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１．大１．大１．大１．大 阪阪阪阪 府府府府
（北（北（北（北 部）部）部）部）

豊中市、池田市、吹田市、高槻市
茨木市、箕面市、摂津市、島本町

豊能町、能勢町



1 ルート情報あり 観光

2 観光

3 ルート情報あり 観光

受入可能人数 太陽の塔：30分毎に、80名

市町村 池田市
受入可能人数 20人以上可

市町村 吹田市
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 1999年開館。
 ★★アピールポイント★★

オリジナルカップヌードルを作成。

補足情報 火曜日定休日

万博記念公園

 1952年開園。
 ★★アピールポイント★★

日本にいるウォンバット７頭のうち５頭が生息。

五月山動物園

関連URL http://www.satsukiyamazoo.com/

 1970年の大阪万博の広大な跡地を整備した、「緑に包まれた文化公園」
 ★★アピールポイント★★

48年ぶりに内部を一般公開した「太陽の塔」や1970年当時の造園技術の粋を集めた「日本庭園」等があ
る。

補足情報

関連URL http://www.expo70-park.jp/

カップヌードルミュージアム 大阪池田

補足情報 火曜日定休日

https://www.cupnoodles-
museum.jp/ja/osaka_ikeda/関連URL

市町村 池田市
受入可能人数 20人以上可



4 観光

5 観光

6 観光

受入可能人数 50人程度は可能

市町村 高槻市
受入可能人数 30人

市町村 茨木市
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 大阪北摂地域随一の景勝地。
 ★★アピールポイント★★

春の桜、夏の清流での水遊び、秋の紅葉、冬の温泉等四季折々の楽しみ方があり、ハイキングコースも整
備。

案内は日本語のみ

補足情報

総持寺

 淀川流域最大級の前方後円墳「今城塚古墳」を古墳公園にリニューアル。
 ★★アピールポイント★★

公園内の古墳の上を歩けるほか、一角にハニワの大行列を再現。11月には日本最大級の古墳フェスを実
施。

いましろ大王の杜

関連URL http://www.takatsuki-kankou.org/imashiro-daio/

 ⾼野⼭真⾔宗の寺院。⻄国22番札所。4⽉には「⼭蔭流庖丁式」が⾏われる。
 ★★アピールポイント★★

寺院の見学（日本語での案内可）。

補足情報

関連URL http://sojiji.or.jp

摂津峡公園

補足情報

http://www.takatsuki-kankou.org/settsukyo/関連URL

市町村 高槻市
受入可能人数 30人



7 ルート情報あり 観光

8 観光

9 ルート情報あり 観光

受入可能人数 50人

市町村 島本町
受入可能人数 30人

市町村 吹田市
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 境内の見学、参拝、勝ちダルマの目入れ祈願。
 ★★アピールポイント★★

・古くから続く勝ち運のお寺。
・境内の各所にダルマが置いてあるなど、景観にも優れている。

大阪観光局情報提供

補足情報

エキスポシティ

1240年、離宮の旧跡で後鳥羽上皇を祀ったことにはじまる。国指定重要文化財である「客殿」「茶室（灯
 心亭）」など、多くの文化財がある。

 ★★アピールポイント★★
境内拝観のほか、大阪府下で唯一、環境省による全国名水百選に選ばれている「離宮の水の試飲」ができ
る。

水無瀬神宮

関連URL http://www.shimamotocho.jp/gyousei/kakuka/kyoui
kukodomobu/shougaigakushuuka/

 万博記念公園にある日本最大級 大型複合施設です。
 ★★アピールポイント★★

中核店舗となる「ららぽーとEXPOCITY」のほか、複数の大型エンターテイメント施設が入居していま
す。

補足情報

関連URL https://www.expocity-mf.com/expo/

勝尾寺

補足情報

http://www.katsuo-ji-temple.or.jp/関連URL

市町村 箕面市
受入可能人数 100人



10 文化

11 文化

12 文化

受入可能人数 20人以上可

市町村 池田市
受入可能人数 20人以上可

市町村 池田市
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⽇本各地の代表的な⺠家を移築復元し、関連⺠具と合わせて展⽰する為に1956年（昭和31年）に⽇本で最
 初に設置された野外博物館です。

 ★★アピールポイント★★
岐⾩県⼤野郡⽩川村の合掌造りの⺠家をはじめ、岩⼿県南部の曲家（まがりや）、奄美⼤島の⾼倉など、
⽇本各地の代表的な⺠家を移築復元した珍しい野外博物館です。

火曜日定休日

補足情報 展覧会会期中の月曜日は休館

落語みゅーじあむ

 1957年/2010年開館。
 ★★アピールポイント★★

建物は国登録有形文化財に認定(小林一三記念館)。古筆、古経、絵巻、中近世の絵画、陶磁器、漆芸品等
美術工芸品5,500点を所蔵。

逸翁美術館/小林一三記念館

関連URL http://www.hankyu-bunka.or.jp/itsuo-museum/

 2007年開館。
 ★★アピールポイント★★

上方落語の資料を常設展示。

補足情報

関連URL http://www.ikedashi-kanko.jp/recommend-
spot04.html

⽇本⺠家集落博物館

補足情報

http://www.occh.or.jp/minka/?s=index関連URL

市町村 豊中市
受入可能人数 30人



13 文化

14 文化

15 文化

受入可能人数 20人

市町村 摂津市
受入可能人数 80人

市町村 能勢町
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 江⼾時代に建てられた芝居⼩屋、呉服座の優れた建築様式を⼀部再現してできた⼤衆演劇場。
 ★★アピールポイント★★

大衆演劇の公演を行っており、池田の歴史・文化を体験できる。

○平成19年 サントリー地域文化賞を受賞／○大阪
ミュージアム構想 ベストセレクションに選択

補足情報

淨るりシアター

銘木関連業者が集まった商業団地。大阪銘木市場は日本中の銘木業者が競りに参加する卸売市場で全国よ
 り集まった銘木を展示。団地内には銘木の専門業者製材所加工所欄間製作所などあり。

 ★★アピールポイント★★
大阪銘木市場を見学。伝統工芸の大阪欄間彫刻の実演見学。

鳥飼銘木団地

関連URL 大阪銘木協同組合http://www.osaka-meiboku.jp/

地域の芸能として江⼾時代から継承されてきた「能勢の浄瑠璃」をキーワードに93年に設⽴された劇場で
す。地域住⺠により形成された「能勢⼈形浄瑠璃⿅角座(ろっかくざ)」による定期公演が毎年6⽉に開催さ
れます。その他、多ジャンルのアーティストによるコンサートや芝居も行っています。また、ロビーでは
浄瑠璃に関するビデオの放映及び常設展示がなされており、能勢の浄瑠璃について学んでいただくことが

 でき、実際に浄瑠璃人形に触れたり、体験することもできます。
 ★★アピールポイント★★

⼈形体験ロビー⾒学 ○平成11年 国の無形⺠俗⽂化財に選択／○平成18年 総務⼤⾂賞（地域創造⼤賞）

補足情報

関連URL https://www.jyoruri.jp

池田呉服座

補足情報 月末、月中間1日休館

http://www.gofukuza.com/ikeda.html関連URL

市町村 池田市
受入可能人数 20人以上可



16 食

17 ルート情報あり 自然

18 自然

受入可能人数 30人

市町村 箕面市
受入可能人数 60人

市町村 豊能町
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1923年に蒸溜所建設に着手。90年余り経った今日、ここで生まれたシングルモルトは世界的に名をはせ、
 島本町が国産ウイスキーの聖地、理想郷と呼ばれるまでに成⻑。

 ★★アピールポイント★★
蒸溜所ツアーでは、シングルモルトウイスキー「山崎」の構成原酒（非売品）のテイスティングができ
る。蒸溜所内のウイスキー館ではウイスキーに関する様々な展示物が人気。

補足情報

初谷渓谷

 大滝の見学、付近の散策。
 ★★アピールポイント★★

・日本の滝百選の一つで落差は33ｍ。
・マイナスイオンだっぷりのパワースポット。夏はクールスポットとしても有名。

箕面大滝

関連URL http://minohkankou.net/sights/area/minohotaki/

 渓谷沿いの散策。
 ★★アピールポイント★★

貴重な⾥⼭環境、⼤阪みどり百選に選定。官⺠共同のアートイベントの舞台となっておりアート作品が展
示。

補足情報

関連URL http://www.toyokan.net/map/img/pdf/s02.pdf

サントリー山崎蒸溜所

補足情報

https://www.suntory.co.jp/whisky/yamazaki関連URL

市町村 島本町
受入可能人数 30人



19 ルート情報あり 産業

20 ルート情報あり 産業

21 産業

受入可能人数 30人/回

市町村 吹田市
受入可能人数 20人

市町村 茨木市
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健都では「健康づくり」と「医療イノベーション」の好循環をコンセプトに、産・官・学の様々な主体が
集う「循環器病予防のまちづくり」を進めており、地区内には、国立循環器病研究センターや駅前商業施

 設、吹⽥市⺠病院等が⽴地。
 ★★アピールポイント★★

国⽴循環器病研究センターや市⽴吹⽥市⺠病院、駅前複合商業施設など、まちの中⼼部に位置する施設
は、おおむね2019年度の完成やオープン予定。

補足情報 ※一般の方向けのイベント等についてはホームページ
等をご確認ください。

ヤマト運輸株式会社関⻄⽀社関⻄ゲートウェイ

病院、研究所、オープンイノベーションセンターの３部門からなり、これらを一体として運営。病院は、
 「心臓血管部門」と「脳血管部門」を併設し、連携して最先端の医療を提供。

 ★★アピールポイント★★
2019年7月移転開棟予定

国立循環器病研究センター

関連URL http://www.ncvc.go.jp/

 茨木IC近くに、平成29年に開所した、総合物流ターミナル。
 ★★アピールポイント★★

物流棟内部の見学。
物流の仕組や歴史・未来構想を、実際の設備や展示により見学。

補足情報

関連URL http://www.yamato-
hd.co.jp/gateway/visitortour.html

北大阪健康医療都市（健都）

補足情報 ※一般の方向けのイベント等については各施設のホー
ムページ等をご確認ください。

https://kento.osaka.jp/関連URL

市町村 吹田市（摂津市）
受入可能人数 20人



22 その他

受入可能人数

市町村
受入可能人数

市町村
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 棚田の残る農村風景。
 ★★アピールポイント★★

キリスト教の福者となった⾼⼭右近⽣誕の地。棚⽥風景が残り、地域住⺠等による保全活動が活発。

補足情報

関連URL

補足情報

関連URL

高山地区

補足情報

http://www.toyokan.net/history/takayama.html関連URL

市町村 豊能町
受入可能人数 30人



大阪北部（先端医療、EXPO’70開催地、インスタントラーメン
発祥の地、日本一長い商店街）を巡るコース

8：00 新大阪
↓（30分）

8：30 勝尾寺
↓（5分）

9：45 箕面大滝
↓（20分）

11：15 万博記念公園
↓（3分）

12：30 ランチ＠エキスポシティ
↓（15分）

14：15   北大阪健康医療都市（健都）
↓（25分）

16:00 カップヌードルミュージアム
↓（30分）

18:30 天神橋筋商店街



２．大２．大２．大２．大 阪阪阪阪 府府府府
（中（中（中（中 部）部）部）部）

大阪市、守口市、枚方市、八尾市
寝屋川市、大東市、柏原市、門真市

東大阪市、四條畷市、交野市



1 観光

2 ルート情報あり 観光

3 観光

受入可能人数 —

市町村 大阪市
受入可能人数 内容による

市町村 大阪市

- 1 -

昭和6年に市⺠の寄付⾦により創建されて以来、⼤阪のシンボルとして内外にその存在をアピールしてきま
した。特別展、テーマ展など⽂化財保護法に基づく重要⽂化財「公開承認施設」としての⻑所を活かした

 催事を展開。
 ★★アピールポイント★★

展示鑑賞など。

補足情報

水都大阪（水の回廊）

2015年6月に大阪市港区築港エリアにオープンしたクラシックカー博物館です。100年近い歴史を持ち、近
代化遺産として価値の高い築港赤レンガ倉庫をリモデルし、往時のロンドンやニューヨークの裏路地を再
現されているところが見所であり、ステーキハウスやカフェを併設した複合施設。また、すべてのスペー

 ス、展示車をレンタル利用することが可能。
 ★★アピールポイント★★

展示鑑賞、食事など。

GLION MUSEUM

関連URL http://glion-museum.jp/

 川で都心部をロの字に囲まれた世界でも稀な地形
 ★★アピールポイント★★

クルーズ船や遊歩道で、歴史や文化、水辺の魅力を感じる空間をめぐることができます。

補足情報

関連URL https://www.suito-osaka.jp/

大阪城天守閣

補足情報

https://www.osakacastle.net/関連URL

市町村 大阪市
受入可能人数 内容による



4 観光

5 ルート情報あり 観光

6 ルート情報あり 観光

受入可能人数 50人

市町村 大阪市
受入可能人数 50人

市町村 大阪市
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1755年、加賀屋甚兵衛が産土神の水分神を勧請して大和川河口に祭り、1837年、現在地に移築して同時に
天照大神、柿本人麻呂を合祭したと言われています。一方、社伝では、1835年、高砂神社焼失後に新たに

 加賀屋新田の氏神として1839年に創建されたとされています。
 ★★アピールポイント★★

1957年12月、北島町2丁目（現平林南2丁目）に御旅所を設け、1959年10月、材木町鎮守の平林高崎神社
としました。末社に五社神社と大多田大明神があります。

大阪観光局情報提供

補足情報 大阪観光局情報提供

コスモタワー

ニバーサル・スタジオ・ジャパン®  に隣接するエンターテインメント商業施設です。
 ★★アピールポイント★★

アメリカンテイストあふれる街並みに個性的なレストランやショップが勢揃い！本場ハリウッドの感動と
興奮・・・。今まで日本に無かった新しい楽しさと、ここだけにしかない最高のエンターテインメントを
味わうことができます。

ユニバーサル・シティウォーク大阪

関連URL ucw.jp/

大阪コスモスクエア地区のシンボルとして大阪湾にそびえる高さ256.0m、地上55階・地下3階建ての超高
 層ビルです。

 ★★アピールポイント★★
地上252m、360度さえぎるもののない壮大なパノラマ展望スペースからは天界から見下ろしたような感動
的な眺望が広がります。

補足情報

関連URL http://www.wtc-cosmotower.com/

高崎神社

補足情報

https://www.takasakijinja.com/関連URL

市町村 大阪市
受入可能人数 50人



7 ルート情報あり 観光

8 ルート情報あり 観光

9 ルート情報あり 観光

受入可能人数 30人

市町村 大阪市
受入可能人数 50人

市町村 大阪市
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 新梅田シティ内にある地上40階・地下2階、高さ約173メートルの超高層ビルです。
 ★★アピールポイント★★

屋上の「空中庭園展望台」では、地上170mの高さから大阪の町並みを一望できます。

大阪観光局情報提供

補足情報 大阪観光局情報提供

四天王寺

 大阪・浪速の台所と言われる市場・商店街です。
 ★★アピールポイント★★

鮮⿂店が多く、その他⻘果・乾物など様々な業種の店がひしめき合っています。

⿊門市場

関連URL www.kuromon.com/

今から1400年以上前の推古天皇元年（593）に建立されました。昭和20年（1945）の大阪大空襲により、
 境内のほぼ全域が灰燼に帰してしまいましたが再興され、現在ではほぼ旧観に復しています。

 ★★アピールポイント★★
伽藍配置は「四天王寺式伽藍配置」といわれ、南から北へ向かって中門、五重塔、金堂、講堂を一直線に
並べ、それを回廊が囲む形式で、日本では最も古い建築様式の一つです。

補足情報

関連URL www.shitennoji.or.jp/

梅田スカイビル

補足情報 大阪観光局情報提供

https://www.kuchu-teien.com/observatory/関連URL

市町村 大阪市
受入可能人数 50人



10 ルート情報あり 観光

11 ルート情報あり 観光

12 ルート情報あり 観光

受入可能人数 50人

市町村 大阪市
受入可能人数 50人

市町村 大阪市
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 地上300m日本一の超高層ビルです。
 ★★アピールポイント★★

展望台である「ハルカス300」からは、気候条件が良ければ、京都から六甲山系、明石大橋から淡路島、
⽣駒⼭系、そして関⻄国際空港なども⼀望いただけます。

大阪観光局情報提供

補足情報 大阪観光局情報提供

通天閣

 通天閣にジャンジャン横丁、大きなフグ提灯の看板などで有名な、大阪市南部の下町です。
 ★★アピールポイント★★

南北130mの間に串カツ屋、どて焼き屋、囲碁将棋クラブなど約50軒の店が軒を連ねる「ジャンジャン横
丁」や通天閣がある。

新世界

関連URL https://osaka-info.jp/page/shinsekai

 なにわのシンボル「大阪のエッフェル塔」です。
 ★★アピールポイント★★

5階には大阪を一望できる展望台や、足の裏をなでると幸運が訪れるという神・ビリケン像があります。

補足情報

関連URL https://tsutenkaku.co.jp/

あべのハルカス

補足情報 大阪観光局情報提供

https://www.abenoharukas-300.jp/関連URL

市町村 大阪市
受入可能人数 50人



13 ルート情報あり 観光

14 ルート情報あり 観光

15 ルート情報あり 観光

受入可能人数 50人

市町村 大阪市
受入可能人数 50人

市町村 大阪市

- 5 -

 ミナミの繁華街にありながら、静かななにわ情緒を漂わせている街です。
 ★★アピールポイント★★

⻑さ80m、幅3mの2本の路地が東⻄に伸びる横丁内には、⽼舗の割烹やバー、お好み焼き、串カツ店など
がずらり、風情ある石畳に行き交う足音がコツコツと鳴り響きます。

大阪観光局情報提供

補足情報 大阪観光局情報提供

天神橋筋商店街

 難波から日本橋のあいだ「千日前」に広がる飲食店街です。
 ★★アピールポイント★★

大阪グルメの代表 お好み焼きや串カツを始め、焼肉ホルモン、寿司、海鮮居酒屋、焼鳥、ラーメン、イ
タリアンバル、ハワイアンと個性的で本格的な名店が並びます。

裏なんば

関連URL https://osaka-info.jp/page/uranamba-
torameyokocho

 天神橋を起点として、北は天神橋筋七丁目まで伸びる、全⻑約2.6キロの⽇本⼀⻑い商店街です。
 ★★アピールポイント★★

昔ながらの大衆食堂、惣菜屋、代々刀鍛冶の刃物屋、明治元年創業のお茶屋、豆腐、コロッケ、陶器に着
物…と、およそ600店舗が連なっています。

補足情報

関連URL www.tenjin123.com/

法善寺横丁

補足情報 大阪観光局情報提供

https://osaka-info.jp/page/hozenji-yokocho関連URL

市町村 大阪市
受入可能人数 50人



16 観光

17 観光

18 観光

受入可能人数 50人

市町村 寝屋川市
受入可能人数 40人

市町村 東大阪市

- 6 -

 開園1910年。現在まで営業し続けている遊園地の中では最も古い歴史を持つ。
 ★★アピールポイント★★

年間入場者数は約120万人で、大阪府内の遊園地・テーマパークではUSJに次いで第２位。

補足情報

花園ラグビー場

日本で初めて人車一体の専用の祈祷殿を設けたことから『交通安全祈願の成田山』として市内外からの来
 訪者が多数あり、関⻄屈指の信仰の聖地として有名です。

 ★★アピールポイント★★
祈祷、写経、瞑想体験。

成田山不動尊（大本山成田山大阪別院 明王院）

関連URL http://www.osaka-naritasan.or.jp/

 日本最初のラグビー専用スタジアム。
 ★★アピールポイント★★

ラグビーワールドカップ開催に向けリニューアルした、世界基準のスタジアムの見学。

補足情報

関連URL http://www.city.higashiosaka.lg.jp/category/21-14-
1-0-0.html

ひらかたパーク

補足情報

http://www.hirakatapark.co.jp関連URL

市町村 枚方市
受入可能人数 50人以上



19 観光

20 観光

21 観光

受入可能人数 30人

市町村 交野市
受入可能人数 50人

市町村 交野市

- 7 -

 明治23年に鎮座。楠正行を主祭神として一族の将士を配祀する。
 ★★アピールポイント★★

自然豊かななかでの参拝。

○ほしだ園地に隣接。

補足情報 土日・祝日は混雑する可能性あり。

磐船神社

 全⻑280ｍ、最⼤地上⾼50ｍの⽊床版吊り橋。
 ★★アピールポイント★★

人道吊り橋としては全国的にも最大級の規模。眼下には四季折々に美しい森が広がる。交野市で最も有名
な観光スポットで、近年は外国人も訪れている。

星のブランコ（⼤阪府⺠の森ほしだ園地）

関連URL http://osaka-
midori.jp/mori/hoshida/hoshinoburanko.html

 「天の磐船」といわれる巨石をご神体とする古社。修験道の行場である岩窟をめぐることができる。
 ★★アピールポイント★★

「天の磐船」は高さ12m・幅12mの舟形巨石。加藤清正が大阪城の石垣にしようとして断念したとの逸話
が残る。天の磐船はじめ多数の巨石の間を歩く岩窟めぐりが人気。

補足情報

関連URL http://www.osk.3web.ne.jp/~iw082125/index-j.html

四條畷神社

補足情報

http://www.city.shijonawate.lg.jp/kanko_sangyo_bu
nka/kanko/meisho_kyuuseki/1409793535948.html関連URL

市町村 四條畷市
受入可能人数 —



22 ルート情報あり 観光

23 文化

24 文化

受入可能人数 内容による

市町村 大阪市
受入可能人数 内容による

市町村 大阪市

- 8 -

 世界最大級の水族館です。
 ★★アピールポイント★★

大きなジンベイザメが悠々と泳ぐ巨大水槽や自然を体感するエリアなどがあり、ダイナミックな太平洋を
イメージしたつくりとなっています。

補足情報

大阪市立自然史博物館

古代の宮殿難波宮の遺跡上に立つ高層の博物館。 常設展は「都市おおさか」の歴史や文化を、古代から近
 代にいたるまで模型と実物資料で紹介。ボランティアによる体験学習や遺跡ガイドも充実。

 ★★アピールポイント★★
展示鑑賞など。

大阪歴史博物館

関連URL http://www.mus-his.city.osaka.jp/

「身近な自然」「地球と生命の歴史」「生命の進化」「生き物のくらし」「大阪の自然誌」をテーマとす
る自然史系の専門博物館。身近な生物の誕生や進化を体感しながら、自然の成り立ちとその関わり方を学

 ぶことができる。
 ★★アピールポイント★★

展示鑑賞など。

補足情報

関連URL http://www.mus-nh.city.osaka.jp/

海遊館

補足情報 大阪観光局情報提供

kaiyukan.com/index.html関連URL

市町村 大阪市
受入可能人数 50人



25 文化

26 文化

27 文化

受入可能人数 内容による

市町村 大阪市
受入可能人数 内容による

市町村 大阪市

- 9 -

1936年に開館した歴史と伝統のある美術館。購入・寄贈によって集まった日本、中国の絵画・彫刻・工芸
 など8,300 件をこえる館蔵品、寺社などから寄託された作品を随時展示。

 ★★アピールポイント★★
展示鑑賞など。

H31.3末まで工事のため休館予定

補足情報

大阪市立科学館

世界的に有名な安宅コレクションの中国・韓国陶磁を中心とした陶磁器専門美術館。国宝２点と重要文化
 財13点を含む約6,000点の館蔵品は質、量ともに世界第一級を誇っている。

 ★★アピールポイント★★
展示鑑賞など。

大阪市立東洋陶磁美術館

関連URL http://www.moco.or.jp/

日本を代表する科学博物館。「宇宙とエネルギー」をテーマに、科学を楽しむ文化を発信しています。世
界最大級のプラネタリウムと展示場、サイエンスショーなどで、科学のしくみや、楽しさ、美しさを実感

 できる。
 ★★アピールポイント★★

展示鑑賞など。

補足情報

関連URL http://www.sci-museum.jp/

大阪市立美術館

補足情報

https://www.osaka-art-museum.jp/関連URL

市町村 大阪市
受入可能人数 内容による



28 文化

29 文化

30 文化

受入可能人数 20⼈〜30⼈

市町村 大阪市
受入可能人数 内容による

市町村 大阪市

- 10 -

 ⽂楽をはじめ邦楽・舞踊・⺠俗芸能・歌舞伎・⼤衆芸能などの伝統芸能を上演。
 ★★アピールポイント★★

展示鑑賞など。

補足情報

大阪府立上方演芸資料館

1977年、国内外の現代美術を中心とした作品を収集・保管・展示し、関連する調査研究及び事業を行うこ
 とを目的として開館。2004年に⼤阪・中之島⻄部地区に、完全地下型の美術館として新築、移転。

 ★★アピールポイント★★
展示鑑賞など。

国立国際美術館

関連URL http://www.nmao.go.jp/

上方演芸に関する資料等の収集、保存、展示等を行う資料館。上方演芸の魅力を体験できる施設に改修
 し、平成31年４月にリニューアルオープン予定。

 ★★アピールポイント★★
「笑い」をはじめとする上方演芸の文化を守り、継承する全国で唯一の演芸資料館。

補足情報

関連URL http://wahha-kamigata.jp/

国立文楽劇場

補足情報

https://www.ntj.jac.go.jp/bunraku.html関連URL

市町村 大阪市
受入可能人数 内容による



31 文化

32 文化

33 食

受入可能人数 50人

市町村 枚方市
受入可能人数 30人

市町村 枚方市

- 11 -

 江⼾時代の東海道の延⻑部「京街道」の宿場町であった枚⽅宿の歴史を紹介する唯⼀の展⽰施設。
 ★★アピールポイント★★

枚方市指定有形文化財の「主屋」と「別棟」の２つの建物があり、別棟２階の大広間では、枚方にちなん
だ料理を召し上がっていただける「大広間茶屋」がある。

補足情報

杉・五兵衛

 百済王氏（くだらのこにきし）一族が建立したといわれている寺。
 ★★アピールポイント★★

昭和27年に国の特別史跡に指定され、昭和43年には全国初の史跡公園として整備された。枚方八景の一
つ。

百済寺跡

関連URL http://www.city.hirakata.osaka.jp/0000000767.html

 甲子園球場の2倍ほどある園内で様々な野菜果物、山菜や花などを育てており、農園料理を提供している。
 ★★アピールポイント★★

園内散策や収穫体験、農園野菜を使用した会席料理等。

補足情報

関連URL http://sugigohei.com/

鍵屋資料館

補足情報

http://kagiya.hirakata-kanko.org/about/関連URL

市町村 枚方市
受入可能人数 30人



34 食

35 食

36 食

受入可能人数 20人

市町村 柏原市
受入可能人数 50人

市町村 交野市

- 12 -

 ふどう園においてぶどう狩り。
 ★★アピールポイント★★

日本での農業体験及びもぎたてのぶどうの飲食。

○酒蔵⾒学は1⽉中旬〜3⽉末で対応可。

補足情報

山野酒造株式会社

 大宴会場を備えた飲食施設。
 ★★アピールポイント★★

ぶどうを使用したメニューと絶景なロケーション。

サンヒル柏原

関連URL http://www.sunhillkashiwara.com/

江⼾時代末期創業。⽇本酒の製造・販売。
 

 ★★アピールポイント★★
⽣駒⼭系の豊富な伏流⽔と関⻄を中⼼とする上質の酒⽶を⽤いて、昔ながらの⼿作りの酒をつくってい
る。全国新酒鑑評会での⼊賞（⾦賞含む）多数。酒蔵⾒学は知識豊富で気さくな社⻑が丁寧に説明しなが
ら案内してくれる。

補足情報

関連URL http://katanosakura.com/

柏原ふどう狩り

補足情報

http://www.osaka-
ja.co.jp/ja/nakakawachi/product/grapepicking.html関連URL

市町村 柏原市
受入可能人数 20人



37 食

38 自然

39 自然

受入可能人数 30人

市町村 四條畷市
受入可能人数 ―

市町村 交野市

- 13 -

 1826年 (文政九年)創業。日本酒の製造・販売。
 ★★アピールポイント★★

伝統と文化に裏打ちされた地酒を世界に発信している。酒蔵を改造した酒亭「無垢根亭」では、旬の素材
を⽣かした料理と、⼿塩にかけて醸した酒の数々が味わえる。社⻑は英語話者。海外からの⾒学ツアー受
入実績多数。

交野いきものふれあいの里駐車場より徒歩15分。

補足情報

交野山（山頂）

 飯盛山東方にある総面積18.7haの池で、周辺は豊かな自然に恵まれている。
 ★★アピールポイント★★

美しい池を眺めながらの散策。

室池

関連URL http://www.city.shijonawate.lg.jp/kanko_sangyo_bu
nka/kanko/meisho_kyuuseki/1409793535948.html

交野のシンボル山。標高341m。山頂の大岩（観音岩）からは、六甲山系から大阪平野、京都までが一望で
 きる。

 ★★アピールポイント★★
山頂からの360度の眺望は府下随一。天気が良ければ明石海峡大橋も見える。古くから人々の信仰を集め
た山でもあり、観音岩には大梵字が彫られている。

補足情報

関連URL https://www.city.katano.osaka.jp/docs/2018031600
043/

大門酒造株式会社

補足情報

https://www.daimonbrewery.com/index.html関連URL

市町村 交野市
受入可能人数 30人



40 自然

41 産業

42 ルート情報あり 産業

受入可能人数 30人

市町村 大阪市
受入可能人数 120人

市町村 大阪市

- 14 -

 昭和25年発足。日本産樹木約450種を植栽し、日本の代表的な11種類の森の型（樹林型）を復元。
 ★★アピールポイント★★

同園のメタセコイアは、皇室とのゆかりが深く、平成29年には秋篠宮殿下が視察された。（なおメタセコ
イアは元園⻑の三⽊茂⽒が新種と発⾒した。）サミット開催時期には、絶滅危惧種の⽔⽣植物が開花す
る。
園内ガイドツアーを開催中。

補足情報

Garage Taisho（株式会社木幡計器製作所）

2015年4月に大阪市が設置。イノベーションにつながるプロジェクトを創出・支援するためにイベントや
 セミナー等を実施。

 ★★アピールポイント★★
イベント見学。

大阪イノベーションハブ（OIH）

関連URL https://www.innovation-osaka.jp/ja/

 IoT・ライフサイエンス系ベンチャーのものづくりをサポートするイノベーション創出支援施設。
 ★★アピールポイント★★

3Dプリンターや、CNC加工機といった最新のデジタル工作機器や各種測定機器・試験装置を備え、熟練し
た職人・エンジニアが、製品開発や加工、試験検査業務を支援し、当施設に集う人々・アイディア・マー
ケットを繋ぎ、新しい技術・製品・サービスを創出。

