
看板商品創出事業 一般型採択支援事業（１次公募）
№ 都道府県 実施主体 事業名

1 北海道 特定非営利活動法人ウォークラボ札幌 都市型アドベンチャートレイル『さっぽろラウンドウォーク』滞在型プログラム創出事業

2 北海道 スマイルリンクさっぽろ実行委員会 都市型スケートリンクを軸とした新たな観光コンテンツの造成事業

3 北海道 うんがぷらす株式会社
札幌開拓の歴史と都市の生活を支える豊かな食・自然を活用したガイドツアー商品造成

事業
4 北海道 合同会社コルディス 「食の港町・函館」のテロワールツーリズム事業

5 北海道 一般社団法人函館国際観光コンベンション協会 LaブリHakodate弁当・高校生プロデュースによる弁当からの道南の観光魅力発信

6 北海道 株式会社はこだて西部まちづくRe-Design
函館西部地区の街並み・景観を「アート」を切り口として体験！ 「HakodatE

ARTIST」事業
7 北海道 あさひかわ観光誘致宣伝協議会 「（仮称）アプカシ・ロゲイニング」造成事業

8 北海道
特定非営利活動法人阿寒観光協会まちづくり

推進機構
阿寒湖温泉ウェルネス体験商品造成事業

9 北海道 第38回くしろ霧フェスティバル実行委員会
【くしろ霧フェステバル】を活用した地域活性化コンテンツの創造・支援と若者への地域理

解の醸成

10 北海道 ANAあきんど株式会社
美味い！釧路キタモミジビエ　開発・ブランディング事業　～道東をエゾシカジビエの聖地

へ～

11 北海道 株式会社マルカツ
水産都市釧路、衰退から涙の復興を目指して【ツブ貝ブランド観光“釧路ツブヤキタイ”】

造成事業
12 北海道 株式会社デスティネーション十勝 北海道十勝の大地を舞台とした体験コンテンツXアウトドアサウナの聖地創造事業

13 北海道 株式会社十勝毎日新聞社 北緯43度だからおいしい。十勝の大自然で感じる「魅惑のチーズフェス」

14 北海道 日高東部・十勝南部広域連携推進協議会
日高山脈襟裳国定公園の国立公園化を見据えた自然調和型観光プログラム造成事

業

15 北海道 株式会社北見薄荷通商
伝統産業・北見ハッカのミントグリーンをシンボルに地域が連携し、観光ブランド化する事

業

16 北海道 日本航空株式会社北海道支社北見支店
北海道横断２大バーベキュー満喫旅in奥尻島＆北見

航空会社が仕掛ける　オホーツクと道南離島を結ぶ究極のグルメ体験
17 北海道 網走市 流氷を通じたサステナブルツアー誘客促進事業

18 北海道 NPO法人留萌観光協会 アウトドア×るもい事業

19 北海道 株式会社トートー事務機
北海道アクセス最強のまち [ 苫小牧 ] オンリーワン都市への挑戦　-市民参加型地域

創出プロジェクト-

20 北海道 アスノシステム株式会社
美唄市のWDC（ホワイトデータセンター）構想を題材にした独自の企業研修プログラム

開発と企業版ワーケーション推進事業
21 北海道 一般社団法人えべつ観光協会 「地域循環型ローカルスイーツ」開発とマルシェ開催

22 北海道 株式会社紋別観光振興公社 海洋研究都市が取り組む「海洋教育プログラム」造成事業

23 北海道 士別観光協会 さわる・あむ・あるく・たべる　羊を巡る癒し旅　創出事業

24 北海道 NPO法人なよろ観光まちづくり協会 看板商品メーカー「名寄の森」事業

25 北海道 根室の観光発展を考える実行委員会 初めてのバードウォッチング in 根室ー外れのない経験があなたを虜に！

26 北海道 NPO法人登別自然活動支援組織モモンガくらぶ 環境教育を核としたアクティビティの商品化・ガイド育成と滞在型観光推進事業

27 北海道 一般社団法人北海道きたひろ観光協会
北広島から世界に発信.ボールパーク開業に向けたDX整備   ～北広島でしか買えな

い！観光×NFT「お土産デジタルアート」創出事業～

28 北海道 合同会社靑
北斗市石別・茂辺地エリアで「動と静」のプログラムを体感し心と身体を整え再生させる

「北斗リトリート」開発事業

29 北海道
一般社団法人七飯大沼国際観光コンベンション

協会
七飯大沼アドベンチャートラベルサイクリングコンテンツ造成事業

30 北海道 鹿部温泉観光協会 親子で学ぶ「昆布の里]サスティナブルツアー実証事業

31 北海道 日本航空株式会社函館支店

道南環駒ヶ岳（かんこま）地区3町(森・鹿部・七飯町）広域連携による看板商品創

出事業

～地域の看板メニュー開発とSDGs型体験コンテンツ造成、周遊スキームの構築～

32 北海道 NPO法人やくも元気村
一次産業xアウトドア！2つの海をもつ町で豊かな一次産業とアウトドアを組み合わせた

中長期滞在型ワーケーションツアーの造成プロジェクト

33 北海道 一般社団法人ニセコプロモーションボード
国際色豊かなリゾートにおける、地域の特性とユニークな食魅力を活用したSDGsイベン

トを通じた観光入込数拡大事業

34 北海道 NPO法人ニセコ未来サポート隊 ニセコ「持続可能な観光」親子体験ツアーの開発

35 北海道 一般社団法人倶知安観光協会 オールニセコでのMICEコンテンツ造成による地域の稼げる看板商品創出事業

36 北海道
一般社団法人北海道ナショナルパークワーケー

ション協会
倶知安町看板商品 「ニセコ ハイエンド型ワーケーション」創出事業

37 北海道 一般社団法人HOKKAIDOEVENTS Gravel Niseko Project

38 北海道 株式会社積丹スピリット 積丹町の食材・歴史文化・フィールドを結ぶ「鍋アドベンチャー」プロジェクト

39 北海道 株式会社コープトラベル 仁木町ワインツーリズム事業

40 北海道 余市ワインポークツーリズム推進実行委員会 「農業を学ぶ、家族で食育体験」ツーリズム ～余市町の絶品ワインポーク農場～

41 北海道 株式会社ゲート
初出荷の余市牡蠣などの地元食材×ワインのマリアージュを楽しむ「余市スタイル」地域ブ

ランド創出事業

42 北海道 一般社団法人赤井川村国際リゾート推進協会

分からないから面白い・自由にできる！縄文人が「黒曜石」を採掘にきていた冒険の地・

赤井川村を舞台に＜雪×冬眠野菜×村人を軸にした村内ミステリーツアー＞で魅力と消

費を創出する事業
43 北海道 合同会社ＺＯＮＥ ～ぼくらの仕事場は君たちの遊び場～　トラクタークルーズと田園遊びツアー造成事業

44 北海道 一般社団法人由仁町観光協会 地産地消の看板メニュー開発と「食」・「文化・芸能」プログラムイベント
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45 北海道 長沼町
長沼町ライフスタイルツーリズム・滞在と周遊定着事業～大都市近郊に位置するマチの

滞在型観光モデルづくり実証事業～
46 北海道 上川町DMC大雪山ツアーズ 大雪山国立公園の麓　層雲峡峡谷におけるラフティングコンテンツ開発事業

47 北海道 ジャンボツアーズ北海道会
インフラツーリズム！大自然に囲まれた国立公園「大雪ダム」deアイスカルーセル＆冬遊

び
48 北海道 一般社団法人ひがしかわ観光協会 大雪山国立公園とアイヌ文化をテーマにした持続可能なツアー造成事業

49 北海道 NPO法人しもかわ観光協会 「おいでよ！しもかわの森」 ～心のタネにやわらかな土を～

50 北海道 幌加内町観光協会 日本一の湖と蕎麦を核とした通年看板商品創出と源流エコツーリズムコンテンツの造成

51 北海道 美幌観光物産協会 「スーパービュー 美幌峠！グレイトアドベンチャーパス」

52 北海道 株式会社ピッキオ知床事務所
冬の知床の主力商品である「流氷の上を歩く自然体験アクティビティ」に付加価値をつけ

た新たな「流氷の上を歩く自然体験アクティビティ」を開発する。
53 北海道 北こぶし知床ホテル＆リゾート クマ活ライブラリー（知床らしく自然の認知度を高めるアプローチ）

54 北海道 知床アルパ株式会社 水と共に生きる きよさと水旅～神秘の摩周ブルーと幻の魚オショロコマに出逢う～

55 北海道 北海道エアポート株式会社 女満別空港を拠点としたオホーツク地域誘客商品造成事業

56 北海道 北海道アクセスネットワーク株式会社 白老町が誇るアイヌ文化の魅力発信と交通・観光一体型バスツアー実証実験事業

57 北海道 東武トップツアーズ株式会社帯広支店 「道の駅おとふけ」を起点とした着地型ツアーブランド”OTOFUKE BASE”創出事業

58 北海道 一般社団法人北海道民泊観光協会 摩周湖×アートサウナ×堆肥浴（たいひよく）～地球とアートと一体になる体験～

59 北海道 中標津空港利用促進期成会
道東エゾシカを有害鳥獣から地域の美食資源へ　～新たなジビエ商品開発とブランディン

グによる販路拡大と誘客促進事業～
60 北海道 株式会社上原農場 ～日常から程遠い真の自然を体感する旅～　農村滞在型体験プログラムの造成事業

61 北海道 羅臼町 知床羅臼野遊びリゾート創出事業

62
北海道、神

奈川県
一般社団法人FIND

地球からの白い贈り物・ホワイトギフト「流氷ハンター」ツアー in 北海道羅臼　～流氷を

活用した羅臼町の観光振興（エコツーリズム）&地球温暖化対策プロジェクト～

63 青森県 弘南鉄道株式会社 沿線観光資源と連携したDXサイクルトレイン推進プロジェクト

64 青森県 一般社団法人ClanPEONY津軽
「弘前シードルダイニング」及び「世界自然遺産白神山地アドベンチャーツーリズム商品」

造成事業

65 青森県 株式会社グローバルユースビューロー 青森の自然と伝統、生活文化に触れる旅

66 青森県 岩手県北自動車株式会社 はちのへエリアを五感で体験する。まるでワンダーランドバスツアー「Ｂａｒ－Ｂｕｓ！」

67 青森県 みちのくみなと未来株式会社
水産業と鉄道事業者を組み合わせた、新しい人流（観光）と物流の構築による陸奥

湊活性化事業
68 青森県 一般社団法人かなぎ元気村 竪穴住居で創る奥津軽『縄文ウェルネス生活』創出プロジェクト

69 青森県 津鉄と地域100年プロジェクト実行委員会
津鉄と地域100年プロジェクト2022  ～四季折々を津鉄とともに楽しむお出かけカレン

ダー～

70 青森県 株式会社A-WORLD
「＜今だけ、ここだけ＞　透明ドームテント豪雪レストラン～豪雪地帯が生んだ日本一※

のニンニクと伝統料理～」　　※生産量

71 青森県 つがる地球村株式会社

本州最北端”つがる”の地で冬の魅力度NO.1を目指して！

世界遺産「亀ヶ岡石器時代遺跡」を有する遮光器土偶のまちで、冬に楽しむ「つがるメロ

ン」・「アウトドア」魅力創成事業
72 青森県 一般社団法人鰺ヶ沢町観光協会 日本遺産・世界遺産を活用した観光再生による好循環プロジェクト事業

73 青森県 鰺ヶ沢白神グリーンツーリズム推進協議会 白神山地の自然と食でカスタマー・リトリートを創る

74 青森県 一般社団法人しもきたTABIあしすと 小規模宿泊施設及び飲食個店の「食メニュー」の魅力再構築と国際化

75 岩手県 株式会社岩手マイタック 「本州一寒いけど、日本一あったかいまち　やぶかわ」確立プロジェクト

76 岩手県 つなぎ温泉観光協会
地域に根差すストーリーを理解し伝統文化の継承を ～つなぎでつなぐ、盛岡さんさ踊り

参加体験造成事業～
77 岩手県 公益財団法人さんりく基金 世界三大漁場滞在型コンテンツ創出と三陸の観光・旅の魅力発信イベントの開催事業

78 岩手県 三陸鉄道株式会社 さんてつ、駅伝列車の旅(仮称)

79 岩手県 一般社団法人大船渡地域戦略 連携事業１：旅行商品「恋する旅行。大船渡」のブランド化推進事業

80 岩手県 夏油高原スノーリゾート協議会

定型スノーアクティビティ依存からの脱却！日本一の「豪雪地×木炭生産量」の観光化

による親子でも楽しめる世界に1つのMyかまくら＆サウナ体験！雪国の原風景を楽しみ

尽くす滞在型アウトドア実証事業
81 岩手県 株式会社みちのりトラベル東北 ～平地人を戦慄せしめよ～ 　現代に語りかける「遠野物語」探訪

82 岩手県 トライアンフ株式会社
世界遺産縄文遺跡を活用し、平和への道という縄文特有のテーマを掲げたライダーたち

に向けたスタンプラリー＆イベント 「縄文ライダープロジェクト」
83 岩手県 株式会社京屋染物店 地域資源を活用したローカルキャンプツーリズム事業

84 岩手県 道の駅高田松原事業振興協議会
陸前高田サイクルシティ・プロジェクト～地域市民と繋がりつつ、里山・里海、そして震災の

記憶を風で感じるサイクルツーリズム～

85 岩手県 一般社団法人トナリノ
防災減災を学ぶフィールド創出事業　～東日本大震災の「前」「時」「後」を知る、体験

できる唯一無二のまちへ！～
86 岩手県 一般社団法人日本スパトライアスロン協会 脱コロナ！宿泊滞在型スポーツ”スパトライアスロン”から地域商品開発化

87 岩手県 株式会社かまいしＤＭＣ 釜石ラグジュアリーマリンツアー造成事業

88 岩手県 株式会社八幡平DMO 「八幡平山弁（やまべん）」開発プロジェクト

89 岩手県 旅する羊 し（紫）あわ（波）せに酔いしれる町への招待状

90 岩手県 大槌町 町内飲食店を活用した交流人口増と地域食材のブランド発信事業

91 岩手県 株式会社青の国ふだい
「漁業×観光」で地域が稼げる観光へ「三陸の漁師ふれあいプログラムと漁港番屋めし」

三陸鉄道・漁業関係者との連携による地域活性事業

92 岩手県 株式会社北三陸ファクトリー
北三陸(洋野町)の地域共育モデル「北三陸うみの学校」を基盤としたSDGs探求型コン

テンツ（ラーニングジャーニー）開発とナビゲート人財（コーディネーター）育成事業
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93 宮城県 仙台市西部地区滞在促進協議会 東北屈指の人気温泉地！清流の恵みが育む地元食材と酒のテロワージュ堪能事業

