
看板商品創出事業 一般型採択支援事業（２次公募）
№ 都道府県 実施主体 事業名

1 北海道 一般財団法人北海道体育文化協会
札幌都心部からアクセス抜群！まさかこんな所で？ 「都心で気軽に雪中キャンプ」　商品

造成事業
2 北海道 一般社団法人エクセルアスリートクラブ協会 「マラソンの街・札幌」ブランド化によるマラソンツーリズム促進事業

3 北海道 札幌夜景観光推進協議会 “夜景文化発祥の地・札幌”のブランド化と『さっぽろ夜景』を看板とした商品創出事業

4 北海道 函館市 中国人富裕層向け観光コンテンツ造成事業

5 北海道 小樽朝里川温泉組合 冬にリバーウォーク！？小樽朝里川の冬のアクティビティ～冬の川を楽しむ～

6 北海道
非日常ポイント絶景体感プロジェクト実行委員

会
観光バスの通れない坂道を巡る自転車ツアー造成事業

7 北海道 釧路　炉端学会
釧路発祥「炉ばた」文化を体感！「食」「お土産」「文化発信」と「観光事業者」との連携

による新たな「食旅」造成事業
8 北海道 株式会社コープトラベル 冬の北見・網走周遊観光促進を目的とした、札幌～北見・網走周遊ツアー化事業

9 北海道 北見市菓子協会
北見が誇る「北見スイーツ」と「”3D-360度”の開放感ある絶景が広がる平原・雪原」を

掛け合わせて楽しむ究極の「オープンエアー・カフェ」創出事業

10 北海道 HEROES PARK

何度でも遊びたい！広域すぎる常呂遺跡と自然、食、体験を自転車で編み上げ、デジ

タルマップ・マンガ、ゲームで楽しむ、ちょっとアカデミックな常呂アミューズメントパッケージ創

出事業
11 北海道 とまこまいカレ―ラーメン振興局 カレーの街宣言を目指し【Wカレー】の郷土の味の継承と発展

12 北海道 一般社団法人千歳観光連盟
"旅は誰にでも開かれる" バリアフリー×アレルギーフリー×カーボンニュートラルな千歳のユ

ニバーサルツアー造成事業

13 北海道 一般社団法人たきかわ観光協会
味付ジンギスカン発祥の地「滝川」の郷土料理と紙袋ランターンによる冬の観光イベント

創出
14 北海道 一般社団法人登別アドベンチャー協会 登別アドベンチャートラベル推進事業

15 北海道 株式会社エピックジャパン ニセコの大地から学ぶスタディーツアー

16 北海道 株式会社しゃこまる 積丹半島・滞在型サイクルツーリズム戦略とMTBコース造成事業

17 北海道 株式会社Niki Hills ヴィレッジ
仁木町のワインツーリズムと自然資源を生かした地域一体で取り組む持続可能なツーリズ

ム開発。「アドベンチャーツーリズム」の看板商品化

18 北海道 札幌観光バス株式会社 余市森のくまさん旅～余市純度100％ワインとフルコース～

19 北海道 余市文化観光推進プロジェクト実行委員会 「ニシン親方」の進取の気性を学ぶ～余市の隠れた歴史を探る旅事業～

20 北海道 大雪山ツアーズ株式会社 層雲峡カーフリーリゾートモニター事業

21 北海道 一般社団法人なかふらの観光協会
「農業」の町が本気で考えた真冬の北海道グリーンツーリズム　雪下野菜掘り起こし冬の

農地アクティビティと農作物が映える看板商品の創出事業

22 北海道 合同会社TWIYO
遊休不動産を活用した滞在型ワーケーション施設との設置と、地域の観光コンテンツを一

元化したプログラムの開発による、スポーツワーケーションプログラム推進プロジェクト

23 北海道 KIKI知床ナチュラルリゾート 知床「ヒュッゲ」で幸福なひととき事業

24 北海道 一般社団法人厚真町観光協会
日本初！ブラックアウトを経験した『北海道胆振東部地震』の震源地 厚真町から学ぶ

『自分ゴト化する震災・防災プログラム』造成事業

25 青森県 りんごアンチエイジング実行委員会
りんごの生産量日本一の弘前市を舞台にした「若返りの果実・りんごアンチエイジングの

旅」創出事業

26 青森県 株式会社ACプロモート 生産者と消費者の心の距離を縮める暮らしぶり体験ツアー推進事業

27 青森県 一般社団法人平川市観光協会 「日本一のりんごの産地で豊かな農家暮らしを体験する旅」商品化事業

28 青森県 一般財団法人ブナの里白神公社
『世界自然遺産「白神山地」の”マタギ文化”と”森の恵み 白神ジビエ・山菜料理”に触れ

る旅』事業

29 青森県 おおわに観光活性化協議会 大鰐温泉ＮEW湯治プラン推進事業

30

青森県、岩

手県、秋田

県

株式会社みちのりトラベル東北 北東北のローカルスキー場を米国ファミリーの聖地に！インディパス活用プロジェクト事業

31 岩手県 岩手県北自動車株式会社 「ボンネットバスでめぐるレトロな街：盛岡」バスツアープロジェクト

32 岩手県 株式会社イーハトーブ東北 温泉×(かける)　～　×(かける)を楽しむヒストリーフィールド　一関

33 岩手県 合同会社ぶらり気仙
防災謎解きまち歩きとサバイバルBBQコンテンツ造成による滞在時間の長期化による地

域内波及経済効果の創出事業

34 岩手県 IGRいわて銀河鉄道株式会社銀河鉄道観光
IGRいわて銀河鉄道と、特産の「漆産業」や「食材」との連携による新たな旅行需要の創

出

35 岩手県 株式会社八幡平DMO
いわて八幡平の地熱の恵みを、見て、知って、食べて体験！　「親子でサステナビリティ学

び旅」開発プロジェクト
36 岩手県 株式会社八幡平DMO 馬が再生する野芝と水源地、その流域の食文化を巡るE-BIKEライド

37 宮城県 合資会社一條旅舘 悠久の時を遡る弥治郎こけしが巡る白石周遊創出事業

38 宮城県 一般社団法人宮城創生ＤＭＯ
持続可能なYoutuberによる地域コンテンツ開発及びLIVE配信とコンテンツ販売プラット

フォームの開発事業

39 宮城県 株式会社阿部長商店南三陸ホテル観洋

東北から発信する「大人旅」★思い出深いフォトブック作成と地域資源フルコラボレーショ

ン満喫旅を提案！ 地域ならではの滞在・周遊・体験観光創出のためのきっかけとして、

人生のアニバーサリートラベルをプレミアムフォトブックで遺す・伝える＆旅のクリエイター発

掘・育成事業

40 宮城県
株式会社エイチ・アイ・エス東北北海道新潟事

業部
「防仁学」を活用した教育旅行コンテンツ造成事業

41 宮城県 蔵王町 地域資源の掘り起こしによる着地型旅行の造成と地域内連携強化事業

42 宮城県 株式会社菅生 村田町等における地元食材を活用した「看板メニュー」による誘客促進事業



看板商品創出事業 一般型採択支援事業（２次公募）
№ 都道府県 実施主体 事業名

43 宮城県 柴田町
一粒の種から始まる奇跡の花回廊「Flowering SHIBATA」～柴田町が考えるサスティ

ナブルツーリズムの形～
44 宮城県 株式会社春日部組 丸森町の課題”竹害”を産業に変える！笹鳴りの街・観光滞在計画構想

45 宮城県 大郷町 農業フル体験！大郷を味わい尽くす！看板商品創出事業！

46 宮城県 宮城県地域観光資源開発推進機構 地域の若者が中心となる未来志向のサステナブルな体験型事業

47 秋田県 KRAFT DORF / 珈琲酒場Tall's 秋田市指定無形文化財「秋田銀線細工」のルーツ「金銀細工」を用いた観光促進事業

48 秋田県 特定非営利活動法人能代観光協会
木都（もくと）能代で林業を軸とした観光資源の磨き上げ事業　～木都（もくと）能代

の再生～

49 山形県 山形中央観光株式会社
山形の人気観光地と人気アクティビティで雪の定番コンテンツを地元事業者が連携して

創出するぞ!!事業
50 山形県 鶴岡join　民間企業連合体 転地療養　ウェルネスツーリズム

51 山形県 湯田川温泉旅館協同組合 温泉から生まれるものがたりパッケージ・商品化事業

52 山形県 一般財団法人酒田DMO これまでとこれからを繋ぐ　酒田舞娘とサステナブルランチ

53 山形県 一般社団法人寒河江市観光物産協会
寒河江の魅力再発見「郷土食」「歴史」「ものづくり」「アート」を味わう冬の旅　~さがえの

まちをつなぐ~滞在型観光周遊コンテンツで誘客拡大事業

54 山形県 赤湯温泉活性化実行委員会
「東洋のアルカディア（桃源郷）」と称された土地・赤湯温泉で味わう極上の休日。 美

食・絶景・温泉で心も身体も癒される滞在創出事業
55 山形県 月山朝日観光協会 日本一の雪国で、町のファン可視化を狙った「雪国体験ツアー」

56 山形県 西川町
自然と暮らす人との出会いを通じた関係人口創出・地域課題解決につながるツアー造成

事業

57 山形県 NPO法人田舎体験塾つのかわの里
豪雪地域の知恵と文化からSDGsを探究するプログラム【RURALing go "share"／

ルーラリング ゴーシェア】の開発

58 福島県 NPO法人土湯温泉観光協会
全国初のこけしが主人公の旅！三大こけし発祥の地「土湯温泉」で、手作りこけし目線

で「湯巡り・食べ歩き・スイーツ作り」周遊体験造成・販売事業

59 福島県 一般社団法人地域資源活用協議会
スキーだけじゃない！猪苗代湖で楽しむ冬のアドベンチャー体験 通年型観光整備強化

のための滞在コンテンツ造成

60 福島県 株式会社小高ワーカーズベース
人口ゼロからの復興と観光立地への挑戦。新たな南相馬市小高ブランドを味わい、体験

する�観光ツアー創出事業
61 福島県 一般社団法人りょうぜん振興公社 名峰“霊山”の「自然」×「歴史」×「食」を活用した新たなアクティビティ造成事業

62 福島県 株式会社清水屋旅館 産官学の力を結集！会津弁当で観光客を取り戻す！

63 福島県 ガッチ株式会社 陶芸を活用したワーケーションプログラム「半陶×半Xプログラム」の造成

64 福島県 塙町 ダリアを活用した体験型コンテンツによる観光客のリピートにつながる看板商品の創出

65 福島県 株式会社タカサキ喜画 アートティスト・イン・レジデンスを通じたツーリズムの造成

66 茨城県 株式会社ラクスマリーナ
陸上＆水上交通が栄えた古都「土浦」の2大地域資源「れんこん」「土浦花火」を活

用！土浦を霞ヶ浦の観光拠点化するためのサイクリスト向け着地型商品造成事業

67 茨城県 株式会社Musubi
「Farm&Dining」その先へ - 海外国内販路開拓食と食文化産業としての酒テロワール

早朝体験コンテンツ造成

68 茨城県 石岡市観光協会

東日本最大級のフラワーパークを閉園後に限定貸切！森林セラピストのハイキングから食

用花の産地グルメまで、五感がフルで刺激されるプレミアム・ナイトタイムエコノミー造成事

業

69 茨城県 稲敷市まちづくり推進課
成田空港から30分で行ける茨城の日光東照宮の異名をもつ「大杉神社」にて「神々の

饗宴」　稲敷市の観光資源を活用して高付加価値化した看板商品の創出事業

70 茨城県 一般社団法人森と未来の学校
関東唯一のラムサール条約登録湿地 『涸沼』を舞台とした地域総力によるSDGs探求

型学習コンテンツの開発及び販路開拓
71 栃木県 株式会社八丁の湯 日光国立公園特別地域で楽しむ奥鬼怒スーパー林道MTBガイドツアー

72 栃木県 一般社団法人足利市観光協会
日本最古の学校と世界を魅了する花の楽園による「学び」をテーマとした「大人の教育旅

行」造成事業

73 栃木県 栃木グランドホテル株式会社
地元のためのイベントを観光資源へ再整備！地元も観光客も楽しめる、着物を着て体

験するまちづくり事業

74 栃木県 一般社団法人日光市観光協会
日光の地域資源を面的に楽しむ、訪日外国人向け「ぐるり日光サイクルツアー」造成事

業

75 栃木県 奥日光滞在推進協議会
「絵画のような風景」と称えられた湖畔リゾート滞在創出事業  ～100年前のワーケー

ションの地 復興プロジェクト～

76 栃木県 一般社団法人DMO日光
「おいしく、湯ったりめぐる世界遺産と奥日光（大自然）」世界遺産エリア＆奥日光周遊

促進実証事業

77 栃木県 農業生産法人合同会社マルホファーム
～旅することがそのままサスティナブルな体験になる～　里山文化体験型サスティナブル・ツ

アー造成事業
78 栃木県 お丸山ホテル 田園/里山に囲まれた三大美肌温泉「喜連川」での“美活”プログラムづくり

79 群馬県 上毛電気鉄道株式会社
生誕90年！日本最古の電車「デハ101」を軸とした「DEHA101 THANKS

PROJECT」による需要創出事業
80 群馬県 日本中央交通株式会社 前橋ヘルスケアツーリズム

81 群馬県 宗教法人観音院
子供・高齢者のいる車旅の観光玄関口となる「お寺インクルーシブ桐生公園」づくりと「桐

生日本遺産周遊観光ルート＆織物文化体験ツアー」造成事業

82 群馬県 一般社団法人安中市観光機構
安中のシンボル・碓氷峠の鉄道遺産をDX化！信越線沿線マルシェと連動したデジタル

廃線ツーリズム
83 群馬県 一般社団法人上野村産業情報センター 年間200頭幻の豚「猪豚」を活用した猪豚ツーリズム事業
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84 群馬県 一般社団法人四万温泉協会

