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（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、鹿島商工会議所 

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ：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://sakagura-tourism.com/main/1.html 

http://www.facebook.com/saketourism 

（問い合わせ先） 

佐賀県鹿島市商工観光課 

〒849-1312 佐賀県鹿島市大字納富分２６４３番地１ 

TEL：0954-63-3412 FAX：0954-63-2313 

 

（参考：直近 3ケ年の集客状況）  

平成２４年度：約３０，０００人 

平成２５年度：約５０，０００人 

平成２６年度：約４０，０００人 

 

酒蔵ツーリズム 

事例№1 

佐賀県鹿島市 

鹿島酒蔵ツーリズム 
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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 
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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．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。 

【3 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、過去 3 回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、5 万人が来場した第 2
回目のイベントでは推計で約 8,100 万円の経済効果があった。 



- 4 - 
 

 

酒蔵ツーリズム 

事例№2 

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・問い合わせ先・URL） 

①長野県酒造組合 

〒380-0921 長野県長野市大字栗田字西番場 205-6 

TEL 026-227-3133 

http://www.nagano-sake.or.jp/ 

 

②地域連携長野電鉄長野線沿線活性化協議会 

中野市役所 総務部政策情報課 

〒383-8614 長野県中野市三好町 1-3-19 

TEL 0269-22-2111 

http://nagano-cvb.or.jp/248/top_news.html 

 

③上諏訪街道呑みあるき実行委員会 

宮坂醸造企画部 

〒392-8686 長野県諏訪市 元町 
TEL 0266-52-6161 

http://www.nomiaruki.com/ 

 

④北アルプス三蔵呑み歩き実行委員会 

〒398-0002 長野県大町市大町 3300-1 いーずら大町特産館 

TEL 0261-23-7511 

http://alps3kura.jp/ 
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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 74 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、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。 

 

④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。 

【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 4,1075 の認定されている。（平成 27 年 2 月 6 日現在） 

  

長野県原産地呼称管理制度 

ロゴマーク 
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（実施地域）兵庫県内神戸市、播磨地域、西宮市、伊丹市、西播磨地域 

（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

を実施している。 

１. ２０１４灘の酒蔵探訪 

２. はりま酒文化ツーリズム 

３．“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 

５．「日本酒発祥の地」酒文化ツーリズム推進事業 

（実施主体・体制・問い合わせ先・URL） 

１.2014 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）  

〒650-0001 兵庫県神戸市中央区加納町 6-5-1 TEL：078-322-5339 FAX：078-322-6138 

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 

神戸国際観光コンベンション協会 HP http://www.feel-kobe.jp/ 

２.播磨広域連携協議会（会長：姫路市、副会長：加古川市、相生市、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）  

〒670-8501 兵庫県姫路市安田四丁目１番地 姫路市市長公室企画政策推進室 

播磨広域連携協議会（事務局） TEL：079-221-2203 FAX：079-221-2384 

播磨広域連携協議会 (HP)h t t p : / / w w w . h a r i m a - s a k e . j p / 

 (FB)http://www.facebook.com/harimasake2 

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

〒662-0918 兵庫県西宮市六湛寺町 3-1 西宮市観光振興課 TEL：0798-35-3071  FAX：0798-33-1160 

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 

〒664-0898 兵庫県伊丹市千僧１－１ TEL：072-784-8068 FAX：072-784-8048 

伊丹市 HP http://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/TOSHIKATSURYOKU/TOSID/EVENT/H26EVENT/1411373927842.html  

５.西播磨ツーリズム振興協議会（事務局） 

〒678-1205 兵庫県赤穂郡上郡町光都 2-25 兵庫県西播磨県民局 TEL：0791-58-2144 FAX：0791-58-2327 

西播磨ツーリズム HP「西はりま遊記」http://www.nishiharima.jp/ 

酒蔵ツーリズム 

事例№3 

兵庫県 

兵庫県内の酒蔵ツーリズムについて 
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（参考：直近 3カ年の集客状況） 

１.灘の酒ぐらスタンプラリー応募者数（※H26 年度分は応募受付中） 

(平成 23 年度) 6,610 名    (平成 24年度) 5,548 名   (平成 25年度) 6,010 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  (平成 25年度) 10 回 260 名 (平成 26年度（11 月まで）)７回 227 名 

３.各種イベントを実施（詳細は下記に記載） 

４.今年度開始 

５.今年度開始 

（ＰＲポイント） 

１. ２０１４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。 

 【実施内容】 

（１）灘の酒ぐらスタンプラリーの実施 

 ・期間 平成 26年 10 月 18 日（土）～11月 24 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 272 名分プレゼント 

（２）灘の酒蔵開放等の実施 

 ・神戸酒心館（11 月 1日（土）、11 月 2 日（日）11時～） 

 ・菊正宗酒造記念館（10 月 18 日（土）、11月 1日（土）10 時 50 分～、14 時 50 分～） 

 ・櫻正宗記念館「櫻宴」（11月 1日（土）10 時～16 時） 

（３）「灘の酒蔵めぐりバス」の運行 

 ・期間 平成 26年 10 月 18 日（土）～11月 24 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）、阪急王子公園駅、JR 灘駅、阪神岩屋駅、阪神大石駅 

 

 －東ルート・バス－  －西ルート・バス－ 

・運行本数等 各ルート 1日 8便 

・料金 大人・子ども 1回乗車  100 円    

1 日乗車券 200 円 
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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

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 

※主催：神姫バスツアーズ㈱ 

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 

○播磨酒蔵めぐり（第１６回） 

①概 要：姫路市の酒蔵と、生野銀山で熟成させた日本酒の試飲、昼食は囲炉裏料理を堪能。 

②日 時：平成２６年５月２４日（土） 

③コース：ＪＲ加古川駅・姫路駅→神崎酒造（試飲・買物）→囲炉裏の宿豊楽（囲炉裏料理の昼

食）→生野銀山（近代化産業遺産・坑道内で熟成させた、播磨の吟醸酒）→もちむ

ぎのやかた（買物）→ＪＲ姫路駅・加古川駅 

○播磨酒蔵めぐり（第１７回） 

①概 要：加西市及び加東市の酒蔵を巡り、昼食は闘竜灘を眼下に名物鮎料理。その他西林寺・

都麻乃郷あじさい園の見学など。 

②日 時：平成２６年６月２８日（土） 

③コース：ＪＲ加古川駅・姫路駅→富久錦（蔵見学・試飲・買物）→滝寺荘（鮎料理の昼食）→

神結酒造（蔵見学・試飲・買物）→西林寺・都麻乃郷あじさい園→ＪＲ姫路駅・加

古川駅 

○播磨酒蔵めぐり（第１８回） 

①概 要：稲美町及び加古川市の酒蔵を巡り、高砂名物あなご御膳の昼食に、ひまわりの丘公園

の見学と山田錦の郷での買物。 

②日 時：平成２６年７月１９日（土） 

③コース：ＪＲ加古川駅・姫路駅→キング醸造（見学・試飲）→天繁（あなご御膳の昼食）→ひ

まわりの丘公園→山田錦の郷（買物）→岡田本家（見学・試飲・買物）→ＪＲ姫路

駅・加古川駅 

○播磨酒蔵めぐり（第１９回） 

①概 要：姫路市の酒蔵を巡り、揖保乃糸資料館で見学後そうめんの昼食。龍野醤油資料館の見

学なども。 

②日 時：平成２６年８月２３日（土） 

③コース：ＪＲ加古川駅・姫路駅→灘菊酒造（見学・試飲・買物）→揖保乃糸資料館（見学とそ

うめんの昼食）→ヤヱガキ酒造（見学・試飲・買物）→道の駅しんぐう（買物）→

龍野醤油資料館（見学）→ＪＲ姫路駅・加古川駅 
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○播磨酒蔵めぐり（第２０回） 

