
看板商品創出事業 文化資源連携型採択支援事業
№ 都道府県 実施主体 事業名

1 北海道 デネブ株式会社 函館市の縄文文化における国際観光に対応した多言語化事業

2 北海道 小樽北運河ツーリズム推進協議会 明治・大正にタイムトラベル！小樽観光のイメージがちょっと変わる「北運河」の旅 事業

3 北海道 小樽商工会議所青年部 小樽市内の日本遺産構成文化財をめぐるWEBアプリ型観光ガイドマップ制作事業

4 北海道 公益財団法人似鳥文化財団小樽事務所 AR（拡張現実）を活用した重要文化財の歴史的魅力発信事業

5 北海道 炭鉄港推進協議会 『さあ、めしの時間だ！』　日本遺産を食で巡る新・炭鉄港めし開発事業

6 北海道 三笠ジオパーク推進協議会
旅マエ、旅ナカ、旅アトにおける顧客の体験ストーリーと音声ガイダンスシステムを活用した

地域の観光活動DX化事業

7 北海道 北石狩地域観光まちづくり協議会

「北海道石狩市 北の漁場と畑と人情に、飛び込み、染まる、地域密着型コンテンツ造成

事業」～歴史あるニシン漁と絶滅危惧の地域野菜、地元の料理の達人（かあちゃん）

に学ぶ郷土料理を主題にして～

8 北海道 神の国ファンクラブ
「中世の和人とアイヌの歴史が体感できる国内唯一の山城群」を核とした“なまら面白い”

