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酒蔵ツーリズム事例集 
 

 

【類型①】様々な工夫を行っている取組事例 

1. 新潟県    「日本酒王国にいがた」 

2. 富山県    「地酒どころ富山の魅力発信」 

3. 広島県東広島市「酒都・西条酒蔵通り」 

 

【類型②】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 

4. 長野県    「長野県内の酒蔵ツーリズムについて」 

5. 石川県    「奥のとトロッコ鉄道（宗玄酒造）」 

6. 佐賀県鹿島市 「鹿島酒蔵ツーリズム」 

 

【類型③】地元の酒を関係者で盛り上げる取組事例 

7. 埼玉県    「埼玉地酒応援団」 

8. 熊本県    「米焼酎「球磨焼酎」の情報発信」 

 

【類型④】酒まつりイベントや蔵開放などを中心とした取組事例 

9. 秋田県    「美酒王国・秋田」 

10.千葉県    「発酵の里こうざき酒蔵まつり」 

11.京都府    「酒蔵のまち 京都・伏見」 

12.兵庫県    「兵庫県内の酒蔵ツーリズムについて」 



酒蔵ツーリズム 

事例№1 

【類型①】様々な工夫を行っている取組事例 

 
新潟県 

日本酒王国にいがた 

 

（実施地域） 
新潟県内各地 

（概要） 

日本酒王国にいがたは、100 近い蔵を抱え、淡麗辛口に代表される日本一の吟醸酒

製造を誇る。にいがたの酒を発信するため、視察旅程コースへの組入れ、宿泊施設と

のコラボレーション、海外への PR 等を実施している。 

県内各地において、以下のような様々な取り組みを実施している。 

 ・県内の主要な観光拠点において、気軽に試飲が可能。 
 ・海外旅行会社やメディア等を招聘する際の視察コースに酒蔵を組み入れ、韓国

等での試飲会や日本酒セミナーの開催など、海外へも積極的に PR 
・日本酒を利用した各種関連商品の開発（スイーツ、化粧品など） 
・にいがた酒の陣をはじめとする各種イベントの開催 
・地酒と宿泊施設のコラボレーション。 

（実施主体・体制） 

新潟県、県酒造組合、県旅館ホテル生活衛生同業組合、県観光協会等 

（ＵＲＬ） 

・新潟淡麗倶楽部（新潟県酒造組合公式サイト）：http://niigata-sake.or.jp/ 
・「にいがた地酒の宿」ホームページ：http://www.niigata-ryokan.or.jp/jizake/ 

（問い合わせ先） 
新潟県産業労働観光部観光振興課（℡025-280-5968） 

産業振興課（℡025-280-5244） 
（参考：直近３ケ年の集客状況） 

主なイベントである「にいがた酒の陣」の入込客は下記の通り。 
 H20 年度 H21 年度 H23 年度 

開 催 日 H21.3.14(土)～3.15(日) H22.3.13(土)～3.14(日) H24.3.17(土)～3.18(日) 

参加蔵元 96 社中 92 社 96 社中 91 社 95 社中 88 社 

入場者数 約 7 万 8 千人 約 8 万 7 千人 約 10 万 2 千人 

※H22 年度（H23.3.12(土)～3.13(日)）は、前日に発生した東日本大震災により開催中止 

http://niigata-sake.or.jp/
http://www.niigata-ryokan.or.jp/jizake/


（PR ポイント） 

日本酒王国にいがたは、100 近い蔵を抱え、淡麗辛口に代表される日本一の吟醸酒

製造を誇る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

米にこだわり、水にこだわり、美味しいお酒の造り方・磨きあげ方にこだわる

日本酒王国にいがたでは、他では味わえない様々な日本酒の楽しみ方を提供し

ている！ 
 
１．気軽に試飲できる！ 

○ たったの 500 円で、県内 94 全ての酒蔵の代表銘柄を飲み比べることができる。 
○ 越後湯沢駅・月岡温泉・新潟駅（H25.4 オープン予定）と、県内の主要な観光拠点

で試飲を楽しめる。 

 越後のお酒ミュージアム ぽんしゅ館（ＪＲ越後湯沢駅） 

利き酒マシンにコインを投入して気軽に試飲を楽しむ

利き酒コーナー、代表的な銘柄はもちろん、レアな銘柄

も発見できる酒販売コーナー、入浴用に酒をブレンドし

たお肌スベスベ美容効果の温泉酒風呂、新潟の特産品や

お酒をベースにしたお菓子等おもわず手に入れたいお土

産をずらりと揃えた物販コーナーと、新潟清酒の魅力を

存分に味わえる施設。 

 酒天湯子（しゅてんとうじ）（月岡温泉） 

オリジナルぐい呑み付きの酒めぐりチケットを片手に、月岡温泉内の旅館・ホテ

ル・飲食店を巡り、気軽に試飲を楽しめる。新潟県産コシヒカリに越後のグルメな食

材をカップリングした月岡ライスボウルや、宿の女将が心を込めた“特製スイーツ企

画”スイーツめぐりも楽しめる。 
 
 

新潟清酒の概況

○ 日本酒専門の公立試験研究機関（醸造試験場）があるのは新潟県のみ 
○ 酒蔵数 94 蔵は全国１位、吟醸酒の出荷量も日本一 
○ 平成 23 酒造年度全国新種鑑評会（酒類総研総合研究所）入賞受賞数 43 で 

全国１位（うち金賞酒数も 24 で全国１位） 
○ 「豊かな味わいとなめらかさ、のどごしの良さを 

兼ね備え、バランスの取れた味わい」が特徴 
○ 成人 1 人当たりの清酒消費量も日本一 
（全国平均の倍以上） 



２．上戸も下戸も楽しめる 

○ 酒蔵見学・直販 

県内 94 の酒蔵の約半数で酒蔵見学が可能。予約不要で、飛び込みで見学可能な酒

蔵も多い。醸造過程を見学した銘柄をその場でお買い上げいただける直販も行ってい

る。 
また、外国語対応可能なスタッフの配置、外国語パンフレットの設置等、インバウ

ンドに積極的な酒蔵も多数ある。 

 海外旅行会社・メディア等招聘  
 海外旅行会社やメディア招聘事業を行う際、視察コースに酒蔵を組み入れること

で、新潟清酒を積極的に海外に PR している。 
＊ 駐日各国外交団の地方視察（7/11～12） 
 ・駐日各国外交団 10 か国＋EU 代表部 計 11 人を招聘 
 ・宝山酒造（新潟市）を視察 

＊ その他、主な招聘事業（H24） 
 ・台湾旅行エージェント招聘（8/18～22、5 社 5 名、玉川酒造（魚沼市）） 
 ・香港雑誌記者招聘（9/6～10、2 社 3 名、青木酒造（南魚沼市）） 
 ・韓国旅行会社、メディア招聘（10/17～20、5 社 5 名、高の井酒造（小千谷市）） 

