
■令和２年度第3次補正予算事業 既存観光拠点の再生・高付加価値化推進事業【区分２】事業者連携型 採択事業者一覧

MAP番号 団体名称 所在地 計画地域（エリア） MAP番号 団体名称 所在地 計画地域（エリア）
1 北こぶし知床ホテル＆リゾート 北海道 ウトロ温泉、養老牛温泉、川湯温泉 65 郡上市アウトドア事業者協議会 岐阜県 郡上市

2 特定非営利活動法人カムイ大雪バリアフリー研究所 北海道 旭川市 66 有限会社富喜屋 岐阜県 下呂市
3 株式会社しきしま荘 北海道 東川町旭岳温泉・天人峡温泉 67 株式会社ホテルニューアカオ 静岡県 熱海市
4 株式会社Ｚｉｐａｎｇ 北海道 北海道上富良野・十勝岳温泉 68 一般社団法人伊東観光協会 静岡県 静岡県伊東市

5 ふらのバス株式会社 北海道 北海道富良野市 69 伊豆リゾートワーケーション協会 静岡県 伊東市、東伊豆町

6 料亭湯宿 銀鱗荘 北海道 北海道 小樽市、余市町 70 稲取温泉旅館協同組合 静岡県 静岡県、東伊豆町稲取地区
7 岩手県北自動車株式会社 岩手県 岩手県宮古市 71 土肥観光活性化株式会社 静岡県 西伊豆土肥

8 大船渡温泉 岩手県 大船渡市 72 株式会社フジドリームエアラインズ 静岡県 静岡県静岡市
9 陸前高田企画株式会社 岩手県 陸前高田市並びに近隣地域 73 富士山静岡空港株式会社 静岡県 静岡県：大井川流域（島田市、牧之原市、掛

10 株式会社古民家移築再生工房／株式会社 坊源 宮城県 青根温泉 74 株式会社静岡カントリー浜岡コース 静岡県 御前崎市

11 乳頭温泉組合 秋田県 秋田県仙北市 75 有限会社すず屋 愛知県 日間賀島
12 株式会社銀山荘 山形県 銀山温泉組合 76 株式会社KABUKU 三重県 三重県志摩市

13 おもてなし山形株式会社 山形県 山形市 山寺地区 77 一般社団法人近江ツーリズムボード 滋賀県 ＤＭＯ近江ツーリズムボードエリア

14 蔵王索道協会 山形県 山形市 上山市（蔵王温泉エリア） 78 バリューオン株式会社 滋賀県 滋賀県東近江市 八日市市街地と周辺エリア
15 有限会社御殿守グランド 山形県 南陽市、赤湯（温泉） 79 おごと温泉旅館協同組合 滋賀県 大津市

16 小野川開発有限会社 山形県 米沢市 80 大津商工会議所 滋賀県 大津、長浜、彦根、近江八幡、守山各市
17 株式会社山水荘 福島県 福島県福島市 81 京阪ホールディングス株式会社 滋賀県 大津市、京都市

18 岳温泉旅館協同組合 福島県 二本松市 82 学校法人大和学園 京都府 京都府京都市

19 会津乗合自動車株式会社 福島県 福島県会津若松市東山町 83 株式会社ＪＲ西日本コミュニケーションズ 京都府 京都市右京区太秦地域
20 猪苗代観光協会 企画運営委員会メンバー 福島県 磐梯高原エリア（猪苗代町・北塩原村） 84 一般社団法人公共事業研究開発 京都府 京都市下京区（東本願寺門前エリア）

21 東部自動車合資会社 福島県 福島県田村市都路町、滝根町、常葉町 85 大阪城パークマネジメント株式会社 大阪府 大阪市大阪城 城下町エリア

22 湯季の郷 紫泉 福島県 湯野上温泉、大内宿 86 大阪観光局 大阪府 大阪府大阪市
23 東白川サイクリング推進会議 福島県 福島県東白川郡 87 株式会社NOTE 兵庫県 兵庫県朝来市竹田地区

24 東武鉄道株式会社 福島県 福島県南会津郡南会津町 88 一般社団法人みつおおじ 兵庫県 丹波市春日町
25 つばさ観光株式会社 茨城県 つくば市 89 Kibbutz株式会社 兵庫県 兵庫県丹波篠山市

26 有限会社ホテル松屋 栃木県 那須塩原市 90 株式会社JR西日本コミュニケーションズ 兵庫県 神戸市

27 株式会社大田原ツーリズム 栃木県 栃木県那珂川町 91 日本サービス株式会社 兵庫県 神戸市灘区摩耶山エリア
28 鬼怒川パークホテルズ 栃木県 日光市鬼怒川温泉 92 料亭旅館みよし 奈良県 奈良県生駒郡

29 日光千姫物語 栃木県 栃木県日光市（日光山内～日光湯元） 93 株式会社NOTE奈良 奈良県 御所市御所町

30 四万温泉 豊島屋 群馬県 群馬県中之条町四万温泉 94 和歌山市 和歌山県 和歌山市加太（友ヶ島を中心とした地域）
31 株式会社和銅鉱泉旅館 埼玉県 秩父市、横瀬町、小鹿野町、長瀞町、皆野町 95 株式会社ウフル 和歌山県 和歌山県西牟婁郡白浜町

