
 

 

 
 
 

文化財 

地域番号 都道府県 地域協議会名 

001 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 

002 福井県 小浜市・若狭町日本遺産活用推進協議会 

003 長野県 松本市 

004 岐阜県 美濃市 

005 愛知県 名古屋鉄道株式会社 

006 滋賀県 日吉大社 

007 熊本県 人吉市多言語解説整備支援事業検討協議会 

  

地域一覧リスト 



 

 

 
 
 

自然 

地域番号 都道府県 地域協議会名 

008 北海道 阿寒摩周国立公園満喫プロジェクト地域協議会 

009 北海道 とかち鹿追ジオパーク推進協議会 

010 秋田県 小坂町 

011 熊本県 国立公園満喫プロジェクト阿蘇くじゅう国立公園地域協議会 

012 鹿児島県 一般社団法人あまみ大島観光物産連盟 

013 沖縄県 環境省沖縄奄美自然環境事務所 

  

地域一覧リスト 



 

 

 
 
 

観光 

地域番号 都道府県 地域協議会名 

014 福島県 会津若松市食と農の景勝地推進協議会 

015 神奈川県 藤野里山交流協議会 

016 石川県 一般社団法人 能登半島広域観光協会 

017 滋賀県 一般社団法人近江八幡観光物産協会 

018 京都府 公益財団法人京都伝統伎芸振興財団 

019 京都府 一般社団法人南丹市美山観光まちづくり協会 

020 大阪府 公益財団法人 大阪観光局 

021 長崎県 「国境の島」多言語解説協議会 

  

地域一覧リスト 



 

 

地域番号 001 協議会名 いしかわ工芸・文化財デジタルコンテンツ推進協議会 

解説文番号 タイトル ワード数 想定媒体 

001-001 石川県立美術館 / 国宝 色絵雉香炉
（いろえきじこうろ） 

251～
500 

WEB 

001-002 石川県立美術館 / 国宝 色絵雉香炉
（いろえきじこうろ） 

～250 アプリ QR コード 

001-003 石川県立美術館 / 国宝 色絵雉香炉
（いろえきじこうろ） 

251～
500 

看板 

001-004 石川県立美術館 / 重要文化財 色絵
雌雉香炉（いろえめすきじこうろ） 

251～
500 

WEB 

001-005 石川県立美術館 / 重要文化財 色絵
雌雉香炉（いろえめすきじこうろ） 

～250 アプリ QR コード 

001-006 石川県立美術館 / 重要文化財 色絵
雌雉香炉（いろえめすきじこうろ） 

251～
500 

看板 

001-007 石川県立美術館 / 重要文化財 蒔絵
和歌の浦図見台（まきえわかのうらずけん
だい）  

251～
500 

WEB 

001-008 石川県立美術館 / 重要文化財 蒔絵
和歌の浦図見台（まきえわかのうらずけん
だい） 

～250 アプリ QR コード 

001-009 石川県立美術館 / 重要文化財 緑地
桐鳳凰文唐織 能装束（みどりじきりほう
おうもんからおり） 

251～
500 

WEB 

001-010 石川県立美術館 / 重要文化財 緑地
桐鳳凰文唐織 能装束（みどりじきりほう
おうもんからおり） 

～250 アプリ QR コード 

001-011 石川県立美術館 / 重要文化財 西湖
図（せいこず） 

251～
500 

WEB 

001-012 石川県立美術館 / 重要文化財 西湖
図（せいこず） 

～250 アプリ QR コード 

001-013 石川県立美術館 / 重要文化財 色絵
梅花図平水指（いろえばいかずひらみずさ
し） 

251～
500 

WEB 

001-014 石川県立美術館 / 重要文化財 色絵
梅花図平水指（いろえばいかずひらみずさ
し） 

～250 アプリ QR コード 



 

 

001-015 石川県立美術館 / 重要文化財 四季
耕作図（しきこうさくず） 

251～
500 

WEB 

001-016 石川県立美術館 / 重要文化財 四季
耕作図（しきこうさくず） 

～250 アプリ QR コード 

001-017 石川県立美術館 / 古九谷（こくたに） 251～
500 

WEB 

001-018 石川県立美術館 / 古九谷（こくたに） ～250 アプリ QR コード 
001-019 石川県立美術館 / 百工比照（ひゃくこ

うひしょう） 
251～
500 

WEB 

001-020 石川県立美術館 / 百工比照（ひゃくこ
うひしょう） 

～250 アプリ QR コード 

001-021 石川県立美術館 / 伝統工芸の技法
（1）国指定重要無形文化財 工芸技
法 「陶芸－釉裏金彩」（ゆうりきんさい） 

251～
500 

WEB 

001-022 石川県立美術館 / 伝統工芸の技法
（1）国指定重要無形文化財 工芸技
法 「陶芸－釉裏金彩」（ゆうりきんさい） 

～250 アプリ QR コード 

001-023 石川県立美術館 / 伝統工芸の技法
（2）国指定重要無形文化財 工芸技
法 「陶芸―彩釉磁器」（さいゆうじき） 

251～
500 

WEB 

001-024 石川県立美術館 / 伝統工芸の技法
（2）国指定重要無形文化財 工芸技
法 「陶芸―彩釉磁器」（さいゆうじき） 

～250 アプリ QR コード 

001-025 石川県立美術館 / 伝統工芸の技法
（3）国指定重要無形文化財 工芸技
法 「漆芸－蒔絵」（まきえ） 

251～
500 

WEB 

001-026 石川県立美術館 / 伝統工芸の技法
（3）国指定重要無形文化財 工芸技
法 「漆芸－蒔絵」（まきえ） 

～250 アプリ QR コード 

001-027 石川県立美術館 / 伝統工芸の技法
（4）国指定重要無形文化財 工芸技
法 「漆芸―沈金」（ちんきん） 

251～
500 

WEB 

001-028 石川県立美術館 / 伝統工芸の技法
（4）国指定重要無形文化財 工芸技
法 「漆芸―沈金」（ちんきん） 

～250 アプリ QR コード 



 

 

001-029 石川県立美術館 / 伝統工芸の技法
（5）国指定重要無形文化財 工芸技
法 「漆芸―髹漆」（きゅうしつ） 

251～
500 

WEB 

001-030 石川県立美術館 / 伝統工芸の技法
（5）国指定重要無形文化財 工芸技
法 「漆芸―髹漆」（きゅうしつ） 

～250 アプリ QR コード 

001-031 石川県立美術館 / 伝統工芸の技法
（6）国指定重要無形文化財 工芸技
法 「漆芸－螺鈿」（らでん） 

251～
500 

WEB 

001-032 石川県立美術館 / 伝統工芸の技法
（6）国指定重要無形文化財 工芸技
法 「漆芸－螺鈿」（らでん） 

～250 アプリ QR コード 

001-033 石川県立美術館 / 伝統工芸の技法
（7）国指定重要無形文化財 工芸技
法 「金工―彫金」（ちょうきん） 

251～
500 

WEB 

001-034 石川県立美術館 / 伝統工芸の技法
（7）国指定重要無形文化財 工芸技
法 「金工―彫金」（ちょうきん） 

～250 アプリ QR コード 

001-035 石川県立美術館 / 伝統工芸の技法
（7）選択無形文化財 工芸技法 「金
工―（彫金）加賀象嵌」（かがぞうが
ん） 

251～
500 

WEB 

001-036 石川県立美術館 / 伝統工芸の技法
（7）選択無形文化財 工芸技法 「金
工―（彫金）加賀象嵌」（かがぞうが
ん） 

～250 アプリ QR コード 

001-037 石川県立美術館 / 伝統工芸の技法
（8）国指定重要無形文化財 工芸技
法 「金工―鋳金」（ちゅうきん） 

251～
500 

WEB 

001-038 石川県立美術館 / 伝統工芸の技法
（8）国指定重要無形文化財 工芸技
法 「金工―鋳金」（ちゅうきん） 

～250 アプリ QR コード 

001-039 石川県立美術館 / 伝統工芸の技法
（9）国指定重要無形文化財 工芸技
法 「金工―銅鑼」（どら） 

251～
500 

WEB 



 

 

001-040 石川県立美術館 / 伝統工芸の技法
（9）国指定重要無形文化財 工芸技
法 「金工―銅鑼」（どら） 

～250 アプリ QR コード 

001-041 石川県立美術館 / 伝統工芸の技法
（10）国指定重要無形文化財 工芸技
法 「木竹工―木工芸」（もっこうげい） 

251～
500 

WEB 

001-042 石川県立美術館 / 伝統工芸の技法
（10）国指定重要無形文化財 工芸技
法 「木竹工―木工芸」（もっこうげい） 

～250 アプリ QR コード 

001-043 石川県立美術館 / 伝統工芸の技法
（11）国指定重要無形文化財 工芸技
法 「金工―日本刀」（にほんとう） 

251～
500 

WEB 

001-044 石川県立美術館 / 伝統工芸の技法
（11）国指定重要無形文化財 工芸技
法 「金工―日本刀」（にほんとう） 

～250 アプリ QR コード 

001-045 石川県立美術館 /伝統工芸の技法
（12）国指定重要無形文化財 工芸技
法 「金工・截金」（きりかね） 

251～
500 

WEB 

001-046 石川県立美術館 / 伝統工芸の技法
（12）国指定重要無形文化財 工芸技
法 「金工・截金」（きりかね） 

～250 アプリ QR コード 

001-047 石川県立美術館 / 重要無形文化財全
般（工芸部門を中心に）と人間国宝 

251～
500 

WEB 

001-048 石川県立美術館 / 重要無形文化財全
般（工芸部門を中心に）と人間国宝 

～250 アプリ QR コード 

001-049 石川県立美術館 / 伝統工芸の技法
（13） 加賀蒔絵（かがまきえ） 

251～
500 

WEB 

001-050 石川県立美術館 / 伝統工芸の技法
（13） 加賀蒔絵（かがまきえ） 

～250 アプリ QR コード 

001-051 石川県立美術館 / 伝統工芸の技法
（14） 加賀友禅（かが ゆうぜん） 

251～
500 

WEB 

001-052 石川県立美術館 / 伝統工芸の技法
（14） 加賀友禅（かが ゆうぜん） 

～250 アプリ QR コード 

001-053 石川県立美術館 / 石川県の伝統工芸 
歴史等全般 

251～
500 

WEB 

001-054 石川県立美術館 / 石川県の伝統工芸 
歴史等全般 

～250 アプリ QR コード 



 