○ 日本酒スイーツ・化粧品 

特に女性におすすめ。「杜氏は肌がキレイ」と言われるように、日本酒に美容効果

があると言われています。米糀や酒粕を使った商品が県内各地で作られており、お酒

が弱い方にも新潟清酒の良さを体感してもらえる。 
例）八海山酒（はっかいさん）ケーキ、麒麟山（きりんざん）利き酒しょこら、 

ゆきくら美白水 ほか 
 
３．こだわりの日本酒造り 

○ 雪室の利活用 

    雪国・新潟ならではの、雪室を活用した清酒も

多数。雪室に通年貯蔵することで、まろやかで味

わい深い熟成が進み、上品な香りが広がり、すっ

きりとした飲み口となります。20年前の古酒など、

"超"長期貯蔵された日本酒もある。 
  例）スパークリングゆきくら大吟醸、 

越の誉 雪室屋の酒 純米大吟醸 ほか 

○ ＮＩＩＧＡＴＡ・Ｏ・Ｃ（新潟清酒産地呼称協会） 

新潟清酒は、優れた伝統技術と恵まれた醸造環境で醸し出されます。県内 34 の蔵

では、新潟の米・地・水、質、技の５つの基準に適合した商品に『NIIGATA・O・C』

のマークをつけ、新潟にこだわった酒造りをしている。 



○ 輸出も盛ん 

H23 輸出量は 1,173kl で、対前年比 135.5％（国内全体の輸出量は約 2%の増）。ア

メリカ、韓国、香港、マレーシア、シンガポール等に輸出しており、特に韓国への

輸出量は前年比４倍と急激に増加した。 
新潟県酒造組合では、海外における新潟清酒のブランド化・認知度アップに向け、

欧州・韓国などで試飲会や日本酒セミナー等を開催している。 
 

４．酒関連のイベントがたくさん 

○ にいがた酒の陣 

・ 次回（H25 年 3 月）開催で記念すべき 10 周年を

迎える、新潟清酒の最大のイベント。 
・ オリジナルのおちょこを片手に、県内でも普段は

なかなかお目にかかれない銘柄が試飲でき、その

場で購入可能。旬の食材を用いた県内外のグルメ

が集まり、新潟清酒と合わせて堪能できる。 
・ 東京方面から上越新幹線を利用した宿泊プランが設定されるなど、県外からもたく

さんのお客様が来場（県外比率 4 割のシェア）。 

・ 本年 11 月には、東京（銀座三越）や海外（シンガポール）でも酒の陣を実施。 
・ 利き酒や、新潟清酒の蘊蓄を知って楽しむ新潟清酒達人検定も同時開催。新潟清酒

の魅力を広く世界に、そして後世に伝える金・銀・銅の達人を検定している。 
 

○ また、県内各地にて、酒の陣タイプのイベントが多数開催されている。 
① うんめぇ酒にアオーレ 越後長岡酒の陣（長岡市） 

県内最多の酒蔵を有する長岡市。上越新幹線・長岡駅前の好立地を活かしたイ

ベント。吉乃川等市内 16 の蔵元が参加。地酒コンシェルジュもスタンバイ。 
② ゆきぐに酒語りin牧之通り（南魚沼市） 

雪国の蔵元が集結するイベント。「国際ご当地グルメグランプリ」にあわせて

初開催。飲み比べて、気に入った銘柄をその場でショッピング。 
   ③ 城下町しばた酒の陣（新発田市） 

     市島酒造をはじめとする市内 4 蔵元が参加。4 社の社名入りオリジナルおちょ

こを片手に約 20 種類の銘柄を堪能。4 社の社長によるトークセッションも好評。 
④ 越後・謙信SAKEまつり（上越市） 

     今年で 7 回目を数えるイベント。上越・妙高両市の日本酒や、「日本のワイン

ぶどうの父」川上善兵衛が礎を築いた岩の原葡萄園のワインなど 18 蔵元が参加。

地元の食材や米粉を活かしたホワイト焼きそばの屋台も出店。 
 

 



 

○にいがた地酒の宿 

・新潟それぞれの土地の旬の素材を使った料理と、その土地の米と

水で作られる地酒の絶妙なマッチングによる、この時期・この場

所でしか出逢うことのできない「究極のお晩酌」を提供するプロ

ジェクト。 
・「新潟県内産の地酒を提供」「新潟県内産の食材を使った地酒に合

う献立・プランの提供」「新潟清酒の達人による献立の紹介」の要

件を満たす参加旅館・ホテルにて、酒と食の本場にいがたの魅力 
をとことん堪能できる。 

・ 新潟清酒に造詣の深い外部の方の入った認定委員会を立ち上げ、各参加施設の取組

を認定することで、質の高いサービス・内容に仕上げる。 
・ 本年 12 月に上越地区にて先行実施。2014 年春の DC を目標に、来春のプレ DC よ

り本格始動。前述の「にいがた酒の陣」にてお披露目会を実施する予定。 
 

 先行取組事例：一の宿 元 × 千代の光酒造  

一連の食事の中で異なるお酒を提供し、こだわりの料理とのコラボレーションを楽

しめる。 
  ・温かい鍋料理と、燗をした古酒 

・メイン料理の地元くびき牛の握り寿司と、全国的 
にも珍しい、もち米を使用したもち純米 

・デザートには大吟醸。チョコレートスイーツと、 
香り豊かな大吟醸 

 



酒蔵ツーリズム 

事例№2 

【類型①】様々な工夫を行っている取組事例 
 

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、常任幹事 

       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・地域振興局地域振興課 

 住 所 富山市新総曲輪１－７ 

 電 話 ０７６－４４４－９６０５ 

 ＦＡＸ ０７６－４４４－４５６１ 
 

（参考：直近 3ケ年の集客状況） 

－ 

 

 
 



 
（PR ポイント） 

１ 取組みの背景 

 ○ 富山県では、良質の水に恵まれ、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７０％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４位（平成２２年度） 

・地酒割合 全国５位（平成２２年度） 

 ○ 富山の地酒の全国的な知名度は高くない。 

 ○ 全国的な流れと同様、富山県においても清酒消費数量、出荷量は下落傾向にある。

 

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「女性のための日本酒セミナー」の開催 

    女子学生等を対象に、毎年１回、日本酒の楽しみ方を伝えるセミナーを開催し、

若い世代への日本酒の普及を促進 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



③日本酒で乾杯推進会議富山大会の誘致 

富山の地酒の魅力を県外に発信するとともに、県外からの誘客をはかるため、日本

酒で乾杯推進会議全国大会の富山県への誘致を働きかけ（平成２５年１０月の富山県

での開催が決定済み） 

 

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）

増加率 
全国 

(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%

 

 ・清酒の出荷量は下げ止まりの傾向がみられる 

 

 

 ○ 日本酒で乾杯推進会議富山大会の開催決定 

  ・平成２５年１０月５日（土）に高岡市で開催 

  （日本酒造組合中央会、県酒造組合、県卸酒販組合、 

県小売酒販組合連合会、県ホテル旅館生活同業組合、 

県料理業生活衛生同業組合、高岡市、富山県 

とともに、実行委員会を組織） 

 

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。 

 
 

 



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・地域振興局地域振興課 

 住 所 富山市新総曲輪１－７ 

 電 話 ０７６－４４４－９６０５ 

 ＦＡＸ ０７６－４４４－４５６１ 
 

（参考：直近 3ケ年の集客状況） 

－ 

 

 

 

 
 



 
（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。 
国指定重要文化財 森家 

 ・ 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。 

整備された通り 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⇒ 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 

富山湾 

岩瀬地区 

ＪＲ富山駅 

 
富山ライトレール 



 

（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）



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 
 
 



Ⅲ どぶろく雪見酒仕込み体験事業 

（実施地域） 

富山県氷見市、南砺市（「どぶろく特区」に認定された地域） 
 
 

（概要） 

どぶろくの仕込みと、雪を鑑賞しながら、どぶろくを旬な食材等と一緒に嗜む、最高

の体験「雪見酒」を通して、富山の魅力を発信し、体験型観光の促進を図る。 

将来的には、田植え、収穫から仕込みまでを体験できる「どぶろく共同蔵元制度」の

実施等により、年間を通した交流人口の拡大につなげていく。 

 
 

（実施主体・体制） 

「どぶろく特区」に認定された地域において、酒類製造業許可の免許取得者及び地域で

活動する各種団体等により構成された実行委員会 

（主な構成員：免許取得者、市、市観光協会、民宿部会、ＪＡ 等） 

 
 

（URL） 

－ 

 

 
 

