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中国市場に向けた白山麓・循環型里山教育旅行事業

白山市の観光においては、白山麓の自然環境がキラーコンテンツ。
しかし、自然体験コンテンツが訪日外国人向けに十分に提供されておらず、白山市の延べ宿泊者数は減少傾向。
白山麓の自然を活かし、長期滞在及びリピート率の高い商材として期待できる「白山麓・循環型里山教育ツアー」を開発。

構成団体： (株)ガクトラボ、デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社、 (株)日中BHEコミュニケーションズ、金沢工業大学

自然

A. 背景・問題意識及び目的

B. 観光コンテンツ造成の概要

造成した観光コンテンツ本事業での造成の方向性

他の地域では提供が難しく、白山市の地域資源の特徴を活かした独自性を発揮できるテーマとして「里山の持続可能な循環型モデル」を設定。
一般的な教育旅行との差別化を図り、長期滞在型で学習効果の高い教育旅行プログラムを造成。

SDGsワークショップ
かんじきハイク
リフレクションワーク
学校交流
修了書の授与

コンテンツの
核となるもの

上海・蘇州の小学校・中学校に
通う児童・生徒又は親子
中国の田舎地域で実施されてい
るサマースクールに参加している学
生又は親子

想定
ターゲット

冬季ツアープログラム
かんじきハイク等、雪資源を生かしたプログラム
大学機関と連携したSDGsレクチャー・ワークショップ
薪割り体験・森林資源レクチャー

夏季ツアープログラム
沢登り体験等、自然を生かしたプログラム
大学機関と連携したSDGsレクチャー・ワークショップ
ソーラークッカーを活用した調理体験、焚き火や飯盒炊飯体験
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＜全コンテンツ共通＞優雅なプライベートクルージングによる移動がセット。

小豆島唯一の酒蔵見学＆ランチとプライベートクルージングがセットのツアーコンテンツ
●小豆島唯一の酒蔵「森國酒造」を見学。島の伝統料理と、酒蔵の日本酒数種の試飲を楽しむ。
伝統の醤油蔵を見学＆効き醤油体験とプライベートクルージングがセットのツアーコンテンツ

●小豆島にある伝統的な醤油蔵「ヤマロク醤油」にて、歴史ある醤油蔵建物と、伝統的な醤油造り
製法を見学。効き醤油を行い、民芸七輪で目の前で焼いたお餅を醤油で楽しむ。
丸亀うちわ作り体験とプライベートクルージングがセットのツアーコンテンツ

●丸亀の名産であるうちわの手作り体験。
うどん手打ち体験とプライベートクルージングがセットのツアーコンテンツ

●「手うちうどんひさ枝」にて、うどんの「打つ」「こねる」「のばす」「切る」をそれぞれすべて体験。

瀬戸内には、豊富な観光資源や、それらを結ぶ定期航路が存在。
しかし、自由な海上旅客輸送の手段については認知されておらず、また、単なる移動手段でしかないため、ハイエンド体験を求める高所得
者層の消費機会を逸失。
高所得者層の滞在日数の長期化及び消費単価の向上を目指すため、海上リムジンによるプライベートクルージングに島内・海上での体
験コンテンツを組み入れたモデルコースを造成。

構成団体：瀬戸内アイランドクルーズ株式会社、株式会社シンクロ

自然

A. 背景・問題意識及び目的

B. 観光コンテンツ造成の概要

造成した観光コンテンツ本事業での造成の方向性

海上リムジンによるプライベートクルージングに、瀬戸内に浮かぶ島々の伝統や食を堪能できる体験コンテンツを、ニーズに合わせてカスタマイズで付加
できる魅力的なツアーを造成。

「豪華クルーザーによるクルージング」と
「地域の伝統を大切にした日本的なコンテン
ツ」の融合
（新しいコンテンツを造成し、ラグジュアリーで
ありながら日本文化に触れるツアーを造成）

コンテンツの
核となるもの

仏国、英国、米国の高所得者層の訪
日観光客

想定
ターゲット

瀬戸内海上リムジン事業の実施及びそのプロモーションによる消費活性化モデル事業

醤油蔵見学 酒蔵見学 うどん手打ち体験
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ミドルクラス～富裕層の20～30歳代インド人カップル
海外ウェディング予算が1,000万円以上のカップル
婚前旅行、新婚旅行、結婚記念のアニバーサリーを
検討する20～40代カップル

想定
ターゲット

ビーチウェディングセレモニー＋プールサイドパーティー
料金：570万円～（税別・プロデュース料別）
場所：かりゆしビーチ（雨天時：ホテル内の宴会場）
対応人数：50～100名
内容：セレモニー（ビーチ、Mandap（インド式婚礼儀式で必要な櫓）、インド式の装飾、

バージンロード等）
パーティー（ビュッフェ、エイサー舞踊、装花、通訳等）

EXES2号船上カクテルパーティー（婚前・婚礼・婚後）
料金：60万円～（税別・プロデュース料別）
場所：かりゆしビーチ（雨天時：ホテル内の宴会場）
対応人数：15名(最大20名迄)
内容：貸切船の遊覧、カクテルパーティー、専属カメラマンによる撮影等

グラスボート体験＋ビーチ写真撮影（婚前・婚礼・婚後）
料金：45万円～（税別・プロデュース料別）
場所：かりゆしビーチ（雨天時：ホテル館内・チャペル等）
振替アクティビティ：シーサー絵付け、琉球ガラス体験
対応人数：25名迄
内容：グラスボート、専属カメラマンによる撮影、琉装等

インド人ウェディング誘致による、閑散期の沖縄ビーチ活性化事業

沖縄には、日本有数の美しいビーチが存在し、近年、観光客数が増加。
沖縄の観光ピークシーズンを過ぎた11月～２月に、いかに誘客するかが課題。
同時期をピークシーズンとして近年海外ウェディングを盛んに行っているインド人向けに、ビーチを活用したウェディング関連コンテンツを開発。

構成団体： (株)ケー・アンド・エル、K&L Communications India Private Limited (K&L インド支社) 

ビーチ

A. 背景・問題意識及び目的

B. 観光コンテンツ造成の概要

造成した観光コンテンツ本事業での造成の方向性

沖縄の美しいビーチリゾート
琉球文化（音楽や踊り等）

コンテンツの
核となるもの

グラスボート体験

ビーチウェディング

船上カクテルパーティー

沖縄の地域資源を活用し、インド風にアレンジした食事や沖縄の音楽・ダンスを融合させたエンターテインメントを提供するため、ビーチとホテルを含めて運営する沖縄の
観光事業者と連携し、ビーチウェディングパーティー、ビーチアクティビティ、インド式婚礼儀式、クルーズパーティー等を組み合わせたコンテンツを造成。

