佳樹さん 

向井酒造（伊根） 
向井久仁子さん 

木下酒造（京丹後市） 
フィリップ・ハーパーさん 

昭和 58 年生まれ。25 才より代表

銘柄である弥栄鶴の製造を任さ

れた新進気鋭の杜氏。自身の製造

「亀の尾蔵舞」、「祭蔵舞」は全国

酒類品評会で最高の評価を得る。 

英語教師としてイギリスから来

日したが、日本酒好きが高じて

酒造りの世界に飛び込んだ全国

唯一の外国人杜氏。伝統的な生

もと造りを受継ぎ・得意とする。 

全国でも珍しい女性杜氏。地元の

古代米を原料にした「伊根満開」

を生む。ワインに近い飲み口は、

日本酒が苦手な人にも親しみや

すい。海外でも人気の逸品で、天

皇・皇后両陛下にも献上された。 

※杜氏の写真は「丹後あじわい食」より。 
http://ajiwaishoku.com/ 

 多様な酒質 

 お酒を一段と美味しくする自慢の食と風光明媚な自然景観 

 革新を生み出す新たしい風 



12 
 

 

 平成 26 年４月 27 日に、海の京都酒蔵めぐりの推進拠点として、宮津市の天橋立駅横

「ちえのわ館」にプラットフォームを開設（海の京都観光推進協議会にて運営）。各酒蔵

の情報を一元的に提供する場であり、代表銘柄の試飲や地域の日本酒イベントとの連携、

酒蔵めぐりツアーの造成などを通じて、海の京都の歴史や食文化の魅力を全国に発信す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記プラッフォームのオープンにあわせ、海の京都観光推進協議会では酒蔵訪問を組

み入れたモニターツアーを実施した。パワースポットとしてだけでなく、お酒とも縁の

深い元伊勢籠神社などを巡り、日本で一番海に近い酒蔵である向井酒造（伊根）にて酒

蔵見学と試飲を行うコースで、短い募集期間にも関わらず定員一杯の２９名が参加。 

 

 

平成２７年度７月には、「海の京都」へつながるＪＲ京都駅ビルにおいて、観光客に「海

の京都」の多彩な魅力を感じてもらうイベントを開催。海の京都エリア内１２種類の地

酒を、「海の京都」の特製お猪口で楽しめる利き酒会や、若手職人の制作したお猪口など

お酒にまつわる工芸品の展示販売を実施。併せて、スタジオジブリ作品をはじめとした

数々の名作アニメーション映画の美術監督として活躍されてきた、山本二三氏が描き下

ろした海の京都の絵画のパネル展を実施することで、海の京都のＰＲを行った。 

（利き酒会は８日間でのべ２７０名参加） 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ちえのわ館 試飲の様子 試飲セット 
地元食材の小皿付で 500 円 

 情報発信拠点（プラットフォーム） 

 酒蔵訪問を取り込んだモニターツアーの実施 

 「海の京都」パネル展・きき酒会、酒席のしつらえ展 
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昨年農林水産省と京都府が連携し、初開催した和食の世界的なイベント「和食道」に

続き、今年もユネスコ無形文化遺産に登録された和食文化をＰＲするイベント「京都・

和食の祭典」を 2 月２８日（日）に開催。今年は海の京都の食として「伊根ぶりしゃぶ

しゃぶなべ」を提供するとともに、和食には欠かせない日本酒のきき酒大会、販売を実

施し京都の地酒ＰＲを行った。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ＪＲ九州の豪華寝台列車「ななつ星」を手がけた水戸岡鋭治氏デザインによる、京都

丹後鉄道の新型観光列車「くろまつ号」が平成 26 年５月 25 日より運行を開始。車内に

キッチンを備え、車窓を流れる自然景観を眺めながら一流の食事を楽しむことができる。

中でも「TASHINAMI コース」は、夕暮れの風景とともに、絶品の郷土料理と、13 蔵から

厳選した日本酒２種を味わえる魅力あるコースとなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ※H27.4 月よりＫＴＲから「京都丹後鉄道（丹鉄）」に名称変更されました。 

 

 

  

日本海側拠点港に指定された京都舞鶴港は、コンテナ船はもちろん、多くのクルーズ

客船が寄港する海の玄関口。客船の寄港時には、埠頭において上記プラットフォームの

簡易出張所を開設し、特別なおもてなしとして船客には地酒の試飲を無料で提供してい

る。 

 

（℡:0772-25-2323） 

くろまつ号 落ち着いた雰囲気の車内 コース参考写真 

【完全予約制】 
●BETSUBARA コース（郷土料理＋ばら寿司） 8,800 円 
●MANPUKU コース（郷土料理＋米粉スイーツ） 8,800 円 
●TASHINAMI コース（郷土料理＋地酒） 7,800 円 
 

 「京都・和食の祭典 2016」での日本酒ＰＲ 

 京都丹後鉄道「くろまつ号」での地酒提供 

 クルーズ船客へのＰＲ 
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 海の京都は、特急列車・高速道路・空港と周辺インフラが充実しており、京都・大阪か

ら車で約２時間、名古屋からは約２時間 50 分と都市部からのアクセスが非常に良いこと

が強みである。平成 27 年 7 月には京都府を南北に貫く京都縦貫自動車道が全線開通し、

アクセスはさらに向上したため、これを機に酒蔵めぐりの一層の推進を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・丹後酒蔵ツーリズム運営委員会 

→「丹後天酒まつり」の実施 

・地酒半島 丹後まつり実行委員会  

→「丹後地酒まつり」の実施 

 

※酒蔵ツーリズムは佐賀県鹿島市の登録商標 

 

 

 都市部からの高いアクセス性 

 その他の推進活動 
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酒蔵ツーリズム 

事例№５ 

【類型１】 

通年型酒蔵めぐり等を盛り込んでいる取組（を目指す）事例 

兵庫県 

兵庫県内の酒蔵ツーリズム 

 
（実施地域） 

兵庫県神戸市、播磨地域、西宮市、伊丹市、姫路市 

 

（概要） 

兵庫県内の神戸市東灘区・灘区の酒蔵地域などにおいて食や文化財などの地域資源を活用し、よ

り多くの観光客の方々に酒文化への理解を深めていただくために、酒造メーカー、酒造組合、集客

観光施設等と連携して、酒蔵等を巡るバスツアー、酒蔵スタンプラリーなどのイベントを実施。 

１．2015 灘の酒蔵探訪 

２．はりま酒文化ツーリズム 

３．平成 27 年度“西宮の日本酒”振興プロジェクト 

４．清酒発祥の地フォーラム 

（実施主体・体制・問い合わせ先・ＵＲＬ） 

１．主催：２０１５灘の酒蔵探訪実行委員会 

（灘五郷酒造組合・（一財）神戸国際観光コンベンション協会）主催 

後援：（公社）日本観光振興協会関西支部・神戸市 

住 所 兵庫県神戸市中央区加納町６－５－１  

ＴＥＬ ０７８－３２２－５３３９ ＦＡＸ ０７８－３２２－６１３８ 

http://www.feel-kobe.jp/ 

２．播磨広域連携協議会（会長：姫路市、副会長：小野市、相生市、高砂市） 

はりま酒文化ツーリズム協議会（姫路酒造組合、加古川酒造組合、社酒造組合、 

                  明石酒造組合） 

   住 所 兵庫県姫路市安田四丁目１番地姫路市市長公室地方創生推進室 

    ＴＥＬ ０７９－２２１－２２０３ ＦＡＸ ０７９－２２１－２３８４ 

  http://www.harima-sake.jp/   http://www.facebook.com/harimasake2 

３．“西宮の日本酒”振興プロジェクト 

   西宮日本酒振興連絡会（市内酒造会社、西宮市、西宮観光協会、西宮商工会議所） 

   ＴＥＬ ０７９８－３５－３０７１ 

  ４．[行政] 伊丹市・奈良市  

[酒造会社]（伊丹市）小西酒造㈱・伊丹老松酒造㈱  

（奈良市）㈱今西清兵衛商店・倉本酒造㈱・奈良豊澤酒造㈱・西田酒造㈱・ 

八木酒造㈱ 

[協力]伊丹酒造組合 

伊丹市都市活力部都市デザイン課 ℡-072-784-8068 
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（伊丹市ホームページ）

http://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/TOSHIKATSURYOKU/TOSID/EVENT/H26EVENT/14113739278

42.html 

    （奈良市ホームページ） 

http://www.city.nara.lg.jp/www/contents/1416555543577/ 

 

（参考：直近３ケ年の集客状況）  

  １．2015 灘の酒蔵スタンプラリー応募者数 

平成 24 年 5,548 名 平成 25年 6,010 名 平成 26 年 5,886 名 

  ２．バスツアー実施回数及び参加者数 

    平成 24 年度 ５回 １６５名参加  平成 25 年度 １０回 ２６０名参加 

    平成 26 年度１１回 ４０２名参加 平成 27 年度（12 月まで）１６回 ４５７名参加 
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（ＰＲポイント） 

１.２０１５灘の酒蔵探訪（兵庫県神戸市） 

期間中は、各酒蔵施設にて酒蔵開放や酒蔵コンサートなどのイベントを開催したほか、抽選で豪華

賞品が当たるスタンプラリーを実施した。また、きき酒を十分に楽しんでもらえるように、ＪＲ・阪

神・阪急の最寄駅から各酒蔵を巡回する期間限定の酒蔵めぐりバスを運行した。酒蔵開放イベントで

は、普段は見学できない酒蔵の蔵内見学ができ、蔵元でしか味わえない搾りたての日本酒の試飲がで

きたこともあり盛況だった。 

【実施内容】 

（１）酒ぐらスタンプラリーの実施 

  ・期間 平成 27 年 10 月 17 日（土）～11 月 23 日（月・祝） 

  ・スタンプポイント 9 箇所 

(1)浜福鶴吟醸工房、(2)櫻正宗記念館「櫻宴」、(3)菊正宗酒造記念館、 

(4)白鶴酒造資料館、(5)神戸酒心館、(6)こうべ甲南武庫の郷、 

 (7)沢の鶴資料館、(8)灘浜ガーデンバーデン、(9)灘浜サイエンススクエア 

・プレゼント 抽選でホテル宿泊券等豪華賞品を延べ 292 名分プレゼント 

 

（２）酒蔵開放の実施 

  ・神戸酒心館（11月 21 日（土）、22日（日）11 時～） 

  ・菊正宗酒造記念館（10月 17 日（土）、31日（土）10時 30 分～、14時 30 分～） 

  ・櫻正宗記念館「櫻宴」（11 月 7 日（土）10時～16 時） 

 

（３）酒蔵めぐりバスの運行 

  ・期間 平成 27 年 10 月 17 日（土）～11 月 23 日（月・祝）の土日祝（14日間） 

  ・運行ルート 

   東西 2ルートをバス 2 台で運行（東：中型バス、西：小型バス） 

東ルート：JR六甲道駅（東西ﾙｰﾄ乗継）、JR住吉駅、阪神御影駅 

西ルート：JR六甲道駅（東西ﾙｰﾄ乗継）、阪神大石駅、JR 灘駅、阪急王子公園駅 

・運行本数等 各ルート 1日 11 便 

・料金 大人      1 日乗車券 250 円 

こども・高齢者 1日乗車券 150 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

     －東ルート・バス－            －西ルート・バス－ 
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２．はりま酒文化ツーリズム（兵庫県播磨地域） 

奈良時代初期に編纂された播磨国風土記には、麹を使った日本酒の造り方について初めて記述

があり、また、播磨はすぐれた酒蔵が多いとともに、１９２３年酒米の王様「山田錦」が播磨で

誕生し、最大の産地であることから、「播磨は日本酒のふるさと」として地域ブランド化を図る。 

播磨地域が誇る地域資源である酒蔵や山田錦の田園、食や文化財などの地域資源を巡るツーリ

ズムを通して、播磨の酒文化の情報発信に取り組んでいる。 

（１）播磨地域の酒蔵をめぐるバスツアーの実施 

  個性的な酒蔵の見学やお酒の試飲に加え、播磨の食や文化財等を巡るツアーは、Ｈ２４年度以

来、月１回の実施が恒例化し、好評を博しているが、平成２７年度からは、姫路・加古川発に加

え、三宮・明石発のツアーも設定し、月２回実施と拡充している。 

  参加者には、「日本酒のふるさと播磨酒蔵ガイドブック」の他、コース関係自治体のＰＲグッズ

もお渡ししており、喜んでもらっている。 

※いずれも主催は神姫バスツアーズ㈱、企画・協力は播磨広域連携協議会・はりま酒文化ツー

リズム協議会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     バスツアー出発式の様子                  試飲の様子 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