 

001-055 国立工芸館 建物 （旧軍第九師団司
令部庁舎、旧金沢偕行社） 

251～
500 

WEB  
パンフレット 

001-056 石川県立美術館 広坂別館 建物（旧
陸軍第九師団長官舎） 

251～
500 

WEB  
パンフレット 

001-057 石川県立歴史博物館 赤レンガ建物
（旧陸軍兵器庫） 

251～
500 

WEB  
パンフレット 

001-058 石川県立美術館 
251～
500 

WEB 

001-059 石川県立美術館 ～250 アプリ QR コード 

001-060 
石川県立美術館 / 尊經閣文庫分館
（そんけいかくぶんこぶんかん） 

251～
500 

WEB 

001-061 石川県立美術館 / 尊經閣文庫分館
（そんけいかくぶんこぶんかん） 

～250 アプリ QR コード 

001-062 石川県立美術館 / 尊經閣文庫分館
（そんけいかくぶんこぶんかん） 

251～
500 

看板 

001-063 石川県立美術館 / 加賀藩御細工所
（かがはんおさいくしょ） 

251～
500 

WEB 

001-064 石川県立美術館 / 加賀藩御細工所
（かがはんおさいくしょ） 

～250 アプリ QR コード 

001-065 石川県立美術館 / 前田家と加賀藩の
概要 

251～
500 

看板  
WEB 

001-066 石川県立美術館 / 石川県の伝統工芸 
イントロダクション 

～250 
看板  
WEB 

地域番号 002 協議会名 小浜市・若狭町日本遺産活用推進協議会 

解説文番号 タイトル ワード数 想定媒体 

002-001 若狭歴史博物館 / 若狭地域の仏像① 501～
750 

アプリ QR コード 

002-002 若狭歴史博物館 / 若狭地域の仏像② 501～
750 

アプリ QR コード 

002-003 若狭歴史博物館 / 季節と人々の祈り 501～
750 

アプリ QR コード 

002-004 若狭歴史博物館 / 王の舞と村々の神事 251～
500 

アプリ QR コード 

002-005 若狭歴史博物館 / 町の祭礼と華やかな
芸能 

251～
500 

アプリ QR コード 



 

 

002-006 若狭歴史博物館 / トリハマ貝塚と嶺南の
縄文時代 

251～
500 

アプリ QR コード 

002-007 若狭歴史博物館 / 弥生時代の越前敦
賀と若狭 

251～
500 

アプリ QR コード 

002-008 若狭歴史博物館 / 若狭湾岸の古墳時
代 

251～
500 

アプリ QR コード 

002-009 若狭歴史博物館 / 「御食国」若狭 前
夜-膳臣の進出- 

251～
500 

アプリ QR コード 

002-010 若狭歴史博物館 / 敦賀・若狭関係の木
簡 

251～
500 

アプリ QR コード 

002-011 若狭歴史博物館 / 「御食国」若狭 -天
皇の食を支える地- 

251～
500 

アプリ QR コード 

002-012 若狭歴史博物館 / 「塩の道」若狭-都人
の食を支える地- 

251～
500 

アプリ QR コード 

002-013 若狭歴史博物館 / 角鹿の塩-呪いをかけ
忘れた塩- 

251～
500 

アプリ QR コード 

002-014 若狭歴史博物館 / 古代の都への道 251～
500 

アプリ QR コード 

002-015 若狭歴史博物館 / 若狭と都を結ぶ道 251～
500 

アプリ QR コード 

002-016 若狭歴史博物館 / 中世若狭の荘園 251～
500 

アプリ QR コード 

002-017 若狭歴史博物館 / 中世の若狭湾-若狭
湾を行きかう人々と文化- 

251～
500 

アプリ QR コード 

002-018 若狭歴史博物館 / 世界及日本図 251～
500 

アプリ QR コード 

002-019 若狭歴史博物館 / 若狭守護 若狭武
田氏 

251～
500 

アプリ QR コード 

002-020 若狭歴史博物館 / 若狭国の近世-街道
と湊を活かした国づくり- 

251～
500 

アプリ QR コード 

002-021 若狭歴史博物館 / 京極家と若狭小浜
藩 

251～
500 

アプリ QR コード 

002-022 若狭歴史博物館 / 若狭小浜藩の発展-
酒井家と家中- 

251～
500 

アプリ QR コード 

002-023 若狭歴史博物館 / 小浜藩の学問奨励 251～
500 

アプリ QR コード 



 

 

002-024 若狭歴史博物館 / 北前船の寄港地-小
浜と敦賀- 

251～
500 

アプリ QR コード 

002-025 旧料亭「蓬嶋楼(ほうとうろう)」 / 玄関口
の部屋・茶の間 

251～
500 

アプリ QR コード 

002-026 旧料亭「蓬嶋楼(ほうとうろう)」 / 2階座
敷 

251～
500 

アプリ QR コード 

002-027 旧料亭「蓬嶋楼(ほうとうろう)」 / 1階奥
座敷・庭 

251～
500 

アプリ QR コード 

002-028 小浜町並み保存資料館 / 家屋全体 ~250 アプリ QR コード 
002-029 鯖街道熊川宿 / 説明看板︓与七の碑 ~250 アプリ QR コード 
002-030 鯖街道熊川宿 / 説明看板︓西山稲荷 ~250 アプリ QR コード 
002-031 鯖街道熊川宿 / 説明看板︓まがり 251～

500 
アプリ QR コード 

002-032 鯖街道熊川宿 / 説明看板︓御蔵屋敷
跡 

~250 アプリ QR コード 

002-033 鯖街道熊川宿 / 説明看板︓松木神社 251～
500 

アプリ QR コード 

002-034 鯖街道熊川宿 / 説明看板︓前川 251～
500 

アプリ QR コード 

002-035 鯖街道熊川宿 / 説明看板︓菱屋 ~250 アプリ QR コード 
002-036 鯖街道熊川宿 / 説明看板︓陣屋跡 251～

500 
アプリ QR コード 

002-037 鯖街道熊川宿 / 説明看板︓長屋道 ~250 アプリ QR コード 
002-038 鯖街道熊川宿 / 説明看板︓旧逸見勘

兵衛家 
251～
500 

アプリ QR コード 

002-039 鯖街道熊川宿 / 説明看板︓熊川城跡 ~250 アプリ QR コード 
002-040 鯖街道熊川宿 / 説明看板︓番所 251～

500 
アプリ QR コード 

002-041 鯖街道熊川宿 / 案内地図︓熊川宿 
（設置場所︓中の町駐車場、まがり、道
の駅ポケットパーク) 

251～
500 

アプリ QR コード 

002-042 鯖街道熊川宿 / 案内地図︓上ノ町 
（設置場所 番所横） 

251～
500 

アプリ QR コード 

002-043 鯖街道熊川宿 / 案内地図︓中ノ町 
（設置場所︓宿場館前） 

251～
500 

アプリ QR コード 

002-044 鯖街道熊川宿 / 案内地図︓下ノ町 
（設置場所︓下の町駐車場前） 

251～
500 

アプリ QR コード 



 

 

002-045 若狭鯖街道熊川宿資料館（宿場館） 
/ 展示説明（熊川宿の誕生） 

~250 アプリ QR コード 

002-046 若狭鯖街道熊川宿資料館（宿場館） 
/ 展示説明（宿場町以前の熊川宿） 

~250 アプリ QR コード 

002-047 若狭鯖街道熊川宿資料館（宿場館） 
/ 展示説明（鯖街道の起源） 

~250 アプリ QR コード 

002-048 若狭鯖街道熊川宿資料館（宿場館） 
/ 展示説明（京は遠ても十八里） 

~250 アプリ QR コード 

002-049 若狭鯖街道熊川宿資料館（宿場館） 
/ 展示説明（若狭街道） 

~250 アプリ QR コード 

002-050 若狭鯖街道熊川宿資料館（宿場館） 
/ 展示説明（熊川の文化） 

~250 アプリ QR コード 

002-051 若狭鯖街道熊川宿資料館（宿場館） 
/ 展示説明（熊川葛） 

~250 アプリ QR コード 

002-052 若狭鯖街道熊川宿資料館（宿場館） 
/ 展示説明（2F生活用品の展示） 

~250 アプリ QR コード 

地域番号 003 協議会名 松本市 

解説文番号 タイトル ワード数 想定媒体 

003-001 国宝松本城 天守 1階 / 武者走 ～250 看板 
003-002 国宝松本城 天守 1階 / 石落 ～250 看板 
003-003 国宝松本城 天守 1階 / 天守の土台支

