
［最重点市場］：中国市場
・ 「平成２７年版 観光白書について(概要版）」 より訪日動機の

うち、「自然･景勝地観光」を好む割合は52.7%を示している。

・ 「平成27年度 「美の伝説」ルートを構成する9府県の国籍別
宿泊者数（宿泊旅行統計調査）」によれば、中国からの宿泊者数
は福井県、大阪府、京都府において1位、兵庫県、滋賀県におい
て2位となっている。

・ 個人旅行へのシフトが進んでいる市場でもあり、四季折々の
自然景観、寺社仏閣、観光列車・船、桜、紅葉、雪、温泉の自然
の恵みなど関西の様々観光素材が中国からの訪日顧客の人気
メニューとなっている。

・関西空港をゲートウェイとする出入国者のうち中国人は30%で
トップの割合を示している。

【美の伝説】 ➀ KANSAI～世界遺産と絶景 伝統と自然の美の競演 ～コース

【対象市場】 最重点市場 ： 中 国
重点市場 ： タ イ

【コンセプト】
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

【コンセプトを体現する主たる観光資源】

【英文名】

宿泊者数

施設所在地（47区分
及び運輸局等）

国籍（出身地）

中 国 タ イ

平成27年 1～12月 計 4,140,170 438,000 

福井県 16,780 1,430 

滋賀県 97,990 12,020 

京都府 829,760 65,870 

大阪府 2,656,610 322,910 

兵庫県 280,740 23,600 

奈良県 125,840 3,360 

和歌山県 118,120 6,130 

鳥取県 7,540 1,940 

徳島県 6,790 740 

A Journey into the Kansaｉ
Legacies & Mother Nature.

平成27年度
「美の伝説」ルートを構成する9府県の国籍別宿泊者数

（宿泊旅行統計調査）

①清水寺（京都府京都市）

世界遺産（古都京都の文化財
地区）宝亀9年(778)に延鎮が
開基。本尊は千手観音。

②彦根城（滋賀県彦根市）

絶景（彦根城と城下町地区）
現存する国宝4城のひとつ。
彦根藩井伊家の居城。

③三方五湖（福井県美浜町

、若狭町）

絶景（海湖と歴史の若狭路地域）

若狭路は美しい自然・景観、港、
歴史が集約された地域。

絶景（天野橋立地区）

日本三景のひとつ。白砂青
松の景勝地

④天橋立（京都府宮津市） ⑤鳥取砂丘（鳥取県鳥取市）

絶景（鳥取砂丘と山陰海岸
ｼﾞｵﾊﾟｰｸ地区）

風と共に砂が動く自然の
姿が維持・保全されている。

⑥鳴門渦潮（徳島県鳴門市、

兵庫県南あわじ市）

絶景（鳴門・徳島地区）

潮の干満の差と潮流の速
度により、渦潮が観測でき
る。

⑦姫路城（兵庫県姫路市）

世界遺産（姫路城地区）

江戸時代初期に建てられた
天守、櫓等の主要建築物が
現存。国宝。

⑧神戸夜景（兵庫県神戸市）

絶景（六甲・有馬・北野地区）
六甲山の100万ドルの夜景と
日本三古泉の有馬温泉。

「平成２７年版 観光白書について(概要版）」
から見る各国の訪日動機

［重点市場］：タイ市場
・訪日動機のうち、「日本食を食べること」を好む割合は83.9%、

「自然・景勝地観光」を好む割合は50.5%

・東南アジア諸国の中では、タイからの宿泊者数は福井県、滋賀
県 大阪府、兵庫県、鳥取県において1位となっている。

・東南アジア諸国には親日国も多い上に地理的な利便性に加え、
関西の持つ在来交通機関のネットワークの発達、都市型と地方
型観光のコントラスト(とりわけ農・漁収穫体験など） 多様な文化
体験できるコースがタイ市場の特性（ニーズ）と合致している。