コンテンツ造成事業

9 北海道 長沼町
特別天然記念物タンチョウをシンボルにした観光受入体制整備及びツアー商品造成事

業
10 北海道 株式会社NEPKI 沙流川の恵みが育むアイヌ伝統料理とアートの協奏「AINU ALIVE」プロジェクト

11 北海道 太陽の森ディマシオ美術館 「泊まれる美術館」大自然のナイトミュージアム＆スモールラグジュアリーステイ

12 北海道 南知床標津町観光協会 鮭の聖地一万年の源流満喫プログラム創出事業

13 青森県 弘前市 HIROSAKI Heritage ～建築観光の高付加価値化と収益循環促進事業～

14 青森県 黒石市 黒石市食文化を活用した地域活性化事業

15 青森県 一般社団法人十和田奥入瀬観光機構
特別名勝及び天然記念物かつ国立公園の十和田湖を十和田市の伝統芸能×昭和

歌謡で楽しむムーンクルーズ

16 岩手県 旅する羊
盛岡に受け継がれる「技」、未来へ受け継ぐ「芸」。伝承が織り成す盛岡の歴史「モリオカ

ヒストリーショット」

17 岩手県 旅する羊 深掘り！ホームスパンの生産現場！～老舗工房＆牧場見学～

18 岩手県 久慈市 「地域の宝！郷土食『まめぶ』　一椀の探求・堪能の旅」創出プロジェクト

19 岩手県 一般社団法人世界遺産平泉・一関DMO
「Hello Haiku！」松尾芭蕉ゆかりの地　世界遺産平泉町における俳句観光・物産コン

テンツ造成事業

20 岩手県 縄文OneThird 世界遺産　御所野縄文公園を活用した縄文マインドフルネスツアー＆イベント

21 宮城県 仙台寺社仏閣多言語化事業実行委員会 仙台市内エリアの神社巡りによる参拝者を継続的に誘導するための取り組み事業

22 山形県 株式会社庄交コーポレーション 出羽三山 奥の院 湯殿山エリアの看板商品創出事業

23 山形県 株式会社フーデライト庄内
旅マエから旅アトまで、E-Bikeとノンバーバル観光ガイドアプリでもっと楽しむ日本遺産出

羽三山の旅
24 山形県 鶴岡食文化創造都市推進協議会 ユネスコ食文化創造都市「鶴岡」看板商品の創出事業

25 山形県 宗教法人熊野神社 「卯年ご縁年」熊野詣で名産開発事業

26 福島県 株式会社Creator's NEXT AIを活用した日本遺産「会津の三十三観音めぐり」謎解き事業

27 福島県 株式会社孫の手 日本遺産「未来を拓いた『一本の水路』」がもたらした郡山の食資源発信事業

28
茨城県、山

梨県
ワイン文化日本遺産協議会

ナイトタイムエコノミーを活用した“日本ワインの聖地“を訪れる  『夜のワインアカデミー』実

証事業

29 栃木県 一般社団法人ましこラボ 日本遺産の益子焼と地域の食・文化が育んだ「益子・土のガストロノミーツーリズム」事業

30 千葉県 一茶双樹記念館
『流山白みりん』が起こした“食の革命”と、もたらされた文芸“俳句”を魅せる ～流山本町

活性化プロジェクト～
31 千葉県 KATORI ONE PROJECT実行委員会 KATORI ONE PROJECT（カトリ　ワン　プロジェクト）

32 千葉県 株式会社飯沼本家
飯沼本家「次世代観光酒蔵化プロジェクト」　～酒々井の伝統文化財「きのえね

omoya」からわくわくを発信します～
33 東京都 一般社団法人千代田中央文化交流推進機構 神田明神 先端技術を活用した映像発信事業

34 東京都 株式会社アド・インターフェース 伝統芸能をダイジェスト鑑賞！浅草芸妓踊りとお座敷遊び体験ツアー事業事業

35 東京都 東京都台東区

上野東照宮から始める江戸たいとうサスティナブル

文化・歴史・伝統を紡ぐ観光地で学習体験　保存と継承を目的とした文化財の高付加

価値化事業
36 東京都 特定非営利活動法人にしたま 東京で育つ「国産ハーブ」クロモジを活用した新しい看板商品創出事業

37 神奈川県 株式会社ルートアンドパートナーズ
横浜独自の人的資源と有形・無形の文化資源のコンビネーションをフルに活用した横浜

版スーパージャパニーズ ツーリズム創出事業