日本最古の湯治文化「世のちり洗う四万温泉」が地域ぐるみで受け入れる新湯治スタイ

ル確立！ 泊食分離で誘導する飲食街メニュー開発や奥四万湖星空鑑賞など送迎付き

周遊プラン造成事業

85 群馬県 一般社団法人嬬恋村観光協会
世界三大奇勝「浅間溶岩」を活かした地元間伐材アロマクラフト体験を基軸とした嬬恋

村サステナブルツーリズム開発事業

86 群馬県 一般社団法人草津温泉観光協会
街づくりに繋がるサステナブルなシステム導入！「湯もみ板」をモチーフとした草津温泉まち

歩き手形開発実証事業

87 埼玉県 秩父まるごとジオパーク推進協議会
地（ち）から知（ち）を付ける！秩父地域独特の地質および歴史から学ぶ「“ち”の旅」

造成プロジェクト
88 埼玉県 加須市物産観光協会 東武鉄道と連携した利根川水系サイクリングのハブ化事業

89 埼玉県 東武鉄道株式会社 埼玉県日光街道地域連携事業

90 埼玉県 ふかや物産観光株式会社
深谷ねぎをはじめとする地域の農産物や花卉、渋沢栄一関連施設を活用した観光客

呼び込みの仕掛けブラッシュアップ事業

91 千葉県 一般社団法人船橋市観光協会 首都圏、体験、新発見！？意外と知らない船橋の「食」ミステリーツアー造成事業

92 千葉県 合同会社アルコ
「房州どんぐり猪」のブランド化およびジビエまるごと体験ツアーによる観光客のリピーター化

プロジェクト

93 千葉県 株式会社ZEPHYRS
【江戸-松戸-水戸】幕末から明治の多文化共生と文化歴史を学び体感する事業～旧

徳川昭武庭園（戸定邸庭園）

94 千葉県 旭市観光物産協会
千葉一族・大原幽学ゆかりの地を巡る 地元ガイドと行く!!椿海周遊タイムトリップコンテン

ツ創出事業

95 千葉県 株式会社Mobilco
勝浦アドベンチャー・ツーリズム　～次世代マイクロモビリティ活用による市内周遊促進事

業～
96 千葉県 Seafari・Japan合同会社 勝浦特有の海洋資源を活用した、RIBボートによるアクティビティツアーの磨き上げ

97 千葉県 宗教法人長安寺 里山寺院「長安寺」禅修行体験事業

98 千葉県 有限会社鴨川タクシー ナイトコンテンツ創出「鴨川」観光タクシープラン事業

99 千葉県 有限会社魚眠庵マルキ本館
新しい旅行需要への挑戦！　～観光事業者が一体となった空から鴨川を感じて泊まれ

る吉保梅の里周遊プラン～

100 千葉県 宗教法人真光寺 ～海の向こうのとなりまち～ 袖ケ浦市 禅寺体験ツアー造成事業

101 千葉県 鏡浦自動車株式会社 次世代２次交通　小型EVによる新たな観光モデル創出事業

102 千葉県 合同会社AWATHIRD
南房総　ヤマナアカデミック・ツーリズム開校！　～里山シェアリングによる新たな旅のスタイ

ルを促進～
103 千葉県 株式会社萌栄 「植木の街」匝瑳市魅力発見ツアーの造成とドローンを使った観光ＤＸツアー創出事業

104 千葉県 香取市 KATORIにYORUYORU（夜・寄る）ナイト

105 千葉県 株式会社NIPPONIA SAWARA
ノスタルジックな魅力溢れる佐原地域で町歩きや江戸優り佐原文化芸術祭を巡る♪～

1泊2日のタイムトラベルツアーの創出事業～
106 千葉県 有限会社紅小町の郷 「紅小町の郷」くりもとで食農体験・歴史探訪！デジタルマップでさんぽ旅創出事業

107 千葉県 佐原・商たすきがけ事業協同組合 香取海・日本遺産アカデミックツーリズム事業

108 東京都 特定非営利活動法人全国街道交流会議
「日本橋」文化を世界へ～日本橋の老舗と街道都市との連携による文化体験コンテンツ

開発・発信事業

109 東京都 株式会社フジエクスプレス
着地型看板コンテンツ造成事業（東京サンセットツアーの磨き上げと地域連携のプラット

フォームとして構築）

110 東京都 東京ウォータータクシー株式会社

受入再開・訪日増を見据えて東京・水辺から提案する多文化共生の旅！ 制約の多い

ペット連れ旅行者向けの貸切クルーズ体験・周遊まで行う「ドッグフレンドリーシティ」創出

事業

111 東京都 一般財団法人浅草花街伎芸振興財団
江戸歌舞伎最盛の地「浅草」から興す歌舞伎ルネサンス　～伎芸とエンタメの原点を掘り

起した浅草再発見コンテンツ～

112 東京都 一般社団法人東京港運協会
東京港の知られざる世界！縁の下で社会を支えるヒーローに会いに行く「水都・東京」探

訪クルーズツアー造成事業

113 東京都 京浜急行電鉄株式会社 日本の空の玄関口羽田空港を起点としたスキマ時間おもてなし事業

114 東京都 一般社団法人東京北区観光協会 北区飛鳥山「渋沢栄一×ハワイ」を体験できる着地型旅行商品開発事業

115 東京都 株式会社農協観光 大都市東京・「食と農」を観光資源として活かした都市型農業ツアー

116 東京都 沿線まるごと株式会社
沿線まるごとツーリズム～江戸を支えた奥多摩の”水”が生み出す、ポストコロナの新たな

関係人口創出事業～
117 東京都 株式会社東京裏山ワンダーランド 秋川渓谷の清流を感じる 「水辺体感」地域周遊型ツアー造成事業

118 東京都 株式会社数馬観光デザインセンター 秋川源流の山の幸を活用した檜原村エコツーリズム商品力強化事業

119 東京都 株式会社東京チェンソーズ FSC認証を取得した多摩産材の産地と都市住民をつなげる森林空間活用プロジェクト

120 東京都 有限会社エマージェンシー 東京都大島町・伊豆諸島・明日葉ご飯の創出事業

121 神奈川県 株式会社DMC Greater Yokohama
木材建築のプロフェッショナル“宮大工”から学ぶ、日本伝統木造建築体感ツアーと間伐

材からハマの大黒柱を創る、ハマの木ブランディングプロジェクト事業

122 神奈川県 YDMS株式会社／横浜DMC 『街より早起き6時から朝活ツアー』造成事業

123 神奈川県 川崎宿インバウンド研究会 東海道川崎宿今昔物語事業

124 神奈川県 SMAK共創型地域振興協議会

SDGs未来都市さがみはら発！県内最大規模のソーラーシェアリング型観光農園を起点

とした自然エネルギーと地域の食を楽しみながら学ぶカーボンニュートラルツーリズム実証事

業
125 神奈川県 いちご株式会社 よこすかフードエクスペリエンス事業

126 神奈川県 一般社団法人横須賀市観光協会 釣り初心者の聖地横須賀プロジェクト



看板商品創出事業 一般型採択支援事業（２次公募）
№ 都道府県 実施主体 事業名

127 神奈川県 横須賀集客促進・魅力発信実行委員会
歴史スペシャリスト×食のエキスパートが紐解く、横須賀の新たな魅力発掘ツアー造成事

業
128 神奈川県 一般社団法人BUSHIDO文化協会 源頼朝ゆかりのパワースポットを巡る願掛けツアーin 三浦半島

129 神奈川県 一般社団法人平塚市観光協会 「平塚を徳川家康の聖地」化プロジェクト

130 神奈川県 神田交通株式会社
繋~tsunagari~『あなたが繋がることで、地域課題が解決する』農・漁・商業がバランス

よく調和する町"ひらつか"ならではの、連携で潤う地域課題解決・観光コンテンツの開発

131 神奈川県 ジャパン・マルチハンターズ株式会社
豊かな里山が育む新たな食文化"ジビエ"を利活用した高付加価値なアドベンチャーツー

リズム商品造成事業

132 神奈川県 株式会社リビエラリゾート
「海と大地の恵み」が豊富な三浦を、「ブルーフラッグ認証」取得の リビエラリゾートが持続

可能な環境保全×観光商品開発
133 神奈川県 一般社団法人厚木市観光協会 自然に触れ合う、食と出会う　来てよし食べてよし泊まってよし　厚木「あゆコロ」ツーリズム

134 神奈川県 小田急電鉄株式会社 特急列車を活用した「大山詣り」XRツアー造成事業

135 神奈川県 宮ヶ瀬水の郷観光協同組合 宮ヶ瀬湖畔アウトドアフィールドを活用した観光再起事業

136 新潟県 みなとまち新潟ハイブリッド観光をすすめる会 みなとまち新潟／古町花街　看板商品構築事業

137 新潟県 地域食材ネットワーク 長岡市のふるさと名物（発酵・醸造製品、米の加工製品）総選挙事業

138 新潟県 寺泊あかね通りの会 寺泊北前船文化を軸とした魚のアメ横と並ぶ二枚看板定着事業

139 新潟県
村上市訪日外国人受入協議会・JTB総合研

究所共同事業体
村上からMURAKAMIへ　ローカルの強みを活かした村上市世界進出計画

140 新潟県 上越地域農泊推進協議会 発酵文化のマイスター体験 農泊実証実験

141 新潟県 上越リアル鉄道博物館プロジェクト 「上越リアル鉄道博物館」コンテンツ事業

142 新潟県 株式会社越里 守門地区の伝統行事体験型イベント創出事業

143 新潟県 越後湯沢交流事業推進協議会 「観光×リゾートワーク体験」から地域課題解決へ！湯沢ニューノーマル活性化事業

144 新潟県 津南の酒・発酵体験観光実行委員会 日本初！自分で作る自分だけのの日本酒～酒税法と共に！～発酵体験創造事業

145
新潟県、群

馬県
一般社団法人雪国観光圏 宿が主導する地域の自然・文化・産業の再生事業

146 富山県 一般社団法人越中八尾観光協会 外国人観光客をターゲットとした越中八尾型体験コンテンツ造成・実証事業

147 富山県 一般社団法人地域・観光マネジメント
高低差4,000mが生み出す特殊な世界！「水」と「人」をテーマにした立山黒部アルペン

ルート＋αの観光商品づくり

148 富山県 一般社団法人日本国際広報戦略機構 ワイン好きが移住したくなる！ 贅沢なキトキト富山 【地産地消】実体験ツアー

149 富山県 株式会社UAVJAPAN
「黒部の秘境巡り」×「ドローン空撮体験」×「花火＆ドローンショー」 地元の観光資源を

活用した新たな観光資源の創出事業
150 富山県 庄川温泉風流味道座敷ゆめつづり 庄川峡冬の絶景の中で味わうサウナ体験と極上サウナ飯

151 富山県 五箇山合掌の里活性化協議会
「世界遺産　五箇山」歴史的合掌造りの雪景色と現在技術による新たなコンテンツ造成

と、独自の生活文化を活かした観光コンテンツ造成事業
152 富山県 一般社団法人日本百名山協会 歩いて実体験する立山信仰（立山禅定）ツアー事業

153 石川県 協同組合兼六園観光協会 兼六園発「金沢ナイトタイム・エコノミー」

154 石川県 有限会社キコウ商会　金沢浅の川園遊会館 金沢芸妓の本物の「芸とおもてなし」に触れるお茶屋体験

155 石川県 一般社団法人きたまえJAPAN 世界農業遺産「能登の里山里海」ウェディングリゾート推進事業

156 石川県 株式会社伝泊＋工芸 （仮）国登録有形文化財の古民家の宿の囲炉裏を活用した里山食のスクーリング

157 石川県 こまつものづくり未来塾実行委員会
地域産業のマーケティング課題解決型オープンファクトリー「GEMBAモノヅクリエキスポ」開

催事業
158 石川県 一般社団法人加賀市観光交流機構 北陸の気候を活かした雨の加賀温泉郷　魅力創出事業

159 石川県 一般社団法人山中温泉観光協会 やまなか・オータム・ランタン・フェスティバル

160 石川県 加賀橋立北前船ツーリズム実行委員会
「日本一の富豪村」へ手ぶら⼥子&おひとり様旅！～「Hashitate」ブランドを体感する

心の癒しツアー～

161 石川県 株式会社みやびの宿加賀百万石
F1・M1層をターゲットに、温泉街から少し離れたエリアで観光コンテンツを通じてリピートす

る“風物詩”を創出する事業
162 石川県 白山ジオライド推進協議会 インバウンド復活を見据えた「白山市型サイクルツーリズム」事業

163 石川県 白山商工会議所
白山市内の産業観光を取り入れた学生団体向け修学旅行・インバウンド向け商品造成

のためのモニターツアー事業
164 石川県 穴水町 「穴水牡蠣列車」エンターテイメントチケット

165 石川県 一般社団法人能美市観光物産協会 SDGs×伝統工芸　シン・九谷陶芸村プロジェクト

166 福井県 一般社団法人ＮＩＥＮ 福井の歴史にリンゴあり！福井城址の挑戦を今に伝える新たな看板商品の創出事業

167 福井県 美めぐりふくい実行委員会 酒粕を活用した新たなコンテンツ「酒粕屋」の構築事業

168 福井県 京福バス株式会社 福井の魅力ある観光スポットを巡る観光タクシー事業

169 福井県 福井ユナイテッド株式会社 中京圏からMy自転車！越前の小京都で味わう“ZEN体験”