94 宮城県 近畿日本ツーリスト株式会社仙台支店 世界三大漁場を活かした『ブルー・ツーリズム　仙台・宮城』

95 宮城県 b.mode株式会社
仙台市独自のSDGs企業研修プログラム開発（防災SDGsを考える「荒浜小学校」で

学ぶ仙台沿岸部の防災と復興体験）と企業版ワーケーション事業

96 宮城県
食で全国をつなぎ石巻の食を堪能するツアー実

行委員会

日本各地の食文化と震災復興・防災を学ぶ和食の祭典in石巻：四季折々の石巻食

材を活用したガストロノミーツーリズム
97 宮城県 一般社団法人気仙沼地域戦略 日本初のスローシティ気仙沼が織りなすスローツーリズム創出事業

98 宮城県 ゆりあげ港朝市協同組合 貞山運河探訪と、カヤックでアクティビティ体験と、地場産品・商品ブラッシュアップ事業

99 宮城県 TSP太陽株式会社 多賀城1300年の歴史を味わう”オリジナルメニュー開発事業”

100 宮城県 宮城県 地球をでっかく遊ぼう！ アドベンチャートラベル創出事業

101 宮城県 東松島農水泊推進協議会
東松島の復興及びSDGsに携わる市内事業者との交流をメインとした「大地・海・空から

学ぶ」稼げる看板商品の創出事業
102 宮城県 一般財団法人3.11伝承ロード推進機構 東松島伝承ロードバス事業

103 宮城県 一般社団法人みやぎ大崎観光公社 大崎耕土フィールドミュージアム体験コンテンツ造成事業

104 宮城県 村田町観光物産協会 「武将カート」による蔵のまちむらた誘客促進事業

105 宮城県 株式会社GM7 重要文化財「齋理屋敷」を活用したサーキュラーエコノミーコンテンツ造成事業

106 宮城県 一般財団法人丸森町観光物産振興公社 阿武隈ライン舟下りを若者向けにバージョンアップし看板商品として再構築する事業

107 宮城県 株式会社WATALIS 遊休農地をミツバチパークにしよう！　サステイナブルな観光コンテンツ創出事業in亘理

108 宮城県 松島町 【日本三景】松島×探究ツアーパック（教育旅行版）創出事業

109 宮城県 利府町観光協会
松島の新たな一面「馬の背」を基軸としたプレミアム海上ランチと域内周遊性促進による

需要創出事業
110 宮城県 近畿日本ツーリスト株式会社 「Plus Beauty！加美町」　~心身ともに健康になるヘルスツーリズムの推進~

111 宮城県 涌谷町
桜とともに生きる涌谷町で冬に桜が咲いた!?冬の涌谷城 幻桜ライトアップ＆涌谷城の謎

を解けスタンプラリー事業

112
宮城県、山

形県
一般社団法人東北観光推進機構 世界でココだけの体験を繋ぐ新たなレンタカー周遊旅造成事業

113

宮城県、山

形県、福島

県

こけしTrip実行委員会 こけしが旅する「ヴァーチャルTrip」 to 「リアルTrip」事業～南東北編～

114 秋田県 横手市 本物の自然に触れ、守る！「山と川のある町」再始動プロジェクト

115 秋田県 一般社団法人秋田犬ツーリズム 「奥秋田」大館の食・歴史・産業コンテンツ開発事業

116 秋田県 由利本荘市 ダムに沈みゆく郷が未来を繋ぐ！心のふるさと創生アドベンチャーツーリズム推進事業

117 秋田県 一般社団法人東北観光推進機構
秋田県北秋田市における「マタギ文化」に係る歴史・文化コンテンツ造成およびオンライン

ツアー実施事業
118 秋田県 一般社団法人ロンド にかほ市金浦地域の漁船に揺れる伝説の「漁師酒」体験観光実証事業

119 秋田県 一般社団法人田沢湖・角館観光協会 「田沢湖ミハラステラス」創出およびランドマーク化に基づくゲレンデパーク造成事業

120 山形県 おもてなし山形株式会社 西蔵王高原のエコツーリズム！～美しい自然と幻想的な演出プロジェクト～

121 山形県 The Hidden Japan合同会社 Old Side of Yamagata～受け継ぐ伝統文化に触れる旅～

122 山形県 山新観光株式会社 健康医療で地域を支える～みちのく癒され旅事業～

123 山形県 プラットヨネザワ株式会社

＜SDG’ｓ時代のアルカディア＞国内在住外国人をターゲットにした観光エリアの開発・

情報発信の多言語化、および産業備品のローカル化により既存域内施設に付加価値を

付与するバリューマネージメントを通して実現する世界レベルのトーンアンドマナーがそろった

観光まちづくり事業

124 山形県 湯野浜１００年株式会社
体験と交流による観光の一歩先の温泉地へ 　令和の新交流拠点としての  「新・湯野

浜温泉」創出事業

125 山形県 あつみ観光協会
地域資源を守り！活かす！地域循環型観光促進　 「自然と暮らしを感じるあつみ旅」

創出事業
126 山形県 酒田観光戦略推進協議会 ふれる・楽しむ・好きになる、酒田まるごとアドベンチャー体験創出事業

127 山形県 蔵王ライザワールド株式会社
樹氷体験バリエーション拡大を目指したスノードーム・地元資源クロモジを使った観光実証

事業
128 山形県 銀山温泉組合 銀山温泉夜の温泉街周遊価値向上事業

129 山形県 大江町
毎日色が変わる不思議な温泉と魅力的な大江の食満喫で“STOP！ 素通り” 、ウェル

ネスネイチャー体験とウェルネスフードツアーで滞在時間獲得大作戦
130 山形県 最上川交通株式会社 民謡船と山形観光手形で巡る令和の奥の細道創造事業

131 福島県 合同会社ふくしまRISE
飯坂温泉からの発信！  「花香に酔い果物に酔い非日常に癒される」　ふくしま県北地

域の宝を活かす看板商品創出事業

132 福島県 会津乗合自動車株式会社
～紅葉の鶴ヶ城で過ごす・・・『プチ・グランピング』の旅～　【国指定文化財・鶴ヶ城】×

【ドームテント】×【会津郷土料理と地酒】

133 福島県 株式会社旅行読売出版社
待望の全線復旧「ＪＲ只見線」＆会津鉄道「鉄印」×「舟」「食」・・・会津地方の広域

観光周遊ルート創生事業

134 福島県 郡山癒し旅プロジェクト実行委員会 ～カラダには、土のチカラだ！～ 手と土と食 郡山癒し旅　商品販売に向けた継続事業

135 福島県 ワヲジャパントラベル株式会社 いわきの自然と信仰を体感する、ポストコロナに向けたツアー造成

136 福島県 一般社団法人いわき観光まちづくりビューロー
いわき市常磐地区におけるナイトタイムエコノミー・モーニングタイムエコノミー創出事業　～

誘って・遊んで・湯に浸かって～

137 福島県 ガッチ株式会社 南湖公園「士民共楽」ツアー事業

138 福島県 有限会社糸井火工 魅力再発見!!秋の味覚と花火を五感で感じる体験型コンテンツの提供



看板商品創出事業 一般型採択支援事業（１次公募）
№ 都道府県 実施主体 事業名

139 福島県 一般社団法人喜多方観光物産協会
グリーン・ツーリズムとまち歩きの融合による、ポストコロナに適用する着地型観光推進事

業

140 福島県 合資会社大和川酒造店
“知的のんべえ”と“おしゃれ愛酒家”のための特別な時間

「蔵のまち喜多方」で学ぶ、とことん日本酒を楽しむ滞在型プログラム
141 福島県 一般社団法人岳温泉観光協会 安達太良・吾妻の「活火山×山の旅」体験型ツアー造成事業

142 福島県 株式会社ホップジャパン
酒造メーカーが連携したコラボ商品の開発と、お酒をきっかけにした地域への誘客を図る

体験型観光コンテンツの造成・販売

143 福島県 南相馬観光協会 相馬野馬追を中核としたDX商品創出事業

144 福島県 有限会社岩瀬牧場
文部省唱歌「牧場の朝」発祥の『岩瀬牧場』で、体験(コト)＆商品(モノ)＆感動(エモ)

が得られる「牧場の朝活」をテーマに、産官学連携で行う看板商品の創出事業
145 福島県 株式会社一十八日 南会津で体験する香る里山サスティナブルツーリズム事業

146 福島県 株式会社ラジオ福島 新モビリティ（Ｅバイク）を活用したサイクルロゲイニングによる地域観光の活性化

147 福島県 裏磐梯観光活性化協議会 裏磐梯の自然と音楽の融合で魅力増進プロジェクト事業

148 福島県 一般社団法人BOOT 日本の田舎・会津のオーセンティックツーリズム推進事業

149 福島県 有限会社みなとや ROAD to SAUNA

150 福島県 株式会社猪苗代観光船 観光遊覧船「かめ丸」を活用した稼ぐ看板商品化事業

151 福島県 一般社団法人金山町観光物産協会
神秘的な川霧浮かぶ「霧幻峡」を舞台とした金山へ冒険Trip！霧幻峡の渡しから紐解く

町に根付く伝統的な暮らし・技に触れる周遊ルート造成事業

152 福島県 一般社団法人かわうちラボ
標高700ｍ 高原のワイナリーで堪能！「地産地消ガレットと創作フレンチ」＆「講話付き

星空鑑賞」体験プログラム　～“癒しの村 川内”  再生への次なる挑戦～

153 福島県 合同会社MARBLiNG
原発事故被災地で環境課題を解決する“フィールドミュージアム”での学び・発見ツアーを

つくるぞ!!事業
154 茨城県 一般社団法人水戸観光コンベンション協会 梅を観る街水戸から【梅（UME）を愉しむ街水戸】へのリブランディング

155 茨城県 一般社団法人日立市観光物産協会 ウミウ捕獲の伝統技術の魅力発信事業

156 茨城県 ひたちなか海浜鉄道株式会社
阿字ヶ浦ほしいもツーリズム第2章！延伸開業に向け、ひたちなか海浜鉄道・国営ひたち

海浜公園シャトルバス運行による地域の高付加価値化

157 茨城県 株式会社いたこ

嫁入り舟の伝統文化を絶やすな！埼玉県飯能市とのコラボレーションで西川材×木造

細工職人による嫁入り舟製作技術伝承と新造船を実現。

新たな船文化≪ITAKOアニバーサリー≫創出事業
158 茨城県 一般社団法人大洗観光協会 海の町大洗の新しい夜の魅力発信事業「うみまち照らすー大洗の一隅を照らすー」

159 茨城県 大子町観光協会

こんにゃく発祥地を美肌聖地へ大改革！今までにないこんにゃく美容グルメ＆アイテムを

地域連携開発。地元素材×大子温泉の初タッグで挑む、オール大子の通年型美肌合

宿！
160 栃木県 鹿沼商工会議所 かぬまシウマイでまちおこし

161 栃木県 奥日光観光事業振興会 雪と氷の幻想的な冬の奥日光をめぐる【奥日光冬旅】造成事業

162 栃木県 日光森林警備隊 日光の森林等を活用した自然体験創出事業

163 栃木県 株式会社DMC鬼怒川温泉
鬼怒川温泉におけるオープンな着地型コンテンツ「KINUGAWAオープントップバス」運行

事業

164 栃木県 株式会社大田原ツーリズム 日本版アグリツーリズモのFITコンテンツの開発と販促

165 栃木県 塩原温泉活性化推進協議会
心と体と魂を癒す『多世代型ウェルネスツーリズム』～関東一の泉質数／泉色の温泉地

「塩原温泉」での“新”湯治プログラム～
166 栃木県 さくら市氏家観光協会 全国区の雛祭りイベントへ！栃木最古の氏家雛めぐり誘客拡大事業

167 栃木県 茂木町 昭和レトロに触れる幻の鉄道のまち＜もてぎ＞事業

168 群馬県 公益財団法人前橋観光コンベンション協会 群馬NEO迎賓館　RINKOKAKU

169 群馬県 特定非営利活動法人キッズバレイ

『GROWCATION』を「本物の学び」で進化！全国数例「SDGsをまちづくりに生かす条

例」制定の桐生市でサステナビリティを実体験する教育旅行で稼げる商品造成・販売整

備事業

170 群馬県 沼田市海外販路開拓支援事業推進協議会
首都圏から最も近く最も甘いりんご産地で挑戦する「りんごの木オーナー制度」による需要

創出事業
171 群馬県 一般社団法人渋川伊香保温泉観光協会 サスティナブルな「温泉文化」創出事業

172 群馬県 一般社団法人富岡市観光協会
女性活躍の原点、シルクの聖地富岡で「働きながら綺麗になる」!シルク食材を使った「ベ

ジシルク」と自然溢れるグランピング宿泊を楽しむ、女性限定ワーク美ケーションプログラム

173 群馬県 一般社団法人東吾妻町観光協会
真田丸の舞台・東吾妻で真田忍者への第一歩！五感を研ぎ澄ませ！展示型観光から

初の本格体験型忍者コンテンツ造成事業
174 群馬県 一般社団法人みなかみ町観光協会 利根川源流のまち　みなかみ町発！　あなたへつながる水の旅プロジェクト

175 埼玉県 あついぞ！熊谷開運コンテンツ協議会
『開運のまち』熊谷の魅力を結集！文化の交差点"お寺"で御朱印ファンを熊谷ファンに。

地域にサステナブルに貢献する「開運ツーリズム」定着化事業

176 埼玉県 一般社団法人秩父地域おもてなし観光公社
秩父で乾杯！生産者から学ぶ秩父発酵学。秩父産ワインと産地の魅力を感じるここで

しか体験できない秩父ワインツーリズム！

177 埼玉県 一般社団法人奥むさし飯能観光協会
飯能の森林の恵みと古来より紡がれし里地里山文化を味わいつくそう！ 「森」で語り逢う

滞在型体験交流観光の整備事業
178 埼玉県 一般社団法人埼玉県物産観光協会 自然と美しく生きるサステナブルフィールド「SATOYAMA」プロジェクト事業

179 埼玉県 株式会社アスリコ 東入間 三芳発信のエコツーリズムを軸とした新たな看板観光商品の創出

180 埼玉県 一般社団法人毛呂山町観光協会 日本最古の桂木ゆずを五感で味わいつくす「ゆずツーリズム」実証事業

181 埼玉県 一般社団法人横瀬町観光協会 「日本一歩きたくなる町プロジェクト」実現に向けたプログラム開発事業

182 千葉県 一般社団法人銚子市観光協会 漁師も満足　銚子の味力全部乗せ「銚子めし」開発事業



看板商品創出事業 一般型採択支援事業（１次公募）
№ 都道府県 実施主体 事業名

183 千葉県 一般社団法人館山市観光協会
館山のナイトタイムコンテンツ創出事業   ～日本一長い桟橋「館山・夕日桟橋」から宙を

見上げる神秘の夜～

184 千葉県 南房総海辺のワーケーション推進協議会
千葉県の南部に位置する館山市の新しいワーケーションスタイル　「グルメだって、ジビエ

だって、温泉だって楽しめちゃう！」キャンピングワーケーション促進事業
185 千葉県 茂原市観光協会 200万年の太古の恵みから始まる「もばらSDGｓディスカバリーコンテンツ」創出事業