①概 要：明石市及び稲美町の酒蔵を巡り、昼食は新鮮な魚料理を。その他鶴林寺の見学。 

②日 時：平成２６年９月２７日（土） 

③コース：ＪＲ加古川駅・姫路駅→江井ヶ嶋酒造（見学・試飲・買物）→明石浦正（明石漁港で

とれた新鮮な魚料理の昼食）→井澤本家（見学・試飲・買物）→鶴林寺（播磨の法

隆寺）→ＪＲ姫路駅・加古川駅 

○播磨酒蔵めぐり（第２１回） 

①概 要：姫路市の酒蔵を巡り、和食の昼食に銀色に輝くススキ高原の砥峰高原の見学。 

②日 時：平成２６年１０月１１日（土） 

③コース：ＪＲ加古川駅・姫路駅→灘菊酒造（見学・試飲・買物）→風和里（奥播磨のごちそう

処と和雑貨の店での昼食・買物）→砥峰高原（ススキの高原）→壺坂酒造（見学・

試飲・買物）→ＪＲ姫路駅・加古川駅 

○播磨酒蔵めぐり（第２２回） 

①概 要：明石市及び三木市の酒蔵を巡り、季節の会席料理の昼食と新鮮な魚介類の買物。 

②日 時：平成２６年１１月１５日（土） 

③コース：ＪＲ加古川駅・姫路駅→茨木酒造（見学・試飲・買物）→明石グリーンヒルホテル（昼

食）→魚の棚商店街（明石の昼網で揚がった新鮮な魚介類の買物）→稲見酒造（試

飲・買物・母屋見学）→ＪＲ姫路駅・加古川駅 

        

     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）イメージキャラクター「もりりぃ」の作成 

  「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ＰＲをする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．“西宮の日本酒”振興プロジェクト  

本市の地場産品である日本酒による乾杯の習慣を広めることにより、酒文化を全国に発信するとと

もに、「日本酒」のイメージ向上や販路拡大を図り、西宮の経済を活性化することを目的に「“西宮の

日本酒”振興プロジェクト」を市内各所で開催している。 

（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 26年 10 月 4 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  １，２５０人 ※昨年度１，３００人 

 

（２）西宮酒ぐらルネサンスと食フェア（連携事業） 

場 所  西宮神社、酒蔵地帯一帯 

実施日  平成 26年 10 月 4 日（土）、5日（日） 

主 催  西宮酒ぐらルネサンスと食フェア実行委員会 

内 容  秋の風物詩として定着している、西宮の酒と食を PR する大イベント。今年もメイン

会場の西宮神社を中心に、酒蔵地帯、阪神西宮駅周辺、西宮中央商店街などのサテラ
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イト会場で、西宮の酒と食を気軽に楽しめる飲食ブースの出店、コンサートや大道芸

等多数のイベントが開催され、地域全体における賑わい作りができた。5 日は台風接

近による集客減が懸念されたが、思ったほど大きな影響は出なかった。 

     また今年度のメイン会場では、「関西学院大学 日本酒振興プロジェクト」の方々が、

若者に対する日本酒の振興を目的に、酒造会社各社の協力を得て日本酒カクテル「宮

モヒート」を販売し、従来の日本酒ファン以外の客層にも好評を博した。 

実 績  約１２０，０００人（同時開催の「酒蔵通り光の宴」関連事業含む） 

     ※昨年度約１３０，０００人 

参 考  「関西学院大学 日本酒振興プロジェクト」日本酒カクテル売上 約１，４００杯 

 

（３）酒蔵通り 光の宴 

場 所  酒蔵地帯一帯 

実施日  平成 26年 10 月 1 日（水）～5日（日） 

主 催  酒蔵通り光の宴実行委員会、西宮日本酒振興連絡会 

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。当連絡会は、阪神電鉄と連携した広報（車内吊り、

駅貼りポスターの掲示）を展開し、広域からの集客に尽力した。最終日の 5日は台風

接近のため白鹿会場のイルミネーションが中止となったが、それ以外の集客状況はお

おむね去年を上回り、良好であった。 

実 績  ８，１５９人 ※昨年度９，７１５人 

 

（４）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 26年 10 月 4 日（土）～27年 3月 

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 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 4 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 神崎宣武氏） 

     ・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 8 日（土） 

10:00～12:00 

 4,000 円 

白鹿 
日本酒のある 

ちょっと贅沢なくらしセミナー 

12 月 7 日（日） 

10:00～12:00 

大関 きき酒道場 
 1 月 31 日（土） 

10:00～12:00 

日本盛 日本酒の新しい楽しみ方 
 2 月 15 日（日） 

10:30～12:00 
 

3 月（日程 調整中） 修了式 

          ・校長挨拶 

  ・お酒に関する講演、きき酒など（未定）  

  ・修了証授与 

開校式実績 １００人（定員１００人、当日先着、申込不要） ※昨年度８９人 

  開校式内容 定員いっぱいの１００人が参加し、神崎先生の「『酒と肴』の日本文化」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の特別番組として生中継を実施した。 

各社講義応募者 １８６人（定員３０人 抽選倍率６．２倍） ※昨年度は先着で８９人 

      記者発表の結果、新聞３紙（読売、産経、神戸）に取り上げられ、広域から多数の

応募をいただくことができた。 

各社講義  11 月 8 日（土）には酒造会社主催講義として初めてとなる白鷹株式会社による講座

「灘酒よもやま話」が実施され、３０人中２９人が参加、２０才～７７才という幅

広い年齢層の男女がメモを取るなどしながら熱心に耳を傾け、また試飲のお酒の味

を堪能された。 

 

（５）新酒特集 蔵開 

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
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鉄と連携した広報を展開、広域からの集客を図る。 

昨年度実績 約１１，２００人 

実施予定日・昨年度来場者数 

 実施予定日 昨年度 来場者数 

寳娘  平成 27 年 2 月 7 日（土） ８００人 

白鷹  2 月 8 日（日） ２，０００人 

白鹿 2 月 14 日（土） ２，０００人 

徳若 2 月 21 日（土） ８００人 

日本盛 2 月 28 日（土） ２，６００人 

大関 3 月 14 日（土） ３，０００人 

合計人数  １１，２００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  １５件（平成 26 年 12 月現在） ※昨年度実績 ２３件 

 

４．清酒発祥の地フォーラム 

清酒発祥の地を標榜する伊丹市と奈良市が集い、両市の酒造の歴史紹介や日本酒文化 

への思いなどの発表を通じて、清酒を通じた両市の交流を深め、清酒の普及と日本酒文化の振興を

図る。 

 

 

５．「日本酒発祥の地」酒文化ツーリズム推進事業 

民間の自主的な取組を支援 

 日本酒（※）発祥の地である西播磨の魅力を地域内外に発信するための事業 

※「播磨国風土記」に登場する日本酒を指す 

①酒蔵等を巡る企画バスツアーを主催する旅行会社に対するバス補助の実施（予定台数：８台） 

②酒資源を活用したイベントやマップ作成等に対する補助の実施（予定件数：４件） 
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（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） 

 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 HP 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） 

  〒626-0001 京都府宮津市字文殊 640-7 ちえのわ館２階 

TEL：0772-22-3770 

 

 

 

 

 

 

 

酒蔵ツーリズム 

事例№4 

京都府 

海の京都酒蔵めぐり 
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（ＰＲポイント） 

１．多様な酒質 

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。 

 

 

２．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 

   

    ブリしゃぶ          天橋立         大江山の雲海 

 

３．革新を生み出す新しい風 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

竹野酒造（京丹後市） 
行待佳樹さん 

向井酒造（伊根） 
長慶寺久仁子さん 

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/ 
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４．情報発信拠点（プラットフォーム） 

 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。 

       
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 
 

５．酒蔵訪問を組み込んだモニターツアーの実施 

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。 

 

６，ＫＴＲ「くろまつ号」の地酒コース 

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、北近

畿タンゴ鉄道（ＫＴＲ）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。中でも地酒コースは、夕暮れの風景とともに、13 蔵から厳選した日本

酒を飲み比べ、料理との相性を体感できるコースとなっている。 

    
くろまつ号     落ち着いた雰囲気の車内   地酒コース写真 

※H27.4 月より、ＫＴＲは「京都丹後鉄道（丹鉄）」に名称変更。 

【完全予約制】 

・地酒コース     5,000 円（SAKE ソムリエ講座付 8,500 円） 

・スイーツコース 4,000 円 

・ランチコース  10,000 円 

TEL：0772-25-2323 
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７．クルーズ船客へのＰＲ 

 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。 

 

８．都市部からの高いアクセス性 

 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 26 年度中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することから、これを機に酒蔵めぐりの一層の推進を図る。 

 

 

 

９．その他の推進活動 

・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 
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（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。 

 