5



日本初の公設海水浴場内のグランピングを活用した、 ガストロノミーツリズムとアクティビティ導入による滞在時間と消費拡大及び、
和歌山の自然と海の豊かさを体験するプログラム開発の実施

加太地域を有する和歌山市は、関西国際空港や大阪・京都に近接するロケーションで、和歌山城等の観光資源が存在。
しかし、多くの外国人観光客が関西国際空港から北上しているため、大阪・京都と比べて宿泊者数が少ない。
加太地域において、同じく魅力的な歴史文化を有する京都・大阪・奈良との差別化を図り誘客を促進するために、伝統漁法体験等を組み合わせたビーチグラ
ンピング宿泊プランといった新たな体験型コンテンツを開発。

構成団体：加太観光協会、和歌山市、南海電気鉄道株式会社、休暇村紀州加太、 (株)ウェルフェアソリューションズ、東京大学生産技術研究所川添研究室、
加太地域活性化協議会、 (株)レインボー、加太漁業協同組合、Marunouchi HOUSE（三菱地所(株) ）、加太まちづくり(株)

ビーチ

A. 背景・問題意識及び目的

B. 観光コンテンツ造成の概要

造成した観光コンテンツ本事業での造成の方向性

夏季（７月～８月）のみ日本人向けに提供している加太海水浴場内のグランピング施設を通年営業とし、インバウンド向けに提供。
加太地域の「真鯛」を中心とした魚介類のメニューの開発・ブランディングを実施。
オプションの体験コンテンツとして、伝統漁法の鯛の一本釣り体験を含む友ヶ島へのクルージング、小型バギーによるガイド付きの歴史散策プラン、
真鯛を使用した魚捌き体験、着物体験、星空観察プログラムを造成。 （悪天候時の代替プランとしては、加太漁協のセリ場見学を用意。）

東京大学プロデュ―スの冬季も営業可能
なグランピングテント
冬期や夜間に提供可能な体験プラン
地域独自の体験プラン

コンテンツの
核となるもの

想定
ターゲット

薪ストーブ等を設えたテント 一本釣り体験 魚捌き体験

関西国際空港から大阪・京都へと北上して
いる東アジアのFIT

年収400万円以上のハイミドル層
（20代～40代）

国内初の公設海水浴場でのビーチグランピングでの宿泊と、サスティナブルシーフズを食す宿泊プラン
東京大学プロデュ―ステントによって、薪ストーブやこたつ等の暖房器具等の
備え付けが可能なテントを導入。

● 夕食のオプションとして、Marunouchi HOUSEのスターシェフが考案した
加太の真鯛等を用いたオリジナルメニューを提供

サスティナブルシーフズを体感。伝統漁法の鯛の一本釣り体験
● 加太地域独自の伝統漁法の鯛の一本釣りを、実際の漁船に乗船し、漁師から実演及びレクチャーを

受けて体験。
● ガイドが帯同し、加太の漁業の歴史及び瀬戸内海国立公園の一部である友ケ島の説明を受けるとと

もに、友ヶ島へのクルージングを体験。
加太の真鯛を使用した魚捌き体験

● 板前ユニフォームを着用し、加太の真鯛を活けの状態から刺身までの調理を体験。
調理した真鯛は、その場で実食。

その他3コンテンツ（小型バギーによる町の歴史散策プラン、着物体験、星空観察プログラム）
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祭りの“ウラ側”をエクスペリエンス！弘前ねぷたに命を吹き込む儀式に潜入！
●祭り前夜に行われる「点灯式」に参加

勇壮華麗なねぷた運行をゆったりと鑑賞しつつ、お膳仕立ての郷土料理を愉しむ「大名ディナー」
●桟敷席にて、郷土料理を食べながらねぷた運行を観覧

弘前でDive into ねぷた！ねぷた運行の主人公気分を味わう！
●勇壮で華麗な弘前ねぷたを、地元の皆さんとお揃いの祭り衣装に身を包み運行する体験

祭りの“ウラ側”をエクスペリエンス！ねぷた解体体験。…ねぷた絵はお土産に！
●運行を終えたねぷた山車の解体を体験。切り取ったねぷた絵は持ち帰り可

青森県はクルーズ旅行サイト「クルーズマンズ」の世界の寄港地ランキングで４位に入るなど、訪日外国人旅行者にとって魅力的な観光資
源を有し、ねぶた(ねぷた)祭りは8月同時期に約40箇所で開催。
弘前ねぷたは町内会単位で運行されており、訪日外国人旅行者が比較的参加しやすい環境ではあるが、現状コンテンツ化されていない。
地域の暮らしぶりを観光コンテンツ化し、広域観光による消費拡大を目指すため、弘前ねぷたの訪日外国人旅行者向け体験型観光コン
テンツを造成。

構成団体：たびすけ合同会社西谷、 (株)コバヤシライス、 (株)コンシス、NPO法人あおもりIT活用サポートセンター

お祭り

A. 背景・問題意識及び目的

B. 観光コンテンツ造成の概要

造成した観光コンテンツ本事業での造成の方向性

現状では桟敷から観覧するのみで消費機会としてはほぼ機能していない「弘前ねぷた祭り」の“体験コンテンツ”化を実施。造成したコンテンツの認知・受注・手配・決済・催行までを一気
通貫させるワンストップシステムの造成。また、弘前ねぷた祭りの一連の流れを専用カメラで撮影しVR動画を制作、プロモーションに活用。

弘前ねぷたまつりと
それを支える地域ならではの暮らしぶり

コンテンツの
核となるもの

豪州、米国、シンガポール、台湾（日本の
祭りに高い関心を寄せている3か国に、来県
者数が多く、直行便も就航している台湾を
加えた）

想定
ターゲット

訪日外国人旅行者に最適化された「弘前ねぷたの立体的体験コンテンツ造成」を契機とした、着地型旅行コンテンツの
Webによるワンストップ販売体制構築事業

桟敷ディナー ねぷた運行 ねぷた解体点灯式
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泉州 光と音の夢花火 訪日ゲスト向け桟敷席および着物ツアー開設