186 千葉県 東金商工会議所
東金蔵のクラボレーションプロジェクト　建築物を活用した人と人のつながりコミニティデザイ

ン創出事業

187 千葉県 旭市観光物産協会
世界と日本が認める〈旭の豚〉を活用！豚革ブランド「九十九里レザー」を使ったクラフト

体験＆食育BBQプログラム

188 千葉県 手賀沼アグリビジネスパーク事業推進協議会
水辺と里山から学ぶ小中学校向け自然体験学習プログラム強化・発展事業　～「手賀

沼スクールヤード」を、オール手賀沼で。～
189 千葉県 小湊鐵道株式会社 房総里山トロッコ　夜トロ企画

190 千葉県 富洋観光開発株式会社
「ネイチャーミュージアムNOKOGIRIYAMA」石と芸術のまち金谷アートツーリズム事業

～天空のギャラリー　Old Stone Quarry Museum in the Sky～

191 千葉県 株式会社ニッポン放送
南房総市独自のSDGs企業研修プログラム開発（環境SDGsを考える砂浜ビーチコーミ

ング体験研修）と企業版ワーケーション事業
192 千葉県 一般社団法人南房総市観光協会 首都圏法人の癒しの場「サードプレイス」創出事業

193 千葉県 株式会社ザファーム
Exeperience the Universe in 香取　～香取の歴史と宙(SORA)を実感できる新た

な周遊滞在プログラム～
194 千葉県 佐原みらい運河株式会社 江戸優り佐原の発酵ツーリズム～美味しい･楽しい・懐かしい 甦れ 関東灘～

195 千葉県 一般社団法人ツーリズムいすみ
いすみ鉄道で出発進行！ぽっぽや体験といすみ鉄道＋いすみ鉄道カー（車）で行く里

山デイ＆ナイトツアー

196 千葉県 株式会社大日商事
持続可能な地域・いすみ　食のブランド×星空エンターテインメントで滞在型プログラム造

成
197 千葉県 いすみ鉄道沿線の菜の花を守る実行委員会 いすみ鉄道唯一最大の観光資源「菜の花畑」 絶滅の危機から救え！

198 千葉県 一般社団法人多古町観光まちづくり機構
「多古時間」を楽しむオーダーメイド型の体験・交流コンテンツの創出プロジェクト　～自

然・農業・暮らし・志民協働による多彩な多古ライフスタイルに向けて

199 千葉県 東庄町観光協会
「水と緑の町とうのしょう」の「運動」「栄養」「休息」がそろった新たな観光体験コンテンツ「と

うのしょうヘルスツーリズム」造成事業
200 千葉県 大多喜町の観光推進実行委員会 都内近郊の地の利 「軽トラ青空市」を切り口に周遊・宿泊観光へいざなう！

201 東京都 一般社団法人中央区観光協会
相撲部屋・朝稽古見学ツアーを核とする着地型コンテンツ造成事業（SUMOは日本文

化のド真ん中!   ～  見るだけじゃない、力士に触れる高付加価値着地型ツアー  ～）

202 東京都 奥浅草サイコウプロジェクト実行委員会
「靴とカバンのまち、奥浅草サイコウプロジェクト」 ～プラットホーム（地域拠点）×DX

（デジタル化）で「行くまち」から「通うまち」へ

203 東京都 屋形船東京都協同組合
３つの新着型開発拠点を水路でつなぐ、東京臨海エリアをワンストップでバリアなく体験＆

移動「江東水運観光MaaS」販売推進事業

204 東京都
一般社団法人天王洲・キャナルサイド活性化協

会
天王洲アート観光拠点推進事業

205 東京都 おおたオープンファクトリー実行委員会 ファクトリップ（Factory×Trip）：工場見学（視察・学習・体験）マッチング事業

206 東京都 一般社団法人コンソーシアムすがも花街道 「一粒万倍」縁日による種子屋街道観光コンテンツ創出事業

207 東京都
東京都公衆浴場業生活衛生同業組合葛飾支

部
江戸の庶民文化「銭湯」を核にした下町文化体験ガイドツアーの造成事業

208 東京都 一般社団法人Iwakura Experience 岩蔵野菜とアクアポニックスを活用した温泉地再生事業

209 東京都 一般社団法人こだいら観光まちづくり協会 玉川上水SDGsアートキャンプの商品化と美大生アート拠点の設置

210 東京都 株式会社グッドライフ多摩 キャンプ場を拠点としたサブスク型SDGs自然教育プログラム

211 東京都 八丈島黄八丈観光実行委員会 八丈島　三大紬「黄八丈」でおもてなし！

212 神奈川県 合同会社横浜旬･菜･果 幻の杉田梅林 賑い復興 “梅のまち”コンテンツ開発事業

213 神奈川県 NPO法人ILoveつづき 港北ニュータウン・都筑区の緑道探索と地元野菜を楽しむ まちづくりプロジェクト

214 神奈川県 株式会社epigram
日本最大のクラフトビールツーリズム「多摩川ブルワリー回遊ツアー＆多摩川チェアリング」

開発事業

215 神奈川県 公益社団法人相模原市観光協会
自然と共生して生きる“ウェルビーイング”なまち藤野発！オープンソースな地域おこしを目

指し、持続可能な農的くらしを通じて本来の自分に出会う旅　造成事業

216 神奈川県 ドブ板通り商店街振興組合

東京五輪で再び注目された横須賀発祥文化を世界へ広める！スカジャンデザイン体験

&スカジャンを着て街歩き！「作る」「着る」「巡る」を通した固有観光資源の磨き上げ事

業
217 神奈川県 一般社団法人横須賀市観光協会 「WaW（歩く人を歓迎するまち）よこすか」ネットワークの構築

218 神奈川県 株式会社トライアングル 東京湾の底を〝見える化〟してSDGsを学ぶ！　～猿島「ブルーカーボン」クエスト

219 神奈川県 東洋観光株式会社 オープントップバスで行く三浦半島（鎌倉殿）ゆかりの地　連携事業

220 神奈川県 公益社団法人鎌倉市観光協会 ～いざ鎌倉！鎌倉版図(ﾊﾝﾄ)＆鎌倉販路拡大計画～

221 神奈川県 一般社団法人小田原市観光協会
心と体を解き放つ小田原のあたらしい健康旅～歴史文化が息づく城下町を巡りながら美

食と癒しをとことん味わう特別体験～

222 神奈川県 一般社団法人三浦市観光協会

おしゃれキャンプで、脱・日帰りマグロ旅！三浦野菜を「観る×作る×食べる」で地産地消

率＆知名度UPへ。地元大学と提携でインバウンドに初挑戦する、

地域密着型サイクル周遊ツアー造成事業
223 神奈川県 一般社団法人厚木市観光協会 厚木で自分開放！気軽に、わんぱく、まんぷく！ツーリズム

224 神奈川県 NPO法人アシガラパートナーズ 「あしがらのごほうび」育成事業

225 神奈川県 NPO法人湘南ベルマーレスポーツクラブ 緑の湘南ウエルネス・オリーブ園と丘陵スポーツのツーリズム創出事業



看板商品創出事業 一般型採択支援事業（１次公募）
№ 都道府県 実施主体 事業名

226 神奈川県 一般社団法人神奈川大井の里体験観光協会 酒蔵で竹灯籠まつり！ 「かっぽ酒」で乾杯！

227 神奈川県 松田町 関東屈指の眺望を独り占め 大人が楽しむ「天空のプライベートリビング」創出事業

228 神奈川県 湯河原町 ついに「切り札」出します！あの有名人も愛した“食”体験で湯河原ファン増殖プロジェクト

229
神奈川県、

千葉県
東京湾海堡ツーリズム機構

空から日本遺産を一望！　第二海堡＆東京湾要塞「上陸＆空中散歩」スペシャルク

ルージング

230 新潟県 株式会社新潟博報堂
ウェルネスと文化へ続く道　「にいがた庭園街道」の広域ストーリー構築とインバウンドガイド

育成事業

231 新潟県 三条シティセールス事業実行委員会
ものづくり＆アウトドアの聖地「燕三条」で楽しむサステナブル＆ラグジュアリー観光プログラ

ム創出事業

232 新潟県 株式会社つくる
「ものづくり×KOHIRU」

“特別”を演出する、燕三条に息づく技を極めるコンテンツ事業
233 新潟県 一般社団法人柏崎観光協会 続・柏崎市で日本食文化の原点を極める「米・ガストロノミー」　創出・販売事業

234 新潟県 加茂ものづくり推進協議会
奇跡の融合！木工技術と加茂紙から生まれた“加茂屏風”からみる日本一の技術を活

用した滞在コンテンツ創出事業
235 新潟県 株式会社新潟博報堂 国内外の欧米アート好き富裕層向け「大地の芸術祭看板商品」創出事業

236 新潟県 松之山温泉組合 松之山温泉エコロッジ＆エコビレッジ創出事業

237 新潟県 一般社団法人妙高ツーリズムマネジメント

温泉・サウナ・発酵食品・自然で”ととのう、妙高”をコンセプトにファミリー向けワーケーション

創出事業！

～「家族で心身を整える」を目的とした商品で滞在時間・観光消費額を延ばす～

238 新潟県 公益社団法人上越観光コンベンション協会
「もう通過点とは言わせない！」上越市の発酵文化や歴史を生かす為に‘食’をブランド化

させて稼ぐ創出事業
239 新潟県 株式会社スマイルファーム 農業体験コンテンツの造成による旅の選択肢増加と佐渡産食材付加価値アップ事業

240 新潟県 佐渡汽船株式会社 「金の佐渡と知られざる佐渡    Golden sado  &  Hidden gem  」　事業

241 新潟県 一般社団法人佐渡観光交流機構 人と人、人と自然をつなぐアドベンチャーツーリズム構築事業

242 新潟県 一般社団法人南魚沼市観光協会

冬のゲレンデ集客依存からの脱却！地元農家や宿泊施設との強力タッグで、絶景ｘ里

山文化ｘ食をフルコースで体験。e-Fatbikeで巡る、オールシーズン南魚沼堪能ツアー

造成

243 新潟県 道の駅たがみ協同組合

放置竹林を活用し、「竹あかりインスタレーション」✕「竹林ダイニングアウト」✕「竹あかりス

カイランタン」イベントを実施。

出来るだけ多くの町民参加のもと、地域課題を高付加価値商品に磨きあげ、シビックプラ

イドを醸成、交流人口拡大事業
244 新潟県 一般社団法人雪国観光圏 雪国リトリートによる滞在型宿泊商品の造成

245 新潟県 一般社団法人越後湯沢温泉観光協会 V字回復に向けた雪国看板商品の創出と認知度アップ事業

246 富山県 公益社団法人とやま観光推進機構 鉄軌道でめぐる富山「暮らすような旅」事業

247 富山県
一般社団法人富山湾・黒部峡谷・越中にいか

わ観光圏協議会

食×体験事業者が密連携！日本海を育む「にいかわ」の名水を活かした、2市2町の食

文化を五感で「味」わい・「学」び・「遊」び尽くす体験型コンテンツ創出事業

248 富山県 氷見きときとSushiツーリズム協議会
氷見「海×食×湯」何度も訪れたくなる春夏秋冬きときとSushiツーリズム事業（氷見き

ときとSushiツーリズム協議会）
249 富山県 一般社団法人黒部・宇奈月温泉観光局 黒部峡谷の歴史と文化を活用したサスティナブルツーリズムの創出事業

250 富山県 一般社団法人南砺市観光協会 南砺の魅力的なアドベンチャートラベル商品造成事業

251 石川県 一般社団法人金沢市観光協会 「美食の都金澤」戦略的魅力創造・誘客推進事業

252 石川県 株式会社こはく 金沢の食を通じて暮らしを豊かに、旬をめぐる“季節のシリーズ商品”創出事業

253 石川県 株式会社大呑 大呑ビレッジ 里山・里海ダイナミックパッケージ商品の開発事業

254 石川県 株式会社加賀屋
日本一の温泉旅館「加賀屋」が挑戦する和倉温泉の新しい旅スタイルづくりと和倉温泉

観光圏の拡大
255 石川県 和倉温泉観光協会 和倉温泉　七尾湾ヨット観光「能登の里山里海セイル&レイル」

256 石川県 一般社団法人ななお・なかのとDMO
観光資源から健康資源へ「開湯1200年の湯治場」和倉温泉を舞台にしたウェルネス

ツーリズム推進事業

257 石川県 一般社団法人こまつ観光物産ネットワーク
1300年の歴史を誇る粟津温泉の現代版湯治「健康増進型ヘルスケアワーケーション」と

「ヘルスツーリズム型アフターワークバケーション」創出事業
258 石川県 能登DMC合同会社 「Off the Beaten Track」日本の隠れた名所　能登の里山里海の暮らしに触れる旅

