
（令和元年8月7日現在) 

申請区分 名称 マーケティング・マネジメント対象とする区域（自治体単位）

地域連携 （株）デスティネーション十勝
【北海道】帯広市、音更町、士幌町、上士幌町、鹿追町、新得町、清水町、芽室町、中札内村、更別
村、大樹町、広尾町、幕別町、池田町、豊頃町、本別町、足寄町、陸別町、浦幌町

地域連携 平取町観光協会 【北海道】むかわ町、日高町、平取町

地域連携 （一社）しもきたＴＡＢＩあしすと 【青森県】むつ市、横浜町、大間町、東通村、風間浦村、佐井村

地域連携 (公財）さんりく基金
【岩手県】宮古市、大船渡市、久慈市、陸前高田市、釜石市、住田町、大槌町、山田町、岩泉町、田
野畑村、普代村、野田村、洋野町

地域連携 （一社）石巻圏観光推進機構 【宮城県】石巻市、東松島市、女川町

地域連携 （一社）秋田県観光連盟 秋田県

地域連携 （一社）あきた白神ツーリズム 【秋田県】能代市、藤里町、三種町、八峰町

地域連携 （公社）山形県観光物産協会 山形県

地域連携 （株）山形アドビューロ 【山形県】鶴岡市　【三重県】伊勢市

地域連携 （一社）アントラーズホームタウンＤＭＯ（仮称） 【茨城県】鹿嶋市、潮来市、神栖市、行方市、鉾田市

地域連携 （公社）栃木県観光物産協会 栃木県

地域連携 （一社）富山県西部観光社 【富山県】高岡市・砺波市・南砺市・小矢部市・射水市・氷見市

地域連携 （一社）ななお・なかのとDMO 【石川県】七尾市、中能登町

地域連携 （一社）長野伊那谷観光局 【長野県】伊那市、駒ケ根市、箕輪町、辰野町、飯島町、南箕輪村、宮田村、中川村

地域連携 【設立予定】（一社）伊南DMO設立準備会 【長野県】駒ヶ根市・飯島町・中川村・宮田村

地域連携 （一社）木曽おんたけ観光局 【長野県】木曽町、王滝村

地域連携 （一社）岐阜県観光連盟 岐阜県

地域連携 （特非）大垣観光協会
【岐阜県】大垣市、海津市、養老町、垂井町、関ケ原町、神戸町、輪之内町、安八町、揖斐川町、大
野町、池田町、本巣市

地域連携 （一社）知多半島観光事業協会 【愛知県】南知多町、美浜町

地域連携 （公社）伊勢志摩観光コンベンション機構 【三重県】伊勢市、鳥羽市、志摩市、玉城町、度会町、南伊勢町

地域連携 【設立予定】（一社）ＫＩＸ泉州ツーリズムビューロー（仮称）
【大阪府】堺市、岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡
町、熊取町、田尻町、岬町

地域連携 （一社）東大阪ツーリズム振興機構 【大阪府】東大阪市　【和歌山県】橋本市

地域連携 【設立予定】（一社）街道物語ＤＭＣ 【大阪府】能勢町【京都府】亀岡市

地域連携 （公社）ひょうご観光本部 兵庫県

地域連携 （一社）瀬戸内海島めぐり協会 【兵庫県】姫路市、明石市、洲本市、南あわじ市、淡路市

地域連携 （一社）淡路島観光協会 【兵庫県】洲本市、南あわじ市、淡路市

地域連携 （一社）ノオト 【兵庫県】豊岡市、丹波篠山市、養父市、朝来市

地域連携 （一社）高野山麓ツーリズムビューロー 【和歌山県】橋本市、かつらぎ町
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地域連携 （一社）真庭観光局 【岡山県】真庭市、新庄村

地域連携 （一社）四国の右下観光局 【徳島県】阿南市、那賀町、牟岐町、美波町、海陽町

地域連携 （一社）高知県東部観光協議会 【高知県】室戸市、安芸市、東洋町、奈半利町、田野町、安田町、北川村、馬路村、芸西村

地域連携 （一社）仁淀ブルー観光協議会 【高知県】土佐市、いの町、仁淀川町、佐川町、越知町、日高村

地域連携 （一社）田川広域観光協会 【福岡県】田川市、香春町、添田町、糸田町、川崎町、大任町、福智町、赤村

地域連携 （株）ＫＡＳＳＥ　ＪＡＰＡＮ
【熊本県】八代市、人吉市、水俣市、氷川町、芦北町、津奈木町、錦町、多良木町、湯前町、水上
村、相良村、五木村、山江村、球磨村、あさぎり町