財政難で途絶えていた花火大会が、音楽フェスを誘致することで再開され、現在では西日本最大級の打ち上げ数を誇る花火大会へと発展。
南泉州エリアは関西国際空港に近く、国内・海外双方からのアクセスが良いにも関わらず、大阪市内や京都、奈良などの観光集積地と空港を挟んで反対側に位置するため、観光
客が訪れにくく、昨年の本お祭りへのインバウンド来場者数は約1,500名(全体では延べ8万人)に留まる。
インバウンド来場者数の増加、消費拡大を目指すため、送客の拠点となるインバウンドデスクの設置や、関西国際空港/なんば発の体験ツアーの造成、会場へのバイリンガルスタッフ
配置等を実施。

構成団体： (株) TryHardJapan、(公財)大阪観光局（地域連携DMO）、(公財)泉南青年会議所、泉南市観光協会、泉佐野市観光協会、
(公財)岸和田青年会議所、(公財)貝塚青年会議所、(公財)泉佐野青年会議所、樽井漁業協同組合、岡田浦漁業協同組合、 (株) KADOKAWA

お祭り

A. 背景・問題意識及び目的

B. 観光コンテンツ造成の概要

造成した観光コンテンツ本事業での造成の方向性

ビーチの閑散期に開催される「泉州夏祭り」は、世界的な潮流となっているダンスミュージックフェスと、日本の代表的な観光資源の一つである花火大会が組み合った、地元住民をはじめ
とする日本人と訪日外国人がともに楽しむことのできるお祭り型の総合エンターテインメント。このお祭りに対して、インバウンドの更なる誘客と消費促進を図るため、既にインバウンドの来
訪が多い大阪市内(なんば)と関西国際空港を発着地とする浴衣着付け体験と桟敷席での花火鑑賞体験付きのツアーを造成。

ミュージックフェスと日本の伝統文化である
花火を掛け合わせたイベント
利便性の高い移動手段＆文化的要素
のある体験メニュー

コンテンツの
核となるもの

中国、香港、台湾、韓国、タイ、豪州からの
FIT 年収レベル：400～800万円

（大型のダンスミュージックフェスが自国・地域で
も開催されており、大阪市内のナイトクラブでの
回遊も見られる国・地域）

想定
ターゲット

泉州夏祭り
（レンタル浴衣）

泉州夏祭り
（なんばからの送迎バス）

泉州夏祭り
（ツアーチラシ）

泉州夏祭り参加ツアー
●ツアー専用特別桟敷席からの『泉州 光と音の夢花火』鑑賞体験＋浴衣着付け体験＋

なんば又は関西国際空港から会場までの送迎がセットになったツアー

泉州夏祭りにおける現地購入オプショナルサービス
●英語・中国語それぞれのバイリンガルスタッフのコンシェルジュサービス付きのアップセルコンテンツ

VIP席へのアップグレードサービスやシャンパン、記念撮影サービスをツアーのオプショナルサービスとして販売

岸和田だんじり祭り・泉大津だんじり祭り・堺まつり参加ツアー
●それぞれのお祭りの観覧に、地域の観光資源を組み合わせたツアー

8



Return to Nature Experience
キノコ狩り散策（2時間半・ガイド付き・備品レンタル・保険）＋乗鞍 星と月のレストラン（3時間・
信州牛ディナー・保険）＋温泉宿宿泊*（1泊朝食付き）

Detox Healing experience
テントサウナ（2時間・テントサウナレンタル・タオル・コーヒー）＋乗鞍 星と月のレストラン（3時間・
信州牛ディナー・保険）＋温泉宿宿泊* （1泊朝食付き）

SOMABITO(Woodcutter) Experience
薪拾いガイド散策（ソマビト体験）（2時間半・ガイド付き・備品レンタル・保険）＋
乗鞍 星と月のレストラン（3時間・信州牛ディナー・保険）＋温泉宿宿泊* （1泊朝食付き）

■Mountain-LIFE culture in winter Experience(with IRORI MESHI)（仮）
わかんじき収穫体験（2時間・ガイド付き・備品レンタル・保険）＋囲炉裏ディナー（3時間・囲炉裏
ディナー・保険）＋温泉宿宿泊* （1泊朝食付き）

*温泉宿はのりくら温泉郷又は白骨温泉

中部山岳国立公園の自然の癒し×食体験「EV ツーリズム」推進事業

アルプス山岳郷においては、物見遊山での自然観光需要の減少、スキーやスノーボード離れ、リピーターの高齢化、若者の車離れ、2次交通の整備不足等により観光客
が減少。
しかし、新規顧客（訪日外国人）の開拓のための新たな観光コンテンツは未開拓。
アルプス山岳郷エリアへインバウンドの来訪を促し、地域内消費額増加への寄与を目指すため、松本アルプス山岳郷の「＃アルプスの感動を日々の暮らしに」をテーマに既
にエリア内で推進している電気自動車（EV）の活用を核に、観光体験プログラム等を造成。

構成団体：(一社)松本市アルプス山岳郷（地域DMO）、松本観光コンベンション協会、 (株)信州未来づくりカンパニー、 (株)未来づくりカンパニー、のりくら観光協会、
白骨温泉旅館組合

癒し

A. 背景・問題意識及び目的

B. 観光コンテンツ造成の概要

造成した観光コンテンツ本事業での造成の方向性

「自然の癒し×食」をテーマにインバウンド需要の掘り起こしを行うため、既にエリア内で推進している電気自動車（以下、EV）を活用した夜のディナープログラム「アルプス山岳
郷EVツーリズム 乗鞍星と月のレストラン」を核に、デイアクティビティおよび地域内の温泉資源（宿泊）を組み合わせた観光コンテンツを造成。自然の癒しを感じる観光コンテ
ンツの造成においては、滞在の利便性を向上させ、より多くのインバウンド顧客開拓を目指すため、複数のデイアクティビティを新たに開発し、それらのデイアクティビティと掛け合
わせた宿泊セットプランを造成（開発したデイアクティビティはパッケージ商品としてだけではなく、単体でも販売）。

五感を使った体験
自然との一体化を感じる体験
温泉
地域連携事業者

コンテンツの
核となるもの

FIT・小グループでの来訪客（シンガポー
ル、オランダ、フランス）
松本・高山に来訪している欧州人観光
客

想定
ターゲット

キノコ狩り テントサウナ ソマビト体験
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TANADA -Terraced rice fields & Japanese culture tour
exclusive local lunch and more...