また、平成２５年秋に行われた「秋田デスティネーションキャンペーン」や、平成２

６年に開催された「第２９回国民文化祭・あきた２０１４」を契機に、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機関や数量を限定して販売したり、県内の酒蔵を巡る「酒蔵

ツーリズムin秋田」を開催したり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HP） 

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） 

  〒010-0951 秋田市山王四丁目１－１ 

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） 

 

酒蔵ツーリズム 

事例№5 

秋田県 

美酒王国・秋田 
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（ＰＲポイント） 

１．「秋田の酒による乾杯を推進する条例」の制定 

 平成２６年「秋田の酒による乾杯を推進する条例」が制定され、同年７月１５日に施

行された。 

この条例は、日本酒、地ビール、ワイン等の秋田の酒による乾杯を推進することで、

秋田の酒を愛飲する気運を醸成するとともに、酒類製造業者及び関連事業者の競争力の

強化を図ることにより、本県の食文化への理解の促進と県内の関連産業の発展に資する

ことを目的としている。 

※対象としている「秋田の酒」 

県内で醸造された日本酒、ワイン、ビール、どぶろくなどのほか、県産材料を用いて

県内外で委託醸造された酒類。 

 

○「宴のはじめは秋田の酒で」応援事業の展開 

条例制定を契機に、県産酒での乾杯をきっかけとして、これまで県産酒を愛飲してき

た層に加え、若い世代や女性など様々な階層に広く県産酒を飲んでもらう機会を作り出

すため、飲食店等を対象にした啓発ポスターを作成するとともに、ホテル・飲食店等が

主体的に取り組む「秋田の酒で乾杯フェア」と連携し、県産酒での乾杯を推進してい

る。 

 

２．秋田蔵付分離酵母純米酒シリーズの発売と関連イベントの開催 

○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、優良な酵母を永年の眠りから目覚めさせて、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

順番を記載している。 

 

○純米酒シリーズとは？ 

 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、シリー

ズ第３弾となる平成２６年は２５蔵元から発売され、取組が拡大している。 
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○秋田ＳＡＫＥカフェの開催 

 秋田蔵付分離酵母の発売日である平成２６年１０月４日に秋田SAKEカフェを県内で開

催した。 

酒蔵ごとにブースを設け、蔵元と直接交流を図りながら「秋田蔵付分離酵母純米酒シリ

ーズ」２５銘柄すべてが試飲できる唯一の機会であったことから、チケットは完売し、県

内外から多くの方が訪れ盛況であった。 

 

○蔵付き分離酵母のオリジナル商品の販売 

 上記の蔵付シリーズ酒をＪＲ駅構内店舗や列車内において販売するため、特別に１合

瓶に詰めた商品を販売。 

 商品ラインナップを平成２５年の３銘柄から、平成２６年は７銘柄に増やし、１合瓶２

本セットには、「秋田蔵付」の刻印付の特製ミニ枡がついてくる企画を実施した。 

 

３．酒蔵ツーリズム in 秋田の実施 

ＪＲの「大人の休日倶楽部」と連携し、「秋田 SAKE カフェ」に蔵元訪問などをセット

にした「酒蔵ツーリズム in 秋田」を催行し、首都圏からの集客を行った。 

実施にあたっては、県内２酒蔵の見学や、醸造試験場による秋田の酒づくり講座、観光

スポットを加えたコースとした。 

 

○行 程 

 平成２６年１０月４日（土） 

   ８：４０ 東京駅発 

  １１：４２ 角館駅着 

  １２：００ 昼食（～１２：５０） 

  １３：００ 醸造試験場長による秋田のお酒づくり講座（～１３：３０） 

  １４：００ 武家屋敷散策の鈴木酒造の視察（～１６：００） 

  １８：３０ 秋田ＳＡＫＥカフェ（～２０：３０） 

 

 平成２６年１０月５日（日） 

由利コース 湯沢コース 

８：００ ホテル発（バス移動） 

９：００ 鳥海山ろく線乗車 

９：５０ 天寿酒蔵見学 

１１：１０ 土田牧場見学 

１２：２０ 昼食 

１３：２０ 元滝伏流水見学 

１４：４０ ハーブワールド見学 

１７：１０ 秋田駅発（東京行） 

 ８：３０ ホテル発（バス移動） 

１０：１５ 木村酒蔵見学 

１１：１５ 全国まるごとうどんEXPO 

 

１２：００ 昼食 

１４：０５ こまち道見学 

１４：４０ 道の駅おがち見学 

１７：０８ 大曲駅発（東京行） 
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４．酒蔵等が実施する関連イベントの実施  

 

秋田県で開催された平成２５年秋のデスティネーションキャンペーンや平成２６年の

国民文化祭の開催に合わせ、県外から多くの観光誘客を図り、県産酒および、秋田の食文

化と観光によるおもてなしイベントを展開した。 

 

実施主体 名  称 場所・開催日 
参加人

数 

秋田県酒造協同組合 

秋田の酒を楽しむ

会 

首都圏．秋田市 

平成 24 年～平成 26 年 
  

秋田のお酒講座 
秋田市 

平成 24 年～平成 25 年 
180 人 

清酒品評会 一般

公開 

秋田市 

平成 24 年～平成 26 年 
  

日本酒で乾杯推進

会議 

秋田大会 

秋田市 

平成 26 年 
500 人 

秋田県酒造協同組合由利支部 
本莊・由利の地酒

を楽しむ会 

由利本荘市 

平成 24 年 
  

（社）秋田青年会議所 秋田醸しまつり 
秋田市 

平成 24 年～平成 26 年 
  

秋田県 

秋田 SAKE カフェ 
首都圏．秋田市 

平成 24 年～平成 26 年 
650 人 

酒蔵ツーリズム

in 秋田 

由利地域、湯沢地域 

平成 26 年 
80 人 

秋田地酒ガイド養

成講座 

秋田市 

平成 24 年～平成 25 年 
100 人 

湯沢酒販青年会 
酒 EXPO2014 

in 湯沢 

湯沢市 

平成 26 年 
  

JOZO まにあくす 2014 実行委

員会 

JOZO まにあくす

2014 

湯沢市 

平成 26 年 
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酒蔵ツーリズム 

事例№6 

埼玉県 

埼玉の酒めぐり推進事業 

 
（実施地域） 

埼玉県内各地 

 

（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が、そのイメージの浸透

は十分とは言えない。 

 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=1660 等 

 

 

（問い合わせ先） 

埼玉県産業労働部観光課 

〒330-0063 埼玉県さいたま市高砂３－１５－１ 

TEL：０４８－８３０－３９５７ 

FAX：０４８－８３０－４８１９ 

 

 

（参考：直近 3ケ年の集客状況） 

平成２６年度新規事業のため、現時点においては集客実績なし。 
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（ＰＲポイント） 

１．「埼玉の酒めぐり推進協議会」の設置  

 県、酒蔵、ビール工場、ウイスキー蒸留所、ワイナリー、関係市町等で酒蔵を核とし

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、７月に「埼玉の酒めぐり

推進協議会」を設置した。 

 同日第１回目の会議を開催し、平成２６年度における県観光課の取り組みについて説

明を実施した。 

 ２７年度以降は、２６年事業の実績や、事業遂行にあたっての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く予定であ

る。 

   

 

 

２． 酒蔵等見学のための受地整備（セミナー）の実施  

 お酒を活用した観光イベントに知見のある旅行業者、酒造関係者等を講師に研修を行

い、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としている。 

 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お招きし、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。 
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３． モニターツアーの実施 

 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。 

 第１回目は１１月に川越、上尾を訪問する内容で、コエドブルワリー、小江戸鏡山酒

造、文楽を訪問した。また、第２回目は２月に秩父を訪問する内容で、武甲酒造、矢尾

本店、ベンチャーウイスキー・秩父蒸留所を訪問した。 

 著名なメディアや旅行業者が参加し、多数のメディアにて紹介された。 

  

 

４．蔵開き同時開催等イベントの実施 

 深谷市内及び小川町内で、市・町内の酒蔵と連携したイベント「ちょこたび埼玉酒蔵

めぐり」を開催する予定である。酒蔵では見学や試飲等を楽しむことができる。また、

酒蔵や観光施設を結ぶ無料の巡回バスも運行することで、相乗効果の発揮も狙ってい

る。 

 

