
 
 

広域観光周遊ルートにおけるモデルコースの策定について 

 

観光庁 

 

１．モデルコース策定の目的 

○ 広域観光周遊ルート形成計画を踏まえ、その具現化を目指し、外国人

に訴求力のあるコンセプトを設け、これに即して、複数の観光資源を結

びつけた、具体的な観光周遊のためのモデルコースを策定する。 

○  広域観光周遊ルートの実施主体が中心となって、策定したモデルコー

スを国外・国内に強力に発信することにより、旅行会社等における商品

造成や、外国人旅行者の訪日旅行プラン検討に資するものとする。これ

により、団体・個人旅行双方での旅行需要を喚起し、訪日外国人旅行者

の地方誘客を一層促進する。 

 

２．モデルコースについて 

（１）広域観光周遊ルートの各々において、複数のモデルコースを策定 

（２）モデルコースの策定者等 

   ①策定者 広域観光周遊ルート形成計画の実施主体 

（広域の観光機構など） 

   ②協力  観光庁、地方運輸局、日本政府観光局（JNTO）等 

（３）モデルコースの内容 

コンセプト、主たる対象市場、主な観光資源、コース図、旅程例 など 

 

※各広域観光周遊ルートのモデルコースについて、その概要を別紙（次ページ以降）に示す。 

大臣
認定
日

形成計画名 実施主体名
公表
日

名　　称 数
小
計

合
計

①Explore the Wonderland in summer

②Explore the Wonderland in winter

①四季が織りなす東北の宝コース

②三陸の恵みと復興コース

③日本海の美と伝統コース

①Dragonコース
  ≪伝承空間への誘い≫
②Nostalgicコース
  ≪「日本の心・ふるさと」お伊勢参りと世界遺産を巡る旅≫
③Great Natureコース
  ≪大自然の醍醐味アルペンと古代探訪の旅≫
④Ukiyo-eコース
  ≪サムライ文化・伝統技術リアル体験≫

①KANSAI～世界遺産と絶景 伝統と自然の美の競演～
   A Journey into the Kansai　Legacies & Mother Nature
②KANSAI～日本の精神文化の聖地 美の伝承～
   A Journey into the Kansai　Spiritual & Cultural places

①新ゴールデンルート～新たな西日本発見の旅

②歴史と芸術に出会う美のルート

③空と島と海に溶け込むサイクリングルート

平
成
２
８
年
６
月
１
４
日
認
定

日本のてっぺん。
きた北海道ルート。

きた北海道広域観光周
遊ルート推進協議会

平
成
２
９
年
４
月
１
１
日
公
表

3

山陰インバウンド機構 2

Be.Okinawa 琉球列島
周遊ルート

Be.Okinawa琉球列島周
遊ルート形成推進協議会

3

①Ｔｈｅ　Ｔｏｐ　ｏｆ　Ｊａｐａｎ　－　夏

②Ｔｈｅ　Ｔｏｐ　ｏｆ　Ｊａｐａｎ　－　冬

③Ｔｈｅ　Ｔｏｐ　ｏｆ　Ｊａｐａｎ　－　離島めぐり

①自然大回廊（太平洋）コース

②自然大回廊（日本海）コース

③江戸文化回廊コース

①「日本の原風景
   （世界遺産・日本遺産見聞録）」コース
②「ジオパーク＆
   ナショナルパーク・アクティビティ」コース

①Secrets of Okinawa History
　（沖縄の歴史と琉球王国の誕生秘話）
②Gateway to Okinawa Lifestyle & Culture
　（人々の暮らしと琉球文化）
③Wild Adventure of Okinawa Archipelago
　（五感で感じる沖縄の自然）

11

広域関東周遊ルート
「東京圏大回廊」

関東観光広域連携事業
推進協議会

3

縁の道～山陰～

スピリチュアルな島
～四国遍路～

四国ツーリズム創造機構 3

温泉アイランド九州
広域観光周遊ルート

九州観光推進機構 3

①四国スピリチュアル・コース

②四国鉄道クラシカル・コース

③四国大自然ドライブ・コース

①鉄道・バスで廻る九州の魅力満喫コース

②九州の歴史・自然をレンタカーで廻るコース

③火山の島・九州一周コース

美の伝説
関西広域連合、
関西経済連合会、
関西観光本部

2

せとうち・海の道 せとうち観光推進機構 3

広域観光周遊ルート形成計画 モデルコース

平
成
２
７
年
６
月
１
２
日
認
定

アジアの宝
悠久の自然美への道
ひがし北・海・道

「プライムロード ひがし
北・海・道」推進協議会

平
成
２
８
年
４
月
２
６
日
公
表

2

20

31

日本の奥の院・
東北探訪ルート

東北観光推進機構 3

昇龍道
中部（東海・北陸・信州）
広域観光推進協議会

4



最重点
市場

重点
市場

①　Explore the Wonderland in summer
ガーデン街道から世界自然遺産知床と４つの国立公園をゆく大自
然満喫

7

②　Explore the Wonderland in winter 大自然の奇跡・ひがし北海道３つ星街道から大雪山・雪と戯れる 6～7

①　四季が織りなす東北の宝コース
東北の四季が織りなす風土と、自然と共存する人々の歴史・文化・
食など、東北の人々が生み育てた宝と呼べる様々な地域を訪れる
出会いの旅。