平成26年版 観光庁「訪日外国人消費動向調査」より

（個人旅行23.7%、団体旅行76.3%） （個人旅行38.9%、団体旅行61.1%）
平成23年版 観光庁「訪日外国人消費動向調査」より

右上段 表参照

右下段 表参照

法務局 出入国管理統計統計表 より 算出

【対象市場の設定理由】

⇒

５つの世界遺産
①古都京都の文化財

５つの世界遺産
③姫路城

７つの絶景
⑥彦根城

７つの絶景
⑤三方五湖

１２の観光拠点地区
③天橋立地区

７つの絶景
③鳥取砂丘

７つの絶景
④鳴門渦潮

７つの絶景
②神戸夜景

大阪

京都

和歌山

姫路

豊岡
宮津

鳥取

彦根

福井

洲本

徳島

堺

大津

小浜

有馬



【対象市場の設定理由】 ② 下記調査中間報告により 中国を最重点 タイを 重点国と設定した。

・平成27年度広域観光周遊ルート形成調査事業 (中間報告より） 及び 世界主要37都市をカバーした博報堂オリジナル生活者調査データベースGlobal HABIT

【日本訪問の目的 [日本訪問経験者・日本訪問意向者ベース]】

●「文化的歴史的な建造物などの見物」が69.7%で1位。
・「文化的歴史的な建造物」「雄大な自然」「現代的な都市」の見物と、「名物の食事を楽しむ」
が人気である。

・「温泉」「買物」「登山・ハイキング」「テーマパーク」「ナイトライフ」「伝統芸能」など、観光地で体験
できることも、重要視されている。

日本訪問に関する意識 《中国》

【日本訪問の目的 [日本訪問経験者・日本訪問意向者ベース] 】

● 「文化的歴史的な建造物などの見物」が87.1%で1位。
・「文化的歴史的な建造物」「雄大な自然」「現代的な都市」の見物が人気である。
・「名物の食事を楽しむ」 「温泉」 など、観光地での体験も人気である。

日本訪問に関する意識 《タイ》 全国資料全国資料

【美の伝説】 ➀ KANSAI～世界遺産と絶景 伝統と自然の美の競演～ コース

対象1,244人
対象 240人

重複回答
重複回答



（観光地・宿泊地）（素材情報 赤字 食べ物 緑字 体験ｺﾝﾃﾝﾂ）【旅 程】 （公共鉄道利用の基本コース）

1日目 関西空港⇒ＪＲ又は南海⇒大阪市内（大阪城 等）⇒ＪＲ又は阪急又は

（60分） （40分）
京阪⇒京都市内散策 ⇒ 京都市内又は大津市内（泊）

（60分） （雄琴温泉）

2日目 京都市内又は大津市内⇒ＪＲ⇒彦根（彦根城･玄宮園）
（10分） （40分）

⇒ＪＲ⇒三方⇒（ﾊｲﾔｰ）⇒三方五湖遊覧船等⇒若狭小浜(泊）
（110分） （小浜温泉）

3日目 若狭小浜⇒（ﾊｲﾔｰ・ﾚﾝﾀｻｲｸﾙ）⇒小浜（国宝めぐり）⇒三方五湖
（20分）

⇒天橋立（ｹｰﾌﾞﾙ･観光船・ﾚﾝﾀｻｲｸﾙ等）⇒ 天橋立・宮津（泊）
（120分） （天橋立温泉）

4日目 天橋立⇒丹後鉄道・ＪＲ⇒豊岡⇒ 鳥取⇒鳥取砂丘(ラクダ体験・
（270分）

砂の美術館等）⇒路線バス⇒鳥取⇒ＪＲ・路線バス⇒倉吉⇒
（30分） （20分） （30分） （30分）

⇒三朝温泉（泊）

5日目三朝温泉⇒路線バス⇒倉吉 ⇒ ＪＲ⇒ 鳥取⇒ ＪＲ ⇒ 姫路
（30分） （50分） （120分）

⇒姫路城⇒路線バス又はＪＲ ⇒姫路市内 又は 赤穂温泉（泊）
（10分～50分）

6日目 姫路・(播州）赤穂温泉⇒ＪＲ⇒ 舞子 ⇒高速バス⇒ 淡路島南
（80分） （80分）

⇒大鳴門橋記念館（渦の道・観潮船 等 ）⇒高速バス⇒徳島（泊）
（10分）

7日目 徳島市 ⇒高速バス⇒三宮⇒神戸港めぐり・北野町散策等 ⇒
（120分）

⇒ 神戸電鉄・高速バス 等 ⇒ 有馬温泉（泊）
（30分）

8日目 有馬温泉 ⇒ 神戸電鉄⇒有馬口 ⇒ 三田⇒ＪＲ ⇒ 堺市
（120分）

百舌鳥・古市古墳群・ 利晶の杜等 堺市⇒私鉄・ＪＲ⇒関西空港

春： 大阪城公園桜 ・枝垂桜円山公園
夏： 天神祭りと花火・大文字・五山送り火・京七夕
秋： 銀杏並木の御堂筋・東山紅葉のライトアップﾟ
冬： 御堂筋イルミネーション・雪景色の北山金閣寺