 

○深谷の魅力をグイッとひと呑み Y(o0ω0o)Y 

・平成 27 年 3 月 7 日（土）：深谷市 

  ・参画予定蔵：滝澤酒造、藤橋藤三郎商店、丸山酒造 

  ・その他観光スポット：渋沢栄一記念館等 

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

 

 

 

 

○和紙のふるさと小川町・地酒で乾杯の街 

 ・平成 27 年 3 月 21 日（土・祝）：小川町 

 ・参画予定蔵：晴雲酒造、松岡醸造、武蔵鶴酒造 

 ・その他観光スポット：埼玉伝統工芸会館等 

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

〒927-0432 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） 

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 

 

 

 

 

 

酒蔵ツーリズム 

事例№7 

石川県 

能登杜氏のふるさと「聖地巡盃」 
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（ＰＲポイント） 

１．日本酒だけの訴求ではなく、古来より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。 

 

２．「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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（実施地域） 

山梨県 笛吹市及び甲州市 

 

（概要） 

山梨県の観光資源である「石和温泉」と「ワイナリー」をつなぐ交通環境が整備されて

いない現状を捉え、両観光資源を有機的に結びつける２次交通としてワインタクシー運

行を開始。両観光資源の価値向上と宿泊及び来訪客数拡大を目指す。加えてドライバー

の資質向上のための中間支援を行うことで石和温泉⇔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消費購入増大による地域活

性への貢献を目指す。 

 

（実施主体・体制） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

酒蔵ツーリズム 

事例№8 

山梨県 

やまなしワインタクシー 

■やまなしワインタクシー運行協議会組織図 

  

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 

石和温泉旅館協同組合 

≪役割≫宣伝告知・当日予約対応 

甲州市役所 

≪役割≫地元自治体による支援 

石和温泉観光協会 

≪役割≫受付業務・運行支援 

山梨中央銀行 

≪役割≫協議会運営サポート 

山梨県タクシー協会 

≪役割≫タクシー事業者の取り

笛吹市役所 

≪役割≫地元自治体による支援 

（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 

タクシー事業者 

≪役割≫タクシー運行・お客様
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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（現金支払い） 

 

 

 

２．運行ルート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．運行の流れ 

 

・運行協議会で 1 日につき 5 台のタクシーを借上げ、作成したスケジュールに基づいて

運行を行う。 

・設定は 1日 7本、1台につき 4名、1日最大 28 名の予約を受け付ける。 

・予約は石和温泉駅発のみ、巡回ルート及び石和温泉駅への復路ルートは予約不要で乗

り降り自由の乗合い感覚で利用。 

・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。 

 

 

 

 

 

 

 

  

石和温泉駅 白百合醸造 ルミエール 

シャトー・ 

メルシャン 

中央葡萄酒 
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（実施地域） 

北海道後志総合振興局管内 

 

（概要） 

平成 25 年 3 月、農業・漁業・観光・商工団体・行政と酒造事業者などが一体となって、

｢しりべし｢酒と肴｣をテーマとした広域観光推進会議｣を設立し、しりべし｢酒と肴と旅｣

プロジェクトとして、食と観光の融合による広域的な観光誘客促進と長期滞在化へ向け

た取組を進めることとした。 

【取組内容】 

１ ｢酒と肴｣に関する情報と広域観光情報の共有及び団体間の連携・協力の促進 

２ ｢酒と肴｣をテーマとした観光のイメージの定着に向けた取り組み 

 

（実施主体・体制） 

しりべし「酒と肴」をテーマとした広域観光推進協議会 

  構成機関：53 団体 

  事 務 局：北海道後志総合振興局観光戦略室 

 

（ＵＲＬ） 

しりべし「酒と肴と旅」プロジェクト HP 

http://www.shiribeshi.pref.hokkaido.lg.jp/ss/srk/kankou/sakesakana.htm 

 

（問い合わせ先） 

北海道後志総合振興局観光戦略室 

〒044-8588 北海道虻田郡倶知安町北１条東２丁目 

TEL：0136-23-1365 

 

（参考：直近 3カ年の集客状況） 

【後志地域の観光入込客数】 

平成２３年度：１,８５６万人 

平成２４年度：１,９３１万人 

平成２５年度：２,０３５万人 

 

酒蔵ツーリズム 

事例№9 

北海道 

しりべし「酒と肴と旅」プロジェクト 
～このおいしさ、しりべし～ 
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（ＰＲポイント） 

１．取組の背景 
 
○ 後志地域(20 市町村で構成)は北海道の西部に位置し、小樽の歴史的建造物、積丹半
島の海岸線など優れた景観に恵まれ、世界的にもスキーリゾートとして評価の高いニ
セコには海外から多くのスキーヤーが訪れるなど、年間を通して観光客で賑わう国際
的なリゾート地。 

 
○ 連続テレビ小説「マッサン」の舞台にもなった余市町も後志地域にあり、ニッカウヰ
スキー余市蒸溜所には多くの観光客が見学に訪れている。 

 
○ また、日本海で採れる海の幸や肥沃な大地で作られる農畜産物が豊富で、さらには、
水や気候が酒造りに適していることから、ウイスキーをはじめ、日本酒、ビール、ワイ
ンといった多くの種類のお酒が製造されている。 

 
○  この地域の魅力を更に向上させるため、異業種が連携して｢しりべし｢酒と肴｣をテー
マとした広域観光推進会議｣を設置し、しりべし｢酒と肴と旅｣プロジェクトとして、食
と観光の融合による観光誘客促進と長期滞在化へ向けた取組を進めることとした。 

    
※推進会議構成員の酒造事業者数 

日本酒 … ３事業者  ビール     … ３事業者 
ワイン … ６事業者  ウイスキー … １事業者 

 
※構成員の中には独自に下記のようなイベントを実施しているところもあり、それぞ
れが誘客促進に向けた取組を進めている。 

   田中酒造(株)…「おたる梅酒祭り」、「トマト祭り」、「どぶろく祭り」など 
   (株)アレフ小樽ビール銭函醸造所…「小樽ビール銭函醸造所まつり」など 
   北海道ワイン(株)…「北の収穫祭ワインカーニバル in おたる」など 
 

※余市町は、道内でのワイン用ブドウ収穫量が全道一となっており、平成 23 年には
ワイン特区の認定を受けている。また、平成 26 年にはニセコ町もワイン特区の認
定を受けた。 

 

       
ビンヤード（ワイン用ブドウ畑）   日本酒（田中酒造 亀甲蔵） 

 

       
ニッカウヰスキー余市蒸溜所     ビール工場（小樽ビール） 
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２．取組の内容 

 

１．「酒と肴｣に関する情報と広域観光情報の共有及び団体間の連携・協力の促進 

 

＜１ しりべし｢酒と肴｣をテーマとした広域観光推進会議の開催＞ 

農業・漁業・観光・商工団体・行政と酒造事業者などが

一体となって、今後の取組や各構成員の取組について意見

交換を実施（H２５年３月、H２６年３月） 

また、ワーキンググループにより、酒と肴をテーマとし

た観光モデルルートやイメージキャラクター等を検討（H

２５年７月、９月） 

 

＜２ 観光担当者の情報共有と広域観光案内機能の強化＞ 

市町村や観光協会の担当者を対象に各地域の観光資源

情報の共有や広域観光案内機能の強化を目的としたセミ

ナーを開催（H２５年１２月、H２６年１１月） 

 

＜３ 構成員間の情報共有＞ 

推進会議の構成員間の情報共有のため、定期的に「酒と肴通信」を発行し、推進会

議や各構成員の取組を情報提供（H２６年１２月現在１０号発行） 

 

２．｢酒と肴｣をテーマとした観光のイメージの定着に向けた取り組み 

 

＜１ キャッチコピーとキャラクター＞ 

全国から応募があった中から、キャッチコピー「このおいしさ､しりべし!!」キャ

ラクター｢チロべし｣を選定 

チロべしは、後志地域のおいしい食べ物とお酒が大好きな、ソムリエ姿のキタキツ

ネ。着ぐるみも作成し、イベントなどで活躍中 

          