38 神奈川県 ANAあきんど株式会社 『日本遺産を中心として横須賀を深く学ぶツアー』造成事業

39 神奈川県 株式会社トライアングル 漆黒の東京湾に輝く日本遺産を見に行く～猿島ナイトミュージアム

40 神奈川県 伊勢原市地域文化財保存活用協議会 令和４年度　伊勢原市文化財映像コンテンツを活用した地域活性化事業

41 新潟県 上越文化財観光促進協議会 「百年建築」と「千年食材」による高付加価値事業

42 新潟県 公益社団法人新潟県観光協会 佐渡金山をフックにした県内周遊ルート形成事業

43 新潟県 株式会社龍言
地域とつながる泊まれる文化財「ryugon」による雪国文化を軸とした新たな旅行需要創

出事業需要

44 富山県 一般社団法人地域・観光マネジメント タイムトリップ！古地図や古写真等で失われた越中富山をめぐる旅

45 石川県
いしかわ工芸・文化財デジタルコンテンツ推進協

議会
石川県立美術館 ３Dモデリングによる体験型デジタルミュージアム

46 石川県
いしかわ工芸・文化財デジタルコンテンツ推進協

議会
兼六園周辺文化の森 レトロ建築デジタルアーキテクチャーツーリズム

47 石川県 株式会社冨士交通 いしかわの文化を辿る　「禅と膳の旅」

48 石川県 一般社団法人能登半島広域観光協会 能登の祭りと食の共創型コンテンツデザインプロジェクト

49 福井県 株式会社まちづくり小浜 SABAKAIDO TRAVEL「e-bikeで辿る、交流の道・鯖街道」



看板商品創出事業 文化資源連携型採択支援事業
№ 都道府県 実施主体 事業名

50 福井県 一般社団法人大野市観光協会 「結の故郷」越前大野城で稼ぐ観光事業

51 福井県 一般社団法人あわら市観光協会 森に潜む神宮寺城跡で戦国合戦体験

52 福井県 福井鉄道株式会社 鉄道と港の町敦賀　鉄道遺産ツーリズム販路開発事業

53 山梨県 株式会社GATES 日本遺産”甲州の匠の源流・御嶽昇仙峡”での新たな看板商品創出の取り組み

54 山梨県 北杜ガストロノミーツーリズム促進協議会
八ヶ岳山麓の気候風土が生んだ食材・習慣・伝統・芸術を感じるサステナブルな旅「北

杜ガストロノミーツーリズム」

55 山梨県 みのぶ農泊地域連携協議会
「あけぼの大豆」の地域看板商品化による、地域食文化を核とした、地域の新たな訪問

価値創造と新たな訪問客層の創出
56 長野県 城山公園一帯観光活性化協議会 長野市文化・芸術・歴史の発信拠点「信都ランドスケープミュージアム」構想

57 長野県 一般財団法人仁礼会 大谷・米子不動古道復活事業

58
長野県、岐

阜県
True Japan Tour株式会社

「木の文化」を活かして、旧中山道の魅力を多角化する体験型ツアーの創出

～将来的なインバウンド活用を見据えて～
59 岐阜県 ぎふ歴史遺産活用推進協議会 「日本遺産『信長公のおもてなし』が息づく戦国城下町・岐阜」体感ツアー造成事業

60 岐阜県 一般社団法人奥飛騨温泉郷観光協会 奥飛騨温泉郷　サスティナブル・ウェルネスツーリズム月間事業

61 静岡県 掛川観光協会 大日本報徳社多言語解説整備及び掛川学び旅プログラム開発・発信事業

62 静岡県 菊川市茶業協会 「深蒸し菊川茶」産地ツアー造成事業

63 愛知県 岡崎市
2023年大河ドラマ「どうする家康」との相乗効果を狙った、”劇場型”の城下町滞在体験

コンテンツ造成事業
64 愛知県 岡崎市ナイトタイムエコノミー推進協議会 大河ドラマ経済効果最大化に向けた家康武将隊×3Dホログラムパッケージ造成

65 愛知県 株式会社トヨタエンタプライズ
半田生まれの幻の“カブトビール” 当時のビール工場である半田赤レンガ建物を活用した

体験メニュー造成事業

66 愛知県 特定非営利活動法人半田市観光協会
醸造文化の磨き上げによるガストロノミーツーリズムの造成とナイトタイムエコノミーの創出

事業

67 愛知県 美浜町観光協会