（問い合わせ先） 

富山県観光・地域振興局地域振興課 

 住 所 富山市新総曲輪１－７ 

 電 話 ０７６－４４４－４４９６ 

 ＦＡＸ ０７６－４４４－４５６１ 
 

（参考：直近 3ケ年の集客状況） 

－ 

 

 

 

 
 



 
（PR ポイント） 

１ 取組みの背景 

 ○ 富山県では、良質の水に恵まれ、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。 

 ○ 富山県内では、平成１８年に氷見市、平成２３年に南砺市が、構造改革特区のどぶ

ろく特区に認定され、氷見市及び南砺市（利賀村）で特色あるどぶろくが製造されて

いる。 

 ○ 近年、グリーンツーリズムなど、体験型観光が着目を浴びてきている。 

 ○ 海外においても日本酒への関心が高まってきている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 取組みの内容 

（１）事業主体としての実行委員会の設立 

酒類製造業許可の免許取得者及び地域で活動する各種団体等が構成員となり実行委

員会を組織（主な構成員：免許取得者、市、市観光協会、民宿部会、ＪＡ 等） 

 

（２）国内外からの観光客誘致に向けた取組み 

  ①海外からの観光客誘致のためのＰＲパンフレットの作成 

  ・英語や中国語（繁体字）でのパンフレット作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

氷見市 

南砺市(利賀村) 

氷見市と南砺市（利賀村）の位置 

 



 

  ②海外（台湾）でのＰＲ 

  ・台湾から、有名ブロガーや雑誌記者を招聘し、どぶろくをはじめ、食や自然など、

富山の冬の魅力を紹介 

 

③旅行商品化に向けた取組み 

  ・どぶろくの仕込みを体験できるモニターツアーの実施 

  ・最低４人で参加できる、どぶろく仕込み体験の受付（通年受付） 

  ・台湾（台北、台中、高雄）において、富山県などが主催して開催した、現地旅行業

者等を対象とした観光商品提案会でのＰＲ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ④どぶろくを使ったメニュー開発 

  ・どぶろくと地域の食材を組み合わせた新メニューの開発による、観光資源としての

新たな魅力の創出 

 

 

３ 今後の展開 

どぶろくの原料となるお米の田植え、収穫から仕込みまでを体験できる「どぶろく共

同蔵元制度」を実施することなどにより、どぶろく特区ならではの魅力を活かして、年

間を通した交流人口の拡大につなげていく。 

 

 

 

 

 
 

 

モニターツアーのチラシ 仕込み体験のチラシ 

 



酒蔵ツーリズム 

事例№3 

【類型①】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

を改装した喫茶店やレストラン、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酒蔵通りの

案内もあり、ＪＲ西条駅周辺で半径１ｋｍ以内に８社もの酒蔵が集積した酒蔵通りは、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２４年で２３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） 

（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.hiroshima.jp 
 

（参考：直近 3ケ年の集客状況） 

【西条駅前案内所来訪者数】（年間）       【酒まつり】（2日間） 

平成２２年度：２０，３９２人          平成２２年：２４万人 

 平成２３年度：２６，２１２人          平成２３年：２５万人 

 平成２４年度：２１，５５０人          平成２４年：２４万人 

（平成２４年度は平成２４年４月～２５年１月） 
 

  

http://www.hh-kanko.ne.jp/
http://www.saijosake.com/japanese/index.html
http://sakematsuri.com/
mailto:hgh200941@city.higashihiroshima.hiroshima.jp


（PR ポイント） 

１．気軽に楽しめるまち並み散策 

ＪＲ西条駅を中心として東西半径約１ｋｍ以内に８社の酒蔵が建ち並ぶ酒蔵通りに

は、酒蔵の白壁やなまこ壁、レトロな赤レンガや煙突が連なり、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。 

   

 



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、見学室の整備や酒蔵を改装した喫茶店・レストラ

ン、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） 

〇遊休酒蔵を活用した喫茶店やレストラン 

酒蔵を改装した飲食店も      吟醸酒をかけて食べるシフォンケーキ 

茂輝酒造 酒蔵カフェ「円座」） 

                  

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

使ったお菓子やお土産もある。各蔵趣向を凝らしたオリジナルグッズも盛りだくさ

ん。 

 
              

   

 

    

（割烹しんすけ、山陽鶴酒造内）   （賀

  
         

 

 



４．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９００

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。 

賑わう酒蔵通り 

〇酒蔵通りでのイベント 

・若者たちによる酒蔵イベント 

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」や、

県内で美術を学ぶ大学生の作品を展示する「ＡＲＴ in 酒蔵」など斬新な取組が行わ

れている。 

     

  ５．市民や学校による酒造りの伝承・ＰＲ

   

酒まつり姫神輿    酒ひろばの様子    多くの人出で

 

戦国武将がもてなす「戦国カフェ」  ３大学の学生による「ART in 酒蔵」 

 

 

  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 西条」と題す

る演目を酒まつりで毎年披露する。 

  

市民同好会による酒づくり唄        西条小学校：オペラ「白壁の町」 

  



 

６．仕込み水めぐり 

西条駅前の８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

している。 

 

７．西条・山と水のグランドワーク

   

 

西条酒造協会（９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。 

   

 

 

８．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に、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。 

 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=%E8%A5%BF%E6%9D%A1%E5%B1%B1%E3%81%A8%E6%B0%B4%E3%81%AE%E7%92%B0%E5%A2%83%E6%A9%9F%E6%A7%8B&source=images&cd=&cad=rja&docid=dpmczyBlA_TIxM&tbnid=3BJyQ01hL_XNxM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.shokumirai.jp/report/about_activity/&ei=D0UwUcH3MseokAXzwYGwCg&bvm=bv.43148975,d.dGI&psig=AFQjCNHGurnhcjovohQD4mAiohzMYyrYzw&ust=1362204229758751�
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=%E6%9D%B1%E5%BA%83%E5%B3%B6%E5%B8%82%E3%80%80%E3%81%AE%E3%82%93%E5%A4%AA&source=images&cd=&cad=rja&docid=sqHBqXDm5GXmiM&tbnid=EuSYZPL0iYTw8M:&ved=0CAUQjRw&url=http://tabetainjya.com/archives/koneta/post_2523/&ei=QkAwUZPvN5GMlQWuloHIBw&bvm=bv.43148975,d.dGI&psig=AFQjCNH9c0KZDYrr659pTHjg__qWcY4k-A&ust=1362202960939464�
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=%E6%9D%B1%E5%BA%83%E5%B3%B6%E5%B8%82%E3%80%80%E3%81%AE%E3%82%93%E5%A4%AA&source=images&cd=&cad=rja&docid=Z_V0yqLdGS6pzM&tbnid=UAQASdFvsYAxoM:&ved=0CAUQjRw&url=http://nontanews.jugem.jp/?eid=23&ei=X0AwUZWDF4rakgWBqIHgCw&bvm=bv.43148975,d.dGI&psig=AFQjCNH9c0KZDYrr659pTHjg__qWcY4k-A&ust=1362202960939464�


酒蔵ツーリズム 

事例№4 

【類型②】通年型酒蔵めぐり等を盛り込んでいる取組事例 
 
長野県 

長野県内の酒蔵ツーリズムについて 

 
 

（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 酒蔵・味噌蔵・ワイナリーめぐり 

 ③ 上諏訪街道呑みあるき 

 ④ 北アルプス三蔵呑み歩き 

 
 

（実施主体・体制） 

 

①長野県酒造組合 

②地域連携長野電鉄長野線沿線活性化協議会 

③上諏訪街道呑みあるき実行委員会 

④北アルプス三蔵呑み歩き実行委員会 
 

（URL） 

  