＜２ 情報発信と広報＞ 

  ①しりべし「酒と肴と旅」プロジェクトのポータルサイトでの情報発信 

http://www.shiribeshi.pref.hokkaido.lg.jp/ss/srk/kankou/sakesakana.htm 

 ②後志総合振興局のフェイスブック「え～ぞ・しりべし」での情報発信 

https://www.facebook.com/Ezo.Shiribeshi 
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 ③北海道広報誌、道政広報番組、全国知事会広報誌などでの取組の紹介 

http://www.youtube.com/watch?v=GFb3JSneQqc 

 ④旅行雑誌、女性向け雑誌、フリーペーパー等での情報発信 

 

＜３ ＰＲツールの製作＞ 

①北海道広域道産酒協議会が取り組む｢パ酒ポート｣の姉妹版として、後志地域の酒造

事業所と２０市町村の食の魅力を紹介する｢後志パ酒ポート｣を発行（H２５年､H２６年） 

②推進会議ワーキンググループで検討した、酒と飲食店などの食の魅力をルートで紹

介する「北海道しりべし 酒と肴のルートブック」を発行（H２５年）  

③酒と肴のマッチングを提案する｢Shiribeshi Food&Drink カード｣14 種類を発行（H

２５年） 

④ノベルティやパンフレット配付用袋、のぼり、ポスターのデザインはプロジェクト

の認知度向上のためチロべしを用いたものに統一し作成（H２５年、H２６年) 

  

                                        

①後志パ酒ポート ②酒と肴のルートブック ③Food＆Drink カード  ④PR 用のぼり 

 

＜４ 観光誘客へ向けたＰＲ活動＞ 

①食の語り部による取組 

仙台や札幌で行われる北海道物産展などで食の語り部によるしりべし｢酒と肴と旅｣の PR  

       ・食の語り部オリジナルのワインカクテルの無料提供 

    ・観光パンフレットやノベルティの配布 

    ・チロべしによるグリーティング 

    ②各地域での取組 

   大阪、奈良、東京、千葉、東北地方などで行われるイベント等での PR 

  ③雑誌掲載や旅行商品化を目指した取組 

   ・旅行商談会での提案や相手先へ訪問しての PR 

     ・雑誌社や旅行代理店を招へいし、検討したモデルルートにより PR 

      
観光ＰＲの様子                  旅行商談会等で使用した資料 
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＜５ 人材育成＞ 

 ○後志のお酒や食べ物、観光の魅力を広く伝えられる「しりべし「食と観光」コンシェ

ルジュ」となる人材を平成 26 年 6 月～平成 27 年 3 月の期間育成している。 

  

＜６ しりべし「酒と肴」ツアー(雑誌と旅の連動企画)＞ 

○女性が読者層の雑誌に、｢マッサン｣こと竹鶴政孝氏とリタ夫人ゆかりの場所を紹介す

る特集記事を掲載するとともに、掲載したコンテンツを巡るモニターツアーを企画。 

○企画に当たっては、竹鶴政孝・リタ史実研究者である小樽商科大学の研究員と推進会

議事務局、旅行代理店、雑誌社などが連携。 

 

 

 

 

 

 

掲載記事 

○ツアーの概要 

日 時：平成２７年３月７日（土）予定 

コース：札幌→小樽聖公会（リタ夫人ゆかりの教会を見学）→館ブランシェ（竹鶴夫妻も

味わったスイーツの再現、夫妻ゆかりの方による語り部トーク）→あゆ見荘（政

孝氏ゆかりの鮎料理店で昼食）→ニッカウヰスキー余市蒸溜所→余市町内散策→

北海道ワイン（見学、ソムリエによる「生ワインボール」づくり体験）→小樽市

内散策→札幌 

 

＜７ 後志産ワインに合うご当地グルメの開発＞ 

○後志総合振興局と全日本司厨士協会小樽支部が連携し、後志産の魚介や野菜を食材と

することをルールとする、しりべしコトリアード及び北海ブイヤベースを開発 

○しりべしコトリアードには、後志産白ワインの「ケルナー」が、北海ブイヤベースには、

後志産赤ワイン「ツヴァイゲルト･レーベ」が合うとホームページ等で提案 

○平成 26 年 12 月現在、しりべしコトリアードは６店舗で、北海ブイヤベースは５店舗

で提供中。 

          
       「しりべしコトリアード」     「北海ブイヤベース」 
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（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酒蔵通りの案内もあり、

ＪＲ西条駅周辺の１ｋｍ圏内に７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２６年で２５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 
 

（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２４年度：１８，６４６人          平成２４年：２４万人 

 平成２５年度：２２，６５２人          平成２５年：２４万人 

 平成２６年度：２２，２３１人          平成２６年：２５万人 

（平成２６年度は平成２６年４月～２６年１２月） 

酒蔵ツーリズム 

事例№10 

広島県東広島市 

酒都・西条酒蔵通り 
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（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１ｋｍ圏内に７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。 

   



- 36 - 
 

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、山陽鶴酒造内）      （賀茂泉酒造 酒泉館） 

                  

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。 
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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    酒ひろばの様子    多くの人出で賑わう酒蔵通り 

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」など斬新な取組が行われ

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」 
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６．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 西条」と題す

る演目を酒まつりで毎年披露する。 

               

保存会による酒づくり唄     西条小学校：オペラ「白壁の街」 

 

７．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

ている。 

           
 

８．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。 

                

  

９．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。 

                    



- 39 - 
 

 

 
（実施地域） 

千葉県内各地 

 

（概要） 

 千葉県には、北総方面を一周できる総武本線～成田線、南房総方面を一周できる内房

線～外房線という特長のある鉄道路線が存在している。また、県内各地には４０箇所の

酒蔵が上記の沿線に点在している。列車の旅という観点では親和性の高い両者を融合さ

せた、ＪＲの団体専用列車によるツアーを企画実施。列車内では各沿線に立地している

酒蔵の酒の「試飲」、途中停車駅では「蔵見学」や「酒・特産品の臨時販売」を楽しむ事

で、列車の旅を通した「千葉の酒」のＰＲに取り組んでいる。 

 

（実施主体・体制） 

主   催： ＪＲ東日本千葉支社 

企画・協力：ちばプロモーション協議会、千葉県酒造組合 

 

（ＵＲＬ） 

千葉県酒造組合 HP http://www.chiba-sake.jp/ 

ＪＲ東日本千葉支社プレスリリース 

http://www.jreast.co.jp/chiba/news/pdf/pre_1409nonde.pdf 

http://www.jreast.co.jp/chiba/news/pdf/pre_1410nondemippe.pdf 

 

（問い合わせ先） 

千葉県商工労働部観光誘致促進課 

〒260-0855 千葉県千葉市中央区市場町１－１ 

TEL：034-223-2412 

（参考：直近 3カ年の集客状況） 

平成２５年度（各回定員１２４名）： 

北総方面コース   １２２名  南房総方面コース  １２１名 

平成２６年度（各回定員１１６名） 

北総方面コース①  １１３名  南房総方面コース① １０９名 

北総方面コース②  １１６名  南房総方面コース② １１３名 

※実施６コース全てほぼ満員で催行 

酒蔵ツーリズム 

事例№11 

千葉県 

団体専用列車ツアー「千葉の酒めぐりの旅」 
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（ＰＲポイント） 

団体専用列車による「千葉の酒めぐりの旅」ツアーの実施 

 

○のんでみっぺぇ北総号・南房総号で千葉の酒めぐりの旅（第１回） 

（１）日時・料金：①平成２５年１２月 ７日（土） 北総号  7,100 円 

         ②     １２月１４日（土） 南房総号 7,800 円 

（２）コース： 

①両国駅→成田駅（街歩き：滝沢本店直営店・鍋店直営店）→佐原駅（蔵見学：東薫酒

造、街歩き：馬場本店酒造）→成東駅（臨時販売：守屋酒造・旭鶴）→両国駅 

②両国駅→大原駅（蔵見学：木戸泉酒造、臨時販売：東灘醸造）→安房天津駅→（臨時

販売：亀田酒造）→千倉駅（臨時販売：特産品）→木更津駅（臨時販売：和蔵酒造・

宮崎酒造店、木更津芸者踊り披露）→両国駅 

※各コースで、両国～千葉間乗車・下車有り 

 

報道記事（2013.12.25 東京新聞朝刊）     募集パンフレット 

           

 

      車内試飲酒           車内の様子      駅での臨時販売の様子 

   

 