補足情報

関連URL https://www.garage-taisho.jp/

大阪市立大学理学部附属植物園

補足情報

http://www.sci.osaka-
cu.ac.jp/biol/botan/index.html関連URL

市町村 交野市
受入可能人数 50人



43 産業

44 産業

45 産業

受入可能人数 20人

市町村 大阪市
受入可能人数 30人

市町村 大阪市

- 15 -

 金属加工品、産業用機械を設計・製作する工場と世界のものづくりイノベーションを支える開発拠点。
 ★★アピールポイント★★

1階に成光精密株式会社の町工場、2階に「Garage Minato」という空間を活かし、研究者、ベンチャー企
業などのアイデアをより早く具現化するアイデアと工場をつなぐプラットフォーム。

(注)一般の方向けのイベント等についてはホームペー
ジ等をご確認ください。

補足情報 (注）一般の方向けの見学についてはホームページ等
をご確認ください。

NLAB（蓄電池評価センター）

 府を代表する中堅ものづくり企業（レンズ成形）
 ★★アピールポイント★★

オプトからメディカルまで幅広い業界で活躍し、その確かな技術力は大手家電メーカーのサプライヤー賞
に4年連続で入賞したのをはじめ、第6回「ものづくり日本大賞2015」での優秀賞受賞など、高い評価を受
ける。

吉川化成株式会社

関連URL https://www.ypc-g.com/

電力供給の安定化、スマートグリッドの構築などに不可欠なインフラとして国内外で導入が進められいる
 定置用大型蓄電池システムの世界最大規模の安全性等に関する試験施設。

 ★★アピールポイント★★
世界最大規模の恒温型チャンバーなどの多目的大型実験棟を有し、国際規格のあらゆる過酷な試験が可
能。

補足情報

関連URL https://www.nite.go.jp/gcet/nlab/index.html

Garage Minato（成光精密株式会社）

補足情報

https://www.garage-minato.jp/関連URL

市町村 大阪市
受入可能人数 30人



46 産業

47 産業

48 産業

受入可能人数 30人

市町村 枚方市
受入可能人数 30人

市町村 枚方市

- 16 -

家庭用並びに業務用たこ焼き器のシェア90％以上を占める同社が、創業50周年を機に文化活動の一環とし
て同社全館を企業ミュージアム化し、同社商品展示の他、たこ焼き・焼き肉・珈琲の歴史、昔懐かしい商

 品などの歴史と文化を展示している。
 ★★アピールポイント★★

「技術・文化館」「技術・開発館」「昭和歴史館たこ焼きミュージアム」「技術・工作館」「技術・組立
館」で構成されており、製品の実際の性能や製造過程を体感できる。

(注)見学情報については、一般の方向けの情報ではあ
りませんので、参考にご覧ください。

補足情報 (注)見学情報については、一般の方向けの情報ではあ
りませんので、参考にご覧ください。

Kubota 枚方製造所

 コマツの主力製品である中型油圧ショベルのマザー工場であり、大型ブルドーザーの一極生産拠点。
 ★★アピールポイント★★

工場見学やミニ油圧ショベルの体験等。

KOMATSU 大阪工場

関連URL http://home.komatsu/jp/company/directory/osaka.
html

 農業機械や建設機械などの生産。国内外で災害に強いインフラ整備に貢献。
 ★★アピールポイント★★

建築機械製造の見学、安全管理や人材育成システムの説明など。

補足情報

関連URL https://www.kubota.co.jp/

山岡金属工業（株）ミュージアム「夢工房」

補足情報
たこ焼きミュージアムでは、大阪ならではのたこ焼き
の歴史や様々なたこ焼き器を紹介。昔懐かしい昭和の
佇まいが再現されているレトロ館もある。

http://www.silkroom.co.jp/yumekobo/関連URL

市町村 守口市
受入可能人数 十数人



49 産業

50 産業

51 産業

受入可能人数 20人

市町村 大東市
受入可能人数 30人

市町村 柏原市

- 17 -

『みせるばやお』は企業が様々なワークショップを開催し、子どもから大人まで「おっ！」と驚くワクワ
 ク体験ができるオシゴト、ものづくり体験・体感施設。

 ★★アピールポイント★★
世界初のものづくりエンターテイメント施設。

補足情報

カタシモワイナリー

 義肢装具の最先端
 ★★アピールポイント★★

義肢装具の作業工程を見学。

川村義肢株式会社

関連URL http://www.kawamura-gishi.co.jp/

 ワイン製造工場
 ★★アピールポイント★★

ワイン製造ラインを身近に見学。

補足情報

関連URL http://www.kashiwara-wine.com/

みせるばやお

補足情報

http://miseruba-yao.jp/関連URL

市町村 八尾市
受入可能人数 30人



52 産業

53 産業

54 産業

受入可能人数 30人

市町村 門真市
受入可能人数 30人

市町村 東大阪市

- 18 -

 パナソニック株式会社が創業100周年を迎えるにあたり、平成30年3月9日にオープン。
 ★★アピールポイント★★

松下幸之助歴史館では、「経営の神様」と言われた松下幸之助の生涯を知ることができ、ものづくりイズ
ム館では、パナソニック歴代の製品や広告を展示。

視察の受入れ実績が豊富

補足情報 (注)一般の方向けのイベント等についてはホームペー
ジ等をご確認ください。

MOBIO（ものづくりビジネスセンターおおさか）

 府を代表するものづくり中小企業（フィギュア）
 ★★アピールポイント★★

リアルを追求し、フィギュア文化を日本に定着させた、「クールジャパン」の代表格
イギリス大英博物館の収蔵物をミニチュア化した「大英博物館公式フィギュア」を制作し、大英博物館な
らびに日本国内でも販売するなど海外でも高い評価を得ている。

株式会社海洋堂

関連URL http://kaiyodo.co.jp/

 府内ものづくり企業の総合支援拠点
 ★★アピールポイント★★

国内最大級の常設展示場、学術研究機関の先進取組み紹介、伝統工芸品等のものづくり実演・ものづくり
体験。

補足情報

関連URL http://www.m-osaka.com/jp/index.html

パナソニックミュージアム

補足情報

https://www.panasonic.com/jp/corporate/history/p
anasonic-museum.html関連URL

市町村 門真市
受入可能人数 ※



55 産業

56 ルート情報あり 産業

57 その他

受入可能人数 20人

市町村 大阪市
受入可能人数 50人

市町村 大東市

- 19 -

 府を代表するものづくり企業（特殊バルブ）
 ★★アピールポイント★★

特殊バルブ機器類や制御システムにおける世界トップメーカーであり、原子力発電、海洋開発など超最先
端の技術が必要とされる分野において同社製品が数多く使用される。

川村義肢株式会社においても大東元気でまっせ体操を
実施中

補足情報 大阪観光局情報提供

大東元気でまっせ体操

 日本最大級の国際見本市会場です。
 ★★アピールポイント★★

面積7万平方メートルの敷地内は、屋根つき広場の「インテックスプラザ」と、スカイプラザを囲むように
配置された「センタービル」、そして6つの「展示館」から構成されています。

INTEX OSAKA

関連URL www.intex-osaka.com/

 住⺠主体の介護予防活動事業
 ★★アピールポイント★★

2018.８現在、市内で114グループが活動中。介護予防の他、住⺠間の⾃然な⾒守りにも繋がり、国からも
注目されている事業である。

補足情報

関連URL http://www.city.daito.lg.jp/koureisya/kenkouseikats
u/taisou/index.html

株式会社フジキン

補足情報 (注)一般の方向けの情報となっておりませんので、参
考にご覧ください。

https://www.fujikin.co.jp/関連URL

市町村 東大阪市
受入可能人数 30人



58 その他

受入可能人数

市町村
受入可能人数

市町村

- 20 -

 車いすスポーツ専用の屋外施設（広場）。
 ★★アピールポイント★★

障害の有無や年齢、性別等に関わらず誰でも車いすスポーツを体験可能。現在は車いすソフトボールでが
利用の中心。

補足情報

関連URL

補足情報

関連URL

ウィルチェアースポーツ広場

補足情報 スポーツ用車いすの貸出可。

http://日本車いすスポーツ振興協会.com/関連URL

市町村 東大阪市
受入可能人数 20人程度



大阪ベイエリア（サミット会場、ものづくりの町、現代

建築）を巡るコース

9：00 新大阪
↓（30分）

9：30 GLION MUSEUM
↓（5分）

10:45 海遊館
↓

キャプテンラインで移動（10分）
↓

12：00 ランチ＠ユニバーサル・シティウォーク大阪
↓（10分）

13：45舞洲ゴミ処理場byフンデルトヴァッサー
↓（15分）

15：30 INTEX OSAKA
↓（5分）

16：15 コスモタワーから夢洲視察
↓（25分）

17：30 Garage Taisho
↓（30分）

19：30 梅田スカイビル



大阪市内（食文化、寺社、現代建築）を巡るコース

8：30 新大阪
↓（30分）

9：00 黒門市場
↓（8分）

10：30四天王寺
↓（6分）

11:30 あべのハルカス
↓（10分）

12:30 ランチ＠新世界~通天閣
↓（20分）

15:00住吉大社
↓（20分）

17：30法善寺横丁
↓（8分）

18：00 ディナー＠裏なんば



３．大３．大３．大３．大 阪阪阪阪 府府府府
（南（南（南（南 部）部）部）部）

堺市、岸和田市、泉大津市、貝塚市
泉佐野市、富⽥林市、河内⻑野市、松原市
和泉市、羽曳野市、高石市、藤井寺市
泉南市、大阪狭山市、阪南市、忠岡町

田尻町、岬町、太子町、河南町、千早赤阪村



1 ルート情報あり 観光

2 ルート情報あり 観光

3 ルート情報あり 観光

受入可能人数 15人

市町村 堺市
受入可能人数 30人

市町村 羽曳野市

- 1 -

 平成31年の世界遺産登録をめざす古墳群を歩いて視察。
 ★★アピールポイント★★

世界最大級の面積を誇る墳墓である仁徳天皇陵古墳をはじめとする百舌鳥古墳群。周辺にある博物館で
は、百舌鳥古墳群について詳しく学べる展示やVR体験、シアター上映を行っている。

応神天皇陵には駐車場がありません。

補足情報 (注)一般の方向けの情報となっておりませんので、参
考にご覧ください。

百舌鳥・古市古墳群➁ 応神天皇陵古墳

 平成31年の世界遺産登録をめざす古墳群をヘリコプターで視察。
 ★★アピールポイント★★

地上からは見ることができない古墳群の広大さを確認できる。

百舌鳥・古市古墳群➀ 仁徳天皇陵等（ヘリ視察）

関連URL http://www.city.sakai.lg.jp/kanko/rekishi/sei/index.
html

世界文化遺産をめざす百舌鳥・古市古墳群の構成資産のひとつ。古市エリアの中央部に位置する、日本第2
 位の大きさの前方後円墳。
 ★★アピールポイント★★

堺市の仁徳天皇陵古墳に次いで、墳丘の⻑さが⽇本第2位の前⽅後円墳。
墳丘の体積（143万㎥）は第1位である。墳丘の周囲に二重の濠と堤をもつ。

補足情報

関連URL http://www.mozu-furuichi.jp/jp/learn/map/f12.html

百舌鳥・古市古墳群➀ 仁徳天皇陵等（徒歩視察）

補足情報

http://www.city.sakai.lg.jp/kanko/rekishi/sei/index.
html関連URL

市町村 堺市
受入可能人数 40人



4 ルート情報あり 観光

5 ルート情報あり 観光

6 ルート情報あり 観光

受入可能人数 30人

市町村 羽曳野市
受入可能人数 30人

市町村 羽曳野市

- 2 -

世界文化遺産をめざす百舌鳥・古市古墳群の構成資産のひとつ。5世紀末頃に築造され、古市古墳群の中で
は内部施設が発掘調査されている数少ない前方後円墳。平成3年の発掘調査で確認された石室から、銀や鹿

 角製などの装飾品を付けた大刀をはじめ3,500 点以上に及ぶ副葬品が発見された。
 ★★アピールポイント★★

実際に古墳に登って見学。

補足情報

百舌鳥・古市古墳群関連（羽曳野市文化財展示室）

世界文化遺産をめざす百舌鳥・古市古墳群の構成資産のひとつ。5世紀初め頃に築造され、古市古墳群の中
 で5番目の規模をもつ大型の前方後円墳。

 ★★アピールポイント★★
沿道から古墳の様子を見学。
隣接する羽曳野市役所屋上から同古墳を含め古市古墳群も見学できる。

百舌鳥・古市古墳群➃  墓山古墳

関連URL https://www.city.habikino.lg.jp/soshiki/shougaigaku
shu/bunkazaihogoka/bunkazai/iseki_shokai/

古市古墳群及びその周辺から出土した遺物を展示。（展示品の中心は埴輪で、栗塚古墳出土の家形埴輪、
冠帽形埴輪、軽里4号墳から出土した石見型埴輪、その他白鳥陵古墳や安閑天皇陵古墳から出土した埴輪、

 また峯ヶ塚古墳から出土した装飾品など）
 ★★アピールポイント★★

出土した遺物を間近に見学。

補足情報

関連URL https://www.city.habikino.lg.jp/soshiki/shougaigaku
shu/bunkazaihogoka/bunkazai/siryoukan/6743.html

百舌鳥・古市古墳群➂ 峯ヶ塚古墳

補足情報

https://www.city.habikino.lg.jp/soshiki/shougaigaku
shu/bunkazaihogoka/bunkazai/iseki_shokai/関連URL

市町村 羽曳野市
受入可能人数 30人



7 ルート情報あり 観光

8 ルート情報あり 観光

9 ルート情報あり 観光

受入可能人数 30人

市町村 藤井寺市
受入可能人数 30人

市町村 藤井寺市

- 3 -

 世界文化遺産をめざす百舌鳥・古市古墳群の構成資産のひとつ。4世紀後半に築造された前方後円墳。
 ★★アピールポイント★★

実際に古墳に登って見学。上からは前方後円墳の形を目で見て感じることができる。墳丘の上からは金剛
山地やあべのハルカスを見渡すことができる眺めのいい古墳。

葛井寺〜市⽴⽣涯学習センター〜仲哀天皇陵古墳まで
ルート訪問可能、単独訪問も可能。

補足情報 道明寺天満宮〜道明寺〜古室⼭古墳〜仲姫命陵古墳ま
でルート訪問可能。単独訪問も可能。

百舌鳥・古市古墳群⑦ 仲哀天皇陵古墳

世界文化遺産をめざす百舌鳥・古市古墳群の構成資産のひとつ。応神天皇の皇后である仲姫命が葬られて
 いるとされる。

 ★★アピールポイント★★
沿道から古墳の様⼦を⾒学。墳丘⻑290メートルの前⽅後円墳で古市古墳群の中で2番目の⼤きさを誇る。
拝所からの見学。

百舌鳥・古市古墳群⑥ 仲姫命陵古墳

関連URL http://www.fujiidera-
kanko.info/spot/nakatsuhime.html

 世界文化遺産をめざす百舌鳥・古市古墳群の構成資産のひとつ。幅の広い濠と幅の狭い堤が特徴。
 ★★アピールポイント★★

沿道と拝所から古墳の様子を見学。

補足情報

関連URL http://www.fujiidera-kanko.info/spot/chuai.html

百舌鳥・古市古墳群➄ 古室山古墳

補足情報 道明寺天満宮〜道明寺〜古室⼭古墳〜仲姫命陵古墳ま
でルート訪問可能。単独訪問も可能。

http://www.fujiidera-
kanko.info/spot/komuroyama.html関連URL

市町村 藤井寺市
受入可能人数 30人



10 ルート情報あり 観光

11 ルート情報あり 観光

12 観光

受入可能人数 30人

市町村 堺市
受入可能人数 30人

市町村 岸和田市

- 4 -

世界文化遺産をめざす百舌鳥・古市古墳群の構成資産のひとつ。４世紀後半に造られた、古市古墳群にお
 ける大王陵造営の先駆けとなった古墳。内濠からは水鳥形埴輪など、貴重な資料が多数発掘された。

 ★★アピールポイント★★
埋葬施設が発⾒され、竪⽳式⽯室の中に国内最⼤級の⻑持形⽯棺が納められており、実物と同じ兵庫県⾼
砂市産の⻯⼭⽯を使った実物⼤レプリカを⾒学。隣接するガイダンス棟「まほらしろやま」で、出⼟した
埴輪や土器を見学。

補足情報 ・仁徳天皇陵古墳に近接

だんじり会館

 伝統的な作庭技術を駆使した2.6haの美しい築山林泉廻遊式庭園。
 ★★アピールポイント★★

「昭和の小堀遠州」と称えられた中根金作が作庭。抹茶や和菓子も楽しむことができる。

大仙公園日本庭園

関連URL http://www.daisenteien.jp/

 岸和田最古のだんじりや法被など、だんじり祭に関する資料を展示。
 ★★アピールポイント★★

大型マルチビジョンや３D映像でだんじり祭の熱気と迫力を紹介しています。
だんじりの大屋根に乗る大工方の体験や鳴り物体験でだんじりを心ゆくまで実感できます。

補足情報

関連URL https://kishibura.jp/danjiri/

百舌鳥・古市古墳群⑧ 津堂城山古墳

補足情報

http://www.fujiidera-
kanko.info/spot/tsudoushiroyama.html関連URL

市町村 藤井寺市
受入可能人数 30人



13 観光

14 観光

15 観光

受入可能人数 30人

市町村 岸和田市
受入可能人数 30人

市町村 岸和田市

- 5 -

 秀吉が叔父の小出秀政を城主とし、泉州地域の守りの要とした城。現天守閣は昭和29年に再建。
 ★★アピールポイント★★

城内では企画展を開催。天守閣からは泉州一円や国指定名称「岸和田城庭園（八陣の庭）」を鑑賞できま
す。

月曜休館（祝日の場合は、翌火曜日が休館）

補足情報 水曜休館

紀州街道（まちづくりの館）

ＪＡいずみのの地産地消の拠点、「食」と「農」のシンボルです。地域の旬の食材を使った料理を、
 ビュッフェ形式でお届けする「泉州やさいのビュッフェ&カフェ」も併設されています。

 ★★アピールポイント★★
安全・安心で新鮮な農産物を取り揃えた農産物直売所。食と農に関する体験を通じて、農業の役割と大切
さを知ることができる楽しい学びの体験交流館。

愛彩ランド

関連URL http://www.ja-izumino.or.jp/farmstand/index.php

城下町の雰囲気を留め、江⼾時代に岸和⽥の中⼼地であった本町の紀州街道の道筋には、その歴史を物語
 る建築物等が数多く遺されています。

 ★★アピールポイント★★
・ふるさと郷土賞（国土交通省）
・美しい日本の街道を歩きたくなるみち500選
・大阪ミュージアム登録
・岸和田市こころに残るみち景観

補足情報

関連URL http://kishiwadahonmachi.com/

岸和田城

補足情報 だんじり会館から徒歩3分

https://www.city.kishiwada.osaka.jp/soshiki/36/kis
hiwadajyo.html関連URL

市町村 岸和田市
受入可能人数 30人



16 観光

17 観光

18 ルート情報あり 観光

受入可能人数 10人

市町村 貝塚市
受入可能人数 50人

市町村 泉佐野市

- 6 -

奈良時代に、聖武天皇の勅命を受け、僧行基が建立したとされる天台宗の別格本山の寺院、府下最大級の
 本堂、府下唯一の三重塔などが建つ。

 ★★アピールポイント★★
⽔間寺千本搗餅つきなどの⺠俗芸能⾏事が⾏われているとともに、愛染堂の堂前には、お夏清⼗郎の墓所
があり、恋人の聖地に選定され、様々なイベントが行われている。また、寺僧制度があり、地域の人びと
によって守られている寺院である点。

補足情報

犬鳴山七宝龍寺「瀧修行体験」

奈良時代に、僧行基が建立したとされる観音寺の観音院（本堂の国宝孝恩寺観音堂）を引き継いだ浄土宗
 の寺院。

 ★★アピールポイント★★
観音堂は、鎌倉時代に建てられた府下で最古級の木造建造物であるとともに、収蔵庫には、国の重要文化
財である18躯の仏像と板絵1枚が安置されている点。

孝恩寺

関連URL ―

 犬鳴山修験者先達の指導のもと、行者ヶ瀧で瀧修行をする修験道体験。
 ★★アピールポイント★★

関空から車で30分のところにある犬鳴山七宝龍寺は、1300余年の歴史ある古刹。女性も参加できるため、
女人禁制の大峯山に対して女人大峯ともよばれており、女性行者も多く修行している。

補足情報

関連URL http://www.inunakisan.jp/gyouja/taiken

水間寺

補足情報

http://www.mizumadera.or.jp/関連URL

市町村 貝塚市
受入可能人数 100人



19 観光

20 観光

21 観光

受入可能人数 ４⼈〜20⼈

市町村 泉佐野市
受入可能人数 20人

市町村 泉佐野市

- 7 -

 畳をを使ってオリジナルコースターを作る。
 ★★アピールポイント★★

日本の文化の畳を身近に感じられる。

補足情報

ワイワイ！泉だこdeタコパーティ

泉州タオルを丸めたケーキ台に用意したパーツ(花や果物)を自分のセンスでデコレーションし、自分でお
 土産を作る。

 ★★アピールポイント★★
泉州タオルは、130年の歴史を持つタオル発祥の地。泉州タオルを使ってオリジナルなタオルケーキが作
れます。

タオルで世界に一つのケーキ�

関連URL https://tabica.jp/travels/2507

 関空マリーナにて、大阪湾の景色を楽しみながら、泉だこを使ったタコ焼き作り体験をし、試食する。
 ★★アピールポイント★★

地元で捕れる泉だこを使ってのたこ焼き作りで、大阪の粉もん文化を身近に感じてもらえる。

補足情報

関連URL https://www.icp-japan.or.jp/

い草のコースター作り

補足情報

https://tabica.jp/travels/3165関連URL

市町村 泉佐野市
受入可能人数 20人



22 観光

23 観光

24 観光

受入可能人数 100人

市町村 富田林市
受入可能人数 ―

市町村 富田林市

- 8 -

大阪府下最大級ともいわれる「ゑぇじゃないか祭り」は、全国各地から100チーム以上が参加するよさこ
 いの祭典。講師によるよさこい踊り体験ができます。

 ★★アピールポイント★★
衣装を身につけ、鳴子を両手に踊ります。よさこいチームによる演舞も観覧できる。

補足情報

富田林市農業公園サバーファーム

 永禄初年(1558〜1561)に創建。
 ★★アピールポイント★★

重要伝統的建造物群保存地区に選定。

富田林寺内町

関連URL ―

 広さ20ha。甲子園球場5個分の広大な敷地。
 ★★アピールポイント★★

農業体験。いちご・ぶどう狩りや野菜の収穫等。

補足情報

関連URL http://www.savor-farm.or.jp

よさこいdeゑぇじゃないか！！

補足情報

http://nigiwai-p.jp/eejanaika/photo14関連URL

市町村 泉佐野市
受入可能人数 5⼈〜20⼈



25 ルート情報あり 観光

26 ルート情報あり 観光

27 ルート情報あり 観光

受入可能人数 50人

市町村 河内⻑野市
受入可能人数 30人

市町村 河内⻑野市

- 9 -

奈良時代に聖武天皇の命により、当時の高僧である行基により開山。4つの国宝と37の重要文化財を保
 有。

 ★★アピールポイント★★
平成の大修理により往時の姿が蘇った境内、新国宝のご本尊や国宝指定候補の屏風、千年杉や四季彩り豊
かな庭園の拝観。

※河内⻑野市ルート情報 ID：８

補足情報 ※河内⻑野市ルート情報 ID：６

関⻄サイクルスポーツセンター

⻄暦701年に修験道の開祖・役⾏者が開創。
 後に弘法大師空海が真言宗の道場とした寺院。

 ★★アピールポイント★★
国宝である美しい本堂の拝観と絵写経の体験。境内で地元野菜を使った精進料理を味わえる。

観心寺

関連URL http://www.kanshinji.com/

1974年に開園。アトラクションに自転車要素を取り入れた「サイクルアトラクション」を楽しむことがで
 きる。

 ★★アピールポイント★★
⾦剛⽣駒紀泉国定公園内のサイクリング（全⻑３km）。⽔陸両⽤⾃転⾞などの変わり種⾃転⾞の試乗。

補足情報

関連URL http://www.kcsc.or.jp/

天野山金剛寺

補足情報 ※河内⻑野市ルート情報 ID：４

http://amanosan-kongoji.jp/index.php関連URL

市町村 河内⻑野市
受入可能人数 30人



28 観光

29 観光

30 観光

受入可能人数 30人

市町村 松原市
受入可能人数 30人

市町村 松原市

- 10 -

明治・大正時代を代表する建築家である辰野金吾氏が手がけた、国内でも数少ない和風建築を有した温泉
 旅館。

 ★★アピールポイント★★
南北朝時代から高野山に向う旅人を癒したといわれる天見温泉。
明治、大正期の意匠を残す客室で旬素材の日本料理を味わえる。

補足情報

布忍神社

開運松原六社参り（松原市内五社と大阪市一社を元旦から1月15日までに参詣する行事。）執り行い社の
 一社。

 ★★アピールポイント★★
平成29年に⽇本遺産に認定された『1400年に渡る悠久の歴史を伝える「最古の国道」〜⽵内街道・横⼤路
（⼤道）〜』の構成⽂化財。社地は、5世紀前半に即位した反正天皇の丹⽐柴籬宮の伝承地とされます。境
内末社に祀られている⻭神社はめずらしく、⽇本で唯⼀の⽯造の⻭磨き⾯があり、⻭に触れると⻭が丈夫
になるといわれています。

柴籬神社

関連URL https://www.shibagaki.or.jp

開運松原六社参り（松原市内五社と大阪市一社を元旦から1月15日までに参詣する行事。）執り行い社の
 一社。

 ★★アピールポイント★★
大阪府指定有形文化財に指定されている本殿には、狩野探幽が描いたと伝えられている唐獅子絵がありま
す。また、昨年GoogleのCMで全国的に有名になった、現代アーティストのイチハラヒロコとコラボした
吉凶で占わない「恋みくじ」が人気。インパクトのある言葉が心に刺さります。

補足情報

関連URL http://www.eonet.ne.jp/~nunose/

天見温泉 南天苑

補足情報

http://www.e-oyu.com関連URL

市町村 河内⻑野市
受入可能人数 20人



31 観光

32 観光

33 観光

受入可能人数 30人

市町村 和泉市
受入可能人数 50人

市町村 和泉市

- 11 -

落ち着いた佇まいの美術館であり、⽇本と中国の古美術品を中⼼に、浮世絵版画、⻄洋美術などの貴重な
 作品を鑑賞することができます。

 ★★アピールポイント★★
美しい日本庭園の見学。ティールームも併設されており、美術品を鑑賞したあとも、このスペースで心や
すらぐ時間を過ごせます。

補足情報

池上曽根史跡公園

産業廃棄物の最終処分(埋立)地であったものを｢処分場跡地のリサイクル｣という形で再生された公園で
 す。四季折々の花を年中楽しむことができます。

 ★★アピールポイント★★
入場無料。四季折々の花の見学。敷地だけでなく公園内の設備や資材等についてもほとんどがリサイクル
品を使用するなど、通常の公園とは違い、リサイクル・自然と人々の共生・ふれあいの場をテーマとして
います。

和泉リサイクル環境公園

関連URL http://www.dinsgr.co.jp/park/

弥生時代最大級の規模と内容です。遺跡の総面積は約60万㎡と推定され、その中心部は国の史跡に指定さ
 れており公園内には復元された建物や学習館などがあります。

 ★★アピールポイント★★
約80畳の広さを持つ⼤型建物やクスの⽊をくり抜いた直径2mの井⼾の⾒学。

補足情報

関連URL http://www.city.osaka-
izumi.lg.jp/bizikankosan/rekishi/index.html

和泉市久保惣記念美術館

補足情報

http://www.ikm-art.jp/index.html関連URL

市町村 和泉市
受入可能人数 30人



34 観光

35 観光

36 観光

受入可能人数 40人

市町村 羽曳野市
受入可能人数 30人

市町村 高石市

- 12 -

弥生時代の生活や対外交流の様子を紹介しています。また考古学セミナーや弥生文化体験など、楽しく日
 本文化の源流を学ぶことができる催しもあります。

 ★★アピールポイント★★
日本で唯一弥生時代をテーマにした博物館です。

カメラを通して見るとより良く見えるので、カメラ好
きの方に最適です。

補足情報

工場夜景

571 年、欽明天皇の勅命で応神天皇陵の前に設けられた日本最古といわれる八幡宮。宝物として、源頼朝
寄進の「塵地螺鈿金銅装神輿」(国宝)や丸山古墳出土の「金銅装透彫鞍金具」(国宝)など貴重なものが数多

 く収められている。
 ★★アピールポイント★★

収蔵する源頼朝寄進の国宝などの見学。また、八幡宮からは百舌鳥・古墳群の仁徳陵古墳に次いで2番目の
規模を誇る応神天皇陵古墳の様子をうかがうことができる。

誉田八幡宮

関連URL http://www012.upp.so-
net.ne.jp/kondagu/index.html

 多数のプラントの夜間照明が工場独特の夜景を見せてくれます。
 ★★アピールポイント★★

近年日本で注目度が高まりつある工場夜景。高石の工場夜景は日本１０大工場夜景の1つです。

補足情報

関連URL http://www.city.takaishi.lg.jp/kakuka/seisakusuishi
n/sogoseisaku_ka/osakasenshu_sightseeing_guide/

大阪府立弥生文化博物館

補足情報

http://www.kanku-city.or.jp/yayoi/関連URL

市町村 和泉市
受入可能人数 30人



37 観光

38 観光

39 観光

受入可能人数 30人

市町村 藤井寺市
受入可能人数 30人

市町村 藤井寺市

- 13 -

土師氏の氏神として成立し、のちに土師氏の子孫でつながりの深い菅原道真とおばの覚寿尼公を祭神とし
 た1400年以上の歴史ある天満宮。

 ★★アピールポイント★★
菅原道真公が愛用したと伝わる国宝の見学。絵馬奉納、御祈祷体験。

葛井寺〜市⽴⽣涯学習センター〜仲哀天皇陵古墳まで
ルート訪問可能、単独訪問も可能。

補足情報 道明寺天満宮〜道明寺〜古室⼭古墳〜仲姫命陵古墳ま
でルート訪問可能。単独訪問も可能。

葛井寺

7世紀中葉に土師氏の氏寺として建立された尼寺。菅原道真公のおばの覚寿尼公が住まわれ、道真公も立ち
寄ったとされる。関⻄風桜餅（道明寺餅）など和菓⼦の材料として知られる「道明寺糒」「道明寺粉」発