170 福井県 福井鉄道株式会社 祈りの道・泰澄の道　白山への道ツーリズム推進事業

171 福井県 株式会社Hacoa コンテナハウスを用いた常設型ワークショップ事業

172 福井県 一般社団法人あわら市まちづくりセンター フルーツ王国あわら！交流人口の増加を目的とした農村地域の観光と学びの創造事業

173 福井県 一般社団法人なみまち倶楽部 あわらＳＤＧｓ・和心あふれる「感幸地」化促進事業

174 福井県 三方五湖DMO株式会社

美浜町の歴史ある豊かな食文化の発信と創造による地域の魅力再発見事業　 ～江

戸時代以前から続く伝統的なシジミ漁や世界的にも独特な漁法である「たたき網漁」、

郷土料理である発酵食「鯖のへしこ」が湖畔のまちの未来をつくる～

175 福井県 一般社団法人Switch Switch
三方五湖の地形が生み出した歴史ある農業や伝統漁法から生まれた「湖グルメ」を体感

するアドベンチャー創出事業
176 山梨県 甲府市 日本遺産「御嶽昇仙峡」のストーリーに導く新たなアクティビティ創出事業
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177 山梨県 南アルプスエコツーリズム推進協議会
山と共に発展してきた南アルプス地域発！山と里の恵みを体感し、新たな“循環”を創出