259 石川県 株式会社Ａｎｔｅ
伝統的揚げ浜塩田の塩を通じた能登から世界への発信事業～食べる・見る・体験する・

学びを通じた五感に訴える地方創生～

260 石川県 片山津温泉旅館協同組合
片山津温泉納涼花火Re-born事業　～伝統花火大会から,Lagoon Summer

Experienceへ～

261 石川県 山代温泉観光協会

「令和の魯山人を体感」魯山人がはじめて焼き物にふれた加賀の地で、基礎から学ぶ九

谷焼づくりと加賀の美食　日本伝統文化体験型の長期ステイ実証事業と開湯1300年

の山代温泉 温泉街の「にぎわい創出」で「地域全体で稼ぐ観光」実証事業
262 石川県 一般社団法人加賀市観光交流機構 訪日旅行獲得に向けた持続可能なエデュケーショナルツーリズム推進事業

263 石川県 一般社団法人野々市市観光物産協会
便利なまち野々市の一歩先へ 『IKERU NONOICHI』　暮らしと観光をフェーズフリー

居住地型観光プログラム推進事業

264 石川県 内灘町観光協会
あそべるモビリティ＠UCHINADA CRUISING ～道の駅「内灘サンセットパーク」の復活

に向けて～

265 石川県
特定非営利活動法人石川バリアフリーツアーセン

ター
生産×観光で「人生の新たな旅」創出ＰＪ

266
石川県、富

山県

一般社団法人昇龍道ドラゴンルート推進協議

会
現代によみがえる大伴家持・万葉の旅
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267 福井県 株式会社グローバルリンク 福井スペシャルアンバザダー育成＆絆ツアー創生事業

268 福井県 京福バス株式会社 福井県の「そば」を看板とした商品の創出事業

269 福井県 一般社団法人敦賀観光協会
インバウンド再開に備えた、日本海の「海の豊かさを守る」持続可能な体験コンテンツ開

発事業
270 福井県 小浜線利用促進協議会 ＪＲ小浜線を活用した地域ならではの周遊観光商品創出事業

271 福井県 福井県 サイクルツーリズムを活用したインバウンド促進事業

272 福井県 NPO法人エル・コミュニティ 寺町鯖江でぷらっとディープな旅

273 福井県 福井県広域ウエルネス推進協議会
世界的な健康ツーリズムのハブへ～自然・食・文化資源を生かしたご褒美旅～（福井

県広域ウエルネス推進協議会）
274 福井県 一般社団法人越前町観光連盟 未来へつづくまち”NEW越前”　～越前町サステナブルプロジェクト！！！～

275 福井県 三方五湖DMO株式会社
世界最先端技術を駆使した小型電池推進船による「湖上の魅力満喫ツアー」の創出事

業

276 山梨県 一般財団法人ふじよしだ観光振興サービス
日本初！富士吉田市が挑戦するテキスタイル芸術祭の国際イベント化≪フジテキスタイル

ウィーク≫による織物産業観光活性化実証事業

277 山梨県 一般社団法人八ヶ岳ツーリズムマネジメント
1,000ｍの天空リゾート八ヶ岳「澄みきった自分に還るフォレスト・ウェルネスツーリズム創

出」事業

278 山梨県 一般社団法人山中湖観光協会
世界遺産富士山にもっとも近い湖「山中湖」で楽しむアドベンチャーツーリズム&安産祈願

磨き上げ事業
279 山梨県 井出醸造店 ウィズコロナ時代における新しい酒蔵ツーリズム（日本酒及びウィスキー）の創出

280 長野県 一般社団法人松本市アルプス山岳郷 ゼロカーボンパークのりくらを起点としたサステナブルコンテンツ造成事業

281 長野県 GoGreenプロジェクトin長野2022実行委員会
Go Greenプロジェクト in 長野2022～国立・国定公園を活用したサステナブルツーリズ

ム推進事業～
282 長野県 信田商事株式会社 廃業した歴史的旅館施設を活用した小さな温泉地の『スモールMICE』推進事業

283 長野県 株式会社南信州観光公社
天竜川流域独自のまつりと地域資源を楽しむ看板商品 「Tenryu Riverlands:

Festival & True Local Experience Tours」創出事業
284 長野県 車山高原観光協会 車山高原、霧ヶ峰における大自然満喫なネイチャーアドベンチャーツーリズム創出事業

285 長野県 一般社団法人日本国際広報戦略機構 「オフロードバイクの愛好家が自ら聖地化する天空のリゾートヴィレッジ峰の原！」 事業

286 長野県 一般社団法人伊那市観光協会 信州そば発祥の地 伊那で「そばを極める旅」の造成事業

287 長野県 合同会社北アルプス学びと遊びの旅行社 北アルプス山麓「山仕事チャレンジ」事業

288 長野県 大町市ＳＤＧｓ学習旅行誘致協議会 長野県大町市で「水」と「エネルギ－」を学ぶＳＤＧｓ学習旅行誘致事業

289 長野県 一般社団法人信州いいやま観光局
北信三大修験場「小菅の里」におけるマインドフルネスをテーマにした山伏体験ツアー造

成事業

290 長野県 株式会社8Peaksfamily
「縄文時代から続くパワーと豊かさを、自然と諏訪信仰から体感する旅」歴史文化創出

事業
291 長野県 有限会社リトルグリーブ 滞在回遊を促進する周遊型『ちのガストロノミーツーリズム』商品の造成

292 長野県 一般社団法人塩尻市観光協会 ～伝統と技が息づく木曽漆器～職人から学ぶ本物の「漆工体験」

293 長野県 八ヶ岳発酵研究所株式会社 東御市産生ハム（日本版ハモンセラーノ）を使った究極の米粉パンサンド

294 長野県 一般社団法人信州とうみ観光協会

開宿400周年を迎える「海野宿」！江戸情緒を感じる宿場町で、希少となった刀鍛冶の

歴史探訪見学 & 地元食材を使った宿場町料理を堪能するプレミアム日本文化体験ツ

アー
295 長野県 東日本旅客鉄道株式会社長野支社 体験型観光による滞在コンテンツ造成・既存観光イベント磨き上げ事業

296 長野県 安曇野市 地域資源を活用した稼げる看板ツアーの開発とサステナブルツーリズムの構築促進事業

297 長野県 株式会社フィールド・マネジメント
軽井沢発！中山道および北国街道沿線の歴史文化遺産を再活用したサイクルトレイン

ツアー事業

298 長野県 株式会社ピッキオ
軽井沢町の有する「豊かな自然」という観光資源を最大限活用した１日自然体験プロ

グラムを造成する。

299 長野県 一般社団法人信州たてしな観光協会 「たてしなを遊び尽くせ！ 白樺高原探検隊の大冒険」事業

300 長野県 南信州にゃんこツーリズム協議会
「猫神様」を地域固有のストーリー「蚕産業の守り神」で新展開！蚕のエサ「桑の実」や松

川りんごを活かしたグルメ開発で猫好きの更なる来訪を狙う「にゃんこツーリズム」事業
301 長野県 一般社団法人木曽おんたけ観光局 Kiso Green 木曽の旅 ～中山道Slow Trip～