 祥の寺としても有名。
 ★★アピールポイント★★

国宝の十一面観音菩薩立像などの見学。御祈祷体験。呈茶。

道明寺

関連URL http://www.fujiidera-
kanko.info/spot/doumyouji.html

古代⽒族葛井⽒の⽒寺として、7世紀後半の⽩鳳期に建⽴。 ⻄国三⼗三箇所観⾳霊場の第五番札所として
 信仰を集め、多くの参詣者が訪れる。

 ★★アピールポイント★★
 大阪府下唯一の天平仏で、1043本もの手を持つ珍しい仏像である国宝乾漆千手観音坐像の見学。写経、御
祈祷体験。

補足情報

関連URL http://www.fujiidera-kanko.info/spot/fujiidera.html

道明寺天満宮

補足情報 道明寺天満宮〜道明寺〜古室⼭古墳〜仲姫命陵古墳ま
でルート訪問可能。単独訪問も可能。

http://www.fujiidera-
kanko.info/spot/tenmangu.html関連URL

市町村 藤井寺市
受入可能人数 30人



40 観光

41 観光

42 観光

受入可能人数 30人

市町村 泉南市
受入可能人数 40人

市町村 泉南市

- 14 -

船形埴輪と修羅をモチーフとし、ノアの箱舟を彷彿とさせる巨大でユニークな建物。藤井寺の歴史と文化
 をわかりやすく学べる展示施設がある。

 ★★アピールポイント★★
本市で発見された国の重要文化財である水鳥埴輪などの貴重な歴史資料の見学。

補足情報
春のローズフェスティバル期間中の見頃の土日祝日は
駐車場利用困難かつ公園までの交通が非常に渋滞する
ことがあります。

⻑慶寺

 泉南市の農業の中核となることを目的として建設された農業公園です。
 ★★アピールポイント★★

５月中旬から６月上旬、10月は公園内のデビッド・オースチン・イングリッシュローズガーデンが見ごろ
です。本国英国以外では、デビッド・オースチン・ロージズ社直営のガーデンは唯一ここだけです。特に
春、広い丘陵地に約3,000株の同社の様々な品種が咲きそろう様は圧巻です。

泉南市農業公園花咲きファーム

関連URL http://welcome-sennan.com/tourist-
spots/hanasaki-farm

本寺は⾏基の草創であると伝えられており、本尊は⾏基⾃作の秘仏です。境内には⻄国33箇所、阪東33箇
 所、秩父34箇所の本尊観音石仏を祀った御堂などがたたずんでいます。

 ★★アピールポイント★★
市内を⼀望する⼩⾼い丘に位置する⻑慶寺は別名「あじさい寺」と呼ばれています。梅⾬時には、厄除け
の石段として知られる山門までの100段の石段沿い、ふたつの「あじさいの谷」をはじめ、本堂、多宝
塔、2つの様式の異なる三重塔が立ち並ぶ境内を紫陽花が見事に彩ります。見ごろは6月中旬から6月下
旬。また、鐘楼からは、まちなみや大阪湾、関空島が見渡せます。

補足情報

関連URL http://welcome-sennan.com/tourist-spots/chokeiji

市立生涯学習センター（アイセル シュラ ホール）

補足情報 葛井寺〜市⽴⽣涯学習センター〜仲哀天皇陵古墳まで
ルート訪問可能、単独訪問も可能。

http://www.city.fujiidera.lg.jp/shisetsuannaibasu/ky
oikubunka/1387002133055.html関連URL

市町村 藤井寺市
受入可能人数 30人



43 観光

44 観光

45 観光

受入可能人数 30人

市町村 泉南市
受入可能人数 無制限

市町村 泉南市

- 15 -

 熊野街道沿いにある信達宿の梶本家は野田藤が開花している期間に庭を一般開放しています。
 ★★アピールポイント★★

1本の野田藤に約4万房の花房がつきます。4月中旬から4月下旬は藤が見ごろを迎え、ふじまつりが開催さ
れます。期間中は、藤棚のそばに鑑賞台が設置され、藤棚を上から観ることができます。眼下に広がる藤
はまるで紫の雲海と、毎年国内のみならず国外からも花見客が訪れる春の風物詩となっています。

境内のナギとオガタマノキは大阪府の天然記念物に指
定されています。
※駐車場あり（梅林近く20台、信達神社近く12台）

補足情報

金熊寺（きんゆうじ）梅林・信達神社

 白い大理石の浜辺が広がるマーブルビーチ。
 ★★アピールポイント★★

空・海の⻘と⼤理⽯の⽩のコントラストが夏の昼下がりには⼀層輝きます。⼣⽅には、「⼣陽百選」にも
選定された美しい夕陽を背に関空から飛び立つ航空機も見られます。また、そのロマンチックな雰囲気か
ら大阪府内では初めて「恋人の聖地」としての認定をうけました。白いビーチに設置されたハート型モ
ニュメントは、遠方からも撮影に訪れる人気のフォトスポットです。

マーブルビーチ（恋人の聖地）

関連URL http://welcome-sennan.com/tourist-spots/marble-
beach

梅の名所として知られており、信達神社の社叢とともに大阪みどりの百選にも選ばれています。梅林のそ
ばには7世紀創建と伝わる金熊寺の観音院本堂があり、その横には信達神社本殿へまっすぐ向かう参道があ

 ります。
 ★★アピールポイント★★

2月下旬から3月中旬は梅林が見ごろです。約300年の歴史があり、丘の上からは茶店で休憩しつつ、里山
の梅林の風景を楽しむことができます。信達神社の極彩⾊の五間社流造の本殿は、江⼾時代前期の建築で
は大阪府下最古級のものと考えられています。

補足情報

関連URL http://welcome-sennan.com/flower-spots/kinyuji

信達宿の野田藤

補足情報 個⼈宅。⾒学はふじ祭り開催時のみ。近隣の⻑慶寺に
臨時駐車場から徒歩8分

http://welcome-sennan.com/flower-
spots/kajimotoke-fuji関連URL

市町村 泉南市
受入可能人数 30人



46 観光

47 観光

48 観光

受入可能人数 40人

市町村 阪南市
受入可能人数 50人

市町村 阪南市

- 16 -

 大阪府立博物館内の見学。
 ★★アピールポイント★★

狭山池は約１４００年の歴史を持つ貴重な土木遺産です。『日本書紀』、『古事記』にもその名前が登場
し、現在までの狭山池改修には行基、重源、片桐且元等の偉人が関わっています。大阪府立狭山池博物館
ではその歴史を、「治水」「かんがい」の技術とともに紹介しています。

補足情報

地引網体験

古くは「延喜式」に記載されている式内社として知られています。この神社は天正13(1585)年豊臣秀吉の
根来攻めの兵⽕に遭いますが、慶⻑5(1600)年、豊⾂秀頼の命により修復が加えられ、さらに、寛永

 15(1638)年に再建されました。
 ★★アピールポイント★★

境内の拝殿奥には東面して本殿と末社三神社本殿が並び建ち、この2棟は平成5年に国の重要文化財に指定
されています。社蔵のなかには、府指定文化財として土佐光成の筆による三十六歌仙扁額が納められ、境
内には片桐且元が献じたと伝わる石灯籠などの文化財があります。

波太神社

関連URL http://www.city.hannan.lg.jp/kakuka/shimin/mkats
u/spot/jinja.html

 地元漁師が使用する地引網を使って本格的な地引網体験が可能です。
 ★★アピールポイント★★

地引網体験の後は、獲れたての魚をバーベキューで楽しむことが可能です。

補足情報

関連URL http://www.city.hannan.lg.jp/kankou/kankospot/as
obu/1333611817512.html

狭山池、大阪府立狭山池博物館、大阪狭山市立郷土資料館

補足情報 大阪府立狭山池博物館は府の施設ですが、大阪狭山市
立郷土資料館も併設しております。

http://sayamaikehaku.osakasayama.osaka.jp/_ops
m/関連URL

市町村 大阪狭山市
受入可能人数 20人



49 観光

50 観光

51 観光

受入可能人数 100人

市町村 岬町
受入可能人数 1000人

市町村 岬町

- 17 -

 国宝3件等を所蔵する美術館。
 ★★アピールポイント★★

鎌倉、室町時代の水墨画や墨蹟の名品が有名。

補足情報

とっとパーク小島

広い敷地に動物を放し飼いにした「自然公園」、大阪で唯一イルカショーが見られる「ユーポス シャイ
ニースタジアム」、楽しい乗り物がある「スポーツランド」、夏にはスプラッシュスライダーやループス
ライダーなど５種のスライダーがある「ぷーるらんどＲｉｏ」など、楽しい施設がいっぱいです。行楽

 シーズンには、家族連れや若者でにぎわいます。
 ★★アピールポイント★★

イルカショーやナイトズー、プールランドＲｉｏなど楽しいことがたくさんある。

みさき公園

関連URL http://www.nankai.co.jp/misaki/

関⻄でも有数の釣りスポットである多奈川⼩島地区に、関⻄国際空港⼆期事業で利⽤した⼟砂搬出桟橋を
活用した海釣り公園が平成１９年１０月に、オープンしました。現在では、ふれあい広場も整備されてお

 り、全国初の海釣り公園を併設した「道の駅」でもあります。
 ★★アピールポイント★★

大阪府内では珍しく、海釣りができる。

補足情報

関連URL http://minnaga.com/totopark/chiyoka.html

公益財団法人 正木美術館

補足情報 開館は春と秋のみ。駐車場は普通自動車4台分。

http://masaki-art-museum.jp/関連URL

市町村 忠岡町
受入可能人数 10人



52 観光

53 観光

54 観光

受入可能人数 200人

市町村 岬町
受入可能人数 50人

市町村 岬町
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 関⻄国際空港⼆期事業で⼟砂を採取した跡地にできた多目的公園。
 ★★アピールポイント★★

⻘⽊松風庵⼯場でお菓⼦作り体験ができる。

補足情報

道の駅 みさき

海洋、海洋プログラムの体験学習、校外学習はもちろんのこと、オリエンテーション合宿やセミナー、研
 修会、勉強合宿、親睦会、スポーツ合宿の他、いろいろな目的にご利用いただけます。

 ★★アピールポイント★★
マリンスポーツを堪能できる。

⻘少年海洋センター

関連URL http://www.osaka-kaiyo.com/

 国道の沿道で、海等を臨む眺望にドライバーや地域住⺠の交流と憩いになる施設。
 ★★アピールポイント★★

魚介や農産物などの地元産品を購入できる。

補足情報

関連URL https://www.michi-no-eki.jp/stations/view/14130

いきいきパークみさき

補足情報

http://www.town.misaki.osaka.jp/soshiki/soumu/ki
kaku/ikiiki_park/関連URL

市町村 岬町
受入可能人数 30人



55 観光

56 観光

57 観光

受入可能人数 30人

市町村 太子町
受入可能人数 30人

市町村 太子町

- 19 -

御廟は､径50mの円墳。叡福寺は､推古天皇が太子の墓を守護する香華所として建立。その後焼失し、豊臣
 秀頼によって再建。

 ★★アピールポイント★★
聖徳太子の御廟見学。2021年に没後1400年を迎える。叡福寺内の聖霊殿(重要文化財)、宝物殿見学。

補足情報

竹内街道、町立竹内街道歴史資料館

叡福寺の南側に位置する。太⼦の死後その乳⺟であった3⼈が仏門⼊り、御堂を建⽴し、冥福を祈ったのが
 始まりと伝えられる。

 ★★アピールポイント★★
阿弥陀如来、十一面観世音菩薩、龍の天井画 見学。

⻄⽅院

関連URL http://www.taishi-kankou.jp/spot/view/saihoin.php

613年に難波と飛鳥京を結んだ「大道」。
 我が国最初の国道。

 ★★アピールポイント★★
2017年日本遺産に認定。
街道の散策。資料館の見学。

補足情報

関連URL www.taishi-
kankou.jp/spot/view/takenouchikaido.php

聖徳太子御廟、叡福寺

補足情報

www.taishi-kankou.jp/spot/view/eifukuji.php関連URL

市町村 太子町
受入可能人数 30人



58 観光

59 観光

60 観光

受入可能人数 ―

市町村 千早赤阪村
受入可能人数 20人

市町村 千早赤阪村

- 20 -

「近つ⾶⿃」をはじめとする⼤阪府を中⼼に古墳時代〜⾶⿃時代をテーマとした展⽰や研究・教育など⾏
 う施設。

 ★★アピールポイント★★
埴輪や石棺のほか、150分の１サイズの大仙古墳の模型や藤井寺市で見つかった古代の巨大運搬機修羅な
ど多数展示。建築家安藤忠雄氏が建物の設計を手がける。

補足情報

金剛山

 村内の楠木正成公関連史跡めぐり。
 ★★アピールポイント★★

大阪から３０分で行ける日本伝統の山城史跡。

楠公史跡

関連URL http://www.vill.chihayaakasaka.osaka.jp/kankouann
ai.html

 大阪府最高峰の山。
 ★★アピールポイント★★

国内では珍しい神社と寺が山頂にある山で、健康登山としても有名。

補足情報

関連URL ―

大阪府立近つ飛鳥博物館

補足情報

http://www.chikatsu-asuka.jp/?s=index関連URL

市町村 河南町
受入可能人数 200人



61 ルート情報あり 文化

62 文化

63 文化

受入可能人数 10人

市町村 岸和田市
受入可能人数 30人

市町村 泉大津市

- 21 -

 堺打刃物事業者の工房で作業を見学し、製作を体験。
 ★★アピールポイント★★

プロの料理人の多くが愛用する名品の製作工程を見学できる。

補足情報 月曜休館（祝日の場合は、翌火曜日が休館）

モフ草履

大規模な事務所建築を得意とした渡辺節の作品。装飾の少ないシンプルな外観であるが、列柱を配した玄
 関部などに洋式建築のモチーフが見られる。

 ★★アピールポイント★★
国の登録有形文化財。

岸和田市立自泉会館

関連URL https://www.city.kishiwada.osaka.jp/soshiki/11/

 毛布の縁という泉大津市独自の素材で作った草履を製作する。
 ★★アピールポイント★★

毛布のまちである泉大津市の繊維産業の歴史をPRするため、これまで廃棄していた毛布の縁を有効活用し
て作る「モフ草履」講座を実施している。

補足情報

関連URL http://www.city.izumiotsu.lg.jp/kakuka/kyoikuiinkai
/oriamukan/15342311907075.html

堺打刃物工程見学・体験

補足情報

http://www.pref.osaka.lg.jp/mono/seizo/kobo-
01.html関連URL

市町村 堺市
受入可能人数 30人



64 文化

65 ルート情報あり 文化

66 文化

受入可能人数 30人

市町村 河内⻑野市
受入可能人数 30人

市町村 和泉市

- 22 -

「ちぬうみ創⽣神楽」は、泉佐野市に伝わる⺠話や伝説、神話などを題材に、古典作法にのっとった伝承
 を、形（かた）・舞・音楽などを織り交ぜて創作した舞。古典作法、舞や楽器体験も可能。

 ★★アピールポイント★★
日本固有の神楽舞いで、訪日外国人をおもてなしし、日本の文化を紹介する。

補足情報 ※河内⻑野市ルート情報 ID：３

さをりの森

 ⽇野地区に数百年も昔から伝えられている伝統芸能。河内⻑野市指定無形⺠俗⽂化財。
 ★★アピールポイント★★

日野獅子舞の演舞の観覧。日野獅子舞の歴史や文化等の資料、獅子頭の展示。

日野獅子舞（みのでホール）

関連URL http://www.kankou-
kawachinagano.jp/jpn/traditional/

1969年、城みさをさんが始めた｢さをり織り｣。従来の手織りとは異なり、織り方は自由。近年は海外にも
展開。自社設計の織機を使い、手織り教室(体験もあり)を開講｢さをり織り｣の自由な手織りはもはやアー

 トです。｢さをり織り｣独自の考え方は世界各地でも広く受け入れられています。
 ★★アピールポイント★★

英語対応可。｢さをり織り｣の自由な手織りはアートです。単なる織物体験だけでなくアートも体感できま
す。

補足情報

関連URL http://www.saorinomori.com/index.html

「ちぬうみ創生神楽」の観覧と体験

補足情報 ７ｘ７mのスペースが必要

https://www.icp-japan.or.jp/promotion.html関連URL

市町村 泉佐野市
受入可能人数 5⼈〜50⼈



67 文化

68 文化

69 文化

受入可能人数 40人

市町村 泉南市
受入可能人数 30人

市町村 阪南市

- 23 -

市内の埋蔵文化財を保護するため平成9年4月に設置されました。以来、市内埋蔵文化財の調査・研究・整
 理・保管を行うとともに、文化財普及啓発事業を続けています。

 ★★アピールポイント★★
飛鳥時代の終わり（約1350年前）に建てられた古代寺院「海会寺」跡とその建立を行なったとされる豪族
の居館跡が完全な姿で発見され、国史跡の指定をうけています。その発掘調査での出土品の多くは、国の
重要文化財であり、隣接する泉南市埋蔵文化財センターで常時展示されています。

補足情報 駐車場有（40台）

浪花酒造

本寺は、天平年間に行基により開創されたと伝わる真言宗の寺で、その寺庭は高名な作庭家重森三玲氏に
 よる「法林の庭」です。

 ★★アピールポイント★★
4月下旬から躑躅、そのあと5月には皐月が見ごろとなります。毎年1月には、境内の愛宕権現社におい
て、山伏が護摩を焚く「柴燈大護摩供（さいとうおおごまく）」と「火渡り」が行われます。

林昌寺

関連URL http://welcome-sennan.com/tourist-spots/rinshoji

創業300年の歴史ある酒蔵。和泉⼭脈からの清冽な地下⽔に恵まれ、その井⼾⽔で酒の仕込みを⾏ってい
 ます。手造りにこだわり、心のこもった酒造りを続けています。

 ★★アピールポイント★★
2018年全国新酒鑑評会にて金賞を受賞。(通算5回目)酒蔵は、国の登録有形文化財に指定されており、酒
蔵見学会も可能。

補足情報

関連URL http://www.naniwamasamune.com/

国史跡海会寺跡広場・泉南市埋蔵文化財センター

補足情報 駐車場あり。大型バス不可。

http://welcome-sennan.com/tourist-spots/kaieji関連URL

市町村 泉南市
受入可能人数 40人



70 文化

71 ルート情報あり 食

72 食

受入可能人数 ―

市町村 堺市
受入可能人数 30人

市町村 貝塚市

- 24 -

繊維産業の復興を目的に立ち上がった¨阪南コットンプロジェクトの一環で誕生した団体「紡（つむ
 ぐ）」が機織り体験指導者として体験教室を開催します。

 ★★アピールポイント★★
本格的な機織り機を使用して昔ながらの機織りを体験することが可能です。

補足情報

くら天然魚市場

 千利休のふるさとでの茶の湯体験。
 ★★アピールポイント★★

茶道三千家の指導のもと、茶の湯の作法を体験するだけではなく、実際にお茶を点てることもできる。

利晶の杜

関連URL http://www.sakai-rishonomori.com/

 天然魚のみを取り扱う漁場直送の市場。
 ★★アピールポイント★★

漁場から直送された天然魚の加工工程の見学。販売やイートイン施設が隣接する。

補足情報

関連URL http://www.kura-
corpo.co.jp/kura_tennengyo/access.html

機織り体験会

補足情報

https://www.furusato-
tax.jp/product/detail/27232/4449610関連URL

市町村 阪南市
受入可能人数 10人



73 ルート情報あり 食

74 ルート情報あり 食

75 食

受入可能人数 30人

市町村 河内⻑野市
受入可能人数 20人

市町村 松原市

- 25 -

2017年5月に道の駅としてオープン。食べて、遊んで体験できる、様々な施設が集結した南大阪の観光拠
 点。

 ★★アピールポイント★★
地元食材を使った河内野菜のビュッフェバイキング。
交流農園での野菜の栽培、収穫、調理、試食体験。

補足情報 ※河内⻑野市ルート情報 ID：７

有限会社ツムラ本店

享保３年（⻄暦1718年）創醸。太閤秀吉も好んだと⾔われる地酒「天野酒」を蔵元の⻄條合資会社が醸
 造・販売。

 ★★アピールポイント★★
酒蔵周辺の情緒ある古い町並み・酒蔵の見学。吟醸酒・純米酒他、季節に合わせた限定銘柄の試飲・販
売。

天野酒（⻄條合資会社）

関連URL http://amanosake.com/

 明治3年創業。新鮮・安全・めちゃうまい河内鴨を生産販売。
 ★★アピールポイント★★

河内の松原市で明治初期より140年あひる及び合鴨づくり一筋。孵化・飼育から処理、加工、卸・小売ま
で、一貫体制で行っており、畜産業の飼育過程で使用される抗生物質等は一切不使用。その河内鴨の飼育
のため、最近建設した最新の平飼い飼育施設の見学を受け入れします。

補足情報

関連URL ―

道の駅 奥河内 くろまろの郷

補足情報 ※河内⻑野市ルート情報 ID：２

http://www.kuromaro.com/index.html関連URL

市町村 河内⻑野市
受入可能人数 30人



76 食

77 食

78 食

受入可能人数 ・海鮮BBQ 140人 ・漁業体験90人

市町村 松原市
受入可能人数 30人

市町村 田尻町

- 26 -

自社ブランド「おくさま印」の精米事業を主軸とし、ギフト・ノベルティ事業、産地ブランディング事業
 など多面的に展開する会社。

 ★★アピールポイント★★
科学的知見を持つ近畿大学農学部との共同開発商品。画期的な精米新製法を用い、美味しく栄養価が高
い。松原市からのコメント:その美味しさから注目されているお米「ゆめぴりか」。このお米の食味を損な
うことなく、従来除去されていた栄養成分を多く残した美味しいお米です。

海鮮BBQ→2,700円／漁業体験+関空クルージング→平
日3,780円、平日以外4,860円／漁業体験+関空クルー
ジング+海鮮BBQ→平日6,480円、平日以外7,560円

補足情報

田尻海洋交流センター

 日本最大、世界でも第二位の規模の製パン業者の大阪第二工場。
 ★★アピールポイント★★

「おいしさと品質で毎日を応援します。」を企業スローガンと定めている。多彩な種類の食パンをはじ
め、調理パン・菓子パン・キャラクターパン・菓子類など数多くの商品を多面的に展開している。

山崎製パン大阪第二工場

関連URL http://www.yamazakipan.co.jp/

 平成6年から漁港施設を核とした複合的な観光事業を展開している。
 ★★アピールポイント★★

・海鮮BBQ ・漁業体験 ・日曜朝市

補足情報

関連URL http://www.tajiriport.com/

幸南食糧株式会社

補足情報

http://kohnan.co.jp/関連URL

市町村 松原市
受入可能人数 30人



79 食

80 ルート情報あり 食

81 自然

受入可能人数 100人

市町村 堺市
受入可能人数 30人

市町村 泉佐野市

- 27 -

駐車場・休憩施設・地域振興施設が一体となった道路施設で、地域の農産物の展示・ＰＲをはじめ、地場
 農産物、手づくりの加工品等を販売。

 ★★アピールポイント★★
国道309号沿いに位置し、周囲は緑豊かな自然に恵まれ、新鮮野菜が消費者に喜ばれている。エコ栽培の
水越米やなにわの伝統野菜、地場野菜・果物を取り入れた米粉パンやお餅、惣菜、ジャムが人気。

補足情報 大阪観光局情報提供

絶景「りんくう公園の夕陽」

 幕末の嘉永三年(1850年)に創業。茶の製造・卸等を行っています。
 ★★アピールポイント★★

日本茶インストラクター（平成23年7月現在：5名）による「お茶の淹れ方教室」の開催、ISO9001取得、
有機JAS認証、業界初、大阪版食の安全安心認証を取得した工場の見学等を通して、多くの皆様にお茶の
魅力をご紹介しています。

つぼ市製茶本舗

関連URL www.tsuboichi.co.jp/

関⻄国際空港対岸のりんくうタウンにある「りんくう公園」は、⼣陽百選にも選定された絶景のスポッ
 ト。沈みゆく⼣陽が空を⻩⾦⾊に染め上げ、紺⻘へと変わるグラデーションは幻想的。

 ★★アピールポイント★★
関⻄空港の対岸にあるマーブルビーチからの⼣陽は、⼣陽100選に選ばれ、迫⼒満点のロケーション。
4月には、インスタ映えの一押しスポット「Love Rinku」モニュメントも設置された。

補足情報

関連URL http://rinku.osaka-park.or.jp/sunset

道の駅かなん

補足情報

http://www.osaka-michinoeki-kanan.jp/index.html関連URL

市町村 河南町
受入可能人数 100人



82 ルート情報あり 自然

83 自然

84 自然

受入可能人数 多数可

市町村 和泉市
受入可能人数 30人

市町村 高石市

- 28 -

昭和５６年１１月に完成した府内最大級の多目的ダム。ダム周辺は豊かな自然に囲まれた湖水となってい
 る。

 ★★アピールポイント★★
ダム内部（監査廊）の探検・見学。ダム周辺の自然を活かしたアクティヴィティ体験。

補足情報

浜寺公園

春はイチゴ狩、夏はそうめん流し(器・お箸も竹で一から作ります)やブルーベリー狩、秋はさつまいも堀
 り、冬はミカン狩など四季を通じて様々な農業体験が楽しめます。

 ★★アピールポイント★★
自然風景も楽しめます。天候の良い日には大阪湾や｢あべのハルカス｣を一望できます。

いずみふれあい農の里

関連URL http://www.nounosato.com/

明治期から続く日本最古の公営公園で、園内には美しい松林が広がり、日本の名松100選に選ばれていま
 す。

 ★★アピールポイント★★
かつて付近一帯にロシア兵俘虜収容所があった縁から園内には日露友好の像が建てられており、像には当
時のプーチン大統領の寄文が刻まれています。

補足情報

関連URL https://www.osaka-
park.or.jp/rinkai/hamadera/main.html

滝畑ダム

補足情報 ※河内⻑野市ルート情報 ID：１

http://www.pref.osaka.lg.jp/minamikawachinm/m_i
ndex/k_takihatadam.html関連URL

市町村 河内⻑野市
受入可能人数 25人



85 自然

86 自然

87 自然

受入可能人数 50人

市町村 泉南市
受入可能人数 施設に問合せ必要

市町村 阪南市

- 29 -

昭和26年に第1種漁港として指定を受け、多くの魚介類が水揚げされています。毎週日曜日には、朝市が
 開かれ、一般参加できるセりが人気です。

 ★★アピールポイント★★
最近では、産官学連携で漁獲量の減少しつつあるアナゴの養殖に取り組んでおり、注目を集めています。
養殖アナゴは「泉南あなご」として、ふるさと納税返礼品としても人気を集めています。また、地引網体
験、海鮮バーベキュー、関空クルージングなどのプログラムが用意されています。5月中旬から下旬までは
岡田浦砂浜のハマヒルガオが見ごろです。

補足情報 ※ 体験するプログラムにより異なる。1プログラム30
分から150分。宿泊可。

海洋学習会

 昔の日本文化、里山生活体験施設です。
 ★★アピールポイント★★

自然体験や里山生活体験、季節あそび体験など、様々なプログラムが用意されており、里山の良さが味わ
えます。昔の農家を模した宿泊棟では、かまどやいろり、五右衛門風呂が再現され、昔の里山の生活を体
験することができます。

里山の自然学校 紀州わいわい村

関連URL http://www.osakaymca.or.jp/shisetsu/kisenwaiwai
mura/

下荘漁協の協力のもと大阪湾の海洋環境学習会を開催します。海の専門員と一緒に、専用船で関空沖を巡
 り、大阪湾に生息する海洋生物の学習を行います。

 ★★アピールポイント★★
タイミングが合えば、関空沖に生息するかわいい「スナメリ」に出会えるかもしれません。

補足情報

関連URL http://hannan-tb.jp/topics/detail.php?pkId=68

岡田漁港

補足情報 体験プログラムやバーベキューは4月から10月の期間
のみ。普通自動車150台、バス駐車可

http://okadaura.org/関連URL

市町村 泉南市
受入可能人数 50人以上300人まで



88 産業

89 産業

90 産業

受入可能人数 50人

市町村 堺市
受入可能人数 40人

市町村 貝塚市

- 30 -

刃物、線香、注染ゆかた、昆布、敷物、和菓子など、堺の伝統産業の逸品と名産品を一堂に集め、展示・
 体験・販売。

 ★★アピールポイント★★
包丁研ぎ、和菓子作り等の実演の見学、お香作りの体験等もできる。

補足情報 (注)一般の方向けの見学等のイベントについてはホー
ムページ等をご確認ください。

明治なるほどファクトリー関⻄

 関⻄電⼒（建設・運営）と堺市（普及啓発事業）の共同実施による⼤規模太陽光発電所。
 ★★アピールポイント★★

全国で初めて電力会社により営業運転を開始したメガソーラー。

堺太陽光発電所

関連URL http://www.kepco.co.jp/energy_supply/energy/new
energy/solar/

 ヨーグルト製造。
 ★★アピールポイント★★

ヨーグルトの製造過程の見学。ヨーグルトの歴史や製法などのパネル展示。

補足情報

関連URL http:/www.meiji.co.jp/learned/factory/

堺伝統産業会館

補足情報

https://www.sakaidensan.jp/関連URL

市町村 堺市
受入可能人数 30人



91 産業

92 ルート情報あり 産業

93 産業

受入可能人数 30人

市町村 河内⻑野市
受入可能人数 30人

市町村 松原市
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関⻄国際空港では、世界最⾼⽔準の環境性と安全性を備えた「環境先進空港」をめざし、クリーンエネル
 ギーの活用を進めている。
 ★★アピールポイント★★

 究極のクリーンエネルギーとして注目を集めている水素に関し「水素グリッドプロジェクト」に取組
み、水素ステーションの設置、燃料電池フォークリフトの導入など、空港施設への大規模な水素エネル
ギー導入に取組んでいる。