する旅・体験の造成事業
178 山梨県 慶山グループ 笛吹市富士山観光地化ツアー創生事業

179 山梨県 山梨県笛吹市商工会 石和温泉を核としたワイナリー巡り創出事業

180 山梨県 株式会社イージースタイル 田舎時間と癒しの空間（酵素風呂体験施設）企画

181 山梨県 株式会社YAMATO ジビエ、アウトドアを核に南アルプスの自然を上質に満喫するツアー造成事業

182 山梨県 株式会社EDGE
"700人の村"まるごとエクスペリエンスツアー造成事業　～インバウンド回帰を見据えた、

自転車で巡る外国人向け村体験～
183 長野県 長野商工会議所 花火とドローンショーによる新たな花火プログラムの創出事業

184 長野県 アルピコ交通株式会社

10ヶ月ぶりに運行再開した上高地線の高付加価値化への挑戦！ 伝統野菜・果物・工

芸の手仕事詰まった特製駅弁を持ち、沿線ぐるみでクラフト工芸を集めて巡る 沿線周遊

プラン新規造成事業
185 長野県 一般社団法人信州・乗鞍グリーンツーリズム 乗鞍高原で新たな冬キャンプ・冬季アクティビティコンテンツの看板商品創出事業

186 長野県 株式会社明神館
長野県松本市の寒暖差の中で育つ地域特有の”わらび”を活用した新たな食の楽しみ

方の開発と食をテーマにした滞在型ツアーの実施

187 長野県 株式会社柳沢林業 信州松本の自然体験観光ハブ・みんなの美鈴湖プロジェクト

188 長野県 SixSense株式会社 長野県産食材を使ったリゾット&スープセットのフリーズドライ化による販路拡大

189 長野県
「信州・松本発のウェルネスツーリズム」推進委員

会
信州・松本発のウェルネスツーリズム～心身共に健康で豊かな人生に繋がる旅を創る～

190 長野県 扉ホールディングス株式会社 芸術の街"マツモト"における温故知新のNFT事業

191 長野県 一般社団法人HAKUBAVALLEY TOURISM HAKUBAVALLEY八景を活用した看板商品造成事業

192 長野県 一般社団法人未来投資研究所
「The Power of JOMON With Gibier」 ～1万年のパワーを今に活かす茅野の縄

文・ジビエ～

193 長野県 株式会社木葉社
樹木のプロが新たな生態系保全の姿を示し、人と自然の関係再構築で未来を拓く。シ

ン・リンギョウ・プロジェクト
194 長野県 株式会社しおじり街元気カンパニー 塩尻ワイナリー産業・観光地化醸成事業

195 長野県 一般社団法人信州千曲観光局 「千曲市NEOネオン計画」

196 長野県 憩うまちこうみ協議会
八ヶ岳中信高原国定公園「松原湖エリア」の自然資源の活用したサスティナブルツアーの

高付加価値化事業

197 長野県
一般社団法人軽井沢観光協会　軽井沢フォト

フェスト実行委員会
軽井沢フォトフェスト

198 長野県 富士見高原リゾート株式会社

世界・訪日を見据えた富士見高原「ユニバーサルツーリズム」の最先端！ スキーにキャン

プ、富士山絶景まで、健常者との差別なく同じ感動を共有できる本格体験商品の開発・

整備事業

199 長野県 辰野町
辰野町川島の松茸山で聖地巡りから始める！　食の物語を活かしたオールインクルーシ

ブなアグリ&フードツーリズム造成事業

200 長野県 株式会社阿智昼神観光局
自然を活かした 安心･安全な新しい旅のスタイル『Active ACHI Outdoor【Ａ2Ｏ】』

事業

201 長野県 白馬八方尾根スキースクール
初級指導者資格取得システムと地域人材ノウハウデータベースのデジタル化によって初心

者向けスノースポーツレッスンとツーリズムを創生する事業

202 長野県 株式会社ニッポン放送
小布施町の地域農産品（栗・ぶどう）で「サステナブル農業体験」＆デジタル体験キャン

プ親子ワーケーション事業

203 岐阜県 大垣観光協会
「水の都おおがき」で水資源を活用した新たな滞在型観光に挑戦！ ”日本でここだけの

“たらい舟川遊びを楽しむ高付加価値コンテンツ創出事業
204 岐阜県 こくふ観光協会 日本遺産と季節の彩りを核とした国府エリア全体のコンテンツ造成事業

205 岐阜県 平湯温泉観光協会 中部山岳温泉リゾートで大自然と郷土に触れるサスティナブルツーリズム

206 岐阜県 福地温泉観光協会 未来へ繋げ日本最古の化石が眠る福地温泉による太古のロマン発掘ツアー

207 岐阜県 株式会社ツーリストアイチ 『美濃焼・穴窯窯焚き』新たな体験ツアー商品化で販路拡大

208 岐阜県 特定非営利活動法人馬籠村 2022馬籠観光ルネッサンス事業

209 岐阜県 合同会社ツバメ貿易 地域の和紙職人・提灯職人と連携した和紙あかりアート作成体験商品の造成

210 岐阜県 株式会社HIDAIIYO

ワーケーションするなら飛騨へ！伝統町家でステイワークしながら飛騨ぐらしを満喫する、

「飛騨薬草」を活用した新たな体験型コンテンツの造成によるワーケーション誘致促進事

業
211 岐阜県 一般社団法人長良川カンパニー 長良川源流域をフィールドとした源流美術館事業

212 岐阜県 南飛騨観光バス株式会社
地域の観光資源と人財を活用し「住んでよし、訪れてよし」の持続可能な観光地域づくり

事業

213 岐阜県 株式会社久保田工務店
山林の魅力と課題から学ぶペットファミリー向けエコツーリズムの開発　～平安時代から続

く薬草文化とジビエのコラボ～

214 静岡県 株式会社R＆Oフードカンパニー
オクシズ自然ツアーと柑橘系クラフトドリンクなどの新しい看板商品開発によるオクシズ活

性化事業

215 静岡県 しずてつジャストライン株式会社 静岡の宝物グランプリ・モニターツアーの開催

216 静岡県 公益財団法人するが企画観光局
するが地域伝統食材の活用による新しい食コンテンツ、Suruga Burg (するがバーグ)の

開発と新たな観光誘客・消費促進事業
217 静岡県 株式会社日本旅行浜松支店 庚申寺門前を活用したにぎわい創出事業「庚申寺門前日曜朝市」

218 静岡県 株式会社HACK 家康が育った街浜松　歴史と食の力でウォーカブルシティへ

219 静岡県 静岡放送株式会社 #ダム際ワーキング　越境学習ツアー創造事業



看板商品創出事業 一般型採択支援事業（２次公募）
№ 都道府県 実施主体 事業名

220 静岡県 NPO法人沼津観光協会

実は日本初！デニム発祥の地・沼津でSDGs体感！世界で一つのデニム刺繍作りから、

フードロス削減の地産地消BBQ、超小型EVで巡る富士絶景の宝庫まで、沼津の新・定

番旅造成事業
221 静岡県 熱海市 熱海芸妓体験「泊食分離」プラン事業

222 静岡県 株式会社デイリー・インフォメーション
三島市スポーツツーリズム（三島スカイウォーク）で「 E-BIKEトレイルツアー体験プログラ

ム」＆デジタル体験キャンプ親子ワーケーション事業

223 静岡県 静岡県東部地域スポーツ産業振興協議会
「ふじのやまサイクルツーリズム」首都圏富裕層・台湾人向けサイクリングツアー商品の造成

とブランディング事業
224 静岡県 一般社団法人島田市観光協会 島田茶―リズム事業

225 静岡県 茶の道ロングトレイル商品化プロジェクトチーム 茶の道ロングトレイル看板商品化事業

226 静岡県 有限会社丸孝園 茶摘み体験ツアーを軸とした掛川茶新ブランド創出事業

227 静岡県 伊豆観光開発株式会社・天城東急リゾート
伊豆・天城高原 ウェルネス＆サステナブル 五感を研ぎ澄まし自分を見つける旅　～Tap

the Nature，Activate Me.～