32 株式会社JTB川越支店 埼玉県 飯能市名栗エリア（旧名栗村） 96 株式会社JR西日本コミュニケーションズ 和歌山県 和歌山県（串本、古座川、太地、那智勝浦）
33 龍宮城スパホテル三日月 千葉県 千葉県木更津市 97 一般社団法人温泉津温泉旅館組合 島根県 島根県大田市温泉津町

34 東京湾フェリー株式会社 千葉県 富津市金谷 98 株式会社ウェルス 島根県 島根県邑智郡邑南町

35 株式会社紀伊乃国屋 千葉県 千葉県鋸南町、千葉県富津市金谷地区 99 湯郷温泉旅館協同組合 岡山県 岡山県美作市、湯郷温泉街を中心とした地域
36 ジェイアールバス関東株式会社 千葉県 千葉県館山市西岬地区 100 両備ホールディングス株式会社 岡山県 真庭市

37 南房総観光圏協同組合 千葉県 南房総観光圏の一部 101 岡山電気軌道株式会社 岡山県 岡山・広島・大阪・高知・熊本・鹿児島の各

38 株式会社ホテルかずさや 東京都 東京都中央区 102 株式会社リョービツアーズ 岡山県 岡山井笠地域
39 ミウラトラスト株式会社 神奈川県 三浦市三崎地区 103 合同会社鞆まちづくり会社 広島県 福山市鞆町

40 株式会社Brain Trust  from The Sun 神奈川県 鎌倉市 104 白竜湖リゾート 広島県 東広島市、竹原市、三原市
41 箱根仙石原観光協会 神奈川県 箱根町仙石原 105 ホープバス協同組合（たび～と） 広島県 広島県山県郡北広島町

42 新潟・佐渡観光推進機構株式会社 新潟県 新潟県佐渡市 106 萩市まちづくり推進団体 山口県 萩市

43 サントピアワールド株式会社 新潟県 阿賀野市（旧安田町・旧笹神村） 107 道の駅 小豆島オリーブ公園 香川県 小豆島町
44 松之山温泉合同会社まんま 新潟県 十日町市、一般社団法人雪国観光圏DMO 108 琴平バス株式会社 香川県 香川県琴平町（金刀比羅宮の門前町エリア）

45 株式会社 龍氣 新潟県 南魚沼市六日町地区 109 株式会社しまなみ 愛媛県 愛媛県今治市

46 一般社団法人越後湯沢温泉観光協会 新潟県 湯沢町 110 道後温泉旅館組合（青年部） 愛媛県 愛媛県松山市/道後温泉旅館街
47 庄川峡観光協同組合 富山県 富山県砺波市庄川町周辺 111 合同会社 室戸明星トラベル 高知県 高知県室戸市

48 株式会社 大向観光 石川県 石川県輪島市 112 しまんと街おこし応援団 高知県 高知県 四万十町
49 片山津温泉旅館協同組合 石川県 加賀市片山津温泉地内 113 名鉄観光サービス株式会社北九州支店 福岡県 福岡県北九州市小倉北区

50 山中温泉旅館協同組合 石川県 加賀市、山中温泉 114 一般社団法人福岡デザインアクション 福岡県 筑紫野市

51 一般社団法人福井県まちづくりセンター 福井県 福井市 115 セトル株式会社 福岡県 福岡県糸島市
52 株式会社EDGE 山梨県 小菅村、丹波山村、奥多摩町、青梅市 116 株式会社tsumugi 福岡県 福岡県うきは市吉井町

53 常磐ホテル 山梨県 甲府市 117 西日本鉄道株式会社 福岡県 福岡県大牟田市

54 日本のチカラ 山梨県 山梨市 118 いきいき唐津株式会社 佐賀県 佐賀県唐津市中心市街地エリア
55 一般財団法人人材開発センター 山梨県 富士北麓 119 一般社団法人佐賀市観光協会 佐賀県 佐賀県佐賀市中心部及び古湯地区

56 ステイジアキャピタルジャパン株式会社 長野県 飯山市斑尾高原 120 西海陶器株式会社 長崎県 長崎県波佐見町
57 ますや有限会社 長野県 長野県 山ノ内町の湯田中温泉周辺 121 株式会社ローカルデベロップメントラボ 熊本県 熊本県山鹿市

58 渋温泉旅館組合 長野県 山ノ内町 122 株式会社千雅商事 大分県 大分県中津市

59 株式会社ＪＴＢ長野支店 長野県 長野県大町市 123 一般社団法人国東市観光協会 大分県 大分県 国東市・豊後高田市
60 東武トップツアーズ株式会社 長野県 佐久市、軽井沢町 124 指宿白水館 鹿児島県 指宿市、鹿児島市、南さつま市、南九州市

61 株式会社WAKUWAKU浅間温泉 長野県 長野県松本市、浅間温泉 125 一般社団法人いぶすき観光デザイン 鹿児島県 鹿児島県指宿市

62 株式会社明神館 長野県 長野県松本市 126 株式会社麓匠 鹿児島県 鹿児島県肝属郡錦江町・南大隅町・肝付町
63 株式会社良地良宿 長野県 長野県飯田市天龍峡温泉地区 127 一般社団法人しま・ひと・たから 鹿児島県 鹿児島県奄美市笠利町

64 飛騨高山旅館ホテル協同組合 岐阜県 岐阜県高山市 128 株式会社プロモート・琉球 沖縄県 沖縄県那覇市