持柱 
～250 看板 

003-004 国宝松本城 天守 1階 / 矢狭間・鉄砲
狭間 

～250 看板 

003-005 国宝松本城 天守 1階 / 天守大棟の
鯱, 鯱真木 

～250 看板 

003-006 国宝松本城 天守 1階 / 松本城天守の
構造 

～250 看板 

003-007 国宝松本城 天守 1階 / 壁の構造 ～250 看板 
003-008 国宝松本城 天守 1階 / 懸魚芯材(げ

ぎょしんざい) 
～250 看板 

003-009 国宝松本城 天守 2階 / 鉄砲のできる
まで, 銃身の製作法 

251～
500 

看板 

003-010 国宝松本城 天守 2階 / 大型火縄銃と
馬上筒 

251～
500 

看板 



 

 

003-011 国宝松本城 天守 2階 / 火縄銃の製作
地と特徴 

251～
500 

看板 

003-012 国宝松本城 天守 2階 / 雑兵物語, 
赤羽文庫, 武器皕図 

251～
500 

看板 

003-013 国宝松本城 天守 2階 / 島原の乱 ～250 看板 
003-014 国宝松本城 天守 2階 / 象がんで装飾

された銃 
～250 看板 

003-015 国宝松本城 天守 2階 / 灯明皿, 器と
食材, 貝類, 魚類, 焼塩壺, 舶来磁器, 
合子 

251～
500 

看板 

003-016 国宝松本城 天守 2階 / 大坂の陣 ～250 看板 
003-017 国宝松本城 天守 2階 / 牛つなぎ石伝

説(web サイト) 
～250 WEB 

003-018 国宝松本城 天守 2階 / 松本城二の丸
御殿跡の発掘と整備 

～250 看板 

003-019 国宝松本城 天守 2階 / 戦国期の弾づ
くり・火縄銃 

～250 看板 

003-020 国宝松本城 天守 2階 / 長篠の戦い ～250 看板 
003-021 国宝松本城 天守 2階 / 船載砲 ～250 看板 
003-022 国宝松本城 天守 2階 / 古銭 ～250 看板 
003-023 国宝松本城 天守 2階 / 煙管・碁石 ～250 看板 
003-024 国宝松本城 天守 2階 / 硯 ～250 看板 
003-025 国宝松本城 天守 2階 / 平面に表され

た二の丸御殿、松本城二の丸御殿絵図 
～250 看板 

003-026 国宝松本城 天守 2階 / 瓦, 瓦伝票, 
巴文軒丸瓦, 沢潟紋 

～250 看板 

003-027 国宝松本城 天守 2階 / 点火方法の進
歩 

251～
500 

看板 

003-028 国宝松本城 天守 2階 / 前装銃から後
装銃への発展 

～250 看板 

003-029 国宝松本城 天守 2階 / 松本城鉄砲
蔵 

～250 看板 

003-030 国宝松本城 天守 2階 / 鉄砲の分類 ～250 看板 
003-031 国宝松本城 天守 2階 / 天下をねらう

人々と鉄砲の広がり 
～250 看板 

003-032 国宝松本城 天守 2階 / カラクリ 火縄
銃の機関部 

～250 看板 



 

 

003-033 国宝松本城 天守 2階 / 発射法・早合
による弾丸の装填 

～250 看板 

003-034 国宝松本城 天守 2階 / 武士の装備品
（イラスト） 

～250 看板 

003-035 国宝松本城 天守 6階 / 守護神二十
六夜社勧請の謂れ 

～250 看板 

003-036 国宝松本城 天守 6階 / 建言書・懇願
書 

～250 看板 

003-037 国宝松本城 辰巳附櫓 / 概要 ～250 看板 
003-038 国宝松本城 辰巳附櫓 / 銅卵(胴乱), 

弾薬箱 
～250 看板 

003-039 国宝松本城 辰巳附櫓 / 鳥銃袋, 切火
縄, 火縄械, 火縄筒 

～250 看板 

003-040 国宝松本城 辰巳附櫓 / 花頭窓 ～250 看板 
003-041 国宝松本城 辰巳附櫓 / 様々な変り弾 ～250 看板 
003-042 国宝松本城 辰巳附櫓 / 投砲ろく, 烙

丸, 枕火矢杵丸, 盆貌弾, 葡萄弾 
～250 看板 

003-043 国宝松本城 辰巳附櫓 / 竹管請筒, 錫
いれ, 火針 

～250 看板 

003-044 国宝松本城 辰巳附櫓 / 螺と爬, かる
杖, 襷早合 

～250 看板 

003-045 国宝松本城 月見櫓 / 概要 ～250 看板 
003-046 国宝松本城 月見櫓 / 明治の修理実施

中の天守(明治 43年頃), 松本城古写
真(明治 35年頃) 

～250 看板 

003-047 国宝松本城 本丸庭園 / 宇宙ツツジ ～250 看板 
003-048 国宝松本城 本丸庭園 / 清正公駒つな

ぎの桜 
～250 看板 

003-049 国宝松本城 本丸庭園 / 松本城保存の
功労者 

～250 看板 

003-050 国宝松本城 本丸庭園 / 小笠原牡丹 ～250 看板 
003-051 国宝松本城 本丸庭園 / 松本城と城下

町 
～250 看板 

003-052 国宝松本城 本丸庭園 / 史跡松本城の
概要 

～250 看板 



 

 

003-053 国宝松本城 松本城公園 / 太鼓門枡
形の由来, 切株の説明, 太鼓門礎石の
由来 

251～
500 

看板 

003-054 国宝松本城 松本城公園 / 二の丸御
殿絵図 

～250 看板 

003-055 国宝松本城 松本城公園 / 土蔵 ～250 看板 
003-056 国宝松本城 松本城公園 / 国宝 旧開

智学校校舎 
～250 看板 

003-057 国宝松本城 西総堀土塁公園 / 土塁っ
て何だろう︖, 松本城西総堀土塁の概
要, 土塁ってどうやって造ったの︖, 土塁と
石垣 

251～
500 

看板 

003-058 国宝松本城 西総堀土塁公園 / 土塁の
構築, 土塁模式図, 総堀杭列 

251～
500 

看板 

003-059 国宝松本城 西総堀土塁公園 / 武家
屋敷概要 礎石建物, 庭園遺構, 甕の
埋設 

～250 看板 

003-060 国宝松本城 西総堀土塁公園 / 近代の
土塁, 市内に残る土塁, 土塁の復元, 現
代に残された土塁 

251～
500 

看板 

003-061 国宝旧開智学校校舎 / 概要 (館内看
板) 

251～
500 

看板 

003-062 国宝旧開智学校校舎 / 概要 (web サ
イト) 

251～
500 

WEB 

003-063 国宝旧開智学校校舎 / 概要 (パンフ) 751～ パンフレット 
003-064 国宝旧開智学校校舎 / ガラス ～250 アプリ QR コード 
003-065 国宝旧開智学校校舎 / 丸太柱 ～250 アプリ QR コード 
003-066 国宝旧開智学校校舎 / 桟唐戸 ～250 アプリ QR コード 
003-067 国宝旧開智学校校舎 / 紙天井 ～250 アプリ QR コード 
003-068 国宝旧開智学校校舎 / 正面玄関 251～

500 
アプリ QR コード 

003-069 国宝旧開智学校校舎 / 八角塔屋 ～250 アプリ QR コード 
003-070 国宝旧開智学校校舎 / 校舎外観 (擬

洋風建築の紹介) 
251～
500 

アプリ QR コード 

003-071 国宝松本城 乾小天守 / 乾小天守と丸
太柱 

～250 看板 

003-072 国宝松本城 渡櫓 2階 / 松本城の沿革 ～250 看板 



 

 

003-073 国宝松本城 渡櫓 2階 / 年表 251～
500 

看板 

003-074 国宝松本城 渡櫓 2階 / 松本城下絵
図 

～250 看板 

003-075 国宝松本城 渡櫓 2階 / 歴代 6家城
主 

251～
500 

看板 

003-076 国宝松本城 渡櫓 2階 / 桔木(はねき)
構造 

～250 看板 

003-077 国宝松本城 天守 2階 / 日本と火縄銃 251～
500 

看板 

003-078 国宝松本城 天守 2階 / からくり︓平 ～250 看板 
003-079 国宝松本城 天守 2階 / からくり︓かに

の目無き 
～250 看板 

003-080 国宝松本城 天守 2階 / からくり︓外記 ～250 看板 
003-081 国宝松本城 天守 2階 / 突上戸, 武

者窓, 水切り 
～250 看板 

003-082 国宝松本城 天守 2階 / 変わった鉄砲 ～250 看板 
003-083 国宝松本城 本丸庭園 / 松本城戊辰

出兵記念碑 
251～
500 

看板 

003-084 国宝松本城 黒門 / 歴代城主の家紋 ～250 看板 
003-085 国宝松本城 / 天守１階～6階 概要 251～

500 
看板 

003-086 国宝松本城 / 大手門跡の看板 ～250 看板 
003-087 国宝松本城 / おもてなし隊の役 251～

500 
アプリ QR コード 

003-088 国宝松本城 / 松本城へようこそ(パンフ) ～250 パンフレット 
003-089 国宝松本城 / 日本のお城(パンフ) ～250 パンフレット 
003-090 国宝松本城 / 戦時と平時の松本城(パ

ンフ) 
～250 パンフレット 

003-091 国宝松本城 / 天守 1階、2階(パンフ) ～250 パンフレット 
003-092 国宝松本城 / 天守 3階、4階(パンフ) ～250 パンフレット 
003-093 国宝松本城 / 天守 5階、6階(パンフ) ～250 パンフレット 
003-094 国宝松本城 / 本丸御殿, 二の丸御殿