228 静岡県 一般社団法人清水町ゆうすい未来機構
日本で最も美しい湧水群と生活の歴史・・・２市町を文化と歴史でつなぐ『ゆうすいを巡

る三つの物語』�散策＆サイクリングコース広域事業

229 愛知県 特定非営利活動法人本丸ネットワーク 「尾張徳川」歴史・文化の観光コンテンツと滞在型ツアーの創出

230 愛知県
のんほいパーク環境教育プログラム開発実行委

員会
豊橋総合動植物公園（のんほいパーク）で学ぶ「環境教育プログラム」整備事業

231 愛知県 株式会社若松屋
岡崎市独自の花火文化を間近で感じて頂ける花火鑑賞×グランピングプランの開発と

WEB・SNS等を活用した国内外への発信・プロモーション

232 愛知県
一宮市市民会館等指定管理者 JNP一宮パー

トナーズ
びしゅう織縁結び旅

233 愛知県 特定非営利活動法人半田市観光協会
山車文化の体験コンテンツ造成と半田市亀崎地区の連携によるエリア高付加価値化事

業

234 愛知県 株式会社蒲郡オレンジパ－ク
2次アクセス整備、蒲郡みかんの全国な知名度の向上、新たな名物の構築と蒲郡クラ

シックホテルを拠点とした周遊型観光ルートによる交流人口の拡大事業

235 愛知県 株式会社Italiana 知多半島オリーブストリート事業

236 愛知県 一般社団法人知多市観光協会 木綿で栄えた岡田の街の記憶保存事業

237 愛知県 株式会社ツーリストアイチ
外国人観光客をターゲットにジブリパークに並ぶ観光地としておいしい紅茶日本一のまち

でおもてなしとお土産

238 愛知県 株式会社宿福
田原市福江町下地地区の2軒の登録有形文化財をハブに直売所を開設し、また新規

ツアーを創成、人の流れを作り上げる復興事業
239 愛知県 一般社団法人知多半島観光事業協会 海から陸から、眺める楽しむ 島の幸

240 三重県 公益社団法人伊勢市観光協会 次期式年遷宮へ繋ぐ、社会動向に即した神宮参拝を提案する事業

241 三重県 桑名ハイカラツーリズム協議会 幕末明治にリアルタイムスリップ「令和のハイカラツーリズム」事業

242 三重県 熊野市観光協会
3社3様、雨でもＯＫ！教育旅行から個人旅行、インバウンドまで、日本でここだけ 定置

網漁等漁村体験の看板商品づくり

243 三重県 イシズム株式会社 菰野流リトリートデスティネーション。鈴鹿セブンマウンテンで心と体の癒し旅

244 三重県 玉城町観光協会
“伊勢からわずか車で5分” ご利益たまる玉城町でパワーチャージ！神社・仏閣めぐりに繋

ぐ体験コンテンツ造成による新たな誘客ツーリズム創出事業

245 滋賀県 大津商工会議所 文化資源の高付加価値化推進事業

246 滋賀県 株式会社エイトスターズ 琵琶湖の環境保全をテーマにした教育旅行の造成事業

247 滋賀県 公益社団法人びわ湖大津観光協会
東海道五十三次と琵琶湖疏水、地域産業を活かしたガイドツアーによる高付加価値な

地域周遊商品造成事業
248 滋賀県 大本山石山寺 令和6年度NHK大河ドラマ「光る君へ」放送に向けた紫式部の看板商品創出事業

249 滋賀県 株式会社ネイキッド 世界遺産登録を目指す彦根城に世界とつながるアートを植樹する事業

250 滋賀県 長浜市商工会 地域の新商品発信拠点「chaya」による看板商品の創出事業

251 滋賀県 株式会社Wallaby ヴォーリズ建築を活用した滞在型コンテンツの企画開発事業

252 滋賀県 株式会社信楽陶苑 信楽焼陶器と近江の茶を使った茶の湯文化体験と近江の茶名産品開発

253 滋賀県 株式会社いろは 「三方よし」学びと観光の着地型コンテンツ造成事業

254 滋賀県 株式会社平和堂 近江商人ゆかりの地「五個荘」で「ハレ」「キモノ」商人文化に触れる旅

255 京都府 「新たな京都」看板商品創出事業協議会 「新たな京都」看板商品創出事業

256 京都府 一般社団法人文化継承機構 「茶婚式」のススメ　ー重要文化財と和婚+京の伝統、食、文化に触れる思い出婚ー

257 京都府 株式会社梅小路まちづくりラボ
～建都1200年のエコロジカル・シティ京都～エコ×テクノロジー（“eco x techno”

logy）・ラーニングツアー
258 京都府 株式会社セントラルフルーツ Well being KEIHOKU　～ものへの憧れからこころの憧れへ～

259 京都府 株式会社ＷＡｌｉｖｅ 京の美をめぐる旅

260 京都府 京都料理芽生会 KYOTO365～食文化の神髄に触れる京料理体験をいつでも～

261 京都府 京福電気鉄道株式会社 地域食材を活用したオリジナルビール販売事業

262 京都府 合同会社GENETO GROUP 食と建築の“献上”文化を五感で楽しむ「京都京北 エコツーリズム事業」

263 京都府 嵯峨野観光鉄道株式会社 嵯峨嵐山地域活性化事業

264 京都府
THE LEGENDARY JAPAN KYOTO プロジェ

クト協議会

世界遺産を貸し切っての文化体験 × 日本の超予約困難店シェフの料理 日本の観光

業・飲食業のプレゼンスを高める国内外富裕層向け“THE LEGENDARY JAPAN”事

業

265 京都府 ビーンズＤＭＣ合同会社
隠れた京都！ディープな伏見！「駅から始まる数々のウォーキングツアー」企画造成・地

域整備事業
266 京都府 株式会社関広 ～平和への祈りを込めて～　祈願の夜会 in 京都・梨木神社



看板商品創出事業 一般型採択支援事業（２次公募）
№ 都道府県 実施主体 事業名

267 京都府 株式会社丹後王国ブルワリー 国内外の企業向けアウトドア・ワーケーション事業

268 京都府 Ride with KYOTO推進会議 e-bike・スポーツバイクで巡る「鬼の京都」探求ツアー造成事業

269 京都府
一般社団法人京都府北部地域連携都市圏振

興社 綾部地域本部
海の京都農泊ヴィーガン聖地化計画

270 京都府 森の寺 協議会 国宝 重要文化財を巡る「森の寺」ツアー事業

271 京都府 株式会社協栄 宇治川の景観美と風雅遊興の水辺アクティビティ体験事業

272 京都府 株式会社TAJIRO工房
「宇治茶×宇治の資源＝【体験と探究】」　のコンテンツプラットフォーム構築と運用　-"既

存の地域資源"と"新たな地域資源"とを掛け合わせ、相乗効果を-
273 京都府 株式会社ネイキッド 世界と繋がるデジタルアートと光の演出を中心とした夜さんぽ事業

274 京都府 学校法人大和学園 宮津・天橋立ガストロノミーツーリズム創出事業

275 京都府 一般社団法人Fogin 地域文化のつながりを収穫する旅「Harvest Journey」コンテンツ開発事業

276 京都府 トラディ合同会社
来てなるほど京都と大阪の間（はざま）！　～域内・域外の交流促進で、持続可能な

観光作りの基盤づくり～

277 京都府 一般社団法人京都山城地域振興社 国宝・石清水八幡宮「祭祀と直会（なおらい）」によるユニークべニュー事業

278 京都府 京都府笠置町 笠置・食のプロジェクト（仮題）

279 大阪府 株式会社はちけんや 水辺の四季彩 PROJECT　-秋編-

280 大阪府 住吉地区観光実行委員会
いよいよ住吉大社のインバウンド！多言語化(英語）された登録有形文化財に包まれ、

伝統野菜と文化を堪能事業

281 大阪府 日本航空株式会社
泉州まるごとレストラン！学生考案＆ファーストクラス機内食シェフ監修による泉州食材を

使った看板商品創出事業

282 大阪府 株式会社TryHard JAPAN シーサイドパークキャンプin泉大津(汐見公園)