(注)一般の方向けの情報となっておりませんので、参
考にご覧ください。

補足情報 ※河内⻑野市ルート情報 ID：５

コーマ株式会社

 平成１６年に簾の産地である河内⻑野市で設⽴。様々な珍しい簾や当時の簾づくりの道具・機械を展⽰。
 ★★アピールポイント★★

歴史的価値の高い貴重な簾、当時の道具や機械、巻物・文献・映像など数多くの資料の展示・見学。

すだれ資料館

関連URL http://sudare.com/

 類例ないソックス製品の企画から染色、製造、出荷まで内製化された一貫工程の生産システムを持つ。
 ★★アピールポイント★★

河内木綿で有名な河内地域(松原市)において、あくまでも国産にこだわり、自社工場において一貫生産し
ています。素材は余分な短繊維を取り除いた高級糸「コーマ糸」。各種競技のアスリートの協力を得て、
立体構造のスポーツ用高付加価値靴下「高機能3Dソックス(FOOTMAX)」を開発しました。リオデジャネ
イロオリンピックで窪木一茂選手もこの靴下(競輪用)を使用しました。

補足情報

関連URL http://www.cooma.co.jp/

関⻄国際空港

補足情報 (注)一般の方向けの見学等のイベントについてはホー
ムページ等をご確認ください。

http://www.kansai-airports.co.jp/関連URL

市町村 泉佐野市
受入可能人数 30人程度



94 産業

95 産業

96 産業

受入可能人数 30人

市町村 和泉市
受入可能人数 50人

市町村 和泉市
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和泉地域の地場産業である「いずみパール・いずみ硝子」を製造する地元企業団体が製品普及のために立
ち上げた展示場です。伝統的な硝子細工や流行のコットンパールまで、幅広い品を展示販売しています。

 またアクセサリー作り体験の可能です。
 ★★アピールポイント★★

いずみパールをつかったアクセサリー作り体験。

(注)一般の方向けの見学等のイベントについてはホー
ムページ等をご確認ください。

補足情報 (注)一般の方向けの見学等のイベントについてはホー
ムページ等をご確認ください。

株式会社光明製作所

 大阪発のイノベーション創出のための産業技術に関する試験・研究機関
 ★★アピールポイント★★

公設としては⻄⽇本初となる国際規格に適合した電波暗室（電磁波試験施設）などの最新設備の⾒学

ORIST（地方独立行政法人大阪産業技術研究所）

関連URL https://orist.jp/

 府を代表するものづくり中小企業（分水栓・止水栓製造）
 ★★アピールポイント★★

今までに全国５３０余りの自治体から当社の止水栓などの製品を採用いただくなど、その豊かな実績と培
われたノウハウ、そして高い技術力は、各自治体から「光明に言えば、どんなことでも対処してくれ
る。」と高い支持を受けています。

補足情報

関連URL https://www.komei-ss.co.jp/

日本人造真珠硝子細貨工業組合展示場(リアーナ)

補足情報

http://jpga-izumi.com/index.html関連URL

市町村 和泉市
受入可能人数 30人



97 産業

98 その他

99 その他

受入可能人数 60人

市町村 泉大津市
受入可能人数 10人

市町村 泉南市
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関⻄国際空港をはじめとした交通網の整備により、都市機能が向上された⼤阪南部における、中⼩企業が
 集積する内陸型の産業拠点として整備されました。

 ★★アピールポイント★★
自然環境に恵まれた産業団地として、近隣に立地する地方独立行政法人大阪産業技術研究所や、大阪府立
南大阪高等職業技術専門校などと連携し、大阪のものづくり拠点のひとつとなっています。

補足情報

WAO体操

右脳と左脳をバランスよく使った読書法である「ブレインブースト」を行う小中学生のようすを見学す
 る。

 ★★アピールポイント★★
本市にある学習塾で実施しているもので、右脳と左脳をバランスよく使うことで1分間に1,600万字を読
む。

飛翔学舎（ブレインブースト）

関連URL ―

 認知症予防を目的とした泉南市独自の体操。
 ★★アピールポイント★★

体操の体験。

補足情報

関連URL http://www.waosennan.jp/wao.html

テクノステージ和泉

補足情報 (注)一般の方向けの見学等のイベントについてはホー
ムページ等をご確認ください。

http://www.techno-matidukuri.org/index.html関連URL

市町村 和泉市
受入可能人数 20人程度



大阪南部（伝統産業、茶文化、寺社、古墳）を

巡るコース

8：00 新大阪
↓（30分）

8：30 住吉大社
↓（20分）

9：30利晶の杜
↓（10分）

10:45 堺打刃物工程見学
↓（5分）

12:00 ランチ＠つぼ市製茶本舗
↓（15分）

13:15 百舌鳥古墳群
↓（1分）

14：30大仙公園
↓（66分）

16：00 犬鳴山七宝龍寺瀧修行



大阪南部（河内長野市）自然・文化あふれる

エリアを巡るコース（河内長野市提案）

【VOL.1】
9：00 大阪市内（大阪市役所）

↓
10：00 滝畑ダム

↓
11：30 道の駅奥河内くろまろの郷（昼食）

↓（地元食材を使ったバイキング）
13:00 みのでホール

↓（日野獅子舞の見学と
伝統工芸のようじ作成体験）

14:30 天野山金剛寺
↓（国宝の仏像と屏風、日本庭園の拝観、
すだれ資料館の見学）

17：00 大阪市内（大阪市役所）

④14:30天野山⾦剛寺〈ID 4 〉
すだれ資料館〈ID 5〉

③13:00 日野獅子舞（みのでホール）〈ID 3〉

① 10:00 滝畑ダム〈 ID1〉

ルート情報VOL.1

②11:30道の駅奥河内くろまろの郷〈ID2〉

【VOL.2】
13：00 大阪市内（大阪市役所） →14：00 観心寺（国宝の本堂拝観と座禅・絵写経の体験）

→16：30 観心寺にて精進料理（夕食） → 18：00 天野酒酒蔵（酒蔵見学と日本酒の試飲）

→20：00 大阪市内（大阪市役所）

ルート情報 VOL.2

② 18:00 天野酒（⻄條合資会社）〈 ID 7 〉

①13:00観心寺 〈 ID 6〉



【VOL.3】
9：00 大阪市内（大阪市役所）

↓
10：00 滝畑ダム

↓
11：30 道の駅奥河内くろまろの郷（昼食）

↓（地元食材を使ったバイキング）
13:00 関西サイクルスポーツセンター

↓（変わり種自転車体験）
14:30 天野山金剛寺

↓（国宝の仏像と屏風、日本庭園の拝観、
すだれ資料館の見学）

17：00 大阪市内（大阪市役所）

④14:30 天野山 ⾦剛寺 〈ID 4 〉
すだれ資料館 〈ID 5 〉

①10:00 滝畑ダム 〈ID 1〉

ルート情報 VOL.3

② 11:30 道の駅 奥河内 くろまろの郷 〈ID 2〉

③13:00 関⻄サイクルスポーツセンター 〈ID 8 〉

大阪南部（河内長野市）自然・文化あふれる

エリアを巡るコース（河内長野市提案）



４．出張対応４．出張対応４．出張対応４．出張対応
（体験・催事）（体験・催事）（体験・催事）（体験・催事）

情報提供協力：大阪観光局



1 出張可

2 出張可

3 出張可

受入可能人数 ―

市町村 大阪MICEカタログ(大阪観光局編集）
受入可能人数 ―

市町村 大阪MICEカタログ(大阪観光局編集）

- 1 -

 レセプション・会⻑招宴などへ「福娘」を派遣いたします。
 ★★アピールポイント★★

会場入口でのお出迎えや鏡割、大阪締めなどで華を添えます。

※有料サービス

補足情報 ※有料サービス

琵琶/沖縄⺠謡/琴 演奏

レセプション・会⻑招宴などへシンガーソングライターを派遣させていただきます。ひと時のコンサート
 をお楽しみ下さい。

 ★★アピールポイント★★
弾き語り（要ピアノ）：ジャズ、スクリーンミュージック等のミニステージ、クラシックのピアノ演奏
も。／アコーディオン演奏：シャンソンなどでなじみのある楽器。演奏しながら歩くことも可能。／昭和
の流行歌（はやりうた）：シンガーソングライター「リピート山中」昭和のヒットメロディコンサート

弾き語り（要ピアノ）/アコーディオン/昭和の流行歌

関連URL ―

レセプション・会⻑招宴などへシンガーソングライターを派遣いたします。ひと時をお楽しみ下さい。
 

 ★★アピールポイント★★
琵琶演奏：中国伝来の物で⽇本では平家物語などの語りに使⽤される。／沖縄⺠謡：沖縄地⽅で⽣まれた
音楽で三線を演奏しながら唄う。／琴演奏：日本を代表する伝統楽器。落ち着いた雰囲気を演奏します。

補足情報

関連URL ―

今宮戎神社福娘

補足情報

―関連URL

市町村 大阪MICEカタログ(大阪観光局編集）
受入可能人数 ―



4 出張可

5 出張可

6 出張可

受入可能人数 ―

市町村 大阪MICEカタログ(大阪観光局編集）
受入可能人数 ―

市町村 大阪MICEカタログ(大阪観光局編集）

- 2 -

レセプション・会⻑招宴などへシンガーソングライターを派遣させていただきます。ひと時をお楽しみ下
 さい。

 ★★アピールポイント★★
津軽三味線：津軽地方で生まれた三味線。音楽のテンポが速く音数が多い所に特徴がある。／虚無僧：虚
無僧装束で演奏しながら会場を歩く。／大神楽曲芸：日本古来からの伝統芸。傘の曲芸・水雲井の曲芸・
出刃曲芸・茶碗の曲芸

※有料サービス

補足情報 ※有料サービス

本格着物体験

和装モデル「なでしこさん」の派遣を致しております。容姿端麗な「なでしこさん」達による、和の『お
 もてなし』を創造いたします。

 ★★アピールポイント★★
舞台上での鏡割りサポートやゲストのお出迎えなど、TPOに合わせたプランニングが可能です。

和装モデル派遣

関連URL ―

 日本の伝統文化『着物』を本格的に体験できます。各種着物全てお着付けいたします。
 ★★アピールポイント★★

弊社店舗での着付け、その他会場での着付けどちらもお受け致しております。※浴衣or小紋

補足情報

関連URL ―

津軽三味線/虚無僧/大神楽曲芸

補足情報 ※有料サービス

―関連URL

市町村 大阪MICEカタログ(大阪観光局編集）
受入可能人数 ―



7 出張可

8 出張可

9 出張可

受入可能人数 ―

市町村 大阪MICEカタログ(大阪観光局編集）
受入可能人数 ―

市町村 大阪MICEカタログ(大阪観光局編集）
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本物の着物を使った手作り和装小物教室を開きます。作業自体は簡単なのでお子様から誰でもご参加頂け
 ます。

 ★★アピールポイント★★
30分〜１時間で出来るので少しの空き時間を有効に活⽤でき、⾃分専⽤の和装⼩物を持ち帰り頂けます。

※有料サービス
申込：3カ月前まで

補足情報 ※有料サービス

日本センチュリー交響楽団

 世界無形文化遺産の日本料理。
 ★★アピールポイント★★

 本町の Sakura cook で、寿司コース体験、天ぷらコース体験、抹茶テーブルセッティング体験など、クッ
キング体験をお楽しみください！

日本料理教室

関連URL ―

フルオーケストラの貸切コンサートから少人数の室内楽コンサートまで日本センチュリー交響楽団が出張
 演奏いたします。費用、スケジュールは要相談。 

 ★★アピールポイント★★
社内イベント、各種レセプションなどでご利用ください。

補足情報

関連URL ―

手作り和装小物教室

補足情報 ※有料サービス

―関連URL

市町村 大阪MICEカタログ(大阪観光局編集）
受入可能人数 ―



10 出張可

11 出張可

12 出張可

受入可能人数 ―

市町村 大阪MICEカタログ(大阪観光局編集）
受入可能人数 ―

市町村 大阪MICEカタログ(大阪観光局編集）

- 4 -

レセプション・会⻑招宴などへ⼤阪フィルハーモニー交響楽団団員を派遣いたします。※オーケストラ貸
 切公演開催 あるいは公演の団体鑑賞等ご相談下さい。

 ★★アピールポイント★★
⼈数は１〜５名程度の派遣となります。

木槌・杓はﾚﾝﾀﾙ有。

補足情報 ※有料サービス
※その他ピアノや箏のユニットなどもあり。

樽酒

レセプション・会⻑招宴などへ和楽器演奏団を派遣いたします。雅楽の楽器である笙・篳篥・龍笛と、邦
 楽の楽器でお馴染みの十七絃箏による演奏です。

 ★★アピールポイント★★
雅楽・邦楽を始め和楽器の各分野からそれぞれの枠を越え集まった和楽器演奏集団「トラロ会」による演
奏。公演時間は約１５〜６０分です。

トラロ会（雅楽・和楽器演奏）

関連URL ―

 懇親会などへ樽酒の提供いたします。
 ★★アピールポイント★★

宴席のｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞにご利用下さい。

補足情報

関連URL ―

大阪フィルハーモニー交響楽団

補足情報 ※有料サービス
※日程・費用 要相談

―関連URL

市町村 大阪MICEカタログ(大阪観光局編集）
受入可能人数 ―



13 出張可

14 出張可

15 出張可

受入可能人数 ―

市町村 大阪MICEカタログ(大阪観光局編集）
受入可能人数 ―

市町村 大阪MICEカタログ(大阪観光局編集）
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 新しい雅楽の創造、コンテンポラリー雅楽 / Contemporary GAGAKU
 ★★アピールポイント★★

【音楽舎 まほら】プロフィール / Profile 龍笛奏者・出口煌玲の呼びかけで、雅楽演奏家と様々のジャン
ルのミュージシャン・アーティスト達が参加しているコラボレーションユニット。

※有料サービス

補足情報 ※有料サービス

文楽実演

大阪のオフィス街に佇む昭和2年に創立され、昭和25年に再建し約80年の歴史を持ち平成18年には国登録
 文化財の指定を受けた「山本能楽堂」による能の公演。

 ★★アピールポイント★★
ご要望の時間に応じてプログラムを組むことができます。英語等の外国語対応が可能です。

能

関連URL ―

 世界無形文化財遺産に指定された伝統芸能。費用・ｽｹｼﾞｭｰﾙ等は国立文楽劇場と要相談。
 ★★アピールポイント★★

補足情報

関連URL ―

雅楽「まほら」

補足情報 ※有料サービス

―関連URL

市町村 大阪MICEカタログ(大阪観光局編集）
受入可能人数 ―



16 出張可

17 出張可

18 出張可

受入可能人数 ―

市町村 大阪MICEカタログ(大阪観光局編集）
受入可能人数 ―

市町村 大阪MICEカタログ(大阪観光局編集）

- 6 -

⼤阪で誕⽣し、庶⺠の娯楽として親しまれた⼥性⼀⼈の⼈形遣いその優雅で柔らかな⼈形の舞は、伝統の
中に新しさを携えて今なお人々を魅了します。“古典芸能に馴染みのない方にも楽しんでいただく”を信条

 に国内各地はもとより海外でも広く活躍
 ★★アピールポイント★★

演目例：さくら華舞（5分）さくらの精となり、この世の貴さ、美しさ、儚さを謳うがごとく人形が舞いま
す／ワークショップ（10分）人形の遣い方の説明、乙女文楽の歴史など

※有料サービス

補足情報 ※有料サービス

天神講

英語（または⽇本語）による落語公演落語家1名1席30分〜。オプションワークショップ・講演・ラフター
 ヨガ

 ★★アピールポイント★★

英語落語

関連URL ―

菅原道真の命日にあたる2月25日（あるいは毎月25日）に行われる天満天神の祭りである「天神祭」で練
 り歩きます。

 ★★アピールポイント★★

補足情報

関連URL ―

乙女文楽

補足情報
※有料サービス
＊演目を組み合わせて全体で約15分〜30分。（時間調
整可能）

―関連URL

市町村 大阪MICEカタログ(大阪観光局編集）
受入可能人数 ―



19 出張可

20 出張可

21 出張可

受入可能人数 ―

市町村 大阪MICEカタログ(大阪観光局編集）
受入可能人数 ―

市町村 大阪MICEカタログ(大阪観光局編集）

- 7 -

日本の伝統文化である「書」のもつ魅力を、たくさんの人に伝えたい。想いを筆に込めて書を全身で表現
 いたします。

 ★★アピールポイント★★
活きた文字をライブでご覧ください。

※有料サービス

補足情報 ※有料サービス

お茶屋・芸妓・舞妓・お座敷遊び

 侍ショーパッケージとして、殺陣ショー＋侍なりきり体験＋写真撮影タイム。
 ★★アピールポイント★★

オプションとして追加剣士、忍者チーム、くの一、ヨロイ武者、居合いショーなど提供可能。

ＳＡＭＵＲＡＩＳＨＯＷ ☆浪花サムライ大使☆

関連URL ―

お茶屋はお客さまのご予算、お好みに合わせて伝統的な日本の宴席を提供いたします。芸妓、舞妓による
日本の伝統的な舞踊、音楽、遊びをお楽しみいただけます。大阪にある各料理（懐石料理、うどん、たこ

 焼き、お好み焼き、おでん、ふぐなど）の名店からお料理を取り寄せます。
 ★★アピールポイント★★

懐石料理につきましては事前にご相談くださいましたら、ベジタリアン、ハラール、グルテンフリー、そ
の他のお好みに合わせてご用意することが可能です。

補足情報

関連URL ―

書道パフォーマンス

補足情報 ※有料サービス

―関連URL

市町村 大阪MICEカタログ(大阪観光局編集）
受入可能人数 ―



22 出張可

23 出張可

24 出張可

受入可能人数 ―

市町村 大阪MICEカタログ(大阪観光局編集）
受入可能人数 ―

市町村 大阪MICEカタログ(大阪観光局編集）
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 レセプション・会⻑招宴などへ「和太⿎」を派遣いたします。
 ★★アピールポイント★★

日本が生んだ「和」の楽器「和太鼓」は、様々な楽器の中でも特に勇壮で迫力のある音を出せることが特
徴です。

※有料サービス

補足情報 控室・軽食・姿見はご準備、ご負担下さい。

高槻太鼓

 レセプション・会⻑招宴などへ着物レディを派遣し、写真撮影、花束贈呈等をいたします。
 ★★アピールポイント★★

京都きもの学院の在校生から選ばれる生徒モデルは、きものショー、広告宣伝物を始め、世界陸上表彰プ
レゼンテーター各種国際交流イベントに多数 出演。

着物レディ

関連URL ―

高槻太鼓は人々の出会い・ふれあいをテーマに高槻の新しい郷土芸能として平成５年、高槻市政５０周年
 を記念して誕生。

 ★★アピールポイント★★
子供から壮年までのメンバーが練習を重ね、数多くの演奏活動を行い多くの人々との出会い・ふれあいの
場を作っています。

補足情報

関連URL ―

和太鼓

補足情報 使用会場での太鼓演奏の可否をご確認ください。

―関連URL

市町村 大阪MICEカタログ(大阪観光局編集）
受入可能人数 ―



25 出張可

26 出張可

27 出張可

受入可能人数 ―

市町村 大阪MICEカタログ(大阪観光局編集）
受入可能人数 ―

市町村 大阪MICEカタログ(大阪観光局編集）
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 レセプション・会⻑招宴などへ『和太⿎ 雅』を派遣させていただきます。
 ★★アピールポイント★★

“太鼓担いでどこまでも” これを掛け声に平成４年7月に日本の伝統楽器である和太鼓で人の輪をつなぎ、
「大阪らしい、楽しめる太鼓を叩きたい」 との思いをこめて結成された『和太鼓 雅』です。

※有料サービス

補足情報 ※有料サービス

OSK日本歌劇団ミニレビューショー

 MICE・訪日外国人旅行者向け和太鼓体験、及び、和太鼓出張演奏を致します。
 ★★アピールポイント★★

近年、和太鼓は日本国内より海外での評価が高く、ツアーの中で和太鼓を体験できたり、和太鼓の演奏を
鑑賞できるプログラムがあれば、MICE誘致の大きなコンテンツとなります。

和太鼓体験・出張演奏

関連URL ―

90年の歴史を誇り、大阪の伝統ある歌劇文化を継承するOSK日本歌劇団は、宝塚歌劇団、松竹歌劇団と並
 ぶ日本の三大少女歌劇のひとつとして存在しました。

 ★★アピールポイント★★
現在は大阪を中心に活動し、海外公演も行っています。伝統あるOSKのレビューをお楽しみ下さい。

補足情報

関連URL ―

和太鼓 雅（みやび）

補足情報 ※有料サービス

―関連URL

市町村 大阪MICEカタログ(大阪観光局編集）
受入可能人数 ―



28 出張可

29 出張可

30 出張可

受入可能人数 ―

市町村 大阪観光局
受入可能人数 ―

市町村 大阪観光局
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 梅花⼥⼦⼤学体育会チアリーディング部による公演。１５〜３０分ぐらい。１５分だと３曲程度。
 ★★アピールポイント★★

リクエストも可能。ポンポンで文字作成も可能。

お店ではなく指定した会場での体験が可能。

補足情報

株式会社鶴屋八幡

 天神祭を構成する講のひとつ、天神講による、獅子舞や傘踊りなどの演出。
 ★★アピールポイント★★

講の起源は詳しく明らかになっていませんが、古い講は江⼾時代にあったと⾔われています。

天神祭 天神講 による「獅子舞、傘踊り、etc」

関連URL ―

 古くから伝わる歴史ある色鮮やかな和菓子作り体験。
 ★★アピールポイント★★

元禄15年（1702）、大阪で創業した和菓子店。『東海道中膝栗毛』にも登場し、『摂津名所図会』寛政10
年（1798）には、百花群がる盛況ぶりが描かれており、旅人が土産を買い求める姿や、菓子切手（商品
券）を商品と交換しようとしている姿が伺える。

補足情報

関連URL https://www.tsuruyahachiman.co.jp/index.html

チアリーディング

補足情報 ※有料サービス

―関連URL

市町村 大阪MICEカタログ(大阪観光局編集）
受入可能人数 ―



31 出張可

32 出張可

33 出張可

受入可能人数 ―

市町村 大阪観光局
受入可能人数 ―

市町村 大阪観光局
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木製の型にエビや魚の切り身と酢飯を重ねて詰め、押して四角い形に整える寿司。”押し寿司”、”大阪寿
司”とも呼ばれる。大阪府では明治時代にサバやアジなどを材料とした押し寿司が普及し、日常のもてなし

 を目的にタイやエビ、アナゴの高級食材を用いた”箱寿司”が考案され、もてなし料理の定番ともなった。
 ★★アピールポイント★★

寿司ネタを彩りよく木組みに配置し上から押して形を整える箱寿司は見た目にも非常に美しくまた食べて
も美味しい大阪独自の寿司。短時間に体験でき大掛かりな準備も必要なく日本料理の体験が可能。

補足情報

大阪天満宮

 大阪の祭りにかかせない、まつり囃子の実演（太鼓・笛・鳴り物、龍踊り）
 ★★アピールポイント★★

親太鼓・雄鉦・雌鉦・子太鼓の４つの楽器で構成され、心をひとつに合わせて演奏することから、４つの
楽器が「心」のような配置になっています。さらに、その拍子に合わせてだんじり（地車）を曳行しま
す。龍踊りはだんじり囃子に合わせて踊られている踊りで、踊り手が指を曲げ手や体をくねらせて天に昇
る龍を表現しています。

だんじり囃子の実演

関連URL ―

大阪天満宮の神職・巫女、「天満えびす招福娘」らによる安全航海祈願、お神楽奉納、天神祭の紹介、さ
 らに、大阪天満宮の行事「鷽替え神事」の実演。

 ★★アピールポイント★★
「うそ替え神事」は、前年のあった厄災を嘘とし、本年は吉となることを祈念して行われる大阪天満宮の
行事です。

補足情報

関連URL ―

箱寿司製作体験

補足情報 お店ではなく指定した会場での体験が可能。

http://www.yoshino-sushi.co.jp/index.htm関連URL

市町村 大阪観光局
受入可能人数 ―



34 ルート情報あり 出張可

35 出張可

36 出張可

受入可能人数 ―

市町村 大阪観光局
受入可能人数 ―

市町村 大阪観光局
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 航海安全祈願祭、神楽奉納、神輿奉與。
 ★★アピールポイント★★

2018年3⽉ クイーン・エリザベス⼤阪発着クルーズ記念イベントで実施。／7⽉30⽇〜8⽉1⽇に催⾏さ
れる住吉祭、神輿会の協力で大神輿奉與を実施。

補足情報

諏訪神社獅子舞

人形を持たず、語りと三味線だけで200年前から継承されてきた《能勢の浄瑠璃》に、新しく人形とお囃
 子を加え1998年にデビュー。

 ★★アピールポイント★★
鑑賞の他、実際に人形に触れたり体験教室も可能、ニーズに合わせた内容にコーディネートできます。ク
イーンメリー、クイーンエリザベス、飛鳥Ⅱ、ぱしふぃっくびいなす等、豪華クルーズ客船客向け船内・
船外アトラクションとして好評を得ています。

能勢人形浄瑠璃

関連URL ―

豊臣秀吉公が天正十八年(1590)小田原城攻略戦勝に際し、大阪城鎮護の神として日ごろ尊崇している、諏
 訪神社の霊験を得たとして奉納されたものです。

 ★★アピールポイント★★
大阪市内で獅子舞が古来より伝わるのは、この諏訪神社のみです。

補足情報

関連URL ―

住吉大社

補足情報

―関連URL

市町村 大阪観光局
受入可能人数 ―



37 出張可

38 ルート情報あり 出張可

39 出張可

受入可能人数 ―

市町村 大阪観光局
受入可能人数 ―

市町村 大阪観光局

- 13 -

 「聖霊会」という、聖徳太子の御霊（みたま）をおなぐさめするための法要の際の行事。
 ★★アピールポイント★★

四天王寺聖霊会舞楽⼤法要は、国指定重要無形⺠俗⽂化財にも指定されており、六時堂前で華やかな舞楽
と法要が交互に繰り広げられます。

お店ではなく指定した会場での体験が可能。

補足情報 お店ではなく指定した会場での体験が可能。

ちんどん屋

住吉⼤社の御⽥植神事で⾏われる御⽥植えの踊。江⼾時代は⼤道芸として⼀般に流布しかっぽれなどにも
 影響を与えた。現在では住吉踊保存会が伝承し小学生の女子が傘の周りで躍動感のある踊を披露する。

 ★★アピールポイント★★
小学生の女子が輪になって踊る住吉踊りは可愛らしさと躍動感を感じられる踊りです。

住吉大社（住吉踊り）

関連URL ―

江⼾末期に⼤阪で始まった客寄せが原型であるちんどん屋は⽇本独⾃の動く広告塔として発展し、現在で
 も店舗の新規開店やインセンティブツアーのアトラクションで人気がある。

 ★★アピールポイント★★
元来広告業としての活動ですが、現在では国際会議やインセンティブのパーティー等でその場の雰囲気を
盛り上げるのに重用されています。特に移動しながら演奏、踊のパフォーマンスを行うことから広い会場
に適した演目です。

補足情報

関連URL http://www.tozaiya.co.jp/

四天王寺舞楽

補足情報

―関連URL

市町村 大阪観光局
受入可能人数 ―



2019年G20大阪サミットでの
地元産品と観光資源の活用に係る

推 薦 書

2018年10月
2019年G20大阪サミット関西推進協力協議会

観光資源・文化行事等

推薦リスト

【関西広域連合版】



滋賀県滋賀県滋賀県滋賀県の２エリアの２エリアの２エリアの２エリア

北部

南部



１．滋１．滋１．滋１．滋 賀賀賀賀 県県県県
（北（北（北（北 部）部）部）部）

彦根市、⻑浜市、高島市



1 観光

2 ルート情報あり 観光

3 観光

玄宮園
 彦根城の北東にある、大池泉回遊式の旧大名庭園

 ★★アピールポイント★★
彦根市にある旧大名庭園。国の特別史跡「彦根城跡」の区域、および隣接する楽々園とともに「玄宮楽々
園」として国の名勝に指定されている。彦根城を借景に近江八景を模している。

補足情報
（体験内容等） 茶室体験

滋賀県 彦根市府県／市町村

ー

補足情報
（体験内容等） 梅の館と本館茶室貸切

- 1 -

慶雲館
 ⻑浜の豪商が建設した広⼤な迎賓館

 ★★アピールポイント★★
明治時代の⻑浜の豪商・浅⾒⼜蔵が明治天皇の⾏在所として建てた迎賓館。現在は観光施設として⼀般公
開されている。近代日本庭園の先覚者・七代目小川治兵衛作の回遊式庭園（国指定名勝）が有名。毎年1月
上旬から3⽉上旬にかけて「⻑浜盆梅展」が開催。

府県／市町村 滋賀県 ⻑浜市

受入可能人数 ー

受入可能人数

府県／市町村 滋賀県 彦根市

受入可能人数 ー

彦根城
 ひこにゃんで有名な国宝の城

 ★★アピールポイント★★
姫路城、松本城、犬山城とともに国宝に指定されている彦根城。天守をはじめ、重要文化財の各櫓、下屋
敷の庭園である玄宮園、内堀・中堀などが当時の姿を留めている。全国的に見てもきわめて保存状態のよ
い城。

補足情報
（体験内容等）



4 観光

5 観光

6 ルート情報あり 観光

⻑浜城
 天守部分からの琵琶湖の眺めが美しい

 ★★アピールポイント★★
秀吉が初めて城持ち⼤名となったとして知られる⻑浜城は、江⼾時代前期に廃城になり、遺構は彦根城や
⼤通寺に移築される。秀吉と⻑浜に関する資料を展⽰。

補足情報
（体験内容等） 資料等の解説

滋賀県 ⻑浜市府県／市町村

ー

補足情報
（体験内容等）

- 2 -

⻑浜城歴史博物館
 羽柴秀吉が築城した日本の城跡

 ★★アピールポイント★★
天下統⼀を果たした秀吉の出世城といわれる⻑浜城の歴史や展⽰内容、刊⾏物、⼊館案内等を紹介。

府県／市町村 滋賀県 ⻑浜市

受入可能人数 ー

受入可能人数

府県／市町村 滋賀県 ⻑浜市

受入可能人数 船の定員数

竹生島
 琵琶湖に浮かぶパワースポット

 ★★アピールポイント★★
周囲約２キロの島で、宝厳寺と都久夫須麻神社が祀られている。平家物語等でも神秘的な美しさを秘めた
島として登場。

補足情報
（体験内容等） 寺、神社の参拝/かわら投げ



7 ルート情報あり 観光

8 観光

9 観光

湖北みずどりステーション
 琵琶湖に面した水鳥公園の道の駅

 ★★アピールポイント★★
四季を通して野鳥がたくさん訪れる「湖北水鳥公園」内にある道の駅。びわ湖屈指の夕日絶景スポットと
して知られ、比良山系に沈む神秘的な夕日を眺めることができる。