酒蔵での試飲・販売の様子   酒蔵見学（東薫酒造）   木更津芸者踊り披露 
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○のんでみっぺぇ北総号・南房総号で千葉の酒めぐりの旅（第２回） 

（１）日時・料金：①平成２６年１１月 ８日（土） 北総号①  7,900 円 

         ②      １１月２９日（土） 北総号②  8,500 円 

         ③          １２月 ６日（土） 南房総号① 9,500 円 

         ④          １２月１３日（土） 南房総号② 9,500 円 

※第１回好評につき、北総２コース・南房総２コース実施 

（２）コース： 

①両国駅→南酒々井駅（蔵見学：飯沼本家）→銚子駅（臨時販売：守屋酒造・飯田本

家、街歩き：銚子セレクト市場）→成田駅（街歩き：滝沢本店直営店・鍋店直営店）

→両国駅 

②両国駅→佐原駅（蔵見学：東薫酒造、街歩き：馬場本店酒造）→成田駅（街歩き：

滝沢本店直営店・鍋店直営店）→両国駅 

③両国駅→大原駅（蔵見学：木戸泉酒造）→和田浦駅（臨時販売：亀田酒造）→浜金

谷駅（臨時販売：和蔵酒造）→両国駅 

④両国駅→大原駅（蔵見学：木戸泉酒造）→浜金谷駅（臨時販売：和蔵酒造）→木更

津駅（臨時販売：和蔵酒造・宮崎酒造店、芸者踊り披露）→両国駅  

※各コースで、両国～千葉間乗車・下車有り 

 

車内試飲酒         車内の様子          募集パンフレット 

            

 

酒蔵や駅での試飲・販売の様子 

 

 

                            酒蔵見学（木戸泉酒造） 
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（実施地域） 

三重県内近鉄線、養老鉄道、伊賀鉄道、三岐鉄道、の各沿線（桑名市、朝日町、四日市

市、鈴鹿市、津市、伊賀市、明和町。一部愛知県、岐阜県を含む） 

（概要） 

 近畿日本鉄道（株）が行う、沿線の酒蔵と寺社仏閣等の史跡を訪ねるハイキングで、本

年度は、平成 26 年 12 月 13 日～平成 27 年 3 月 29 日までの期間に、16 コース（関西エリ

ア含むと全 28 コース）を設定。参加者は、スタート駅でコース地図を受け取り、各自の

ペースでハイキングをしながら、酒蔵や寺社仏閣等をはじめとする史跡を巡ります。 

参加費無料のイベント（交通費や拝観料等は必要）。 

（実施主体・体制） 

 近畿日本鉄道（株）が中心にハイキングを主催、各コースによって養老鉄道（株）、伊

賀鉄道（株）が主催し、その他三岐鉄道（株）が共催し運営している。 

各酒蔵が試飲、おもてなし等で協賛するほか、スタート受付駅等で各地の「ゆるキャラ」

のお出迎え等で市町や観光協会等が協力することで地域活性化に取り組む。 

（ＵＲＬ） 

近畿日本鉄道 HP http://www.kintetsu.co.jp/event-hiking/sakagura/ 

（問い合わせ先） 

 近畿日本鉄道（株）近鉄名古屋イベント係 

〒510-0074 三重県四日市市鵜の森１丁目１６−１１ 

 TEL：059-354-7007  

（参考：直近 3カ年の東海エリアの集客状況） 

平成 25 年度：10,612 名（17 コース） 

平成 24 年度：13,151 名（18 コース） 

平成 23 年度：13,520 名（18 コース） 

（ＰＲポイント） 

・マイペースでできるハイキングと、酒蔵を訪ねて見学並びに試飲という趣味を満たし、

また手軽に参加できることから、毎回、県内外からの参加者が数多くいる。また、毎年

のリピーターや、中には全コースを制覇する方もいる。 

・酒蔵では、見学、利き酒（試飲サービス。一部有料）、酒蔵商品即売会があるとともに、

酒蔵みてある記賞として、各酒蔵でプレゼント抽選会がある。 

・近鉄あみま倶楽部が実施している踏破賞の対象ハイキングにもなっている。 

  

酒蔵ツーリズム 

事例№12 

三重県 

酒蔵と史跡を訪ねるハイキング「酒蔵みてある記」 
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（実施地域） 

伊賀市 

（概要） 

 伊賀市内にある蔵元との会話を楽しみながら、伊賀酒を飲み比べて味わう、女子限定の

イベント。毎年秋頃に 1日開催され、4回目を迎えた今年は、これまでホテルでの開催だ

ったものを、参加者層を広げるため、中心市街地のアーケード通りを会場にした外呑みと

して開催。また、伊賀 FOOD マーケットを同時開催し、伊賀の食をあわせて楽しめるイベ

ントとなった。平成 26 年度は、７蔵元・20 種類を超える伊賀酒を提供し、3つの蔵元に

ついては直接ブースを出店。 

（実施主体・体制） 

 伊賀酒 DE 女子会（森喜酒造場：事務局） 

平成２６年度は伊賀酒 DE 女子会とダーコラボラトリ LLP が共催。ダーコラボラトリ

LLP が事務局および運営を担当。 

【参加蔵＆販売店】森喜酒造場、大田酒造、若戎酒造、菊野商店 

【出品蔵】 森喜酒造場、大田酒造、若戎酒造、森本仙右衛門商店、中井酒造場、橋本酒

造場、福井酒造場 

（ＵＲＬ） 

伊賀酒 DE 女子会ブログ http://ameblo.jp/igasake-de-jyoshikai/ 

（問い合わせ先） 

 合名会社森喜酒造場（事務局） 

〒518-0002 三重県伊賀市千歳 41-2 

 TEL：0595-23-3040 FAX：0595-24-5735 

E-mail：fwkc6398@mb.infoweb.ne.jp 

（参考：直近 3カ年の集客状況） 

  平成 26 年度：127 名、平成 25 年度：175 名、平成 24 年度：122 名 

（ＰＲポイント） 

 ・毎年参加者から大変な好評を得ており、県内だけでなく、県外からの参加者もいるほか、

リピーターもいる。 

 ・平成 26 年度は、伊賀風土 FOOD マーケットが同時開催されたことから、酒アテチケット

1000 円分をつけて販売し、伊賀の酒と食とをマッチングさせてその両方を PR。 

 ・参加者には、お土産として伊賀酒 DE 女子会特製お猪口、伊賀風土 FOOD マーケット特製

保冷バッグ、蔵元案内冊子をプレゼント。 

酒蔵ツーリズム 

事例№13 

三重県 

伊賀酒ＤＥ女子会 
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（実施地域） 

群馬県利根沼田地域（沼田市、片品村、川場村、昭和村、みなかみ町） 

 

（概要） 

昨年秋に協議会を立ち上げ、日本酒・地ビール・ワインなどの酒類製造会社の連携を図

り、各製造会社を巡る酒蔵ツーリズムの実施により地域ブランド化の推進と向上並びに

地域観光資源の新たな開発を目的とした。 

 

（実施主体・体制） 

利根沼田酒蔵ツーリズム連絡協議会 

 

（問い合わせ先） 

利根沼田酒蔵ツーリズム連絡協議会（川場村観光協会内） 

 〒378-0111 群馬県利根郡川場村萩室 385 

 TEL：0278-52-3412 FAX：0278-52-3410 

 

（ＰＲポイント） 

・当ツーリズムは地元の日本酒蔵だけにこだわらず地域で造り出される地ビール２社や

ワイナリー１社、及び日本酒蔵４社で構成されており、地元の水や地元で収穫される材料

を使い、３種類のアルコール製品が楽しめる酒蔵ツーリズム。 

 

・利根沼田酒蔵ツーリズム連絡協議会を主体メンバーに「道の駅」川場田園プラザの協力

と酒類卸業界・観光協会・利根沼田宿泊施設青年部の参加のもと勉強会を実施。

 

 

 

 

酒蔵ツーリズム 

事例№14 

群馬県 

利根沼田酒蔵ツーリズム®連絡協議会 
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（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

とどぶろくを巡る「御酒飲券」「御酒印帳」を新たに開発。 

各々特徴的な酒蔵を巡り、原料の製造から製品の完成までを理解することで、飛騨の

酒に対する新たな見方、魅力を提案。聴いて・嗅いで・触れることで、飛騨の酒の魅力を

まるごと満喫してもらうもの。 

（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 

 