283 大阪府 河内長野市観光協会 自然豊かで、多種多様な魅力にあふれる河内長野を満喫できるコンテンツを造成する

284 大阪府 藤井寺市観光協会 世界遺産のまち藤井寺におけるヒストリーツーリズム事業

285 大阪府 天領観光バス なにわのオールブルーがここにあり！泉南の西海岸で大冒険。

286 大阪府 一般社団法人阪南市観光協会 カキの看板商品化事業

287 大阪府 一般社団法人KIX泉州ツーリズムビューロ― 山と海に囲まれた岬町の環境保全活動を教材にしたSDGｓ教育旅行商品造成事業

288 大阪府 株式会社EMOSHARE アイドルイベントを活用した岬町活性化事業

289 兵庫県 神戸市の観光推進検討実行委員会
ダイバーシティを発見 第一弾！　神戸モダニズムの象徴「和洋館」で“多様性”体験造成

事業

290 兵庫県 神戸多言語推進協議会
令和３年度多言語解説整備事業を基軸とした神戸の農村歌舞伎舞台と里山景観を

活用した周遊・滞在型事業
291 兵庫県 神戸農村ツーリズム実行委員会 神戸農村の地域資源「茅葺き屋根」を活用した周遊観光コンテンツの造成

292 兵庫県 八光自動車工業株式会社 六甲山FOREST ADVENTURE

293 兵庫県 株式会社神戸新聞社 ひょうご発の資源循環ブランド「環(めぐる)」旅事業

294 兵庫県
特定非営利活動法人姫路コンベンションサポー

ト

地域ガイドと作る低速自動運転ロボットを使った移動弱者のための「姫路まちなみ観光

促進事業」
295 兵庫県 株式会社あきあかね 兵庫県初の海上運航の屋形船による海上観光コンテンツ拡大事業

296 兵庫県 株式会社MotherEarth
城崎温泉から電車で10分の「秘境」で育む “インナー・サステナビリティ” 　山陰海岸国

立公園「竹野海岸周辺」におけるレスポンシブルツーリズム推進事業

297 兵庫県 神美コミュニティ
「未来のパティシェ＆和菓子職人やお菓子好き、集まれ！『菓祖中嶋神社』目指して聖

地巡礼の旅」創出事業
298 兵庫県 全但バス株式会社 １人でも安心！ARプライベートガイド事業

299 兵庫県 赤穂観光促進実行委員会
北前船の交易で潤った町・赤穂、伝統の「坂越の嫁入り」を復活！～ウエディングツーリズ

ム～
300 兵庫県 日本コンベンションサービス株式会社 宝塚歌劇を軸とした" Takarazuka Luxury Time" 造成事業

301 兵庫県 一般社団法人三田市観光協会
”蒼の魅力”「三田青磁」クラフトツーリズム事業～三田青磁×四季＝五感で楽しむ「さん

だ」～
302 兵庫県 株式会社パソナ農援隊 御食国淡路島の食・自然・文化・人・交流を愉しむテロワールツーリズム事業

303 兵庫県 宍粟メイプル株式会社
関西の秘境 宍粟・赤西渓谷　森の中に現れるたたら場サイクリングツアー　Cycling

Routes around Healing　     宍粟型レスポンシブルツーリズム
304 兵庫県 株式会社PAGE 福崎町産もち麦で観光促進！新たなお土産とメニュー開発事業