補足情報
（体験内容等）

滋賀県 ⻑浜市府県／市町村

ー

補足情報
（体験内容等）

- 3 -

菅浦集落散策
 琵琶湖畔にひっそりの佇む近江の隠れ里

 ★★アピールポイント★★
滋賀県は琵琶湖の北端に突き出た葛籠尾崎（つづらおざき）の先端に位置し、ひっそりと佇む菅浦の集
落。
街道からは離れ、過去には集落の境界争いなどがあったことから菅浦の集落は外部の人と付き合うことが
なかったと伝えられている。

府県／市町村 滋賀県 ⻑浜市

受入可能人数 ー

受入可能人数

府県／市町村 滋賀県 ⻑浜市

受入可能人数 ー

木ノ本地蔵院
 眼病平癒の仏さまとして知られる時宗の寺

 ★★アピールポイント★★
境内に立つ６メートルの地蔵像は秘仏である本尊を模しており「木之本のお地蔵さん」が全国から訪れる
参拝客を出迎える。

補足情報
（体験内容等）



10 観光

11 観光

12 ルート情報あり 観光

⿊壁スクエア
 明治、大正の建物を利用した店舗が並ぶ街並み

 ★★アピールポイント★★
⻑浜市旧市街にある、伝統的建造物群を⽣かした観光スポット。江⼾時代から明治時代の古建築を活かし
たガラスショップ、ギャラリー、ガラス工房、 体験教室、レストラン、カフェ等が集積。

補足情報
（体験内容等）

街並み散策、買い物、ガラス教室、陶芸教室、フィ
ギュア教室

滋賀県 ⻑浜市府県／市町村

施設によって異なる

補足情報
（体験内容等）

- 4 -

海津大崎
 自然の造型美が見事な湖北随一の景勝地で桜の名所

 ★★アピールポイント★★
琵琶湖国定公園の中でも有数の景勝地で、琵琶湖八景の1つに数えられている。春には華麗なソメイ吉野桜
の並木で知られている樹齢50年以上、約600本の桜並木が、延々4kmにわたって絢爛豪華な景観をみせ
る。

府県／市町村 滋賀県 高島市

受入可能人数 ー

受入可能人数

府県／市町村 滋賀県 高島市

受入可能人数 ー

白鬚神社
 琵琶湖中に朱塗の鳥居

 ★★アピールポイント★★
近江の厳島”と呼ばれる「白髭神社」は、琵琶湖の中に大鳥居を構える絶景だけでなく、近年はパワース
ポットとしても有名。

補足情報
（体験内容等）



13 食

14 ルート情報あり 自然

15 その他

鯖そうめん
 ⻑浜市周辺の湖北地⽅に伝わる郷⼟料理

 ★★アピールポイント★★
農繁期である5月に、農家へ嫁いだ娘を持つ親が忙しい娘を気遣い、実家から嫁ぎ先に焼鯖を届ける「五月
見舞い」という湖北地方独特の習慣に由来する。

補足情報
（体験内容等）

滋賀県 ⻑浜市府県／市町村

ー

補足情報
（体験内容等）

- 5 -

つづらお荘
 奧びわ湖を望む宿

 ★★アピールポイント★★
春の桜、夏の新緑、秋の紅葉、冬の雪景色、奥琵琶湖の自然の中でくつろぎの時間を過ごせる。

府県／市町村 滋賀県 ⻑浜市

受入可能人数 ー

受入可能人数

府県／市町村 滋賀県 高島市

受入可能人数 ー

メタセコイア並木
 延⻑2.4km・約500本のメタセコイア並⽊

 ★★アピールポイント★★
春の芽吹き・新緑、夏の深緑、秋の紅葉、冬の裸樹・雪花と四季折々に美しい円錐形のメタセコイアの並
木とまっすぐに伸びる道路が造りだす対称形の整った景観は、遠景となる野坂山地の山々とも調和し、訪
れる人々を魅了。

補足情報
（体験内容等）



２．滋２．滋２．滋２．滋 賀賀賀賀 県県県県
（南（南（南（南 部）部）部）部）

大津市、近江八幡市、草津市、甲賀市
⻯王町



1 観光

2 観光

3 観光

受入可能人数 ー

普通車250台

府県／市町村 滋賀県 大津市

受入可能人数 普通車 10 台 大型車 5 台

ガーデンミュージアム比叡
 庭園散策を楽しみながら絵画を鑑賞できる施設

 ★★アピールポイント★★
印象派のモネ、ルノワール、ゴッホなどの絵画45枚を、彼らが夢見た自然の風景を再現した中に陶板画で
展示しており、京都、大阪、琵琶湖の雄大な眺望とともに楽しめる。体験工房も開催しており、押し花を
使ったオリジナルキーホルダーや、アロマ石鹸作りなどが体験できる。

補足情報
（体験内容等）

府県／市町村 滋賀県 大津市

受入可能人数

旧竹林院
 名勝指定の広大な日本庭園で有名

 ★★アピールポイント★★
⾥坊のひとつで邸内には主屋の南⻄に約3,300㎡の庭園が広がり、２棟の茶室と四阿（あずまや）がある。
八王子山を借景にした庭園は、地形をたくみに利用しながら滝組と築山を配し、四季折々の風情をかもし
出している。

補足情報
（体験内容等） 抹茶/庭園鑑賞

補足情報
（体験内容等） サイクリング

- 1 -

サイクリングで巡る琵琶湖畔
 琵琶湖一周（ビワイチ）２００キロ

 ★★アピールポイント★★
びわ湖は一周（南は瀬田唐橋まで）約200km。琵琶湖大橋以北の「北湖（ほっこ）」一周なら約160km。
名所に立ち寄り、美味しいものを味わうなど、湖畔の魅力を楽しむために1泊2日以上の日程がお勧め。

府県／市町村 滋賀県 大津市



4 ルート情報あり 観光

5 ルート情報あり 観光

6 観光

受入可能人数 普通車 50 台

普通車 425 台 大型車100台

府県／市町村 滋賀県 大津市

受入可能人数 ー

比叡山延暦寺
 比叡山に広大な寺域を持つ天台宗の総本山

 ★★アピールポイント★★
最澄によって開かれ、今もなお深厳な雰囲気を漂わせている。東塔、⻄塔、横川の三塔にわかれる。中で
も東塔の根本中堂は国宝となっている。

補足情報
（体験内容等） 僧侶のご案内/座禅/写経等

府県／市町村 滋賀県 大津市

受入可能人数

石山寺
 古くから多くの信仰を集める観音霊場。

 ★★アピールポイント★★
紫式部が『源⽒物語』を着想。『枕草⼦』『蜻蛉⽇記』『更級⽇記』にも登場する湖国の古刹。「⻄国三
十三所第13番札所。

補足情報
（体験内容等）

補足情報
（体験内容等） 食事

- 2 -

日吉大社
 紅葉の名所

 ★★アピールポイント★★
約２１００円前に創祀された全国各地にある3,800余りの「山王さん」の総本宮。

府県／市町村 滋賀県 大津市



7 観光

8 ルート情報あり 観光

9 ルート情報あり 観光

受入可能人数 予約可は20席

〜500名

府県／市町村 滋賀県 大津市

受入可能人数 12名

琵琶湖汽船
 琵琶湖のクルージング

 ★★アピールポイント★★
琵琶湖の南湖を周遊する陽気な外輪船。
 船内では楽しい音楽やイベント、軽食からブッフェ料理など多彩なお食事などが楽しめる。また、最上階
のミシガン・スカイデッキから眺める360度のパノラマは、息を飲むような雄大さ。 チャーターも可能。

補足情報
（体験内容等） 乗船/食事/喫茶

府県／市町村 滋賀県 大津市

受入可能人数

琵琶湖疏水船
 疎水を巡るクルーズ

 ★★アピールポイント★★
琵琶湖疏⽔とは、琵琶湖の湖⽔を⻄隣の京都市へ流すため、明治時代に作られた⽔路である。国の史跡に
指定されているこの疏水を船でめぐる。

補足情報
（体験内容等）

補足情報
（体験内容等） 散策・喫茶

- 3 -

びわ湖テラス
 琵琶湖を南北一望できる絶景スポット

 ★★アピールポイント★★
びわ湖側は広大なびわ湖の風景と紅葉の絨毯の上をロープウェイで空中散歩できる。山頂から反対側を眺
望すれば峰々の紅葉が壮大で圧巻。広大な湖を一望するウッドテラスが階段状に設置されている。

府県／市町村 滋賀県 大津市



10 観光

11 観光

12 観光

受入可能人数 ー

普通車 350 台 大型車 30 台

府県／市町村 滋賀県 大津市

受入可能人数 普通車 200 台 大型車 20 台

三井寺
 天台寺門宗の総本山

 ★★アピールポイント★★
⻄国第⼗四番札所観⾳堂へと続く参道にモミジが⽴ち並んでいる。モミジのトンネルを抜けて観⾳堂へ上
り、琵琶湖一望の景色を堪能することができる。 国宝・重要文化財が多数ある。

補足情報
（体験内容等） 座禅体験・国宝拝観

府県／市町村 滋賀県 大津市

受入可能人数

近江神宮
 百人一首名人位クイーン位決定戦が行われる

 ★★アピールポイント★★
天智天皇の古都・近江大津宮跡に鎮座/社殿は近江造りと呼ばれ、近代神社建築の代表的なものとして、国
の登録文化財に登録されている。

補足情報
（体験内容等）

補足情報
（体験内容等） ケーブルカー乗車

- 4 -

坂本ケーブル
 ⽇本⼀⻑いケーブルカー

 ★★アピールポイント★★
登録有形⽂化財の駅舎と⽇本最⻑の2025mを11分で結ぶ⽐叡⼭鉄道のケーブルカー路線。

府県／市町村 滋賀県 大津市



13 観光

14 観光

15 ルート情報あり 観光

受入可能人数 船会社複数あり

着席70名

府県／市町村 滋賀県 大津市

受入可能人数 190名（95名ｘ2両）

琵琶湖汽船 貸切
 ビアンカ・ミシガン貸切

 ★★アピールポイント★★
発着時間を自由に設定して、パーティや会議に利用できる琵琶湖観光船。

補足情報
（体験内容等） 貸切

府県／市町村 滋賀県 大津市

受入可能人数

京阪石山坂本線 貸切
 電車の完全貸切

 ★★アピールポイント★★
石山寺から坂本駅間を運行。湖都大津の足として地元に愛されているおり、琵琶湖畔の散策や寺社仏閣め
ぐりに利用できる。

補足情報
（体験内容等） 貸切

補足情報
（体験内容等） 貸切

- 5 -

水郷巡り
 近江八幡の定番船下り

 ★★アピールポイント★★
船でゆったりしたスピードで水路を回遊し、ヨシの群生地、田園など自然風景を眺められる。

府県／市町村 滋賀県 近江八幡市



16 観光

17 観光

18 ルート情報あり 観光

受入可能人数 ー

普通車 50 台

府県／市町村 滋賀県 近江八幡市

受入可能人数 ー

⻑命寺「あじさい⾒ごろ」
 別名「あじさい寺」

 ★★アピールポイント★★
⻑命寺⼭（333m）の標⾼約250mの⼭腹にある寺院。⻄国三⼗三カ所第31番札所で、⻑寿のご利益がある
と言われている。多くの国指定の重要文化財が安置。

補足情報
（体験内容等）

府県／市町村 滋賀県 近江八幡市

受入可能人数

日牟禮八幡宮
 三神を祭神とする旧八幡町の総社

 ★★アピールポイント★★
約4万4000平方メートルという広大な神域をもち、平安時代の創建といわれ、京都府八幡市の石清水八幡
宮の神霊を勧請したものである。

補足情報
（体験内容等）

補足情報
（体験内容等）

- 6 -

伝統的建造物群保存地区
 近江八幡の町並み

 ★★アピールポイント★★
碁盤目状の整然とした町並みは旧市街地に残され、特に新町や永原町にはかつての近江商人本宅の家々が
立ち並び、八幡堀に面した土蔵群は往時の繁栄を偲ばせる。

府県／市町村 滋賀県 近江八幡市



19 ルート情報あり 観光

20 ルート情報あり 観光

21 観光

受入可能人数 ー

ー

府県／市町村 滋賀県 甲賀市

受入可能人数 ー

滋賀県立琵琶湖博物館
 複合博物館

 ★★アピールポイント★★
自然科学・歴史・文化の展示をはじめ、水族展示（水族館）もあわせもった複合博物館。

補足情報
（体験内容等）

府県／市町村 滋賀県 草津市

受入可能人数

MIHO MUSEUM
 豊かな自然に囲まれた壮大なスケールの美術館

 ★★アピールポイント★★
北館は⽇本美術、南館はエジプト、⻄アジア、中国、ペルシャなどの古代美術品で構成されている。レセ
プション棟から美術館まで、トンネルを抜け、深い谷にかかった120メートルの吊橋を渡るなど、桃源郷
のような景色も見どころの一つ。設計は世界的に知られるI.M.Pei氏。

補足情報
（体験内容等）

美術品鑑賞/食事/喫茶
イベント会場（例）ヴィトンのコレクション発表、コ
ンサート等）

補足情報
（体験内容等） 学芸員等による案内

- 7 -

陶芸の森
 陶芸専門美術館

 ★★アピールポイント★★
「陶芸」をテーマにした緑豊かな文化公園で陶芸専門の美術館や、信楽焼のショップ＆ギャラリー国内外
のアーティストが滞在制作する施設がある屋外展示作品も園内に点在している。

府県／市町村 滋賀県 甲賀市



22 ルート情報あり 観光

23 ルート情報あり 観光

24 ルート情報あり 観光

受入可能人数 ー

ー

府県／市町村 滋賀県 甲賀市

受入可能人数 ー

飯道寺
 修験道の山として知られる飯道山の寺院

 ★★アピールポイント★★
天台宗。維新後廃寺となった。山頂の飯道山の寺号を継承。優美な姿の十一面観音をはじめ重文の仏像が
三体伝えられる。

補足情報
（体験内容等） 甲賀忍者の子孫による忍者講座

府県／市町村 滋賀県 甲賀市

受入可能人数

飯道山
 近江の大峰山とも呼ばれる修験の山

 ★★アピールポイント★★
金勝山・太神山ともに修験道を修める信仰の山で、山岳信仰の拠点で、甲賀忍者の修練場であったといわ
れている。山頂には、奈良時代建立の飯道寺跡があり、付近にはのぞき岩、不動明分け岩、蟻の塔渡し胎
内くぐりなどとよばれる奇石・怪石が散在する。

補足情報
（体験内容等） 山伏による行場修行体験

補足情報
（体験内容等） 現存する唯一の忍術屋敷を体験

- 8 -

甲賀流忍術屋敷
 本物の忍術屋敷

 ★★アピールポイント★★
甲賀五⼗三家の筆頭格「甲賀望⽉⽒本家」の住居として、江⼾時代に建てられた。忍者⾃⾝のからくりの
ある住居として日本で唯一現存する、歴史的に非常に貴重な本物の忍術屋敷として知られる。

府県／市町村 滋賀県 甲賀市



25 観光

26 食

27 ルート情報あり 食

受入可能人数 和菓子作り 40名

ー

府県／市町村 滋賀県 大津市

受入可能人数 着席100名

信楽焼の郷
 信楽焼の窯元、ショップ等の散策

 ★★アピールポイント★★
狸の置物で有名な信楽町は、歴史的にも1250年の伝統を誇る陶芸の郷。日本の六古窯の一つに数えられ、
今も盛んに陶器の生産が行われる。この信楽町に陶芸を中心とした文化創造の人、情報、産業の国際的な
発信の場を提供する「陶芸の森」が設立され,紫香楽宮付近から朝宮付近まで陶器を扱う店がある。

補足情報
（体験内容等） 陶芸体験

府県／市町村 滋賀県 甲賀市

受入可能人数

びわ湖大津館 貸切
 昭和初期の近代名建築

 ★★アピールポイント★★
昭和初期にホテルとして建築された建物で大津市指定の有形文化財に指定されている。隣接地にはローズ
ガーデンや遊覧船乗り場もある。

補足情報
（体験内容等） 貸切

補足情報
（体験内容等） 和菓子作り体験・食事・茶室

- 9 -

叶匠寿庵 寿⻑⽣の郷
 和菓子づくりの里

 ★★アピールポイント★★
桜や梅、椿、紫陽花、栗、赤松などが原生し美しい日本の彩りと日本食・お茶・和菓子を楽しむことがで
きる。

府県／市町村 滋賀県 大津市



28 ルート情報あり 食

29 食

30 産業

受入可能人数 ー

ツアーは１グループ15名まで

府県／市町村 滋賀県 近江八幡市

受入可能人数 ー

ラコリーナ近江八幡
 緑に囲まれたユニークな建物の商業施設

 ★★アピールポイント★★
自然を愛し、自然に学び、人々が集う繋がりの場。 八幡山から連なる丘に、緑深い森を夢み、自ら木を植
え、ホタル舞う小川を作り、生き物たちが元気に生きづく田畑を耕している。

補足情報
（体験内容等）

府県／市町村 滋賀県 近江八幡市

受入可能人数

クラブハリエ
 バームクーヘンが人気の洋菓子店

 ★★アピールポイント★★
日牟禮八幡宮前にある洋菓子店とカフェ。ヴォーリズ建築の特別室あり。

補足情報
（体験内容等）

補足情報
（体験内容等） 周辺地域の小学生を対象にした工場見学を実施

- 10 -

ダイキン工業株式会社 滋賀製作所
 エアコン製造拠点

 ★★アピールポイント★★
「空調」「化学」「フィルタ」を柱に6つの事業を展開。人と空間を健康で快適にするために、国や地域ご
とに異なる文化・価値観から生まれるニーズに応え、多彩な製品とサービスをグローバル市場で展開。

府県／市町村 滋賀県 草津市



31 産業

32 産業

33 ルート情報あり 産業

受入可能人数 70名

30名以上可能

府県／市町村 滋賀県 甲賀市

受入可能人数 ー

宗陶苑(作陶体験)
 信楽焼きのぼり窯の窯元

 ★★アピールポイント★★
江⼾時代に築窯された⽇本最⼤規模の登り窯で現在でも信楽焼を作り続けている窯元。信楽焼展⽰場のほ
か、茶陶中心の展示場や茶室も備えている。陶芸教室では手びねりなどの陶芸体験も楽しめる。

補足情報
（体験内容等） 陶芸体験

府県／市町村 滋賀県 甲賀市

受入可能人数

大塚オーミ陶業 信楽工場
 大塚国際美術館の1,000点以上の名画や、キトラ古墳壁画、複製技術を紹介

 ★★アピールポイント★★
オリジナル製品および、多彩なアーティストの方々との共同制作品、キトラ古墳をはじめとする文化財複
製再現製品などの製品を、テーマ別に紹介している。 展示製品はすべて手を触れることができ、土や釉薬
のさまざまな表現を実感できる。

補足情報
（体験内容等） ショールーム見学

補足情報
（体験内容等） 工場見学（小学校を対象。一般向けは不定期。）

- 11 -

ダイハツ⼯業株式会社 滋賀⻯王⼯場
 軽自動車開発拠点

 ★★アピールポイント★★
⻯王町にある⾃動⾞メーカー、ダイハツ⼯業滋賀（⻯王）⼯場は、従業員５０００⼈以上が働く巨⼤⼯
場。環境の保全は場内だけでなく地域へ与える環境も大きい。

府県／市町村 滋賀県 ⻯王町



34 ルート情報あり その他

35 ルート情報あり その他

36 その他

受入可能人数 ー

40名

府県／市町村 滋賀県 大津市

受入可能人数 施設によって異なる

琵琶湖汽船 megumi
 観光学習クルーズ船

 ★★アピールポイント★★
船内に搭載された環境学習機材を使用し、びわ湖水の採水や、プランクトンの観察を行う他、びわ湖を取
り囲む風景から考察できる歴史文化を講師がレクチャーする。
 観察・実験を通して、びわ湖の水環境、歴史・文化、生き物について、考えながら学んでいただける機会
をご提供。

補足情報
（体験内容等）

府県／市町村 滋賀県 大津市

受入可能人数

おごと温泉
 琵琶湖畔にある温泉

 ★★アピールポイント★★
全旅館源泉使用で、無色透明泉。最澄によって開かれたと伝えられる約1200年の歴史を持つ由緒ある温泉
で京都からもアクセスが良い。

補足情報
（体験内容等） 温泉体験/足湯/食事等

補足情報
（体験内容等） レンタサイクル

- 12 -

坂本の街並み
 比叡山延暦寺の門前町

 ★★アピールポイント★★
比叡山の麓に位置し里坊と門前町がそれぞれ独特の景観を形成している。穴太衆による石積みは坂本の景
観の基調となっているが、漆喰塗の土塀、板塀、竹垣、生垣などが混在し、変化とリズムを添えている。

府県／市町村 滋賀県 大津市



37 その他

受入可能人数

ー

府県／市町村

受入可能人数

三井アウトレットパーク滋賀⻯王
 アウトレットショッピングセンター

 ★★アピールポイント★★
約18万平方mという広大な敷地をもつ京滋エリア初のアウトレットモール。ショッピングに加え、京都・
大阪・滋賀のグルメや地元の産品、おみやげも充実。緑豊かな土地にあり「LEAVES：生い茂る葉」をイ
メージした建物で、環境にも配慮されている。

補足情報
（体験内容等）

府県／市町村 滋賀県 ⻯王町

受入可能人数

補足情報
（体験内容等）

補足情報
（体験内容等）

- 13 -

府県／市町村



京都京都京都京都府の２エリア府の２エリア府の２エリア府の２エリア

北部

南部



３．京３．京３．京３．京 都都都都 府府府府
（北（北（北（北 部）部）部）部）

福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市
京丹後市、伊根町、与謝野町



1 観光

2 観光

3 観光

受入可能人数 多数

多数

府県／市町村 京都府 舞鶴市

受入可能人数 多数

補足情報
（体験内容等） ガイド等による説明

- 1 -

舞鶴引揚記念館
 ユネスコ世界記憶遺産に登録

 ★★アピールポイント★★
祖国日本で第一歩をしるした平桟橋を見下ろせる小高い丘の引揚記念公園内に、昭和６３年に建てられた
舞鶴引揚記念館は、シベリア抑留に関する資料を展示。

府県／市町村 京都府 舞鶴市

舞鶴赤れんがパーク
 赤レンガ倉庫群

 ★★アピールポイント★★
旧海軍舞鶴鎮守府の軍需品等の保管倉庫として、1902年から1903年に建てられたもの。これらの倉庫のう
ち8棟が2008年に国の重要文化財に指定される。

補足情報
（体験内容等） 博物館、カフェ、買い物など

五老ヶ岳公園
 近畿百景第一位選出の絶景
 ★★アピールポイント★★

舞鶴湾、舞鶴市街地が一望できる自然公園で、スカイタワーから360度のパノラマビューが楽しめる。

補足情報
（体験内容等） 絶景を楽しめる

府県／市町村 京都府 舞鶴市

受入可能人数



4 観光

5 ルート情報あり 観光

6 ルート情報あり 観光

受入可能人数 多数

乗用車約5台

府県／市町村 京都府 宮津市

受入可能人数 多数

補足情報
（体験内容等）

- 2 -

獅子崎稲荷神社
 朱色の鳥居を取り囲むように山肌をピンク色に染める

 ★★アピールポイント★★
石段を上がっていくと、雪舟の描いた国宝「天橋立図」の構図に一番近いとされる、雪舟観展望所があ
り、天橋立をのぞむことができる。朱色の鳥居を取り囲むように山肌をピンク色に染める「みつばつつ
じ」の群生地。

府県／市町村 京都府 宮津市

天橋立ビューランド
 日本三景の一つ

 ★★アピールポイント★★
⽩砂⻘松の美しい景勝地で、ビューランドからのまたのぞきが有名。

補足情報
（体験内容等） 食事、乗船、散策、レンタサイクル等

⿊⾕和紙会館
 ８００年の歴史を持つ⿊⾕和紙の資料館

 ★★アピールポイント★★
資料展示、和紙工芸品の販売、手軽に和紙の手漉き体験ができる。

補足情報
（体験内容等） 和紙の手漉き体験

府県／市町村 京都府 綾部市

受入可能人数



7 ルート情報あり 観光

8 観光

9 観光

受入可能人数 6名

多数

府県／市町村 京都府 宮津市

受入可能人数 30名

補足情報
（体験内容等） 地元食材と一緒に試飲

- 3 -

竹野酒造
 弥栄鶴(やさかつる)という名の酒をつくる造り酒屋

 ★★アピールポイント★★
丹後半島の中央に位置する霊山金剛童子山の豊かな伏流水は、眼下の平地を潤わせ、 農作物の宝庫として
我々に与えて、竹野酒造の原点。酒蔵見学と試飲が可能。

府県／市町村 京都府 宮津市

京都丹後鉄道「くろまつ」
 丹後鉄道線内の車窓風景、食事等を楽しめる列車

 ★★アピールポイント★★
⽔⼾岡鋭治⽒のデザイン。⾞内に天然⽊を贅沢に使い、落ち着いた雰囲気と懐かしくて新しい上質な空
間。

補足情報
（体験内容等） 貸切で車内での食事等

天橋立・傘松公園
 日本三景の一つ

 ★★アピールポイント★★
傘松公園は股のぞき発祥の地。天橋立の北側に位置する傘松公園は古くから天橋立を望む絶好のスポット
で、ここからの眺めは「昇龍観」と呼ばれ、まるで龍が天へと昇って行くかのような眺め。

補足情報
（体験内容等）

府県／市町村 京都府 宮津市

受入可能人数



10 観光

11 観光

12 観光

受入可能人数 150名

多数

府県／市町村 京都府 伊根町

受入可能人数 ー

補足情報
（体験内容等） 乗船/カモメ餌やり

- 4 -

伊根湾遊覧船
 「舟屋」建造物が建ち並ぶ風景

 ★★アピールポイント★★
「重要伝統的建造物群保存地区」に選定。 伊根湾に沿って１階部分が海（舟置き場）、二階部分が住居
スペースになっている風景を海側から見学。

府県／市町村 京都府 伊根町

舟屋の里公園
 伊根湾を見下ろす高台にある道の駅

 ★★アピールポイント★★
山裾にある舟屋群と、波穏やかな伊根湾を眺めるには絶好のビューポイント。

補足情報
（体験内容等）

道の駅丹後王国食のみやこ
 ⻄⽇本最⼤級の道の駅

 ★★アピールポイント★★
新鮮な野菜、海産物が揃うマルシェスペース、丹後食材のレストラン宿泊施設。夜はイルミネーションが
美しい。「丹後王国イルミネーション」2017/12/1-2018/11/30

補足情報
（体験内容等） 買い物／食事/収穫体験等

府県／市町村 京都府 京丹後市

受入可能人数



13 ルート情報あり 観光

14 食

15 ルート情報あり 自然

受入可能人数 船の定員（10数名）

10名（別途団体ツアーあり）

府県／市町村 京都府 舞鶴市

受入可能人数 多数

補足情報
（体験内容等） 乗船

- 5 -

山陰海岸ジオパーク(琴引浜等)
 日本海形成から現在に至る様々な地形や地質が存在

 ★★アピールポイント★★
山陰海岸ジオパークは、京都府（京丹後市）、兵庫県（豊岡市・香美町・新温泉町）、鳥取県（岩美町・
⿃取市）にまたがる広⼤なエリアを有する。東⻄約120km、⾯積は2458.44㎢。丹後の海岸線を海から体
験できる。

府県／市町村 京都府 京丹後市

舞鶴とれとれセンター
 日本海側最大級の海鮮市場を持つ道の駅

 ★★アピールポイント★★
目の前で調理してもらい、その場で海鮮焼き・お刺身としてすぐ食べれる。

補足情報
（体験内容等） 買い物/食事

伊根町散策
 「舟屋」建造物が建ち並ぶ風景

 ★★アピールポイント★★
海にうかぶように230棟が軒を連ねている景観と舟屋の暮らしを体験。

補足情報
（体験内容等） 町中散策（もんどり漁体験、試飲等含む）

府県／市町村 京都府 伊根町

受入可能人数



16 産業

17 産業

受入可能人数

25名

府県／市町村 京都府 与謝野町

受入可能人数 15名

補足情報
（体験内容等）

- 6 -

府県／市町村

畳工房ヨシオカ
 畳作りの体験

 ★★アピールポイント★★
環境問題などで、石油プラスチック発泡スチロールなどが、環境リサイクル問題で話題となり、京大白石
名誉教授先生と共同開発で、バイオマス発泡ボードを開発。
地場産業のシルクとヤシの実繊維など自然素材を使いシルク軽量未来畳と組み合わせ、自然・環境・人に
優しい畳づくりを行っている。

補足情報
（体験内容等） 畳つくり

伊東木材株式会社
 高級材木「丹州材」をつかった体験

 ★★アピールポイント★★
「丹州材」とはスギ・ヒノキの愛称で、高級材木を使ったミニサイズのマグカップ作り体験ができる。

補足情報
（体験内容等） マグカップ作り

府県／市町村 京都府 福知山市

受入可能人数



４４４４．京．京．京．京 都都都都 府府府府
（南（南（南（南 部）部）部）部）

京都市、宇治市、⻲岡市、⻑岡京市
南丹市、木津川市、大山崎町、和束町

精華町



1 観光

2 観光

3 ルート情報あり 観光

京都府 京都市

団体は30名以上

団体は20名以上

府県／市町村 京都府 京都市

受入可能人数 団体は20名以上

補足情報
（体験内容等） 貸切観覧、参拝

- 1 -

清水寺
 「清水の舞台」で知られる人気の寺

 ★★アピールポイント★★
舞台造りの本堂は釘を使わず縦横に組まれた柱が見事。舞台の下方に音羽の滝、谷を隔てて安産祈願の子
安の塔がある。桜、紅葉の名所でもある。

府県／市町村

受入可能人数

京都鉄道博物館
 日本最大級の体験型鉄道博物館

 ★★アピールポイント★★
ＳＬから新幹線まで、日本の近代化を牽引してきた53両が集結。日本最大級の鉄道ジオラマ、運転士の仕
事を体験できる運転シミュレータ、本物のＳＬが牽引する「ＳＬスチーム号」などここでしかできない体
験ができる。

補足情報
（体験内容等） 貸切観覧

京都水族館
 都市型水族館

 ★★アピールポイント★★
鴨川や由良川の自然を再現した「京の川」が特徴的。天然記念物のオオサンショウウオも見れる。

補足情報
（体験内容等）

府県／市町村 京都府 京都市

受入可能人数



4 ルート情報あり 観光

5 観光

6 観光

京都府 京都市

50名

団体は30名以上

府県／市町村 京都府 京都市

受入可能人数 団体は25名以上

補足情報
（体験内容等） 参拝、散策

- 2 -

三千院「あじさい祭り」
 3000株植えられた紫陽花花苑は見ごたえあり

 ★★アピールポイント★★
６月中旬が見ごろ。三千院は紅葉・桜も有名だが、6月上旬から7月中旬には、あじさいが咲き誇る名所と
しても知られており、境内のあじさい苑では、山あじさいや星あじさいなど豊富な種類のあじさいを鑑賞
することが出来る。特に星あじさいは珍しく、夜空で輝く星のように小さく可愛らしい花を付ける品種。