①http://www.nagano-sake.or.jp/ 

②http://www.nagaden-net.co.jp/yashiro/activation.html 

③http://www.nomiaruki.com/ 

④http://www9.plala.or.jp/nomiaruki/ 
 

（問い合わせ先） 

 

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

②中野市総務部政策情報課             TEL 0269-22-2111 

③宮坂醸造企画部                  TEL 0266-52-6161 
④北アルプス三蔵呑み歩き実行委員会   TEL 0261-23-7511 
 

（参考：直近 3ケ年の集客状況） 

  － 
 

  



 

（PR ポイント） 

全国でも屈指の蔵元数（平成 24 年 4 月時点 85 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 76 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：本醸造 1本（720ml）、スタンプ 20 個：純米 2本（720ml）、

  スタンプ 30 個：純米吟醸 2本（720ml）、全蔵スタンプ 76 個：各種イベント招待・お

好みの地酒 4本（720ml）となっている。 

 

 ② 酒蔵・味噌蔵・ワイナリーめぐり[10/20～10/28 の 9 日間、＠1,500 円] 

   長野電鉄沿線の日本酒・ワイン・味噌の蔵元めぐりをセットにした企画乗車券を発

売し、試飲・蔵見学・スタンプラリー・商品割引等を実施。 

 

 ③ 上諏訪街道呑みあるき[春秋各１日・イベント型、＠2,000 円] 

   諏訪市内の５蔵でパスポートを発行、各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。 

 

④ 北アルプス三蔵呑み歩き[秋１日・イベント型、＠1,000 円] 

大町市内の３蔵で参加証（利き猪口）を発売、各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。まちの随所できのこ汁やおにぎりの振る舞い、ミニコンサ

ート等のイベントでおもてなし。ＪＲの臨時列車（松本→信濃大町）運行あり。 

 

【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、これま 

でに延べ 2,245 の認定されている。（平成 25 年 1 月 28 日現在） 

 

 
 

長野県原産地呼称管理制度 

ロゴマーク

 



酒蔵ツーリズム 

事例№5 

【類型②】通年型酒蔵めぐり等を盛り込んでいる取組事例 
 
石川県珠洲市 

奥のとトロッコ鉄道（宗玄酒造） 

 
（実施地域） 

石川県珠洲市 
 

（概要） 

 能登杜氏は日本４大杜氏の１つとして有名であるが、珠洲市をはじめとした奥能登地域

でもさまざまな銘醸日本酒が生産されている。 

 江戸時代の中ごろ（1768 年）より珠洲市で酒造業を営む宗玄酒造株式会社は、2005 年

に廃線となったのと鉄道の旧恋路駅と駅周辺の土地を買い受け、トンネルを日本酒の貯蔵

庫に改築するとともに、貯蔵庫から恋路駅までの間約 400ｍに線路を復元し、自分の足で

こいで進むトロッコ（「奥のとトロッコ鉄道」）を走らせる。（H25.4.1～） 

将来的には、旧恋路駅周辺でカフェを開設することも計画しており、家族連れや若者が

興味を持って訪れる環境を整備することで、酒蔵を核とした地域の活性化を図る。 

 

 

（実施主体・体制） 

のと線遺産活用倶楽部（恋路観光協会、レストラン浜中、宗玄酒造） 

 

 

（URL） 

宗玄酒造株式会社（「のトロ」ファンクラブ・「隧道蔵」オーナー倶楽部） 

http://www.sougen-shuzou.com/notoro_zuidou/notoro_top.html 

 

 

（問い合わせ先） 

宗玄酒造株式会社 

石川県珠洲市宝立町宗玄 24－22 

TEL 0768－84－1314 

FAX 0768－84－1315 

 

 

（参考：直近 3ケ年の集客状況） 

― 

 

  



（PR ポイント） 

１．北陸初のトンネル貯蔵酒（「隧道蔵オーナー倶楽部」） 

 かつてのと鉄道が走っていた宗玄トンネルを

改築し、日本酒貯蔵庫「隧道蔵」として整備。 

トンネル内は日本酒を醸すのに理想的な温度

と湿度で管理され、オーナーは、好みの酒質の

日本酒を好きな期間熟成することができる。 

 

 

 

 

２．奥能登トロッコ鉄道（「のトロ」ファンクラブ） 

 のと鉄道の旧恋路駅から宗玄トンネルまでの

400ｍを再現し、「奥のとトロッコ鉄道」（愛称：

のトロ）として整備。 

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を楽しむことがで

きる。トンネル内では、キャラクター「のトロ」

が観光客を迎えてくれる。 

 

 

○報道記事（H25．2．7 北國新聞 朝刊） 

 



 



酒蔵ツーリズム 

事例№6 

【類型②】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４酒造、鹿島商工会議所、鹿島市観光協会、鹿島市 

オブザーバー：佐賀県流通課、佐賀県観光課、佐賀県観光連盟、佐賀県情報課、 

ＮＰＯ価値創造プラットフォーム 
 

（URL） 

http://www.facebook.com/saketourism 
 

（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） 

２０１２年 約３０，０００人 
 

  



（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、今後の取組みをどうしていくか月 1回程度協議会を開催。まずは市

内の酒蔵や地域の食や文化を紹介するパンフレットを作成。 

 

また、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、「第 1 回鹿島酒

蔵ツーリズム」を平成 24 年 3 月 24 日、25 日の 2 日間開

催し、鹿島市の人口とほぼ同じ約 3万人が訪れた。 

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、6蔵を巡る手形やスタンプラリー及びツーリズ

ム記念グッズ（6蔵酒セット、前掛け、お猪口等）の販売

も行っている。 

 参加者の状況としては、ＩＷＣチャンピオン・サケ受

賞効果もあり鹿島市へ初めて訪れる方も非常に多く、遠

くからは東京方面からの来客もあった。アンケート結果

では約 9 割の方が何かの買い物をしており経済効果もで

ている。                         酒蔵マップ 

 

 

 

 

 

 

H23.11 鍋島受賞祝賀会にて協議会

設立紹介 



 

（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 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     無料循環バスの様子                 蔵元と参加者の語らい 

 

 

【今後の取組み】 

 今後の取組みとしては、イベントだけではなく年間を通じた取組み、また、様々な

素材等との連携を深めていくため部会（イベント、食との連携）の設置や、おもてな

しの向上のため酒蔵観光ガイドの育成講座を始めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    観光ガイド講座研修                 酒蔵での現地研修            

 



酒蔵ツーリズム 

事例№7 

【類型③】地元の酒を関係者で盛り上げる取組事例 
 
埼玉県 

埼玉地酒応援団 

 
（実施地域） 

埼玉県内をはじめ日本全国 
（概要） 

 埼玉県は全国でも有数の清酒出荷量を誇る関東の酒どころであるが、全国的にはあまり

知られていない。そのため、埼玉地酒をこよなく愛する者達が業界の垣根を越えて、埼玉

の地酒を県内外に発信していくために結成。主な活動は、①年２回開催する例会（試飲会）

と②「埼玉の地酒で乾杯運動」の推進。  

（実施主体・体制） 

埼玉地酒応援団   

顧問：埼玉県知事 

団長：埼玉県経営者協会名誉会長 

副団長：埼玉大学副学長、元埼玉県副知事 

広報部長：ＦＭ ＮＡＣＫ５ パーソナリティー 

【事務局】埼玉県（観光課） 

（URL） 

http://www.sainokuni-kanko.jp/?page_id=988 

（問い合わせ先） 

埼玉県産業労働部観光課 

住所 埼玉県さいたま市高砂３－１５－１ 

電話 ０４８－８３０－３９５５ 

FAX  ０４８－８３０－４８１９ 

（参考：直近 3ケ年の集客状況） 

   － 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



（PR ポイント） 

 