各地の四季の魅力（旅程毎）

春： 三方五湖と日本海のパノラマ・桜絶景
夏： 三方五湖観光船・気比の松原
秋： 三方五湖レインボーライン・紅葉パノラマ
冬： 発心寺寒行托鉢・若狭小浜の国宝

春： 傘松公園（日本三景・天橋立）
夏： 小天橋砂州・鳥取砂丘からの漁火
秋： 三徳山 炎の祭典・ 小鹿（ｵｼﾞｶ）渓の紅葉
冬： 日本海の冬景色・白一色の三朝川の河原

春： 湖山池 青島公園、
夏： 鳥取砂丘（彫刻作品「砂像」）白兎海岸
秋： 観光農園 梨狩り
冬： 松葉カニ・湖山池「石がま漁」、

春： 姫路城桜・書写山圓教寺
花さじき・大鳴門橋架橋・須磨離宮公園

夏： 赤穂御崎夕景 ・道の駅うずしお･慶野松原
秋： 淡路島 東山寺紅葉
冬： 立川水仙郷 赤穂義士祭

春： 神戸港（外国船）まつり
夏： 明石海峡大橋・
秋： 神戸灘五郷 新酒仕込み 六甲山の紅葉
冬： メリケンパーク・神戸ハーバーランド

（イルミネーション）

春： 堺・緑のミュージアム ハーベストの丘

（春の花火） 大山公園の観桜
夏： 春日神社夏祭り（ふとん太鼓）
秋： 牛滝山大威徳寺紅葉 堺まつり･千利休大茶会
冬： 関空展望ホール「Sky View」からのｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ

春： 桜競演（醍醐寺・岡崎公園・嵐山など）葵祭
新緑の貴船・鞍馬、三井寺・彦根城の桜絶景

夏： 京七夕・祇園祭・宇治鵜飼・川床（料理）
秋： 時代祭・鞍馬火祭・京都大原のもみじ祭り
冬： おけらまいり・節分会（吉田山など）・下賀茂神社

流し雛・長浜城と雪景色

大阪城エリア地区 ・古都京都の文化財

古都京都の文化財

小浜・若狭町地区

天橋立地区 鳥取砂丘と山陰ジオパーク地区

春： 豊岡 出石さくらまつり、城崎さくらまつり
夏： 城崎マリンワールド、豊岡カバン蚤の市
秋： 玄武洞と紅葉、出石「新」そば
冬： 城崎温泉 雪の温泉寺

豊岡地区

鳥取砂丘と山陰ジオパーク地区

鳴門・徳島地区

六甲・有馬、北野地区

百舌鳥・古市古墳群周辺地区

【美の伝説】 ➀ KANSAI～世界遺産と絶景 伝統と自然の美の競演～ コース

1日目： 大阪城エリア地区 てっちり・てっさ

古都京都の文化財地区 京懐石・抹茶・和菓子

京都駅周辺 京野菜とおばんざい

（宿泊地） 京都市内・大津市内・雄琴温泉等

2日目： 彦根城と城下町地区 彦根ｷｬﾝﾄﾞﾙｸﾗﾌﾄ

小浜市・若狭地区 浜焼き鯖・小浜ふぐ

（宿泊地） 若狭小浜 等周辺ｴﾘｱ

3日目： 三方五湖 ハイヤー又は三方五湖絶景ｻｲｸﾘﾝｸﾞ

海湖と歴史の若狭路地域
天橋立地区・海の京都

日本三景ﾚﾝﾀｻｲｸﾙ・ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ
丹後若狭 海の幸料理・あさり丼・文殊さん智恵の餅