若者の参加者             酒蔵の説明を受けている様子 

（２）フェイスブックによる情報発信 

  はりま酒文化ツーリズムにまつわるイベント情報や播磨のお酒の情報をフェイス 

ブックで情報発信している。 

アドレス→http://www.facebook.com/harimasake2 
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（３）ホームページによる情報発信 

  ホームページを作成し、イベントや播磨の酒蔵情報を掲載し、発信している。 

  アドレス→http://www.harima-sake.jp/ 

 

（４）｢日本酒条例サミット in京都 2015｣ なるほど取組み部門グランプリ受賞 

  平成２７年９月２２日、京都市左京区のみやこめっせで行われた｢日本酒条例サミット in 京都

2015｣で姫路市と播磨１２市９町で取り組む「はりま酒文化ツーリズム」がなるほど取組み部門で

グランプリを受賞した。 

 

（５）イメージキャラクター「もりりぃ」による各種イベント等でのＰＲ 

  「播磨は日本酒のふるさと」を地域ブランドとして広くＰＲするために、播磨を「盛り」あげた

い、播磨の日本酒で楽しい酒「盛り」の意味を込めて、イメージキャラクター「もりりぃ」を作

成。黒田節で有名な母里太兵衛がモデルで、おじさんだけどかわいい「おじかわいい」キャラクタ

ーとして、播磨地域のみならず東京で開催されるイベント等へも参加しＰＲ活動を展開している。 

 

 

｢日本酒条例サミット in京都 2015｣ 
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３．“西宮の日本酒”振興プロジェクト 

（１）“西宮の日本酒“で乾杯  ラジオで生中継 

場 所  西宮神社（西宮酒ぐらルネサンスと食フェア オープニングセレモニー） 

実施日  平成 27年 10 月 3 日（土）  

主 催  西宮日本酒振興連絡会、西宮酒ぐらルネサンスと食フェア実行委員会 

  内 容  「西宮酒ぐらルネサンスと食フェア」オープニングセレモニーにおける振る舞い酒の

乾杯発声 MC として、昨年に引き続き浜村淳氏を起用し、MBS ラジオによる生中継を実

施した。昨年同様多くの方に参加していただくことができ、広域に対して「西宮の酒」

を PRすることができた。 

実 績  １，０００人（平成 26年度１，２５０人 平成 25 年度１，３００人） 

 

（２）酒蔵通り 光の宴（連携事業） 

場 所  酒蔵地帯一帯 

実施日  平成 27年 10 月 3 日（土）～4日（日） 

主 催  辰馬本家酒造株式会社 

内 容  「お酒のまち西宮」をイルミネーション、プロジェクションマッピングなど光の演出

によりＰＲし、若いカップルや子ども連れの家族など、従来の日本酒ユーザーと異な

る層の日本酒ファン拡大を図った。 

実 績  ３，１９０人（平成 26年度８，１５９人 平成 25 年度９，７１５人） 

 

（３）にしのみや日本酒学校 

場 所  西宮神社会館、酒造会社各社 
実施日  平成 27年 10 月 3 日（土）～28年 2月 27 日 
主 催  西宮日本酒振興連絡会 

      ・校長 西宮商工会議所 辰馬会頭 

・副校長 西宮酒造家十日会 幹事社（４社）社長 

趣 旨  酒造会社が多く立地する酒蔵地帯をキャンパスに見立て、各酒蔵を会場に日本酒関連 
の講座を開催し、日本酒についてもっと良く知っていただき、生活の中に取り入れて 
いただく契機としていただくとともに、酒蔵地帯の活性化を目指す。またあわせて、 
講座の中で「楽しくおしゃれな日本酒ライフ」を提案することで、新しい日本酒文化 
を発信することも目的とする。 

内 容  開校式（基調講演）、酒造会社（４社）主催講義、修了式で構成。各社主催講義の参加

については市政ニュース、チラシ、WEB、SNS 等により事前募集し、応募多数の場

合は抽選とする。参加者が全講義を通して受講できるよう、各社施設収容可能人数に

あわせて定員は３０名とする。ただし、開校式は参加無料、先着１００人。スケジュ

ールは以下の通り。 
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実施スケジュール 
10 月 3 日（土） 開校式（西宮神社会館） 14:00～15:00 

・辰馬校長挨拶 

     ・基調講演（講師 日本酒で乾杯推進会議 石毛直道氏） 

     ・日本酒学校概要説明 

11 月～2月   酒造会社主催講義  

コース 講座名 実施日時 参加費 

白鷹 灘酒よもやま話 
11 月 21 日（土） 

10:00～12:00 

 5,000 円 

※修了式 

参加費含む 

白鹿 
日本酒のある 

ちょっと贅沢なくらしセミナー 

12 月 6 日（日） 

10:00～12:00 

大関 きき酒道場 
 1 月 30 日（土） 

10:00～12:00 

日本盛 
日本酒を体験しよう！ 

蔵見学と日本酒飲み比べ 

 2 月 13 日（土） 

10:00～12:00 
 

2 月 27 日（土） 修了式 

        ・校長挨拶 

 ・お酒に関する講演、きき酒クイズ  

・修了証授与 

・懇親会 

開校式実績 １００人（平成 26 年度１００人 平成 25年度８９人） 

  開校式内容 定員いっぱいの１００人が参加し、石毛先生の「世界のなかでの日本酒」と題した

講演に熱心に耳を傾けていた。また同講演については、地元コミュニティＦＭ局で

あるさくらＦＭの特別番組として放送した。 

各社講義応募者 １２８人（定員３０人 抽選倍率４．２倍）  

（平成 26年度１８６人 平成 25 年度８９人） 

各社講義  現在実施中。毎回 9 割以上の出席率で参加者満足度も高い。 

（５）西宮蔵開 2016 

場 所  酒造会社各社 

主 催  酒造会社各社、西宮日本酒振興連絡会 

内 容  新酒の季節に各社が敷地（酒蔵）を開放し、新酒の PR、有料試飲および販売、酒蔵見

学会などを実施する。日本酒振興連絡会はイベント情報を集約し、阪神電鉄、阪急電

鉄、大阪市営地下鉄等と連携した広報を展開、広域からの集客を図る。 
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平成 26 年度実績 約２１，２００人（平成 25 年度 約１１，２００人） 

実施予定日・昨年度来場者数 

 実施予定日 26 年度 来場者数 

寳娘  平成 28 年 2 月 6 日（土） 約２，０００人 

白鹿 2 月 13 日（土） 約４，０００人 

徳若 2 月 20 日（土） 約１，２００人 

日本盛 2 月 27 日（土） 約４，５００人 

白鷹  2 月 28 日（日） 約４，５００人 

大関 3 月 5日（土） 約５，０００人 

合計人数  約２１，２００人 

 

（６）鏡開き用酒樽の協賛 

実施日  通年 

主 催  西宮酒造家十日会 
内 容 「西宮の日本酒で乾杯」と記載された鏡開き用酒樽を含め、鏡開き用道具一式（法被、

木槌）を市内イベント主催者に無料で貸し出しすることにより、「日本酒で乾杯」する

習慣を広める。 
実 績  ２３件 ※1 月現在（平成 26 年度２６件 平成 25 年度２３件） 

 
４．清酒発祥の地フォーラム 

清酒発祥の地を互いに標榜している奈良市と伊丹市が、競合するのではなく古くから清酒を製

造販売していることを縁に、清酒の普及促進と日本酒文化の更なる発展を目指します。 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



23 
 

酒蔵ツーリズム 

事例№６ 

【類型１】 

通年型酒蔵めぐり等を盛り込んでいる取組（を目指す）事例 

佐賀県鹿島市 

鹿島酒蔵ツーリズム 

 
（実施地域） 

佐賀県鹿島市 
 

（概要） 

佐賀県鹿島市では、市内で製造される酒類と地域が持つ文化や歴史を合わせ国内外

へと情報発信するとともに、鹿島へ来ていただくあらゆる取組みを行い、蔵元だけでな

く鹿島市の地域全体への活性化に寄与することを目的とし、全国に先駆けて「鹿島酒蔵

ツーリズム推進協議会」を設立し、「鹿島酒蔵ツーリズム」を推進している。 

鹿島の酒蔵を巡り、蔵人と触れ合い、彼の造る酒を味わう。その酒が生まれた土地を

散策しながら食や文化、歴史を全身で楽しむ。「鹿島酒蔵ツーリズム」とはそんな旅の

スタイルである。 

（実施主体・体制） 

鹿島酒蔵ツーリズム推進協議会 

会  員：市内６酒造 

賛助会員：市内３酒造、市外３酒造（嬉野市内）、鹿島商工会議所、ガイドの会等 

オブザーバー：佐賀県流通課、佐賀県おもてなし課、佐賀県観光連盟 等 

事 務 局：鹿島市観光協会、鹿島市 
 

（URL） 

http://www.facebook.com/saketourism 

http://sakagura-tourism.com 
 

（問い合わせ先） 

佐賀県鹿島市商工観光課 

住所 佐賀県鹿島市大字納富分２６４３番地１ 

電話 ０９５４－６３－３４１２ 

Fax ０９５４－６３－２３１３ 

（参考：直近３ケ年の集客状況）  

２０１３年 約５０，０００人 

２０１４年 約４０，０００人 

２０１５年 約７０，０００人 
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（PR ポイント） 

 佐賀県鹿島市は県下№１の酒どころ。また、全

国的にも類を見ない酒の町である。豊富で美味し

い多良岳山系の地下水と米作りが盛んなことか

ら江戸時代から酒造りが行われてきた。江戸時代

の宿場町として栄えた「肥前浜
はま

宿
しゅく

」を中心に市

内で今も醸造を続ける酒蔵が６軒ある。 

そんな鹿島市の一酒蔵の酒が「IWC2011 チャン

ピオン・サケ」を受賞したことを契機に、市内の

酒蔵が中心となり、地域全体として「酒・酒蔵」

をテーマとした地域振興に取り組もうと「鹿島酒

蔵ツーリズム推進協議会」を設立（H23.9）、地域

をあげた「鹿島酒蔵ツーリズム」をスタートさせた。              

【協議会の取組み】 

協議会設立後、毎月 1回程度協議会を開催(～現在) 

1. 平成 23 年度の取り組み 

① ｢酒蔵ツーリズム｣の取り組みを紹介するパンフレットを作成 

② PR イベントの実施に向けた協議 

 →『第 1回鹿島酒蔵ツーリズム』を開催 3 月 24 日～25 日     [パンフレット] 

 

（第 1回鹿島酒蔵ツーリズムの様子） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     [酒蔵での試飲の様子]                  [肥前浜宿会場での様子] 

【開催概要】 

鹿島の酒の PR 及びその生まれたまちを楽しむ取組みとして、市内 6蔵の同

時蔵開きをはじめ、これまで市内で別々に開催をしていた「花と酒まつり」、

「発酵まつり」などのイベントと協力・連携し、2日間開催。鹿島市の人口と

ほぼ同じ約 3万人が訪れた。 

イベント当日は、各酒蔵及び各イベント会場を巡る無料循環バスの運行の

ほか、6蔵を巡る手形やスタンプラリーを実施。イベントの記念グッズとして

6蔵酒セット、前掛け、お猪口等を販売した。 

H23.11 鍋島受賞祝賀会にて協議会設立紹介 



25 
 

2. 平成 24 年度の取り組み 

① 通年型の取り組みを模索(～現在)  

②「酒蔵ガイド育成講座」の開催 

 →PR イベント時のおもてなし向上のため 

③「酒蔵ツーリズム」の商標登録  

④ 観光庁 酒蔵ツーリズム推進協議会への参画 

⑤「鹿島酒蔵ツーリズムⓇ2013」の開催（2回目） 

⑥ 鹿島市日本酒で乾杯を推進する条例の制定 

（H25.3.28）→議員提案による(全国 2例目)     [酒蔵ガイド育成講座] 

 

3. 平成 25 年度の取り組み 

① 乾杯条例の推進（～現在） 

②（観光庁）官民協働した魅力ある観光地の再建・ 

強化事業への参加（モニターツアーの実施） 

③ 隣接する嬉野市からの賛助会員加入（3蔵） 

④ 第１回はしご酒イベント開催（食との連携） 

⑤ 道の駅全国大会での PR 

⑥「鹿島酒蔵ツーリズムⓇ2014」の開催（3回目）     [モニターツアー] 

 

4. 平成 26 年度の取り組み 

① 通年型の取り組みについての検討 

 ・バスツアー調査研究事業(市単独)の実施 

 ・第２回はしご酒イベント開催（食との連携） 

② 道の駅九州大会、全国町並みゼミでの PR  

③「鹿島酒蔵ツーリズムⓇ2015」の開催（４回目） 

 →隣接する嬉野市 3酒蔵も同時イベント開催へ 

④ 有田焼との連携 

→県立有田窯業大学校生徒による酒器制作      [はしご酒イベント] 