8 北米
欧州
タイ

②　三陸の恵みと復興コース

日の出と共に活気づく漁港や、世界三大漁場の一つである三陸沿
岸の海に生きる人々の日常と文化にふれるとともに、三陸ならでは
の海産物などの食を楽しみながら震災からの復興を感じる旅。

5 台湾
マレーシア
インドネシア

③　日本海の美と伝統コース
日本海側特有の文化、海岸美を巡る。青い海、激しい渓流、沈む
夕日など、刻々と変化する自然美と海に近い町に生きる人々の暮
らしと伝統に出会う旅。

5 タイ
北米
豪州

台湾
タイ
香港

対象市場
日数

広域観光周遊ルート　モデルコース一覧

コンセプトモデルコース名
モデル

コース数
広域観光周遊ルート名

（実施主体名）

アジアの宝　悠久の自然美
への道　ひがし北・海・道

（「プライムロード ひがし北・
海・道」推進協議会）

2

3

日本の奥の院・東北探訪
ルート

「もう一つの日本・東北 山
の彼方の美しい四季と歴史
文化、食文化を探訪する
ルート」

（東北観光推進機構）



最重点
市場

重点
市場

対象市場
日数コンセプトモデルコース名

モデル
コース数

広域観光周遊ルート名
（実施主体名）

①　Dragon  コース

昇龍道の観光資源は、実に多様で豊かです。Dragon コースは、能
登半島を頭とする龍がこのエリア最大の都市の名古屋から天に
昇っていく様子に見立てた「昇龍道の象徴的なコース」と言える日
本列島のまんなかを南北に横断するコースです。名泉の誉れ高い
下呂温泉や和倉温泉を楽しみつつ、祭り・山車からくりや刀鍛冶、
金箔工芸などの伝統文化を感じ、太平洋側から山岳地帯を経て日
本海側へ抜ける変化に富んだ自然、まち、食、文化を体験しましょ
う。

7 中国
台湾
香港

②　Nostalgic コース

昇龍道の観光資源は、実に多様で豊かです。 Nostalgic コースは、
様々な「古きよき日本」との出会い、「日本人の心」に触れるｺｰｽで
す。ｻﾑﾗｲ文化の象徴である数々のお城やその城下町、今も人々
が生活する世界遺産「合掌造り集落」や宿場町。日本の原風景が
今もそこにはあります。近世に人々が一生に一度は参拝したと言
われる「伊勢神宮」、世界遺産「熊野古道」。周辺の地域の人々
は、海女文化を育み、真珠を養殖し、海とのかかわりを大切にして
きました。訪れる人に「なつかしさ」と「温かさ」を感じていただける
日本の心のふるさとを体験しましょう。

9 米国 欧州

③　Great Nature コース

昇龍道の観光資源は、実に多様で豊かです。 Great Natureコース
には、3000メートル級の山々が連なる中を横断するアルペンコー
ス、宇奈月温泉の名月鑑賞、日本海の荒波に侵食されてできた奇
岩が連なる東尋坊と世界三大恐竜博物館。日本最大の湖でもある
古代湖の琵琶湖などを巡って、大自然の営みや醍醐味、自然の雄
大さに触れてみましょう。永平寺や湖東三山などの紅葉も楽しみま
しょう。

6 台湾 香港

④　Ukiyo-eコース

昇龍道の観光資源は、実に多様で豊かです。近世に、江戸と京都
を結ぶ東海道の53の宿場町の様子は、西洋の印象派の画家た ち
に影響を与えた「歌川広重」の浮世絵に描かれました。 Ukiyo-e
ｺｰｽでは、戦乱の世を生き抜き、広重が生きた近世の日本に泰平
をもたらした徳川家康を含む3人の偉大なサムライゆかりの城や古
戦場を訪れ、近世の東海道に沿って走る新幹線や、ものづくり産業
を体験しましょう。

5 米国
欧州
タイ

①　KANSAI～世界遺産と絶景　伝統と自然の美の競演 ～
A Journey into the Kansaｉ
Legacies & Mother Nature.

関西にある世界遺産と絶景を四季折々の魅力に併せて関西のハ
イライトを巡るおすすめコース

8 中国 タイ

②　KANSAI～日本の精神文化の聖地　美の伝承～
A Journey into the Kansai
Spiritual　& Cultural places.