(パンフ) 
～250 パンフレット 

003-095 国宝松本城 / 松本城 観覧案内(web
サイト) 

251～
500 

WEB 



 

 

003-096 国宝松本城 / 松本城の四季(web サイ
ト) 

～250 WEB 

003-097 国宝松本城 / ボランティアガイドの案内
(webサイト) 

～250 WEB 

003-098 国宝松本城 / 国宝松本城について
(webサイト) 

～250 WEB 

003-099 国宝松本城 / 天守とその構造『国宝に
指定された大天守･乾小天守･渡櫓･辰巳
附櫓･月見櫓の五棟』 + 『天守の特徴』
(webサイト) 

251～
500 

WEB 

003-100 国宝松本城 / 天守とその構造『石垣～
野面積みと算木積み～』+『滴水瓦と捨て
瓦』(web サイト) 

251～
500 

WEB 

003-101 国宝松本城 / 大天守︓１階(web サイ
ト) 

251～
500 

WEB 

003-102 国宝松本城 / 大天守︓2階(web サイ
ト) 

251～
500 

WEB 

003-103 国宝松本城 / 大天守︓3, 4, 5階
(webサイト) 

251～
500 

WEB 

003-104 国宝松本城 / 大天守︓6階(web サイ
ト) 

251～
500 

WEB 

003-105 国宝松本城 / 乾小天守(webサイト) 251～
500 

WEB 

003-106 国宝松本城 / 渡櫓・辰巳付櫓・月見櫓
(webサイト) 

251～
500 

WEB 

003-107 国宝松本城 / 黒門・太鼓門(web サイ
ト) 

251～
500 

WEB 

003-108 国宝松本城 / 本丸御殿跡・二の丸御殿
跡(web サイト) 

251～
500 

WEB 

003-109 国宝松本城 / 市川量造と小林有也のレ
リーフ(webサイト) 

～250 WEB 

003-110 国宝松本城 / 水野忠直奉献灯籠・戸
田家の灯籠・小笠原牡丹(webサイト) 

～250 WEB 

003-111 戊辰戦争出兵紀念碑・全国城郭管理者
協議会加盟の城写真(webサイト) 

～250 WEB 

003-112 国宝松本城 / 古山地御殿跡・若宮八
幡跡(webサイト) 

～250 WEB 



 

 

003-113 国宝松本城 / 松本城の歴史︓松本城
築城以前(webサイト) 

251～
500 

WEB 

003-114 国宝松本城 / 松本城の歴史︓松本城
の築城・江戸時代の松本(webサイト) 

251～
500 

WEB 

003-115 国宝松本城 / 松本城の歴史︓明治維
新(web サイト) 

501～
750 

WEB 

003-116 国宝松本城 / 松本城の歴史︓現代まで
(webサイト) 

501～
750 

WEB 

003-117 国宝松本城 / 松本城伝説(webサイト) ～250 WEB 
003-118 国宝松本城 / 梁を伸ばした匠伝説

(webサイト) 
～250 WEB 

003-119 国宝松本城 / 袖溜橋（緑橋）伝説
(webサイト) 

～250 WEB 

003-120 国宝松本城 / 松姫伝説(webサイト) ～250 WEB 
003-121 国宝松本城 / 傾いた城伝説(web サイ

ト) 
～250 WEB 

003-122 国宝松本城 / 国宝指定と修理の歩み
(webサイト) 

751～ WEB 

003-123 国宝松本城 / 住民が守った松本城
(webサイト) 

251～
500 

WEB 

003-124 国宝松本城 / 松本城を残し伝える
(webサイト) 

751～ WEB 

003-125 国宝松本城 / 収蔵品(web サイト) 251～
500 

WEB 

003-126 国宝松本城 / 渡櫓 2階 ～250 看板 
地域番号 004 協議会名 美濃市 

解説文番号 タイトル ワード数 想定媒体 

004-001 本美濃紙 / 本美濃紙についての概要 501～
750 

WEB 

004-002 本美濃紙 / 原材料ー収穫と加工過程 ～250 WEB 
004-003 本美濃紙 / 繊維の加工 ～250 WEB 
004-004 本美濃紙 / 紙ができるまで ～250 WEB 
004-005 本美濃紙 / 乾燥と選別 ～250 WEB 
004-006 本美濃紙 / 道具 251～

500 
WEB 



 

 

004-007 美濃和紙用具ミュージアムふくべ / 概要
（ウェブサイト用） 

251～
500 

WEB 

004-008 美濃和紙用具ミュージアムふくべ / 1階
展示室 

～250 看板 

004-009 美濃和紙用具ミュージアムふくべ / 展示
室 2 

～250 看板 

004-010 美濃和紙用具ミュージアムふくべ / 展示
室 2 

～250 看板 

004-011 美濃和紙用具ミュージアムふくべ / 展示
室 2 

～250 看板 

004-012 本美濃紙 /生産地域 251～
500 

WEB 

004-013 本美濃紙 /本美濃紙 251～
500 

WEB 

004-014 美濃手すき和紙 ～250 WEB 
004-015 美濃機械すき和紙 ～250 WEB 
004-016 本美濃紙 / 本美濃紙についての概要 251～

500 
WEB 

004-017 本美濃紙 / 和紙の使用方法ー障子、書
簡、文化遺産の保存と補修など 

～250 WEB 

004-018 本美濃紙 / 職人の方々 251～
500 

WEB 

004-019 美濃和紙の里会館 / 概要 ～250 WEB 
004-020 美濃和紙の里会館 / 紙漉き体験 251～

500 
WEB 

004-021 旧今井家住宅・美濃史料館 / 概要 251～
500 

WEB 

004-022 旧今井家住宅・美濃史料館 / 蔵 ～250 WEB 
004-023 美濃和紙あかりアート館 / 概要 ～250 WEB 
004-024 美濃和紙あかりアート館 / 美濃和紙あか

りアート展について 
～250 WEB 

004-025 本美濃紙 /和紙の未来 251～
500 

WEB 

004-026 旧古田行三邸 / 概要 251～
500 

看板  
WEB 

004-027 サステナブルな美濃和紙 ～250 WEB 
004-028 勘兵衛さんの川屋 / 概要 ～250 WEB 



 

 

004-029 山口誓子の句碑 / 概要 
～250 

看板  
WEB 

004-030 川湊灯台 / 概要 501～
750 

WEB 

004-031 美濃市 / 美濃市うだつの上がる町並み 251～
500 

WEB 

地域番号 005 協議会名 名古屋鉄道株式会社 

解説文番号 タイトル ワード数 想定媒体 

005-001 日本庭園 有楽苑 / 「日本庭園 有楽
苑」について 

501～
750 

アプリ QR コード  
WEB  
パンフレット 

005-002 日本庭園 有楽苑 / 有楽斎の生涯 
251～
500 

アプリ QR コード  
WEB  
パンフレット 

005-003 日本庭園 有楽苑 / 国宝茶室 如庵 
751以上 

アプリ QR コード  
WEB 
パンフレット 

005-004 日本庭園 有楽苑 / 重要文化財 旧正
伝院書院（きゅうしょうでんいん・しょいん） 

251～
500 

アプリ QR コード  
WEB 
パンフレット 

005-005 日本庭園 有楽苑 / 有楽苑の茶道で使
われる茶道具 

251～
500 

アプリ QR コード  
WEB 
パンフレット 

005-006 日本庭園 有楽苑 / お茶作法について 
501～
750 

アプリ QR コード  
WEB 
パンフレット 

005-007 日本庭園 有楽苑 / 元庵 
251～
500 

アプリ QR コード  
WEB 
パンフレット 

005-008 日本庭園 有楽苑 / 弘庵（こうあん） 
251～
500 

アプリ QR コード  
WEB 
パンフレット 

005-009 日本庭園 有楽苑 / 岩栖門  含翠門 
~250 

アプリ QR コード  
WEB 
パンフレット 

005-010 日本庭園 有楽苑 / 唐門  萱門 
~250 

アプリ QR コード  
WEB 



 

 

パンフレット 
005-011 日本庭園 有楽苑 / 日本庭園 有楽苑

の四季について ~250 
アプリ QR コード  
WEB 
パンフレット 

005-012 日本庭園 有楽苑 / 有楽苑の花 
251～
500 

アプリ QR コード  
WEB 
パンフレット 

005-013 日本庭園 有楽苑 / 犬山焼きの歴史と
特徴 

251～
500 

アプリ QR コード  
WEB 
パンフレット 

005-014 日本庭園 有楽苑 / 茶室の美学・茶室
周辺の庭のデザイン 

501～
750 

アプリ QR コード  
WEB 
パンフレット 

地域番号 006 協議会名 日吉大社 

解説文番号 タイトル ワード数 想定媒体 

006-001 日吉大社/西本宮 150 看板 
006-002 日吉大社/東本宮 150 看板 
006-003 日吉大社/金銅装神輿 250 Web 
006-004 日吉東照宮/東照宮 150 看板 
006-005 唐崎神社/唐崎神社(唐崎の松) 150 看板 
006-006 唐崎神社/唐崎神社(唐崎の松) 251–500 Web 
006-007 日吉大社/牛尾神社・三宮神社（奥

宮）、金大巌 
250 看板 

006-008 日吉大社/大宮橋 150 看板 
006-009 日吉大社/日吉大社概要 251–500 Web 
006-010 日吉大社/西本宮 251~500 Web 
006-011 日吉大社/牛尾神社・三宮神社（奥

