
【美の伝説】 ➁ KANSAI～日本の精神文化の聖地 美の伝承～コース

【対象市場】
最重点市場：欧州 重点市場：北米

【コンセプト】

関西にある世界遺産と日本の精神文化に触れる旅。歴史・文化・
自然などが凝縮されたエリアを巡るおすすめ南関西コース

５つの世界遺産
②古都奈良の文化財

【英文名】 A Journey into the Kansai
Spiritual & Cultural places.

［重点市場］：北米市場

• 北米市場でも欧州市場と同様に「日本の歴史・伝統文
化体験」について期待している割合が他の市場と比べ
て高い。

• アメリカからの宿泊者数では大阪府が2位、奈良県が
5位、カナダからの宿泊者数では大阪府が2位、和歌山
県が5位となっている。

［最重点市場］：欧州市場
• 「平成２７年版 観光白書について(概要版）」の訪日動機

のうち、欧州市場では、訪日前に期待していた事として、
およそ半分（46.3%）が「日本の歴史・伝統文化体験」に
ついての期待値が高い。

• イギリス、フランス、イタリア、スペインからの宿泊者数
では、大阪府が2位、奈良県が4位となっている。

【対象市場の設定理由】

①高野山（和歌山県高野町）

世界遺産（高野山地区）

弘法大使が開いた真言密
教の聖地。

②那智の滝（和歌山県那智勝浦町）

世界遺産（熊野地区）

日本三大名滝のひとつ。落
差日本一。

③橋杭岩(和歌山県串本町）

（南紀熊野ｼﾞｵﾊﾟｰｸ地域）

ﾌﾟﾚｰﾄの沈み込みに伴って
生み出された異なる3つの
地質体。

④東大寺(奈良県奈良市） ⑤法隆寺（奈良県斑鳩町） ⑥石舞台古墳（奈良県明日香村）

（飛鳥・藤原宮跡地域）

日本遺産にも登録された歴史的
風土が、現在も残っている。

⑦大阪城（大阪府大阪市）

（大阪城ｴﾘｱ地区）

市の中心部にあり大阪の歴
史を体感できるエリア。

⑧仁徳天皇陵古墳（大阪府堺市）

（百舌鳥・古市古墳群・竹内
街道地区）
世界三大墳墓のひとつ。
5世紀中ごろ築造。

世界遺産（古都奈良の文化
財地区）

奈良時代の木造建造物群
と文化的景観が現存。

世界遺産（法隆寺地域の仏
教建造物）
聖徳太子ゆかりの寺院。

「平成２７年版 観光白書について(概要版）」
から見る各国の訪日動機

平成27年度
「美の伝説」ルートを構成する9府県の国籍別宿泊者数

（宿泊旅行統計調査）

紀伊山地の霊場と参詣道や高野山の世界遺産とともに
比叡山延暦寺の聖地を訪ねる事の出来るコースを上記
２市場をターゲット国として設定する。

北米・欧州市場ともに、多民族国家による異文化に対
する寛容な姿勢があげられ、特に伝統文化への関心が
高い。同時におもてなし精神（親切で温かい気質）による
サービスの質の高さ、鉄道交通・高速自動車道路網の
ネットワークは個人旅行志向の強い両市場にとって
大きな魅力となっている。

５つの世界遺産
⑤紀伊山地の霊場と参詣道

１２の観光拠点地区
②「熊野地区」

５つの世界遺産
⑤紀伊山地の霊場と参詣道

５つの世界遺産
②古都奈良の文化財

５つの世界遺産
②古都奈良の文化財

１２の観光拠点地区
⑨「大阪城エリア地区」

１２の観光拠点地区
⑥「百舌鳥・古市古墳群周辺地区
及び竹内街道地区

平成27年 1～12月　計 816,140 138,510 220,830 242,840 138,070 133,130 
　福井県 2,310 420 370 340 130 30
　滋賀県 14,760 2,450 2,920 5,840 1,350 830
　京都府 460,330 63,340 131,850 143,100 97,030 100,320
　大阪府 275,870 61,020 70,100 71,100 29,200 26,290
　兵庫県 36,960 6,240 8,210 10,180 6,730 2,830
　奈良県 11,590 1,880 3,360 5,930 2,080 1,560
　和歌山県 8,360 2,010 2,900 5,010 1,340 1,130
　鳥取県 2,450 510 420 350 60 60
　徳島県 3,510 640 700 990 150 80