 

  5. 平成 27 年度の取り組み 

① 通年型の取り組みについての検討 

    ・第３回はしご酒イベント開催（食との連携） 

② 観光 PR イベント等での PR 

③「鹿島酒蔵ツーリズムⓇ2016」の開催（５回目） 

 ・外国人観光客受入れのためのモニターツアー 

を実施予定（協力:佐賀大学留学生） 

   ④ 英語版パンフレットの作成 

                                                     [乾杯条例サミット in 京都での PR]  
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【今後の取組み】 

 今後の取組みとしては、食との連携を強化しながら、日本酒だけではなく酒処に

あるおいしい料理等を合わせて PR し、3月のイベント時以外にも「酒蔵ツーリズム」

に訪れていただけるような仕組みや体制づくりを構築していきたい。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【４年間の成果】 
PR イベント｢鹿島酒蔵ツーリズム｣については、関係者の創意工夫により回

を重ねるたびに開催規模が大きくなるなど、これまでの開催によって広く定

着した。来場者アンケート結果では、来場者の約 9 割がイベントで何らかの

買い物をし、うち約 6 割が 3,000 円以上の買い物をしたことから、7 万人が

来場した第 4 回目のイベントでは推計で 1 億 1,340 万円の経済効果があっ

た。 
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酒蔵ツーリズム 

事例№７ 

【類型２】 

様々な工夫を行っている取組事例 

福島県 

ふくしま酒蔵巡りスタンプラリー 

 
（実施地域） 

 福島県内（県内の約５０酒蔵） 

 

（概要） 

  ３年連続で「全国新酒鑑評会金賞受賞数日本一」となるなど、高い品質を誇る福島

県の酒蔵を観光素材として生かしていくため、平成２７年４月に開催したふくしまデ

スティネーションキャンペーンでは酒蔵見学をテーマの一つとしてＰＲしてきた。 

アフターＤＣに当たる平成２８年度は、実際に観光客の皆様が周遊できる仕組みを

構築するため約５０の県内酒蔵が参加してスタンプラリー企画を実施し、実際に各蔵

人との交流により福島の日本酒をより一層好きになってもらうとともに、県外の本県

日本酒ファンに対して観光面から誘客を図る。 

（実施主体・体制） 

 福島県観光復興キャンペーン委員会（事務局：福島県観光交流課） 

 ※福島県、県内各市町村、観光関係団体等の１００団体で構成 

（ＵＲＬ） 

 スタンプラリー公式ホームページ http://www.fukushima-sakagura.jp/ 

 

（参考：直近 3カ年の集客状況） 

今年度新規実施（平成 28 年 3 月 12 日～11 月 6 日） 

 

（ＰＲポイント） 

・アフターＤＣとして実施する「福が満開、福のしま。」福島県観光  

キャンペーン２０１６の特別企画の一つ。 

・訪問で１ポイント、酒蔵見学や購入で３ポイント、各酒蔵や地域 

の地酒イベントに参加で５ポイントが当たるポイントラリー。 

ポイント数に応じて抽選で豪華賞品が当たるほか、全酒蔵のスタ 

ンプを集めるとコンプリート賞として漏れなくオリジナル升を 

プレゼント。 
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酒蔵ツーリズム 

事例№８ 

【類型２】 

様々な工夫を行っている取組事例 

栃木県 

栃木県内の酒蔵ツーリズム 

 
（実施地域） 
栃木県日光市、那須烏山市、益子町 
 

（概要） 
  栃木県内（日光市・那須烏山市・益子町）の蔵元 4 社が連携し、栃木県内の地域活

性化を図るため、平成 25 年 5 月 10 日に「栃木県酒蔵酔って見っけ協議会」を設立。

酒蔵を観光資源として情報発信を行い、旅行業者や飲食店、宿泊施設等とも連携しな

がら「地域ぐるみの『酒蔵ツーリズム』を展開し国内外からの集客」を目指す。 
具体的な取り組みとして、クーポン券付スタンプラリーを実施しているほか、現在、

旅行業者と連携した酒蔵巡りツアーを検討している。 
 

（実施主体・体制） 
 栃木県酒蔵酔って見っけ協議会 
  構成メンバー 

会長  ㈱外池酒造店  社長 
委員  ㈱島崎酒造   社長 
   片山酒造㈱   社長 

㈱渡邊佐平商店 社長 
 

（ＵＲＬ） 
  外池酒造    http://tonoike.jp/ 
  島崎酒造    http://www.azumarikishi.co.jp/ 
  片山酒造    http://www.kashiwazakari.com/ 
 渡邊佐平商店  http://www.watanabesahei.co.jp/ 

（問い合わせ先） 
  栃木県酒造組合（事務局） 
   〒320-0033 栃木県宇都宮市本町 12-31 

 TEL：028-622-5071   
FAX：028-627-1780 
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（参考：直近 3 カ年の集客状況） 
クーポン券付スタンプラリー 

1 枚 1,000 円のクーポン券を購入して 4 つの酒蔵をすべて巡ると、2,000 円以上

のサービスが受けられる。 
    平成 25 年度 103 枚  平成 26 年度  83 枚  平成 27 年度 現在集計中 

（ＰＲポイント） 
とちぎの地元の酒で乾杯 栃木の地酒酒蔵４ヶ所巡り 

    栃木県では、2014 年 1 月 1 日に「とちぎの地元の酒で乾杯を推進する条例」を

施行し、とちぎの地元の酒の普及促進を図っている。栃木県酒蔵酔って見っけ協

議会では、乾杯条例の施行を記念して、協議会メンバーの酒蔵４カ所を巡るクー

ポン券付スタンプラリーを実施している。 
 

期間 
平成 27 年 10 月 15 日（木）～平成 28 年 3 月 31 日（木） 

   ※ 例年、10 月～3 月の期間で実施。 
 
  対象施設 

㈱渡邊佐平商店、片山酒造㈱、㈱島崎酒造、㈱外池酒造店 
 

特典 
㈱渡邊佐平商店 

    酒粕入りバウムクーヘン、酒蔵仕込み水サイダーをプレゼント。 
片山酒造㈱ 
利き酒おちょこ、お酒（小瓶）をプレゼント。 

㈱島崎酒造 
蔵元 VIP ルームにて秘蔵酒もしくは仕込水使用アイスコーヒーで乾杯。 

㈱外池酒造店 
利き酒セットもしくは仕込み水を使った水出しコーヒーをプレゼント。 

  ４つの酒蔵すべてに来場した方には、抽選で各蔵自慢の地酒をプレゼント。 
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酒蔵ツーリズム 

事例№９ 

【類型２】 

様々な工夫を行っている取組事例 

山梨県 

やまなしワインタクシー 

 
（実施地域） 
 山梨県 笛吹市及び甲州市 

 
（概要） 
   本県の主要な観光資源であるワインと石和温泉とを結ぶ交通環境が整備されていない現状を

捉え、両資源を結ぶ重要なツールである２次交通としてワインタクシーの運行を開始。 
  石和温泉駅を起点として、温泉⇔ワインタクシー⇔ワイナリーという連動した観光資源を構成す

ることで、滞在時間拡大による観光消費額増加による地域活性化を図る。 
  また、平成２７年度には塩山駅を起点とする新たなルートを開設した。 

 

（実施主体・体制） 
○やまなしワインタクシー運行協議会体制 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

（問い合わせ先） 
〒400-8501 
 山梨県観光部観光振興課 広域振興担当 
 TEL055-223-1573 FAX055-223-1558 
 e-mail:kankou-sk@pref.yamanashi.lg.jp 

タクシー事業者 
《役割》タクシー運行・お客
様へのおもてなし 

山梨県タクシー協会 
《役割》タクシー事業者の取り

まとめ 

（公社）やまなし観光推進

機構 
《役割》予約窓口、事業支

援、宣伝告知 

笛吹市役所 
《役割》地元自治体による

支援 

甲州市役所 
《役割》地元自治体による

支援 

やまなし 
ワインタクシー 
運行協議会 

事務局 
JTB 関東法人営業甲府支店 
《役割》協議会運営、運行管

理、会議招集、宣伝告知、マ

スコミ対応 

山梨中央銀行 
《役割》協議会運営サポー

ト 

石和温泉観光協会 
《役割》受付業務、運行

支援 

石和温泉旅館協同組合 
《役割》宣伝告知、当日

予約対応 
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（ＰＲポイント） 
・定額でタクシーを利用し、自由にワイナリーを巡ることができる。 
・利用料金にはそれぞれのルートにある４ワイナリーでの１，０００円分のワイン購入クーポン付

き 
 
１．予約の流れ 

・前日まで：富士の国やまなし観光ネットから予約（クレジット決済） 
       希望する時間をピンポイントで予約 

・当日予約： 
【石和ルート】 

石和温泉観光協会駅前案内所で予約または石和温泉旅館協同組合加盟の施設経由での予約 
（現金払い） 

  【塩山ルート】 
    塩山タクシー営業所（塩山駅前）での予約（現金払い） 
 
２．運行ルート 

【石和ルート】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 【塩山ルート】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

シャトー・ 

メルシャン

ルミエール 

麻屋葡萄酒 

白百合醸造 石和温泉駅 

塩山駅 
盛田甲州ワイ

ナリー 

麻屋葡萄酒 

まるき葡萄酒 

くらむぼん 

ワイン 

富士山駅 
河口湖駅 
（観光タクシー） 
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３．運行の流れ 
 ・運行協議会で１日につき５台のタクシーを借り上げ、タイムスケジュールに基づいて運行を行う。 
 ・１日あたりの最大予約人数は４０名 
 ・決まっているのは各駅からの往路の出発時間と駅への復路の時間のみ。各ワイナリー間の移動は

乗り降り自由な乗り合い感覚で利用。 
 ・参加者はワインタクシーへの乗車やワイナリーでの特典を受ける際に、受付時に渡す乗車証を提

示する。 
 ・タクシーにはワインタクシーであることがわかるようにドアにマグネットステッカーを貼り 

付け。 
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酒蔵ツーリズム 

事例№１０ 

【類型２】 

様々な工夫を行っている取組事例 

石川県珠洲市 

奥のとトロッコ鉄道「のトロ」 

 
（実施地域） 

石川県珠洲市宝立町宗玄地内〜鳳珠郡能登町恋路 
 

（概要） 

2005 年に廃線となった「のと鉄道能登線」の一部に線路を再敷設。人力トロッコ列

車を走らせて観光スポットとして蘇らせるとともに、路線上にあるトンネルを日本酒

貯蔵庫として北陸地方で初めて活用。愛称「のトロ」と命名し、同名の不思議キャラク

ターを基軸にして、過疎化に悩む地域の活性化を行うとともに、酒蔵ツーリズムを兼ね

た新しい観光のありかたを提案している。 

今回敷設したのはわずか 400m ほどの区間ながら、鉄道事業の運営および日本酒のト

ンネル貯蔵庫という、業種の垣根を越えた地元企業発の取り組みに多くの賛同者が集

まり、新たなコミュニティが形づくられようとしている。 

2013 年グッドデザイン賞を受賞。 

（実施主体・体制） 

団体：のと線遺産活用倶楽部 

役員：恋路観光協会、レストラン浜中、宗玄酒造㈱ 

共催：宗玄酒造株式会社 
 

（ＵＲＬ） 

www.sougen-shuzou.com 
 

（問い合わせ先） 

〒927-1225 石川県珠洲市宝立町宗玄 24−22 

TEL：0768−84−1314 

 

（参考：直近 3カ年の集客状況） 

H25 年度 3,873 名 

H26 年度 3,629 名 

H27 年度 4,161 名 
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（ＰＲポイント） 

恋路駅から宗玄トンネルまでわずか 400m の小さな鉄道。「奥のとトロッコ鉄道」

（愛称：のトロ）です。眼下に広がる恋路海岸を眺めながら、自分の足でこいで進む

トロッコの旅のゆったりした時間の中で能登の自然を楽しんで下さい。 

 過疎化が進み、経済的な沈滞状態が続く奥のと地域に、新しい観光資源を提供。観

光客の増加と地域活性化のためのきっかけになることを目指している。実際に、４月

の開業以来、近隣地域の小学校の生徒が校外学習として数多く来訪し、トロッコ体験

や酒蔵見学を行っている。また、週末には親子連れの観光客が増え、トロッコ体験が

人気を集めている。 

能登鉄道のと線は、かつて地域住民の足であり、観光客の来訪手段であった。経済

効率の点から廃線になった後も、鉄道ファンやカップルなど、恋路駅やその周辺環境

に惹かれる人は多い。 

そこで、荒れ果てていた駅・線路・トンネルを再活用。そこに新たな価値（トロッ

コ、のトロキャラクター、トンネル貯蔵酒）を付加することで、唯一無二の魅力をも

つエリアとして再生した。 

 