佐世保駅発着の日帰りツアー
次のプランを造成

棚田の絶景で食べる地域食材等を生かした特別ランチ
棚田で餅つき、藁ベッド体験、散策等の農村体験
棚田で真剣切り体験、和太鼓鑑賞・演奏体験
近隣エリアにおける本陣跡や酒蔵の見学・試飲
甲冑着付け体験とお寺散策（オプション）

棚田で生産したお米販売、近隣エリアの名物の灯篭の販売等も合わせて実施（別料金）

e-Tanada 構想“和み” ～棚田で体感 和の文化～ 事業

佐世保市鹿町町は、江戸時代から続く米どころであり、西海国立公園九十九島の島々（世界で最も美しい湾クラブに加盟）を眺めることができ
る棚田が存在。
しかし、農業従事者の高齢化、担い手不足の課題を抱えているほか、観光資源としての活用は極めて限定的。
棚田を維持していくための収益源を確保するために、棚田をメインフィールドとした高付加価値ツアーを造成。

構成団体：(一社) 日本未来農業研究会、(株)親和銀行

癒し

A. 背景・問題意識及び目的

B. 観光コンテンツ造成の概要

造成した観光コンテンツ本事業での造成の方向性

棚田に様々な“e”を頭文字とした意味（entertainment/eat/ease/ecology/e-X）を込めた“e-Tanada”というコンセプトを設定。佐世保市鹿町町の
棚田をメインフィールドとし、棚田を核としたコンテンツ（地産食材を使った伝統料理や郷土料理を棚田の中で食べる特別なランチ体験、地域住民と
の交流、棚田での癒し空間）を中心に、日本文化体験（酒蔵、甲冑着付け、真剣切り等）も提供する高付加価値ツアーを造成。

棚田から見る九十九島北部の景色
棚田の絶景、田園の中で食べる地産食
材による郷土料理
餅つきや和太鼓等の地域文化体験、真
剣切り・甲冑体験・酒蔵見学等の日本
文化体験、地域住民との交流

コンテンツの
核となるもの

米国
（佐世保米軍基地等の米国関連施設
とその周辺産業に就業している佐世保市
等在住の米国人、その家族や友人な
ど）

想定
ターゲット

絶景の中で癒しの時間 日本文化体験・交流棚田で特別なランチ
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Drone Filming Nagano’s Magnificent Nature & Luxury Stay
中央アルプスにおいて、ドローン飛行による撮影体験。1泊2日で早太郎温泉の最高級露天風呂付特
別室で宿泊。
オプションで通訳・プロ山岳ガイド同行の中央アルプス登山を用意。

Drone Filming Nagano’s Magnificent Nature and Japanese
日帰りで体験できるプラン。アウトドアアクティビティプログラムとして「ドローン体験」を販売。
同行者がドローン撮影されない場合にも楽しんでいただけるよう「VRゴーグル」を活用。

Komagane Drone Tour
千畳敷カールをはじめとする駒ヶ根市・飯島町・中川村・宮田村内5～6箇所の絶景スポットにて、魅力
的な映像を撮影できるポイントを学びながら、ドローンによる空撮体験が可能。
夜は温泉付きリゾートホテルで地酒などの地元産品を楽しみながらの懇親会を行い、国を超えてのドロー
ン愛好家同士の交流の場を用意。

Drone Filming Nagano’s Magnificent Nature and Japanese（Universal tourism)
ドローンパイロットがツアーに同行し、登山が困難な方に、山の麓から登山道上空をドローン飛行するライ
ブ映像をVRゴーグルで提供するツアー。
現地のインストラクターがツアー客の隣でドローンを飛ばし、撮影した映像をVRゴーグルでライブ体験するこ
とで、ドローンに搭乗したかのような体験が可能。

【長野県伊那谷・駒ヶ根】 美景 x ドローン 『空巡り』

伊那谷・駒ヶ根には、西に中央アルプス、東に南アルプスという自然資源が存在。
しかし、8～10月の3か月で年間宿泊周遊の４割以上を占めるなど、夏・秋季と比較すると、冬季における集客に苦戦。
閑散期の底上げを図るため、山頂からの絶景のドローンによる空撮を体験型旅行商品として造成。

構成団体：（一社）駒ヶ根観光協会、DJI JAPAN (株) 、楽天AirMap (株) 

ICT

A. 背景・問題意識及び目的

B. 観光コンテンツ造成の概要

造成した観光コンテンツ本事業での造成の方向性

ドローン空撮体験を盛り込んだ4つの体験型旅行商品を造成し、３つのレイヤーに分けたターゲット層に向けて販売。
①富裕層向けプラン（ドローン・山岳観光体験を2人1組20万円で提供するプログラム）②日帰り客向け、フリー客向けプラン（アウトドア、ドローン
飛行体験のプログラム）③中央アルプス山麓ドローンツアー（ドローン愛好家を対象とした、飛行指導を受けられるプログラム）

④ユニバーサルツーリズム（登山が困難な層向けにVR体験を提供するプログラム）

2つのアルプスに囲まれた大自然でのドロ
ーン撮影体験
ドローンパイロットによる空撮レッスン
早太郎温泉・寺院・養命酒駒ヶ根工場と
いった駒ヶ根周辺の観光資源

コンテンツの
核となるもの

メインターゲット：ドローン愛好家
サブターゲット：ドローン飛行を新しいアウトド
アアクティビティとして楽しむファミリー、カメラ撮
影の次のステップとしてドローン撮影に興味の
ある富裕層、ドローンに興味があるが飛ばし
たことのない層

想定
ターゲット

インストラクターが指導 VRゴーグルを活用 大自然でのドローン飛行 11



下関VR歴史探索マップ（VRコンテンツ）
関門海峡沿いの5つの観光ポイント(長府→下関戦争→壇ノ浦の戦い→唐戸地区の歴史→
巌流島の戦い)のバーチャルマップを作成し、その上を観光客が実際に歩くとストーリーが展開さ
れる仕組みにし、各場所の歴史を学べるVRコンテンツを制作。
12月15日から下関市で最も観光客が集積する唐戸市場にVR体験ブースを設置。立ち寄り
客に対してVR体験の販売を実施。

下関VR ヒストリー 1 Day pass（二次交通チケット）
VRコンテンツ体験・バスチケット・フェリーチケットが含まれる周遊チケットパス
バスチケット：サンデン交通の提供するバス路線のうち、下関駅から城下町長府まで乗り放題
フェリーチケット：関門汽船の提供するフェリー３路線1日乗り放題（門司港・唐戸・巌流島）
下関市観光客が経由する5か所にて販売
(下関駅、新下関駅、関門汽船各販売所、唐戸市場(実証地)販売所) 