305 兵庫県 湯村温泉観光協会 湯村温泉「湯掻き」コンテンツ造成事業

306 奈良県 株式会社NOTE奈良
日本最古の安産／子授／子育祈願所「帯解寺」を拠点とするウェルビーイング・ツーリズ

ムのツアー／体験コンテンツの造成

307 奈良県 JTB協定旅館ホテル連盟奈良支部
世界遺産「古都奈良の文化財」・伝統行事を空中探訪する新たな観光スタイル創出事

業

308 奈良県
西日本広域観光連携文化財活用奈良推進協

議会
古都奈良の文化と歴史を深く体験できるツアー造成

309 奈良県 一般社団法人橿原市観光協会
重要伝統的建造物群保存地区・今井町で江戸時代にタイムスリップ！茶人・今井宗久

縁の地で当時の人々の生活を感じるお稽古体験整備事業

310 奈良県 奈良テレビ放送株式会社
ここで、歴史が動いた。「大化の改新」の舞台で「飛鳥の文化・歴史」を体感する看板商

品の創出

311 奈良県 株式会社御所まちづくり 公衆浴場「宝湯」　まるごと地域のゲートウェイ化実証事業

312 奈良県 山添村観光協会 「星降る 羊の丘」看板商品化プロジェクト

313 奈良県 NPO法人信貴山観光協会 日本最古の毘沙門天霊場「信貴山朝護孫子寺」ナイトコンテンツ創出事業

314 奈良県 株式会社マルト 醤油×農業　発酵ガストロノミー実証事業

315 和歌山県 加太観光協会 絶景クルーズ＆スーパーフード体験 構築事業



看板商品創出事業 一般型採択支援事業（２次公募）
№ 都道府県 実施主体 事業名

316 和歌山県 株式会社和み 印南町の潜在的地域資源を活用した、町を“かえる”、町と”かえる” 活性化事業

317 和歌山県 一般財団法人熊野川町ふれあい公社 世界遺産の地で絶景・文化・絶品郷土料理を一度に楽しむ総合体験型観光ツアー

318 和歌山県 一般社団法人紀の川フルーツ観光局 事業者協力型自家用有償輸送を活用した「紀の川ぐるっと満喫」ツアー造成事業

319 和歌山県 有田川町教育委員会 田園風景に絵本を溶け込ませる「絵本の町 有田川」ツーリズム造成事業

320 和歌山県 美浜町 美浜町SDGs体験型サスティナブル観光ツアーコンテンツ造成事業

321 和歌山県 株式会社白浜館
「食」と「自然」を通じた新たな「白浜ブランド」創出への挑戦　～ミシュランクラスポップアッ

プレストラン実証事業～

322 和歌山県 一般社団法人南紀ウエルネスツーリズム協議会

世界遺産・熊野古道の入口の町・上富田町が観光消費獲得へ初挑戦！  参拝前の

身体を清める水垢離から、お供となる古道杖作りまで、参拝"準備"の地と位置づけた体

験コンテンツ造成事業
323 和歌山県 太地町 気軽な立寄り観光促進のための情報、コンテンツ提供サービス実証事業

324
和歌山県、

大阪府
丸和運輸株式会社 プライベートハイヤーで行く果物ツーリズムの造成

325 鳥取県 米子市観光協会
絶景と歴史の面影をめぐる『最強の城・米子城「天守テラス」』を中心とした滞在コンテンツ

造成事業

326 鳥取県 株式会社Workplays 第三セクター若桜鉄道と電動キックボードの周遊プラン造成事業

327 鳥取県 ファミリーイナダ株式会社 山陰リトリート　～上質な時間旅によるReproduce～

328 鳥取県 株式会社スマイルキューブ サウナでつなぎ、サウナでととのえる、地域の自然と文化～日野川サウナツーリズム～

329 島根県 一般社団法人松江市観光協会玉造温泉支部
玉造温泉のある松江市玉湯町で、若者中心で急増中のベッドタウンの住民と、戻り始め

る温泉宿泊客の「新たな湯治場」を舞台にした看板商品づくり

330 島根県 松江旅館ホテル組合 宍道湖を活用した観光コンテンツ

331 島根県 株式会社つぎと出雲 まちの記憶と日本海の恵みを食す”北前船フレンチ“拠点開発

332 島根県 出雲市文化芸術振興実行委員会 出雲アニメツーリズム創出事業

333 島根県 株式会社さんべ開発公社 島根県大田市・日本遺産を活用したアンダーグラウンドツアー

334 島根県 特定非営利活動法人おっちラボ
神話の里×神事（たたら製鉄・神楽）を通し、森林資源活用について考える-シン・森

遊び環境循環型研修コンテンツ造成事業

335 岡山県 OKAYAMAまちおこし隊 「食」によるまちおこし「白桃チャツネの岡山カレー」

336 岡山県 株式会社天満屋 「晴れの国おかやまの新たな看板商品」の開発、及び、持続的な販路の確立事業

337 岡山県 公益社団法人津山市観光協会 津山まなびの鉄道館（旧津山扇形機関車庫）を基軸とした懐かしい鉄道のまちづくり

338 岡山県 一般社団法人デスティネーションせとうち
自転車を軸とした地域資源の活用を目的とした新たなツーリング及び自転車ツーリズム看

板商品創出事業
339 岡山県 日本航空株式会社 世界が認めた満天の星を楽しむ「星降るレストラン」×「観光DX・インバウンド対応」事業

340 岡山県 一般社団法人高梁市観光協会 城下町の周遊性向上と産品活用機会創造事業

341 岡山県 高梁ジャパンレッド観光推進協議会
日本遺産「弁柄と銅の町 備中吹屋」　まちと特産品をジャパンレッドでつなぐ高梁の魅力

看板商品化

342 岡山県 備前観光促進実行委員会
豪商が愛でた備前焼がつなぐ日生港と伊部の町並み活用事業　～3つの日本遺産が織

りなす観光資源を磨く～

343 岡山県 一般社団法人真庭観光局 勝山町並み保存地区活性化とサイクルツーリズム促進事業

344 岡山県 一般社団法人湯原観光協会 DXで実現する『湯原温泉から中世の情景へといざなう式内八社の里めぐり』事業

345 岡山県 一般社団法人むらづくり新庄村 日本一美しい村・新庄村 地方創生DAOによる「発酵食品」看板商品化事業

346 岡山県 一般社団法人ビジット奈義 雲海の見える棚田×サウナを軸としたアウトドア体験による看板商品創出事業

347 岡山県 美咲町物産センター生産者組合 「ミサキノミヤゲ」商品造成事業

348 広島県 広島横川クラフトツーリズム推進委員会 ー平和＆宮島に次ぐ観光の柱へー 広島横川クラフトツーリズム推進事業

349 広島県 一般社団法人呉観光協会

軍艦「大和ミュージアム」偏重型観光地からの脱却！ 来訪者の約6割を超えるカップル・

夫婦・ファミリー層を狙い消費増に繋げる、地元に愛される呉グルメを巡る周遊コンテンツ

整備事業

350 広島県 竹原島旅観光推進協議会
多島美を望むクルージングと地元ゆかりのお酒と食を通じた竹原の魅力を味わいつくす観

光コンテンツ造成事業

351 広島県 三原テレビ放送株式会社 アートで生み出される三原の魅力～アーティスト目線でみる三原の魅力の追体験～

352 広島県 インド料理専門店アンナ・プルナ Manufacture Tourism

353 広島県 福塩線対策協議会 サイクルトレインを活用した福塩線サイクリングルート造成事業

354 広島県 株式会社FOREST WORKER 比婆山信仰、たたら製鉄、持続可能な林業による庄原の森林ツーリズム創出事業

355 広島県 賀茂鶴酒造株式会社 蔵人体験プレミアムツア－事業

356 広島県 もっと「宮島」。推進委員会 知られざる「宮島杓子の生みの親 "Monk SEISHIN" 」観光コンテンツ強化事業

357 広島県 一般社団法人地域商社あきおおた
ふれて、心に残るもの。「木のぬくもり」「里山料理」「神楽」を五感で味わう「あきおおたから

（安芸太田の宝物）」看板商品創出事業

358 広島県 一般社団法人地域商社あきおおた
『地域で守る、広島県内で一番人口の少ない町でつむぐ「伝統文化」』ナイトタイムエコノ

ミー造成事業
359 広島県 一般社団法人世羅町観光協会 花とフルーツ　駅伝のまち　せら高原RUNRUNプロジェクト

360
広島県、東

京都
株式会社空・道・港 食材の宝庫「プリンのまち三原」観光コンテンツ創出事業

361 山口県 一般社団法人宇部観光コンベンション協会

まるごと“アート”のまち 宇部！美的感覚を刺激する“新”周遊滞在コンテンツ造成事業

～200点以上の作品巡り×360度茶畑の自然美ティータイム×歴史的建造物で地産

地消グルメ堪能～
362 山口県 一般社団法人美祢市観光協会 新たな観光コンテンツ「トゥクトゥク」を活用した美祢市の着地型観光磨き上げ事業

363 山口県 一般財団法人周南観光コンベンション協会 周南のまちでタイムトラベル？！～ＡＲで昔の建物を見ながらまちあるき～

364 山口県 株式会社コミクリ YAMAGUCHI　Luxury　BOOK



看板商品創出事業 一般型採択支援事業（２次公募）
№ 都道府県 実施主体 事業名

365 徳島県 四国旅客鉄道株式会社 にし阿波の地域資源と地域ガイドを活かしたオンライン旅行商品開発販売事業

366 香川県 瀬戸内ワークス株式会社 瀬戸内の日常に出会うEBIKEサイクルツアー

367 香川県 琴平町観光協会
ライブエンターテイメントの集積地プロジェクト　～現代サーカスでイマジネーション溢れる

町・琴平～
368 愛媛県 株式会社ごごしま 松山版コミュニティツーリズム　チャレンジ

369 愛媛県 寺子屋株式会社 えひめ100%しまなみフルーツを使用したジャム販売事業

370 愛媛県 特定非営利活動法人シクロツーリズムしまなみ
しまなみワーケーションツーリズム～まちと人・企業が一体となった持続可能な地域づくり事

業～
371 愛媛県 one team imabariコンテンツ協議会 今治市教育旅行向け班別タクシー研修プログラム開発事業

372 愛媛県 日本航空株式会社 観光列車「伊予灘ものがたり」を活用したプレミアツアー造成事業

373 愛媛県 一般社団法人西予市観光物産協会
「四国西予ジオパーク」に潜む隠れた人文資源を開拓。「西予の知的好奇心」を楽しむ

新商品の開発
374 愛媛県 伊方町 「さだ岬＝心身ともに美しく」健康グルメ・付加価値商品＆地域運用体制構築

375 高知県 宗教法人竹林寺 五台山ミニ八十八カ所巡りコンテンツ開発事業

376 高知県 OーSHIKOKU合同会社

世界ジオパーク認定の室戸市ならでは！ダイナミックな自然が生み出す「奇跡の食材」を

採る・集める・作る・食べる！絶景が最高の調味料になる究極の”ジオめし作り体験”造

成事業

377 高知県 一般社団法人物部川DMO協議会
「物部川ユニバーサルツーリズム」第二弾～＜地産地消のヴィーガン＞による「食のユニ

バーサル」観光実証事業

378 高知県 宿毛市
地産農水産物フードロスを解消するメニュー・加工品開発によるグルメサイクルツーリズム

事業
379 高知県 合資会社釈氏観光 足摺岬の自然を楽しむツアーなどに参加しよう事業

380 高知県 たつくし海中観光株式会社 国立公園の自然で、健康増進と交流イベントに参加しよう事業

381 高知県 大川村
日本最少人口から脱した村で国内在留の外国籍⼥性がウェルビーイングをヘルシーな体

験で味わう、山村および集落体験型旅行事業

382 高知県 しまんと街おこし応援団
日本最後の清流「四万十川」の鮎を使った新たな名物料理の創出と連携した鮎漁体験

商品開発事業

383 福岡県 株式会社VCドリームス
サイクルツーリズムとスポーツツーリズムの融合～スポーツとしての自転車の楽しみを日常化

させる事業
384 福岡県 株式会社SAMURAI SQUARE 柑橘農園の遊休スペースを活用したキャンプサイトの創設及び周辺地域の活性化事業

385 福岡県 福岡市漁協小呂島支所 小呂島のブリを架け橋にした観光誘客事業

386 福岡県 合同会社みのうのみ みのう北麓ふるさと文化自然体験学校

387 福岡県 株式会社NOTE八⼥
八⼥観光の新しい顔となる食事・伝統工芸アートを創出、滞在・体験・購入をマネジメン

トしたパッケージ商品「食とアートのプレミアムトリップ八⼥」造成事業
388 福岡県 一般社団法人美節 紫を通じた地域ブランディングの向上による看板商品創出プロジェクト

389 福岡県 株式会社ブルースカイ
ただ撮って祈って帰ってしまう「太宰府」を付加価値のある体験スポットへ！手ぶらで、地

元を知り尽くすフォトグラファーと、自分だけの強運を引き寄せるフォトツーリズム創出事業

390 福岡県 株式会社ローカルデベロップメントラボ
「水のまち」うきは 自然体験アクティビティ創設事業　水の聖地巡礼　至高の水風呂サウ

ナをはじめとしたアクティビティツアー

391 福岡県 一般社団法人嘉麻市観光まちづくり協会
北欧流 自然享受権のある文化を嘉麻から日本へ提案　“どこでもキャンピング”×「食・文

化歴史」とをかけあわせたグリーンツーリズム事業

392 福岡県 株式会社小石原ドットコム
小学校跡地を活用したリノベーション複合施設が生み出す、滞在型都市農村交流コン

テンツの創出事業　～福岡一小さなムラにある交流拠点の新たな挑戦～
393 福岡県 一般社団法人ATOCHI DESIGN 地域の食文化を育てて味わい学ぶ連続滞在型コンテンツ創出事業