（宿泊地） 天橋立・宮津 等

4日目： 豊岡地区（ｺｳﾉﾄﾘ博物館・城崎温泉湯めぐり

山陰海岸ジオパーク 浦富海岸遊覧船

湖山池と鳥取砂丘 砂丘ﾊﾟﾗｸﾞﾗｲﾀﾞｰ

(宿泊地） 三朝温泉
露天風呂｢河原風呂｣・足湯｢河原の湯｣

三朝松葉蟹づくし会席

5日目： 三朝温泉（公共露天風呂 ｢河原風呂｣ 等

鳥取観光農園 梨・ｽｲｶ･ﾌﾞﾄﾞｳ狩

姫路フルーツパーク イチゴ狩り 等

姫路城・天台宗別格本山 書写山圓教寺

6日目 ： 鳴門・徳島地区 うずしお観潮船

明石海峡大橋・慶野松原

淡路牛・生しらす丼・明石焼き

鳴門観潮・阿波の人形浄瑠璃 等

7日目 ： 六甲・有馬・北野地区
神戸ビーフ・炭酸せんべい

金泉・銀泉 足湯

三宮界隈 ショッピング

8日目 ： 百舌鳥・古市古墳群周辺地区及び
竹内街道地区
堺刃物ミュージアム 高級刃物ショッピング

古墳めぐりサｲクリング・利晶の杜抹茶体験

世界屈指ラドン含有量
ラジウム温泉

三重塔
坂上田村麻呂
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【美の伝説】 － はじめに － 5つの世界遺産と7つの絶景 １２の観光拠点
主題『美の伝説 』 （英訳： THE  FLOWER  OF  JAPAN，KANSAI ） 副題 『日本の美に出会う ５つの世界遺産と７つの絶景』

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

④世界遺産

⑤世界遺産

①７つの絶景

④７つの絶景

⑤７つの絶景

5つの世界遺産

７つの絶景

大阪

京都

奈良

和歌山

神戸

姫路

豊岡
小浜

宮津
鳥取倉吉

米子

彦根

福井

十津川

白浜

洲本

堺

大津

新宮

串本

有田
祖谷

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

①古都京都の文化財 〇　 〇 〇

②古都奈良の文化財 〇

③姫路城 〇　

④法隆寺地域の仏教建造物 〇

⑤紀伊山地の霊場と参詣道 〇 〇 〇 〇

①天橋立　　 〇　

②神戸夜景 〇　

③鳥取砂丘 〇　

④鳴門渦潮　　 〇　

⑤三方五湖　 〇　

⑥彦根城 〇　

⑦山陰海岸ジオパーク　 〇　〇　

①「古都奈良の文化財地区」（奈良県奈良市） 〇 〇

②「熊野地区」（和歌山県田辺市、新宮市、那智勝浦町） 〇 〇 〇 〇

③「天橋立地区」（京都府宮津市） 〇　

④「豊岡地区」（兵庫県豊岡市） 〇　

⑤「鳥取砂丘と山陰海岸ジオパーク地区」（鳥取県鳥取市、岩美町） 〇　〇　

⑥「百舌鳥・古市古墳群周辺地区及び竹内街道地区」

　　　（大阪府堺市、羽曳野市、藤井寺市）

⑦「彦根城と城下町地区」（滋賀県彦根市） 〇　

⑧「古都京都の文化財地区」（京都府京都市） 〇　

⑨「大阪城エリア地区」（大阪府大阪市） 〇　 〇

⑩「六甲・有馬・北野地区」（兵庫県神戸市） 〇　

⑪「鳴門・徳島地区」（徳島県鳴門市・徳島市） 〇　

⑫「小浜市・若狭町地区」（福井県小浜市・若狭町） 〇　〇　

モデルコースで訪問できる箇所　早見表

5つの世界遺産と7つの絶景　12の観光拠点

１
２
の
観
光
拠
点
地
区

5
つ
の
世
界
遺

産

７
つ
の
絶
景

〇　

A：KANSAI  世界遺産と絶景
伝統と自然の美の競演

B：KANSAI　日本精神文化の
聖地美の伝承

〇〇
⑪ 「鳴門・徳島地区」
（徳島県鳴門市・徳島市）

⑫ 「小浜市・若狭町地区」
（福井県小浜市・若狭町）

⑩ 「六甲・有馬・
北野地区」（兵庫県

神戸市）

⑨ 「大阪城エリア
地区」

（大阪府大阪市）

⑦ 「彦根城と
城下町地区」
（滋賀県彦根市）

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

・藤井寺市）

⑤「鳥取砂丘と
山陰海岸

ジオパーク地区」
（鳥取県鳥取市・岩美町）

④ 「豊岡地区」
（兵庫県豊岡市）

③「天橋立地区」
（京都府宮津市）

② 「熊野地区」
（和歌山県・田辺市・
新宮市・那智勝浦町）

① 「古都奈良の
文化財地区」
（奈良県奈良市）

⑧ 「古都京都の
文化財地区」（京都府京都市）

⑦７つの絶景

③７つの絶景

③世界遺産

境 港

米子鬼太郎空港

神戸港

関西国際空港

東海道新幹線

北陸新幹線京都舞鶴港

対象地域 「5つの世界遺産と7つの絶景１２の観光拠点」 概略地図

広域観光１２拠点地区

広域観光促進地域

①世界遺産②７つの絶景

②世界遺産

⑥７つの絶景

徳島