また、1口 10,800 円でトロッコオーナーになれる制度があり、以下特典が付与される。 

・「のトロ」乗り放題 

・「のトロパスポート」発行 

・鉄道枕木にお名前の入ったプレート設置 

・宗玄酒造の蔵開きや試飲会等のご案内 
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酒蔵ツーリズム 

事例№１１ 

【類型２】 

様々な工夫を行っている取組事例 

石川県能登町 

能登杜氏のふるさと「聖地巡盃」 

 
（実施地域） 

石川県鳳珠郡能登町町内 
 

（概要） 

能登杜氏と祭で町の魅力を伝える新たなストーリーを開発。 

そのストーリーを旅行者が現地で「なぞとき」をしながら体験できる新たな町歩き。 

（実施主体・体制） 

主催団体 

能登杜氏のふるさと「聖地巡盃」プロジェクト実行委員会 

代表：能登杜氏組合能登町支部  

構成員：能登町商工会、能登町ふれあい公社、能登町ふるさと振興課 

  共催団体・後援団体  

数馬酒造（株）、松波酒造（株）、（株）鶴野酒造店 

 

（ＵＲＬ） 

オフィシャルサイト：http://seichi-junpai.jp/tour/index_noto.html 

Facebook ページ：https://www.facebook.com/seichijunpai.noto 

 

（問い合わせ先） 

能登杜氏のふるさと「聖地巡盃」実行委員会 

石川県鳳珠郡能登町字宇出津新 1字 197 番地 1 

TEL：0768-62-8532 

（参考：直近 3カ年の集客状況） 

平成 25 年度 モニターツアー（３月開催） 

平成 26 年度 中乃波木ツアー（９月開催） 

その他随時受付中 
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（ＰＲポイント） 

日本酒だけの訴求ではなく、古来からお神酒などで深い関係にある神社とつなげ

てストーリーを構築。日本酒ファンだけではなくパワースポット好きの女性層やク

ールジャパン、日本の歴史に興味のある、より広い層に「神さまの住む町」能登町の

魅力を訴求する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「なぞとき」と「町歩き」をミックスさせた体験メニュー。 

オリジナルガイドブック「聖地巡盃帖」、なぞが秘められた「秘めみくじ」、なぞを 

解くヒントとなる「立て札」、体験者に記念として配布するオリジナル「絵馬」と 

いったツールを準備。 

参加者はゲーム感覚で町内の酒蔵や神社といったスポットを巡り、体験しながら、

より深く日本酒、神社（祭り）、能登町について知ることができる。 
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酒蔵ツーリズム 

事例№１２ 

 

【類型２】 

様々な工夫を行っている取組事例 

滋賀県 

酒蔵めぐりハイキング 

 
（実施地域） 

滋賀県①甲賀市、②湖南市、③愛知郡愛荘町 
 

（概要） 

①宿場ウォーク東海道水口宿の歴史と酒蔵見学 

滋賀の奥座敷・甲賀地域には地酒蔵元がある。甲賀水口は水口岡山城と水口城、 

２つの城の「城下町」と、東海道の「宿場町」の２つの顔を持つこの地域の要衝 

の町。鈴鹿山系野洲川流域に古くから醸造業がいますので盛んだった。そんな水口 

宿の街道筋に譲り受けた築 100 年以上の土蔵蔵で、今では数少なくなった伝承の山 

廃造りを守り続けている。良質の近江米と清らかな水に恵まれ、訪ねられたお客様 

がご満足いただける手作りの「おもてなし」を、心をこめて「地酒」を譲している。 

 

 

 

 

 

 

②冬の酒蔵巡り 

旧東海道にある老舗の酒蔵、竹内酒造と北島酒造を訪ね、酒蔵見学や試飲を楽しみ 

ながら湖南市の魅力に触れていただくハイキング。当日は、地元の各種団体の出店 

や、物産販売でおもてなしをした。 

 

③愛荘町の酒蔵と伝統産業を訪ねるウォーク 

あいにくの雨の中のウォークになったが、太鼓の見学、藤居本家の酒蔵見学、 

ＵＣＣ滋賀工場の工場見学、近江上布伝統産業会館の見学と愛荘町観光ボランティ 

アガイド協会の案内により愛荘町の魅力を十分に発信できた。各観光施設での説明 

は、説明者の話に参加者は熱心に耳を傾けられていた。 

   昼食では、地元農家の米粉うどんや炊き込みごはん、漬物、手作り甘酒と盛りだ 

くさんの愛荘町流のおもてなしを用意し、参加者は大変喜んでおられた。 

   また、参加者から「また訪れたい」「雨であったが参加して良かった」「また企画し 

てほしい」と非常に嬉しいお言葉をいただいた。 

 今回、参加者がケガなく無事に終えられ事務局としても満足しているとともに、 

ＪＲ西日本に対して感謝している。次年度以降も是非、事業継続を検討していく。 
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（実施主体・体制） 

①甲賀市観光協会 

〒５２０－３３０８ 甲賀市甲南町野田８１０ 

②（一社）湖南市観光協会・湖南市都市政策課 

〒５２０－３２５２ 湖南市岩根６７８－２８湖國十二坊の森内 

③愛荘町観光ボランティアガイド協会 

〒５２９－１２３４ 愛知郡愛荘町安孫子８２５ 愛荘町秦荘庁舎 1階  

産業建設部 商工観光課内 

（ＵＲＬ） 

①http://www.koka-kanko.org/ 

②http://www.burari-konan.jp/ 

③なし 

（問い合わせ先） 

①０７４８－６０－２６９０ 

②０７４８－７１－２１５７ 

③０７４９－３７－８０５７（愛荘町商工観光課） 

（参考：直近 3カ年の集客状況） 

①平成２４年６２人、平成２５年７９人、平成２６年２９人 

②平成２５年度：５６１名 平成２６年度：１０５７名 平成２７年度：１０３６名 

③今年度開始 平成２７年度：５５名 

（PR ポイント） 

①街道筋の地酒で東海道の旅人に大人気です。 

ここでしか買えない、飲めない、蔵元限定酒から大吟醸、あま酒までいろいろなお

酒が試飲できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東海道に面した玄関、うろこ壁と杉玉

が目印 

クラシカルな店頭には商品がズラリ。 
試飲も出来ます。蔵元店頭だけの限定

品もあります。 
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②石部駅近くにある竹内酒造では、酒蔵見学と試飲ができ、また地元の物産がお店を出

して販売されています。甲西駅に近い北島酒造では、お酒の試飲と地元の特産品を集

めたこなんマルシェが出店してお土産を販売しています。二つの酒蔵を訪ねる旧東

海道沿いの休憩所では、地元の各種団体による酒粕汁の販売や吉本芸人による漫才

など、ハイキング途中も飽きないおもてなしを行なっています。 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

酒粕には多種多様な栄養素が含まれ

ています。その酒粕の詰め放題も大

人気です。 

創業以来変わらない熱い想い、愚直に醸す

昔ながらの本道の酒造りを感じてくださ

い。 
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③ 愛荘町の太鼓は、江戸時代より愛知川の良質な水を利用して作られてきました。今

も伝統の技を守っている２軒を見学していただきます。 
   鈴鹿山系を源とする愛知川の伏流水で地元産の酒造りの好適米を使い、手造りさ

れた日本酒を醸す蔵元藤居本家。全国でも珍しい総ケヤキ造りの酒蔵を見学してい

ただき、酒造りや日本酒の理解を深めていただきます。試飲即売コーナーでのきき

酒も楽しめます。 
   世界で初めての缶コーヒーを生み出したＵＣＣ。鈴鹿山系の天然水を使用し、長

年にわたり磨きつづけてきたコーヒーづくりの技術が詰まった滋賀工場のファクト

リーツアーでＵＣＣのこだわりを五感で感じていただきます。 
   近江の麻織物は室町時代から続く伝統産業。鈴鹿山系の豊富な水と高湿度という

恵まれた環境のもとで発展してきました。近江上布伝統産業会館では、近江の麻織

物を「知る」「学ぶ」「体験する」「買う」を兼ね備えた施設で、産地でしか見られな

い地機の実演を見学していただきます。 
   また、慶応元年（1865 年）創業の御菓子司「しろ平老舗」の精魂込めて作られた

和菓子の販売や、農家のおかあちゃんの手づくり甘酒も味わっていただき、体も心

もほっこり。愛荘町の魅力と愛荘町流のおもてなしをたくさん感じていただき、豊

かな清水に育まれた愛荘町の観光スポットをガイドと一緒に巡ります。 
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酒蔵ツーリズム 

事例№１３ 

【類型２】 

様々な工夫を行っている取組事例 

広島県東広島市 

酒都・西条酒蔵通り 

 
（実施地域） 

広島県東広島市ＪＲ西条駅周辺 
 

（概要） 

広島県の東広島市西条は兵庫の灘、京都の伏見と並び称される銘醸地のひとつとし

て知られており、経済産業省の「近代化産業遺産群続３３」（平成２０年度）に選ばれ

るなど酒蔵が軒を連ねる風情あるまち並みが続く。各酒蔵では試飲販売のほか、蔵見学

室や酒蔵を改装した飲食店、体験施設（藍染め体験）などもあり、飲むだけではなく

「見て、食べて、体験して」楽しむことができる。ボランティアガイドによる西条酒蔵

通りの案内もあり、ＪＲ西条駅周辺の８００ｍ圏内に７社もの酒蔵が集積した西条酒

蔵通りは、コンパクトにまち歩きが楽しめる。 

またＪＲ西条駅周辺が会場となる「酒まつり」は平成２８年で２７回目を数えるイベ

ントで、２０万人以上が訪れる日本を代表する酒の祭典である。 

 

（実施主体・体制） 

（公社）東広島市観光協会、東広島ボランティアガイドの会、西条酒造協会、 

酒まつり実行委員会、酒蔵ツーリズム推進連絡会  等  
 

（URL） 

東広島市観光協会 HP http://www.hh-kanko.ne.jp/ 

西条酒造協会 HP    http://www.saijosake.com/japanese/index.html 
酒まつり HP     http://sakematsuri.com 
 

（問い合わせ先） 

東広島市産業部商業観光課 

〒739-8601 広島県東広島市西条栄町 8-29 

TEL：082-420-0941 FAX：082-422-5805  

e-mail：hgh200941@city.higashihiroshima.lg.jp 
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（参考：直近 3ケ年の集客状況） 

【西条酒蔵通り観光案内所来訪者数】（年間）    【酒まつり】（2日間） 

平成２５年度：２２，６５２人          平成２５年：２４万人 

 平成２６年度：２９，７８１人          平成２６年：２５万人 

 平成２７年度：２６，０８３人          平成２７年：２５万人 

（平成２７年度は平成２７年４月～２８年１月） 

 

（PR ポイント） 

１．気軽に楽しめるまち並み散策 

ＪＲ西条駅周辺の８００ｍ圏内に７社の酒蔵が建ち並ぶ西条酒蔵通り（以下、

「酒蔵通り」という。）には、酒蔵の白壁やなまこ壁、赤レンガの煙突が連なり、

酒造りの季節になると、ほのかな新酒の香りに包まれる。仕込み用の水や銘酒の飲

み比べができる酒蔵は、最も遠いところでも駅から歩いて１０分以内で訪れるこ

とができ、気軽にまち並み散策を楽しむことができる。 

      
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

２．ボランティアガイドによる酒蔵通りの案内 

毎月１０日には「酒蔵のまちてくてくガイド」として、地元ガイドならではのエ

ピソードを交えながら無料で酒蔵通りを案内する（所要時間１時間３０分程度）。

その他の日についても、事前予約で案内が可能（有料）。子どもガイドの日もあり。 
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３．飲むだけではない多彩な楽しみ方 

各蔵では酒の試飲販売のみならず、見学室や酒蔵を改装した飲食店や藍染め体

験のできる施設などもあり、お酒が飲めない方でも楽しめる。 

〇酒蔵見学施設・体験施設 

   

酒蔵見学室（賀茂鶴酒造）     藍染め体験（賀茂泉酒造 藍泉館）  

 

〇遊休酒蔵等を活用した喫茶店やレストラン 

        

酒蔵を改装した日本料理店      県の清酒試験場を改装したお酒喫茶 

（割烹しんすけ、山陽鶴酒造敷地内）      （賀茂泉酒造 酒泉館） 
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〇グルメや買い物 