394 福岡県 株式会社ツクローネ吉富 海を育てるツーリズム「吉富 鏡の海岸物語」

395 佐賀県 株式会社サガテレビ 佐賀平野を一望！熱気球朝日鑑賞と日本酒で乾杯ツアー造成事業

396 佐賀県 いきいき唐津株式会社
続・やきものツーリズム～窯元・食・人が映し出す唐津焼グルメの奥深い魅力を磨き上げ

～

397 佐賀県 一般財団法人武雄市観光協会 武雄式 細マッチョ・リボーンプロジェクト ～SOYば食べんね～

398 佐賀県 株式会社日宣 武雄温泉の体験価値をアップデートする「ひらめき湧く街」事業

399 佐賀県 一般社団法人鹿島市観光協会 酒蔵文化の残る街に、新たな食「鹿島ヌードル」ペアリング構築事業

400 長崎県
長崎のもざき恐竜パーク指定管理者 大成

NOMONグループ
地域でつくる「もうひとつの長崎観光」看板商品創出事業

401 長崎県 株式会社INTERMEDIA 「水の都」島原でのワーケーション「湧くワーク」高付加価値化事業

402 長崎県 株式会社patina 伝建地区「神代小路」を活用した滞在コンテンツ群造成事業

403 長崎県 株式会社高山
【波佐見クラフト・ツーリズム産業】のさらなる推進を目指した「クラフトツーリズム・ベース

TAKAYAMA」を核としたオープンファクトリー体験商品・ツアー造成
404 熊本県 熊本武士道ツーリズム協議会 「芸術を愛した侍」　熊本の侍ツーリズム推進事業

405 熊本県 金栗四三ランニングステーション協議会 玉名市の新しい観光価値への挑戦～「金栗四三ランニングステーション」プロジェクト～

406 熊本県 宇土市観光促進実行委員会 明らかになった課題解決に全集中！　「日帰り」にこだわる継続可能なコンテンツ開発

407 熊本県
特定非営利活動法人ひとづくりJAPANネットワー

ク

ポストシルバー登山者や障がい者が大自然を満喫できるDX型景観観光商品「上天草ド

ローン観光パラダイス計画」

408 熊本県 一般社団法人宇城市観光物産協会
世界遺産 × 「完全現存」日本最古の近代的港湾　三角西港に観光コンテンツを作

る！
409 熊本県 公益財団法人阿蘇地域振興デザインセンター 素敵⼥子の阿蘇たびコンテンツ造成事業

410 熊本県 天草八十八ヶ所霊場巡りプロジェクト 天草八十八ヶ所霊場巡りでの癒しのプログラム商品化事業

411 熊本県 魚貫崎の自然と文化を守り伝える会 南天草魅力再発見！歩き、漕ぎ、採れたて食で、ウェルネス！看板商品創出事業



看板商品創出事業 一般型採択支援事業（２次公募）
№ 都道府県 実施主体 事業名

412 熊本県 下田温泉旅館組合
天草の夕日を独り占め。夏だけではない「サンセット」の下田温泉×至福の『ととのい』の融

合による看板商品創出事業事業

413 熊本県 有限会社学会旅行センター熊本
潜伏キリシタンが紡いだ歴史文化と海山に囲まれた豊かな自然景観を活かしたガイドツ

アーによる周遊・滞在商品造成事業
414 熊本県 さいばーとれいん 日本漫画ブームを活用した漫画食等体験型観光プログラム造成事業

415 熊本県 株式会社Foreque サステナブルツーリズムの構築 -観光コンテンツの造成-

416 熊本県 阿蘇ウエルネスツーリズム推進協議会 阿蘇の大自然で過ごす『ウエルネスツーリズム』推進事業

417 熊本県 特定非営利活動法人愛郷吉無田 恐竜化石産出地層をE-MTBで駆ける！　吉無田高原とE-MTBで結ぶ！

418 熊本県 一般社団法人パレット
アクティビティと朝食をセットで楽しむ「朝活こうさてん」の造成およびインバウンド受入強化

事業

419 熊本県 株式会社山都でしか
「有機農業日本No1のまち」を活用した山都でしかできないサステナブル体験 九州の真

ん中でオーガニックライフを五感で感じるファムニックツアー

420 大分県
一般社団法人 別府市産業連携・協働プラット

フォーム B-Biz LINK

温泉のメッカ別府で温泉文化の未来を探るデジタルアート宇宙体験プロジェクト～「宇宙

×温泉×デジタルアート」で新 たな化学反応を～

421 大分県
一般社団法人竹田市健康と温泉文化・芸術

フォーラム
「飲んで効き、長湯して利く炭酸泉」で生体リズムを整えるー連泊型温泉ワ―ケーション

422 大分県 株式会社ドリームファーマーズJAPAN ぶどうを通して安心院の「ヒト」「コト」「モノ」「バショ」を体験 『安心院ぶどうツーリズム』事業

423 宮崎県 ひなたフルーツツーリズム推進協議会 南国みやざきでフルーツの旅「生産者マインドを学ぶ！！」

424 宮崎県 特定非営利活動法人ひむか感動体験ワールド
九州ナンバーワンの海、山、川に恵まれたアウトドア天国のべおか！ のべおか滞在型アド

ベンチャーツーリズムの商品の創出
425 宮崎県 株式会社Nazuna Obi 歴史的観光資源と12種類もの地元柑橘系フルーツ中心としたアフタヌーンティー事業

426 宮崎県 株式会社狼煙 飫肥城下町伝統芸能＆アートによるサスティナブルツーリズム商品の構築

427 宮崎県 高千穂町 祖母・傾・大崩ユネスコエコパーク　アドベンチャーツーリズム造成事業

428 鹿児島県 鹿児島市観光促進実行委員会
鹿児島市内回遊型観光のV字回復！　交流人口ゾーンへの引き込みと関係人口ゾー

ンへの引き上げ事業

429 鹿児島県 株式会社千日1・4開発
新複合商業施設を拠点に、商店街や史跡旧跡等を活かした滞在型コンテンツ開発と都

市観光の推進事業

430 鹿児島県 合同会社あくね舎 海衆・山衆の農村漁村生活体験モデルツアー事業

431 鹿児島県 株式会社いづる
出水の食文化と歴史を味わう観光滞在の提供を念頭に置いた「出水麓収穫芸術祭」ツ

アー造成実証事業
432 鹿児島県 株式会社薩摩川内市観光物産協会 薩摩川内に行く目的を創出する看板コンテンツ造成事業

433 鹿児島県 日置観光事業推進実行委員会 日置の風光明媚な景色・街並みを着物で巡るフォトジェニックツアー造成事業

434 鹿児島県 有限会社河内菌本舗
”麹とお茶”が創出する霧島ガストロノミーツーリズム～霧島食文化継承による持続可能

な健康への旅～
435 鹿児島県 一般社団法人おきのえらぶ島観光協会 海洋ごみ資源化サステナブルツーリズム事業

436 沖縄県 株式会社ロワジール・ホテルズ沖縄 三重城温泉と地域資源を活用したウェルネスコンテンツ創出事業

437 沖縄県 八重山闘牛組合 石垣島の文化と歴史と食を、ダイナミックに伝える「闘牛ツーリズム」創出への挑戦

438 沖縄県 有限会社安栄観光

日本最大級のEV船を舞台に楽しむエコの新定番を石垣島から！？～フードロスに苦し

む島の魚・果物・野菜を無駄なく食べ尽くすディナーから、「軽石×漂着物」での宝物作り

体験まで～

439 沖縄県 有限会社八重泉酒造

離島課題の全天候型体験開発で消費・満足度の更なる拡大を目指す！オリジナル泡

盛作りから地場のおつまみ、器、コースター作りまで、島尽くしのタクシー付きほろ酔い体験

造成事業
440 沖縄県 株式会社シー・テクニコ 北半球最大のサンゴと沖縄離島文化を遺す持続可能なラグジュアリーツアー創出事業

441 沖縄県 名護市の観光発展を考える実行委員会 アルカシルカ(一切合切)！ 「まつり」を通じて魅力発信事業

442 沖縄県
ビチェリン・アジアパシフィックアンドミドルイースト株

式会社
Bicerin OKINAWA COFFEE Project

443 沖縄県 一般社団法人糸満市観光協会

漁業・農業で栄えた糸満の食に特化！「漁師×市民の台所×地場産業」がタッグを組

み、初開催の週次ナイトマルシェを核に市内の体験・宿泊に繋げる周遊コンテンツ造成事

業

444 沖縄県 ワイド－aiプロ株式会社

日本で唯一の「闘牛のまち」宣言！3000人集まる熱狂コアファン中心から裾野の拡

大！ライト層新規獲得に向けて街ぐるみでの初タッグで取り組む観光闘牛コンテンツ造成

事業
445 沖縄県 株式会社PATHFINDER沖縄 ミーバイ陸上養殖施設を活用したSDGs教育プログラムの造成事業

446 沖縄県 有限会社プロシード 世界自然遺産登録地に隣接する壮大な自然を楽しみ、学ぶ授業(事業)

447 沖縄県 株式会社ゴールドストーンブラザーズ 沖縄恩納村の自然と最新アクティビティの融合で次世代観光

448 沖縄県 有限会社TM.Planning

教育旅行向けホームステイ型民泊を離島ビギナーな訪日ファミリー向け開発に初挑戦！

定番の美ら海水族館から船で30分で行ける離島で、島人に出会い、巡り、暮らすように

旅する滞在プラン造成事業

449 沖縄県 沖縄うみんちゅ倶楽部

沖縄で唯一観光協会がない与那原が、沖縄で唯一24時間出航可能な与那原マリー

ナを生かした挑戦！多世代ファミリーが貸切で海を安心して楽しみ尽くせるプレミアムレ

ジャー体験創出事業

450 沖縄県 FM久米島株式会社
聴取率70%の地元コミュニティラジオには、島の全てがつまっている！～人気番組が飛び

出した!? 『久米島ラジオの旅』事業～

451 沖縄県 一般社団法人シラハマコイナ
西表島・伝統祭事・海神祭と集落文化を次世代につなぐ持続可能な観光商品創出事

業



看板商品創出事業 一般型採択支援事業（２次公募）
№ 都道府県 実施主体 事業名

452 沖縄県 加屋真島観光開発株式会社

秘境・無人島「カヤマ島」を1組限定で貸切！日本初「星空保護区」の独り占めから、船

で結ばれた島の行き来で繋がる地元民との文化・交流体験まで、究極のプレミアム滞在

創出事業