イタリア スペイン

国籍（出身地）（21区分）

イギリス フランス

施設所在地（47区分
及び運輸局等） アメリカ カナダ

大阪

奈良

和歌山

堺

高野山

新宮

串本

十津川

大津



【旅程】（公共鉄道利用の基本コース）

1日目 関西空港⇒南海・ケーブル
・バス ⇒高野山（泊）
（150分）

2日目 高野山 ⇒バス・南海・ＪＲ ⇒
（240分）

⇒ 白浜温泉（泊）
12:30頃

3日目 白浜 ⇒ ＪＲ ⇒ 紀伊勝浦
（90分）

⇒青岸渡寺･那智大社・那智の滝

⇒バス ⇒紀伊勝浦温泉（泊）
（30分） 18:00頃

4日目 紀伊勝浦⇒ＪＲ⇒新宮⇒
09:00 （20分） 09:59

⇒奈良交通バス⇒十津川温泉(泊)
12:15

5日目 十津川温泉⇒奈良交通バス⇒

08:00
⇒ 奈良⇒ 奈良市内（泊）

12:00

6日目 奈良⇒ＪＲ・近鉄⇒京都⇒
（30分）

ＪＲ・京阪 ⇒比叡山延暦寺⇒
（40分） （40分）

⇒ 大津・雄琴（泊）

7日目 大津・雄琴⇒ＪＲ⇒京都⇒
（10分）

京都市内散策⇒ ＪＲ⇒大阪⇒
（40分）

堺 ⇒ 大阪・泉南エリア (泊）
（60分）

8日目 大阪・泉南エリア ⇒ ＪＲ・南海

⇒ 関西空港

（ 観光地・宿泊地素材情報 ）
（素材情報 赤字 食べ物 緑字 体験ｺﾝﾃﾝﾂ）

1日目：高野山エリア 精進料理・高野豆腐

奥の院、金剛峰寺他高野山エリア
高野山女人堂トレッキング・阿字観・真言写経

（宿泊地） 高野山宿坊 等 （泊）

2日目：南紀熊野ジオパークエリア
円月島 （宿泊地）白浜温泉 （泊）

和歌山みかん柑橘・梅
和歌山ラーメン

3日目：熊野地区
青岸渡寺、那智大社、那智の滝ほか
紀伊勝浦温泉エリア 那智(ナチ）黒

勝浦港マグロステーキ

（宿泊地）紀伊勝浦温泉 等

4日目：熊野地区 修験道体験・写経体験

熊野本宮大社、 熊野古道トレッキング

紀州うめどり親子丼

5日目：谷瀬の吊り橋 柿の葉すし

古都奈良の文化財地区
奈良公園、春日大社

奈良筆づくり・ 墨づくり体験

6日目：古都奈良の文化財地区 ならまち散策
飛鳥鍋・鶏ガラだし 天理ラーメン

比叡山延暦寺・根本中道・横川・西塔
天台比叡山精進料理、日吉そば

千日回峰行者道のﾄﾚｯｷﾝｸﾞ・写経・座禅

古都京都の文化財地区・ 大原
京懐石・抹茶・和菓子・京野菜とおばんざい

7日目： 古都京都の文化財地区
堺市、仁徳天皇陵・刃物ﾐｭｰｼﾞｱﾑ、
伝統産業会館、利晶の杜
高級刃物ショッピング 利晶の杜 抹茶体験

8日目 ： 百舌鳥・古市古墳群周辺地区
竹内街道地区

古墳めぐりサイクリング

各地の四季の魅力（旅程毎）【旅程】（レンタカー利用コース）

1日目 関西空港⇒関空道・
（200分）

阪和道・24号線 ⇒高野山（泊）

2日目 高野山⇒24号・阪和道⇒
（180分）

⇒紀勢自動車道⇒白浜温泉（泊）

3日目 白浜温泉⇒紀勢自動車道⇒
（180分）

⇒紀伊勝浦温泉（泊）

4日目 紀伊勝浦温泉⇒44号線⇒

46号線 ⇒ 十津川温泉(泊)