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

8 欧州 北米

2

4

昇龍道

日本の「まんなか」探訪

（中部（東海・北陸・信州）広
域観光推進協議会）

美の伝説

日本の美に出会う　5つの
世界遺産と7つの絶景

（関西広域連合、
関西経済連合会、
関西観光本部）



最重点
市場

重点
市場

対象市場
日数コンセプトモデルコース名

モデル
コース数

広域観光周遊ルート名
（実施主体名）

①　新ゴールデンルート～新たな西日本発見の旅
・世界に誇る“瀬戸内”の景色と“瀬戸内”でのみ味わえる貴重体験
・“瀬戸内”に溢れる日本の「匠」と「自然風景」

9 台湾
中国
タイ
香港

②　歴史と芸術に出会う美のルート
・瀬戸内に溢れる歴史・伝統と芸術を堪能
・世界有数の内海や渓谷の美しい景観

9 北米
欧州
豪州
韓国

③　空と島と海に溶け込むサイクリングルート
・ “瀬戸内”でのみ味わえる貴重体験
　～瀬戸内の美しい景色を見ながらのサイクリング
　（レンタルサイクリングを中心に設定）

9 台湾
豪州
韓国
タイ

①　四国スピリチュアル・コース

・1200年の遍路文化と古き良き日本の原風景・食・体験をゆったり
と堪能するスピリチュアルな島の旅
・個人旅行者向けに四国内の全鉄道（6社）が利用できるALL
SHIKOKU Rail Passやタクシー及びレンタカーで周遊できるコース
を設定

9 欧州
米国
豪州

②　四国鉄道クラシカル・コース
・「美食」（さぬきうどん、祖谷そば、カツオのタタキ、鯛飯等）を堪能
しながら、地域ならではの「体験」（戒壇めぐり、遊覧船、紙すき、砥
部焼等）を通じて、ゆったりといなかを感じる鉄道の旅

7 台湾
香港
中国

③　四国大自然ドライブ・コース

・多島美の瀬戸内海、雄大な太平洋の両海原と世界三大潮流（鳴
門のうず潮）、日本三大渓谷美（寒霞渓）と奇跡の清流（仁淀川）さ
らには東洋のマチュピチュ（別子銅山）など、海・山・川の大自然を
満喫するドライブ旅

7 台湾 香港

スピリチュアルな島 ～四国
遍路～

1200年の歴史と文化に触
れ合う旅

（四国ツーリズム創造機構）

3

せとうち・海の道

～新たな西日本発見の旅
～

（せとうち観光推進機構）

3



最重点
市場

重点
市場

対象市場
日数コンセプトモデルコース名

モデル
コース数

広域観光周遊ルート名
（実施主体名）

①　鉄道・バスで廻る九州の魅力満喫コース

九州の豊富な自然風景を中心に、公共交通機関による移動を前
提として九州全域を廻るモデルコース。温泉については単に入浴
するだけでなく、温泉街独特の日本文化（旅館、浴衣）を紹介する
ことにより、日本文化を体験したいという外国人観光客に訴求す
る。
また、中国人、台湾人、タイ人観光客に関心の高い、買い物や食を
楽しめる観光素材を含むことにより、九州各地の持つそれぞれの
特徴を活かしながら、魅力を十分に引き出し、かつ旅行の満足度
を高める行程となっている。

7 中国（上海）
台湾
タイ

②　九州の歴史・自然をレンタカーで廻るコース

九州各地に点在する多様な温泉や食を楽しみながら、彩り豊かな
自然風景や、城、武家屋敷といった歴史資源などを各地のレンタ
カーで廻るモデルコース。
１～２週間程度と比較的長期の滞在が一般的であり、レンタカーで
の移動に抵抗感の少ないシンガポール市場、これに比べ滞在期間
は短いものの、レンタカー利用が多い香港、韓国市場を対象とし、
九州を一周する高速道路網（九州道・東九州道・長崎道等）を利用
し快適に九州全域の魅力を満喫することができる。

 ８ シンガポール
香港
韓国

③　火山の島・九州一周コース

欧州ではなかなか目にすることの少ない火山が九州には多く存在
するという特徴を踏まえ、九州各地に点在する火山を廻るととも
に、その恩恵による豊富な温泉資源及び周辺の温泉街の持つ日
本文化に触れることのできるモデルコース。
また、欧州からの訪日客にとって魅力的な自然風景も取り入れ、公
共交通機関で移動することにより、季節によって様々な表情を持つ
九州の自然を十分に味わうことができる。

7 イギリス
フランス
ドイツ

①　Ｔｈｅ　Ｔｏｐ　ｏｆ　Ｊａｐａｎ　－　夏

・きた北海道の夏。雄大な自然と日本一の食を巡るレンタカーの旅。
　きた北海道ならではの雄大な手つかずの自然・そこでの体験・日本一
の食材を堪能できる食を活かした「きた北海道型FIT周遊観光モデル」の
確立をめざす。