宮）、金大巌 
251–500 Web 

006-012 日吉大社/東本宮 501~750 Web 
006-013 日吉大社/日吉三橋︓大宮橋、走井橋、

二宮橋 
250 Web 

地域番号 007 協議会名 人吉市多言語解説整備支援事業検討協議会 

解説文番号 タイトル ワード数 想定媒体 

007-001 人吉について  ～250 WEB 
007-002 人吉の歴史について ～250 WEB 
007-003 人吉城 ～250 WEB 



 

 

007-004 青井阿蘇神社 / 歴史と、本殿・廊・幣
殿・拝殿・楼門の建築物について 

～250 看板 

007-005 願成寺 ～250 WEB 
007-006 永国寺 ～250 WEB 
007-007 観蓮寺 ～250 WEB 
007-008 三十三観音巡り ～250 WEB 
007-009 球磨川 / 新しいリバーアクティビティ ～250 WEB 
007-010 球磨焼酎 / 歴史と焼酎蔵 251～

500 
WEB 

007-011 球磨焼酎 / 焼酎の楽しみ方 
～250 

WEB  
パンフレット 

007-012 鍛冶屋町通り /城下町の歴史、鍛冶屋に
ついて 

251～
500 

WEB  
パンフレット 

007-013 青井阿蘇神社 / 歴史と、本殿・廊・幣
殿・拝殿・楼門の建築物について 

251～
500 

WEB 

007-014 大村横穴群 ～250 WEB 
007-015 人吉温泉 / 歴史や泉質・効能について ～250 WEB 
007-016 青井阿蘇神社 / 三大祭と球磨神楽 

～250 
看板  
WEB 

007-017 日本遺産 / 民俗文化と球磨焼酎 251～
500 

WEB 

007-018 球磨川 / 球磨川の交通・輸送の歴史と
球磨川くだり 

～250 
WEB  
パンフレット 

007-019 青井阿蘇神社 / 旧青井家住宅母屋・
西蔵・東蔵・門、禊橋（登録有形文化
財） 

～250 WEB 

007-020 日本遺産 / 相良 700年のストーリー ～250 パンフレット 
007-021 日本遺産 / 仏教美術と三十三観音巡り ～250 パンフレット 
007-022 球磨焼酎 / 歴史と焼酎蔵 ～250 パンフレット 
007-023 鍛冶屋町通り / ウンスンカルタ、味噌醤

油・茶 
～250 

WEB  
パンフレット 

地域番号 008 協議会名 阿寒摩周国立公園満喫プロジェクト地域協議会 

解説文番号 タイトル ワード数 想定媒体 

008-001 摩周屈斜路トレイル / トレイル全体の説
明 

501～
750 

WEB 



 

 

008-002 摩周屈斜路トレイル / トレイル全体の説
明 

251～
500 

看板 

008-003 摩周屈斜路トレイル / 旧釧路鉄道 251～
500 

WEB 

008-004 摩周屈斜路トレイル / 旧釧路鉄道 ～250 看板 
008-005 摩周屈斜路トレイル / 仁伏半島散策路 251～

500 
WEB 

008-006 摩周屈斜路トレイル / 仁伏半島散策路 ～250 看板 
008-007 摩周屈斜路トレイル / 池の湯コタン旧道 

～250 
看板  
WEB 

008-008 摩周屈斜路トレイル / 池の湯 251～
500 

WEB 

008-009 摩周屈斜路トレイル / 池の湯 ～250 看板 
008-010 摩周屈斜路トレイル / 美幌峠旧道 

～250 
看板  
WEB 

地域番号 009 協議会名 とかち鹿追ジオパーク推進協議会 

解説文番号 タイトル ワード数 想定媒体 

009-001 とかち鹿追ジオパーク / とかち鹿追ジオパ
ークの概要 

～250 パンフレット 

009-002 とかち鹿追ジオパーク / とかち鹿追ジオパ
ークと火山の物語 

251～
500 

パンフレット 

009-003 とかち鹿追ジオパーク / とかち鹿追ジオパ
ークと凍れの物語 

251～
500 

パンフレット 

009-004 とかち鹿追ジオパーク / とかち鹿追ジオパ
ークと生命の物語 

251～
500 

パンフレット 

009-005 とかち鹿追ジオパーク  / 体験メニューの紹
介 

～250 パンフレット 

009-006 とかち鹿追ジオパーク / ビジターセンターに
ついて 

～250 パンフレット 

009-007 とかち鹿追ジオパーク / ようこそとかち鹿追
ジオパーク 

～250 
アプリ QR コード 
パンフレット 

009-008 とかち鹿追ジオパーク / ジオパークとは 
～250 

アプリ QR コード 
パンフレット 

009-009 とかち鹿追ジオパーク / 展示の楽しみ方 
～250 

アプリ QR コード 
パンフレット 



 

 

009-010 とかち鹿追ジオパーク / Projection 
Mapping (land) 

251～
500 

アプリ QR コード 
パンフレット 

009-011 とかち鹿追ジオパーク / Projection 
Mapping (pika) 

251～
500 

アプリ QR コード 
パンフレット 

009-012 とかち鹿追ジオパーク / Projection 
Mapping (Miyabe char) 

251～
500 

アプリ QR コード 
パンフレット 

009-013 とかち鹿追ジオパーク / 大地の物語にふれ
てみよう 

～250 
アプリ QR コード 
パンフレット 

009-014 とかち鹿追ジオパーク / 変動する大地・地
球 

251～
500 

アプリ QR コード 
パンフレット 

009-015 とかち鹿追ジオパーク / 日高山脈と十勝
平野誕生の物語 

251～
500 

アプリ QR コード 
パンフレット 

009-016 とかち鹿追ジオパーク / 十勝平野の形成
と火山 

251～
500 

アプリ QR コード 
パンフレット 

009-017 とかち鹿追ジオパーク / 川と十勝平野の
物語 

251～
500 

アプリ QR コード 
パンフレット 

009-018 とかち鹿追ジオパーク / 火山の世界をのぞ
いてみよう 

251～
500 

アプリ QR コード 
パンフレット 

009-019 とかち鹿追ジオパーク / 然別火山群の物
語 

251～
500 

アプリ QR コード 
パンフレット 

009-020 とかち鹿追ジオパーク / 岩のゴロゴロ広が
る世界 

251～
500 

アプリ QR コード 
パンフレット 

009-021 とかち鹿追ジオパーク / 凍れの世界を体
感しよう 

251～
500 

アプリ QR コード 
パンフレット 

009-022 とかち鹿追ジオパーク / 風穴の森と風穴
地帯の地下に眠る永久凍土 

251～
500 

アプリ QR コード 
パンフレット 

009-023 とかち鹿追ジオパーク / 永久凍土の名残
り 

～250 
アプリ QR コード 
パンフレット 

009-024 とかち鹿追ジオパーク / 凍れと暮らす 
～250 

アプリ QR コード 
パンフレット 

009-025 とかち鹿追ジオパーク / 生き物の世界を
観察してみよう 

251～
500 

アプリ QR コード 
パンフレット 

009-026 とかち鹿追ジオパーク / 鹿追の代表的な
動物 

251～
500 

アプリ QR コード 
パンフレット 

009-027 とかち鹿追ジオパーク / 風穴が育む苔の
森 

251～
500 

アプリ QR コード 
パンフレット 



 

 

009-028 とかち鹿追ジオパーク / 大地と共に暮らす
人の歴史 

251～
500 

アプリ QR コード 
パンフレット 

地域番号 010 協議会名 小坂町 

解説文番号 タイトル ワード数 想定媒体 

010-001 十和田湖和井内道の駅 観光展示室内 
和井内貞行とヒメマスコーナー パネル 1枚
目「1. 十和田湖開発の父 和井内貞
行」 

501～
750 

看板  
パンフレット 

010-002 十和田湖和井内道の駅 観光展示室内 
和井内貞行とヒメマスコーナー パネル２枚
目「2. 養魚に捧げた人生 ヒメマス回帰ま
での 22年」① 

251～
500 

看板  
パンフレット 

010-003 十和田湖和井内道の駅 観光展示室内 
和井内貞行とヒメマスコーナー パネル２枚
目「2. 養魚に捧げた人生 ヒメマス回帰ま
での 22年」② 

～250 
看板  
パンフレット 

010-004 十和田湖和井内道の駅 観光展示室内 
和井内貞行とヒメマスコーナー パネル 3枚
目「3. 十和田湖を日本一の観光地
に︕」① 

501～
750 

看板  
パンフレット 

010-005 十和田湖和井内道の駅 観光展示室内 
和井内貞行とヒメマスコーナー パネル 3枚
目「3. 十和田湖を日本一の観光地
に︕」② 

～250 
看板  
パンフレット 

010-006 十和田湖和井内道の駅 観光展示室内 
和井内貞行とヒメマスコーナー パネル 3枚
目「3. 十和田湖を日本一の観光地
に︕」③ 

～250 
看板  
パンフレット 

010-007 十和田湖和井内道の駅 観光展示室内 
和井内貞行とヒメマスコーナー パネル 4枚
目「4. ヒメマスふ化事業、十和田湖ふ化
場について」① 

251～
500 

看板  
パンフレット 

010-008 十和田湖和井内道の駅 観光展示室内 
和井内貞行とヒメマスコーナー パネル 4枚
目「4. ヒメマスふ化事業、十和田湖ふ化
場について」② 

251～
500 

看板  
パンフレット 



 

 