（150分）

5日目 十津川温泉⇒169号線⇒
（240分）

⇒奈良市内（泊）

6日目 奈良⇒24号線・京奈和道⇒

⇒1号線⇒京都又は大津・雄琴（泊）
（90分）

7日目 大津・雄琴 ⇒１号線⇒
（60分）

京都市内散策⇒大阪⇒阪神高速
（60分）

・関空道⇒堺⇒大阪泉南エリア(泊)
（60分）

8日目 泉南エリア ⇒ 関空道
（60分）

⇒関西空港

春： 高野山の桜、新緑・金剛三味院の石南花
夏： 白浜海水浴・弘法大師の誕生日を祝う「青葉祭」
秋： 高野山の紅葉ライトアップ・白浜「御書御祭」

（大名行列）
冬： 雪景色の高野山・白浜クエ料理

春：那智大社周辺の桜・那智の滝の絶景
夏：那智の扇祭り・紀の松島めぐり遊覧船
秋：熊野詣・那智大社の紅葉
冬：紀伊勝浦温泉露天風呂・那智山見晴台の

大パノラマ

春：大斎原(ｵｵﾕﾉﾊﾗ)の枝垂桜
・十津川村の石楠花まつり

夏：熊野古道トレッキング・大塔（ｵｵﾄｳ）渓谷の
奇岩絶壁

秋：熊野本宮大社の紅葉・伏拝王子(ふしおがみ)
からの絶景

冬：谷瀬の吊り橋ライトアップ

春：奈良公園 桜 春日山原始林と藤
夏：ならまち散策・ライトアッププロムナードなら
秋：奈良公園の紅葉・正倉院展
冬：なら瑠璃絵・東大寺二月堂（修二会）

春：大仙公園の桜・千利休屋敷跡
夏：仁徳天皇陵・堺伝統産業会館での刃物作り体験
秋：町家歴史館山口家住宅・竹内街道
冬：利晶の杜（茶道体験）・堺市展望ロビーからの景色

春： 新緑の行者道(東海自然歩道）
ｶﾞｰﾃﾞﾝﾐｭｰｼﾞｱﾑの絵画、花の競演,

夏： 比叡山山頂からの京都、びわ湖畔の夜景
秋： 比叡山紅葉まつり、
冬： 坂本ケーブルからの雪の霊場巡り

春： 桜競演（醍醐寺・岡崎公園・嵐山など）葵祭
新緑の貴船・鞍馬

夏： 京七夕・祇園祭・五山送り火・川床（料理）
秋： 時代祭、紅葉（東山などﾗｲﾄｱｯﾌﾟ）・鞍馬火祭
冬： おけらまいり・雪景色の北山金閣寺・節分会

（吉田山など）・下鴨神社流し雛

紀伊山地の霊場と参詣道

紀伊山地の霊場と参詣道熊野地区

熊野地区

古都奈良の文化財地区

古都京都の文化財地区

古都京都の文化財地区

百舌鳥・古市古墳群周辺地区
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【美の伝説】 － はじめに － 5つの世界遺産と7つの絶景 １２の観光拠点
主題『美の伝説 』 （英訳： THE  FLOWER  OF  JAPAN，KANSAI ） 副題 『日本の美に出会う ５つの世界遺産と７つの絶景』

（コンセプト） 古くから日本の都として、常に歴史の中心に位置し、日本の歴史を創り上げてきた関西。1400年の悠久の時を超え、いにしえの歴史と文
化・自然が織り成す魅力、非日常との出会い。５つの世界遺産をはじめとする歴史遺産や、信仰、神話、伝説の生まれた聖地を巡り、日本の伝統美や自然美、
精神文化、生活文化の美意識にふれる旅。まさに日本の真髄にふれる、それが「美の伝説 （英訳：THE FLOWER OF JAPAN ，KANSAI）」である。