○埼玉地酒応援団の活動概要 

（１）例会（試飲会）の開催（年２回） 

（２）「埼玉の地酒で乾杯運動」の推進（134 の会合で約 6500 人参加：平成 23 年実績） 

   団員が各種会合での乾杯を「埼玉の地酒」で行うよう働きかけている。 

（３）のぼり旗、卓上のぼり旗の販売 

   「埼玉地酒応援団」ののぼり旗等を作成し、酒販店、飲食店に販売している。埼玉

地酒を店頭に置く仕掛けづくり。 

（４）名刺の販売 

   「埼玉地酒応援団」の名刺を作成し、販売している。団員は名刺を持って夜な夜な

埼玉地酒をＰＲ。 

 

○活動の成果 

地道な活動で埼玉の地酒ファンの裾野を広げている。県内の居酒屋では、埼玉の地酒を

置く店が増えている。また、清酒出荷量、団員数も以下のとおり伸びている。 

 

◆埼玉地酒応援団の結成時（平成 20 年 1 月 28 日） 

①清酒出荷量  7 位（１９５５５ｋＬ（キロリットル）：平成 19 年） 

②応援団員数  １３０名 

◆現在の状況（平成 24 年 12 月１日現在） 

①清酒出荷量  4 位（２２６９５ｋＬ（キロリットル）：平成 23 年） 

②応援団員数  １１１７名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     のぼり旗                 名刺（裏） 

 

 

名刺（表） 

 



【類型③】地元の酒を関係者で盛り上げる取組事例 
 

酒蔵ツーリズム 
熊本県球磨地域 

事例№8 

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、焼酎祭等 

【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 

【海外展開】       テイスティング会、展示会等への出展による情報発信 

 

（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、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 
 

（参考：直近 3ケ年の集客状況） 

 
 

http://www.kumashochu.or.jp/
mailto:office@kumashochu.or.jp


（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。 

 

・人吉球磨地域にある球磨焼酎の蔵元２８のうち１５蔵元

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２００種を超える銘柄を

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。 

 

・いくつかの蔵元では、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（６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（３回目）」（あさぎり町）、「多良木の焼酎を愉しむ夕べ」（多良木町）

 

 

 

 

 



【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。（８７８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。（３４０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。（中原丈雄さん（俳優）、内村宏幸さん（放送作

家）、蒲島郁夫さん（熊本県知事）など２３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。 

 



○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、ソーダ割などお勧めの飲み方を、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 

・消費者（女性限定）や料飲店オーナー等を対象にしたセミナーの開催（熊本、東京）

・地元の旅館、ホテル、宿泊施設の女将、従業員等を対象とした勉強会の開催（人吉）

 

 

【海外展開】 

○海外での県産品拡販の取組み（熊本県主催） 

 ・アメリカ・シアトルで開催したレストラン、食品輸入・小売関係者等約１００名

を対象にしたレセプションで、天草産のブリやハマチ、「クマモト･オイスター」

など県産の魚介類、球磨焼酎（今回は５蔵元が参加）のトップセールスを実施。

テイスティングを通じて魚介類との相性のよさをアピールしながら、球磨焼酎の

魅力を多くの来場者に体験いただいた。 

 

・シンガポールにおいて、百貨店での県産の野菜や魚介類、特産品を紹介する「熊

本フェア」に球磨焼酎を出展、販売するとともに、地元レストランのオーナーシ

ェフによる「熊本ディナー」で地元食材を使った料理とともに提供し、招待され

た現地メディアや B to B での継続的な取引が期待できるホテルのシェフ、食料

流通関係者へ球磨焼酎の魅力をアピールした。 

 



 



 

酒蔵ツーリズム 

事例№9 

【類型④】通年型酒蔵めぐり等を盛り込んでいる取組事例 
 
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、３９の蔵元を抱え、清酒製造出荷額において全国第６位（平成２２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プロモーションに加えて、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。 

特に、平成２５年秋のＪＲ東日本と連携したデスティネーションキャンペーンの本

番に向けて、本県の酒を発信するとともに、酒を入り口とした誘客につなげるため、

蔵付分離酵母※により醸造したオリジナルな酒の県内限定販売や、来県された観光客に

美味しい秋田の地酒を味わっていただくため、宿泊施設等従業者を対象とした「秋田

地酒ガイド講習会」を開催するなど、様々な取組を実施している。 

また、海外においては、米国、英国を中心に、各蔵元と県が連携しながら、現地で

の試飲商談会、見本市への出展等によるプロモーションを展開しており、特に、英国

で開催されたインターナショナル・ワイン・チャレンジ（IWC）2012 で秋田県産酒が

最高賞を受賞するなど、秋田県産日本酒の評価が高まっていることを背景に、海外で

の秋田ブランドの定着に向けてプロモーションを強化している。 

 
※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） 

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


 

 
１ 高いポテンシャルを有する酒蔵の取組 

全国でも有数の米どころ、酒どころとして知られている秋田県は、３９の酒蔵を有し、

それぞれが切磋琢磨した中から生みだされる酒は、「美酒」との誉れが高く、多彩な取組

を行っている。 

 

（１） 木村酒造（湯沢市）：２９２蔵６８９銘柄が出品したインター

ナショナル・ワイン・チャレンジ（IWC）2012「ＳＡＫＥ部門」

の最高賞チャンピオン・サケを「大吟醸 福小町」が受賞。 

 

（２） 飛良泉本舗（にかほ市）：五百有余年の歴史を持つ日本で３番

目に古い蔵元。 

 

（３） 小玉醸造（潟上市）：酒蔵をリノベーションした写真ギャラリ

ー「ブルーホール」を併設し、水中カメラマン中村征夫氏の作

品等を常設展示。 

酒蔵をリノベーションした写真ギャラリー 

小玉醸造（潟上市） 

 

（４） 「ＮＥＸＴ
ネ ク ス ト

５」（県内５つの蔵元の若手経営者）：ライブハウ

スやイタリア料理店で日本酒を試飲するイベントを実施。若年層のファンを徐々に

獲得しつつあり、共同醸造した４つの地酒はすべて完売。 

 

（５） 阿桜酒造（横手市）：日本が世界に誇れる文化のひとつである日本酒を若者へ伝え

るため、「蔵ギャル」今泉宏美さんとＳＡＫＥプロジェクトを立ち上げ、若者向け

の日本酒を開発。 

 

 

 

 

 

 

ＩＷＣ2012 チャンピオン・サケ

「大吟醸 福小町」 

県内蔵元の若手経営者 NEXT５ 



 

 

２ 酒蔵等が実施する県内外の主なイベント等 

イベントでは県内各地の地酒を提供する他、新しい飲み方やフードとのマッチングの

提案をしたり、ギャラリー、ライブハウスやイタリアンレストランで開催することで、

これまで日本酒とは結びつきが薄かった若年層、女性客を取り込んだりするなど、ファ

ンを拡大させるための新たな取組が見られる。 

 

実施主体 名 称 場 所・開 催 日 

首都圏・秋田市 
秋田のお酒を楽しむ会 

（2012 年 3 月 6 日他） 

秋田市 
秋田のお酒講座 

（2012 年 10 月 24 日他） 
秋田県酒造協同組合 

秋田市 
清酒品評会 一般公開 

（2012 年 10 月 18 日） 

東京ｱﾝﾃﾅｼｮｯﾌﾟ「あきた美彩館」
秋田酒こまちフェア 

（品川）（随時） 

秋田市 
ＮＥＸＴ５ Ｆｕｓｉｏｎ 

（2012 年 3 月 31 日） 

酒縁２０１２ 秋田市 し ゅ わ っ と

酒和从
～まだ見ぬ美酒に逢える場所～ （2012 年 5 月 13 日） 

 