「下関歴史VR探索マップ」プロジェクト

下関市には、時代の節目に様々な歴史の舞台となったスポットが点在。
しかし、観光客が歴史を理解できるようなコンテンツがなく、資源を活用できていない。
地域内での周遊、消費効果創出を目指すため、歴史を紹介する「下関歴史VR探索マップ」を作成。

構成団体：アルティテュード(株) 、下関市観光スポーツ文化部、(一社)下関観光コンベンション協会、しものせき観光キャンペーン実行委員会、Timelooper.inc

ICT

A. 背景・問題意識及び目的

B. 観光コンテンツ造成の概要

造成した観光コンテンツ本事業での造成の方向性

下関で起こった歴史的な出来事を、５つのストーリー（長府→下関戦争→壇ノ浦の戦い→唐戸地区の歴史→巌流島の戦い）で順番に紹介する
VRコンテンツを制作。 地域観光の中心拠点(カモンワーフ)に専用のVRコンテンツ体験ブースを設置。 二次交通の整備のためバス会社とフェリー会社と
共同で、バス・フェリー・VRコンテンツ体験費を含む旅行者向けの周遊チケットパス「下関ヒストリー 1Day pass」を新規で制作。

下関の数々の重要な歴史をVRで再現
前例のないVR空間上を歩きながら歴史
を体感するコンテンツ
最新HMD※機器のOculus Questを使
用

コンテンツの
核となるもの

台湾・韓国を中心とした東アジア圏の観
光客のFIT層を設定
中国本土からの団体客を顧客とする旅行
会社を、VR及び周遊パスのセットの販売
先(ツアーへの組み込みコンテンツ)として
設定。

想定
ターゲット

体験ブース History 1 day pass

※HMD：Head Mounted Display
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Serviced Apartment Package
マウンテンサイド白馬での宿泊、ナイトカヌー、MTB体験を合わせた１泊2日のパッケージプラン（1人18万円）

• 宿泊施設：Mountain Side Hakuba（高級サービスアパートメント）
• アクティビティ：ナイトカヌー及びMTB

Hiking and Hotel Package
コートヤードバイマリオット白馬での宿泊に、英語でのプライベートハイキングを付けたプラン（1人10万円）

• 宿泊施設：コートヤードバイマリオット白馬（マリオット・インターナショナル傘下のホテル）
• アクティビティ：プライベートトレッキング

Cycling and Hotel Package
コートヤードバイマリオット白馬での宿泊に、英語でのマウンテンバイク体験を付けたプラン（1人10万円）

• 宿泊施設：コートヤードバイマリオット白馬（マリオット・インターナショナル傘下のホテル）
• アクティビティ：プライベートMTBレッスン

「白馬村 スノーリゾートオフシーズン活用 x 富裕層集客」 施策事業

• 国内スキー人口の減少により日本人観光客の来訪者数が減少する一方、オーストラリア人を中心に外国人観光客の来訪者数は増加傾向。
• しかし、冬季に需要が集中し、オフシーズン（夏季）に外国人観光客を誘致できていないため、宿泊施設やガイド等の観光産業従事者の雇用

が不安定。
• 世界的な”マウンテンリゾート”を目指すため、オフシーズンにおいても外国人観光客に訴求するコンテンツを開発。

高付加価値化

A. 背景・問題意識及び目的

B. 観光コンテンツ造成の概要

造成した観光コンテンツ本事業での造成の方向性

• プライベートガイドのついた、グリーンシーズンの
自然を活用した本格的な体験コンテンツ

• 高級ブランドホテルの活用

コンテンツの
核となるもの

• 夏のﾏｳﾝﾃﾝﾘｿﾞｰﾄを好むｵｰｽﾄﾗﾘｱ人
• 欧米、都市部ｱｼﾞｱ（香港、ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ）
• 白馬（白馬周辺含む）を訪れている又は訪
れる予定の富裕層（ｱｼﾞｱ（主に台湾、香
港）やｱﾒﾘｶ人を中心）

想定
ターゲット

Mountain Side Hakuba マウンテンバイク ナイトカヌー

• ハイキング、マウンテンバイクといった地域資源を活かした夏季に楽しめるコンテンツを外国人観光客向けに磨き上げ、“宿泊”“送迎”等を含めたパッ
ケージ商品として造成。さらに、顧客のニーズに応じて単体の既存アクティビティ商品(SUP、カヤック、熱気球等)を組み合わせることができるようにし、
通年型のマウンテンリゾートに相応しい多様なコンテンツサービスを提供。

構成団体：（一社）白馬村観光局（地域DMO）、(株)Voyagin、白馬観光開発(株)、白馬ライオンアドベンチャー(株)、EVERGREEN OUTDOOR CENTER、
The Hakuba Company(株)、森トラスト（株）
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長良川鵜飼桟敷 River gallery to meet a geisha
ユニークべニューである桟敷からの鵜飼観覧
お座敷遊び等の文化体験
長良川の天然鮎等の地域食材を楽しめる食事

長良川文化を味わう体験型高付加価値ツアー
通訳ガイド付きまちあるきツアー（長良川流域に関する歴史や鵜飼について詳しく紹介）
提灯・和傘づくり等の文化体験

長良川河畔の鵜飼文化・自然景観を活用した新たな観光体験創出事業

1300年以上続く伝統漁法である「長良川鵜飼」は、毎年10万人を集客する観光資源。
しかし、豪雨災害の被害を受けやすく失客リスクを抱えているほか、外国人観光客の消費を促進するコンテンツが限定的。
消費機会の拡大を図るため、既存の船からの観覧に加え、高単価な桟敷席からの観覧、長良川の文化を味わうことのできるガイドツアーを造成。

構成団体：長良川温泉泊覧会実行委員会、NPO法人ORGAN（地域連携DMO）、長良川リバーエスケープLLP

高付加価値化

A. 背景・問題意識及び目的

B. 観光コンテンツ造成の概要

造成した観光コンテンツ本事業での造成の方向性

長良川観光の中心的な資源である「長良川鵜飼」を、従来からの楽しみ方である観覧船以外でも楽しめるコンテンツとするために、高付加価値化
した「桟敷席」を新たに造成。また、当該地への来訪者が「長良川鵜飼」を単に「鑑賞」して終わるのではなく、鵜飼と共に生きる街の生活・文化の
魅力を認知し体感するために、街中に点在する文化体験や鵜飼屋周辺の街歩き等をパッケージ化したツアーを造成。