地域番号 011 協議会名 国立公園満喫プロジェクト阿蘇くじゅう国立公園地域

協議会 

解説文番号 タイトル ワード数 想定媒体 

011-001 阿蘇くじゅう国立公園菊池渓谷 / 菊池
市の概要 

251～
500 

WEB 

011-002 阿蘇くじゅう国立公園菊池渓谷 / 菊池
市の概要 

～250 その他 

011-003 阿蘇くじゅう国立公園菊池渓谷 / 菊池
渓谷の成立ち 

251～
500 

WEB 

011-004 阿蘇くじゅう国立公園菊池渓谷 / 菊池
渓谷の成立ち 

～250 その他 

011-005 阿蘇くじゅう国立公園菊池渓谷 / 菊池
渓谷の水質 

251～
500 

WEB 

011-006 阿蘇くじゅう国立公園菊池渓谷 / 菊池
渓谷の水質 

～250 その他 

011-007 阿蘇くじゅう国立公園菊池渓谷 / 掛け幕
の滝 

～250 アプリ QR コード 

011-008 阿蘇くじゅう国立公園菊池渓谷 / 掛け幕
の滝 

～250 WEB 

011-009 阿蘇くじゅう国立公園菊池渓谷 / 黎明の
滝 

～250 アプリ QR コード 

011-010 阿蘇くじゅう国立公園菊池渓谷 / 黎明の
滝 

～250 WEB 

011-011 阿蘇くじゅう国立公園菊池渓谷 / 竜ヶ渕 ～250 アプリ QR コード 
011-012 阿蘇くじゅう国立公園菊池渓谷 / 竜ヶ渕 ～250 WEB 
011-013 阿蘇くじゅう国立公園菊池渓谷 / 天狗

滝 
～250 アプリ QR コード 

011-014 阿蘇くじゅう国立公園菊池渓谷 / 天狗
滝 

～250 WEB 

011-015 阿蘇くじゅう国立公園菊池渓谷 / 四十
三万滝 

～250 アプリ QR コード 

011-016 阿蘇くじゅう国立公園菊池渓谷 / 四十
三万滝 

～250 WEB 

011-017 阿蘇くじゅう国立公園菊池渓谷 / 包岩
槻 

～250 アプリ QR コード 



 

 

011-018 阿蘇くじゅう国立公園菊池渓谷 / 包岩
槻 

～250 WEB 

011-019 阿蘇くじゅう国立公園菊池渓谷 / 広河
原 

～250 アプリ QR コード 

011-020 阿蘇くじゅう国立公園菊池渓谷 / 広河
原 

～250 WEB 

011-021 阿蘇くじゅう国立公園菊池渓谷 / 紅葉ヶ
瀬 

～250 アプリ QR コード 

011-022 阿蘇くじゅう国立公園菊池渓谷 / 紅葉ヶ
瀬 

～250 WEB 

011-023 阿蘇くじゅう国立公園菊池渓谷 / 菊池
渓谷の植物 

251～
500 

WEB 

011-024 阿蘇くじゅう国立公園菊池渓谷 / 菊池
渓谷の植物 

～250 その他 

011-025 阿蘇くじゅう国立公園菊池渓谷 / 菊池
渓谷に生息する哺乳類 

251～
500 

WEB 

011-026 阿蘇くじゅう国立公園菊池渓谷 / 菊池
渓谷に生息する哺乳類 

～250 その他 

011-027 菊阿蘇くじゅう国立公園菊池渓谷 / 池
渓谷に生息する両生類・爬虫類 

251～
500 

WEB 

011-028 阿蘇くじゅう国立公園菊池渓谷 / 菊池
渓谷に生息する両生類・爬虫類 

～250 その他 

011-029 阿蘇くじゅう国立公園菊池渓谷 / 菊池
渓谷に生息する鳥類 

251～
500 

WEB 

011-030 阿蘇くじゅう国立公園菊池渓谷 / 菊池
渓谷に生息する鳥類 

～250 その他 

011-031 阿蘇くじゅう国立公園菊池渓谷 / 菊池
渓谷に生息する昆虫類 

251～
500 

WEB 

011-032 阿蘇くじゅう国立公園菊池渓谷 / 菊池
渓谷に生息する昆虫類 

～250 その他 

011-033 阿蘇くじゅう国立公園菊池渓谷 / 菊池
渓谷に生息する魚類 

251～
500 

WEB 

011-034 阿蘇くじゅう国立公園菊池渓谷 / 菊池
渓谷に生息する魚類 

～250 その他 

011-035 阿蘇くじゅう国立公園菊池渓谷 / ハイキ
ングコースの案内 

251～
500 

WEB 



 

 

011-036 菊池川流域日本遺産 / 菊池川流域の
米作り文化 

501～
750 

WEB 

011-037 菊池川流域日本遺産 / 菊池川流域の
条里跡、区画割 

～250 WEB 

011-038 菊池川流域日本遺産 / 鞠智城跡 251～
500 

WEB 

011-039 菊池川流域日本遺産 / 菊池川流域の
灌漑施設 

251～
500 

WEB 

011-040 菊池川流域日本遺産 / 富田式暗渠排
水技術 

251～
500 

WEB 

011-041 菊池川流域日本遺産 / 菊池川流域の
酒造り 

～250 WEB 

011-042 菊池川流域日本遺産 / 菊池川流域の
雨乞い習俗 

～250 WEB 

011-043 菊池川流域日本遺産 / 菊地の風鎮祭・
土阿弥陀・馬作り 

～250 WEB 

011-044 菊池温泉 / 菊池温泉の概要 ～250 WEB 
011-045 菊池温泉 / 足湯 ～250 WEB 
011-046 玉祥寺の坐禅体験 ～250 WEB 

地域番号 012 協議会名 一般社団法人あまみ大島観光物産連盟 

解説文番号 タイトル ワード数 想定媒体 

012-001 世界自然遺産登録地としての奄美大島の
概要 

251~500 パンフレット 

012-002 世界自然遺産登録地としての奄美大島の
概要 

251~500 パンフレット 

012-003 奄美自然観察の森の動植物 ~250 パンフレット 
012-004 湯湾岳周辺の動植物 ~250 パンフレット 
012-005 三太郎峠の動植物 ~250 パンフレット 
012-006 奄美大島の周辺海域のサンゴ礁及びサン

ゴ礁の生物 
~250 パンフレット 

012-007 金作原の動植物 ~250 パンフレット 
012-008 マングローブ及びマングローブの動植物 ~250 パンフレット 
012-009 大瀬海岸の鳥類 ~250 パンフレット 
012-010 黒潮流域の生態系 ~250 パンフレット 
012-011 植物＞ブナ科の植物 ~250 パンフレット 
012-012 植物＞ショウガ科 ~250 パンフレット 



 

 

012-013 植物＞シダ類 ~250 パンフレット 
012-014 植物＞ラン類 ~250 パンフレット 
012-015 植物＞カンアオイ科 ~250 パンフレット 
012-016 植物＞スミレ科 ~250 パンフレット 
012-017 植物＞寄生植物 ~250 パンフレット 
012-018 植物＞イチジク科 ~250 パンフレット 
012-019 菌類＞キノコ類 ~250 パンフレット 
012-020 植物＞マングローブ及び周辺 ~250 パンフレット 
012-021 植物＞ツツジ科 ~250 パンフレット 
012-022 植物＞サクラソウ科 ~250 パンフレット 
012-023 植物＞マメ科 ~250 パンフレット 
012-024 植物＞キイチゴ類 ~250 パンフレット 
012-025 植物＞ユリ科 ~250 パンフレット 
012-026 植物＞観光シンボル ~250 パンフレット 
012-027 植物＞外来種 ~250 パンフレット 
012-028 植物アカネ科 ~250 パンフレット 
012-029 植物＞針葉樹 ~250 パンフレット 
012-030 植物＞その他の森の構成種 ~250 パンフレット 
012-031 鳥類＞ルリカケス ~250 パンフレット 
012-032 鳥類＞アカヒゲ ~250 パンフレット 
012-033 鳥類＞アマミヤマシギ ~250 パンフレット 
012-034 鳥類＞キツツキ科 ~250 パンフレット 
012-035 鳥類＞カワセミ科 ~250 パンフレット 
012-036 鳥類＞ツグミ科 ~250 パンフレット 
012-037 鳥類＞ハト科 ~250 パンフレット 
012-038 鳥類＞フクロウ科 ~250 パンフレット 
012-039 鳥類＞その他小鳥類 ~250 パンフレット 
012-040 鳥類＞チドリ科 ~250 パンフレット 
012-041 鳥類＞シギ科 ~250 パンフレット 
012-042 鳥類＞カモメ科 ~250 パンフレット 
012-043 鳥類＞サギ科 ~250 パンフレット 
012-044 鳥類＞トキ科 ~250 パンフレット 
012-045 鳥類＞クイナ科 ~250 パンフレット 
012-046 鳥類＞カモ科 ~250 パンフレット 
012-047 鳥類＞猛禽類 ~250 パンフレット 
012-048 哺乳類＞アマミノクロウサギ ~250 パンフレット 



 

 