秋田市 
（社）秋田青年会議所 秋田醸しまつり 

（2012 年 10 月 8 日） 

湯沢市 
湯沢酒販青年会 酒ＥＸＰＯ2012ｉｎ湯沢 

（2012 年 10 月 18 日） 

由利本荘市 
秋田県酒造組合由利支部 本荘・由利の地酒を楽しむ会 

（2012 年 10 月 12 日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○３９ある酒蔵のうち、２５の酒蔵が見学可能。 

○２月～３月にかけて酒蔵開放キャンペーンを実施。 

今年は２１の酒蔵がそれぞれに趣向を凝らして実 

施している。 

 

多くの来場者で賑わう秋田醸しまつり 

秋田拠点センター「アルヴェ」（秋田市） 

酒造りの技術を継承する「仙人蔵」

秋田酒類製造(株)（秋田市） 



 

３ 蔵付分離酵母を活用したオンリーワン商品の共同開発 

  秋田県総合食品研究センター醸造試験場が各蔵から採取した酵母を分離選抜し、各蔵

オリジナルの蔵付分離酵母を使用して醸造した地酒を、平成２４年１０月からのプレデ

スティネーションキャンペーン（プレＤＣ）に向けて販売した。 

県内４蔵が参加した「秋田蔵付分離酵母の純米酒」シリーズの第１弾約２，０００本

は、秋田県内限定で販売したにも関わらず、約３か月で完売した。 

今年の１０月～１２月に実施されるＤＣ本番に向け、参加蔵数を１０蔵以上に拡大し、

統一的かつ集中的に売り出すことで、「美酒王国秋田」の声価高揚と観光誘客の拡大につ

なげていく。 

 

【取組の特徴】 

（１）県内の酒造業の歴史を生かした個性的な酒の開発 

県内酒蔵のうち、創業１００年以上の歴史がある古い蔵は２２蔵で、全体の半数

以上を占める。これらの酒蔵には、特有の蔵付酵母が住みついていて、各蔵が醸造

する酒を特徴のあるものにしていると考えられている。 

県総合食品研究センターでは、県酒造協同組合と共同で仕込み蔵の神棚や天井近

くの柱に貼り付けてあったお札、破魔矢などから酵母を採取し、培養・分離後、試

験醸造を行い、アルコール発酵能・香りなどの評価が優れているものを選抜し、「秋

田蔵付分離酵母」とした。 

発見された酒蔵でしか使えないことで、各蔵の個性ある清酒開発が期待できる。

 

（２）プレミア感の創出 

蔵付分離酵母で醸造した酒であることが一目でわかるよう、蔵ごとの番号が前面

に出る珍しい基本ラベルに統一し、発売までのストーリーを紹介した。 

販売は、基本的に蔵の地元酒販店数店舗にし、各店の取扱は１銘柄だけにするこ

となどで、複数銘柄を購入するためには実際にその地域を訪れる必要がある仕掛け

とした。 

これら数量限定、期間限定、販売地域限定、通販不可の販売手法などの取組によ

り消費者がプレミア感を感じられるような工夫を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各蔵元の眠りからさめた順に番号がつく 古い酒蔵等から分離選抜した酵母で醸造 

日の丸酒造(株)（横手市） 秋田県オリジナルシリーズ



 

４ 地酒を切り口としたツーリズム等 

  ３９ある酒蔵のうち、２５蔵が見学可能であり、ツアーコースの定番に組み込まれ観

光資源として認識されている蔵も多数ある。 

  美酒を活用した独自のツアーが造成されているほか、東北観光博等を機に地酒を活用

した宿泊プランが実施されているほか、地酒を通じたおもてなしをするための講習会等

を実施している。 

 

（１）東北観光博と連携した宿泊プラン 

田沢湖・角館地域の宿泊施設では、東北観光博を機にお酒の飲み比べが出来るお得

な宿泊プランを実施。秋田の地酒を堪能してもらおうと宿泊客に地酒「秀よし」※の

利き酒セットを提供している。※鈴木酒造店（大仙市） 

 

（２）「地酒のおもてなし力向上」のための講習会の開催 

秋田ＤＣや平成２６年に開催される国民文化祭の開催に向け、来県する観光客に美

味しい秋田の地酒をあじわっていただくため、宿泊業等のフードサービス業従事者を

対象に「秋田地酒ガイド講習会」（平成２５年３月：秋田市）を開催。 

 

（３）海外日本酒関係者対象のツアー開催 

２０１０年夏から米国、オーストラリアの日本酒関係者に向けて「Sake Brewery 

Tours」主宰中村悦子氏がプロモーションを展開し、県内の複数の酒蔵見学を軸に温

泉巡り、農家体験等ができるツアーを開催。 

 

 

プレＤＣ（平成２４年１０月～１２月）期間に実施されたツアー例 

○男鹿半島と酒蔵をめぐる旅（東京駅発 1泊 2 日） 

東京駅 →秋田駅 → 小玉醸造酒蔵・写真ギャラリー「ブルーホール」見学 →  

なまはげ館・真山伝承館見学 → 男鹿温泉 → （宿泊） → 秋田駅 →  

角館駅 → 角館武家屋敷通り散策 → 角館駅 → 東京駅 

 

○角館と県南の内蔵をめぐる旅（仙台駅発日帰り） 

仙台駅 → 角館駅 → 角館武家屋敷通り散策 → 旧池田市庭園見学 →  

秋田ふるさと村（昼食） → 増田のまちなみ・内蔵見学→ 湯沢市民プラザ・ 

絵どうろう見学 → 木村酒造見学 → 大曲駅 → 仙台駅 

 

 

 

小玉醸造 

木村酒造 



 

酒蔵開放に併せて実施されたツアー例 

○鳥海山麓厳冬の氷瀑・伝統芸能と日本酒でぬぐだまるツアー（秋田駅発 1泊 2 日） 

秋田駅 → 羽後本荘駅 → 矢島駅 → まちあるきツアー →  

酒蔵開放イベント（限定酒の試飲、酒造り体験、郷土芸能披露等）  

→ (宿泊) → 法体の滝・スノートレッキング → (昼食・入浴) 

→秋田駅 

 

 

世界自然遺産白神山地が育む「水」をテーマに実施されたツアー例 

○白神の水をたどって森の恵みと「あきた」農山村・旬を感じる

県外 → 木工品市場(木工体験

ツアー（県外発 1泊 2日）

) → 留山の森散策 → 白瀑の滝見学 

→ 白瀑（酒蔵）見学 → (夕食・宿泊) → サケの遡上見学 

→ 十二湖散策 → (昼食) → しらかみカフェ →県外 

 

 

 

 

 海外への積極的な売り込み 

秋田県産酒の総出荷量に対する輸出の割合は約０．９％で、全国平均の１．８％には

伸び続けている。輸出先は、米国が全体の５５％を占め、

香

 

（１）米国向けの取組 

輸出に熱心な蔵元のニーズを把握し、米国で有望な

に、B to B のビジネス試飲商談会を、

ジ

（２）

県産酒を業界関係

定多数のバイヤーとのネットワーキ

ン

５

及ばないものの、右肩上がりで

港（６．５％）、韓国（６．４％）と続いている。 

秋田県産酒の海外への売り込みは次のとおり実施している。 

 

市場をターゲット

ェトロ現地事務所や総領事館と共催している。 

 

英国向けの取組 

レストラン専門見本市に出展し、

者に紹介し、不特

グにより、販路の拡大を図っている。 

しぼりたて新酒の試飲即売

佐藤酒造店（由利本荘市）

仕込み水の試飲 

山本合名会社（八峰町） 

海外でも好評な秋田の地酒 

 