ぎふ長良川の鵜飼
鵜飼を始めとした長良川流域の自然・
文化的景観、体験

コンテンツの
核となるもの

長良川温泉に宿泊している外国人個人
客（FIT）
中部圏の人気エリアを訪れる外国人個人
客（FIT）

想定
ターゲット

募集用チラシ 桟敷 高付加価値ツアー

14



Golfer Friendly Destination コンテンツ①
台湾であれば4泊5日3ラウンドを基本に、シンガポールであれば6泊7日4ラウンドなど、市場に合
わせた行程により、県内の観光や食体験を組み合わせた団体、FITプランを造成。
団体の場合、県民ゴルファーとのフレンドリーコンペをオプションとすることも可能。

Luxury & Spiritual Golf Destination コンテンツ②
県内外の魅力的な宿泊施設をラグジュアリーな移動手段で接続し、周辺のゴルフ場及び観光施
設を組み合わせた高所得者層向けのコンテンツ。合わせて、ゴールデンルートに依らない日本縦横
断型の「訪日外国人向けの地方ゴルフツアー」の形成を目指したもの。

One Day Golf Trip to Mie コンテンツ③
日帰りゴルフツアーコンテンツ。中部圏のインバウンド推進団体が訪日RWCサポーター向けに作成
し、名古屋市内のホテルに配布した飲み歩きガイドブックの1ページに広告を掲載し、日帰りゴルフ
客の誘致（名古屋市内からの移動手段＋ゴルフの手配）を目指したもの。

ゴルフツーリズムを活用した外国人高所得者層の地方への誘客促進事業

68のゴルフ場を有する三重県には、伊勢神宮や海女等の文化資源や松阪牛・伊勢えび等の食との組合せにより、「ゴルフツーリズム」を拡大する潜在力。
しかし、ゴルフ場での外国人受入体制、ゴルフツーリズムに積極的な事業者数、ランドオペレーター機能を果たす事業者、二次交通等に課題。
三重県全体でのゴルフツーリズム推進を目指し、ゴルフ場での外国人対応マニュアルの作成、宿泊施設、ゴルフ場、観光地の接続を意識したゴルフツーリズム商品を開発。

構成団体：三重県、（公社）三重県観光連盟（地域連携DMO）、三重県商工会議所連合会、 (株)津カントリー倶楽部、 (株)御木本真珠島、
ホテルグリーンパーク津 等

高付加価値化

A. 背景・問題意識及び目的

B. 観光コンテンツ造成の概要

造成した観光コンテンツ本事業での造成の方向性

訪日ゴルファーのニーズは客層によって様々であることから、客層のニーズ合わせていくつかのコンテンツを造成することが重要。そのため、リーズナブルに良質なゴルフ場でのプレー及
び美食や観光を楽しめるプランや、富裕層向けのラグジュアリーなプランを造成。また、ラグビーワールドカップで訪日する観光客をターゲットに日帰りのプランも造成。

海外からプレーしにくる価値のあるゴルフ場
本物志向に耐えうる観光資源
美食
地元ゴルファーとの交流
ホスピタリティ

コンテンツの
核となるもの

東南アジア、台湾からの団体、FIT
韓国からのFIT
西洋市場からの団体、FIT
訪日RWCサポーター

想定
ターゲット

Golfsaver OTAサイト三重・伊勢広告 商談資料
https://www.golfsavers.com/©マルマントラベル 15



Zen Meditation, Buddhist Sermon, & Matcha at Gokurakuji Temple
僧侶＋寺院拝観＋座禅＋抹茶＋茶菓子＋お土産（数珠）

Straw Craft Activity and Craftsman Workshop Tour
職人＋英語ガイド＋工房見学＋原材料

Onsenji Temple Hot Spring Therapy Origins Tour
僧侶＋英語ガイド＋寺院拝観＋ロープウェイ＋かわらけ＋お土産（手ぬぐい）

Kannabe Highlands Cycling with Local Picnic
ガイド＋自転車＋ランチ

Oriental White Stork Observation Tour
専門ガイド＋英語ガイド＋移動手段（チャーターカー）＋ランチ＋ドネーション

“TOJI″Hot spring therapy that heals both the body and soul（3泊4日滞在型プラン）
西村屋本館宿泊＋温泉寺＆極楽寺座禅＆お好み焼きCooking＆麦わら細工＋森のスパ

Rejuvenate Your Body and Spirit in the Countryside of Japan（3泊4日滞在型プラン）
金波楼宿泊＋コウノトリ＆神鍋サイクリング＆但馬牛＋山陰海岸ジオパーク

ラグビーワールドカップ2019を契機とする「富裕層×欧米豪×個人旅行客」向け連泊滞在型事業

城崎温泉は、日本独特の温泉文化・旅館文化が体験出来るとして、海外メディアへの露出も多く外国人旅行者が年々増加。
しかし、温泉のみを目的とした旅程が組まれることから、訪日外国人観光客の平均滞在日数は1.4泊と短い。
滞在期間の延長に向け、延長要因の導出と、旅客のニーズに合致した高付加価値な体験コンテンツを造成。

構成団体：(一社)豊岡観光イノベーション（地域連携DMO）、 (株)西村屋、 (株)日和山観光、 (株) Voyagin

高付加価値化

A. 背景・問題意識及び目的

B. 観光コンテンツ造成の概要

造成した観光コンテンツ本事業での造成の方向性

城崎温泉の滞在にテーマを設け、城崎温泉及び周辺地域の体験コンテンツを充実させ、複数の体験コンテンツを組み合わせたモデルプランを造成。造成し
たコンテンツは、WEB・メディアを活用して消費者に働きかけるとともに、ターゲット層を顧客に抱えるエージェントに対しても働きかけを実施。

1300年の歴史を誇る城崎温泉の伝統文化
城崎温泉周辺の自然（山陰海岸ジオパー
ク）と食

コンテンツの
核となるもの

米国、英国、仏国、独国、豪州リアの5市場
のFIT

市場規模（概算）：富裕旅行者数
340万人、富裕旅行者消費額4.7兆円
年収：1,700万円以上
宿泊単価：1人1泊 25,000円以上

想定
ターゲット

温泉寺
（Hot Spring Therapy Origins Tour)