012-049 哺乳類＞ケナガネズミ ~250 パンフレット 
012-050 哺乳類＞アマミトゲネズミ ~250 パンフレット 
012-051 哺乳類＞リュウキュウイノシシ ~250 パンフレット 
012-052 哺乳類＞環境問題（ノネコ、マングース） ~250 パンフレット 
012-053 両生類＞カエル類 ~250 パンフレット 
012-054 両生類＞イモリ類 ~250 パンフレット 
012-055 爬虫類＞ヘビ類 ~250 パンフレット 
012-056 爬虫類＞トカゲ類 ~250 パンフレット 
012-057 昆虫類＞ホタル類 ~250 パンフレット 
012-058 昆虫類＞トンボ類 ~250 パンフレット 
012-059 昆虫類＞チョウ類 ~250 パンフレット 
012-060 昆虫類＞その他甲虫 ~250 パンフレット 
012-061 甲殻類他＞カニ類 ~250 パンフレット 
012-062 甲殻類他＞エビ類 ~250 パンフレット 
012-063 甲殻類他＞貝類 ~250 パンフレット 
012-064 甲殻類他＞魚類 ~250 パンフレット 
012-065 海洋＞ミドリイシ ~250 パンフレット 
012-066 海洋＞ザトウクジラ ~250 パンフレット 
012-067 海洋＞カメ類 ~250 パンフレット 
012-068 海洋＞白砂 ~250 パンフレット 
012-069 海洋＞アマミホシゾラフグ ~250 パンフレット 
012-070 海洋＞大島海峡地形 ~250 パンフレット 

地域番号 013 協議会名 環境省沖縄奄美自然環境事務所 

解説文番号 タイトル ワード数 想定媒体 

013-001 西表石垣国立公園 / ユネスコ世界自然
遺産登録について 

～250 看板 

013-002 西表石垣国立公園 / 浦内川について ～250 看板 
013-003 西表石垣国立公園 / ウタラ炭鉱跡につ

いて 
～250 看板 

013-004 西表石垣国立公園 / 浦内川遊歩道に
ついて 

～250 看板 

013-005 西表石垣国立公園 / ヒナイ川の自然環
境について 

～250 看板 

013-006 西表石垣国立公園 / 西表島のマングロ
ーブについて 

～250 看板 



 

 

013-007 西表石垣国立公園 / イリオモテヤマネコに
ついて 

～250 看板 

地域番号 014 協議会名 会津若松市食と農の景勝地推進協議会 

解説文番号 タイトル ワード数 想定媒体 

014-001 史跡若松城跡 / 会津戦争と籠城戦 501～
750 

看板  
WEB 

014-002 史跡若松城跡 / 徳川幕府への忠誠 501～
750 

看板  
WEB 

014-003 史跡若松城跡 / 鶴ヶ城のお堀と石垣 501～
750 

看板  
WEB 

014-004 史跡若松城後 茶室麟閣 / 東北のおさ
えと歴代藩主 千家復興の地 

501～
750 

看板  
WEB 

014-005 会津藩校日新館 / 什の掟・日新館の教
え 

751～ WEB 

014-006 御薬園 / 戊辰戦争を超えて残った御殿と
庭園 

～250 
看板  
WEB 

014-007 会津藩主御廟 / 日本一とも言われる墓
石群 

251～
500 

WEB 

014-008 福西本店・末廣酒造 /戦後の復興を支え
た市内の商家その邸宅 

251～
500 

WEB 

014-009 工芸品（施設なし） / 会津漆器 ～250 WEB 
014-010 飯盛山 / さざえ堂 251～

500 
看板  
WEB 

014-011 工芸品（施設なし）/ あかべこ 251～
500 

WEB 

014-012 会津の農業と食（施設なし）/ 豊穣な大
地と会津農書と食 

251～
500 

看板  
WEB 

014-013 会津の食（施設なし）/ 郷土料理と北
前船、幕府巡見使 

251～
500 

WEB 

014-014 会津の食（施設なし）/ 世界一の会津
の酒と酒器 

251～
500 

看板  
WEB 

014-015 東山温泉 / 東山温泉の歴史と風情 ～250 WEB 
014-016 芦ノ牧温泉 / 芦ノ牧温泉と周辺観光 ～250 WEB 
014-017 飯盛山 / 少年たちの戦いと白虎隊自刃

の地 
251～
500 

WEB 

014-018 工芸品（施設なし）/ 民芸品の体験 ～250 看板  



 

 

WEB 
014-019 会津の食（施設なし） / 会津の酒と居

酒屋での楽しみ 
～250 WEB 

014-020 会津の仏教文化 / 会津三十三観音巡り
ところり観音 

～250 WEB 

014-021 会津のまつり /  会津藩公行列と提灯行
列 会津絵ろうそくまつり 

251～
500 

WEB 

014-022 会津武家屋敷 / 会津のサムライ文化 251～
500 

WEB 

014-023 県立博物館 / 施設紹介 251～
500 

WEB 

014-024 サムライシティー会津若松 / 新規 HP上
のトップバナー用の簡潔な解説文 

～250 WEB 

014-025 会津の食・酒 / 新規 HP上のトップバナ
ー用の簡潔な解説文 

～250 WEB 

014-026 会津で活躍した女性たちとその役割 / 八
重を中心とした会津の歴史における女性の
活躍・役割について 

～250 WEB 

地域番号 015 協議会名 藤野里山交流協議会 

解説文番号 タイトル ワード数 想定媒体 

015-001 陣馬山 / 陣馬山概要 251~500 WEB 
015-002 やまなみ温泉 / 施設概要、効能書き 251～

500 
WEB 

015-003 ふじのアートヴィレッジ /施設紹介 251～
500 

WEB 

015-004 柚子の家 /周辺環境、日本文化体験 251～
500 

WEB 

015-005 剣術体験 / 体験の内容と日本文化につ
いて 

501~750 WEB 

015-006 里山体験 / 農業、狩猟、草木染め、山
菜採りなどの体験プログラム 

501~750 WEB 

015-007 野外彫刻 / 藤野地域にある野外彫刻 251～
500 

WEB 

015-008 藤野エリア / 藤野の立地と里山環境 501~750 WEB 
015-009 藤野エリア / 藤野の取り組み 751~ WEB 



 

 

015-010 藤野倶楽部 / 藤野倶楽部概要 251～
500 

WEB 

地域番号 016 協議会名 一般社団法人 能登半島広域観光協会 

解説文番号 タイトル ワード数 想定媒体 

016-001 輪島キリコ会館 / キリコ祭り、キリコ会館 
～250 

アプリ QR コード 
WEB 

016-002 白米千枚田 
～250 

アプリ QR コード 
WEB 

016-003 總持寺祖院 / 法堂、山門等七堂伽藍 251～
500 

アプリ QR コード 
WEB 

016-004 輪島朝市 / 朝市全体 
～250 

アプリ QR コード 
WEB 

016-005 輪島漆芸美術館 / 漆芸・美術館 
～250 

アプリ QR コード 
WEB 

016-006 輪島塗会館 / 輪島塗・会館 251～
500 

アプリ QR コード 
WEB 

016-007 輪島工房長屋 / 工房長屋施設全体 
～250 

アプリ QR コード 
WEB 

016-008 輪島塩 / 施設概要・製塩 251～
500 

アプリ QR コード 
WEB 

016-009 黒島地区（重要伝統的建造物群保存
地区）/ 街並み・歴史 

251～
500 

アプリ QR コード 
WEB 

016-010 和倉温泉お祭り会館 501～
750 

WEB 

016-011 青林寺客殿（御便殿） 251～
500 

WEB 

016-012 七尾城跡 501～
750 

WEB 

016-013 七尾城跡 / 能登畠山氏 501～
750 

WEB 

016-014 七尾城跡 / 七尾城史資料館 ～250 WEB 
016-015 七尾城跡 / 懐古館 ～250 WEB 
016-016 七尾城跡 / 展望台 ～250 WEB 
016-017 花嫁のれん館 501～

750 
WEB 



 

 

016-018 すず塩田村 / 展示室 B（映像解説シス
テム） 

501～
750 

VR/AR 

016-019 すず塩田村 / 概要 館内 ～250 WEB 
016-020 すず塩田村 / すず塩田村の歴史 251～

500 
WEB 

016-021 珠洲焼資料館 / 概要 館内 ～250 看板 
016-022 珠洲焼資料館 / 展示室 1 の説明 ～250 アプリ QR コード 
016-023 珠洲焼資料館 / 展示室 2の説明 ～250 アプリ QR コード 
016-024 珠洲焼資料館 / 展示室 3の説明 ～250 アプリ QR コード 
016-025 スズ・シアター・ミュージアム / アートと融合

した民具の展示や映像プログラム 
501～
750 

WEB 

地域番号 017 協議会名 一般社団法人近江八幡観光物産協会 

解説文番号 タイトル ワード数 想定媒体 

017-001 近江八幡とは / ダイジェスト ～250 アプリ QR コード 
017-002 近江八幡とは / 一般的な解説 251~500 パンフレット 
017-003 近江八幡とは / 詳しい解説 751~ WEB 
017-004 近江商人 / ダイジェスト ～250 アプリ QR コード 
017-005 近江商人 / 一般的な解説 251~500 パンフレット 
017-006 近江商人 / 詳しい解説 751~ WEB 
017-007 近江八幡の水郷 / ダイジェスト ～250 アプリ QR コード 
017-008 近江八幡の水郷 / 一般的な解説 251~500 パンフレット 
017-009 近江八幡の水郷 / 詳しい解説 751~ WEB 
017-010 水郷めぐり / ダイジェスト ～250 アプリ QR コード 
017-011 水郷めぐり / 一般的な解説 

～250 
パンフレット  
WEB 

017-012 八幡山 / ダイジェスト ～250 アプリ QR コード 
017-013 八幡山 / 一般的な解説 251~500 WEB 
017-014 八幡山ロープウェー / ダイジェスト ～250 アプリ QR コード 
017-015 八幡山ロープウェー / 一般的な解説 ～250 WEB 
017-016 八幡堀 / ダイジェスト ～250 アプリ QR コード 
017-017 八幡堀 / 一般的な解説 