④世界遺産

⑤世界遺産

①７つの絶景

④７つの絶景

⑤７つの絶景

5つの世界遺産

７つの絶景

大阪

京都

奈良

和歌山

神戸

姫路

豊岡
小浜

宮津
鳥取倉吉

米子

彦根

福井

十津川

白浜

洲本

堺

大津

新宮

串本

有田
祖谷

１日目 ２日目 ３日目 ４日目 ５日目 ６日目 ７日目 ８日目 １日目 ２日目 ３日目 ４日目 ５日目 ６日目 ７日目 ８日目

①古都京都の文化財 〇　 〇 〇

②古都奈良の文化財 〇

③姫路城 〇　

④法隆寺地域の仏教建造物 〇

⑤紀伊山地の霊場と参詣道 〇 〇 〇 〇

①天橋立　　 〇　

②神戸夜景 〇　

③鳥取砂丘 〇　

④鳴門渦潮　　 〇　

⑤三方五湖　 〇　

⑥彦根城 〇　

⑦山陰海岸ジオパーク　 〇　〇　

①「古都奈良の文化財地区」（奈良県奈良市） 〇 〇

②「熊野地区」（和歌山県田辺市、新宮市、那智勝浦町） 〇 〇 〇 〇

③「天橋立地区」（京都府宮津市） 〇　

④「豊岡地区」（兵庫県豊岡市） 〇　

⑤「鳥取砂丘と山陰海岸ジオパーク地区」（鳥取県鳥取市、岩美町） 〇　〇　

⑥「百舌鳥・古市古墳群周辺地区及び竹内街道地区」

　　　（大阪府堺市、羽曳野市、藤井寺市）

⑦「彦根城と城下町地区」（滋賀県彦根市） 〇　

⑧「古都京都の文化財地区」（京都府京都市） 〇　

⑨「大阪城エリア地区」（大阪府大阪市） 〇　 〇

⑩「六甲・有馬・北野地区」（兵庫県神戸市） 〇　

⑪「鳴門・徳島地区」（徳島県鳴門市・徳島市） 〇　

⑫「小浜市・若狭町地区」（福井県小浜市・若狭町） 〇　〇　

モデルコースで訪問できる箇所　早見表

5つの世界遺産と7つの絶景　12の観光拠点

１
２
の
観
光
拠
点
地
区

5
つ
の
世
界
遺

産

７
つ
の
絶
景

〇　

A：KANSAI  世界遺産と絶景
伝統と自然の美の競演

B：KANSAI　日本精神文化の
聖地美の伝承

〇〇
⑪ 「鳴門・徳島地区」
（徳島県鳴門市・徳島市）

⑫ 「小浜市・若狭町地区」
（福井県小浜市・若狭町）

⑩ 「六甲・有馬・
北野地区」（兵庫県

神戸市）

⑨ 「大阪城エリア
地区」

（大阪府大阪市）

⑦ 「彦根城と
城下町地区」
（滋賀県彦根市）

⑥「百舌鳥・古市古墳群
周辺地区及び竹内街道
地区」
（大阪府境市・羽曳野市

・藤井寺市）

⑤「鳥取砂丘と
山陰海岸

ジオパーク地区」
（鳥取県鳥取市・岩美町）

④ 「豊岡地区」
（兵庫県豊岡市）

③「天橋立地区」
（京都府宮津市）

② 「熊野地区」
（和歌山県・田辺市・
新宮市・那智勝浦町）

① 「古都奈良の
文化財地区」
（奈良県奈良市）

⑧ 「古都京都の
文化財地区」（京都府京都市）

⑦７つの絶景

③７つの絶景

③世界遺産

境 港

米子鬼太郎空港

神戸港

関西国際空港

東海道新幹線

北陸新幹線京都舞鶴港

対象地域 「5つの世界遺産と7つの絶景１２の観光拠点」 概略地図

広域観光１２拠点地区

広域観光促進地域

①世界遺産②７つの絶景

②世界遺産

⑥７つの絶景

徳島