麦わら細工
（Straw Craft Activity）

神鍋高原サイクリング
（Kannabe Highlands Cycling）
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■宿場町歴史文化体験プラン
「FUKUSUMI EXPERIENCE TIMES」
（京都から周遊する街道観光、歴史ある宿場町で楽しむ文化体験）

■ローカル・ガストロノミープラン
「街道ノ一皿 -A Foodie’s Guide to Tambasasayama- 」
（美食を目的に地産地消のレストランを周遊するローカル・ガストロノミー
体験）

■ SIT※プラン①
「田園リゾート - A Rural Resort - 」

（自ら野菜を収穫し、美しい田園風景の中で食事を楽しむ。ゆったりとし
た時の移ろいを感じる体験）

■ SITプラン②
「里山食文化の旅 - Culinary Tour of Satoyama - 」
（里山に自生する山野草を摘み、蕎麦とともに楽しむ。自然との調和を
味わうリトリート体験）

※SIT:Special Interest Tour

篠山には、地域ならではの豊かな食材や食文化が存在。
しかし、訪日外国人向けに提供できる人材（料理人や生産者等）が不十分。
旧街道で結ばれている京都と姫路からの訪日外国人の回遊を目指し、地方独自の歴史文化資源と食の組合せによる新たなコンテンツ
を造成。

A. 背景・問題意識及び目的

B. 観光コンテンツ造成の概要

造成した観光コンテンツ本事業での造成の方向性

欧米豪の富裕層は、滞在期間が長く、旅行消費額も大きい傾向に加えて、歴史・伝統文化体験へのニーズが高いことから、欧米豪の富裕層をターゲットに 「地域の食」と「地
域独自の歴史文化資源」を組み合わせた観光コンテンツを造成。コンテンツの魅力を高める為、地域の食文化の魅力を再発見し、その機運の醸成、食文化の担い手発掘など
を目的に「ローカル・ガストロノミー講座」、「シェフズ・イン・レジデンス」「美食店情報の発信」も併せて行い、コンテンツ造成のみならず、「地域の食」を体験・体感するための構成
要素である「生産者」「食材」「料理人」が有機的に結びつき、循環しながら広く共存共栄していく仕組みの構築を推進。

地域の食
地域独自の歴史文化資源

コンテンツの
核となるもの

欧米豪の富裕層
想定

ターゲット

旧街道をローカルガストロノミーで彩る“KAIDO”プロジェクト高付加価値化

構成団体：ＮＩＰＰＯＮＩＡ協会 （※一般社団法人ノオト（地域連携DMO）加盟）
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「大歩危・祖谷の地質学(Geology of iya)」:Geology
当地の地質学等の情報を盛り込んだガイドブック、遊覧船、地域に精通したガイド

「大歩危・祖谷の文化人類学(Cultural anthropology of iya)：伝承・信仰」×「山城妖怪伝説
探索ツアー」：Yokai

当地の妖怪等の情報を盛り込んだガイドブック、地域に精通したガイド
「祖谷の文化人類学：(Cultural anthropology of iya)：建築・農業」×「落合集落」：Ochiai
Village

当地の建築・農業等の情報を盛り込んだガイドブック、地域に精通したガイド
「祖谷の文化人類学(Cultural anthropology of iya))：文化芸術」×「かかしの里」：Valley of 
dolls

当地のかかし等の情報を盛り込んだガイドブック、地域に精通したガイド

富裕層向け知的コンテンツ整備による滞在長期化実証事業 -Iya Liberal Arts College-

人口減少が進む過疎地域である三好市では、地域活性化の重要施策としてインバウンド誘客に取り組んだ結果、その数は年々増加。
しかし、インバウンドの多くが香港であり、ぜい弱性がある状況。
適切なポートフォリオの構築を目指し、地域資源を活用し、欧米豪の知的富裕層のニーズを充足するアカデミックなガイドツアーを造成。

構成団体：和の宿ホテル祖谷温泉、峡谷の湯宿大歩危峡まんなか、湯元新祖谷温泉ホテルかずら橋、祖谷渓温泉ホテル秘境の湯、
大歩危温泉サンリバー大歩危、(株)矢野経済研究所

高付加価値化

A. 背景・問題意識及び目的

B. 観光コンテンツ造成の概要

造成した観光コンテンツ本事業での造成の方向性

「当該地域におけるアカデミックな研究論文・活動調査」や「アカデミックな情報を記載したガイドブックの作成」を行い、知的富裕層が求めるアカデミック
な情報と地域資源を組み合わせたコンテンツを造成。

この地でしか体感できない地域資源
アカデミックな情報をベースにしたガイドブック

コンテンツの
核となるもの

欧米豪の知的富裕層
（大歩危・祖谷エリアを訪れている欧米
豪の知的富裕層のうち、とりわけ知的
好奇心が強く、文化や歴史に高い関心
をもつ層をターゲットに設定）

想定
ターゲット

落合集落 かかしの里 妖怪伝説
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Ise Shima National Park Internship Trip
地域の生活そのものを観光コンテンツとして海外インターンシップ生に提供
地域に溶け込み生活することで、より伊勢志摩国立公園の良さを感じてもらうとともに、生活体
験の中で感じた価値や魅力について、海外インターンシップ生自身がSNSで情報発信

一次産業マイスターガイド育成プログラム
体験事業者が一次産業を学ぶためのガイドブックを作成
体験事業者が「一次産業を通した人と自然の共生」を体感できる地域資源を生かしたツアーを
造成するために、ガイドブックを活用した講習会を通じて基盤強化を実施

コンセプトに沿った各種造成コンテンツ
コンセプトを検討する中で各事業者が造成したツアーについて、各事業者HP上で販売

五ヶ所湾カヤックツアープライベートプラン
漁師のアフターファイブツアー ～ちょっとおじゃましまーす～

事業者基盤の強化による新コンテンツ造成事業

96％が民有地である伊勢志摩国立公園の特徴は、自然の中に人の営みが感じられることであり、代表的なものとして農業、林業、水産業等の
一次産業が存在。
一次産業と同じフィールドを活動拠点とする体験事業者も多く存在するが、これまで相互の連携がほとんどなされていなかった。
他地域との差別化を図るとともに、適正なフィールドの活用とプレイヤーの強化により持続可能な観光地域としてブランド化を図るため、一次産業
と体験事業とを掛け合わせ、自然と共生した人の営みを体感できるツアーを造成。