地域連携 （株）やさしいまち 【鹿児島県】伊佐市、さつま町



申請区分 名称 マーケティング・マネジメント対象とする区域（自治体単位）

地域 （一社）網走市観光協会 【北海道】網走市

地域 （一社）しりうち観光推進機構 【北海道】知内町

地域 （一社）倶知安観光協会 【北海道】倶知安町

地域 大雪山ツアーズ（株） 【北海道】上川町

地域 （一社）摩周湖観光協会 【北海道】弟子屈町

地域 (株) karch 【北海道】上士幌町

地域 （一社）白老観光協会 【北海道】白老町

地域 （一社）十和田奥入瀬観光機構 【青森県】十和田市

地域 （一財）ブナの里白神公社 【青森県】西目屋村

地域 （一社）花巻観光協会 【岩手県】花巻市

地域 （一社）横手市観光推進機構 【秋田県】横手市

地域 （一社）男鹿市観光協会 【秋田県】男鹿市

地域 （一社）田沢湖・角館観光協会 【秋田県】仙北市

地域 トラベルデザイン（株） 【秋田県】羽後町

地域 （一社）DEGAM鶴岡ツーリズムビューロー 【山形県】鶴岡市

地域 （一社）寒河江市観光物産協会 【山形県】寒河江市

地域 （一社）福島市観光コンベンション協会 【福島県】福島市

地域 （特非）土湯温泉観光まちづくり協議会 【福島県】福島市

地域 （一財）会津若松観光ビューロー 【福島県】会津若松市

地域 （一社）郡山市観光協会 【福島県】郡山市

地域 （一社）にほんまつＤＭＯ 【福島県】二本松市

地域 （株）さかいまちづくり公社 【茨城県】境町

地域 （一社）中之条町観光協会 【群馬県】中之条町

地域 （一社）DMO川越 【埼玉県】川越市

地域 （一社）木更津市観光協会 【千葉県】木更津市

地域 （同）鴨川市観光プラットフォーム 【千葉県】鴨川市

地域 （株）わくわくカンパニー大多喜 【千葉県】大多喜町

地域 （一社）勝浦市観光協会 【千葉県】勝浦市

地域 （一社）茅ヶ崎市観光協会 【神奈川県】茅ヶ崎市

地域 （一社）新発田市観光協会 【新潟県】新発田市

地域 （一社）黒部・宇奈月温泉観光局 【富山県】黒部市
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地域 【設立予定】（一社）志賀町観光協会 【石川県】志賀町

地域 勝山市観光まちづくり（株） 【福井県】勝山市

地域 （一社）北杜市観光協会 【山梨県】北杜市

地域 （一社）信州千曲観光局 【長野県】千曲市

地域 （一社）信州とうみ観光協会 【長野県】東御市

地域 （一社）上松町観光協会 【長野県】上松町

地域 （一社）南信州まつかわ観光まちづくりセンター 【長野県】松川町

地域 （一社）多治見市観光協会 【岐阜県】多治見市

地域 【設立予定】（一社）小山町観光推進協議会（仮称） 【静岡県】小山町

地域 （一社）西尾市観光協会 【愛知県】西尾市

地域 （一社）松阪市観光協会 【三重県】松阪市

地域 （一社）志摩スポーツコミッション 【三重県】志摩市

地域 （一社）伊賀上野観光協会 【三重県】伊賀市

地域 （一社）菰野町観光協会 【三重県】菰野町

地域 （株）Verde大台ツーリズム 【三重県】大台町

地域 （一社）明和観光商社 【三重県】明和町

地域 （一社）近江八幡観光物産協会 【滋賀県】近江八幡市

地域 （一社）大阪活性化事業実行委員会 【大阪府】大阪市

地域 （一社）泉佐野シティプロモーション推進協議会 【大阪府】泉佐野市

地域 斑鳩産業（株） 【奈良県】斑鳩町

地域 （一社）吉野ビジターズビューロー 【奈良県】吉野町

地域 （一社）和歌山市観光協会 【和歌山県】和歌山市

地域 【設立予定】（一社）紀の川フルーツ観光局 【和歌山県】紀の川市

地域 （一社）高野町観光協会 【和歌山県】高野町

地域 （一社）白崎観光プラットフォーム 【和歌山県】由良町

地域 （一社）大田市観光協会 【島根県】大田市

地域 (一社）飯南町観光協会 【島根県】飯南町

地域 （公社）津山市観光協会 【岡山県】津山市

地域 （一社）湯原観光協会 【岡山県】真庭市

地域 (一社）ビジット奈義 【岡山県】奈義町

地域 （株）kibily 【岡山県】吉備中央町

地域 （一財）矢掛町観光交流推進機構 【岡山県】矢掛町

地域 （株）せとうちホールディングス 【広島県】尾道市



地域 （株）恋しき 【広島県】府中市

地域 （一社）美馬観光ビューロー 【徳島県】美馬市

地域 （一社）八幡浜市ふるさと観光公社 【愛媛県】八幡浜市

地域 （一社）キタ・マネジメント 【愛媛県】大洲市

地域 （特非）ウォーターズ・リバイタルプロジェクト 【高知県】東洋町

地域 （一社）うきは観光みらいづくり公社 【福岡県】うきは市

地域 （一社）糸島市観光協会 【福岡県】糸島市

地域 （一社）新宮町おもてなし協会 【福岡県】新宮町

地域 （一社）嬉野温泉観光協会 【佐賀県】嬉野市

地域 （株）有田まちづくり公社 【佐賀県】有田町

地域 （株）島原観光ビューロー 【長崎県】島原市

地域 （株）ＳＭＯ南小国 【熊本県】南小国町

地域 (一社）由布市まちづくり観光局 【大分県】由布市

地域 （一社）串間市観光物産協会 【宮崎県】串間市

地域 （一社）椎葉村観光協会 【宮崎県】椎葉村

地域 （一社）沖縄市観光物産振興協会 【沖縄県】沖縄市

地域 （一社）座間味村観光協会 【沖縄県】座間味村