酒蔵ツーリズム 

事例№10 

【類型④】酒まつりイベントや蔵開放などを中心とした取組事例 
 
千葉県神崎町 

発酵の里こうざき酒蔵まつり 

 
（実施地域） 

千葉県神崎町 
 
 

（概要） 

  千葉県香取郡神崎町は、利根川水系の肥沃な土壌がもたらした水稲と、良質で豊富な水の恵み、江

戸という大消費地を背景とした利根川舟運の賑わいにより、古くから酒の醸造が盛んであり、半径約

５００ｍ程度の範囲にかつて７軒の蔵元が軒を連ねていた。 
  このまつりは、３００年以上醸造を続けている２軒の伝統ある酒蔵の「酒蔵まつり」を中心事業と

して、周辺の国道・町道全長約１ｋｍを歩行者天国とし、味噌や「ひしほ」といった発酵食品や地元

農産物をはじめとした店舗の設置・既存商店の参加により街全体を会場として開催している。 
 

（実施主体・体制） 

発酵の里こうざき酒蔵まつり実行委員会 

構成団体：鍋店(株)・(株)寺田本家・神崎町・神崎町商工会 

 
 

（URL） 

http://www.town.kozaki.chiba.jp/sangyo/kuramaturi2013.html 

 

 
 

（問い合わせ先） 

千葉県香取郡神崎町まちづくり課 

 住 所 千葉県香取郡神崎町神崎本宿１６３番地 

 電 話 ０４７８－７２－２１１４ 

 ＦＡＸ ０４７８－７２－２１１０ 

 

（参考：直近 3ケ年の集客状況） 

２０１０年 ３５，０００人 

２０１１年 震災により中止 

２０１２年 ４０，０００人 

 

 
 

  



（PR ポイント） 

以前は別々に実施していた２軒の酒蔵のお祭りを５年前から同時開催し、酒蔵の周

辺街道延長約１ｋｍに及ぶ国道・町道を歩行者天国とし、既存商店も含め発酵食品や

地元農産物をはじめとした２００以上の店舗が軒を並べる。 

酒蔵見学や３０種類以上の無料試飲・当日限定酒の販売の外、酒蔵内及び歩行者天

国内の路上に計４箇所のステージが設置され、祭囃子の演奏・歌や踊りなど各所で

様々な催しを実施。最盛期７軒の酒蔵が軒を並べた街全体が会場となり、当日は舟運

華やかなりしかつての賑わいが呼び戻されるようになった。 

この事業がきっかけとなり、神崎町は「発酵の里こうざき」としてまちづくりを進

めるようになり、今まで閉鎖する店舗が増える一方であった街中に、豆腐店や酒粕発

酵酵母を使ったパンを焼くパン屋など、新規出店も見られるようになってきた。また、

対外的にも本町が認識されるようになり、本年１月には関東で初めて「全国発酵食品

サミット」を本町で開催するに至った。 

現在「発酵の里こうざき」のキャッチフレーズを商標登録出願中であり、町の商工

観光振興の趣旨に合致した商品や産品を認定し、販売することにより、町の「発酵の

里」としてのイメージの確立や、産品の差別化・「発酵の里」のロゴを付した産品の

流通による町の情報発信を進められるよう事業を展開している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歩行者天国となった会場の様子          試飲の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     人気の発酵足湯の様子          酒蔵見学の様子 
 

 



酒蔵ツーリズム 

事例№11 

【類型④】酒まつりイベントや蔵開放などを中心とした取組事例 
 
京都府 

酒蔵のまち 京都・伏見 

 

（実施地域） 

京都府京都市伏見区 
（概要） 

 酒蔵のまち・伏見を地域内外にＰＲするため、観光協会や酒蔵組合、商店街などが一体

となり、以下のような事業を実施している。 

 

① 日本酒関連のイベント 

・伏見の清酒日本酒まつり 

・京都伏見バル 

・伏見酒蔵寄席 

 

② 酒蔵活用事業 

・伏見夢百衆（地元酒造会社旧本店を喫茶・土産物販売・案内所として活用） 

・酒蔵通りライトアップ 

 

（実施主体・体制） 

ＮＰＯ法人伏見観光協会、伏見酒造組合、京伏見御蔵会（酒蔵を活用した集客施設が活

性化を考える会） 
 

（URL） 

京都伏見観光連携協議会ホームページhttp://kyoto-fushimi-kanko.jp/ 

伏見酒造組合公式サイトhttp://www.fushimi.or.jp/ 
 

（問い合わせ先） 

京都府商工労働観光部観光課 

住所  京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町 

電話  ０７５－４１４－４８５４ ＦＡＸ ０７５－４１４－４８７０ 
 

（参考：直近 3ケ年の集客状況） 

主な周辺施設の年間入込客数 

平成２１年 約 990,892 人 

平成２２年 約 1,278,327 人 

（平成２３年は未集計） 

http://kyoto-fushimi-kanko.jp/
http://www.fushimi.or.jp/


【ＰＲポイント】 

豊かな自然風土に恵まれ、京文化に磨きあげられた伏見の清酒。かつて“伏水”と

も書かれていたほどに天然の良水に恵まれた伏見は、京都の酒どころとして知られ

る。また、歴史的な町並みや酒蔵、文化財が共存し、観光スポットとしても賑わいを

見せている。 

酒蔵のまち・伏見を地域内外にＰＲするため、観光協会や酒蔵組合、商店街などが

一体となり、独自の事業を展開している。 

 

1. 伏見の清酒 日本酒まつり 

今年で７回目を迎えるイベント。地元酒蔵会社・伏見酒蔵組合と連携し、伏見の

清酒を盛り上げる。日本酒まつりに合わせて蔵元が独自に開催する「蔵元イベント」

は１０を越え、過去最高となる。 

   

① 日時：第７回－平成２５年３月２３日（土） 

② 場所：御香宮神社、伏見夢百衆 等 

 

③ 内容 

○伏見の清酒きき酒会 

 参加料：１０００円 

（チケット事前購入制） 

○伏見ほろ酔い市 

 伏見清酒即売、伏見土産、京野菜など 

 様々な物品を販売。 

○蔵元イベント 

 新酒の試飲や酒粕の販売、酒蔵見学など 

各蔵元が独自に開催するイベント。 

○あったか粕汁の販売 

 伏見の酒粕を使用した粕汁を参加店舗店頭にて限定販売。 

○お猪口プレゼント 

 期間中（３月１日～３月２３日）、参加店舗で清酒をお買い上げの方にお猪口をプ

レゼント。 

 

④ 参加者予定人数：５０００人 

⑤ 主催：ＮＰＯ法人伏見観光協会、伏見酒蔵組合 

⑥ 協力：地元酒蔵会社、伏見七商店街、京伏見御蔵会、地元酒販店 

 

 



2. 京都伏見バル 

地元飲食店、企業と連携した「チケット制」食べ歩きイベント。地域への話題性

と新たな集客、リピーターを生み出す。 

 

① 日時：第１回－平成２４年１０月２７日（土） 

② 場所：伏見桃山・中書島エリア 

③ 内容 

・参加者はチケットを購入し、ガイドマップを見ながら巡りたい飲食店を決定。 

・お得な特別メニューを各店舗でお楽しみいただく。 

・当日使い切れなかったチケットは、参加店舗で５００円の金券として使用可能。

④ チケット購入価格 

前売り：１セット３,０００円(５枚綴り) 

当 日：１セット３,５００円(５枚綴り)                  

⑤ 参加店舗：７０店舗 

⑥ 来訪者数：５,０００名（概算） ※チケット販売数は２,１９４セット 

⑦ 主催：ＮＰＯ法人伏見観光協会、協力：京伏見御蔵会 

ガイドマップ            チケット 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【伏見バルの様子】 

 

 

 

 

 

 

 



 