302 長野県 白馬五竜観光協会 白馬五竜SDGsずくだせプロジェクト

303 長野県 株式会社北志賀竜王 スキー場を活用したオールシーズン滞在型観光誘客事業

304 長野県 長野県志賀高原自然保護センター運営協議会
志賀高原の象徴的な自然資源「大沼池」を活用したアクティビティ高付加価値化推進

事業

305 長野県 一般社団法人野沢温泉観光協会
ブナの原生林を中心とした持続可能な観光スタイルの構築「野沢温泉サステナブルツーリ

ズムプログラム」
306 長野県 一般社団法人信濃町振興局 森・人・酒がつなぐ、ウェルビーイングツーリズム事業 「FOREST SPIRITS TOUR」

307
長野県、岐

阜県
一般社団法人ネイチャーホスピタリティ協会

中部山岳国立公園を核とする地域横断の持続的発展モデル～自然、食、温泉の発信

と人材育成～

308 岐阜県 株式会社岐阜髙島屋 飛騨高山展  事業

309 岐阜県 特定非営利活動法人ORGAN
看板土産商品「川のテロワール」開発を契機とした「長良川流域サスティナブルツーリズ

ム」ブランド創出事業

310 岐阜県 飛騨の匠ブランド開発事業委員会
高山を変えた金森３代～城下町の京文化、江戸文化の掘りおこしによる飛騨高山の新

たな体験観光創出事業
311 岐阜県 高山市観光連絡協議会 飛騨高山の風物詩を起点とした下町エリア全体のコンテンツ造成事業

312 岐阜県 株式会社ひらゆの森 ナショナルパークアドベンチャーツアー造成事業



看板商品創出事業 一般型採択支援事業（１次公募）
№ 都道府県 実施主体 事業名

313 岐阜県 濃飛乗合自動車株式会社
昔懐かしいボンネットバスを活用した 日本の原風景、飛騨高山、里山巡りツアー実施事

業

314 岐阜県 飛騨朝日地域活性化推進協議会
飛騨匠 クラフトショールーム街道～ヒト×モノ×コトにより地域全体を暮らしのショールーム

へ～

315 岐阜県 加子母観光協会
加子母地区の歴史ある森林文化・芝居小屋「明治座」を通して持続可能な社会の創

出へとつなげていく「旅と学びの滞在プログラム」造成事業

316 岐阜県 みのシェアリング株式会社
清酒×清流 の体験型コンテンツ造成とワーケーションニーズを取り込んだサブスクリプション

販売
317 岐阜県 みのまちや株式会社 職人と共に美濃のくらしと文化を知る「てすきとstay」の販路拡大に向けた磨き上げ

318 岐阜県 明智町門野地域農泊推進協議会
明智山城ツーリズム～ちゃんばら等の情景再現、城・城下町・里の関係人口づくり～事

業
319 岐阜県 郡上市アウトドア事業者協議会 GUJO Outdoor Experiencesサステナブルツアー造成推進事業

320 岐阜県 一般社団法人下呂温泉観光協会 下呂市ならではの宝資源を活用した看板商品の創出事業

321 岐阜県 佐々木建築 『小さな家』と『山里体験』から持続可能な山林づくりと地域循環経済をめざす事業

322
岐阜県、愛

知県
岐阜県 「日本ライン・KISOGAWA リトリート・パークづくり」推進事業

323 静岡県 株式会社駿府匠宿
宿場町丸子における古民家泊など新しい伝統工芸体験と静岡市の商店街における伝

統工芸や食のお祭り事業

324 静岡県 舞阪町観光協会
「豊かな浜名湖」の漁業×環境×街道文化を保全・活用したSDGｓツーリズム商品造

成実証事業

325 静岡県 株式会社Hamanako Destination 奥山方広寺の五百羅漢像をモチーフとしたお寺独自のお土産品の開発・販売事業

326 静岡県 舘山寺温泉観光協会 湖上の気持ち良さを体験できる浜名湖独自の各種サービスの創出

327 静岡県 株式会社静岡新聞社
外国人留学生・外国人インフルエンサーと作る、天竜浜名湖鉄道沿線のインバウンド向

け旅行商品の開発及びＰＲ
328 静岡県 特定非営利活動法人カケルバイク 沼津エリアの特色ある地形と歴史遺産を活かしたサイクルツーリズム商品の創出

329 静岡県 PROJECT ATAMI実行委員会 アートで熱海を再発見。～アートツアー、アートなお土産の商品開発～

330 静岡県
一般社団法人しずおかスポーツプロモーション富

士山支部

富士山麓の食・体験・自然の魅力を繋ぐ「キャン×スポ＠あさぎり」の観光商品販路拡大

実証事業

331 静岡県 伊豆高原観光オフィス
インクルーシブな観光コンテンツ造成　～多様性とシビックプライドを醸成する次世代の観

光ブランド創出～

332 静岡県 伊東市
知ると伊東の虜になる！「聖地巡礼×とっておきの○○」テーマ別周遊コンテンツ造成事

業
333 静岡県 伊豆急行60周年実行委員会 伊豆×鉄道　～地域の魅力再発見ツーリズム～

334 静岡県 茶文化体感ツーリズム推進協議会
東海道の難所・島田宿大井川川越遺跡で当時の生活を体感！日本髪×お茶で創りだ

す、茶文化体感ツーリズム造成事業

335 静岡県 しずおか富士山利活用推進協議会
「富士下山のすゝめ」を国内外へ　～「登山ではなく、下山！」子どもから高齢者までみん

なで楽しめる！「富士下山」ブランド商品拡大・プロモーション事業～

336 静岡県 公益財団法人するが企画観光局
玉露の日本三大産地「藤枝・朝比奈」で生まれた朝比奈玉露を活用し、お茶を食べる

＋飲む＋体験する＝旅を作る！お茶ツアー造成事業

337 静岡県 下田の新たな食体験発掘実行委員会 “食”のまち下田をアピール！　～海の幸・山の幸の収穫体験×レストランタイアップ～

338 静岡県 特定非営利活動法人コトコト企画室
アクティビティプラン、起業体験プログラム、企画開発を体験するワークショップ型プログラム

の企画開発事業

339 静岡県 伊豆マリオットホテル修善寺 オリンピックレガシーを活用したサイクルツーリズム活性化事業

340 静岡県 一般社団法人河津町観光協会 Eバイクで創る「新しい旅と生活」　～新たなる天城越えと地域交通～

341 静岡県 河津町今井浜海岸活性化実行委員会 河津桜に続け！　～今井浜ビーチ体験の多角化～

342 静岡県 株式会社BASETRES 伊豆半島の山の資源を循環させるサスティナブルツアー構築事業

343 静岡県 函南町農泊推進協議会 モゥ～と楽しむ函南町  【ご当地牛乳の「体験」「食」】×観光拠点【道の駅】創出事業

344 静岡県 寸又峡美女づくりの湯観光事業協同組合
ここは南アルプスユネスコエコパーク！沢口山トレッキング寸又峡温泉宿泊プラン創出事

業

345
静岡県、神

奈川県
箱根八里街道観光推進協議会

よみがえる江戸の旅～富士山と箱根八里が世界を魅了するサスティナブルな『街道旅』

創出事業

346
静岡県、山

梨県
一般社団法人富士山観光交流ビューロー

富士山麓西域・富士川流域の歴史・文化や自然を自転車＆電車を活用して巡る  「富

士川・身延道ロマンルート」推進事業

347 愛知県
SHIBORI職人と日本遺産有松にとけ込む旅実

行委員会
【なりわい観光】 SHIBORI職人と日本遺産有松にとけ込む旅 創出事業

348 愛知県 豊橋鉄道株式会社 豊橋冬の風物詩「おでんしゃ」と豊橋ブラ散歩　事業

349 愛知県 岡崎市 LOCALWORKTOURISM～地域の観光資源から働くを考える～

350 愛知県 瀬戸市まるっとミュージアム・観光協会
1000年以上の歴史を誇るものづくりのまち瀬戸市で、ディープなものづくり体験にのめり込

む！

351 愛知県 名鉄観光サービス株式会社 体感！春日井サボテンと未来への種まき事業

352 愛知県 縁日参りプロジェクト実行委員会 縁日参りプロジェクト～新たな観光資源「ヨルモウデ」 で地域活性化～

353 愛知県 一般社団法人ツーリズムとよた
FIA世界ラリー選手権（WRC）ラリージャパン2022を生かしたコンテンツ（自然体験・

キャンプ・食文化）創出事業
354 愛知県 おいでんエネルギー株式会社 豊田市プロセスエコノミー型ワーケーション事業

355 愛知県 一般社団法人西尾市観光協会
ココロ踊る♪西尾市へ。『海に現れる奇跡の一本道』と『海に続く希望のレール』でアオハ

ル気分！



看板商品創出事業 一般型採択支援事業（１次公募）
№ 都道府県 実施主体 事業名

356 愛知県 蒲郡市観光協会
＜名古屋から電車でたった38分！＞高級な「深海魚」をもっと身近に！”まちじゅう食べ

る水族館”ブランドを具現化する周遊型ツーリズム創出事業
357 愛知県 三谷温泉旅館振興協同組合 『ととのう温泉美術館』　-アートと天然温泉でシビれる三谷温泉湯めぐり-

358 愛知県 株式会社日本旅行
蒲郡の深海魚を全国ブランドに！「お魚食べ方コンテスト」等のイベントや、SDG'ｓと連

携した「学内授業」で、蒲郡のおいしい深海魚を全国区にする事業

359 愛知県 株式会社DonDen
からくりの技と町人の活気が織りなす地域の至宝「犬山祭」を通して地域を知る体験コン

テンツの造成

360 愛知県 新城市観光協会
戦国のメロス「鳥居強右衛門」の歴史を学ぶコンテンツ開発と2023年大河ドラマ「どうす

る家康」に向けた商品開発事業
361 愛知県 NPO法人奥三河田舎暮らし隊 地域の価値を再生し持続させる観光コンテンツ共創、体験型宿泊施設の構築

362 愛知県 株式会社田原観光情報サービスセンター
花ｘミツバチｘ農業、日本一の花の産地 渥美半島でSDG’ｓを学ぶ「花育」プログラム

開発事業

363 愛知県 南知多町
知多半島の先っぽで獲れる特産品で新たな可能性を！～崎（さき）っぽ料理開発プロ

ジェクト～

364 愛知県 株式会社まるは
味！美！実！魅力いっぱい南知多・美浜エリアを繋ぐ周遊ツアーパッケージと周遊促進

WEBサービスコンテンツの創生

365 愛知県 有限会社紅葉屋
今夏オープンの宿泊施設（グランピング・キャンプ）と、地元の食、文化・体験を含んだ

パッケージ商品の造成
366 愛知県 株式会社CANARY 設楽町の観光資源を活用した、家族で楽しめる新しく多様な五平餅の開発事業

367
愛知県、静

岡県

家康街道で地域の魅力をつなげるプロジェクト推

進委員会
広域大連携！「家康街道で地域の魅力をつなげるプロジェクト」

368 三重県 株式会社美杉リゾート 地域課題発信拠点発SDGsツーリズム＋ワーケーションによる地域内消費の最大化

369 三重県 株式会社旅する温泉道場 温故知新を体現する“お寺”の民間資格化を軸とした、体験型コミュニティ創出事業

370 三重県
特定非営利活動法人伊勢志摩バリアフリーツ

アーセンター

お伊勢さんに「行きたい」を「行ける」に変えるユニバーサルツーリズム～『伊勢おもてなしヘ

ルパー』拡充展開プロジェクト
371 三重県 公益社団法人伊勢志摩観光コンベンション機構 伊勢神宮を中心とした観光資源の組合せによる新たな看板商品創出事業

372 三重県 株式会社オフィス桐生 ベビートラベル

373 三重県 名張市 伊賀忍者修行の滝で体験するメディテーションプログラム造成事業

374 三重県 鳥羽商工会議所 海を遊び場に!漁師と無人島開拓事業

375 三重県 一般社団法人鳥羽市観光協会 「海藻」を核とした「鳥羽うみ文化」を感じる豊かな時間消費創出事業

376 三重県 有限会社オズ 漁業と観光施設の協同コンテンツ海女体験造成事業

377 三重県 熊野御坊南海バス株式会社 県境に位置する二つの市を繋げる新しい観光コンテンツ造成事業

378 三重県 株式会社河上 日本初の観光型健康保養地「観光クアオルト」造成事業

379 三重県 一般社団法人志摩市観光協会
志摩の輝く「海女」「真珠」「英虞湾」を余すことなく堪能する！食材調達から行う「真の

食」体験、あなただけの真珠作りも楽しめるプレミアムコンテンツ造成事業

380 三重県 有限会社観光旅館福壽荘
サスティナブル(持続可能)なマリンアクティビティと温故創新(神話と事業)するためのステー

クホルダーとなるための基礎となる事業創り

381 三重県 株式会社七転八倒 伊賀の田舎の資源を活かした「オーダーメイドウエディング」

382 三重県 株式会社感じる伊賀 伊賀の新しいサイクルコース「伊賀いち」の造成とプロモーション事業

383 三重県 一般社団法人伊賀上野観光協会
"伊賀流"忍者修行プログラム ーエンタメ性と「生きる力」を両立する初心者向け忍者体

験の造成ー

384 三重県 株式会社ヴィアティン三重ファミリークラブ
マメマチ東員町の大豆を使用した地域の魅力を最大限活用する新たな看板商品創出

事業

385 三重県 ヴィソン多気株式会社
薬草学者野呂元丈のふるさと多気町で、薬草温浴関連サービスを行うVISON・本草湯

のブラッシュアップ事業

386 三重県 一般社団法人明和観光商社
神宮ゲートウェイ　「斎宮」を活用して行う「平安歴史文化体験～占い～」コンテンツ造成

事業

387 三重県 紀伊長島レクリェーション都市開発株式会社
恵まれた自然と海を活用した  『ブルーツーリズム看板商品創出と滞在型観光拠点化整

備事業』
388 三重県 一般社団法人ツーリズムみはま 地域ＣＲＭによる古道歩きの魅力再発見事業

389 三重県 有限会社楽らく 「飛雪の滝」ブランド化観光推進事業

390 滋賀県 株式会社杢兵衛造船所
地元愛溢れるガイドがサスティナブルな観光を実現！湖上交通と琵琶湖の歴史が織りな

す浪漫クルーズ商品化事業

391 滋賀県 公益社団法人びわ湖大津観光協会
日本最大最古の湖・びわ湖とその環境を守り未来につなげる　びわ湖大津SDGs教育旅

行プログラム造成事業
392 滋賀県 TOMPLA株式会社 びわ湖上空を活用した次世代フードデリバリー事業

393 滋賀県 株式会社VieRiche 彦根城下町の滞在型ウェルネスプログラム（城下で浄化プロジェクト）

394 滋賀県 株式会社彦根麦酒 彦根発！唯一無二の新商品開発事業

395 滋賀県 株式会社魚清 彦根＆びわます魅力再発見事業

396 滋賀県 公益社団法人長浜観光協会 びわ湖長浜観光プラットフォーム形成事業

397 滋賀県 株式会社CLUB MAISON 黒壁スクエアに根付く文化を国内外に伝える観光プラン創出事業

398 滋賀県 株式会社イカリファーム 近江八幡産小麦を使った６次化による名産品の創出・販路開拓事業

399 滋賀県 みらいもりやま21 ビワイチの発着地で体感する陸湖空サイクリングアドベンチャーツーリズム事業

400 滋賀県 琵琶湖マリオットホテル アドベンチャーツーリズムとファスティングでつなぐ、守山

401 滋賀県 株式会社平和堂 滋賀県甲賀市・甲賀流忍者に学ぶ自然体験　創出事業

402 滋賀県 一般社団法人東近江市観光協会 農林水産資源を生かした「民泊事業」の看板商品化を目指しての実証事業

403 滋賀県 米原市 滋賀の東の玄関口構築に向けたorite米原看板商品創出プロジェクト



看板商品創出事業 一般型採択支援事業（１次公募）
№ 都道府県 実施主体 事業名

404 滋賀県 株式会社みらいパーク竜王 まるごと竜王産！子どもの農業＆食体験ツアー造成事業

405 京都府 株式会社白川まちづくり会社 ～地域と繋がる価値共創型の自己実現プログラム～　白川ライフアカデミア事業

406 京都府 貴船観光会 RE:貴船もみじ灯篭～悠久から続く夜間参拝の新しいカタチ～

407 京都府 一般財団法人京都府立ゼミナールハウス
『京北エシカルヴィレッジ』による森林リジェネラティブ・ツーリズムの推進 ～〝DIYで作ろう

冒険の森”　法人向けサブスクモデルの開発・販売～

408 京都府 梅小路京都西・七条通り賑わいづくり協議会
京都市中央卸売市場とその周辺エリアの「食」と「職」体験ツアー　＝　（仮）「京都・梅

小路エリア よくばり体験ツアー」

409 京都府 有限会社ワックジャパン 京のおもてなしが世界を絆で結ぶ「京町家国際文化交流カフェ」事業

410 京都府 公益社団法人京都市観光協会 三尾～京北「ウェルビーイングルート開発」

411 京都府 株式会社マツシマモビリティサービス
SHE SAW 大原（シー・ソウ・オオハラ）でウェルビーイングな体験～アグリ・カルチャーアク

ティビティズ～
412 京都府 学校法人大和学園 次世代と創るアタラシイ「食」を通じた地域活性化、観光振興プロジェクト

413 京都府 おこしやす西陣実行委員会 おこしやす西陣：西陣エリア活性化「酒蔵ツーリズム」事業

414 京都府 公益財団法人京都伝統伎芸振興財団 「京都・祇園の中心で日本の伝統文化の神髄に浸る」新たな観光コンテンツ造成事業

415 京都府 嵯峨地域農場づくり協議会
～千年つづく嵯峨野の竹林景観を、次の千年につなぐ～　京都嵯峨野まるごと竹林体

験ツアー
416 京都府 株式会社日商社 光と食のアンサンブル ～花宵の宴 Directed by NAKED～

417 京都府 京都府 のこしたい！つたえたい！京都と京都の美術工芸を世界へ創出事業

418 京都府
一般社団法人京都府北部地域連携都市圏振

興社福知山地域本部
福知山『鬼がいざなうノスタルジック廃線トレッキング』事業

419 京都府
一般社団法人京都府北部地域連携都市圏振

興社
e-Bikeで巡る海の京都フードトレイル

420 京都府
一般社団法人京都府北部地域連携都市圏振

興社舞鶴地域本部
よみがえる文明開化の味～海軍割烹術による再現レシピ事業～

421 京都府 公益社団法人京都府茶業会議所 ～感性に響く秘伝～ 太閤宇治川大茶会事業

422 京都府 宇治観光土産品組合 宇治土産集合ギフトwithお茶席・抹茶パフェ体験

423 京都府 京都山城地域振興社 日本三禅宗の一つ黄檗宗の大本山「萬福寺ランタン」ナイトコンテンツ創出事業

424 京都府 宮津市 日本の滝百選「金引の滝」で行う滝行とサウナ

425 京都府 WILLER TRAINS株式会社 「鉄印帳」を持ってローカル鉄道途中下車の旅実証事業

426 京都府 一般社団法人森の京都地域振興社 京都サンガ F.C.対戦サポーター専用 ～アウェイパッケージツアー～

427 京都府 保津川遊船企業組合 【新】かめおか保津川エコna川下り

428 京都府 嵯峨野観光鉄道株式会社 『観光列車で亀岡市内へ宿泊を誘導「ホラー列車」の運行』事業

429 京都府 京阪京都交通株式会社 『バスを活用した亀岡市内夜間周遊促進ナイトエンタメ「ホラーバス」の運行』事業

430 京都府 夢コスモス園プロジェクト実行委員会 色とりどり亀岡ガストロノミーツーリズム事業

431 京都府 京都・かめおかコルトーラ協議会 京阪神市場を見据えた「第二のふるさと里山かめおか」創出開発事業

432 京都府
一般社団法人京都府北部地域連携都市圏振

興社京丹後地域本部

季節偏重から通年受入地域へ！何歳になっても「わくわくは生きる力だ」！知的好奇心

を満たす大人のトムソーヤ体験「Tango寿ぐ旅」整備事業

433 京都府 一般社団法人京都山城地域振興社 人々をつなぐ京阪奈（けいはんな）。ラボ＆リサーチで遊ぼう!