府県／市町村

受入可能人数

三十三間堂
 千手観音が1,001体勢揃い
 ★★アピールポイント★★

党内に広がる圧巻の空間妙法院の境外仏堂で、南北約120ｍの本堂内陣の柱間が33あることから三十三間
堂と呼ばれる。丈六千手観音坐像、1000体の等身大千手観音立像、風神・雷神像、二十八部衆像など多数
の国宝、重文の文化財を有する。

補足情報
（体験内容等）

金閣寺
 まばゆく光る⻩⾦の舎利殿
 ★★アピールポイント★★

お釈迦様の骨をまつった舎利殿の二層・三層が金箔を貼りめぐらしているところから金閣寺と呼ばれる
が、正しくは「鹿苑寺」と言い、臨済宗相國寺派の禅寺。

補足情報
（体験内容等） 特別観覧、参拝

府県／市町村 京都府 京都市

受入可能人数



7 観光

8 観光

9 観光

京都府 京都市

ー

団体は15名以上

府県／市町村 京都府 京都市

受入可能人数 50名

補足情報
（体験内容等）

- 3 -

京都文化博物館
 京都の歴史と文化をわかりやすく紹介する文化施設

 ★★アピールポイント★★
本館には京文化に関する資料を展示、幕末の京商家の町並を復元している。また、別館は明治建築の旧日
銀京都支店を利用するレトロな外観の博物館施設。

府県／市町村

受入可能人数

京都駅ビル･京都タワー
 京都のシンボルタワー

 ★★アピールポイント★★
京都の伝統工芸の和ろうそくをモチーフ。京都タワー地下の京都タワーサンドでは、京都ならではのさま
ざまな料理が楽しめる。

補足情報
（体験内容等）

トロッコ列車
 レトロな観光列車

 ★★アピールポイント★★
嵯峨嵐山から、桂川上流まで、保津峡の雄大な四季の情景を味わえる。駅に隣接するジオラマ京都JAPAN
もおすすめ。

補足情報
（体験内容等） 観光列車乗車

府県／市町村 京都府 京都市

受入可能人数



10 観光

11 ルート情報あり 観光

12 ルート情報あり 観光

京都府 京都市

制限なし

制限なし

府県／市町村 京都府 京都市

受入可能人数 団体30名以上

補足情報
（体験内容等） 参拝、トレッキング

- 4 -

伏見稲荷大社
 京都人気No.1で、千本鳥居が人気

 ★★アピールポイント★★
全国3万社ある稲荷神社の総本宮。重厚な社殿・摂末社が建ち並び、五穀豊穣、商売繁昌の神として庶⺠信
仰を集める。本殿背後より奥社に通じる参道の数多くの朱塗りの鳥居は“千本鳥居”と呼ばれ有名である。

府県／市町村

受入可能人数

二条城
 大政奉還が行われた歴史的舞台。

 ★★アピールポイント★★
徳川家の栄枯盛衰のみならず、日本の歴史の移り変わりを見守ってきたお城。桃山文化を象徴する豪華な
装飾が特徴的。

補足情報
（体験内容等） 貸切

竹林の道
 京都市の歴史的風土特別地区。竹林の効果で夏でもひんやり。

 ★★アピールポイント★★
歩くだけで心が浄化される竹のトンネル。CMでもよく使われている。

補足情報
（体験内容等） 食べ歩き

府県／市町村 京都府 京都市

受入可能人数



13 観光

14 観光

15 観光

京都府 京都市

1,500名

制限なし

府県／市町村 京都府 京都市

受入可能人数 団体は20名以上

補足情報
（体験内容等） 宝物館貸切、庭園貸切

- 5 -

醍醐寺
 世界文化遺産に登録された真言宗醍醐派の総本山

 ★★アピールポイント★★
平安時代からの仏像を含む多くの国宝や重要文化財が収蔵されている霊宝館での会議や、桜の木に囲まれ
た憲深林苑でのレセプションのほか、豊臣秀吉が自ら作庭に関わったとされる三宝院の庭園の特別拝観も
対応可能。また、京都御所より移築された雨月茶屋恩賜館も利用可能。

府県／市町村

受入可能人数

京都国立博物館
 博物館のシンボル

 ★★アピールポイント★★
千年の都と言われる京都ゆかりの文化財を中心に、約12000点収蔵。明治古都館は片山東熊による設計。

補足情報
（体験内容等）

嵐山
 嵯峨野に広がる竹林が人気
 ★★アピールポイント★★

桂川に係る渡月橋含め、風光明媚な場所。京都の四季が楽しめる。近年はモンキーパークが外国人に人
気。

補足情報
（体験内容等） 食べ歩き

府県／市町村 京都府 京都市

受入可能人数



16 ルート情報あり 観光

17 ルート情報あり 観光

18 観光

京都府 京都市

100名

150名

府県／市町村 京都府 京都市

受入可能人数 400名

補足情報
（体験内容等） 方丈貸切

- 6 -

圓徳院
 豊臣秀吉の妻、北政所ねね終焉（しゅうえん）の地

 ★★アピールポイント★★
北書院から望むことができる北庭は、国の名勝に指定されているほか、⽅丈の障壁画は、⻑⾕川等伯によ
るもので国の重要文化財に指定されている。

府県／市町村

受入可能人数

元離宮二条城（貸切）
 徳川家康が京都御所の守護と将軍上洛の時の宿泊所として造営

 ★★アピールポイント★★
創建当時の輝きが蘇った重要文化財・唐門前や通常非公開の重要文化財・二の丸御殿台所前庭でのレセプ
ションは、二条城の格式や歴史的価値を存分に活用でき、日常では経験できない特別な演出ができる。

補足情報
（体験内容等） 二の丸御殿、庭園貸切

真言宗総本山 東寺
 唯一現存する平安京の遺構
 ★★アピールポイント★★

1994年に「古都京都の文化財」として世界文化遺産に登録され、京都の体表的な名所として存続してい
る。ユニークベニュー利用が可能な会場は、通常非公開のため、特別な空間を演出できる。

補足情報
（体験内容等） 本坊借切、庭園貸切

府県／市町村 京都府 京都市

受入可能人数



19 観光

20 観光

21 観光

京都府 京都市

150名

200名

府県／市町村 京都府 京都市

受入可能人数 150名

補足情報
（体験内容等） 清和殿貸切、庭園貸切

- 7 -

浄土宗大本山･くろ谷 金戒光明寺
 京都市内を一望できるサムライの寺院

 ★★アピールポイント★★
清和殿、新清和殿は、展示会や飲食を伴うイベントなど多目的に利用することができる。
通常拝観がないため、貸し切り感のあるイベントが可能。夜間の貸切拝観、和太鼓ショーや能・狂言など
のアトラクションも開催できる。

府県／市町村

受入可能人数

高台寺
 豊臣秀吉の正室 北政所（ねね）が秀吉の菩提を弔うために創建

 ★★アピールポイント★★
方丈でのレセプションのほか、朝・夕の特別拝観や団体での座禅体験・茶道体験も対応可能。

補足情報
（体験内容等） 方丈貸切

建仁寺
 京都最古の禅寺

 ★★アピールポイント★★
国際会議での歓迎レセプションや企業主催のガラディナーの会場としての実績があり、歴史に裏打ちされ
た非日常な雰囲気の中でのお食事や歓談をお楽しみいただける。

補足情報
（体験内容等） 書院貸切

府県／市町村 京都府 京都市

受入可能人数



22 観光

23 観光

24 観光

京都府 京都市

400名

500名

府県／市町村 京都府 京都市

受入可能人数 1,000名

補足情報
（体験内容等） 方丈貸切

- 8 -

東福寺
 日本最古の最大級の伽藍

 ★★アピールポイント★★
鎌倉時代に創建されたとされる東福寺は、摂政関白・藤原（九條）道家が、南都東大寺と興福寺から
「東」と「福」の二字をとり、九條家の菩提寺として造営。境内の通天橋は紅葉の名所で、通天橋から見
下ろす紅葉と新緑は絶景。

府県／市町村

受入可能人数

大覚寺
 天皇もしくは皇統の方が住職を務めた皇室ゆかりの門跡寺院

 ★★アピールポイント★★
各種展示会や講演会･会議、夜間貸切など多種多様なイベントの開催が可能。日中の参拝では入ることの出
来ない白砂庭園で、夜間貸切パーティーやイベントを開催することができる。

補足情報
（体験内容等） 信徒会館、庭園貸切

将軍塚⻘龍殿
 京都北野天満宮前に建立された価値ある木造大建造物を移築再建

 ★★アピールポイント★★
奥殿には国宝の「⻘不動明王⼆童⼦像」が安置されており、⼿前にはその複製が祀られている。⼤舞台は
延⾯積1046㎡の広さを有し、眼下には京都市内が⼀望できる新たな名所で、⻄展望台からは京都市内のみ
ならず大阪のビルまで遠望できる。

補足情報
（体験内容等） 大舞台貸切

府県／市町村 京都府 京都市

受入可能人数



25 観光

26 観光

27 観光

京都府 京都市

300名

120名

府県／市町村 京都府 京都市

受入可能人数 200名

補足情報
（体験内容等） 講堂・ロビー貸切、庭園貸切

- 9 -

京都国立博物館（貸切）
 2017年に120周年を迎えた、これぞ国博！

 ★★アピールポイント★★
同時通訳ブース付きの平成知新館講堂、茶室等のご利用や、平成知新館グランドロビーでのレセプショ
ン、庭園を活用した様々なイベント、レセプションにも対応できる。

府県／市町村

受入可能人数

平安神宮会館
 伝統と格式に彩られた平安神宮の神苑の静寂な風景を望む会場

 ★★アピールポイント★★
栖鳳殿ではシャンデリアが煌くラグジュアリー空間が広がる。国際会議のレセプション会場、周年記念
パーティ、季節のご宴会などでもご利用いただいている。京都の旬の食材を使ったこだわりの会席料理と
ともに、素敵な時間を演出。

補足情報
（体験内容等） 迎賓館貸切

妙心寺退蔵院
 臨済宗大本山妙心寺屈指の古刹

 ★★アピールポイント★★
通常堂内は非公開で重要文化財に指定されている方丈（本堂）で、レセプションやライトアップした庭園
での貸切パーティーを開催することができる。Ｇ８サミットシェルパ会議、企業ミーティングなどMICE
での利用実績も多数あり。
市内中心部にも近く、アクセスも便利。

補足情報
（体験内容等） 本堂貸切

府県／市町村 京都府 京都市

受入可能人数



28 観光

29 観光

30 観光

京都府 京都市

2,000名

1,700名

府県／市町村 京都府 京都市

受入可能人数 500名

補足情報
（体験内容等） エントランス貸切

- 10 -

京都水族館（貸切）
 日本最大級の内陸型水族館
 ★★アピールポイント★★

日本初の完全な人工海水利用型水族館。閉館後の水族館を貸し切って、夜のイルカパフォーマンスや「大
水槽」前でのケータリングによるパーティーなど、普段では体験できない特別な京都水族館を楽しめる。

府県／市町村

受入可能人数

京都鉄道博物館（貸切）
 日本最大級の鉄道総合博物館

 ★★アピールポイント★★
夜間貸切や休館日貸切では、本館入口のロビーや広々とした屋外展望デッキ「スカイテラス」、「レスト
ラン」、「ホール」にてイベントやレセプションパーティーを開催することができる。

補足情報
（体験内容等） ロビー・テラス貸切

京都市美術館
 年間１００万⼈以上の来館者で賑わう関⻄屈指の美術館

 ★★アピールポイント★★
ここでしか体験できないレセプションの開催も可能。
これまで一般に開放していなかった北中庭（通称：光の広間）には、ガラス屋根を設置。天候を問わず、
展示室に囲まれた特別な空間を御利用いただくことができる。

補足情報
（体験内容等） 北中庭貸切、庭園貸切

府県／市町村 京都府 京都市

受入可能人数



31 観光

32 観光

33 観光

京都府 京都市

35名

80名

府県／市町村 京都府 京都市

受入可能人数 90名

補足情報
（体験内容等） 列車貸切

- 11 -

嵐電
 市内中心部と嵐山を結ぶ路面電車

 ★★アピールポイント★★
貸し切って車内でミーティングやパーティ等自由にお使い頂けます。車内での飲食も可能。オプションで
テーブル・マイクのレンタルや女性スタッフによる沿線案内ガイドも行っている。

府県／市町村

受入可能人数

叡電
 京都洛北の自然豊かなエリアを走るワンマン電車

 ★★アピールポイント★★
貸し切って、宴会、歓送迎会、コンサート、演劇、撮影などいろいろな催しにご利用いただける。電車な
らではの、自然に囲まれた沿線の風景を楽しむことができる。

補足情報
（体験内容等） 列車貸切

京都タワー
 京都の玄関口に佇み、住人、観光客を温かく迎える京都タワー

 ★★アピールポイント★★
京都市街で一番高く、地上100mにある展望室からは東山三十六峰に囲まれた古都京都の市街地が360度見
渡せ、時間、四季によって様変わりする京都の全てを感じる事ができる。

補足情報
（体験内容等） 展望室貸切

府県／市町村 京都府 京都市

受入可能人数



34 観光

35 ルート情報あり 観光

36 観光

京都府 京都市

15名

3名

府県／市町村 京都府 京都市

受入可能人数 ー

補足情報
（体験内容等） 茶道体験

- 12 -

富田屋（茶道体験）
 老舗呉服問屋（登録有形文化財）

 ★★アピールポイント★★
町家見学や茶道体験など京都の旅をより満喫出来る文化体験を実施。

府県／市町村

受入可能人数

東寺
 日本一高き五重の塔で知られている

 ★★アピールポイント★★
平安遷都の時に羅城門の東⻄に建⽴された東⻄官寺の⼀つ。当時のままの伽藍配置で寺宝も多数所蔵す
る。五重塔(国宝)は徳川家光が再建。

補足情報
（体験内容等）

紅村窯
 美しく、気品ある作風で知られる、清水坂の窯元

 ★★アピールポイント★★
⻑い歴史を持つ清⽔焼（京焼）の伝統の中で100年以上続く窯元。

補足情報
（体験内容等） 窯元見学

府県／市町村 京都府 京都市

受入可能人数



37 観光

38 観光

39 観光

京都府 京都市

500名

5名

府県／市町村 京都府 京都市

受入可能人数 ー

補足情報
（体験内容等） オープンセット貸切、中村座貸切

- 13 -

東映太秦映画村（貸切）
 33,000㎡の広大なオープンセットを有する

 ★★アピールポイント★★
映画やテレビ撮影で培われた技術であざやかに演出された"夜の映画村"では、園内の「江⼾の町」を再現
したオープンセットの中でホテルケータリングでのウェルカムドリンクやディナーを楽しむことができ
る。映画村所属の役者による侍ショーや忍者ショー、時代劇の衣装での写真撮影、和太鼓演奏など、様々
なアクティビティが楽しめる。映画村の夜間貸切は、今までに体験したことのない空間と時間を提供。

府県／市町村

受入可能人数

妙心寺退蔵院(座禅体験)
 臨済宗妙心寺派大本山妙心寺の塔頭

 ★★アピールポイント★★
妙心寺の山内には40余りの塔頭があり、退蔵院はそのうちでも屈指の古刹として知られています。 境内に
は、国宝「瓢鮎図(ひょうねんず)」(模本)や史跡名勝・枯山水庭園「元信の庭」、そして四季折々の景色が
美しい池泉回遊式庭園「余香苑(よこうえん)」などがある。

補足情報
（体験内容等） 参拝、座禅体験

富田屋（着物体験）
 老舗呉服問屋（登録有形文化財）

 ★★アピールポイント★★
町家見学や着物体験など京都の旅をより満喫出来る文化体験を実施。

補足情報
（体験内容等） 着物体験

府県／市町村 京都府 京都市

受入可能人数



40 観光

41 観光

42 観光

京都府 京都市

団体は25名以上

20名程度

府県／市町村 京都府 京都市

受入可能人数 120名

補足情報
（体験内容等） 貸切忍者体験・着物

- 14 -

東映太秦映画村
 江⼾の町並みが広がるテーマパーク

 ★★アピールポイント★★
忍者体験、変身体験などのアトラクションだけでなく、東映アニメキャラクターのイベントが楽しめる体
験型テーマパーク。

府県／市町村

受入可能人数

GEAR （ノンバーバルパフォーマンス）
 日本初のノンバーバルパフォーマンスｊ

 ★★アピールポイント★★
光や映像と連動したマイム、ブレイクダンス、マジック、ジャグリングによる迫力のパフォーマンス。セ
リフを使わない演出により、小さなお子さまから大人まで、そして外国の方までもが、言葉の壁を越えて
楽しめる。

補足情報
（体験内容等） 観劇

⼤⻄常商店
 雅な遊び「投扇興」ができる店

 ★★アピールポイント★★
江⼾時代に考案され、庶⺠に愛された遊び、投扇興。桐箱の台に⽴てられた的に向かって扇⼦を投げ、そ
の扇・蝶・桐箱によって作られる形を、源氏物語になぞられた点式にそって採点し、その得点を競う。

補足情報
（体験内容等） 投扇興体験、扇子絵付け体験、お茶席体験

府県／市町村 京都府 京都市

受入可能人数



43 観光

44 観光

45 観光

京都府 京都市

50名

410名

府県／市町村 京都府 京都市

受入可能人数 200名

補足情報
（体験内容等） 工場見学、試飲

- 15 -

⻩桜 伏⾒蔵
 日本酒、地ビール製造の同時見学施設

 ★★アピールポイント★★
工場見学では、伏見の地名の由来となり、同社の酒造りに欠かせない地元の地下水「伏水」などを映像で
紹介し、日本酒の醸造工程や地ビールの缶詰作業などを公開。

府県／市町村

受入可能人数

ギオンコーナー
 日本の伝統芸能を舞台にて鑑賞できる

 ★★アピールポイント★★
舞妓さんによる京舞をはじめ、茶道、華道、箏曲、雅楽、狂言、文楽、7つの伝統芸能を鑑賞できるスポッ
ト。 日本の伝統芸能を、ひとつの舞台でダイジェストに鑑賞できる。

補足情報
（体験内容等）

上七軒歌舞練場
 京都五花街の中で、最古の歴史を誇る劇場施設

 ★★アピールポイント★★
演舞場をはじめ、大広間や庭園、お茶室は風情ある催事にご利用いただけ、落語や歌謡ショー、企業ミー
ティングや表彰式、商品発表の空間としての利用実績がある。

補足情報
（体験内容等） 演舞場貸切、庭園貸切

府県／市町村 京都府 京都市

受入可能人数



46 ルート情報あり 観光

47 観光

48 観光

京都府 宇治市

ー

多数

府県／市町村 京都府 宇治市

受入可能人数 2〜40名

補足情報
（体験内容等） 抹茶、煎茶等体験

- 16 -

対鳳庵(抹茶作り体験)
 宇治茶の振興と茶道の普及を目的に建てられた本格的な茶室

 ★★アピールポイント★★
平等院の鳳凰堂に相対していることから、「対鳳庵」と名付けられた。茶室で本格的なお点前をしてい
る。

府県／市町村

受入可能人数

三星園上林三入本店
 抹茶ができるまでの見学

 ★★アピールポイント★★
純正宇治茶の販売だけでなく、お茶の味と歴史が学べ抹茶づくり体験もでき、お茶審査室の見学もでき
る。

補足情報
（体験内容等）

①ビデオ上映、②抹茶工場見学、③お茶審査室見学、
④茶室体験、⑤抹茶の試飲や点て方体験

平等院鳳凰堂
 平等院鳳凰堂（国宝）は１０円玉の図案として有名

 ★★アピールポイント★★
平安時代の庭園の名残を伝える阿字池に浮かぶ鳳凰堂の宝物を鳳翔館で展示。1994年に世界遺産に認定さ
れる。

補足情報
（体験内容等）

府県／市町村 京都府 宇治市

受入可能人数



49 ルート情報あり 観光

50 観光

51 観光

京都府 ⻑岡京市

45名

（食事 最大48名）

府県／市町村 京都府 ⻲岡市

受入可能人数 100人以上可（1隻17名）

補足情報
（体験内容等） ガイド付き工場見学

- 17 -

サントリー京都ブルワリーガイドツアー
 天然水のビール工場

 ★★アピールポイント★★
ご案内係と工場内を見学しながら、ビールの製造工程について学びます。見学後は、こだわりのビールを
お楽しめる。

府県／市町村

受入可能人数

保津川下り
 ⽇本最⻑の川下り

 ★★アピールポイント★★
春は桜・夏は涼を求めて・秋は紅葉・冬はお座敷暖房船と四季折々の楽しみがある。⻲岡から京都・嵐⼭
まで約16キロの渓谷を約2時間で船で下る。

補足情報
（体験内容等） 船下り

福寿園 宇治茶工房
  

 ★★アピールポイント★★
松花堂弁当の発祥の地でもあり、庭園を観ながら弁当を味わうことができる。

補足情報
（体験内容等） 庭園散策/茶室／吉兆の松花堂弁当

府県／市町村 京都府 宇治市

受入可能人数



52 観光

53 ルート情報あり 観光

54 観光

京都府 大山崎町

多数

多数

府県／市町村 京都府 南丹市

受入可能人数 多数

補足情報
（体験内容等） ガイド付きの説明？？
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アサヒビール大山崎山荘美術館
 建物、庭、内部の展示とさまざまに楽しめる美術館

 ★★アピールポイント★★
大正から昭和初期にかけて実業家・加賀正太郎が作った英国風山荘と、日本を代表する建築家・安藤忠雄
⽒が設計したモダンな地中館、⼭⼿館の3つの建物で構成される美術館。⺠芸作品や、印象派モネ「睡蓮」
など絵画作品も含め約1000点にのぼる作品を所蔵している。

府県／市町村

受入可能人数

美山かやぶきの里
 かやぶき⺠家が建ち並ぶ地区

 ★★アピールポイント★★
丹波⼭地の中央部にある38⼾ほどの茅葺屋根の集落である。京都府下では珍しくなった茅葺農家ばかりの
景観を保っており、丹波⼭地特有の⺠家形式の発展の跡をたどることのできる点で価値が⾼いといえる。
国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されている。

補足情報
（体験内容等） 散策/食事/サイクリング/わら細工など

⻑岡天満宮(キリシマツツジ)
 道真公を祀っており、境内には八条ヶ池が広がる。

 ★★アピールポイント★★
社殿は平安神宮から移築したもの。八条ヶ池に四月下旬にキリシマツツジの咲き誇るさまは見事で、水上
橋からの眺めも美しい。樹齢約150年といわれるキリシマツツジ（4月下旬が見頃）が多数植えられてい
る。

補足情報
（体験内容等） ガイド付き案内

府県／市町村 京都府 ⻑岡京市

受入可能人数



55 ルート情報あり 文化

56 文化

57 文化

京都府 京都市

500名

20名

府県／市町村 京都府 京都市

受入可能人数 ー

補足情報
（体験内容等） 能舞台貸切

- 19 -

金剛能楽堂
 築約150年の歴史を持つ能舞台

 ★★アピールポイント★★
能舞台と近代的なロビー、趣きある庭園が⼀体となった能のシテ⽅五流のうち唯⼀関⻄にある⾦剛流の能
楽堂。能舞台は、各種シンポジウム等にもご利用頂いており、ロビーはケータリングによる飲食が可能。

府県／市町村

受入可能人数

南座（歌舞伎鑑賞）
 日本最古の劇場

 ★★アピールポイント★★
江⼾時代より400年続く、歌舞伎の年末の吉例顔⾒世興⾏で有名。

補足情報
（体験内容等） 貸切歌舞伎鑑賞

舞妓・芸妓
 宴席でもてなしを行う女性
 ★★アピールポイント★★

京都五花街で、舞踊、御囃子などの芸で宴席に興（きょう）を添えることを仕事とする少女のことで、芸
妓の見習い修行段階の者をいう。10代は舞妓さん、20代過ぎると芸妓さんと呼ばれる。

補足情報
（体験内容等） お座敷体験、飲食

府県／市町村 京都府 京都市

受入可能人数



58 文化

59 食

60 食

京都府 京都市

180名

1,078名

府県／市町村 京都府 京都市

受入可能人数 120名

補足情報
（体験内容等） 会場貸切

- 20 -

忍者京都
 忍者エンターテイメントレストラン

 ★★アピールポイント★★
シアターレストラン「幻術桟敷」では、平日は伝統楽器のミュージックショー、土日祝は忍者ショーを上
演しております。ショーを鑑賞しながらお食事を楽しむことができる。

府県／市町村

受入可能人数

忍者レストラン「NINJA KYOTO]
 忍者エンターテインメントレストラン

 ★★アピールポイント★★
シアターショー、手裏剣投げ、忍者変身体験、サンリオキャラのビュッフェレストランなど「忍者」を存
分に楽しめる人気のアクティビティ。

補足情報
（体験内容等） 飲食、観劇

南座
 日本最古の歴史をもつ劇場
 ★★アピールポイント★★

歌舞伎の祖・出雲の阿国が「かぶきをどり」を演じたとされる京・四条河原に位置する。江⼾時代に官許
された七つの櫓（芝居小屋）の歴史と伝統を受け継ぐ劇場として、今日まで悠久四百年にわたり歌舞伎を
はじめとする演劇を上演し続けてきた。平成8 年（1996 年）には国の登録有形文化財に登録され、京都市
の歴史的意匠建造物にも認定された。

補足情報
（体験内容等） 客席貸切

府県／市町村 京都府 京都市

受入可能人数



61 食

62 ルート情報あり 食

63 食

京都府 京都市

32名

30名

府県／市町村 京都府 京都市

受入可能人数 30名

補足情報
（体験内容等） 座敷、客室貸切
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旧三井家下鴨別邸
 旧三井家の別邸

 ★★アピールポイント★★
緑豊かな地に佇む建物は、近代和風邸宅の造りが良好に保存されていることから、平成23年（2011 年）
に重要文化財に指定20 名様前後での利用が最適。朝から夕方までの会議では、お昼に仕出し料理を召し上
がっていただき、お庭で休憩、午後にお抹茶で一服も可能。館内は和室ですが、テーブル、椅子もご用意
可能。

府県／市町村

受入可能人数

貴船の川床(5〜9⽉)
 京都ならではの粋な夏の涼み方！

 ★★アピールポイント★★
貴船川の上に座敷を組み、その上で涼みながら京料理等をいただける。

補足情報
（体験内容等）

鴨川納涼床(5〜9⽉)
 京都ならではの夏の涼み方！

 ★★アピールポイント★★
鴨川に床を組み、鴨川と東山の山紫水明を楽しみながら料理をいただける。

補足情報
（体験内容等）

府県／市町村 京都府 京都市

受入可能人数



64 食

65 食

66 食

京都府 京都市

100名

60名

府県／市町村 京都府 京都市

受入可能人数 112名

補足情報
（体験内容等） 本倉貸切

- 22 -

愛染倉
 300坪の敷地に日本庭園、竹林、数寄屋講堂造りの茶室が点在

 ★★アピールポイント★★
バンケット会場「本倉」は、約300年前の江⼾時代に建てられた酒蔵。300年前の歴史と京都らしさを感じ
ながら、上賀茂野菜をふんだんに使ったイタリアンを味わうことができる。

府県／市町村

受入可能人数

アカガネリゾート京都東山1925
 1925年に建造された木造家屋がルーツで、700坪の敷地

 ★★アピールポイント★★
東山の傾斜を活かした庭園や日本家屋の様相が遺る望楼棟など、観光地にありながら町の喧騒を一瞬にし
て忘れさせてくれる静かな空間。庭園を望める2種類のバンケットは緑と自然光が織りなす爽やかな空間。
夜には落ち着いた内装にライトの柔らかな光がパーティを包む。

補足情報
（体験内容等） 会場貸切

名勝 無鄰菴
 国の名勝であり、京都岡崎にたたずむ近代日本庭園の傑作

 ★★アピールポイント★★
東山から上る月や、心地よく響きわたる流れの演出は、特別な夜を彩る。日本庭園としては常に最高水準
の手入れが施されたお庭が醸し出すラグジュアリーな空間を存分にお楽しみいただける。
ご要望に応じて、庭師による日本庭園の解説も可能。

補足情報
（体験内容等） ⺟屋、庭園貸切

府県／市町村 京都府 京都市

受入可能人数



67 食

68 食

69 食

京都府 京都市

180名

200名

府県／市町村 京都府 京都市

受入可能人数 130名

補足情報
（体験内容等） 会場貸切

- 23 -

ザ ソウドウ 東山 京都
 1,700坪の広大な敷地には四季の彩りを映す庭園と5つの会場をもつ

 ★★アピールポイント★★
清水寺や高台寺、古い町並みが見事な一念坂・二寧坂などの名所が集まり、京都らしさと非日常が共存す
る場所、京都東⼭エリアに位置。 20名〜⽴⾷で530名まで対応可能。栖鳳がアトリエとして使⽤した部
屋からは八坂の塔が望める。

府県／市町村

受入可能人数

KOTOWA 京都 中村楼
 中村楼は八坂神社の門前茶屋として室町末期に誕生

 ★★アピールポイント★★
歴史的価値の高い中村楼の2階にあるバンケットルームで、京野菜を使用したフレンチを提供。

補足情報
（体験内容等） 会場貸切

京都モダンテラス
 京都会館が大規模公演が可能なシアターとして生まれ変わった

 ★★アピールポイント★★
敷地内の南東に位置するパークプラザ２階の本施設は、当時の京都会館の風情を外観に残し、高い天井と
大きな窓に囲まれた開放感ある店内と、四季を感じながら食事を楽しめるテラス席から構成されている。
岡崎公園にも隣接しているため、テラスからは平安神宮の大鳥居も見える。