酒都・西条ならではの日本酒をたっぷりと使った鍋料理「美酒鍋」。日本酒や酒

粕を使ったスイーツやお土産もある。各蔵趣向を凝らしたオリジナルグッズも盛

りだくさん。 

  

４．まち全体が博物館の「西条酒蔵通りまるごと博物館」 

酒蔵通りのまち全体を大きな博物館に見立て、酒蔵などの入り口に共通のサイ

ンを設置し、各蔵でテーマを持たせた展示を行っている。また酒蔵だけではなく、

まち中にも酒にまつわる展示物を設置し、まち並み散策が楽しめるよう取り組ん

でいる。 

       
 

５．酒にまつわるイベント 

〇酒まつり 

毎年１０月に開催される酒まつりは、１９９０年から始まり今では全国から愛

飲家をはじめ２０万人以上が集まる東広島市最大のイベント。全国各地から集め

た約１，０００銘柄の地酒が楽しめる「酒ひろば」や、名物「美酒鍋」が味わえ

る美酒鍋会場のほか、各酒蔵では蔵を開放して趣向を凝らしたイベントが開催さ

れる。 

 

酒まつり姫神輿       酒ひろば   多くの人出で賑わう酒蔵通り 
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〇若者たちによる酒蔵通りでのイベント 

遊休酒蔵等を利用し、地元劇団が戦国武将に扮して演劇を披露する「戦国カフェ

侍」や、県内で美術を学ぶ大学生の作品を展示する「ART in 酒蔵」など多様な取

組が行われている。 

 

 

 

 

 

 

戦国武将がもてなす「戦国カフェ侍」   県内大学の学生による「ART in 酒蔵」       

６．夜の誘客促進 

来訪者の夜の誘客促進を図るため、関係団体と連携して酒蔵のライトアップを

実施し、訪問者へ提灯の貸出を行うとともに、ライトアップ期間中に酒蔵通りを一

望できる市役所の展望エリアを開放した観光・日本酒ＰＲイベント等を実施して

いる。 

  

 

７．市民や学校による酒造りの伝承・ＰＲ 

酒造りを題材に、小学校ではオペラ「白壁の街」、中学校では「組曲 西條」と 

題する演目を酒まつりで毎年披露する。また、酒づくり唄の保存・伝承も行って 

いる。 

      

保存会による酒づくり唄     西条小学校：オペラ「白壁の街」 
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８．仕込み水めぐり 

西条駅前の７つの酒蔵の前には、観光客が酒の仕込み水を試飲できるよう井戸を

開放しており、各蔵の仕込み水の利き水も楽しめる。 

   

 

 

９．西条・山と水のグランドワーク 

西条酒造協会（８社）の清酒の売り上げの一部を拠出した基金によって、酒の仕

込み水の水源となる山里の環境整備に市民や地元大学と取り組んでいる。 

   

 

１０．日本酒のマスコット（東広島市観光マスコット）「のん太」 

日本酒をこよなく愛するたぬきをモチーフとして、１９９１年に酒まつりのイメ

ージキャラクターとして生まれた。酒ご当地ゆるキャラとしてイベントなどで活

躍。地元子供たちに人気が高い。 
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酒蔵ツーリズム 

事例№１４ 

【類型２】 

様々な工夫を行っている取組事例 

四国（徳島県・愛媛県・香川県・高知県） 

四国の酒蔵めぐり 

 
（実施地域） 

四国酒蔵８８箇所巡り：四国（徳島県・愛媛県・香川県・高知県） 

よいまいバスツアー：香川県 
 

（概要） 

お遍路で有名な四国において、四国酒蔵８８箇所巡りと称し、酒蔵を８８箇所を巡る

スタンプラリーを開催する。 

また、女性を対象にした酒蔵巡りと食を組み合わせた酒蔵巡り、よいまいバスツアー

を催行している。 

（実施主体・体制） 

 四国酒蔵８８箇所巡り 

四国酒蔵８８箇所巡礼企画運営委員会 

協力 日本酒造組合中央会四国支部 

    (徳島県酒造組合 香川県酒造組合 高知県酒造組合 愛媛県酒造組合) 

 よいまいバスツアー 

  香川県酒造組合 

（URL） 

 四国酒蔵８８箇所巡り 

http://sake88.info/ 

よいまいバスツアー 
 http://sanuki-sake.com/ 

（問い合わせ先） 

 四国酒蔵８８箇所巡り 

日本酒造組合中央会四国支部 

 よいまいバスツアー 

  香川県酒造組合 

（参考：よいまいバスツアーの集客状況）  

平成２５年 １２８名 

平成２６年 １３０名 

平成２７年 １３０名 
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（ＰＲポイント） 

  四国酒蔵８８箇所巡り 

    四国内の酒蔵等８８箇所をスタンプラリーによって巡ることで、 

(１)四国の地酒についての造詣と愛着を深める。 

(２)四国各地の地元文化の再発見を図る 

ことを目的として、平成２０年２月１日から開催。 

 なお、１県制覇者には「酒王」（認定者数８１名） 

２県制覇者には「酒聖」（認定者数５６名） 

３県制覇者には「酒仙」（認定者数４７名） 

４県制覇者には「酒神」（認定者数５９名） 

の認定証を交付している。 

 

  よいまいバスツアー 

    県内の女性を対象に毎回４５名を募集して年３回実施。内容は、県内の酒蔵２

場を見学し、昼食は地酒飲み放題。バス内では「さぬきの酒の魅力」の講義と「日

本酒についてのクイズ」等を行う 
平成２１年６月から開催している。さぬきの地酒と料理との相性を十分に楽しん 

でいただけ、更にお土産(酒・米)も付いており、毎回定員を大幅にオーバーする申

込がある。 
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酒蔵ツーリズム 

事例№１５ 

【類型３】 

酒まつりイベントや蔵開放などを中心とした取組事例 

島根県出雲市 

出雲市での日本酒祭り 
 
（実施地域） 

佐賀県出雲市 
 

（概要） 

日本酒発祥の地と言われる出雲では、日本酒に対しての思いが強く、日本酒にまつわ

る祭りが多く開催されている。 

代表的なものとしては、 

出雲の酒祭（出雲市今市町）  

出雲の地酒まつり（出雲市大社町） 

出雲杜氏新酒まつり（出雲市平田地域） 

佐香神社どぶろくまつり（出雲市小境町） 

  等がある。 

（実施主体・体制） 

出雲酒造協議会 （島根県酒造組合内） 

神門通り 100 周年記念事業実行委員会事務局 

清酒の消費拡大と酒造り技術の伝承等による産業振興事業実行委員会 

伊丹市・奈良市・出雲市日本酒フェスタ実行委員会 

佐香神社 

（URL） 

島根県酒造組合 
http://www.shimane-sake.or.jp/ 

出雲観光協会 
http://www.izumo-kankou.gr.jp/4029 

  

（問い合わせ先） 

出雲酒造協議会 （島根県酒造組合内 0852-26-5595） 

神門通り 100 周年記念事業実行委員会事務局 TEL.0853-53-2558（出雲商工会） 

出雲市役所平田支所 地域振興課 TEL．0853-63-5535 

伊丹市・奈良市・出雲市日本酒フェスタ実行委員会  

（0853）21－6572 （出雲市商工労働課） 

  佐香神社 0853－67－5535 
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（ＰＲポイント） 

出雲の酒祭 

 日本酒発祥の地、出雲の全酒蔵が集結し、全ての酒蔵の美酒を５００円で楽し 

める。 

 

出雲の地酒まつり 

 出雲大社神門通り 100 周年記念事業に併せ実施（2015.11.7）。安来・松江・出雲の

銘酒を試飲・販売。 

 

出雲杜氏新酒まつり 

   出雲杜氏たちが丹精込めて仕込んだ今春の新酒を、杜氏と語らいながら味わえる。 

このまつりを通じて、杜氏の後継者対策と日本酒製造による産業振興、日本酒製

造技術と日本酒文化の伝承、原料産米の栽培による農業振興、出雲ブランド化を

目指している。 

 

神在月に日本酒を楽しむ会 in 出雲 

日本酒発祥の地とされる３市（伊丹市・奈良市・出雲市）の地酒、日本酒に合う 

３市特産品等を盛り込んだ「地食」が楽しめる。 

 

  佐香神社どぶろくまつり 

 「出雲国風土記」に「百八十神等集い坐して、御厨をたてて給いて、酒を醸させ給

いき。・・・・故、佐香（さか）といふ」とあり、酒（さか）に関する地名が残り、

酒造り発祥の地とされ、今でも年一石（180ℓ）の酒造が許可されており、毎年１０

月１３日の秋季例祭は「どぶろく祭」と呼ばれ、酒造りを祝い、参拝客に造りたて

のどぶろくをふるまう。 
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酒蔵ツーリズム 

事例№１６ 

【類型３】 

酒まつりイベントや蔵開放などを中心とした取組事例 

島根県津和野町 

津和野町酒蔵ツーリズム 

 
（実施地域） 
島根県津和野町 

（概要） 

１）津和野町酒蔵開き～冬の津和野を味わう～ 

    毎年、2月初旬に津和野地域の 3酒造合同による酒蔵開き。 

当日は、セレモニー、新酒ふるまい、酒蔵見学、甘酒・酒粕スイーツのふるまい 

等、酒に因んだ催しを実施。 

H27 年度は、日本遺産～津和野百景図を巡る～に合わせ、津和野百景図に描かれ 

ている食材を使用した「百景図御膳」の試食会や、羽根つき大会を実施。 

２）津和野酒蔵見学 

年間を通じて酒蔵内部の見学が可能。 

冬季（2月～3月）で事前にご連絡頂いた方は朝の仕込み風景見学も可。 

（実施主体・体制） 

酒蔵開き 

【主催】 

財間酒場・古橋酒造・華泉酒造・津和野町・一般社団法人津和野町観光協会 

【共催】 

津和野町商工会・津和野にこだわった地酒造りの会 

酒蔵見学 

   古橋酒造・華泉酒造各社独自で実施 

（URL） 

 【酒蔵開き】 

   http://tsuwano-kanko.net/ 

【古橋酒造】 

http://uijin.madbam.jp/ 

【華泉酒造】 

http://tsuwano-kanko.net/buy/%E8%8F%AF%E6%B3%89%E9%85%92%E9%80%A0/ 

（問い合わせ先） 

  ・一般社団法人津和野町観光協会 TEL0856-72-1771 MAILtsuwanok@tsuwano.net 

・古橋酒造（島根県鹿足郡津和野町後田ロ−196）0856-72-0048 

・華泉酒造（島根県鹿足郡津和野町後田ロ−221）0856-72-0036 

・財間酒場（島根県鹿足郡津和野町中座ロ−34） 
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（参考：酒蔵開きへの直近 3カ年の集客状況） 

H26 年度：約 200 人 

H27 年度：約 500 人 

（ＰＲポイント） 

ここ津和野は国土庁（現在の国土交通省）選定の「水の郷百選」にも選出されるほ

どの良質の水に恵まれた土地であり、青野山山麓の湧水を生かした地酒の歴史は江

戸時代にさかのぼります。 

先代の職人達の技術は、日本酒の仕込みに適した津和野の気候とともに代を越え

て今もなお受け継がれています。 

厳冬期に限り行われる早朝からの「寒仕込み」はまさに“本物の酒蔵”風景です。 

 

酒蔵開き 

津和野町内にある、造り酒屋 3社による共同蔵開きです。 

蔵開き開催を祝う鏡開きや、地元 3社の新酒（古橋酒造：初陣、華泉酒造：華泉、

財間酒場：高砂）ふるまいを行います。 

津和野町は清流高津川の上流に位置し、きれいな水や冬の厳寒も酒造りに適して

いる土地であり、地元住民はもちろん、観光に訪れた方々にもこの津和野で造り続け

ている美味しい地酒を楽しんで頂ければと思います。 

 

酒蔵見学 

【古橋酒造】 

当蔵元の銘柄は「初陣」でございます。明治初期の創業以来、『良いものだけを

造っていきたい』とこだわりの酒造りをしています。いつまでも「初陣」の時の気

持ちを忘れない方、今から「初陣」を飾る方・飾った方、そしてこよなく日本酒を

愛する方々に飲んでいただける日本酒であり続けたいと思います。  

 杜氏：古橋貴正 

 