7 台湾
香港
タイ

②　Ｔｈｅ　Ｔｏｐ　ｏｆ　Ｊａｐａｎ　－　冬

・きた北海道の冬。スノーアクテビティと日本一の食を巡る列車の旅。
　きた北海道ならではの雪遊び体験等の冬のアクティビティ・日本一の食
材を堪能できる食を活かした「きた北海道型FIT周遊観光モデル」の確立
をめざす。

7 台湾
香港
タイ

③　Ｔｈｅ　Ｔｏｐ　ｏｆ　Ｊａｐａｎ　－　離島めぐり

・きた北海道の離島めぐり。花と野鳥の楽園、絶景の島々をめぐる旅。
　最北の百名山・利尻山がシンボルの利尻島、美しい花の浮島として知
られる礼文島、オロロン鳥やウトウの繁殖地として有名な天売島、サ
フォーク羊がのんびりと放牧されている焼尻島。独自の植生や野鳥が見
られる「きた北海道」の４島をめぐる旅。

6 台湾
香港
タイ

温泉アイランド九州　広域
観光周遊ルート
（Relax & Rejoice）

（九州観光推進機構）

3

『日本のてっぺん。きた北海
道ルート。』

「恵まれた大自然から享受
する多彩な食や景観。日本
のてっぺんをめざし、北の
大地、海、島を駆けのぼ
る。」

（きた北海道広域観光周遊
ルート推進協議会）

3



最重点
市場

重点
市場

対象市場
日数コンセプトモデルコース名

モデル
コース数

広域観光周遊ルート名
（実施主体名）

①　自然大回廊（太平洋）コース

　自然大回廊（太平洋）コースは、比較的冬の降水量が少なく、山、
海等の自然の豊かさを感じられる地域であり、新緑、豊富な漁場
等を体験できるコースです。
また、震災からの復興に活気づく地域や、四季を感じながら旅がで
きます。

7 中国
台湾
香港

②　自然大回廊（日本海）コース

　自然大回廊（日本海）コースは、冬は厳しい自然であるが故にそ
れに伴う豊かな食文化等を体験でき、太平洋側と異なる豊かさを
感じられる地域です。厳しい自然をくぐり抜けた、豊かな食材等を
満喫していただける旅です。

8 米国
英国
フランス
豪州

③　江戸文化回廊コース
江戸文化回廊コースは、徳川家康が江戸に幕府を開いてから、
265年の間花開いた武家、町人文化が残る地域を巡る旅です。

7 台湾
タイ
ベトナム

①　日本の原風景
（世界遺産・日本遺産見聞録）

日本の最も古い歴史を有する地域である山陰で、今も残る日本の
和のこころを体感し、その根源である山陰の「神話」、「風土」、「伝
統文化」、世界遺産や日本遺産に代表される「歴史遺産」などを楽
しみ、真の日本を発見する旅。

7 フランス
香港
台湾

②　ジオパーク＆ナショナルパーク・アクティビティ

山陰の魅力を知るには、神話の舞台・背景となっている山陰の地
理的、地形的な要素も重要。
まさにそれらを体感する、山陰海岸と隠岐の２つの世界ジオパーク
や大山隠岐国立公園の四季折々の極上の自然美の中での、シー
カヤックやダウンヒルサイクリングなど、山陰ならではの自然体験・
エコツーリズムを楽しむ旅。

8 香港
韓国
台湾

①　Secrets of Okinawa History
（沖縄の歴史と琉球王国の誕生秘話）

琉球創世神話と琉球王国の繁栄を辿る旅 7
アメリカ
フランス
ドイツ

台湾

②　Gateway to Okinawa Lifestyle & Culture
（人々の暮らしと琉球文化）

代々受け継がれる独自の伝統文化、自然と調和したライフスタイ
ルに触れる旅

7 アメリカ
フランス
ドイツ

③　Wild Adventure of Okinawa Archipelago
（五感で感じる沖縄の自然） 亜熱帯の豊かな自然の恵みや神秘的な海を感じる旅 7

アメリカ
ドイツ
フランス

台湾、香港

3

『Be.Okinawa琉球列島周遊
ルート』

「“Be Yourself, Be
Okinawa”自然と人との触れ
合いを通じて、本当の自分
と向き合う旅」

（Be.Okinawa琉球列島周遊
ルート形成推進協議会）

3

『縁の道～山陰～』

「新たな発見　新たな出会
い　もうひとつの日本」

（山陰インバウンド機構）

2

広域関東周遊ルート「東京
圏大回廊」
～広域関東で、多様な日本
を楽しむ旅～

（関東観光広域連携事業推
進協議会）