434 京都府 和束町 ～茶畑から世界に～和束おもてなし茶会と茶源郷体験オンラインコンテンツ開発事業

435 京都府 京丹波町 森の京都　ワクワク・カブトムシ採り

436 大阪府 新今宮駅周辺観光まちづくり推進協議会 新今宮eat around創出事業

437 大阪府 大阪・道頓堀魅力発信事業実行委員会 大阪・道頓堀　ジャズ誕生１００周年に向けた地域文化活性化事業

438 大阪府 株式会社アベストコーポレーション たかつき版・体験交流型ヘルスツーリズム商品創出事業

439 大阪府 株式会社MydoMind 水間鉄道を始めとする公共交通利用促進と産業観光の商品開発事業

440 大阪府 有限会社安本事務所 ブドウ王国復興事業

441 大阪府 QQQ
世界遺産のまち「羽曳野」での文化遺産巡りサイクリングと名産「いちじく」を活かした和の

スイーツで地域経済活性化
442 大阪府 一般社団法人大阪モノづくり観光推進協会 教育旅行用体感プログラムの構築～「モノづくりのまち東大阪/町工場のSDGs」

443 大阪府 かたのツーリズム推進協議会 かたの里山アドベンチャーツーリズム観光事業

444 大阪府 株式会社UAVJAPAN ICT化を見据えた「ドローンショー」 × 「右近フェスタ」 ふるさとおこし事業

445 大阪府 南海電気鉄道株式会社 スポーツツーリズムによる多奈川線活性化事業

446 大阪府 株式会社ハウスケアパートナー 日本最古の官道“竹内街道”と南河内を学び、体験するツアーの開発

447
大阪府、和

歌山県
一般社団法人KIX泉州ツーリズムビューロー 泉州地域・和歌山市の鉄道路線を活用した看板商品の創出事業

448
大阪府、奈

良県
生駒山ブランド推進協議会

夜景と星空を満喫！生駒山上遊園地の「ナイト貸し切りプラン」と「夜景レストラン」による

看板商品事業
449 兵庫県 NPO法人J-heritage 登録有形文化財「廃墟の女王」発展的観光活用事業

450 兵庫県 一般社団法人有馬温泉観光協会 有馬温泉クワ・ワーケーション

451 兵庫県 神戸市 食・体験が織りなす神戸テロワール旅へのコンテンツ開発事業

452 兵庫県 一般財団法人神戸観光局 神戸開港後の近代～現代の産業遺産群をめぐるガイドツアー造成実証事業

453 兵庫県 特定非営利活動法人ツーリズム研究機構 プロトタイプモデル　「インセンティブ・サイト KOBE」 創出事業

454 兵庫県 株式会社フードピクト 神戸市の野菜の魅力と活用法を体感するツアー造成事業

455 兵庫県 家島諸島都市漁村交流推進協議会 家島諸島 四十四(しあわせ)の島 クルーズ＆食の学校体験事業

456 兵庫県 ひめじあかり実行委員会
ALL HIMEJI食楽festival around 姫路城　～シェフネットひめじを軸にした体験型イ

ベントをフックとする　域内周遊促進事業～

457 兵庫県 株式会社たびぞう
日本の原風景に触れ、天然記念物の声に耳を傾ける《城崎温泉「初“発”」円山川エシ

カルツーリズム》造成事業～コウノトリが舞う城崎の空の下で、今私たちが出来ること～



看板商品創出事業 一般型採択支援事業（１次公募）
№ 都道府県 実施主体 事業名

458 兵庫県 株式会社湯のまち城崎
日本の温泉街・城崎温泉で、まとまった通年看板体験商品の造成および販売促進支援

事業
459 兵庫県 NPO法人但馬國出石観光協会 近畿最古の芝居小屋「永楽館」で演劇鑑賞と昭和レトロの風情を再現

460 兵庫県 かこっとん株式会社 五感で楽しむ、Perfect Made in Japanのサステナブルコットンツアー事業

461 兵庫県 一般社団法人あこう魅力発信基地 赤穂の里うみ、里山満喫ガイドツアー造成事業

462 兵庫県 加西市 劇場型周遊観光事業

463 兵庫県 一般社団法人ウイズささやま サブスク里山体験！丹波篠山・黒豆PASS事業(仮称）

464 兵庫県 株式会社神姫トラベル 薬草を活かしたビューティ＆ヘルスツーリズム事業

465 兵庫県 一般社団法人丹波市観光協会 ご当地ラーメン（丹波赤鬼ラーメン）開発による地域創生事業

466 兵庫県 野上野自治会法人株式会社ゆめの樹野上野
丹波の食の三大宝（スター）栗・黒豆・小豆をフル活用！　コレ絶対うまいやつの食育

交流体験 ＆ ６次産業化

467 兵庫県 朝来市観光協会
「また会おうツアー」造成事業 ～ 【本物の日本】の体験から「知己・友人」へとお互いが関

係を発展させ、何度も訪れたくなるツアー　～

468 兵庫県 淡路市商工会 淡路島の歴史と自然をめぐる持続可能なバス旅ガイドツアー造成事業

469 兵庫県 一般社団法人淡路島観光協会
癒しと健康のセラピーアイランド・淡路島～ヘルスツーリズムを核とした新たな淡路島の魅

力創出事業

470 兵庫県 室津観光事業実行委員会
シーボルトや竹下夢二等の著名人が愛した絶景の地「室津の港」で”いにしえの食”を満

喫
471 兵庫県 福崎町 妖怪Ｃpodで巡るもちむぎと妖怪のふるさと活性化事業

472 奈良県 公益社団法人奈良市観光協会
「NEXT-1300 NARA」 デジタルを活用したモバイル古地図街歩きによる国内外に向け

た魅力発掘事業
473 奈良県 奈良新しい学び旅推進協議会 奈良SDGs 大人の学び旅  ～「心の安らか」と「身体の健やか」を奈良で学ぶ・楽しむ～

474 奈良県 WEST NARA広域観光推進協議会 聖徳太子「和の心」を学ぶ旅・周遊促進コンテンツの整備事業

475 奈良県 なつかしいみらいサービス株式会社 薬草の聖地 宇陀の薬草ツーリズム実証事業（フェーズⅡ）

476 奈良県 明日香村商工会 「食」コンテンツからの新たな魅力発見！明日香村発・観光キラーコンテンツ構築事業

477 奈良県 一般社団法人吉野ビジターズビューロー
吉野ならでは！「自然と共存し循環する暮らし」を満喫するE-bikeを活用した周遊モデ

ルルート造成事業

478 奈良県 下北山村

森や川に囲まれた世界遺産の「修験の里」が現代クリエイターのリトリートの里へ！

電波も届かない異世界に身を置き、五感を刺激しながら英気と発想力を取り戻す滞在

プラン造成
479 和歌山県 和歌の浦観光協会 【日本遺産を満喫！絶景の宝庫でGENIC女子会】ツアー造成プロジェクト

480 和歌山県 株式会社テレビ和歌山
海洋ごみフィールドスタディツアー～和歌山の海でウミプラーと楽しく遊んで海岸をきれいに

しよう～

481 和歌山県 南紀みらい株式会社 SHIOGORIツアー開発事業

482 和歌山県 新宮市観光協会 世界遺産のまち新宮　新たな体験コンテンツ創出事業

483 和歌山県 一般社団法人紀の川フルーツ観光局 フルーツのまち紀の川周遊化構想～365日フルーツを楽しめる町～

484 和歌山県 株式会社近鉄百貨店和歌山店
「フルーツ王国の看板土産商品」の開発、及び、持続的な百貨店販路の確立に向けた

事業

485 和歌山県 広川町
日本一の生産量を誇り、日本農業遺産に選ばれた「みかん」の持続可能な開発システム

を観光領域へ初展開！有田みかんを廃棄の皮まで丸ごと楽しむ滞在プラン造成事業

486 和歌山県 一般社団法人紀州の環
「日本のエーゲ海」　白崎海洋公園を拠点とした和歌山県由良町の観光看板商品創出

事業

487 和歌山県 和歌山紀中みらい創造委員会
進取の気質に富み、創意工夫にあふれ、惜しみなく分け与える紀中人。その気質に触れ

第2の故郷創りを本気で取り組む地域づくりproject
488 和歌山県 一般社団法人南紀白浜観光協会 白浜ランタンナイト・スターナイト事業

489 和歌山県 日置川町商工会
日置（南紀）のオンリーワン（自然環境）を軸とする天然鮎を始めとする産品の磨き上

げと地域連携型サスティナブルツーリズム 」

490 和歌山県 紀南エリアサイクルツーリズム協議会
「大人の学び場」紀南エリアとEバイクを活用した「楽しく学んでリフレッシュ」　持続可能な

サイクルツーリズムのためのコンテンツ造成事業

491 和歌山県 一般社団法人すさみ町観光協会
観光商品から関係商品へ。何度でも訪れたくなる、地域を買い支える関係創出型モデル

事業
492 和歌山県 一般社団法人ジャパンショッピングツーリズム協会 365日のロケット観光の確立事業

493 和歌山県 熊野御坊南海バス株式会社 南紀熊野ジオサイトの周遊観光コンテンツの確立と地域課題解消に取り組む事業

494
和歌山県、

三重県
東海旅客鉄道株式会社 神秘の紀伊半島を一周するFIT誘客事業

495 鳥取県 鳥取商工会議所
神話「因幡の白うさぎ」とアニメ「八上比売（やかみひめ）」ゆかりの神社をめぐる御朱印

集めを用いた誘客促進事業
496 鳥取県 株式会社amulapo 鳥取砂丘月面ブランド化事業

497 鳥取県 岩美町観光協会 岩美町ジオ・ヘルスツーリズム創出事業

498 鳥取県 鳥取砂丘アクティビティ協会 鳥取砂丘アクティビティセレクトプラン造成事業

499 鳥取県 地ビールフェスタ米子実行委員会 出張地ビールフェスタ米子コンテンツ事業

500 鳥取県 DAISENHAKKOPROJECT推進協議会 大山圏域酒蔵ツーリズム創出事業

501 鳥取県 一般社団法人倉吉観光マイス協会 万葉ゆかりの地・伯耆国の中心「倉吉」観光拠点推進事業

502 鳥取県 若桜鉄道株式会社 若桜鉄道「鉄印帳」を利用した沿線地域活性事業

503 島根県 水の都松江水辺ブランド創出協議会 水の都松江の宍道湖・大橋川・中海における水辺ブランド創出事業

504 島根県 ブランディングネットワークしまね協同組合 クロモジの食と癒しの香り体験ツアー



看板商品創出事業 一般型採択支援事業（１次公募）
№ 都道府県 実施主体 事業名

505 島根県 一般社団法人益田市観光協会
益田の神楽はSDGs～日本遺産「石見神楽」を多様な来訪者に届けるユニバーサル

ツーリズム造成事業～
506 島根県 株式会社necco 三瓶山周辺の自然環境を守り活用する、癒しと学びの商品開発事業

507 島根県 株式会社タビカラ 暮らしのプロに出会う旅in雲南エリア

508 島根県 一般社団法人隠岐ジオパーク推進機構
「人と自然をつなぐ島」隠岐ジオパークの地域資源を活用した持続可能な観光地域づくり

事業

509 島根県 一般社団法人西ノ島町観光協会
隠岐諸島　パワースポット西ノ島（西ノ島町）『フォトウェディングの商品開発』と『リ・ブラ

イダルへの展開』事業

510
島根県、広

島県

一般社団法人江の川・さくらライン観光推進機

構

中国地方最大の河川”江の川ブランド”の創出！ 「川船」×「鉄路」の軌跡に築かれた流

域独自文化をリアル×オンラインで繋ぐ、江の川スロートラベル造成事業

511 岡山県 有限会社くま
「地域トラベル」 倉敷美観地区と酒津を地域コンテンツで繋ぐ～サスティナブルな取り組み

を学び楽しめる旅の創出～
512 岡山県 下電観光バス株式会社 倉敷市独自のSDGs特化型 産業観光コンテンツ造成事業