構成団体：伊勢志摩国立公園エコツーリズム推進協議会

自由領域

A. 背景・問題意識及び目的

B. 観光コンテンツ造成の概要

造成した観光コンテンツ本事業での造成の方向性

本地域の価値を地域の関係者が再認識するとともに、伊勢志摩国立公園の強みや自分達が来訪者に与えることができるものを基に戦略を策定し、
コミュニケーションコンセプトを決定。伊勢志摩国立公園の魅力を実際の生活の中から感じて情報発信してもらうため、地域生活そのものを観光コンテ
ンツとして提供する海外インターンシップ事業を造成。さらに、コンセプトに沿ったコンテンツを各事業者が造成するために、一次産業を学び、相互連携
できる関係を構築するプログラムを作成。

96％が民有地の伊勢志摩国立公園
豊かな自然を活用して行われている一次
産業

コンテンツの
核となるもの

＜一次産業と連携した新たな観光コンテンツ＞
歴史・文化やエコツーリズムに興味がある欧
州のFIT層（特にフランス人カップル）
台湾、香港、シンガポールのファミリー層

＜インターンシップ＞
学ぶ意欲の高い若い世代（18歳以上）

想定
ターゲット

海外インターンシップ生 地域独自の一次産業に係る取組 19



訪日外国人のお子様連れ家族に向けたお茶の京都（京都府南部）での自然文化体験ツアー
主要観光地である京都中心部に宿泊しているインバウンドお子様連れ家族観光客を、その近郊であ

る京都府南部の山城地区）へ誘客するツアーを開発。
自然に囲まれた茶畑でのピクニックや、お茶作り体験を、お子様さま含む家族全員で楽しむことが可能。

（ツアーコンセプト）
お子様連れ家族だからこそ楽しめる体験：有名観光地ではない「自然」や「人との交流」を掛け合わせ
た魅力を観光コンテンツ化。
お子様連れ家族観光客に優しい旅程：行程、移動負荷の軽減、食事場所や食事内容への留意。
言語サポート及び子どもケアができるスタッフが同行： Family Experience Japanにて育成するスタッ
フ、地域の人々との言語面を始めとするコミュニケーションの円滑化に加え、お子様の見守りや荷物のサ
ポートを実施。

主要観光都市に宿泊するお子様連れ家族観光客に向けた郊外体験ツアーの造成及びその検証

京都府南部の山城地区は緑茶発祥の地であり、茶畑が広がる自然豊かな地域。
しかし、お茶に関する地域資源を観光に活かせておらず、京都市をはじめとする近隣都市部からの誘客ができていない。
インバウンドお子様連れ家族観光客をターゲットとし、京都市中心部から山城地区へ誘客する親子向けツアーを開発。

構成団体：Family Experience Japan、(一社)京都山城地域振興社（地域連携DMO）、(公社)京都市観光協会（地域DMO）

自由領域

A. 背景・問題意識及び目的

B. 観光コンテンツ造成の概要

造成した観光コンテンツ本事業での造成の方向性

親と子が一緒に楽しめる： お茶の京都への日帰りツアー
お茶の京都DMO と連携し、 日本が誇る食文化の１つ「お茶」を 活用した製茶体験や自然に囲まれた茶畑散策に加え、地域の方との触れ合いも楽
しめるコンテンツを造成。

緑茶発祥の地である山城地区
日本が誇る食文化「お茶」が題材
お子様のケアもできる英語対応スタッフ

コンテンツの
核となるもの

京都市中心部に宿泊している体験コンテ
ンツへの参加意欲の高い 欧米豪や、香
港、シンガポール等。
主に、高所得（世帯年収1,500万円以
上）のお子様連れご家族（FIT）。

想定
ターゲット

茶摘み お茶作り
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「自然と陶磁器文化が融合した歴史と自
然の魅力」を持つ観光資源
外国人目線に基づき観光資源を観光商
品へ開発
英語を通じてコミュニケーションを取れるガ
イドサービス人材を育成・活用

シニア富裕層の欧米人のFIT観光客。具
体的には、「知識層」ですでに焼き物への
知識を持ち、焼き物への関心を持つ方、
学習意欲が高いSIT※観光客。

※SIT:Special Interest Tour

6つの体験コンテンツを造成
■「日帰り体験コンテンツパターン」 【ⅰ】、【ⅱ】、【ⅲ】、【ⅳ】、【ｖ】
■「宿泊&体験コンテンツ組み合わせパターン」 【ⅵ】
【ⅰ】有田焼プライベートツアーと名匠とのレッスン
【ⅱ】時代を象徴する有田焼の食器で楽しむ豪華懐石ランチと源右衛門窯訪問
【ⅲ】有田の柿右衛門窯独占プライベートツアー
【ⅳ】有田焼プライベートツアーとお気に入り有田焼宝探し
【ⅴ】自分だけの有田焼コーヒーマグづくり
【ⅵ】1泊2日で過ごす有田焼の魅力満喫プラン 【ⅱ】+【ⅰ】

我が国における磁器発祥の地である有田では、市場価格に加え文化的価値の高い有田焼がキラーコンテンツ。
しかし、文化的背景等に関する説明はあくまで有田焼の販売を目的としたものであり、無料で実施。また、近年の販売は国内向けがほとんどで、市場規模も停滞。
外国語に対応した有料ガイドツアーを、有田焼の購入機会と合わせてパッケージで提供する有効性を検証。

●有田のまちなかの情報コンテンツの受入環境整備
コンテンツを体験する施設において、ガイドが有田の歴史・文化や自然等のストーリーを来訪者自身の国とも絡めた視点で説明し、来訪者に有田をより身近な存在として印象
付けることができるような受入環境の整備。

●外国人観光客を受け入れられる工房・体験コンテンツ・ストーリーの造成
現在、観光客へは開放していない工房、提供していない体験開発の人的サポート・環境整備。

構成団体：有田まちづくり公社（地域DMO候補法人）、有田町商工観光課、有田観光協会、Voyagin、 シーナリー、
地域経済活性化支援機構、イデアパートナーズ

自由領域

A. 背景・問題意識及び目的

B. 観光コンテンツ造成の概要

造成した観光コンテンツ本事業での造成の方向性

トンバイ塀 時代の器と懐石料理 柿右衛門窯の工房

訪日外国人視点による自然と陶磁器文化を融合した体験コンテンツ・ストーリー事業

コンテンツの
核となるもの

想定
ターゲット

有田焼宝探し
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