源義朝公終焉の地、野間大坊の”未公開の秘宝”特別展示と義朝公ゆかりの史跡を訪

ねて
68 三重県 一般社団法人明和観光商社 神宮ゲートウェイ『明和さいくうリング』創出事業

69 三重県 一般社団法人明和観光商社
国指定史跡「斎宮」や日本遺産を活用した住民参加型の集客装置「斎王の庭（花ば

たけ）」の マネタイズ化事業

70 三重県 一般社団法人明和観光商社 神宮ゲートウェイ・レストランバス活用による新たな食文化体験創造事業

71 三重県 株式会社ヒツキ 神宮ゲートウェイ・「伊勢めいわブランドqu」観光特化型地域ブランド創出事業

72 滋賀県 宗教法人園城寺 三井寺・ユネスコ「世界の記憶」登録に向けた看板商品創出事業

73 滋賀県 近畿日本ツーリスト株式会社滋賀支店
30年越しの悲願！2024年世界遺産を目指す地域最大の文化資源－国宝・彦根城

の多言語解説整備

74 滋賀県 合同会社ひといき 長浜ふなずし看板商品化推進事業

75 滋賀県 一般社団法人甲賀市観光まちづくり協会 甲賀の中世城郭跡を活用した忍者テーマの合戦体験アクティビティの開発

76 滋賀県 臨済宗永源寺派大本山永源寺 禅の古刹大本山永源寺インバウンド誘客促進調査事業

77 京都府 一般社団法人公共事業研究開発 おひがしさん門前未来プロジェクト

78 京都府 一般社団法人嵯峨嵐山観光文化振興会 天龍寺の静寂な早朝参拝と嵯峨嵐山ならではの朝ごはん

79 京都府 一般社団法人てこらぼ 日本の染色技法を伝える「クラフト・ツーリズム」実証事業

80 京都府 株式会社京都産業振興センター 伝統産業における持続可能な観光コンテンツ創出事業

81 京都府
株式会社ジェイアール東海エージェンシー京都支

社
世界文化遺産　醍醐寺の歴史文化体験ツアーとバーチャルツアーの制作と販売

82 京都府
株式会社ジェイアール東海エージェンシー京都支

社
｢能楽おもしろ講座｣のスペシャルツアーとデジタルコンテンツの制作と販売

83 京都府 株式会社ライフサポート関西 日本の伝統・芸能文化の歴史を感じられるサスティナブルビジネス化事業

84 京都府 株式会社らくたび Living History in 京都・二条城～大正天皇ご即位の大饗宴を現代に～

85 京都府
ＫＹＯＴＯ‘ｓ　３Ｄ　ＳＴＵＤＩＯ株式会

社
京と右京に伝わる伝統芸能嵯峨大念佛狂言の体験プログラム造成事業

86 京都府 公益財団法人南観音山保存会
『祇園祭「南観音山」の裏舞台から地域伝統文化の継承を考える』学びと体験の創出

実証事業
87 京都府 宗教法人隨心院 小野小町ゆかりの山科区看板商品創出事業

88 京都府 宗教法人本能寺 本能寺の変を中心とした看板コンテンツ制作事業

89 京都府 総本山仁和寺 仁和寺の秘宝多言語解説整備事業

90 京都府 特定非営利活動法人伏見観光協会 京都・伏見港の賑わい創出！ 伏見の清酒プレミアム舟＆水上アクティビティ事業

91 京都府 京都府 京都の食文化・無形文化財「京料理」の魅力発信事業

92 京都府 一般社団法人森の京都地域振興社 C R O S S✖ 綾部「黒谷和紙の秘境」で実体験する和紙職人としての「暮らしビティ」

93 大阪府 大阪府登録文化財所有者の会 登録文化財デザイン商品化事業

94 大阪府 公益財団法人大槻能楽堂 能楽の魅力を発信する体験型コンテンツの創出事業

95 大阪府 住吉地区観光実行委員会 住吉大社が販売　登録有形文化財に包まれて伝統芸能となにわの伝統野菜を堪能

96 大阪府 枚方文化観光協会 くらわんかツーリズム「枚方宿まちまるごとアートミュージアム」事業

97 大阪府
一般社団法人泉佐野シティプロモーション推進

協議会

「アウトドアブランドの山岳メソッド」×「体育大学の武道ノウハウ」で地域資源の活用による

「稼ぐ力」を育みます！ 修験の聖地「日本遺産・犬鳴山」で挑む産学連携の「修行ツーリ

ズム」＠泉佐野
98 大阪府 河内長野市日本遺産推進協議会 かわちながの中世まるごと体感コンテンツ開発事業