513 岡山県 倉敷市 水島臨海鉄道沿線観光コンテンツ造成事業

514 岡山県 美星町観光協会 “星が美しく見えるまち”美星町 看板商品化プロジェクト

515 岡山県 一般社団法人みんなでびぜん 備前を旅する「大人の修学旅行」商品創出事業

516 岡山県 株式会社にまつわるエトセトラ 村まるごと！デジタルパーマカルチャー化事業

517 広島県 株式会社たびまちゲート広島
平和記念公園を活用してVR映像と共に周遊する平和体験プログラムの開発およびプロ

モーション事業
518 広島県 株式会社中国新聞社 Green Greeting Tourism～被爆樹めぐりガイド育成/コンテンツ開発プログラム～

519 広島県 ひろでんモビリティサービス株式会社 中山間地域の生産者と作る食に関する体験型ツアーと新たな広島特産品造成事業

520 広島県 広島電鉄株式会社 広島神楽と食の振興と伝承を目的とした新たなナイトコンテンツ造成事業

521 広島県 ナオライ株式会社
瀬戸内の究極の香りをあなたのマスクと暮らしの中へ～ミカドレモンオイルの作り手になるツ

アー
522 広島県 株式会社Alii Tobishima 広島県呉市川尻町における『山』と『海』を楽しむ看板商品の創出事業

523 広島県 バリューマネジメント株式会社
まちづくり x アート　まちづくりを加速させる歴史的資源とアートを活用したコンテンツ創出

事業

524 広島県 株式会社Insitu Japan 柑橘に特化したアンテナショップの開業と柑橘商品の造成事業

525 広島県 株式会社瀬戸内ブランドコーポレーション
箱庭と島の街・尾道に潜在するアートを活かしたガイドツアーによる周遊・滞在商品造成

事業
526 広島県 一般社団法人Tourism Experience Design 日本一のデニム産地を巡る、体験型産業観光事業

527 広島県 瀬戸内海ＯＰクルーズ 瀬戸内グランクルーズ事業

528 広島県 福山市
福山市鞆の浦発着の海上観光ルート・コンテンツ開発及びコミュニティメディアを活用した

福山市ファン創出・拡大事業
529 広島県 伝統工芸株式会社 瀬戸内の山あいにある木製額縁産地を巡る、体験型産業観光事業【広島県府中市】

530 広島県 特定非営利活動法人ほしはら山のがっこう 里地里山エコツーリズム造成事業

531 広島県 株式会社マイコンシェルジュ広島事業部 吟醸酒発祥の地・東広島市を巡る訪日酒蔵ツアー造成＆吟醸酒メディア構築事業									

532 広島県 公益社団法人東広島市観光協会 365日開催！”365酒まつり”コンテンツ開発事業～「2022酒まつり」を起点に～

533 広島県 宮浜アドベンチャーズ協議会
～瀬戸内体験の「動」と温泉の「静」～

神宿る島・宮島の西に佇むSETOUCHI Adventure & Spa Resort

534 広島県
せとうちパレット「夜の宮島」観光推進実行委員

会
船と光でつなぐ、世界遺産宮島のナイトコンテンツ商品創出事業

535 広島県 せとうち江田島海事観光推進協議会 せとうち江田島海事観光推進プロジェクト

536 広島県 江田島市商工会
【広島県江田島市】えたじまブランド産品を使った海上自衛隊公認「江田島海自カレー」

の魅力向上のための誘客コンテンツ開発及びプロモーション事業

537 広島県 一般社団法人北広島町観光協会
国内・海外教育旅行の誘客、受入復活に向けた看板商品の創出～日本最南端のス

キー場集積地「北広島町」サスティナビリティ・プログラム～

538
広島県、愛

媛県
瀬戸内クルーズ観光実行委員会 瀬戸内海　生活航路死守を目指し、ビギナー向け観光への着手！

539 山口県 一般社団法人下関観光コンベンション協会
「世界に1本だけのSAKE造りと地元グルメ（ふぐ・くじら・あんこう）のペアリング」下関独

自の体験コンテンツ創出事業
540 山口県 株式会社ティーシーエイ 都市型温泉“湯田温泉”におけるレスパイトツーリズム事業

541 山口県 山口線沿線観光利用促進協議会

「SLやまぐち号」がつなぐ、山口市ならではの３つの美（美食・美肌の湯・美しき歴史遺

産）を生かした看板商品創出事業～観光満足度の最大化を通じて、選ばれる観光地

を目指して～

542 山口県 ながと国際観光推進協議会
開湯600年！山口県が誇る「長門湯本温泉」と長門市内名湯を「温泉」×「食文化」で

繋ぐ、ながとプレミアム周遊体験プラン造成事業 
543 山口県 株式会社ジブンノオト 中学生・高校生向け起業家育成プログラム「起業留学 in 瀬戸内のハワイ」

544
山口県、福

岡県
一般社団法人海峡都市関門DMO

関門の戦・巌流島の決闘　海山の幸・歴史から学ぶ「命」「生」に係る名産品（オリジナ

ルブランド商品）開発事業

545 徳島県 一般社団法人四国の右下観光局 「”四国の右下”まるごとキャンプ」の商品化実証事業

546 徳島県 一般社団法人kittamu

未来のアーティスト「東京五美大生」と名だたる世界のアーティストご用達の「阿波和紙」

×「秘境梅の郷」 新たな２次交通（EV）トゥクトゥクを活用したサステナブル商品開発

事業
547 徳島県 一般社団法人そらの郷 三好まるごと「食」の文化による地域活性化 ～新たな地域ブランド創造事業

548 徳島県 一般社団法人松茂まちづくり推進機構 防災拠点と連携した食と地場産業体感コンテンツ造成事業

549 徳島県 にし阿波ネイチャーツアー実行委員会 アウトドアガイドと楽しむ剣山エリアでのアウトドアコンテンツ造成と販売事業



看板商品創出事業 一般型採択支援事業（１次公募）
№ 都道府県 実施主体 事業名

550 香川県 株式会社オキオリーブ オリーブ畑におけるアグリツーリズム事業

551 香川県 屋島山上観光協会 屋島山上の新たな時間市場創出による集客と売上向上に繋がる体験と商品造成

552 香川県 株式会社ナイスタウン 「ことでん」で行く！歴史・人・花・食で楽しむユニバーサルツアー

553 香川県 株式会社二蝶 ミシュラン３つ星庭園での日本一の盆栽×食が融合する展示会形式ダイニング

554 香川県 株式会社まんでがん 善通寺、四国お遍路旅エナジーチャージプロジェクト

555 香川県 伊吹漁業協同組合 伊吹島プロジェクト_持続可能な漁業と食文化

556 香川県 観音寺市 地域資源活用促進事業

557 香川県 前山の里山を守る会 四国八十八ヶ所結願への道、「前山地域」の里山魅力発信事業

558 香川県 一般社団法人東かがわ市観光協会

東かがわルートミュージアム事業　～市内に点在する「手袋」「食」「アート」「歴史」の見ど

ころなどをルートで繋ぎ、東かがわ市内全体を「ミュージアム」として捉えた新しい楽しみ方

～
559 香川県 土庄町 「石の島」小豆島・とのしょう魅力発見アドベンチャーツアー創出事業

560 香川県 一般社団法人小豆島観光協会
漁業事業者と観光事業者を核に創る 小豆島の“新たな冬の魅力開発”　～地中海気

候とオリーブブランドを活用した冬の目玉商品&観光ルートの造成～

561 香川県 小豆島交通株式会社
小豆島が世界に誇る「寒霞渓」を未来に繋げるナイトタイム創出事業 （せとうち星山

寒霞渓スピリチュアルナイトツアー ～瀬戸内でいちばん星に近い島～）

562 香川県 琴平バス株式会社
「演劇×まち歩き」イマーシブツアーで歴史ある街を散策！歌舞伎のまち"琴平"ブランド向

上事業

563

香川県、徳

島県、愛媛

県、高知県

四国旅客鉄道株式会社
「ロンリープラネット」をフックとし四国ならではの地域観光素材と観光列車を結びつける

旅行商品造成販売事業

564 愛媛県 株式会社ジェイアール四国企画
【日本最古！道後で叶えるイマドキ本格湯治】温泉利用プログラムを活用した連泊商品

造成事業

565 愛媛県 一般社団法人愛媛県観光物産協会 日本初!宇和島養殖マグロを活用したサステナブルツーリズム

566 愛媛県 愛媛県自転車新文化推進協会 しまなみサイクルツーリズムコーディネート機能強化事業

567 愛媛県 株式会社JR西日本コミュニケーションズ しまなみ海道「しまきゃん」造成事業

568 愛媛県 株式会社しまなみ 今治市しまなみアニバーサリークルーズコンテンツ開発事業

569 愛媛県 一般社団法人キタ・マネジメント 大洲城下町「屋形船めぐり」造成事業

570 愛媛県 株式会社地球の歩き方
瀬戸内の海と島と人とをつなぎ高付加価値商品を欧米ラグジュアリー・トラベル市場に向

け発信

571 愛媛県 株式会社ジェイアール四国企画
脱炭素ネットゼロ！未来を先取りするまち「久万高原町」で、SDGs観光モデル地域を実

現する新たな看板商品創出とプロガイド育成事業
572 愛媛県 一般社団法人内子町観光協会 Ｅバイクを活用した内子「ポタリングプログラム」推進事業

573 高知県 NPO法人高知の食を考える会 「高知の宝物ツアー～高知の食の真髄と高知県民のおもてなしに触れる旅～」

574 高知県 集落活動センターあわ
空き家を活用した地域観光拠点と高知版SDGs体験型商品開発事業 「須崎残滓プロ

ジェクト2022」
575 高知県 一般社団法人幡多広域観光協議会 持続可能な未来を作る高知県幡多地域の「観光×SDGs」プログラム拡充事業

576 高知県 株式会社高知県観光開発公社 足摺宇和海国立公園50周年を契機としたサステナブルツーリズムコンテンツ造成事業

577 高知県 土佐くろしお鉄道株式会社
ろいろいと（ぶらぶらと）四万十市の魅力を満喫する「ONSEN×鉄印」ガストロノミー

ウォーキング

578 高知県 一般社団法人なかとさ観光協会 NO KATSUO NO LIFE　鰹の國・中土佐町久礼のカツオ深掘りプロジェクト

579 高知県 一般社団法人日高村観光協会 日高村の体験観光の磨き上げと戦略的広報による収益増加計画

580 高知県 一般社団法人黒潮町観光ネットワーク 自然・食・アートと連動させた黒潮町の防災ツーリズム推進事業

581 福岡県 協同組合北九州イベントスタッフ協会
紫川リバーサイドフェスティバル~都市に流れる紫川周辺を活用した期間限定遊園地と

食をテーマにした商店街活性化プロジェクト~

582 福岡県 西日本新聞社
福岡市西部地区(北崎・今津)の自然・産業・歴史を通じた「地域づくり・地域連携」を

テーマとしたキャリア教育プログラムの造成事業

583 福岡県 大牟田市
光のキセキ「光の航路」と「ノスタルジック大牟田」地域活性化事業（実施主体：大牟

田市）

584 福岡県 一般社団法人緑の機能性研究所
「久留米産ギンバイカ」の体験プログラム造成・利活用による筑後川中流域における「香り

の都」創出事業

585 福岡県 はなこトラベル

「あまおう」の街のいちご狩りNO1受賞農家と各地場産業が初連携してオールシーズン誘

客への挑戦！

ナイトタイムからオフシーズン期までいつ来ても楽しめる新たなモノ・コト体験造成事業
586 福岡県 株式会社シーアンドイー Summer Kids Park（サマー キッズ パーク）事業