【華泉酒造】 

当蔵元の銘柄は「華泉（カセン）」「津和野盛（ツワノサカリ）」でございます。

創業は江戸時代・享保 15 年（1730 年）、280 年以上にわたって津和野の伝統を守

り、山田錦をはじめ厳選された良質の酒造好適米をふんだんに使い、秀峰青野山の

伏流水を仕込水に技と情熱を込めて酒造りをしております。 

お客様のニーズに応えられる様日々努力の毎日です。     

杜氏：潮 春光 
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酒蔵ツーリズム 

事例№１７ 

【類型３】 

酒まつりイベントや蔵開放などを中心とした取組事例 

島根県奥出雲町 

道の駅酒蔵奥出雲交流館 

 
（実施地域） 

島根県奥出雲町 
 

（概要） 

酒蔵奥出雲交流館は、平成 16 年 12 月に奥出雲酒造株式会社の敷地内にオープンし

た地元特産品販売及び情報発信拠点施設となります。平成 19 年には同交流館が道の駅

としても認定され、多くの観光客の情報取得及び休憩施設となりました。 

奥出雲酒造の地酒及び焼酎・リキュールの販売を行っております。また西の横綱と呼

ばれるコシヒカリ『仁多米』の販売や、地元特産品の販売を行っております。また、隣

接施設として『亀嵩温泉 玉峰山荘』がすぐそばにあり、日帰り入浴のお客様や宿泊の

お客様にもお土産品の販売店舗として利用されております。 

 

（実施主体・体制） 

奥出雲酒造 

 

（ＵＲＬ） 
http://www.okuizumosyuzou.com/ 
 

（問い合わせ先） 

奥出雲酒造(道の駅酒蔵奥出雲交流館) 

Tel 0854‐57‐0888 

Fax 0854‐57‐0080 

（参考：直近 3カ年の集客状況） 

入館客数 約１２万人【道の駅 酒蔵奥出雲交流館 年間】 

 

イベント時 酒蔵参観日 【酒蔵開放・地元商材の出店販売・酒かす詰め放題】他 

４月第 2週土日開催時 約３０００人 
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（ＰＲポイント） 

島根県出雲地方は古くから酒造りが盛んな土地で、その歴史は日本書紀の記述に 

も残っております。当蔵の所在地である奥出雲町は、山々に囲まれ肥沃な大地と名水

の郷として知られ、古くから出雲地方の中でもとりわけ良質米の産地として知られ

ております。また、島根県内でも「酒造好適米」の産地としても挙げられ、島根県の

酒蔵で使用する約 70％の「酒造好適米」が栽培されております。当蔵では、全量地

元奥出雲町産米を使用し、自家精米にてお米を磨き、若き出雲杜氏の手によりお酒を

醸しあげております。 

山々に囲まれる奥出雲町。昼夜の寒暖の差が大きく、山あいの裾野に棚田が広が

り、古来より米作りの盛んな町として知られております。 

清らかな雪解け水、肥沃な大地、気候、様々な好条件が折重なる地、奥出雲町では、 

こしひかり、酒造好適米、もち米と大切に育てられております。 

当蔵では、酒造好適米を「奥出雲ブランド」に使用し、仁多米こしひかりを「仁多 

米ブランド」「どぶろく」「甘酒」に使用し、それぞれのお米の特性を生かした酒造り 

を行っております。 

「米の郷の米の蔵」その由縁は原材料から始まります。当蔵では、使用するすべて 

の原料米を１基の精米機を使用して精米しております。精米に関しても杜氏自ら、携 

わります。 

これは、毎年変わる環境下の中育った原料米の状況を見極めるためです。ここで見 

極めることが次の洗米・浸漬工程の見極めに繋がります。 

   蒸しは、「外硬内軟」。スッキリとキレの良い酒質を実現するための蔵人たちの合 

言葉です。吸水調整を見極めた米を一気に乾燥した蒸気で蒸しあげます。カラッと 

サバケの良い蒸し上がりを目指します。 

原料米を見極めることで製麹工程、仕込工程でより良い経過をたどることが出来

ます。 

★酒蔵見学につきましては要予約、１１月～３月までの造り期間は不可 

また、４～１０月につきましても、甘酒、どぶろくの仕込み、他作業のある場合も不可

となりますので、予定の方は問い合わせ願います。 

 

■酒蔵奥出雲交流館 

平成 16 年 12 月に奥出雲酒造株式会社の敷地内にオープンした地元特産品販売及び情

報発信拠点施設となります。 

 平成 19 年には同交流館が道の駅としても認定され、多くの観光客の情報取得及び休憩

施設となりました。 

 西の横綱と呼ばれるコシヒカリ『仁多米』の販売や、地元特産品の展示販売、奥出雲酒

造の酒及び焼酎・リキュールの販売を行っております。 

 また、隣接施設として『亀嵩温泉 玉峰山荘』がすぐそばにあり、日帰り入浴のお客

様や宿泊のお客様にもお土産品の販売店舗として利用されております。 
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■ 試飲コーナー 

奥出雲酒造の商品の試飲ができるコーナーとなっています。純米大吟醸から焼酎まで

様々な試飲を楽しめ、味わいをご確認いただいてから商品をご購入できます。 

■ 特産品販売コーナー 

交流館内には、『仁多米』をはじめとした、和菓子や醤油・漬物など奥出雲町の逸品を

ご購入できます。 

(甘酒葛餅・甘酒アイス・梅ゼリー・寒干大根【純米酒使用】赤貝うま煮【純米酒使用】

酒蔵まんじゅう【酒かす・どぶろく使用】) 

 また、全国の選りすぐりのお酒のおつまみも揃えており、奥出雲酒造のお酒と相性の

良いおつまみをご提案できます。 
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酒蔵ツーリズム 

事例№１８ 

【類型３】 

酒まつりイベントや蔵開放などを中心とした取組事例 

大分県豊後大野市 

ぶんごおおの巡蔵（めぐるくら） 
 
（実施地域） 

大分県豊後大野市 
 

（概要） 

「日本一のおんせん県おおいた」の中にあって、温泉のない豊後大野市への誘客の柱

の一つとして、豊後大野市内の４つの酒蔵を活用したイベント「ぶんごおおの巡蔵（め

ぐるくら）」（四酒蔵による合同蔵開き）を実施することで、「酒蔵のあるまち豊後大野」

をＰＲするとともに、酒造りを通じた地域の文化や食、自然など、豊後大野市の魅力

（味力）を広く市内外に発信している。 

 

（実施主体・体制） 

ぶんごおおの巡蔵実行委員会 

（豊後大野市内酒蔵４蔵、大分県豊肥振興局、豊後大野市役所等で構成） 
 

（ＵＲＬ） 

https://ja-jp.facebook.com/ohnokura 
 

（問い合わせ先） 

大分県豊後大野市商工観光課 

〒879-7198 大分県豊後大野市三重町市場１２００番地 

ＴＥＬ：0974-22-1001 ＦＡＸ：0974-22-3361 

 

（参考：直近 3カ年の集客状況） 

平成２４年度 約１，０００人 

平成２５年度 約６００人 

平成２６年度 約１，５００人 
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（ＰＲポイント） 

日本ジオパークに加盟認定されている豊後大野市の魅力を広く伝えるひとつの手段

として、豊かな大地と清らかな水が育む「酒」をテーマにし、市内にある四酒蔵合同の

蔵開きイベント「ぶんごおおの巡蔵」を開催（平成２３年度から毎年開催）。過去４回

継続して開催したことにより、豊後大野の春のイベントとして市内外の人々に認識さ

れるようになってきており、イベントの問い合わせが多く寄せられている。 

  イベント当日には、ＪＲ三重町駅から各会場（各酒蔵）を結ぶシャトルバスを運行

している。各会場では、酒蔵のお酒とともに、おつまみ屋台や酒蔵のある地域の特産

品の販売を行っている。また、シャトルバス発着場である三重町駅周辺の飲食店マッ

プを作成し、各会場で配布することでイベントからの帰路や、後日の商店街外利用に

繋げ、三重町駅周辺商店街との連携を図っている。 

第４回は初めての試みとして、音楽ユニットによる各蔵での弾き語りライブを開催

した。イベントをゆっくりと楽しむための演出として成功し、参加者の各会場への滞在

時間の延長に繋がり、賑わいを生み出した。 

知名度は毎年向上しており、リピーターも増加している。中には、マイクロバスを借り

上げて各会場を巡るグループもあった。 

また、ＪＲ大分駅発着のバスツアーが毎年催行されている。（ＪＲ九州旅行大分支店

企画） 

このバスツアーだけの特典（蔵人の説明による酒蔵見学等）を付け、酒蔵ファンを増

やすとともに、隣接する大分市など市外からの誘客を図っている。 
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酒蔵ツーリズム 

事例№１９ 

【類型４】 

地元の酒を関係者で盛り上げる取り組み 

富山県 

地酒どころ富山の魅力発信 

 
Ⅰ 地酒で乾杯富山推進会議 
（実施地域） 

富山県 
 

（概要） 

富山の地酒を愛する各界、各層の人々が「地酒で乾杯」運動の普及・促進を図ること

を目的として、「地酒で乾杯富山推進会議」を平成２１年度に設立。 

  「富山の地酒を楽しむ会」の開催や日本酒で乾杯推進会議全国大会の誘致などを通

じて、富山の地酒の県内外へのＰＲと県外からの誘客につながる取組みを展開。 
 

（実施主体・体制） 

 地酒で乾杯富山推進会議 

  名誉顧問：富山県知事 

  会  長：富山経済同友会特別顧問 

  副 会 長：富山県議会観光振興議員連盟会長 

       富山経済同友会代表幹事、特別幹事 

       富山県ホテル旅館生活衛生同業組合理事長 

       富山県酒造組合会長 
 

（URL） 

－ 
 

（問い合わせ先） 

富山県観光・地域振興局地方創生推進室地域振興課 

 住 所 富山市新総曲輪１－７ 

 電 話 ０７６－４４４－３１１４ 

 ＦＡＸ ０７６－４４４－４５６１ 
 

（参考：直近 3ケ年の集客状況） 

－ 
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（PR ポイント） 

１ 取組みの背景 

 ○ 富山県では、良質の水（立山連峰からの伏流水）に恵まれ、高品質の米が生産され

る土地柄を活かし、全国に誇る地酒づくりが行われてきている。 

・酒造好適米の使用割合は８０％以上（全国平均は２０％強） 

 ○ 成人一人当たりの清酒消費数量、地酒割合は全国上位である 

  ・成人一人当たりの清酒消費数量 全国５位（平成２５年度） 

・地酒割合 全国５位（平成２５年度） 

 

２ 取組みの内容 

（１）民間を中心とした推進組織の設立 

   富山の地酒を愛する各界、各層の人々が集まり、平成２１年１２月に「地酒で乾杯

富山推進会議」を設立 

 

（２）事業の内容 

  ①「富山の地酒を楽しむ会」の開催 

    富山県酒造組合と協力し、毎年１回、「富山の地酒を楽しむ会」（県内全酒蔵のお

酒の試飲会）を開催し、地酒で乾杯運動を推進するとともに地酒の魅力をＰＲ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ②「日本酒を愛する女性の会（愛称：とやまちどりの会）」の設立 

    日本酒を通して女性同士の交流を図るとともに、女性の視点から、日本酒の魅

力を発信するため、平成２６年１２月に女性の会を設立。会員数は、約３５０名。

利き酒セミナーや蔵元との意見交換会など、積極的な取組みを展開 
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３ 取組みの成果 

 ○ 地酒のファンの拡大 

 ・日本酒で乾杯推進会議の富山県内の会員数は、年々増加している。 

年月 富山県内 全国順位 

増加率 

（対前年

比） 

全国 
増加率 

(対前年比) 

平成 21 年(12 月) １９８人 ３７位 － 22,885 人 － 

平成 22 年(11 月) １，２７９人 ４位 546.0% 26,902 人 17.6% 

平成 23 年( 9 月) １，４３１人 ４位 11.9% 28,738 人 6.8% 

平成 24 年(12 月) １，８１９人 ４位 27.1% 31,731 人 10.4% 

平成 25 年(12 月) ３，０１６人 ３位 165.8% 34,742 人 9.5% 

平成 26 年(12 月) ３，０８３人 ３位 2.2% 36,581 人 5.3% 

 

 ・富山県の清酒出荷量（課税移出数量）は、平成２５年度に前年度比１０３．５％とな

り、１７年ぶりに増加に転じた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ○ 日本酒で乾杯推進会議富山大会の開催 

   「日本酒で乾杯推進会議全国大会」を中部地方では

初めて、富山県に誘致。平成２５年１０月５日（土）、

県内外から、約３千人の日本酒ファンを集め、高岡市

で開催 

 

４ 今後の展開 

日本酒で乾杯推進会議富山大会の開催を契機として、

県内の飲食店を対象に「日本酒で乾杯推進協賛店」を募

集し、地酒で乾杯運動のさらなる推進と、県外からの観

光客への魅力創出につなげることとしている。 

 

 

（kℓ） 
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Ⅱ 酒蔵を中心としたまちづくり 
（実施地域） 

富山市岩瀬地区 
 
 