99 大阪府
西日本広域観光連携文化財活用岬町推進協

議会
日本遺産や文化財を巡る旅の創出事業

100 兵庫県 株式会社ハコスコ 須磨寺でVR技術を活用したモニターツアー整備事業



看板商品創出事業 文化資源連携型採択支援事業
№ 都道府県 実施主体 事業名

101 兵庫県 特定非営利活動法人J-heritage 湊川隧道活用を目的としたVRガイドツールの整備と地域を巻き込んだ観光事業の推進

102 兵庫県 電鉄商事株式会社 世界遺産 姫路城でVR技術を活用したモニターツアー整備事業

103 兵庫県 一般社団法人あこう魅力発信基地
「Sel de la vie（人生の塩）」　赤穂で人生にちょっとしたスパイスを　ひとつまみの塩が

つなぐ看板商品造成事業

104 兵庫県 特定非営利活動法人高砂海文化21C
日本遺産　北前船寄港地・船主集落集客事業　～帆船みらいへで巡る日本遺産　北

前船寄港地・船主集落～

105 兵庫県 公益財団法人淡路人形協会
淡路人形浄瑠璃の野掛け小屋復活事業 ～全国各地で行われてきた「野掛け」による

巡回興行を約100年ぶりに復活させる～
106 兵庫県 電鉄商事株式会社 竹田城と城下町でVR技術を活用したモニターツアー整備事業

107 兵庫県 特定非営利活動法人J-heritage 生野鉱山の文化的景観と現代アートを組み合わせた高付加価値観光事業

108 兵庫県 佐用町 山城・宿場町など歴史的資源を活用した地域づくり事業

109 奈良県 株式会社小学館集英社プロダクション
旧奈良監獄の価値理解を深めるため、謎解きと先端技術を組み合わせた高付加価値

観光事業

110 奈良県 奈良赤レンガフェスティバル実行委員会 旧奈良監獄の観光商品を戦略的に磨き上げる「奈良赤レンガフェスティバル」開催事業

111 奈良県
西日本広域観光連携文化財活用奈良推進協

議会
文化財価値の高い寺社を中心とした奈良町エリアの観光活性化事業

112 奈良県 一般財団法人奈良県ビジターズビューロー 能の発祥地奈良　魅力発信プロジェクト

113 奈良県 桜井市 特別史跡山田寺跡・史跡纒向遺跡 先端技術を用いた魅力発信事業

114 奈良県 一般社団法人大和飛鳥ニューツーリズム 日本遺産「飛鳥」 を体感する体験型コンテンツ造成事業

115 奈良県 一般社団法人吉野ビジターズビューロー 日本遺産構成文化財「吉野葛」を活用したご当地名物グルメ開発・周遊促進事業

116 和歌山県 和歌山県ガーデンツーリズム推進協議会 『わかやま庭園文化と歴史回遊』ツアー造成事業

117 和歌山県 高野山真田坊蓮華定院 高野山 蓮華定院における文化資源の多言語解説整備事業

118 和歌山県 高野山別格本山金剛三昧院 高野山 金剛三昧院における経蔵落慶式および文化資源の多言語解説整備事業

119 和歌山県 高野山別格本山清浄心院 高野山 清浄心院における高野山文化資源の歴史体験

120 和歌山県 紀州湯浅日本遺産協議会 旧栖原家住宅公開活用魅力増強事業

121 鳥取県 一般社団法人山陰インバウンド機構
日本遺産三徳山・三朝温泉「六根清浄・六感治癒」を体感できる滞在型観光商品造

成及び大都市圏観光案内所等を活用した販売体制構築事業

122 島根県 JTB協定旅館ホテル連盟島根支部 「神話の国に広がる庭と魅惑の建築を守り人と巡る密な旅」事業

123 島根県 大田市 石見銀山多言語解説活用事業

124 島根県 一般社団法人山陰インバウンド機構
日本遺産「津和野今昔～百景図を歩く～」を体感できる滞在型観光商品造成及び大

都市圏観光案内所等を活用した販売体制構築事業

125 島根県 Yu-na推進協議会
～日本遺産「津和野今昔～百景図を歩く～」から紐解く、津和野流・Sustainability

～　“ゆうな”津和野滞在創出事業

126 岡山県 株式会社よしゐ屋BASE
「民藝」「天文」をテーマとした「倉敷ならでは」のクリエイティブ層・SDGs関心層向けの高

付加価値化ツアーの開発事業
