
国内外の観光客が全国各地を訪れる動機を与えるため、特定の観光資源に魅せられて日本各地を訪れる
「テーマ別観光」のモデルケースの形成を促進し、地方誘客を図る。

テーマ別観光による地方誘客事業

期待される効果ネットワーク化のイメージ

同じテーマで観光振興
を図る複数地域による
ネットワーク化を促進

Ｚ地域

Ｘ地域 Ｗ地域

Ｙ地域

平成29年度選定テーマ

・エコツーリズム

地 域

旅行者

・特定のテーマに関心の高い旅行者に
とって、より魅力的な旅行を享受

・旅行者の複数地域への来訪需要を創出

・地域間で課題や成功事例を共有するこ

とによる、効果的な観光振興策を推進

国による支援例

ネットワークの構築
・地域連携協議会の設立

ネットワーク間の共同での取組
①マーケティング
②共同サイト開設
③共同プロモーション
④周遊プランの形成
⑤モニターツアーの実施

ネットワークの拡大推進
・シンポジウム開催
・共通マニュアル作成 等

・街道観光

・酒蔵ツーリズム

・ロケツーリズ
ム

・明治日本の産業革命遺産

・社寺観光 巡礼の旅

・アニメツーリズム

・古民家等の歴史的資源

・サイクルツーリズム

・忍者ツーリズム

・日本巡礼文化発祥の道

・全国ご当地マラソン

・百年料亭

テーマ実施者

・テーマ別DMO（仮称）として自立
（2020年までに15テーマを目標）
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平成29年度 選定テーマ一覧（継続・新規）

番号 テーマ 協議会名（下段が代表団体） 29年度の事業概要

継

続

1 エコツーリズム
エコツーリズム地域推進協議会

NPO法人 日本エコツーリズム協会
知床、軽井沢、鳥羽等により構成されたネットワークにおいて、インバウンド向けの調査や商談会への出展を
行う。また、自然体験型旅行商品造成等に関する品質基準等の整備を行う。

2 街道観光
街道観光推進会議

NPO法人全国街道交流会議
全国各地の街道観光に取り組む地域ネットワークにおいて、外国人観光客をターゲットとしたモニターツアーの
実施や二次交通システムに関する検討等を行う。

3 酒蔵ツーリズム
酒蔵ツーリズム推進協議会
（株）アサツー ディ・ケイ

酒蔵と周辺地域のネットワークにおいて、先進事例となるスター地域づくりに向け、国内外向けのモニターツ
アーを行うとともに、外国人の酒蔵訪問時の受入体制支援等を行う。

4 社寺観光 巡礼の旅
社寺観光地域連携協議会

（一社）全日本社寺観光連盟
「徳川家康」にゆかりのある社寺による旅行商品造成に向けた取組と「修行の道を歩く」というテーマによる体
験型観光の創出とネットワークの拡大を行う。

5 明治日本の産業革命遺産
明治日本の産業革命遺産世界遺産推進協議会

（一財）産業遺産国民会議
世界遺産「明治日本の産業革命遺産」（８県１１市）のネットワークにおいて、昨年度作成したガイドマップを活
用したモニターツアーの実施により周遊の仕組みづくりを行う。

6 ロケツーリズム
ロケツーリズム協議会

（株）地域活性プランニング
全国各地により構成されたネットワークにおいて、全国のロケ地マップの作成、複雑な権利処理に関するノウ
ハウの共有、先進地域におけるロケ地ツアー等を行う。

新

規

7 アニメツーリズム
（一社）アニメツーリズム協会（予定）

〃
全国に点在するアニメ聖地に関連する地域により構成されたネットワークにおいて、モニターツアーや誘客促
進に向けた検証の実施により複数の周遊ルートづくりの検討を行う。

8 古民家等の歴史的資源
歴史的資源を活用した観光まちづくり推進協議会（予定）

READYFOR（株）
「古民家等の歴史的資源を活用した観光まちづくり」をテーマに、観光まちづくりのモデルケース形成のための
セミナー開催や専門家チーム派遣、共同サイトの構築等を行う。