補足情報
（体験内容等） 店内・テラス貸切

府県／市町村 京都府 京都市

受入可能人数



70 食

71 食

72 食

京都府 京都市

180名

100名

府県／市町村 京都府 京都市

受入可能人数 140名

補足情報
（体験内容等） 会場貸切

- 24 -

フォーチュンガーデン京都
 元島津製作所本社ビルが、建築当時の外観と内装を再現したフレンチレストラン

 ★★アピールポイント★★
屋上のルーフトップガーデン等、屋内外のスペースを使用し、各種エンターテイメントの提案が可能。

府県／市町村

受入可能人数

パビリオンコート
 古美術商・山中商会の京都支店

 ★★アピールポイント★★
大きな天窓から自然光が差し込むレトロな空間で、レストランラトゥールのフランス料理とともに楽しめ
る。

補足情報
（体験内容等） 会場貸切

⻑楽館
 国内外の賓客をもてなすための迎賓館

 ★★アピールポイント★★
カフェ、レストラン、バー、ホテルを運営し、明治から大正期には国内外の皇族や大使、伊藤博文や大隈
重信といった人物が泊まったとされている。

補足情報
（体験内容等） 会場貸切

府県／市町村 京都府 京都市

受入可能人数



73 食

74 食

75 食

京都府 京都市

150名

200名

府県／市町村 京都府 京都市

受入可能人数 100名

補足情報
（体験内容等） 会場貸切

- 25 -

アイネス ヴィラノッツェ 宝ヶ池
 京都の奥座敷、国立京都国際会館の直ぐ裏手に位置

 ★★アピールポイント★★
国立京都国際会館での会議後アフターパーティーやランチミーティングなどでも使用いただける。

府県／市町村

受入可能人数

レストランひらまつ 高台寺
 風情あふれる街並みに溶け込む瀟洒な4 階建ての館はまるで美術館のような美しい佇まい

 ★★アピールポイント★★
同敷地内には明治41 年（1908 年）に建てられた数寄屋建築をそのまま残す料亭「高台寺 十牛庵」があ
り、数名程度の会食などでご利用いただける。

補足情報
（体験内容等） 会場貸切

鮒鶴京都鴨川リゾート
 五層楼閣様式の和風建築で、有形文化財にも登録

 ★★アピールポイント★★
時期・エリアが限定される納涼床や屋上テラスを使ったパーティでは、京都の自然を贅沢に感じていただ
ける。ご用意するお食事は京野菜をはじめ、日本の食材を盛り込んだ本格的なフランス料理。各種パー
ティや会議・研修、展示会にもお使いただける。

補足情報
（体験内容等） 会場、川床貸切

府県／市町村 京都府 京都市

受入可能人数



76 食

77 食

78 食

京都府 京都市

200名

150名

府県／市町村 京都府 京都市

受入可能人数 200名

補足情報
（体験内容等） 会場貸切

- 26 -

KIYOMIZU 京都東山
 清水寺から徒歩圏内のパーティスペース

 ★★アピールポイント★★
京都東山ならではの景観にとけこむ和の邸宅をイメージしたパーティースペース。

府県／市町村

受入可能人数

京都北山モノリス
 京都北山の閑静な住宅街の一角に佇む邸宅

 ★★アピールポイント★★
2,600㎡の敷地面積を有するモダな邸内には、50年以上の歴史的庭園を目前に四季折々の情景が溶け込む
日本庭園と、現代の感性が生きるモダン建築が見事に調和され、上質な寛ぎと共に非日常の時間がゆっく
りと流れる。

補足情報
（体験内容等） 会場貸切

インスタイルウエディング京都
 四条烏丸からほど近いが、外の喧騒が届かない非日常の空間を演出

 ★★アピールポイント★★
遠方のゲストも訪れやすい好立地に位置するInStyle wedding KYOTO では、パーティールーム（2 タイ
プ）、ラウンジ、チャペルの4 つのスペースを、それぞれ完全貸切でご利用いただける。

補足情報
（体験内容等） 会場貸切

府県／市町村 京都府 京都市

受入可能人数



79 食

80 食

81 食

京都府 京都市

10名

120名

府県／市町村 京都府 京都市

受入可能人数 20名

補足情報
（体験内容等）

- 27 -

京都拉麺小路
 日本各地の有名ラーメン店が集合

 ★★アピールポイント★★
京都駅ビルに全国のラーメン店が集結した拉麺テーマパークで、日本各地の有名ラーメンが味わえる。

府県／市町村

受入可能人数

うめぞのカフェアンドギャラリー(抹茶ホットケーキ)
 甘味処「梅園」が手掛けているカフェ

 ★★アピールポイント★★
ギャラリー展示を楽しみながら、ゆっくりしていただける空間を演出。抹茶ホットケーキが有名。

補足情報
（体験内容等）

六絲水（ロクシスイ）
 屋上テラスルームが人気

 ★★アピールポイント★★
120名対応のバンケットホールや屋上のテラスルームからは、平安神宮の大鳥居が望める絶好のロケー
ション。

補足情報
（体験内容等） レストラン、テラス貸切

府県／市町村 京都府 京都市

受入可能人数



82 食

83 食

84 食

京都府 京都市

10名

20名

府県／市町村 京都府 京都市

受入可能人数 80名

補足情報
（体験内容等）

- 28 -

ジュヴァンセル祇園店(抹茶フォンデュ)
 和モダンの上品な店

 ★★アピールポイント★★
宇治抹茶を使ったチョコレートソースにフルーツやケーキをつける祇園フォンデュやアイスを提供。移り
ゆく季節を楽しむ京の文化と、和Japanの素材を洋菓子に生かしたジュヴァンセルの京洋菓子。

府県／市町村

受入可能人数

茶寮都路里(抹茶パフェ)
 老舗の抹茶スイーツのお店
 ★★アピールポイント★★

京都で抹茶パフェと言えば都路里さん。

補足情報
（体験内容等）

茶房 いせはん(あんみつ)
 レトロな雰囲気が魅力の和スイーツの喫茶店

 ★★アピールポイント★★
添加物を一切使わない手作りあんみつや抹茶パフェが食べられる。

補足情報
（体験内容等）

府県／市町村 京都府 京都市

受入可能人数



85 食

86 食

87 食

京都府 京都市

30名

5名

府県／市町村 京都府 京都市

受入可能人数 40名

補足情報
（体験内容等） 京料理体験

- 29 -

菊乃井本店
 ミシュラン3ツ星の老舗料亭

 ★★アピールポイント★★
料亭は大人のアミューズメントパーク。お越しいただいたお客様に、時間と空間全てを楽しんで頂きお喜
び頂けるよう、景色や庭の佇まい、床の間の軸や花、空間全てに拘り、これ以上無い素材、最高の技術で
お料理をご提供。京の文化がはぐくんだ、京料理を堪能できる。

府県／市町村

受入可能人数

粟田山荘(京懐石)
 数寄屋造りの料亭

 ★★アピールポイント★★
京の風情を感じる数寄屋造りのしつらえと、四季折々に表情を変える庭園に囲まれる数寄屋の山荘にて、
四季の美しき会席料理を味わえる。

補足情報
（体験内容等） 京料理体験

高台寺 抹茶体験
 太閤秀吉の正室・北政所ねねが建立

 ★★アピールポイント★★
春は桜、秋は萩と紅葉が美しい。春と秋の夜に行われるライトアップでは、広大な境内が照らしだされ、
幻想的な表情を見せる。伝統的な日本文化に親しむ座禅・茶道の体験. 座禅体験ができる。

補足情報
（体験内容等） 貸切座禅体験、茶道体験

府県／市町村 京都府 京都市

受入可能人数



88 食

89 自然

90 産業

京都府 京都市

250名

（宿は1日1組）

府県／市町村 京都府 和束町

受入可能人数 120名

補足情報
（体験内容等） 京友禅体験

- 30 -

丸益⻄村屋
 友禅体験工房

 ★★アピールポイント★★
染色の伝統工芸士がプロデュースする本物の染物体験で自分だけの染め物が作れる。

府県／市町村

受入可能人数

石寺の茶畑
 京都府指定の景観資産第1号として知られる茶畑は、日本遺産にも登録

 ★★アピールポイント★★
⼩⾼い⼭を⾒上げるだけでは想像がつかないほど、急傾斜の⼭の上にも茶畑が広がる。⻄に位置するこの
地域は、和束町内では「早場」と呼ばれ、4月下旬には茶摘みが始まる。

補足情報
（体験内容等） ガイド付き茶畑散策

美山粋仙庵
 かやぶきの古⺠家で⾷事

 ★★アピールポイント★★
朝どり野菜と地場の食材のお食事が人気で、一日一組限定で宿泊も可能。

補足情報
（体験内容等） かやぶき体験/食事

府県／市町村 京都府 南丹市

受入可能人数



91 ルート情報あり 産業

92 産業

93 産業

京都府 ⻑岡京市

ー

ー

府県／市町村 京都府 宇治市

受入可能人数 12名、40名

補足情報
（体験内容等） 施設見学（要事前予約）

- 31 -

レンゴー株式会社 新京都事業所
 段ボール製造工場

 ★★アピールポイント★★
わが国で初めて「段ボール」を世に送り出して以来、「包む」「装う」に対するニーズに応えるととも
に、「物の流れ」を最適化することで社会に貢献。

府県／市町村

受入可能人数

福寿園 宇治茶工房（石臼抹茶体験）
 清流と宇治茶と名陶の里

 ★★アピールポイント★★
約2万2000m2に及ぶ広大な庭園/庭園内に茶室等あり、お茶作りからお茶の楽しみ方、お茶を楽しむ茶器
まで宇治茶文化を楽しめる工房。

補足情報
（体験内容等）

石臼抹茶体験
玉露のおいしい淹れ方

京都大学iPS細胞研究所
 「iPS細胞の臨床応用」という使命を念頭に研究

 ★★アピールポイント★★
2017年2⽉に竣⼯した第３研究棟でも研究活動が本格化し、2030年までの達成を目指す4つの⻑期目標に
向けた取り組みをより一層強化している。

補足情報
（体験内容等） 研究施設見学（不定期開催）

府県／市町村 京都府 京都市

受入可能人数



94 ルート情報あり 産業

95 ルート情報あり 産業

96 その他

京都府 京都市

6名以上

40名

府県／市町村 京都府 精華町

受入可能人数 ー

補足情報
（体験内容等） 太鼓体験

- 32 -

太鼓センター
 世界最大級の和太鼓教室

 ★★アピールポイント★★
スタジオ内壁を白竹炭で塗装、マイナスイオン効果のある心地よいレッスン空間。館内併設のショップで
は、太鼓はもちろんバチや足袋など、太鼓関連商品が充実。レッスンの前後にお買い物ができる。

府県／市町村

受入可能人数

国際電気通信基礎技術研究所 ATR
 電気通信分野における基礎的、独創的な研究を推進

 ★★アピールポイント★★
1986年に関⻄⽂化学術研究都市に株式会社として設⽴。産官学の幅広い⽀援を得て設⽴された電気通信分
野における基礎的・独創的研究の一大拠点として内外に開かれた研究所で、21世紀の高度情報社会を人間
性あふれる真に豊かな⽣活の場とすることを目的とし、競争的研究資⾦への応募や国、⺠間企業からの受
託により情報通信分野の基礎から応用まで幅広く研究を行っている。

補足情報
（体験内容等） 施設見学（年1回。ATRオープンハウス期間中。）

国⽴研究開発法⼈量⼦科学技術研究開発機構 関⻄光科学研究所
 高強度レーザーを中心とした光量子科学研究

 ★★アピールポイント★★
世界トップクラスの高強度レーザーなどの技術開発を基盤として、電子やイオンのレーザー加速など学術
の最先端を目指した研究やイノベーションの創出に向けたレーザーの産業・医療応用に関する研究を行っ
ている。

補足情報
（体験内容等）

・関⻄光科学研究所 概要説明（約20分）
・実験施設の⾒学（約20分〜40分）
・きっづ光科学館ふぉとん（約40分〜90分）

府県／市町村 京都府 木津川市

受入可能人数



97 その他

98 その他

99 その他

京都府 精華町

多数

ー

府県／市町村 京都府 京都市

受入可能人数 制限なし

補足情報
（体験内容等） 立地施設等の見学等

- 33 -

けいはんなプラザ
 関⻄⽂化学術研究都市の中⼼

 ★★アピールポイント★★
京都・大阪・奈良の3府県にまたがる京阪奈丘陵において、 国家プロジェクトとして建設がはじまり、現
在では130を超える施設がある。

府県／市町村

受入可能人数

東山界隈
 清水寺、八坂神社、建仁寺などの有名寺社仏閣があるエリア。

 ★★アピールポイント★★
ねねの径や産寧坂など、きもの姿が似合う小路がたくさんある歴史的地区！

補足情報
（体験内容等） 食べ歩き

京都市内
 １２００年の古都京都、世界的な観光地

 ★★アピールポイント★★
寺社仏閣など、魅力あるコンテンツがたくさん。

補足情報
（体験内容等） 散策、参拝、食べ歩き

府県／市町村 京都府 京都市

受入可能人数



兵庫県のエリア兵庫県のエリア兵庫県のエリア兵庫県のエリア



５５５５．兵．兵．兵．兵 庫庫庫庫 県県県県

神⼾市、姫路市、尼崎市、明石市
⻄宮市、伊丹市、豊岡市、宝塚市

三木市、三田市、篠山市、南あわじ市
朝来市、淡路市、佐用町



1 ルート情報あり 観光

2 観光

3 観光

補足情報
（体験内容等）

- 1 -

横尾忠則現代美術館
 横尾忠則ワールドを堪能できる美術館

 ★★アピールポイント★★
兵庫県出身で国際的にも評価が高い美術家、横尾忠則を、多彩な切り口で紹介する企画展を開催。アーカ
イブルームに保管する膨大な関連資料は、無料で観覧可能（要予約）。公開制作などを行うオープンスタ
ジオ、横尾グッズを取り揃えたミュージアムショップ、横尾氏デザインのお皿でランチや、ドリンクを提
供するカフェも併設している。

府県／市町村 兵庫県 神⼾市

有馬温泉
 神⼾から30分・⼤阪から60分の⽇本三古湯

 ★★アピールポイント★★
濁りのある金泉、透明な銀泉の二つの湯からなる日本三古湯の温泉。林羅山の日本三名泉や、枕草子の三
名泉にも数えられ、江⼾時代の温泉番付では当時の最⾼位である⻄⼤関に格付けされた。

補足情報
（体験内容等） ランチ付き日帰り入浴

府県／市町村 兵庫県 神⼾市

受入可能人数

受入可能人数 ー

ー

府県／市町村 兵庫県 神⼾市

受入可能人数 ー

舞子海上プロムナード
 明石海峡大橋体験展望施設
 ★★アピールポイント★★

世界⼀のつり橋「明⽯海峡⼤橋」の神⼾市側に添加施設として同時施⼯され、1998年4⽉5⽇に開設され
た。海⾯からの⾼さ約47m、陸地から約150m、 明⽯海峡へ突出した延⻑約317mの回遊式遊歩道。

補足情報
（体験内容等） 明石大橋を途中まで歩く



4 観光

5 観光

6 観光

補足情報
（体験内容等）

- 2 -

北野異人館街
 異国文化と歴史を体験できる街

 ★★アピールポイント★★
かつて故国を離れた外国人たちが、海の見える高台に邸宅を構え、故郷に想いをはせたことから誕生した
街。
異国情緒あふれる洋風の街並みは神⼾の象徴。

府県／市町村 兵庫県 神⼾市

自然体感展望台 六甲枝垂れ
 六甲山の山上展望台

 ★★アピールポイント★★
六甲山の上に立つ一本の大きな樹のような「自然体感展望台 六甲枝垂れ」。総檜葺きの展望台では、フ
レームや壁、床に奈良県・吉野の森で厳選されたヒノキを使用して作られている。内部に入ると包まれる
ようなヒノキの優しい香りと、「枝葉」というフレーム越しに降り注ぐ太陽の光を感じられる展望台。

補足情報
（体験内容等）

府県／市町村 兵庫県 神⼾市

受入可能人数

受入可能人数 ー

ー

府県／市町村 兵庫県 神⼾市

受入可能人数 ー

兵庫県立美術館
 安藤忠雄建築の⻄⽇本最⼤級の美術館

 ★★アピールポイント★★
魅力ある特別展はもちろん、小磯良平や横尾忠則など兵庫ゆかりの作家を中心とした8,000点以上に及ぶ所
蔵作品も順次常設展示。

補足情報
（体験内容等）



7 観光

8 観光

9 観光

補足情報
（体験内容等）

- 3 -

六甲高山植物園
 約1500種の自然のままの植物園

 ★★アピールポイント★★
北海道南部に相当する恵まれた気候を生かし、高山植物を中心に世界の寒冷地植物や六甲山の四季折々の
花や自然の姿、季節の移ろいを楽しむことができる。

府県／市町村 兵庫県 神⼾市

六甲ガーデンテラス
 日本でも有数の眺望スポットで移り変わる大パノラマの絶景を望む

 ★★アピールポイント★★
六甲枝垂れを含むエリアの総称。レストラン・ショップを併設しており、山上から見下ろす風景・夜景は
絶景。

補足情報
（体験内容等）

府県／市町村 兵庫県 神⼾市

受入可能人数

受入可能人数 ー

ー

府県／市町村 兵庫県 神⼾市

受入可能人数 ー

六甲ケーブル
 レトロなケーブルカー

 ★★アピールポイント★★
六甲⼭と神⼾市街地を結ぶ六甲ケーブルは、昭和7年に開業した歴史あるケーブルカー。六甲⼭の⽞関⼝と
して、六甲ケーブル下駅から六甲山上駅までの約1.7kmを、約10分間で結ぶ。六甲山上駅には六甲山から
の景色が眺望できる天覧台(六甲山上展望台)があり、夜には1000万ドルの夜景が見られる。

補足情報
（体験内容等） 乗車



10 観光

11 観光

12 ルート情報あり 観光

補足情報
（体験内容等）

- 4 -

須磨海浜公園
 水族園・住友家須磨別邸のある海沿いの公園

 ★★アピールポイント★★
空襲により焼失した住友別邸を住友家が神⼾市に寄贈し、これをもとに神⼾市が海浜公園の計画を⾏い、
とりあえず旧住友別邸跡を整備し、昭和26年3月に開園した。

府県／市町村 兵庫県 神⼾市

六甲山天覧台
 日本夜景遺産の夜景スポット

 ★★アピールポイント★★
神⼾はもちろん、⼤阪平野部から和歌⼭⽅⾯までワイドに広がる景⾊が⼀望でき、夜には1000万ドルの夜
景が輝く。
六甲山・摩耶山三大夜景スポットの一つであり、日本夜景遺産にも選定されている。

補足情報
（体験内容等）

府県／市町村 兵庫県 神⼾市

受入可能人数

受入可能人数 ー

ー

府県／市町村 兵庫県 神⼾市

受入可能人数 ー

神⼾市⽴王⼦動物園
 パンダ・コアラがいる都市型動物園

 ★★アピールポイント★★
神⼾市⽴王⼦動物園は約130種800点の動物を展⽰し、ジャイアントパンダとコアラを⼀緒に⾒ることがで
きる日本で唯一の動物園。 また動物園にはふれあい広場や遊園地、動物科学資料館なども併設している。

補足情報
（体験内容等）



13 観光

14 ルート情報あり 観光

15 観光

補足情報
（体験内容等） オルゴール組立体験

- 5 -

六甲オルゴールミュージアム
 六甲山にあるオルゴール博物館

 ★★アピールポイント★★
豊かな大自然の中で、約80台のオルゴールや自動演奏楽器が華麗な時を奏でる。それぞれの様式やフォル
ム、微妙な音色の違いを楽しめる。

府県／市町村 兵庫県 神⼾市

六甲山カンツリーハウス「バラの小径ローズウォーク」
 六甲山上の自然と調和したバラの散策道 

 ★★アピールポイント★★
一般的なフォーマルガーデンとは違い周囲の景観にとけこむ様にバラを植栽し、自然との調和を大切にし
た珍しい散策型デザインのローズガーデン。色とりどりのバラが楽しめ、気取らずに気軽にバラと親しん
でもらうことをコンセプトとしている。⾒頃は6⽉下旬〜7⽉上旬、9⽉中旬〜10⽉中旬を予定。

補足情報
（体験内容等） 散策

府県／市町村 兵庫県 神⼾市

受入可能人数

受入可能人数 ー

ー

府県／市町村 兵庫県 神⼾市

受入可能人数 着席250名

生田神社会館
 自然豊かな「生田の森」・生田神社の会場貸切

 ★★アピールポイント★★
1,800年以上の歴史を有する⽣⽥神社。神⼾の地名の由来も⽣⽥の神を守る家、神⼾（かんべ）からきてい
るといわれる格式高い神社。

補足情報
（体験内容等） 貸切



16 ルート情報あり 観光

17 ルート情報あり 観光

18 ルート情報あり 観光

補足情報
（体験内容等） 宿坊・写経・座禅等

- 6 -

書寫山圓教寺
 ハリウッド映画「ラストサムライ」のロケ地になった

 ★★アピールポイント★★
書写⼭頂に室町期の⼤講堂はじめ諸堂宇を並べる天台宗の古刹。境内は⽼樹が覆い静寂、瀬⼾内海が望め
る。

府県／市町村 兵庫県 姫路市

灘の酒蔵
 灘五郷のうち３つの郷があつま日本一の酒どころ

 ★★アピールポイント★★
水・米・技に恵まれた味わい深い酒、“灘五郷（なだごごう）”と呼ばれる日本酒の生産地のうち、３つの
郷が集中している激戦区。「白鶴」「菊正宗」といった名だたる酒造メーカーが建ち並び、お酒の試飲巡
りを楽しむことができる。

補足情報
（体験内容等） 利き酒

府県／市町村 兵庫県 神⼾市

受入可能人数

受入可能人数 ー

ー

府県／市町村 兵庫県 神⼾市

受入可能人数 ー

神⼾酒⼼館
 ノーベル賞晩餐会で振る舞われた日本酒「福寿」の蔵元

 ★★アピールポイント★★
江⼾時代中期、宝暦元年（1751年）創業の清酒「福寿」の醸造元。蔵元には「無濾過⽣原酒」の量り売り
や全国各地の酒肴・食品を集めた販売店舗、蔵の仕込み水を使った自家製豆富やそば料理の店「さかばや
し」などの施設がある。酒心館ホールをつかったコンサート等も行える。

補足情報
（体験内容等） 試飲・蔵見学



19 ルート情報あり 観光

20 観光

21 観光

補足情報
（体験内容等） 巫女体験

- 7 -

尼崎えびす神社
 外国人向けの巫女体験が人気

 ★★アピールポイント★★
古代からえびす様は海の神様、漁業航海を守る神様として漁業人から崇拝されてきた。海の市・尼崎でも
「えべっさん」の愛称でお祭りされ、深いご神徳を受けたことにより漁業人たちの生活が栄えたといわれ
た。

府県／市町村 兵庫県 尼崎市

姫路城
 国宝・世界文化遺産の城

 ★★アピールポイント★★
白壁の美しさと裾広がりの優雅な姿から「白鷺の城」とも呼ばれている。世界に誇る木造城郭建築で、天
守閣には甲冑、生活用品などを展示。

補足情報
（体験内容等）

府県／市町村 兵庫県 姫路市

受入可能人数

受入可能人数 2名以上

ー

府県／市町村 兵庫県 姫路市

受入可能人数 ー

好古園
 約１万坪の日本庭園

 ★★アピールポイント★★
姫路城⻄御屋敷跡に造られた約1万坪の池泉回遊式の⽇本庭園。屋敷跡、通路跡などの地割を活かした9つ
の趣の異なる庭園群で構成。姫路城内濠の⻄側に在り、「御屋敷の庭」「茶の庭」「流れの平庭」「夏⽊
の庭」「築山池泉の庭」などの庭園や築地塀、屋敷門などを散策することができ、茶室では伝統的な日本
式喫茶の体験できる。

補足情報
（体験内容等） 茶室で呈茶（有料/お菓子付）のサービスを受



22 観光

23 観光

24 ルート情報あり 観光

補足情報
（体験内容等） 蔵見学

- 8 -

伊丹郷
 現存する日本最古の酒蔵

 ★★アピールポイント★★
「伊丹郷町館」は「旧岡田家住宅・酒蔵」（国指定重要文化財）と「旧石橋家住宅」（県指 定文化財）、
「新町家」を合わせた江⼾時代の情緒に溢れる施設。
１７世紀の町家や酒蔵文化財と日本庭園を常時公開している。
特に「旧岡田家住宅・酒蔵」は現存する日本最古の酒蔵を有し、「清発祥地 伊丹」を象徴する施設であ
る。

府県／市町村 兵庫県 伊丹市

明石魚の棚商店街
 海産物を中心とした飲食店街

 ★★アピールポイント★★
特産の魚介類や練り製品、乾物などを扱う商店を中心に100店舗以上が軒を連ねる。明石焼き、鯛茶漬け
等の食べ歩きが人気。

補足情報
（体験内容等） 食べ歩き

府県／市町村 兵庫県 明石市

受入可能人数

受入可能人数 10〜25名

ー

府県／市町村 兵庫県 伊丹市

受入可能人数 ー

みやのまえ文化の郷
 江⼾時代の商家や酒蔵の⽂化財と⽇本庭園も常時公開

 ★★アピールポイント★★
美術館、工芸センター、伊丹郷町館(旧岡田家住宅、旧石橋家住宅、新町家をいう) に(財)柿衞文庫を加え
た文化ゾーンの愛称。

補足情報
（体験内容等）



25 ルート情報あり 観光

26 ルート情報あり 観光

27 観光

補足情報
（体験内容等）

- 9 -

こうのとりの郷公園
 コウノトリの保護施設

 ★★アピールポイント★★
園内には屋根がないケージが設置されており、コウノトリの様子を間近に見ることができる。また、自由
に飛翔する野外のコウノトリも園内や近隣で見られる。

府県／市町村 兵庫県 豊岡市

玄武洞
 山陰ジオパーク中の天然記念物

 ★★アピールポイント★★
磁場逆転発見の地。160万年前に起こった火山活動によって、山頂から流れ出したマグマが冷えて固まる
時に規則正しいきれいな割れ目が作り出された玄武洞。6000年前、波に洗われて姿を現し、人が石を取っ
たために洞となった。

補足情報
（体験内容等）

府県／市町村 兵庫県 豊岡市

受入可能人数

受入可能人数 ー

ー

府県／市町村 兵庫県 豊岡市

受入可能人数 ー

城崎温泉街
 柳と川を中心とする風情 外湯めぐり発祥の地

 ★★アピールポイント★★
1300年の歴史ある温泉街。遥か昔から城崎の人々は宿を客間、道を廊下とし湯治に訪れた人々を町全体で
もてなし。
浴衣に着がえて。ゲタを鳴らして外湯めぐりが人気。

補足情報
（体験内容等） 外湯めぐり、街歩き



28 観光

29 観光

30 観光

補足情報
（体験内容等）

- 10 -

手塚治虫記念館
 手塚治虫の心と世界観に触れる記念館

 ★★アピールポイント★★
⼿塚治⾍が唱え続けてきた「⾃然への愛」「⽣命の尊さ」をテーマに、⻘少年の夢と希望を未来へ広げて
いく施設として、兵庫県宝塚市に設立された。

府県／市町村 兵庫県 宝塚市

出石辰鼓楼
 城下町の象徴である時計塔
 ★★アピールポイント★★

1871年に旧三の丸大手門脇の櫓台に建設され、1881年に医師、池口忠恕氏が大時計を寄贈してからは、時
計台として親しまれている。城下町の景観が残る街の散策のシンボル。

補足情報
（体験内容等）

府県／市町村 兵庫県 豊岡市

受入可能人数

受入可能人数 ー

ー

府県／市町村 兵庫県 豊岡市

受入可能人数 ー

ジオカヌー
 竹野エリアをシーカヤックで巡る冒険ツーリング

 ★★アピールポイント★★
誰でも手軽に出かけられて、少し海へ漕ぎ出せば非日常体験が…！ 波の音、風の音、潮の香り、陽の光、
岩肌の冷たさ五感を使って地球の⿎動を感じることができる。1〜2時間の8コースが⽤意されており、
キッズ・初級・中級とわかれている。

補足情報
（体験内容等） カヌー



31 ルート情報あり 観光

32 観光

33 観光

補足情報
（体験内容等） 収穫体験・散策

- 11 -

淡路ファームパークイングランドの丘
 動物・植物がﾃｰﾏの公園

 ★★アピールポイント★★
コアラ等の動物とのふれあい、収穫体験。

府県／市町村 兵庫県 南あわじ市

宝塚歌劇
 日本で初めてレビューを上演した女性だけの歌劇団

 ★★アピールポイント★★
1914年の初公演以来、今なお多くのファンを魅了する1914年に初の公演を行って以来、今日も人気を集め
る未婚の女性だけで構成された歌劇団である。現在は花（はな）・月（つき）・雪（ゆき）・星（ほ
し）・宙（そら）の5組と、いずれの組にも所属しない専科に分かれている。

補足情報
（体験内容等）

府県／市町村 兵庫県 宝塚市

受入可能人数

受入可能人数 ー

ー

府県／市町村 兵庫県 篠山市

受入可能人数 ー

篠山散策
 城下町の風情残る町並み

 ★★アピールポイント★★
旧丹波国として古来京都への交通の要として栄えてきた歴史があり、町並みや祭りなどに京文化の影響を
色濃く残している。

補足情報
（体験内容等）



34 観光

35 観光

36 観光

補足情報
（体験内容等）
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竹田城
 日本の100名城の一つの山城跡

 ★★アピールポイント★★
天空の城⽵⽥城跡は、⼭城遺跡として全国でもまれな完存する遺構であり、⻁が臥せているように⾒える
ことから「⻁臥城（とらふすじょう・こがじょう）」とも呼ばれている。
雲海に包まれた幻想的な風景は、天空の城として人気。

府県／市町村 兵庫県 朝来市

うずしおクルーズ
 船から見るうずしお

 ★★アピールポイント★★
最大20ｍにもなる渦潮を近くで見学できる。

補足情報
（体験内容等） 観潮船

府県／市町村 兵庫県 南あわじ市

受入可能人数

受入可能人数 ー

ー

府県／市町村 兵庫県 朝来市

受入可能人数 ー

生野銀山
 室町時代からの銀山

 ★★アピールポイント★★
大同2年（807年）開坑と伝えられる銀山。現在は、当時の模様を再現した観光施設として一般公開され、
「観光坑道」「鉱山資料館」「生野銀山文化ミュージアム」（生野鉱物館）の施設がある。

補足情報
（体験内容等）



37 観光

38 観光

39 観光

補足情報
（体験内容等）
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淡路島国営明石海峡公園
 海をのぞむ花とみどりいっぱいの公園