587 福岡県 株式会社NOTE
飯塚市スポーツツーリズム・健幸ツーリズムを通じた若い世代に向けた「地域の看板商品

作り」
588 福岡県 株式会社オクタゴン 田川市 独自の企業研修プログラム開発・企業版ワーケーション推進事業

589 福岡県 バリューマネジメント株式会社 八女の魅力発信事業　八女茶と八女伝統工芸の高付加価値体験コンテンツ造成事業

590 福岡県 行橋にぎわいづくりパートナーズ 海と山に学び、わくわく広がる、行橋づくしツーリズム

591 福岡県 一般社団法人九州のムラ
「Ｎｉｐｐｏｎ　ノ　ＭＵＲＡ　ＭＵＮＡＫＡＴＡ～持続可能な常若な旅プロジェク

ト～」
592 福岡県 Backbone株式会社 離島リトリート宿泊プラン宗像大島

593 福岡県 公益社団法人福岡県観光連盟 玄界灘のイカを使った「ご当地イカメニュー」開発を通じた観光地域づくり事業

594 福岡県 一般社団法人うきは観光みらいづくり公社
日本棚田百選「つづら棚田」を中心とする森林資源を活用した「うきはの森・リトリートプロ

グラム」造成事業



看板商品創出事業 一般型採択支援事業（１次公募）
№ 都道府県 実施主体 事業名

595 福岡県 嘉麻市 アウトドアシティ嘉麻で見つける、わたしのHYGGE。　創出事業

596 福岡県 原鶴温泉旅館協同組合 屋形船の復活と新たなビジネスモデルの取組事業

597 福岡県 あさくら観光協会 水害からの復活、次世代につなげる鵜飼の継承事業

598 福岡県 一般社団法人みやま市観光協会

#狩ろうぜみやまプロジェクト

～これが看板商品！単なる「紅葉狩り」「みかん狩り」から、地域をめぐりここでしかできな

いぶらぶら体験を組み込んだ「周遊型の体験ツアー」へ～
599 福岡県 株式会社やますえ 糸島地魚の付加価値向上を目指す事業

600 福岡県 ローカルズ55有限責任事業組合 森林資源木材を活かした持続可能な体験型観光コンテンツ造成事業

601 福岡県 福智町
地域を代表する伝統資源「上野焼（あがのやき）」を活用した高付加価値型コンテンツ

造成事業

602 福岡県 宗教法人覚円寺
心と身体を整える寺院滞在型ウェルネスツーリズム「(仮名) こうげウェルネステンプルツーリ

ズム」

603
福岡県、山

口県
平成筑豊鉄道株式会社 関門海峡の“日本一”の夜景と食のコンテンツ造成事業

604
福岡県、佐

賀県
一般社団法人糸島市観光協会 JR筑肥線と自転車を活かした観光のまちづくり事業

605 佐賀県 百と十
「イカだけじゃない呼子」の認知度向上による滞在時間の増加を目指した呼子の地域資

源のリブランディングによる回遊コンテンツの造成
606 佐賀県 ベースキャンプエビス 唐津城・虹の松原を見渡すヨットグランピング

607 佐賀県 一般社団法人小城市観光協会 天の恵みを天山から有明海まで　小城名水物語

608 佐賀県 神埼市観光協会
汚れてもいい服装で来てくださいね　～いらっしゃい脊振村で山の暮らし体験　これが村の

看板商品！ここでしかできない田舎の体験 「セフリムラ」から世界のSEFURIへ～

609 佐賀県 アリタポーセリンラボ株式会社
有田焼の伝統産業の技術・プロダクトを活用した Japanese Afternoon teaの設計

及び クラフトツーリズム造成事業

610 佐賀県 太良町観光協会
地域の女子力を活かした、新しい「看板名産品開発」・「体験型商品作り」を通じた太良

町観光振興プロジェクト

611 長崎県 株式会社産経デジタル 「坂道×e-BIKE」を観光資源へ　長崎市における新たな自転車ツアー醸成事業

612 長崎県 株式会社マツダモビリティ佐賀
長崎らしい食”時”を体現したイタリアンオーベルジュに滞在する、移動・滞在・観光のフル

パッケージ商品「食のプレミアムトリップ長崎」造成事業
613 長崎県 西九州させぼ地域商社 西九州させぼCampingケータリングサービス開発事業

614 長崎県 一般社団法人REPORT SASEBO
日本と世界が出会った街／NAGASAKI巡礼旅造成事業～地域に誇りと経済を取り戻

す真の知的・経済的高付加価値旅行商品づくり～
615 長崎県 株式会社大村湾リゾート 無人島及び大村湾を活用した体験ツアー造成事業

616 長崎県 一般社団法人平戸観光協会
西欧食文化伝来の地「平戸」。日本食文化発祥「Firando（平戸）ガストロノミーツー

リズム」造成事業

617 長崎県 松浦市

「アジフライの聖地 松浦」が誇る日本一の“あじ”による『五方よし』のコンテンツ造成事業

~①買い手(観光客)②売り手(まつうら党交流公社)③作り手(松浦市民：漁民・農

民)④環境(食品ロス削減)⑤未来(持続可能な経済活動)に貢献する~
618 長崎県 株式会社平山旅館 湯本温泉を壱岐の冬の看板商品にする

619 長崎県 NPO法人アオノトビラ
ニューノーマルな絶景体験！密を避ける早朝限定ヨガを世界遺産・原城跡で！100％

南島原産ひまわりオイルを活用した心を整える体験整備事業

620 長崎県 南島原市
ひまわり畑×じゃがいも×湧水から生み出す南島原市の新名物「ポテトミルク・セーキ」。看

板商品が観光のムーブメントとなる地域共創事業

621 熊本県 株式会社鶴屋百貨店 物販催事事業　第50回 くまもとの特産品まつり

622 熊本県 人吉観光復興プロジェクト協議会 ひかりと時を紡ぐひとよし看板商品造成事業

623 熊本県 株式会社祐和會
アレルギーでもアトピーでも家族で安心して楽しめる「くまもとオーガニック・キャンピング」事

業

624 熊本県 特定非営利活動法人岳間ほっとネット 日本紅茶発祥の地で楽しむ「ホンモノのお茶」事業

625 熊本県 有限会社宮川洋蘭 子供向け”食育”体験コンテンツ造成「AG☆tivity Island 戸馳（とばせ）」プロジェクト

626 熊本県 阿蘇カルデラツーリズム推進協議会 食と体験が織りなす“阿蘇のあか牛”テロワール旅

627 熊本県 株式会社Circulife
楊貴妃の薬草づくりから学ぶ、木と森と海の新キャンプ場づくりTOUR（天草市新和町お

こし）
628 熊本県 一般社団法人肥後おおづ観光協会 オートバイの聖地”阿蘇”の「ゲートウェイタウンOZU」事業

629 熊本県 株式会社産業経済新聞社
「癒しの牧草地」を中心としたグランピング体験と牧場関係者との交流及び企業が初訪問

のきっかけとなる看板商品の創出

630 熊本県 一般社団法人みなみあそ観光局

熊本地震で失われた観光スポット「免の石」の新たな魅力を外国人視点で磨き上げ！

DX活用で入山料徴収漏れを防ぎ、観光資源の収益化・保全を両立するサスティナブル

ツーリズム実証事業
631 熊本県 株式会社くまもとDMC 地域資源と二次交通を活用したコンテンツ造成事業

632 熊本県 株式会社KoToToBa 「旅育」ツーリズム事業

633
熊本県、長

崎県
苓北町 西九州新幹線の開業を契機とした苓北・天草灘の看板商品造成事業

634
熊本県、鹿

児島県
南薩観光株式会社 ラグジュアリ-クルーズ・プラスワン事業（心の癒し/人吉・体の癒し/指宿）

635 大分県 大分市 戸次本町の名産品と名作品創出事業

636 大分県 一般社団法人中津耶馬渓観光協会 なかつやばけいサスティナブルツーリズム創出事業



看板商品創出事業 一般型採択支援事業（１次公募）
№ 都道府県 実施主体 事業名

637 大分県 一般社団法人日田市観光協会 水が磨く郷×食×伝統文化のブラッシュアップ事業

638 大分県 株式会社天領バス 『日田下駄』をエシカル消費。職人技で魅了する看板商品創出事業

639 大分県 くらたび臼杵
臼杵市の発酵食・ウォーキング・瞑想のウェルネス・プログラムツアー造成事業（くらたび臼

杵）

640 大分県 株式会社KIZUNA大分
ユネスコ食文化創造都市認定記念！南蛮文化がもたらした食と歴史が交差する城下

町「臼杵」のNEW観光プロジェクト

641 大分県
特定非営利活動法人竹田市観光ツーリズム協

会
日本航空　客室乗務員がアテンドする特別な観光タクシーツアー 造成事業

642 大分県 やまはく・うみはく協議会
大分県豊後高田市 Sound of Nature Restaurant ー自然の音レストランー　創出

事業
643 大分県 玖珠町宿泊推進協議会 文化資源・自然資源の深耕による「くすに泊まる」プラン開発と磨き込み事業

644 宮崎県 株式会社野崎ファーム
日本農業遺産の「大根やぐらに代表される干し野菜」を五感で感じるHERITAGE

TOURISM（ヘリテージツーリズム）

645 宮崎県 株式会社博多大丸 メンチカツリーグ都城プロジェクト

646 宮崎県 株式会社BRIDGEthegap すきむらんどを拠点とした須木地区の自然×食×暮らし体験プログラム創出事業

647 宮崎県 日向市 日向岬一帯の地域資源を活用したグルメイベント、アクティビティコンテンツ創出事業

648 宮崎県 株式会社日向百生会 Withコロナにおける「土からテーブルまで楽しむ」アグリツーリズム日向2.0

649 宮崎県 高原町

訪日人気の霧島温泉から実は30分の秘境！天孫降臨の地と日本最古の天然高濃度

炭酸泉を活かした「パワーチャージ」をテーマに「癒×湯×食」を2次交通で繋ぐ新たな体験

開発

650 宮崎県 諸塚村
" しいたけは森のパスポート " 世界で唯一の食べられるFSC森林認証の原木椎茸から

森を学ぶ、複合的グリーンツーリズム
651 宮崎県 椎葉村 日本3大秘境の自然と歴史から学ぶスタディツアー

652 宮崎県 一般社団法人高千穂町観光協会 神話への扉！「神域　天岩戸五社を巡る」新たな周遊型コンテンツ造成事業

653 宮崎県 高千穂あまてらす鉄道株式会社 産業遺産「旧高千穂鉄道」を活用した九州唯一のサスティナブル体験

654
宮崎県、鹿

児島県
一般社団法人霧島コネクト

えびの高原を中心にして霧島の魅力と価値を引き出し新たな層への誘客を目指す~霧

島の大自然を美々っと楽しむ『霧島サークルアクティビティ』推進プロジェクト~

655 鹿児島県 鹿児島県旅行業協同組合
活火山と共存する暮らしに根付く地域の産業・生活を体験するガイドツアーによる周遊・

滞在商品造成事業

656 鹿児島県
一般社団法人ONSEN・ガストロノミーツーリズム

推進機構鹿児島支部
桜島・火山の恵み（大自然・焼酎・銭湯・グルメ）を楽しみ尽くす看板商品創出事業

657 鹿児島県 鹿屋市 鹿屋たかくま　里山滞在★地元の人と共につくる旅、通う旅★創出事業

658 鹿児島県 指宿温泉滞在型促進旅館協議会 指宿で過ごすオールインクルーシブ型（宿泊＋着地観光素材）滞在プラン開発事業

659 鹿児島県 一般社団法人いぶすき観光デザイン 進化し続ける名脇役「指宿鰹節」～五感に沁みる食・体験事業～

660 鹿児島県 垂水市観光協会
日本一のブランド養殖魚を活用した「垂水オリジナル朝食」＆「地産地消のたるみずラン

チョンマット」開発   ～教育旅行・民泊誘客促進のための看板商品～
661 鹿児島県 薩摩川内市の観光を考える実行委員会 廃棄ブドウ問題を解決！１Weekアグリトリップ事業

662 鹿児島県 LOOP！日置旅2022実行委員会 「第３回美山CRAFT WEEK」を核とした「丸ごと日置 周遊体験ツアー」

663 鹿児島県 一般社団法人姶良市観光協会 「日出ずる海と星降る山～地域を繋ぐ観光地への道～」事業

664 鹿児島県 株式会社島のごちそう
漁業体験による地魚の学び、地魚を利用した加工品の本格展開ー獅子島振興のきっか

けをー
665 鹿児島県 南種子町 種子島宇宙芸術祭／種子島・新4大祭り

666 鹿児島県 屋久島の観光発展を考える実行委員会 屋久島は世界遺産だけじゃない！ 島の伝統を観光へ初解放 事業

667 鹿児島県 屋久島ナイトアクティビティ推進実行委員会 世界遺産・屋久島　漆黒の中で満天の星と閃光があなたを抱擁事業

668 鹿児島県 日本航空株式会社
自然あふれる島の集落で仲間や家族と過ごす「集“楽”体験」事業

 ~集落単位で体験する新しい形の旅のご提案~

669 鹿児島県 一般社団法人ヨロン島観光協会
世界の持続可能な観光地に選ばれた与論島のエシカル・ツーリズムを初のコンテンツ化！

ただ海で遊ぶだけでなく、海と共生する島の暮らしを学ぶプログラム開発事業

670 沖縄県 株式会社近畿日本ツーリスト沖縄
クルーザーウェディング・フォト"Party at sea" クルーザーパーティーコンテンツ商品開発事

業
671 沖縄県 リゾーツ琉球株式会社 辻ヤシ郡の緑地帯を活用したリゾート商品の創出事業

672 沖縄県
北谷タウンマネジメント＆モビリティサービス合同会

社
那覇北谷におけるエンターテインメントモビリティを活用したコンテンツ開発・PR事業

673 沖縄県 沖縄県酒造組合 琉球泡盛と地域観光資源を組み合わせた高付加価値ツーリズム創出事業

674 沖縄県 北部広域市町村圏事務組合 やんばる独自の生活・文化等観光資源を活用した体験型周遊観光促進事業

675 沖縄県 名護自然動植物公園株式会社 沖縄県営鉄道の歴史と文化を学ぶコンテンツの創出

676 沖縄県 株式会社東南植物楽園

沖縄市民の花ハイビスカスをコンセプトとした体験型ツアーと新鑑賞エリアの造成、「ハイビ

スカス光のエリア」で	人と情報が集まる新たなMICE開催施設としての看板商品創出事

業

677 沖縄県 忠孝酒造株式会社

【蔵元でありながら窯元でもある、世界唯一の酒蔵。忠孝酒造プレゼンツ】

泡盛体験型施設の忠孝蔵に、県内唯一の酒蔵ＢＡＲをオープン！観て、体験して、美

食とマリアージュを楽しむ。

沖縄の文化、歴史、風土、美酒・美食まるごと堪能。

『Ａｗａｍｏｒｉ　Ａｄｖｅｎｔｕｒｅツアー』

678 沖縄県 一般社団法人豊見城市観光協会

「ハーリー」発祥の地に国内外の親子が集まり伝統龍船レース！豊見城にしかないウージ

染めのオリジナル表彰状作りから台湾ベジタリアン向けビーチBBQまで、新たな体験交流

プログラム造成事業



看板商品創出事業 一般型採択支援事業（１次公募）
№ 都道府県 実施主体 事業名

679 沖縄県 株式会社BAGASSE UPCYCLE
サトウキビ産業の6次化及び循環経済の先進モデル構築に繋がるコト・モノ看板商品創

出事業
680 沖縄県 合同会社TWIYO ワーケーション施設を活用した滞在・体験型交流プログラムの創出事業

681 沖縄県 株式会社エクトラ 激レア極上星空クルーズ創成事業

682 沖縄県 琉球朝日放送株式会社 自然鍾乳洞を活用したクラッシックツアーコンテンツ創出事業

683 沖縄県 合資会社知念海洋レジャーセンター 南城市「あざまサンサンビーチ ユニバーサルデザイン化およびプロモーション」

684 沖縄県 一般社団法人南城市観光協会

世界遺産の通過型観光スポット脱却に向けた滞在型プラン開発！初の「斎場御嶽」早

朝参拝や琉球セラピストガイドなど、琉球創世の聖地で夫婦の絆を見つめ直すプレミアム

体験造成事業

685 沖縄県 株式会社ティーシーエイ
ダークスカイ・パークを目指す国頭村森林公園の『漆黒の森と星空』看板商品創出プロ

ジェクト

686 沖縄県
特定非営利活動法人おおぎみまるごとツーリズム

協会

世界五大長寿地域・大宜味村でゆったり時間と人とのふれあいが生み出す癒しのツーリ

ズム事業

687 沖縄県 一般社団法人今帰仁村観光協会

人気ドライブルート古宇利島のオーバーツーリズム回避！車が通れない原風景や絶景を

巡るeバイクガイドツアー／島を海から眺め海人に学ぶ漁船ツアーなど新たな2次交通体

験開発
688 沖縄県 琉球村多言語観光推進協議会 恩納村の自然・歴史・食を交えたSDGs教育プログラムの造成事業

689 沖縄県 金武町 Eat in KIN town　金武二大名物磨き上げ事業　～金武と書いてKINといいます！～

690 沖縄県 株式会社読谷ククルリゾート沖縄 夏のよみたん夜あかりプロジェクト（琉球妖怪2022）

691 沖縄県 有限会社比嘉酒造
沖縄県読谷村における泡盛を核とした高付加価値コンテンツ造成および地域資源を活

用した観光商品の開発事業

692 沖縄県 一般社団法人北中城村観光協会

女性長寿日本一の村がただ「長く生きる」から多様なパートナーと「より良く生きる」旅の聖

地へ！住民・生業・食文化・遺産など「北中城」一体で受け入れる滞在モデルプラン造

成

693 沖縄県 西原町観光まちづくり協会
地元学生が主役の創作演劇「さわりんと運玉義留」！観光コンテンツ磨き上げ及び西原

町ブランディング事業

694 沖縄県 一般社団法人与那原社中 ココロとカラダが元気になる！東御廻り（あがりうまーい）巡礼ウェルネスウォーク

695 沖縄県 一般社団法人座間味村観光協会
座間味のウミガメを守りたい！だからこそ安全な観光コンテンツ・ルールの初整備！感動と

保護を両立させる高付加価値エコツアー造成事業
696 沖縄県 一般社団法人伊平屋島観光協会 島呼吸　メンタルヘルス・健康経営による長期滞在型ウェルネスプログラム創出事業

697 沖縄県 株式会社ポロック 沖縄最大の無人島「屋那覇島」でリアル無人島脱出ゲームツアー

698 沖縄県 一般社団法人八重瀬町観光物産協会
めんそーれ八重瀬町~亜熱帯カルストの熱帯林とイノー（潮だまり）冒険ツアー実証事

業