（ＵＲＬ） 

オフィシャルサイト  http://www.hidajizake-tourism.com 

Facebook ページ   https://ja-jp.facebook.com/hidajizake 

（問い合わせ先） 

○「御酒飲券」、「御酒印帳」、「ｱﾙｻﾞ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 

（参考：直近 3カ年の集客状況） 

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 

        「御酒飲券」「御酒印帳」売上：３３１冊 

平成２６年度： 「御酒飲券」「御酒印帳」売上：４００冊（概算） 

酒蔵ツーリズム 

事例№15 

岐阜県 

五感に沁みる飛騨の地酒をまるごと満喫！ 
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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引

き続き実施した。 

販売場所：飛騨の１２酒蔵・どぶろく祭りの館 

 

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 

 

４．第４１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

を堪能してもらった。 

期間：平成２７年１月１６日～３月１日  場所：高山市内の６軒の酒蔵 

 

５．第３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、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２７年２月８日  場所：飛騨高山まちの博物館 
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（実施地域） 

青森県十和田市 

（概要） 

 和酒女子って？「十和田と日本酒が好きな女子たち」のこと。 

 日本酒好きの彼女たちが、普段どんなことをして日常を楽しんでいるのかを紐解き、そ

の「日常」を地域資源と捉え、女子の目線で紹介し、おもてなしをプラスして、十和田市

を楽しんでもらおうというのが、和酒女子が提案している新しいスタイルの酒蔵ツーリズ

ムです。 

 和酒女子行きつけの飲食店さんに協力してもらい、デートにも、女子会にも使えるお得

なクーポン。クーポンの種類は、居酒屋、ＢＡＲ、ランチ、スイーツの４酒類。 

 

【居酒屋クーポン】和酒女子おすすめの居酒屋で、店主が選んだお酒一杯とそのお酒に合

ったお料理一品のセットが味わえるクーポン。利用協力４店舗。価格

１，５００円（税込）。 

【ＢＡＲクーポン】和酒女子おすすめのＢＡＲで、カクテル一杯と和酒女子向けの“おも

てなし”がセットになったお楽しみクーポン。利用協力４店舗。価格

１，０００円（税込）。 

【ランチクーポン】和酒女子おすすめのカフェ＆レストランで、農産物が豊富な十和田な

らではの野菜にこだわったヘルシーランチが楽しめるクーポン。利用

協力４店舗。価格１，０００円（税込）。 

【スイーツクーポン】和酒女子おすすめのお店で、十和田産の果物や野菜を使った、見た

目もかわいいスイーツとドリンクがセットになったクーポン。利用

協力４店舗。価格６００円（税込）。 

 

（実施主体・体制） 

 クーポン発売元・問合せ先：（一社）十和田市観光協会 

 

 クーポン販売店：十和田市観光物産センター、十和田富士屋ホテル、十和田シティホテ

ル、スマイルホテル十和田、Ａハウス 

 クーポン利用協力店： 

【居酒屋】旬（しゅん）、酒亭 銀とら、正月家、日本料理 かぐら 

【ＢＡＲ】Bar K's、SHOT BAR COOL、SWANKY DRUNKY FACTORY、Bclub 

酒蔵ツーリズム 

事例№16 

青森県 

 和酒
わ し ゅ

女子
じ ょ し

イチオシ！飲食店クーポン 
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【ランチ】農園カフェ日々木、cafe orta（カフェ オルタ）、ハピたのかふぇ、ブラス

リーマスダ 

【スイーツ】菓子工房 京甘堂、ハピたのかふぇ、青森の魔女のスイーツ工房 OOTAKE、

パティスリーミサワ 

 女性だけでなく、男性も利用できます。 

（ＵＲＬ） 

和酒女子ホームページ http://washujoshi.jp/  

（問い合わせ先） 

 （一社）十和田市観光協会 

 〒034-0011 青森県十和田市稲生町１５－３ 

 TEL：0176-24-3006 

（参考：直近２カ年の利用状況） 

平成２６年度 １２月末時点で、延べ１５４名の利用 

平成２５年度 延べ２７４名の利用 

（ＰＲポイント） 

 クーポンが利用できるお店は、どれも「価格」と「質」にこだわる和酒女子たちが厳選

したものばかりで、安心できます。 

また、日頃から“行きつけ”として慣れ親しんだお店だからこそ、店主との信頼関係が

出来ており、初めて訪れる人にも、クーポンを通して、十分に楽しんで満足していただけ

るはず。 

 クーポンが利用できるお店はどこも、十和田の自然素材にこだわったお店ばかり。十和

田市は、十和田湖・奥入瀬渓流に代表される通り、豊かな水の恩恵を受けています。その

水とお米から作られる地酒鳩正宗、水を含んだ豊かな土壌に育まれた農産物を使用した料

理やスイーツの数々をお楽しみいただけます。十和田を味わいつくすには、まさにうって

つけのクーポンです。 

 

【和酒女子イチオシ！飲食店クーポン チラシ】 

 
  居酒屋クーポン   ＢＡＲクーポン   ランチクーポン  スイーツクーポン 
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（実施地域） 

愛知県知多半島 

（概要） 

江戸時代後期から明治時代初期にかけて、知多半島は 200 を超える酒

蔵を有し、灘に次ぐ日本有数の酒造地域でした。時は移ろい、現在では

6酒造が“知多酒”の名の下に、質の高い酒造りを担っています。 

豊かな知多半島の恵み、産業、歴史、文化に触れ、酔いしれながら知

多酒で一献。半田商工会議所 醸-KAMOSU-プロジェクトが、知多半島の恵

み旅を通じてあなたの“からだきれい・こころきれい”をお届けします。 

（実施主体・体制） 

【主体】半田商工会議所 

【協力】半田市、半田市観光協会、知多ソフィア観光ネットワーク、 

知多半島広域観光圏協議会、半田酒造協同組合 

（ＵＲＬ） 

半田商工会議所 醸-KAMOSU-プロジェクト http://content.handa-cci.or.jp/kamosu/ 

半田市観光協会 http://www.handa-kankou.com/ 

（問い合わせ先） 

〒475-0874 愛知県半田市銀座本町 1-1-1 半田商工会議所 TEL0569-21-311 

（参考：直近 3カ年の集客状況） 

① 『高志継承！老舗料亭で和食マナーと知多酒文化に触れる』 

 25 名、日帰りおひとり 9,800 円、名古屋発着、バス利用 

② 『感動魅力人！蔵元と杜氏が語る ほろ酔い・日本酒講座』 

 24 名、日帰りおひとり 9,800 円、名古屋発着、バス利用 

③ 『潮風に誘われて！知多半島・醸造文化めぐり旅！』 

 12 名、日帰りおひとり 8,800 円、名古屋発着、バス利用 

④ 『古式伝承・温故知新！和の文化で彩る食と知多酒』 

 17 名、日帰りおひとり 8,300 円、名古屋発着、バス利用 

⑤ 『大人のたしなみ やまとなでしこ基礎講座』 

 29 名、日帰りおひとり 5,000 円、名古屋発着、バス利用、女性限定 

⑥ 『ワンダフルにっぽん！美味食彩・知多酒と野菜で健康生活』 

 22 名、日帰りおひとり 5,000 円、名古屋発着、バス利用 

⑦ 昇龍道における銘酒街道づくりモニターツアー『日本酒を通じて地域を知ろう 知多

半島へのご案内～』 

 48 名、日帰りおひとり 7,000 円、名古屋発着、バス利用 

⑧ 研修ツアー『観光振興と伝統の地場産業をみる』 

 39 名、日帰りおひとり 5,000 円、半田発着、バス利用 

⑨ 『心も体もきれいになろう！知多の食と文化と歴史にふれる旅』 

 3/8 催行、日帰り 8,900 円、名古屋発着、バス利用、女性限定 

酒蔵ツーリズム 

事例№17 

愛知県 

 知多半島 歴史と酒に酔いしれる 
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（ＰＲポイント） 

１．『高志継承！老舗料亭で和食マナーと知多酒文化に触れる』 

盛田金しゃち酒造株式会社【酒蔵見学・試飲】 

1848 年創業の造り酒屋。創業時のまま残る酒蔵を蔵元・

杜氏の案内のもと見学。酒造りの手法や工程を学ぶ。酒

蔵の銘柄の試飲とともに利き酒クイズに参加。 

料亭望洲楼【昼食・和マナー講座】 

明治天皇行幸の際、食事された格式ある料亭。知多酒で

乾杯、知多半島の味噌たまりの醸造文化の会席料理を楽

しむ。食を通じて女将より和食マナー講座を学ぶ。 

立川美術館【山車・からくり実演】 

国の重要無形文化財に指定された潮干祭の主役

である山車。その山車に施されている立川流の彫刻や本物の山車、からくり人形の実

演を鑑賞。 

 