（概要） 

 江戸から明治期にかけて、北前船の一大寄港地として栄えた富山市岩瀬地区において、

酒蔵を中心とした廻船問屋の町屋景観を再生している。ガラス作家や彫刻家、陶芸家な

ど若い感性を有する芸術家が集まるほか、欧米を中心に富裕外国人客が多く訪れるまち

として新たな道を歩んでいる。 

 
 

（実施主体・体制） 

岩瀬まちづくり株式会社 

富山市 

 
 

（URL） 

－ 

 
 

（問い合わせ先） 

富山県観光・地域振興局地方創生推進室地域振興課 

 住 所 富山市新総曲輪１－７ 

 電 話 ０７６－４４４－３１１４ 

 ＦＡＸ ０７６－４４４－４５６１ 
 

（参考：直近 3ケ年の集客状況） 

－ 
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（PR ポイント） 

１ 取組みの背景 

 ・ 富山市岩瀬地区は、江戸時代から明治期にかけ

て、北前船の一大寄港地として栄えたが、戦後、

陸上運送が主流となり、回船問屋が衰退した。伝

統的な建造物に空き家が目立ち、平成になる頃に

は、かつての賑わいは失われていた。 

 ・ 平成６年、北前船回船問屋の旧森家住宅が、国

の重要文化財に指定。 

 ・ 平成１５年、ＪＲ富山駅と岩瀬地区を結んでい

たＪＲ富山港線が利用客の減少にともない廃線となることを受け、富山市が富山港

線のＬＲＴ（次世代型路面電車）化を決定。平成１８年４月、富山ライトレールとし

て開業。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⇒ 旧森家住宅の重要文化財指定や富山ライトレール開業に伴い、岩瀬地区の町並み

景観保存と魅力ある町づくりへの気運が高まってきた。 

 

２ 取組みの内容 

（１）富山市による「岩瀬まちづくり事業」の実施 

①平成１６年度から、富山市において「岩瀬まちづくり事業」（国土交通省のまちづ

くり交付金を活用）が実施され、岩瀬大町・新川町通りの修景工事等が行われた。 

（事業内容例） 

  ・通りの修景（洗い出しコンクリート舗装、

御影石舗装） 

  ・通りの無電中化（地中化、裏路地への移動） 

  ・ガス灯を模した街頭の設置 

②同事業において、平成１６年～２０年度の５

カ年限定で、「まち並修景等整備事業補助制

度」が設けられ、市の定める景観基準を満た

すことにより、家屋の修繕等に助成金が支出

されることとされた。 

 
位置図 

 
富山ライトレール 

 
整備された通り 

ＪＲ富山駅 

岩瀬地区 

富山湾 

 
国指定重要文化財 森家 
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（２）地元有志が中心となった町並みの修復とまちの再生 

  ①平成１６年、岩瀬地区の景観保存とまちづくりのため、同地区に明治時代から蔵

をかまえる老舗の酒蔵「桝田酒造店」の現社長を中心とした地元有志が「岩瀬ま

ちづくり株式会社」を設立、上記（１）－②のまち並修景等整備事業を活用した

まちづくりの中心的役割を果たすこととなった。 

  ②「岩瀬まちづくり株式会社」では、 

   ・土地の所有権・賃貸権のとりまとめ 

   ・市の街並み修景等整備事業補助制度を活用した伝統的家屋の修復 

   ・修復した家屋の賃貸、売却 

   ・修復した家屋への新規開店や定住の促進 

   を実施。 

地元住民からの厚い信頼を基礎に、市場に流通しない土蔵などの空き物件の権

利関係を多く調整、街並みを再生することを通じて、多くの芸術家やクリエイタ

ーを惹きつける街へ変貌を遂げつつある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 取組みの成果 

 ①江戸～明治期の町並みが再現され、北前船交易で栄えた頃の雰囲気がよみがえって

きている。 

 ②国内外から個人・団体観光客が多数訪問し、ボランティアガイドによる案内も行わ

れている。 

 ③修復した家屋には、酒屋、蕎麦屋、フレンチレストラン、ガラス・陶芸・木彫作家の

工房などが入居してきている。 

 ④岩瀬まちづくり株式会社のみならず、他の所在民間事業者（金融機関など）の自発

的な修景への取組みも行われてきている。 

など、まちの賑わいが創出されてきている。 

 

 

 

 

 

 

 

 
桝田酒造店 

    
田尻酒店の修景整備 

 
安田邸（ガラス作家宅） 

 
釈永邸（陶芸家宅ギャラりー） 
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４ 取組みが成功したポイント 

 ○ まちを再生しようとする意欲をもった地元有志である「岩瀬まちづくり株式会社」

を中心とした取組みであること。 

 ○ 特に、先祖代々地区内で商売を続け、地区住民からの信頼が厚い酒蔵が活動の中

心となったことにより、土地の所有権、賃貸権のとりまとめが進み、空き家の修復や

域外からの人の呼び込みを実現。 

 ○ ①地域文化を象徴する「地酒」「酒造り」というコンテンツ、②伝統的廻船問屋の

町屋景観というハード、の両素材が効果的に結びつくことにより、相乗効果として、

まち全体に奥行きある魅力創出を実現。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
天保食堂 

 
北陸銀行 

   
街並みや酒造りを視察する外国人客 
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酒蔵ツーリズム 

事例№２０ 

【類型４】 

地元の酒を関係者で盛り上げる取り組み 

岐阜県 

五感に沁みる 飛騨の地酒をまるごと満喫！  

 
（実施地域） 

岐阜県高山市・飛騨市・下呂市・大野郡白川村 

（概要） 

日本酒との聖地ともいわれる飛騨地域において、飛騨地域３市１村にある１２の酒蔵 

とどぶろくに携わる方々、観光協会、関連団体が一体となって飛騨の地酒のみならず、 

飛騨の歴史文化を発信する取り組みをするもの。 

（実施主体・体制） 

飛騨地酒ツーリズム協議会 

   会長    飛騨酒造組合 理事長 

   事務局長  飛騨酒造組合 主事 

  事務局次長 高山市商工観光部観光課 課長 

（問い合わせ先） 

○「アルザスワイン街道との提携」について 

飛騨酒造組合 

〒506-0844 岐阜県高山市上一之町 58 番地 

    Tel: 0577-32-0961 

 

○事業全体について 

高山市商工観光部観光課誘客・宣伝グループ 

    〒506-8555 岐阜県高山市花岡町 2丁目 18 番地 

    Tel: 0577-35-3145 
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（ＰＲポイント） 

１.「御酒飲券」「御酒印帳」の販売【飛騨地酒ツーリズム協議会】 

飛騨酒造組合が中心となって、「五感で味わう日本酒の聖地 飛騨地酒めぐり」と 

銘打って、「御酒飲券「御酒印帳」を販売することで、飛騨 

地域の１２酒蔵とどぶろくを巡ってもらう取り組みを実施 

した。 

販売場所：飛騨の１２酒蔵・どぶろく祭りの館 

販売実績：平成２５年度 ４７７冊 

        平成２６年度 ５１５冊 

 

２．アルザスワイン街道との友好提携締結【飛騨地酒ツーリズム協議会】 

日本・アルザス友好１５０周年を記念し、フランスの「アルザスワイン街道」と「飛

騨地酒ツーリズム協議会」が、今後の互いの活動推進に協力していくことを目的に友

好提携を締結した。今後の飛騨の酒のフランスをはじ

めとする広く海外において知名度が向上することが

期待される。 

期 日：平成２６年４月３日 

場 所：ウェスティンナゴヤキャッスル 

 

３．飛騨高山観光大学【関連事業：飛騨高山観光大学実行委員会】 

飛騨の酒を活用した観光客へのおもてなしや海外展開などの機運を盛り上げる 

ため、(株)増田德兵衞商店（清酒月の桂）の増田德兵衞社長を講師にお招きし、 

『ＩＷＣ（ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾜｲﾝﾁｬﾚﾝｼﾞ）から日本酒で乾杯』を演題に講演会を開催した。 

平成 26 年 7 月に平田酒造場（高山市上二之町） 

「酔翁」が IWC チャンピオンサケを受賞したことを 

受け、この受賞を PR するチラシを作成し、飛騨の 

酒を PR する機運を盛り上げた。 

期 日：平成２６年９月３日 

場 所：高山グリーンホテル 

参加者：１８５人 

 

４．第４２回 酒蔵めぐり【関連事業：（一社）飛騨･高山観光ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ協会】 

酒造りの最盛期にあたる冬の時期に、高山市内の６軒の酒蔵が約１週間交代で酒

蔵を公開し、国内外の観光客に飛騨の酒造りの魅力を紹介 

した。 

期 間：平成２８年１月１５日～２月２８日 

場 所：高山市内の６軒の酒蔵 

参加者：１８，０００人（見込） 
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５．第４回 新春 飛騨の蔵元 勢ぞろい!! 

【関連事業：（一社）飛騨･高山観光ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ協会】 

飛騨地域にある１２蔵元が勢ぞろいし、飛騨の地酒やアルザスワインの飲み比べ

を行うイベントを開催し、国内外の観光客に飛騨の酒の魅力を堪能してもらった。 

期 日：平成２８年２月１４日 

場 所：飛騨高山まちの博物館 

参加者：１，０００人 

 

（参考：過去の取り組み状況） 

 

平成２５年度 飛騨地酒ツーリズム検証会イン東京：参加者数１６７名 

         第一回飛騨地酒大学：参加者数２３２名 

         モニターツアー参加者：１１月催行分３２名 １２月催行分１９名 
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酒蔵ツーリズム 

事例№２１ 

【類型４】 

地元の酒を関係者で盛り上げる取り組み 

岡山県 

備中杜氏の郷ツーリズム 

 
（実施地域） 

 岡山県備中地域 
（概要） 
  備中地域を南北に流れる高梁川沿いには多くの酒蔵があり、古くから高い技術を誇る備中杜氏が

名を馳せた地域であることから、備中県民局では、「酒」を観光の「強み三素材」の一つとして事業

を推進している。全国的に「酒蔵」を観光資源とし、他の観光資源と連携して、地域活性化に繋げ

る酒蔵ツーリズムが話題になりつつあり、「酒」を生かした観光施策を強化する絶好の好機となっ

ている。 
  こうした中、備中県民局では、平成２６年度に酒蔵関係者や観光関係者の参画を得て、「備中杜氏

の郷ツーリズム勉強会」を立ち上げ、以降、酒蔵見学データ集や酒めぐりリーフレットの作成など

の酒蔵への誘客を図る取組や、「飲み比べセット」の提供など地元宿泊施設等と連携して、地酒を

PR するなど、酒蔵ツーリズムへの機運を醸成しているところである。 
（実施主体・体制） 

１ 実施主体 備中の郷ツーリズム勉強会 
２ 構成員  〇酒造関係者  岡山県酒造組合、備中地域で見学可能な酒造会社 

〇観光関係者  岡山県観光連盟、倉敷旅館ホテル組合、西日本旅客鉄道 
          株式会社岡山支社 JTB 中国四国倉敷支店 

〇オブザーバー 倉敷市、総社市、高梁市、新見市、浅口市 
〇事務局    岡山県備中県民局地域政策部地域づくり推進課 

（問い合わせ先） 
 岡山県備中県民局地域政策部地域づくり推進課振興班 担当：直原（じきはら）、岡 
 住 所：岡山県倉敷市羽島１０８３ 
 電 話：０８６－４３４－７００６ 
 ＦＡＸ：０８６－４２６－９３０５ 
（参考：直近 3 カ年の集客状況） 
  飲み比べセットのアンケート回収状況 

①平成２７年 １月～ ２月 参加施設 ７施設 アンケート回収数 １３５ 
②平成２７年 ８月～ ９月 参加施設 ８施設 アンケート回収数 ５５７ 
③平成２７年１０月～１２月 参加施設１７施設 アンケート回収数 ９６８ 
※各酒蔵への集客数は、把握できていません。 
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（ＰＲポイント） 
酒蔵への誘客及び地酒の消費拡大を図るため、地元の関係者や宿泊施設と連携した情報発信や