127 岡山県 みずしま滞在型環境学習コンソーシアム 「近代化遺産」の共生・共創を目指す水島

128 岡山県 株式会社フェザンレーヴ 古墳史跡群を観光資源活用したポタリングと街歩きによる音声メタバースツーリズム事業

129 岡山県 協同組合岡山県備前焼陶友会 「伝統工芸品備前焼作家へ弟子入り体験」商品の創出事業

130 岡山県 一般社団法人創造遺産機構 文化観光まちづくり AWAKURA

131 広島県
せとうちパレット「風待ち、潮待ちの港町：御手

洗」観光推進実行委員会
日本遺産「北前船寄港地・御手洗」の魅力発信事業

132 広島県 有限会社バンカー・サプライ 日本遺産などの歴史的史跡をめぐる新規遊覧航路の就航

133 広島県 特定非営利活動法人ネットワーク竹原 ～タケハラ（＝塩）を買う～塩づくりの歴史に基づく看板商品創出事業

134 広島県 株式会社晃祐堂 広島熊野筆×SDGs,伝統筆のRe:makeup 推進事業

135 広島県 NPO法人やまおこしの会 安芸太田町の森林空間と里山文化・資源を活用したサイクリングロード造成事業

136 山口県 一般財団法人山口観光コンベンション協会 「中世最大の宴を再現?! 将軍なりきりおもてなしツアー」事業

137 山口県 長門湯本温泉まち株式会社
童謡詩人金子みすゞを活用した地域総出での「長門湯本温泉・うたあかり滞在」の創出

と販路開拓

138 香川県 宗教法人善通寺 弘法大師空海誕生1250年を記念した看板商品創出事業

139 愛媛県 新居浜市 蘇る別子銅山産業遺産体感ツアー造成事業

140 高知県 株式会社土佐御苑 土佐藩主の正月料理がいざなう新たな食文化体験観光創出事業

141 高知県 株式会社フクチャンFARM
ブルー＆グリーンカーボンがもたらす東洋町の豊かな食文化を活用したコンテンツ造成事

業

142 高知県 中芸のゆずと森林鉄道日本遺産協議会
スルーガイドとe-MTBで駆け巡り、「日本遺産」と「100年フード」 を五感で楽しむアドベン

チャーツアー造成と販売事業
143 高知県 室戸明星トラベル合同会社 ゆずが香り彩る日本遺産「ゆずロード」伝承体験コンテンツ魅力化事業

144 高知県 梼原町商工振興協同組合 VRを活用した重要無形民俗文化財「津野山神楽」体験コンテンツ整備事業

145 福岡県 特定非営利活動法人門司赤煉瓦倶楽部 門司赤煉瓦プレイス捲土重来作戦

146 福岡県 博多旧市街まちあるきプログラム開発委員会
海に浮かぶ都市「博多」を見て・食べて・体験して学ぶ「博多旧市街まちあるき」プログラム

開発事業

147 福岡県 宗像市 「神宿る　宗像」豊かな海が育んだ観光資源を活用した滞在型コンテンツ創出事業

148 福岡県 一般社団法人太宰府観光協会 日本遺産「西の都」観光周遊ブランディング事業

149 福岡県 株式会社tsumugi
うきはの「ものがたり」と「ものづくり」を伝える文化施設を舞台にした、高付加価値な文化

観光コンテンツ造成事業
150 福岡県 一般社団法人WAZAtoBA 小石原の民藝的な暮らしを知る体験ツーリズム

151 福岡県 英彦山神宮総合開発株式会社
日本三大修験山 英彦山の歴史文化地域の復活を柱とした歴史的資源を活用した観

光地域づくり事業



看板商品創出事業 文化資源連携型採択支援事業
№ 都道府県 実施主体 事業名

152 佐賀県 株式会社テツシンデザイン 唐津の土から生まれる衣食住をテーマにした文化ツーリズム

153 佐賀県 小城観光まちづくりプロジェクト合同会社 小京都小城 Ko-minka・ガストロノミーツーリズム造成事業

154 長崎県 公益財団法人佐世保観光コンベンション協会 日本遺産「佐世保鎮守府」を活用したナイトタイムフィールドミュージアム事業

155 長崎県 一般社団法人平戸観光協会
世界文化遺産「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」構成資産【春日集落と安