２．『感動魅力人！蔵元と杜氏が語る ほろ酔い・日本酒講座』 

丸一酒造株式会社【酒蔵見学・日本酒講座・試飲】 

大正 6 年創業の酒蔵を蔵元・杜氏の案内のもと見学。蔵の中に

て、蔵元による日本酒の種類、酒造りの手法や工程などの基礎講

座。酒蔵の銘柄の試飲。 

料理旅館 枡磯【四條流庖丁儀式】 

平安時代より伝わる庖丁儀式は、庖丁と箸を使い、魚に触れるこ

となくさばく神聖な儀式。出世や繁栄を意味する縁起のよい「龍

門の鯉」を鑑賞。 

木綿の里岡田【ガイド付き街並み歩き】 

江戸期に機織りが盛んであった木綿の里岡田。当時を偲ばせる建

物が立ち並ぶ岡田一帯を現地ボランティアガイドの案内により

街並み歩き。 

 

３．『潮風に誘われて！知多半島・醸造文化めぐり旅！』 

盛田株式会社【酒蔵見学・味噌蔵見学】 

1665 年に酒造業を創業し、1708 年に味噌・たまりの醸

造を開始した盛田。蔵元・杜氏の案内のもと酒蔵と味噌

蔵を見学。酒造り・味噌造りの手法や工程を学ぶ。味噌

の試食。 

盛田 味の館【日本酒講座・試飲・昼食】 

蔵元・杜氏による日本酒の種類、酒造りの手法や工程な

どの基礎講座。酒蔵の銘柄を試飲。蔵元・杜氏、味の館

館長が参加者の輪に入り、日本酒や味噌についてともに

語らう。 

美浜・食と健康の館【塩づくり体験】 

海水から作る自然海水塩の造り方を学び、実際に塩づく

りを体験。 
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４．『古式伝承・温故知新！和の文化で彩る食と知多酒』 

澤田酒蔵株式会社【酒蔵見学・日本酒講座・試飲】 

1848 年に創業した酒蔵。今も昔ながらの木製道具と

製法を守り続けている酒蔵を見学。蔵元による日本酒

の基礎から玄人向けの内容まで含んだ日本酒講座。酒

蔵の銘柄の試飲。 

創作料理 阿雲【昼食】 

築 150 年に及ぶ廻船問屋の豪邸を改装した料亭。知多酒で乾杯ととも

に常滑焼の器とともに醸造文化を味わう懐石料理風弁当を楽しむ。 

常滑やきもの散歩道【まち並み歩き】 

明治期の土管、昭和初期の焼酎瓶が左右の壁面を覆う土管坂、明治から昭和にかけて

使用された登窯など常滑焼の歴史を感じる散歩道をボランティアガイドの案内により

散策。招き猫通りにはいろんな招き猫とともに、まちを見守る「とこなめ見守り猫 と

こにゃん」を鑑賞。 

 

５．『大人のたしなみ やまとなでしこ基礎講座』 

中埜酒造株式会社【酒の文化館見学・酒道講座・試飲】 

200 年にわたり酒造りが行われた酒蔵を活かした酒の文化館を蔵元・館長の案内のもと

見学。酒造りの手法や工程を学ぶ。蔵元による江戸期に主流であった酒道講座は体験を

通じて学ぶ。酒蔵の銘柄の試飲とともに利き酒クイズに参加。 

料亭 望洲楼【四條流庖丁儀式】 

平安時代より伝わる庖丁儀式は、庖丁と箸を使い、魚に触れ

ることなくさばく神聖な儀式。廻船で栄えた土地に由来して

「宝の入船」を鑑賞。 

料亭 望洲楼【昼食・和食マナー講座】 

明治天皇行幸の際にお食事をされた格式ある料亭。知多酒で

乾杯、知多半島の味噌たまりの醸造文化の会席料理を楽し

む。食を通じて女将より和食マナー講座を学ぶ。 

立川美術館【山車・からくり実演】 

国の重要無形文化財に指定された潮干祭の主役である山車。その山車に施されている立

川流の彫刻やからくり人形の実演を鑑賞。 

 

６．『ワンダフルにっぽん！美味食彩・知多酒と野菜で健康生活』 

原田酒造合資会社【酒蔵見学・試飲】 

1855 年に創業。創業当時の味わいをしっかり守るため、昔な

がらの手づくりを受け継ぐ酒蔵を蔵元・杜氏の案内のもと見学。

酒造りの手法や工程を紹介。酒蔵の銘柄の試飲。 

げんきの郷だんらん亭【お酒と野菜のお話・健康セミナー・昼食】 

知多酒で乾杯とともに、野菜を中心とした料理を楽しむ。料

を味わいながら野菜ソムリエによるお酒と野菜の話を聞き、健康セミナーの講座を学

ぶ。 

宇宙山 乾坤院【徳川家ゆかりの地を散策】 

徳川家康の生母於大の方の在所である水野氏一族の菩提寺を現地ボランティアガイドの

案内のもと散策。 
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（実施地域） 

京都府京都市伏見区、京都府宇治市 

（概要） 

「酒のまち」京都市伏見区・「お茶のまち」京都府宇治市、隣まち同士の地域資源を活用

し旅行商品の開発を目指したモニターツアーを実施。 

 

（実施主体・体制） 

主体団体：特定非営利活動法人 伏見観光協会 

旅行実施：JTB 西日本 

協  力：宇治市観光協会 

 

（ＵＲＬ） 

伏見観光連携協議会 http://kyoto-fushimi-kanko.jp/map.html 

 

（問い合わせ先） 

京都市伏見区本材木町６６８－３ 月桂冠酒蔵オフィス１･２号室 

特定非営利活動法人 伏見観光協会 

TEL：075-622-8758 

FAX：075-622-7986 

 

（参考：直近 3カ年の集客状況） 

モニターツアー参加者 女性 38 名 

※募集定員：各日 20 名－計 40 名（女性限定） 

第 1回 平成 25 年 11 月 9 日（土）  

第 2 回 平成 25 年 11 月 10 日（日） 

 

（ＰＲポイント） 

JTB 西日本・（社）宇治市観光協会と協同し、伏見地域のＰＲとともに、新たな旅行商品

を創出する事業の一連。宇治地域との相乗効果をねらい、酒のまち・茶のまちのモデルツ

アー等下記①～③を実施しました。 

酒蔵ツーリズム 

事例№18 

京都府 

 広域連携と地域ネットワークづくりによる京都南部域の新たな賑わい創出 

女子力アップ！お茶とお酒をたしなむ“Betu-Bara”の一日モニターツアー 
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１．伏見・宇治ＰＲキャラバンイベント 

●日時：平成 25 年 10 月 24 日・25 日 

16：00～20：30 

●場所：グランフロント大阪 

●参加者数：延べ４，０００名 

 

 

２．伏見・宇治連携セミナー 

●日時：平成 25 年 10 月 28 日 13：00～16：15 

  ●場所：伏見夢百衆 

  ●参加者数：５０名 

  ●コーディネーター 

京都文教大学 総合社会学部総合社会学科  

教授  森 正美 氏 

  ●パネリスト 

・株式会社増田德兵衞商店 十四代目 

代表取締役社長 増田 德兵衞 氏  

・株式会社通圓 二十四代目  

通円 祐介 氏  

・宇治観光ボランティアガイドクラブ 

代表幹事 加納  誠三 氏  

・ＪＴＢ西日本 地域交流ビジネス推進室  

マネージャー 佐々木 寛子 氏 

 

 

３．伏見・宇治モニターツアー実施 

●日時：平成 25 年 11 月 9 日・10 日の 2日間 

9：45～18：00 

  ●内容：伏見・宇治をめぐる日帰り旅 

  ●参加者数：女性３８名（定員４０名） 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