｢飲み比べセット｣の企画などを行い、酒蔵及び地酒の PR を行っている。 
 

１ 酒蔵へ誘客するための取組 
（１）旅行業者向け「酒蔵見学データ集」の作成・配布 

    各酒蔵の見学受入条件をまとめた冊子を作成し、バス旅行等での立ち寄り所として紹介する 
ため、旅行会社等に配布した。 

（２）「新酒祭りリーフレット」の作成・配布 
    備中地域の酒蔵では、新酒のお披露目を兼ねて新酒祭りを開  

催する。これらをとりまとめたリーフレットを作成し、観光案 
内所や主要駅等で配布し、PR を行ったところ、各酒蔵の新酒祭 
イベントへの 来客数が増加した。 
 

２ 地酒を知ってもらうための取組 
（１）地元宿泊施設との連携 

    備中地域の宿泊施設等に備中杜氏の郷の地酒及び酒蔵について知っていただくために、酒蔵

と宿泊施設との交流会を開催した。 
    また、宿泊施設を対象とした日本酒講座も開催し、日本酒を取り扱う上での基礎知識と備中

の地酒の特徴を学ぶ機会を作った。 
（２）地元宿泊施設とコラボレーション企画「備中杜氏の郷飲み比べセット」の提供 

    上記、交流会に参加した宿泊施設等において、「備中杜氏の郷飲み比べセット（３種類の地

酒）」を設定し、利用客に地酒や酒蔵に関する資料を提供するとともに、客層等を把握するた

め、アンケート調査を行った。 
    アンケートでは、「いつもはビール。地元のお酒を楽しみた  

いと注文したが、とても美味しかった。」と好評な意見が多く、   
宿泊施設も引き続き行いたいという意向であった。 

    この企画は、平成２８年４月～６月に実施される「晴れの国  
デスティネーションキャンペーン」で、全県下の宿泊施設で実 
施することとなった。 

（３）「備中杜氏の郷・地酒バー」の開催 
    岡山県の東京アンテナショップ「とっとり・おかやま新橋館」  

にて、平成２７年７月２日・３日に「地酒バー」を開催した。 
新橋周辺のサラリーマンや OL などを中心に、２日間で、計  

４００人を集客した。来場者から「定期的に開催してほしい。」  
との要望も多く、参加酒蔵も手応えを感じていた。 

（４）備中杜氏の郷のパンフレットの作成 
  備中杜氏の郷を知ってもらうための総合パンフレットを作成し、観光案内所や宿泊施設、各

種イベント等で配布した。 



70 
 

酒蔵ツーリズム 

事例№２２ 

【類型４】 

地元の酒を関係者で盛り上げる取り組み 

島根県浜田市 

ふるさと弥栄どぶろく特区 

 
（実施地域） 

島根県浜田市弥栄町 
（概要） 

「ふるさと弥栄どぶろく特区」は、平成 17 年 11 月中国地方初のどぶろく特区に認 

定され、フル操業で仕込んだ初の「弥栄どぶろく」は、予約だけで売り切れるほど好

評でした。 

現在は、3件のどぶろく特区の事業所がそれぞれ弥栄の自然と特性を活用し、自ら

が生産した米と豊かなおいしい水を原材料として弥栄どぶろくを製造しています。 

現状は、販売額の大幅な増加はないもの、現在、3事業者が経営する民泊やレスト

ラン等で田舎料理や猟師料理とともに弥栄の名物、地域のお土産等として提供してい

ます。 

（実施主体・体制） 
会長      小松路  
会員      陽気な狩人、石央商工会弥栄支部、浜田市観光協会弥栄支部 

          ふるさと弥栄振興公社 
オブザーバー  浜田技術センター、浜田市弥栄支所 

（問い合わせ先） 
（事務局）公益財団法人ふるさと弥栄振興公社 

担当：長田 英雄 連絡先（電話）：0855-48-2612 
（行政窓口）浜田市弥栄支所産業建設 

担当：金崎 宏和 連絡先（電話）：0855-48-2112 
（参考：直近 3 カ年の集客状況） 
  平成 24 年度 約 26,000 人 
  平成 25 年度 約 26,000 人 
  平成 26 年度 約 30,000 人 
（ＰＲポイント） 

どぶろくによる地域の魅力の向上に繋げ、着地・滞在型旅行による交流により、 

人の誘致と地域の維持・活性化、地域の自立を目指すために組織化をしました。 
無いものを悲観するのではなく、（ないものはない）あるもので戦い、見せること

が「弥栄」として求めるものであります。 

どぶろくと体験・交流により、地域の勢いが復活し、里山景観の維持、新たな雇用 

による魅力ある里山づくりに向け活動中です。 
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酒蔵ツーリズム 

事例№２３ 

【類型４】 

地元の酒を関係者で盛り上げる取り組み 

熊本県球磨地域 

米焼酎「球磨焼酎」の情報発信 

 
（実施地域） 

熊本県内、首都圏等 
 

（概要） 

５００年の伝統を誇り、世界貿易機関（ＷＴＯ）のＴＲＩＰＳ協定に基づく地理的表

示の産地指定を受けている世界ブランド「球磨焼酎」のふるさと熊本県人吉球磨地域

は、球磨川沿いに広がる盆地に２８の蔵元が集積している。この「球磨焼酎」及び人吉

球磨地域の魅力を発信するため、関係団体が連携し、県内、首都圏等において次のよう

な取組みを実施している。 

【蔵めぐり、土産品等】  蔵元見学の受入れ、試飲コーナー、レストラン、展示施

設等の設置、球磨焼酎バー、タウンツーリズム 

焼酎をベースにしたリキュール、スイーツの開発 

マイ焼酎づくり、焼酎イベント等 

【球磨焼酎応援団】    球磨焼酎案内人、球磨焼酎応援店、球磨焼酎大使、球磨

焼酎特使 

【球磨焼酎の楽しみ方提案】香味によるタイプ分類、酒器や飲み方へのこだわり、料

理との組合せによる情報発信 

 

（実施主体・体制） 

球磨焼酎酒造組合、球磨焼酎蔵元、熊本県卸売酒販組合、熊本県小売酒販組合連合会、

人吉温泉女将の会、くまもと県南フードバレー推進協議会、（公社）熊本県観光連盟、

熊本県、人吉球磨地域の市町村・観光協会ほか 
 

（URL） 

球磨焼酎酒造組合ホームページ（英語、中国語、韓国語版あり） 

 http://www.kumashochu.or.jp/ 
 

（問い合わせ先） 

球磨焼酎酒造組合 

 所在地：人吉市麓町５－１ 

 ＴＥＬ：０９６６－２２－５０５９ 

 ＦＡＸ：０９６６－２４－２１６４ 

 Ｅ－ｍａｉｌ：office@kumashochu.or.jp 
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（PR ポイント） 

【蔵めぐり、土産物、イベントなど】 

九州山地の山々に抱かれ、日本三急流の一つであ

る球磨川沿いに盆地が広がる豊かな自然に恵まれ

た人吉球磨地域は、鎌倉時代から約７００年にわた

り相良氏が治め、国宝青井阿蘇神社をはじめとする

歴史文化遺産が数多く守り継がれている地。こうし

た古社寺や温泉、球磨川下りとあわせて焼酎蔵見学

を楽しむツアー客等が数多く訪れている。 

Ｈ２７．４月には、「相良７００年」の歴史や球磨

焼酎を含む文化財を結びつけて紡がれた物語が日本

遺産に認定（文化庁）された。 
 

・人吉球磨地域にある球磨焼酎の蔵元２８のうち１５蔵元 

程度が蔵見学を受け入れ。各蔵元で試飲ができるほか、 

郷土料理が楽しめるレストランやバーカウンター形式の 

試飲コーナーを併設した蔵や、展示スペースや映像設備、 

オリジナルグッズ販売コーナーを備えた球磨焼酎ミュー 

ジアムなどもある。 

 

・人吉市内には、２８蔵元の８０種程度の銘柄を取り揃え、 

地元の食とともに球磨焼酎を味わえる「球磨焼酎バー」も 

ある。また、球磨焼酎デコラベルづくり体験、球磨焼酎 

の飲み比べ体験（球磨焼酎案内人のレクチャー付）、ウン 

スンカルタ体験など５メニューから選べる「人吉城下町 

体験タウンツーリズム」も楽しめる。 

 

・いつくかの蔵元では、苺、柚子、紫蘇、コーヒー、ヨ 

ーグルトなど様々な素材と組み合わせた個性的なリキ 

ュールも造っており、土産物として人気。また、焼酎 

アイスや焼酎トリュフを扱う菓子店もある。 

 

・蔵元が数多く所在するエリアでは蔵元や酒販店、行政等が連携してイベントを開催 

  例：原料米の田植えから焼酎仕込みまでいろんな工程を体験できる「マイ焼酎づ 

くりオーナー制度（９年目）」（あさぎり町） 

郷土料理とともに地元の蔵元の焼酎の飲み比べができる「球磨焼酎蔵元銘酒 

まつり（６回目）」（あさぎり町）、「七つの蔵の利き酒と味祭り（４回目）」（多

良木町） 

地元から消費拡大を図るため、球磨焼酎酒造組合が８月８日を「球磨焼酎の
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日」と制定して開催する「球磨焼酎の日（３回目）」、女性をターゲットとし

た「球磨焼酎女子会の夕べ（Ｈ２７初開催）」（あさぎり町）、球磨焼酎と県産

食材を使った料理を楽しむ都内での食事会（組合、県） 

 

 

 

 

 

 

 

【球磨焼酎応援団】 

   球磨焼酎酒造組合では、次のような認定、登録制度を設け、球磨焼酎の魅力発信

に取り組んでいる。 

 球磨焼酎案内人：球磨焼酎案内人養成講座を受講し、球磨焼酎の歴史、文化、製法

等の知識を習得した人を対象に、球磨焼酎案内人として認定証

を発行。球磨焼酎の魅力を伝え、広めていただく。（９５１名認

定） 

球磨焼酎応援店：酒販店、料飲店等の申請により球磨焼酎応援店として登録。オリ

ジナルステッカーを店頭に掲示し、球磨焼酎の消費拡大に協力

いただく。（３８６店登録） 

球磨焼酎大使 ：著名人、公人等を球磨焼酎大使として任命し、球磨焼酎を広範囲

にＰＲいただく。（中原丈雄（俳優）、内村宏幸（放送作家）、蒲島

郁夫（熊本県知事）など２５名任命） 

球磨焼酎特使 ：球磨焼酎の魅力及び情報を積極的に発信する機会を有する方を任命

し、球磨焼酎に深い理解と関心を持ち応援していただく。（５名任

命） 

 

【球磨焼酎の愉しみ方提案】 

２８蔵元で２００を超える銘柄が揃う球磨焼酎は味や香りのバリエーションが豊か

で、様々な飲み方で楽しめる。それを球磨焼酎ビギナーの方にもわかりやすく伝えるた

め、球磨焼酎酒造組合や関係機関が連携し、次のような取組みを実施している。 

○味、香りによる４タイプ分類 

  球磨焼酎の代表銘柄を専門家のテイスティングにより４タイプに分類。味・香

りの特性をマトリクス表にまとめ、パンフレット配布や雑誌・情報誌への記事掲

載に 

よりＰＲしている。 
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○タイプ別に飲み方や料理との組合せを提案 

・球磨地域特有の酒器「ガラ」（徳利）を使い直火で温めて飲む「直燗（じきかん）」

をはじめ、それを氷入りのグラスに注ぐ「燗ザ・ロック」のほか、水割り、お湯

割り、ソーダ割などお奨めの飲み方を、香味のタイプ別に提案。 

・タイプ別に飲み方、相性のよい料理を組み合わせ、レシピを紹介するパンフレッ

トによるＰＲ 

 

【日本遺産認定の活用】 

Ｈ２７．４月に、人吉・球磨地域の「相良７００年の保守と進取の文化」が日本遺産

に認定（文化庁）され、「球磨焼酎」は、その日本遺産ストーリーの構成文化財の一つ

となっていることから、この認定を契機に球磨焼酎をＰＲするため、一部の蔵元と酒

販店による「日本遺産認定記念ボトル」の企画・販売や各種イベントで「日本遺産認

定」を掲げる等の日本遺産認定を活用した取組を行っている。 

【温泉（水）を使った「人吉温泉カクテル」の開発・販売】 

人吉温泉と球磨焼酎のＰＲ強化、球磨焼酎・県南地域の農産物の販売促進及び人吉

温泉の魅力をアピールしながら、認知度向上や滞在時間増大を図っていくため、温泉

水と球磨焼酎を使用した「人吉温泉カクテル」の開発・販売を行う「人吉温泉カクテ

ルプロジェクト」を展開していく。 

○人吉温泉カクテルの開発 

 ・人吉球磨地域の温泉水＋球磨焼酎のカクテル、更に県南地域 

  の農林水産物を加えたロイヤルカクテルを開発。 

 ・人吉温泉カクテルは、女性を意識し、美容・健康を考慮して 

開発。 
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○人吉温泉カクテルの販売（Ｈ２８．４月開始予定） 

 ・参加宿泊施設・飲食店での直接販売、販売促進のために人吉温泉カクテルと引き

換え可能な有料クーポンの販売、宿泊セット商品による販売を予定。 

 ・人吉温泉カクテルの販売促進ツールとして、パンフレットを発行予定。 
 

 