満岳】と周辺地域の高付加価値化事業
156 長崎県 株式会社狼煙 平戸城下町ウェディング＆ユニークべニューツーリズム構築事業

157 熊本県 一般社団法人DMOやつしろ
日本遺産構成文化財を活用したデジタルコンテンツ整備による地域の観光機運醸成事

業
158 熊本県 太陽企画株式会社 万田坑で先端技術を活用したモニターツアー整備事業

159 熊本県 一般財団法人学びやの里 デジタル技術を活用した旧国鉄跡を巡る体験プログラム創出事業

160 熊本県 一般財団法人清和文楽の里協会 「清和文楽」を活用した地域の看板商品創出事業

161 熊本県 株式会社くまもとDMC 国登録有形文化財・藤崎家住宅「赤松館」を活用したサステナブルツーリズム造成事業

162 大分県 堀川トラベルサービス株式会社 佐伯市のブランド力向上及び観光客誘客促進事業

163 大分県 臼杵のんき屋
赤猫商人の遺産体感プログラム～中世の島巡りから日本最大の防空壕まで４５０年

の歴史旅

164 大分県 一般社団法人ひじ町ツーリズム協会
別府湾岸で最も美しい海景を持つ豊臣家ゆかりの城下町へと誘う歴史旅　「海の道・陸

の路」をめぐる物語事業
165 鹿児島県 一般社団法人しま・ひと・たから 江戸末期の「高倉」を囲み、集落住民とともに踊り集うプログラム

166 沖縄県 一般社団法人ウチナーグチスクール 「組踊鑑賞プログラム『シンデレラ』+組踊」を含む旅行商品＋琉球諸語保全継承

167 沖縄県 一般社団法人那覇市観光協会 琉球文化の魅力を発信する「日本遺産・那覇めぐり」コンテンツ開発事業

168 沖縄県
一般社団法人琉球びんがた普及伝承コンソーシ

アム事務局

食×芸能×工芸による琉球王朝文化の富裕層向け特別プログラム実証事業～NFTを

活用した持続可能な地域活性化モデル検証～

169 沖縄県
ＯＴＳ　ＭＩＣＥ　ＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴ

株式会社

琉球文化と日本文化を融合させた「空手神楽」を核とした琉球八社沖宮を活用したコン

テンツ開発及び磨き上げ
170 沖縄県 石垣市 石垣牛および石垣産の肉を磨き上げた看板商品開発事業

171 沖縄県 株式会社土と根 沖縄市、コーヒーの街化事業

172 沖縄県 株式会社ファーマーズ・フォレスト沖縄支社 『POP UP RESTAURANT in 勝連城跡』造成事業

173 沖縄県 おきなわワールド多言語観光推進協議会 訪日向けSDGs教育プログラムを活用した文化資源の価値向上事業

174 沖縄県 タピック沖縄株式会社 沖縄の在来馬ヨナグニウマを活用したオリジナルホースセラピー商品造成事業

175 沖縄県
特定非営利活動法人やんばる・地域活性サ

ポートセンター
「ヤンバルクイナの郷」における自然資源・文化資源の融合による 看板商品創出事業

176 沖縄県 やんばる酒造株式会社 地産米からつくる「純地産の泡盛」の創出と泡盛の介した地域と観光客のつながりの醸成

177 沖縄県 北大東村 沖縄最東端の文化的景観を核とした北大東（うふあがり）看板ツアー創出事業