9 サイクルツーリズム
全国サイクルツーリズム連携推進協議会（予定）

（一社）ウィズスポ
かすみがうら、銚子、由良等の地域により構成されるネットワークにおいて、サイクルツーリズムをテーマに、ガ
イド養成、モニターツアーや共同サイト構築を行う。

10 全国ご当地マラソン
全国ご当地マラソン協議会（予定）

（株）パワーフロンティア
全国のマラソン大会に取り組んでいる各地から構成されるネットワークにおいて、マラソンツーリズムをテーマ
に、各大会の情報発信のための共同サイト構築やセミナー開催を行う。

11 日本巡礼文化発祥の道
西国巡礼地域連携協議会（予定）

西国三十三所札所会
西国三十三所霊場とその地域の市町等において、巡礼をテーマに、旅行業界、交通機関、マスコミを対象とし
た総合説明会の開催やこども用御朱印帳の制作、情報発信等を行う。

12 忍者ツーリズム
日本忍者協議会（予定）

〃
全国の忍者ゆかりの地域により構成されるネットワークにおいて、周遊型と滞在型の2種類のツアー造成と忍
者まつりのイベント等を実施する。

13 百年料亭
百年料亭ネットワーク（予定）

（株）ランドスタッフ
全国の100年を超える歴史ある日本料亭により構成されるネットワークにおいて、「百年料亭で地方をつなぐ」を
テーマに、料亭のさらなる発掘とモニターツアー実施を行う。
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＜酒蔵ツーリズムとは＞
酒蔵を巡り、蔵人とふれあい、彼らがつくる酒を味わい、その酒が生まれた土地を散策しながら食や文化、歴史を全身で

楽しむこと。
観光庁では、平成25年3月より、日本産酒類を観光資源として活用し、地域活性化につなげるため、酒蔵ツーリズム推進

協議会を開催してきたが、平成28年度からは「テーマ別観光による地方誘客事業」を活用して、酒蔵ツーリズム推進協議会
の取組を支援。

２８年度の主な取組 具体的事業内容（予定）２９年度の目標等

●取組と成果
（１）「酒蔵ツーリズム推進協
議会」の組織化
協議会会員100団体、70酒蔵
以上が参画。

（２）モニターツアーの実施
旅行商品化に向けての情報
発信と今後の課題を抽出。

（３）共同プロモーションWEB
サイト・動画制作
効率的な情報発信を実施。

（１）酒蔵モニターツアーの実施
①富裕層向けモニターツアー
②海外富裕層（クルーズ利用者など）向け

モニターツアーの実施、情報発信

（２）会員共同プロモーションの実施
①共同プロモーションサイトの更新、活性化、PR
②展示会出展他のPRを実施

（３）会員向け施策の共有・標準化
①通訳案内の育成、派遣。外国人向け酒蔵

訪問等の受入体制の共有
②会員向け酒税免税セミナー等の開催

●目標
国内外富裕層の誘客および
地域内消費が図れる「酒蔵
ツーリズム成功エリア」を作
る。

●取組内容
（１）モニターツアーの実施

国内外富裕層向けの潜在
力のある候補地を選定。

広報活動と実施体制等の
会員共有化を図る。

（２）情報発信の強化
WEBサイトの更新、多言語化
による情報発信等によりイン
バウンド対応に取り組む。

酒蔵ツーリズム推進協議会
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（参考）酒蔵ツーリズム推進協議会 会員一覧

出典：酒蔵ツーリズム推進協議会HP 25

分類 団体名 分類 団体名 分類 団体名 分類 団体名

国税庁 山形県酒造組合 ミライシュハン株式会社 京王観光株式会社

経済産業省 株式会社一ノ蔵 アイズ株式会社 True Japan Tour株式会社

農林水産省 ほまれ酒造株式会社 株式会社おいしいJAPAN 株式会社コーポ・サチ

内閣府 熊澤酒造株式会社 株式会社アンカーマン Red Bridge co.,ltd.