251~500 
パンフレット 
WEB 

017-018 八幡堀めぐり / ダイジェスト ～250 アプリ QR コード 
017-019 八幡堀めぐり / 一般的な解説 ～250 WEB 
017-020 左義長まつり / ダイジェスト ～250 アプリ QR コード 
017-021 左義長まつり / 一般的な解説 251~500 パンフレット 



 

 

017-022 左義長まつり / 詳しい解説 751~ WEB 
017-023 旧西川利右衛門家住宅 / ダイジェスト ～250 アプリ QR コード 
017-024 旧西川利右衛門家住宅 / 一般的な解

説 
251~500 WEB 

017-025 西川甚五郎本店史料館 / ダイジェスト ～250 アプリ QR コード 
017-026 西川甚五郎本店史料館 / 一般的な解

説 
～250 WEB 

017-027 丁稚羊羹 / ダイジェスト ～250 パンフレット 
017-028 丁稚羊羹 / 一般的な解説 ～250 WEB 
017-029 近江牛 / ダイジェスト ～250 パンフレット 
017-030 近江牛 / 一般的な解説 251~500 WEB 
017-031 ヴォーリズと近江八幡 / ダイジェスト ～250 アプリ QR コード 
017-032 ヴォーリズと近江八幡 / 一般的な解説 251~500 パンフレット 
017-033 ヴォーリズと近江八幡 / 詳しい解説 751~ WEB 
017-034 日本のヴォーリズ建築 / 一般的な解説 251~500 WEB 
017-035 近江八幡のヴォーリズ建築 / 一般的な

解説 
251~500 WEB 

017-036 旧八幡郵便局 / ダイジェスト ～250 アプリ QR コード 
017-037 旧八幡郵便局 / 一般的な解説 251~500 WEB 
017-038 ヴォーリズ記念館 / ダイジェスト ～250 アプリ QR コード 
017-039 ヴォーリズ記念館 / 一般的な解説 251~500 WEB 

地域番号 018 協議会名 公益財団法人京都伝統伎芸振興財団 

解説文番号 タイトル ワード数 想定媒体 

018-001 伝統文化シアター（仮称）/ 施設の紹
介 

～250 パンフレット 

018-002 伝統文化シアター（仮称）の演目 / 茶
道の歴史や解説 

～250 パンフレット 

018-003 伝統文化シアター（仮称）の演目 / 邦
楽（筝曲）の歴史や解説 

～250 パンフレット 

018-004 伝統文化シアター（仮称）の演目 / 華
道の歴史や解説 

～250 パンフレット 

018-005 伝統文化シアター（仮称）の演目 / 雅
楽（舞楽）の歴史や解説 

～250 パンフレット 

018-006 伝統文化シアター（仮称）の演目 / 狂
言の歴史や解説 

501～
750 

パンフレット 



 

 

018-007 伝統文化シアター（仮称）の演目 / 京
舞の歴史や解説（花街の歴史や芸妓舞
妓の説明含む） 

～250 パンフレット 

018-008 伝統文化シアター（仮称）/ 施設の紹
介 

～250 WEB 

018-009 伝統文化シアター（仮称）の演目 / 茶
道の歴史や解説 

～250 WEB 

018-010 伝統文化シアター（仮称）の演目 / 邦
楽（筝曲）の歴史や解説 

～250 WEB 

018-011 伝統文化シアター（仮称）の演目 / 華
道の歴史や解説 

～250 WEB 

018-012 伝統文化シアター（仮称）の演目 / 雅
楽（舞楽）の歴史や解説 

～250 WEB 

018-013 伝統文化シアター（仮称）の演目 / 狂
言の歴史や解説 

～250 WEB 

018-014 伝統文化シアター（仮称）の演目 / 京
舞の歴史や解説（花街の歴史や芸妓舞
妓の説明含む） 

～250 WEB 

018-015 伝統文化シアター（仮称）/ 施設の紹
介 

～250 その他 

018-016 伝統文化シアター（仮称）の演目 / 茶
道の歴史や解説 

251～
500 

その他 

018-017 伝統文化シアター（仮称）の演目 / 邦
楽（筝曲）の歴史や解説 

～250 その他 

018-018 伝統文化シアター（仮称）の演目 / 華
道の歴史や解説 

251～
500 

その他 

018-019 伝統文化シアター（仮称）の演目 / 雅
楽（舞楽）の歴史や解説 

501～
750 

その他 

018-020 伝統文化シアター（仮称）の演目 / 狂
言の歴史や解説 

501～
750 

その他 

018-021 伝統文化シアター（仮称）の演目 / 京
舞の歴史や解説（花街の歴史や芸妓舞
妓の説明含む） 

501～
750 

その他 

地域番号 019 協議会名 一般社団法人南丹市美山観光まちづくり協会 

解説文番号 タイトル ワード数 想定媒体 

019-001 美山とその暮らし ～250 WEB 



 

 

019-002 美山かやぶきの里 251～
500 

WEB 

019-003 農家民宿体験／茅葺き屋根宿泊体験 251～
500 

WEB 

019-004 かやぶきの里のそば、きび ～250 WEB 
019-005 鮎 ～250 WEB 
019-006 美山牛乳 ～250 WEB 
019-007 どぶろく / 美山町自然文化村河鹿荘/民

宿みやま 
～250 WEB 

019-008 美山薬草茶 / 美山かやぶきの里 ～250 WEB 
019-009 雪灯廊 / 美山かやぶきの里 ～250 WEB 
019-010 ちいさな藍美術館 / 美山かやぶきの里 ～250 WEB 
019-011 石田家住宅 / 橿原の石田家住宅 ～250 WEB 
019-012 田歌の祇園神楽 / 美山町田歌の祇園

社 
～250 WEB 

地域番号 020 協議会名 公益財団法人 大阪観光局 

解説文番号 タイトル ワード数 想定媒体 

020-001 Web サイト『OSAKA INFO』内 /モデルコ
ース内スポット紹介 四天王寺 

501–750 Web 

020-002 Web サイト『OSAKA INFO』内 /モデルコ
ース内スポット紹介 通天閣 

501–750 Web 

020-003 Web サイト『OSAKA INFO』内 /モデルコ
ース内スポット紹介 ジャンジャン横丁 

251–500 Web 

020-004 Web サイト『OSAKA INFO』内 /モデルコ
ース内スポット紹介 大阪中央公会堂 

501–750 Web 

020-005 Web サイト『OSAKA INFO』内 /モデルコ
ース内スポット紹介 中之島公園 

251–500 Web 

020-006 Web サイト『OSAKA INFO』内 /モデルコ
ース内スポット紹介 梅田スカイビル/空中
庭園 

501–750 Web 

020-007 Web サイト『OSAKA INFO』内 /モデルコ
ース内スポット紹介 法善寺横丁 

251–500 Web 

020-008 Web サイト『OSAKA INFO』内 /モデルコ
ース内スポット紹介 とんぼりクルーズ 

251–500 Web 

020-009 Web サイト『OSAKA INFO』内 /モデルコ
ース内スポット紹介 道頓堀/グリコ看板前 

501–750 Web 



 

 

地域番号 021 協議会名 「国境の島」多言語解説協議会 

解説文番号 タイトル ワード数 想定媒体 

021-001 ［壱岐］ 原の辻遺跡 ～250 パンフレット 
021-002 ［壱岐］ 一支国博物館 ～250 パンフレット 
021-003 ［壱岐］壱岐古墳群 ～250 パンフレット 
021-004 ［壱岐］壱岐古墳群の出土品 ～250 パンフレット 
021-005 ［壱岐］ 勝本城跡 ～250 パンフレット 
021-006 ［壱岐］ 岳ノ辻 ～250 パンフレット 
021-007 ［壱岐］カラカミ遺跡 ～250 パンフレット 
021-008 ［壱岐］生池城跡 ～250 パンフレット 
021-009 ［壱岐］内海湾 ～250 パンフレット 
021-010 ［壱岐］壱岐の神社と壱岐神楽 ～250 パンフレット 
021-011 ［対馬］金田城跡 ～250 パンフレット 
021-012 ［対馬］豆酘の赤米行事 ～250 パンフレット 
021-013 ［対馬］ 対馬藩主宗家墓所と万松院 ～250 パンフレット 
021-014 ［対馬］黒瀬観音堂 ～250 パンフレット 
021-015 ［対馬］ 清水山城跡 ～250 パンフレット 
021-016 ［対馬］ 金石城跡と旧金石城庭園 ～250 パンフレット 
021-017 ［対馬］ 朝鮮国信使絵巻 ～250 パンフレット 
021-018 ［対馬］ 対馬博物館と長崎県対馬歴

史研究センター 
～250 パンフレット 

021-019 ［対馬］ 対馬藩お船江跡 ～250 パンフレット 
021-020 ［対馬］鰐浦 ～250 パンフレット 
021-021 ［五島］三井楽 ～250 パンフレット 
021-022 ［五島］明星院 ～250 パンフレット 
021-023 ［五島］大宝寺 ～250 パンフレット 
021-024 ［五島］日島の石塔群 ～250 パンフレット 
021-025 ［五島］最澄ゆかりの山王信仰 ～250 パンフレット 
021-026 遣唐使 ～250 パンフレット 
021-027 ［五島］上五島の遣唐使史跡 ～250 パンフレット 
021-028 ［五島］下五島の遣唐使史跡 ～250 パンフレット 
021-029 「国境の島」ストーリー 501～

750 
パンフレット 

 