酒蔵ツーリズム 

事例№12 

【類型④】酒まつりイベントや蔵開放などを中心とした取組事例 
 
兵庫県 

兵庫県内の酒蔵ツーリズムについて 

 
（実施地域） 

兵庫県内神戸市、播磨地域 
 

（概要） 

兵庫県内の酒どころである神戸市東灘区・灘区及び播磨地域の酒蔵地域において、職

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している。 

１.２０１２灘の酒蔵探訪 

２.はりま酒文化ツーリズム 
 

（実施主体・体制） 

１.２０１２灘の酒蔵探訪実行委員会 

 （灘五郷酒造組合、(財)神戸国際観光コンベンション協会） 

２．・播磨広域連携協議会（会長：姫路市、副会長：加古川市、たつの市、小野市） 

  ・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） 
 

（URL） 

１.http://www.feel-kobe.jp/ 

２.http://www.facebook.com/harimasake2 
 

（問い合わせ先） 

１.神戸市産業振興局観光コンベンション部観光コンベンション課 

  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 

２.播磨広域連携協議会（事務局） 

  住 所 兵庫県姫路市安田４丁目１番地 

      姫路市市長公室企画政策推進室 

  ＴＥＬ ０７９－２２１－２２０３ 

  ＦＡＸ ０７９－２２１－２３８４ 
 

（参考）直近 3ケ年の酒蔵スタンプラリー応募者数 

１.平成 22 年 6,030 名 

平成 23 年 6,610 名 

平成 24 年 5,548 名 

 ２.平成 24 年 バスツアー実施回数及び参加者数 ５回 １６４名参加 
 



 
（PR ポイント） 

１.２０１２灘の酒蔵探訪（兵庫県神戸市） 

  期間中の酒蔵開放では、普段は見学できな

い酒蔵の蔵内見学を案内するほか、各酒蔵の資

料館では、文化財指定された昔の酒づくり道具

の展示や、酒造りの工程の紹介映像など、奥深

い内容がそろっている。また、蔵元でしか味わ

えない搾りたての日本酒を試飲ができること

などもあり人気を博している。 

酒蔵を巡回するバスにはバスガイドも乗車し

ており、バス内部で各酒蔵の紹介が行われるの

も魅力。 

 

【実施内容】 

（１）灘の酒ぐらスタンプラリーの実施 

 ・期間 平成 24 年 9 月 29 日（土）～11 月 25 日（日） 

 ・スタンプポイント １０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)泉勇之介商店、(6)神戸酒心館、 

(7)こうべ甲南武庫の郷、(8)沢の鶴資料館、(9)灘浜ガーデンバーデン 

(10)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２８８名分プレゼント 

 

（２）灘の酒蔵開放等の実施 

  ・白鶴酒造資料館（10 月 6 日（土）～7日（日）各日 10 時～15 時 30 分） 

  ・神戸酒心館（9月 29 日（土）～11 月 11 日（日）の土日祝 14 時～） 

  ・泉勇之介商店（9月 29 日（土）～11 月 24 日（土）の土 10 時～16 時） 

  ・菊正宗酒造記念館（10 月 13 日（土）、10 月 20 日（土）10 時 15 分～、14 時～）

  ・櫻正宗記念館「櫻宴」（11 月 3 日（土）10 時～16 時） 

 

（３）「灘の酒蔵めぐりバス」の運行 

  ・期間 平成 24 年 9 月 29 日（土）～11 月 25 日（日）の土日祝（20 日間） 

 ・運行ルート 

   阪神御影南口→ＪＲ六甲道(乗車のみ)→阪神大石(乗車のみ)→ 

沢の鶴資料館→灘浜ガーデンバーデン→こうべ甲南武庫の郷→神戸酒心館→ 

白鶴酒造資料館→菊正宗酒造記念館→櫻正宗記念館・櫻宴→浜福鶴吟醸工房→

ＪＲ住吉駅前(降車のみ)→阪急御影(降車のみ)→阪神御影南口 

   ・運行本数等 １日６便 

   ・料金 大人・子どもとも １回乗車 100 円、１日乗車券 200 円 

 

  

 

灘の酒蔵めぐりバス 



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」が播磨で誕生したことから、「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 

 

○播磨酒蔵めぐり（第１回） 

①概 要：姫路市及びたつの市内の酒蔵等を巡り、天空の白鷺の見学と宝蔵での買物

を楽しんでいただく。 

 ②日 時：平成２４年９月１５日（土） 

 ③コース：ＪＲ姫路駅→田中酒造場（白鷺の城）→本田商店（龍力）→ 

       揖保乃糸資料館そうめんの里（昼食）→ヤヱガキ酒造（八重垣）→ 

       「天空の白鷺」（姫路城大天守修理見学施設）→ 

       姫路の宝蔵（地酒・特産品等買物）→ＪＲ姫路駅 

 ④企画・協力：播磨広域連携協議会、はりま酒文化ツーリズム協議会 

⑤主 催：神姫バスツアーズ㈱ 

  

 ○播磨酒蔵めぐり（第２回） 

   ①概 要：加西市及び三木市内の酒蔵等を巡り、山田錦の館の見学とふく蔵で地元食

材を使った料理を楽しんでいただく。 

  ②日 時：平成２４年１２月１５日（土） 

  ③コース：ＪＲ姫路駅→富久錦（瑞福）→ふく蔵（昼食）→稲見酒造（葵鶴）→ 

       山田錦の館（地域特産品と酒米ミュージアム）→ＪＲ姫路駅  

  ④企画・協力：播磨広域連携協議会、はりま酒文化ツーリズム協議会 

  ⑤主 催：神姫バスツアーズ㈱ 

 

 ○播磨酒蔵めぐり（第３回） 

①概 要：姫路市及び宍粟市の酒蔵等を巡り、四季旬菜和で地元料理をいただくとと

もに、道の駅山崎でお買い物を楽しんでいただく。 

②日 時：平成２５年１月１９日（土） 

③コース：ＪＲ姫路駅→壷坂酒造（夢中天地）→四季旬菜和（しそう鴨鍋と自然薯料

理）→山陽盃酒造（播州一献楓のしずく）→老松酒造（スエヒロ老松） 

      →道の駅山崎（お買物）→ＪＲ姫路駅 

④企画・協力：播磨広域連携協議会、はりま酒文化ツーリズム協議会 

⑤主 催：神姫バスツアーズ㈱ 

 

 

○播磨酒蔵めぐり（第４回） 

①概 要：赤穂市の酒蔵等を巡り、赤穂御崎で地元特産の牡蠣を食していただくとと



もに、赤穂温泉を楽しんでいただく。 

②日 時：平成２５年２月１６日（土） 

③コース：ＪＲ姫路駅→赤穂坂越・奥藤商事（忠臣蔵）→赤穂御崎（名産の牡蠣食べ

放題付きの昼食）→大石神社（参拝）→赤穂温泉（絶景を望む赤穂温泉ご

入浴）→ＪＲ姫路駅 

④企画・協力：播磨広域連携協議会、はりま酒文化ツーリズム協議会 

⑤主 催：神姫バスツアーズ㈱ 

 

○播磨酒蔵めぐり（第５回） 

①概 要：加古川市及び稲美町の酒蔵を巡り、地元料理を食していただくとともに、

鶴林時の参拝をしていただく。 

②日 時：平成２５年３月１６日（土） 

③コース：ＪＲ加古川駅→岡田本家（盛典）→鶴林寺（播磨の法隆寺参拝）→ 

      味季料理りんどう（りんどう小鍋）→キング醸造新在家工場（播州錦）→

井澤本家（倭小槌）→ＪＲ加古川駅 

④企画・協力：播磨広域連携協議会、はりま酒文化ツーリズム協議会 

⑤主 催：神姫バスツアーズ㈱ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     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 

 

 