北海道後志総合振興局 宮坂醸造株式会社 株式会社JTB北海道 SCS TRADING CO.,LTD.

秋田県 御代桜醸造株式会社 株式会社彩食絢美 株式会社ソニー・ミュージックアーティスツ

山形県 株式会社三輪酒造 株式会社和醸 株式会社WABI International

茨城県 小町酒造株式会社 Cross Media Ltd. LA VIA DEL SAKE 酒道イタリア

群馬県 有限会社渡辺酒造店 So restaurant 酒蔵アデガ・デ・サケADEGA DE SAKE

埼玉県 月桂冠株式会社 World Sake Imports Sake Brewery Tours

さいたま市 佐々木酒造株式会社 GRUPPO BASIC INTERNATIONAL LIMITED Sake Journeys

山梨県 田治米合名会社 ディーアイコーポレーション株式会社 Momose Co,.Limited

富山県 土佐酒造株式会社 株式会社エムアンドケイ SAKE WORLD,Inc.SAKE ZOZO

石川県 株式会社本家松浦酒造場 株式会社日本旅行 Museum of Sake

福井県 明利酒類株式会社 日本電気株式会社 Sake Samurai UK

岐阜県 泉橋酒造株式会社 乾杯服份有限公司 SAKE SCHOOL OF AMERICA

高山市 株式会社桝田酒造店 リカー・イノベーション株式会社 NPO法人 Salt of the Earth

京都府 櫻正宗株式会社 株式会社阪急交通社 中央大学総合政策学部

三重県 株式会社佐浦 カモメツーリスト株式会社 A-Nippon（sake school osaka）

兵庫県 山梨銘醸株式会社 株式会社ユーラシア企画

神戸市 鍋店株式会社 株式会社リュウズ

広島県 末廣酒造株式会社 蔵マスター協会

東広島市 市島酒造株式会社 有限会社シンプル研究所

福岡県 小澤酒造株式会社 クラブツーリズム株式会社

鹿島市 賀茂泉酒造株式会社 日新航空サービス株式会社

日本酒造組合中央会 関谷醸造株式会社 時蔵株式会社

日本酒造青年協議会 合資会社加藤吉平商店 キャプラン株式会社

東北・夢の桜街道推進協議会 高桑美術印刷株式会社 株式会社しんきんカード

一般社団法人日本旅行業協会 NPO法人SALT of the earth 株式会社百戦錬磨

日本商工会議所 株式会社アサツーディ・ケイ アルピン株式会社

全国商工会連合会 株式会社ネクスティ 株式会社はとバス

公益社団法人日本観光振興協会 株式会社リカープラザ 三井住友カード株式会社

日本ワイナリー協会 株式会社交通新聞社 株式会社ナビタイムジャパン

一般社団法人全国旅行業協会 FJ Solutions株式会社 株式会社Bright Wave Media

公益社団法人日本バス協会 株式会社ジェイティービー 東日本旅客鉄道株式会社

一般社団法人ミス日本酒 株式会社旅行読売出版社 株式会社ANA総合研究所

飛騨地酒ツーリズム協議会 シーエムワン株式会社 トリップアドバイザー株式会社

一般企業

その他

政府機関

地方自治体

関係団体

酒造関係

一般企業

一般企業



（参考）東北酒蔵街道（１）

出典：東北・夢の桜街道推進協議会HP 26



（参考）東北酒蔵街道（２）

27出典：東北・夢の桜街道推進協議会HP



出典：漢字のまち喜多方HP

（参考）地酒秘蔵ツーリズム
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（参考）多摩川酒蔵街道

29出典：美しい多摩川フォーラムHP



（参考）酒蔵を対象とした免税制度

出典：観光庁HP 30
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