 ★★アピールポイント★★
四季折々の花を楽しむことができ、春のチューリップとムスカリは関⻄最⼤級。広⼤な芝⽣が気持ちよ
く、関⻄最⼤級の遊具は⼦供たちに⼤⼈気。

府県／市町村 兵庫県 淡路市

絵島
 「国生み神話」ゆかりの地
 ★★アピールポイント★★

砂岩の風化浸蝕された奇勝で岩肌の模様が美しい月見の名所。
夜間は島全体がライトアップ。

補足情報
（体験内容等）

府県／市町村 兵庫県 淡路市

受入可能人数

受入可能人数 ー

ー

府県／市町村 兵庫県 淡路市

受入可能人数 ー

奇跡の星の植物園
 安藤忠雄建築の日本最大級の植物園

 ★★アピールポイント★★
自然を見つめ、植物の美しさや不思議さを知り、この奇跡を守ることの大切さに気づいてもらうためにつ
くられた生命のミュージアム。6700平方メートルの日本最大級の植物館。

補足情報
（体験内容等）



40 観光

41 文化

42 食

補足情報
（体験内容等） 食事・クルーズ
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コンチェルト
 神⼾の船上エンターテイメント

 ★★アピールポイント★★
海から眺める神⼾の風景と美⾷船上では時間がゆっくりと波の⾳に重なり合って流れる。七⾊に彩られる
明石海峡大橋のイルミネーションや海からの風景は、日々魅力的にその姿を変える。

府県／市町村 兵庫県 神⼾市

美湯・松帆の郷
 明石海峡大橋が見える温泉
 ★★アピールポイント★★

淡路島の玄関口・岩屋に位置する日帰り温泉施設。世界一のスケールを誇る大橋の「眺望」と、御食国
（みけつくに）淡路島の新鮮な海の幸を味わえる「食」、 そして一日の旅の疲れを癒してくれる「天然ラ
ドン温泉」を楽しめる複合リゾート施設。

補足情報
（体験内容等） 温泉・食事

府県／市町村 兵庫県 淡路市

受入可能人数

受入可能人数 最大400名

50名

府県／市町村 兵庫県 南あわじ市

受入可能人数 ー

南淡路人形浄瑠璃
 江⼾時代から続く伝統芸能
 ★★アピールポイント★★

500年の歴史を持つ淡路⼈形芝居（淡路⼈形浄瑠璃）を⿊⼦が演じる⼈形劇。

補足情報
（体験内容等）



43 食

44 食

45 食

補足情報
（体験内容等） 貸切
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ベイサイド迎賓館神⼾
 プール付ガーデンのある完全貸切邸宅

 ★★アピールポイント★★
各種パーティーやイベント、会議等にご利用いただける、映画のワンシーンのような洗練された時間を演
出。

府県／市町村 兵庫県 神⼾市

南京町
 開港以来続く日本3大中華街

 ★★アピールポイント★★
関⻄の台所として栄えた神⼾のチャイナタウン。東⻄約270m、南北約110mのエリアに南京町広場のほ
か、中華料理店、雑貨店、食材店などが軒を連ね、中国情緒豊かな町並みが広がる。龍や獅子が勇壮な舞
いを披露する「春節祭」や「中秋節」などのイベントが行われ、多くの観光客で賑わう。 点心等の食べ歩
きが人気。

補足情報
（体験内容等） 食べ歩き

府県／市町村 兵庫県 神⼾市

受入可能人数

受入可能人数 着席150名

ー

府県／市町村 兵庫県 神⼾市

受入可能人数 最大850名

ルミナス神⼾２
 国内最大級のレストランクルーズ船

 ★★アピールポイント★★
海から眺める神⼾の風景と美⾷は格別。デイライトの⼤阪湾・明⽯海峡⼤橋を⼀望できるコース、トワイ
ライトの神⼾港・神⼾空港、そして明⽯海峡を眺めることができるコース（平⽇）、エレガントな明⽯海
峡を堪能できるディナークルーズの３便運航。

補足情報
（体験内容等） 食事・クルーズ



46 食

47 食

48 ルート情報あり 食

補足情報
（体験内容等）
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KOBE BEEF
 世界でも有名な牛肉

 ★★アピールポイント★★
神⼾ビーフは、兵庫県で⽣産された「但⾺⽜」からとれる枝⾁が⼀定の基準を満たした場合に、「但⾺
⽜」の呼称の代わりに⽤いることが出来る⽜⾁のブランド名。旧来の正式名称は神⼾⾁で、⼀般には神⼾
牛とも呼ばれる。日本三大和牛の1つとされる。赤身と脂肪が織りなすハーモニーは最高。

府県／市町村 兵庫県 神⼾市

北野クラブ ソラ
 さえぎることなく広がる神⼾の夜景背景にパーティを演出

 ★★アピールポイント★★
自然美を楽しむ開放的なデイタイムのパーティーや、1,000万ドルの夜景が彩るゴージャスな夜のパー
ティーなど、20〜300名まで対応可能。

補足情報
（体験内容等） 貸切

府県／市町村 兵庫県 神⼾市

受入可能人数

受入可能人数 ー

着席140名

府県／市町村 兵庫県 神⼾市

受入可能人数 着席120名

神⼾迎賓館 邸宅レストラン ル・アン
 県の重要⽂化財でもある「神⼾迎賓館」

 ★★アピールポイント★★
館内は19世紀末ウィーンで花開いたセセッション様式やアールヌーヴォーなど当時世界を席巻したモー
ド、そしてさりげない和の意匠がひとつに融合して、ここにしかない美をつくりだしている。

補足情報
（体験内容等）



49 食

50 食

51 食

補足情報
（体験内容等） ドイツパン・洋菓子
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フロインドリーブ
 教会の礼拝堂を改装したドイツパン・洋菓子店

 ★★アピールポイント★★
⻑い歴史を持つ神⼾の⽼舗ベーカリー「フロインドリーブ」のカフェは、1999年登録⽂化財の登録を受け
た神⼾の新しいランドマーク。教会の礼拝堂を改装した開放的な吹き抜けの空間で、ゆったりランチや
ティータイムを過ごせる。

府県／市町村 兵庫県 神⼾市

アラカンパーニュ
 神⼾⽣まれのタルト専門店
 ★★アピールポイント★★

タルト専門店として店舗数は全国一。自慢の手作りタルトは、主役となるフルーツの個性を引き出すた
め、パティシエがクリームやタルト生地などの素材とじっくり対話を重ね、食べごろがぎゅっとつまった
12〜18種が、毎⽇ショーケースに並ぶ。

補足情報
（体験内容等） 食事(カフェ)

府県／市町村 兵庫県 神⼾市

受入可能人数

受入可能人数 80名まで

30名まで

府県／市町村 兵庫県 神⼾市

受入可能人数 20名まで

パティスリーモンプリュ
 インテリアにこだわった洋菓子店

 ★★アピールポイント★★
シャンデリアを始め、インテリアにこだわったサロンでケーキをお召し上がりいただける。
 飲食店としての利便性が計算しつくされた完成度の高い店というよりも、どこかの家に招かれたような、
そんな居心地の良い空間にしている。

補足情報
（体験内容等） 食事（洋菓子）



52 食

53 食

54 ルート情報あり 食

補足情報
（体験内容等） 貸切・酒蔵見学
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酒心館（豊明蔵・さかばやし）
 木造の旧酒蔵を改装したホール「豊明蔵」と飲食店舗を貸切

 ★★アピールポイント★★
福寿の蔵元。豊明蔵は高い天井が優れた音響効果を発揮し、パーティーや発表会、セミナー、披露宴など
多目的にお使いいただける。

府県／市町村 兵庫県 神⼾市

ママのえらんだ元町ケーキ
 創業60年以上つづく素朴な味わいの洋菓子

 ★★アピールポイント★★
創業60年以上。神⼾でも有数の歴史を誇るのがこちらの洋菓⼦店。代々受け継がれてきたレシピを守り、
素朴でほっとする味わいが、世代問わず愛されている。

補足情報
（体験内容等） 洋菓子

府県／市町村 兵庫県 神⼾市

受入可能人数

受入可能人数 着席120名

32名まで

府県／市町村 兵庫県 神⼾市

受入可能人数 ー

ラヴニュー
 ワールドチョコレートマスターの洋菓子店

 ★★アピールポイント★★
ワールドチョコレートマスター 平井 茂雄の洋菓子・ スイーツ・チョコレートでほんの少し贅沢なひと時
を。

補足情報
（体験内容等） 買い物（チョコレート）



55 食

56 食

57 自然

補足情報
（体験内容等） ハイキング
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六甲山散策
 昼はハイキング・夜は1,000万ドルの夜景

 ★★アピールポイント★★
⽇本初の⻄洋式登⼭が⾏われたという六甲⼭は、初⼼者からベテランまで多くの⼈に愛されている。
夜は1,000万ドルの夜景として、山上から見下ろす風景・夜景が素晴らしい。

府県／市町村 兵庫県 神⼾市

子孫
 ミシュラン三ツ星の日本料理店

 ★★アピールポイント★★
吟味した素材、季節感あふれるお料理を落ち着いた和室でまたは気軽にテーブルの席で会席料理を楽しめ
る。

補足情報
（体験内容等）

府県／市町村 兵庫県 ⻄宮市

受入可能人数

受入可能人数 ー

全26席

府県／市町村 兵庫県 篠山市

受入可能人数 50名程度

「懐」 牡丹鍋
 丹波篠山の郷土料理店

 ★★アピールポイント★★
丹波篠山の季節風土の産み出す食材の美味しさを、この土地に深く根付いた郷土料理を通じて感じていた
だける。ぼたん鍋、松茸、⼭菜、⿊⾖が有名。

補足情報
（体験内容等）



58 自然

59 産業

60 産業

補足情報
（体験内容等） 見学・視察（不定期）
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神⼾医療産業都市推進機構
 日本の先端医療研究が集結
 ★★アピールポイント★★

企業・団体・研究機関・⼤学の連携 神⼾医療産業都市の中核的⽀援機関として、産官学医の連携・融合
を促進することにより、⾰新的な医療技術を創出し、神⼾経済の活性化や市⺠福祉の向上、さらには国際
社会へ貢献することを目指す。

府県／市町村 兵庫県 神⼾市

神⼾市⽴森林植物園
 あじさいが有名な六甲山上の植物園

 ★★アピールポイント★★
142.6haを誇る広⼤な植物園。世界の⽊々が織りなす⾊とりどりの紅葉を楽しむことができる。⻑⾕池周
辺のハナノキやイロハモミジなどの景観が特に美しい。「森の中のあじさい散策」2018は6/16-7/16、シ
アトルの森のモミジバフウは10月下旬から紅葉が始まり、11月上旬にかけて見事な景観を楽しむことがで
きる。

補足情報
（体験内容等）

府県／市町村 兵庫県 神⼾市

受入可能人数

受入可能人数 ー

ー

府県／市町村 兵庫県 神⼾市

受入可能人数 ー

カワサキワールド
 日本最初の新幹線展示

 ★★アピールポイント★★
神⼾の地で⽣まれ、120年以上の歴史を持つ川崎重⼯グループの企業ミュージアム。2006年5⽉、神⼾海洋
博物館内にオープン。同社の歩んできた歴史や、時代の最先端技術を駆使し、社会の発展に貢献してきた
陸・海・空にわたる代表的な製品を紹介。

補足情報
（体験内容等）



61 ルート情報あり 産業

62 ルート情報あり 産業

63 産業

補足情報
（体験内容等）
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明石海峡大橋
 世界最大のつり橋

 ★★アピールポイント★★
神⼾市垂⽔区東舞⼦町と淡路市岩屋とを結ぶ明⽯海峡を横断して架けられた世界最⻑の吊り橋。 パールブ
リッジの愛称がある。

府県／市町村 兵庫県 神⼾市-淡路市

人と防災未来センター
 防災をテーマにした博物館
 ★★アピールポイント★★

防災の知識と、今後起こりうる災害への備えを学ぶ体験施設。阪神・淡路大震災の経験と教訓を後世に伝
えるとともに、これからの防災、減災をテーマとした展示を行っている。

補足情報
（体験内容等） 地震体験

府県／市町村 兵庫県 神⼾市

受入可能人数

受入可能人数 ー

ー

府県／市町村 兵庫県 神⼾市

受入可能人数 ー

竹中大工道具館
 宮大工がいる日本で唯一の大工道具博物館

 ★★アピールポイント★★
「⼈と⾃然をつなぐ、伝統と⾰新をつなぐ」をテーマに、2014年10⽉4⽇に神⼾の六甲⼭の麓へ移転、
オープンした。これまで収集した3万4000点余りの中から選りすぐった約1000点の大工道具のほか、7mを
超える高さでそびえ立つ原寸大の唐招提寺金堂の柱と組物、数寄屋の繊細な仕事が見えるスケルトン茶室
など、現代の匠たちの手によって最高の職人技を詰め込んだ模型を展示。

補足情報
（体験内容等） プロの技を間近に体感できるプログラム



64 産業

65 ルート情報あり 産業

66 ルート情報あり 産業

補足情報
（体験内容等） 施設見学
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神鋼神⼾発電所 灘浜サイエンススクエア
 最先端の都市型石炭火力発電所

 ★★アピールポイント★★
・密閉構造式の石炭搬送、貯蔵設備による粉塵飛散防止
・最新鋭の排煙処理システムによる大気汚染防止
・地域の省エネルギーを推進する地域熱供給事業
・「 製鉄」「発電」「エネルギー」「環境」をテーマとした体感型ミュージアム

府県／市町村 兵庫県 神⼾市

明石海峡大橋 ブリッジワールド見学
 海面上約300mの主塔から360°のパノラマを体験 

 ★★アピールポイント★★
明⽯海峡⼤橋は、中央⽀間⻑1,991mの世界最⼤の吊橋。 事前予約により、⼈数限定で普段⽴ち⼊ること
が出来ない管理用通路を通り、海面上約300mの主塔にご案内し360°パノラマを体験できる。

補足情報
（体験内容等） 施設見学

府県／市町村 兵庫県 神⼾市

受入可能人数

受入可能人数 ー

ー

府県／市町村 兵庫県 神⼾市

受入可能人数 ー

スーパーコンピュータ「京」見学
 理化学研究所計算科学研究機構に設置されたスーパーコンピュータ施設

 ★★アピールポイント★★
スーパーコンピュータ「京」は、新しい薬の開発時間の短縮や、地震や津波などの災害予測の精度向上、
新車の開発コストや時間の短縮、安全性能の向上など、さまざまな分野にわたり国内外の研究者に活用さ
れている。

補足情報
（体験内容等）

見学ツアー        「京」開発・成果ビデ
オ、「京」と成果の概要説明、「京」見学、設備見
学、質疑応答



67 ルート情報あり 産業

68 ルート情報あり 産業

69 産業

補足情報
（体験内容等） 絵付け、粘土細工、買い物

- 23 -

立杭陶の郷 (陶芸体験)
 「丹波立杭焼」の拠点

 ★★アピールポイント★★
日本六古窯の一つ。粘土細工や絵付けを楽しめる陶芸教室があるほか、丹波焼の歴史や技術を学ぶことが
できる展示館や地元野菜を使ったレストラン、約50軒の丹波焼を販売する「窯元横丁」（展示即売場）な
どの施設が備わる。

府県／市町村 兵庫県 篠山市

防災科学技術研究所 兵庫県耐震工学研究センター
 実大三次元震動破壊実験施設

 ★★アピールポイント★★
愛称：Ｅ−ディフェンスは、実⼤規模の建物などに、兵庫県南部地震クラスの地震の揺れを前後・左右・
上下の三次元に直接与えることでその揺れや損傷、崩壊の過程を詳細に検討可能な、耐震性向上に関わる
研究開発と実践を促進する「究極の検証」施設。

補足情報
（体験内容等） 施設見学

府県／市町村 兵庫県 三木市

受入可能人数

受入可能人数 ー

ー

府県／市町村 兵庫県 三木市

受入可能人数 ー

兵庫県広域防災センター
 広域防災拠点、コミュニティ防災拠点

 ★★アピールポイント★★
・緊急物資の備蓄や応急活動要員の集結・出動と救援物資の集積・配送拠点
・防災意識向上のための体験型学習・訓練の実施（ 起震車による地震体験、耐熱・耐煙訓練室での煙避難
体験、消火器取扱体験、等）

補足情報
（体験内容等） 施設⾒学（県⺠を対象）



70 産業

71 その他

72 その他

補足情報
（体験内容等）
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モザイク
 夜のライトアップが人気のの港沿いの複合施設

 ★★アピールポイント★★
神⼾ハーバーランド「umie」にある複合ショッピングセンター。ショッピング、レストラン、アミューズ
メント、シネマなどがある。「海の広場」からは、メリケンパークが一望できる。

府県／市町村 兵庫県 神⼾市

SPring-8、SACLA見学
 世界最高性能の原子レベルの研究施設

 ★★アピールポイント★★
大型放射光施設SPring-8とX線自由電子レーザー施設SACLAは、世界最高性能の放射光により物質の構造
や性質を原子レベルで調べることができる研究施設。国内外の研究者に広く利用されており、物質科学・
地球科学・生命科学・環境科学・産業利用など、幅広い分野で優れた研究成果をあげている。

補足情報
（体験内容等） 説明員が同行する見学ツアー

府県／市町村 兵庫県 佐用町

受入可能人数

受入可能人数 ー

ー

府県／市町村 兵庫県 神⼾市

受入可能人数 ー

三井アウトレットパークマリンピア神⼾
 明石海峡大橋を望むショッピングモール

 ★★アピールポイント★★
南欧の港町をコンセプトにした開放感あるアウトレットモール。明石海峡大橋を間近に望む絶好のロケー
ションにあり、とくに「マリンテラス」は、昼と夜でそれぞれ違った美しい景色を見ることができる。

補足情報
（体験内容等）



73 その他

補足情報
（体験内容等）
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府県／市町村

神⼾三⽥アウトレットパーク
 大型ショッピングセンター
 ★★アピールポイント★★

ロサンゼルス市郊外の高級住宅地「パサディナ」をイメージした建物には、約210の著名ブランドが勢ぞ
ろい。開放感ある大人の街でショッピングをお楽しめる。隣接するイオンモールと合せるとかなりの店舗
数を誇る。

補足情報
（体験内容等）

府県／市町村 兵庫県 三田市

受入可能人数

受入可能人数

ー

府県／市町村

受入可能人数

補足情報
（体験内容等）



奈良県奈良県奈良県奈良県の２エリアの２エリアの２エリアの２エリア
北部

南部



６．奈６．奈６．奈６．奈 良良良良 県県県県
（北（北（北（北 部）部）部）部）

奈良市、大和郡山市、天理市、橿原市
桜井市、葛城市、宇陀市、平群町

斑鳩町、川⻄町、曽爾村、明⽇⾹村



1 ルート情報あり 観光

2 観光

3 ルート情報あり 観光

補足情報
（体験内容等） 僧侶によるご案内

- 1 -

東大寺
 奈良の象徴・大仏殿は世界最大級の木造建築物

 ★★アピールポイント★★
天平15年（743）に聖武天皇が盧舎那大仏（るしゃなだいぶつ）造立の詔を発令し、 その大仏を安置する
寺として天平勝宝３年（751）に大仏殿が完成。

府県／市町村 奈良県 奈良市

興福寺
 阿修羅像で有名な法相宗の大本山の寺院

 ★★アピールポイント★★
藤原鎌足と藤原不比等ゆかりの寺院。古都奈良を象徴する五重塔をはじめ、東金堂、“天平彫刻の傑作”と
される阿修羅像を安置した国宝館など見どころ多数。現在再建中の「中金堂」は平成30年10月に落慶の予
定。

補足情報
（体験内容等） ドイツ人僧侶による案内

府県／市町村 奈良県 奈良市

受入可能人数

受入可能人数 40名

ー

府県／市町村 奈良県 奈良市

受入可能人数 100名

⻄⼤寺
 叡尊が始めた「大茶盛」の寺としても有名

 ★★アピールポイント★★
765年に称徳天皇創建し、鎌倉時代に名僧・叡尊上人が復興。本尊の釈迦如来立像は重要文化財に登録さ
れている。

補足情報
（体験内容等） 大茶盛体験



4 観光

5 観光

6 ルート情報あり 観光

補足情報
（体験内容等）

- 2 -

奈良公園
 奈良公園に生息する1,400頭の野生のシカは国の天然記念物

 ★★アピールポイント★★
奈良市街の東一帯、東大寺、春日大社、興福寺の広々とした境内から、平安朝以来春日大社の神域として
⼈の⼿が⼊らず原始林の⽣い茂る春⽇奥⼭までの東⻄４ｋｍ、 南北２ｋｍにおよぶ広⼤な都市公園。

府県／市町村 奈良県 奈良市

東大寺・写経道場
 写経は大仏の胎内に納められて諸願成就を祈願

 ★★アピールポイント★★
東大寺では古来の伝承をもとにして、形式にも新しさを加え、一枚の写経紙に、ご家族が何行かずつ書い
ても、グループで書いても良い。毛筆で書くようになっているが、エンピツ・ボールペンも使える。
本坊（南大門東側）に写経をしていただくための写経道場を設けている。

補足情報
（体験内容等） 写経体験

府県／市町村 奈良県 奈良市

受入可能人数

受入可能人数 ー

23名

府県／市町村 奈良県 奈良市

受入可能人数 ー

ならまち
 歴史的町並みを有する地域
 ★★アピールポイント★★

世界遺産「元興寺」の境内周辺に江⼾時代以降の古い町屋が建ち並び、とても風情のある町です。⼤和野
菜や大和牛に大和ポークと、地元の食材に拘った個性的なお店やきき酒など、魅力的なお店が沢山ある。

補足情報
（体験内容等）



7 観光

8 観光

9 観光

補足情報
（体験内容等） 酒の聖地巡拝ツアー（今⻄酒造）

- 3 -

大神神社
 酒の神様として信仰される日本最古寺院

 ★★アピールポイント★★
神社の後方に位置する三輪山全体を御神体としており、神殿はない。国造りの神様として、農業、工業、
商業すべての産業開発、方除、治病、造酒、製薬、禁厭、交通、航海、縁結びなど、人間生活の守護神と
して尊崇されている。

府県／市町村 奈良県 桜井市

慈光院
 Tea Hospitalityにこだわった茶道体験

 ★★アピールポイント★★
大和三名園と賞される美しい枯山水庭園(史跡･名勝)をもつ。この庭園は、境内の中だけを独立したもので
なく周囲の風景・景観を調和するよう構成されており、お茶をいただきながら堪能できる。

補足情報
（体験内容等） 自身で点てる茶の湯体験

府県／市町村 奈良県 大和郡山市

受入可能人数

受入可能人数 40名

ー

府県／市町村 奈良県 天理市・桜井市

受入可能人数 ー

山の辺の道
 三輪山の麓から石上布留を通り奈良へと通じる道

 ★★アピールポイント★★
山の辺の道沿いには、今も「記紀・万葉集」ゆかりの地名や伝説が残り、数多くの史跡に出遭え、訪れる
人を「古代ロマンの世界」へと誘う。

補足情報
（体験内容等）



10 観光

11 ルート情報あり 観光

12 観光

補足情報
（体験内容等） 酒蔵見学・杜氏体験

- 4 -

梅乃宿
 ゆず酒が人気の酒蔵

 ★★アピールポイント★★
菩提山正暦寺に「日本清酒発祥之地」の碑が建ち、初めて日本酒が醸造されたという言い伝えがある万葉
の地、奈良。この奈良の葛城山の麓で、1893年梅乃宿は産声をあげる。

府県／市町村 奈良県 葛城市

⻑⾕寺
 あじさい寺として有名

 ★★アピールポイント★★
隠口(こもりく)の初瀬と呼ばれる地にたたずむ、花々や紅葉が美しい花の御寺(みてら)。本堂(国宝)へと続
く登廊(重⽂)は399段に渡る。真⾔宗豊⼭派の総本⼭として、また⻄国三⼗三観⾳霊場第⼋番札所としても
知られている。

補足情報
（体験内容等）

僧侶のご案内付き拝観及び「本尊大観音尊像」特別拝
観

府県／市町村 奈良県 桜井市

受入可能人数

受入可能人数 30名

40名

府県／市町村 奈良県 葛城市

受入可能人数 100名

けはや座
 女性も土俵にあがれ、相撲体験ができる！

 ★★アピールポイント★★
相撲の歴史と郷土を代表する力士に関する資料や本場所と同じ土俵、観覧席、スクリーンなどがある。相
撲甚句・相撲所作などの説明つき相撲プログラムが人気。

補足情報
（体験内容等） すもう体験



13 観光

14 観光

15 ルート情報あり 観光

補足情報
（体験内容等） 大般若祈祷

- 5 -

信貴山
 奈良100遊山の一つ、毘沙門天王総本山

 ★★アピールポイント★★
3つの塔頭があり、いずれも宿泊可能。 聖徳太子が「信ずべき貴ぶべき山」として命名した。

府県／市町村 奈良県 平群町

室生寺
 女人にも開かれた道場『女人高野』として広く親しまれる

 ★★アピールポイント★★
美しい自然に溶け込み、訪れる人々を優しい気持ちにさせてくれる室生寺。山中に抱かれた室生寺の奥深
くで伽藍を見守る弘法大師の御影堂。毎月21日しか開扉しない御影堂を特別開扉し、弘法大師のお姿の前
で勤行を体験できる。

補足情報
（体験内容等） 僧侶案内付き特別公開

府県／市町村 奈良県 宇陀市

受入可能人数

受入可能人数 100名

ー

府県／市町村 奈良県 平群町

受入可能人数 宿泊200名・休息500名

玉蔵院
 大阪と奈良の県境の山頂に立つ、宿坊体験できる寺

 ★★アピールポイント★★
鎌倉時代、興教大師覚鑁（かくばん）上人がこの山に参篭された時、毘沙門天さまよりありがたい摩訶不
思議な玉「如意宝珠」を授けられ、この寺に蔵められたことから『玉蔵院』と呼ばれるようになる。 宿坊
は2棟からなり、趣の違う宿泊を演出し、団体の受け入れも可能。毎早朝行われる護摩行は無料で参加可
能。

補足情報
（体験内容等） 宿坊・精進料理・祈祷・護摩行等各種体験



16 観光

17 観光

18 観光

補足情報
（体験内容等） 真剣体験

- 6 -

真武館真勝流奈良道場（日本刀抜刀体験）
 日本刀で藁を切る体験ができる

 ★★アピールポイント★★
真勝流日本刀居合道抜刀体験プログラムが人気。16名以上の団体は近くの武道場で行う。

府県／市町村 奈良県 川⻄町

法隆寺
 世界遺産の仏教文化の一大宝庫

 ★★アピールポイント★★
聖徳太子の建立に始まる寺で、現存する世界最古の木造建築物。広大な境内には、飛鳥時代から続く各時
代の粋を集めた建築物が建ち並び、伝来した多数の宝物類を収蔵保管している。

補足情報
（体験内容等）

府県／市町村 奈良県 斑鳩町

受入可能人数

受入可能人数 80名

ー

府県／市町村 奈良県 斑鳩町

受入可能人数 50名

吉田寺(ご朱印帳作り体験)
 ぽっくり往生のお寺

 ★★アピールポイント★★
「⻑患いなく往⽣を遂げることができる」という霊験があるとされるお寺で、⾃分だけの御朱印帳つくり
が人気。

補足情報
（体験内容等） ご朱印帳作り体験



19 ルート情報あり 観光

20 観光

21 観光

補足情報
（体験内容等） 書院特別公開

- 7 -

岡寺
 通常非公開の重要文化財「書院」を特別拝観

 ★★アピールポイント★★
日本最初のやくよけ霊場としても知られており、本尊の如意輪観音菩薩坐像は重要文化財で、日本最大の
塑像。「岡寺」の寺宝を僧侶の説明つきで見学できる。

府県／市町村 奈良県 明日香村

明日香村(甘樫の丘、石舞台等)
 日本の始まり・明日香村！
 ★★アピールポイント★★

⽇本の原風景の残る明⽇⾹村。⺠宿にとまって明⽇⾹村周辺観光の拠点に。目的にあったモデルコースが
たくさんあり、サイクリングが人気。日本の始まりとしてここら旅行をスタートして時代をさかのぼるツ
アー造成も⼈気。学⽣向け学校交流や⺠泊が可能。

補足情報
（体験内容等） 農業体験・⽇本家屋（⺠宿）体験・サイクリング

府県／市町村 奈良県 明日香村

受入可能人数

受入可能人数 40名

ー

府県／市町村 奈良県 明日香村

受入可能人数 40名

岡寺（護摩行体験）
 閉門後の「花の寺」岡寺で護摩行体験

 ★★アピールポイント★★
日本最初のやくよけ霊場としても知られており、本尊の如意輪観音菩薩坐像は重要文化財で、日本最大の
塑像。護摩行は燃え上がる炎の前で全身全霊願いを込めて唱える煩悩を炎と一緒に焼き尽くす修行を体験
できる。

補足情報
（体験内容等） 護摩行体験



22 ルート情報あり 文化

23 ルート情報あり 文化

24 文化

補足情報
（体験内容等） 座禅

- 8 -

正木坂道場
 剣道に座禅の心を取り入れた「剣禅一如」の柳生新陰流の精神にも通じる道場

 ★★アピールポイント★★
宮本武蔵が訪れたといわれる当時の柳生道場（正木坂道場）は、現在の市営駐車場の辺りにあった。柳生
道場は、柳⽣宗矩⻑⼦三厳（通称⼗兵衛）が1万３千⼈の門弟を錬成したと伝えられている。

府県／市町村 奈良県 奈良市

春日大社（夜間献灯体験）
 御本殿の夜間特別参拝（貸切）と釣燈籠に灯をともす献灯を体験

 ★★アピールポイント★★
768年、今の地に社殿が造営されたのは平安時代前期。境内には朱塗りのあでやかな社殿が立ち、古来よ
り藤の名所としても有名。皇室の尊崇に加えて庶⺠の信仰も厚かったため、数多くの灯籠が奉納された。
貸切にされた御本殿（国宝）の昼間とは異なる幽玄な雰囲気が体感できる。

補足情報
（体験内容等） 夜間献灯体験

府県／市町村 奈良県 奈良市

受入可能人数

受入可能人数 40名

100名

府県／市町村 奈良県 奈良市

受入可能人数 40名

春日大社
 神職のご案内付き御本殿正式参拝

 ★★アピールポイント★★
春日の神様が降臨された聖地御蓋山を仰ぐ浮雲峰遥拝所、朱色が鮮やかな中門、御廊、御本殿の特別参
拝。
回廊内では、戦国武将・将軍等から奉納された釣燈籠や御創建1250年を記念した展示が行われる内待殿が
見どころ。

補足情報
（体験内容等） 正式参拝



25 ルート情報あり 文化

26 文化

27 ルート情報あり 食

補足情報
（体験内容等） 愛敬祝儀膳
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春日大社（愛敬祝儀膳）
  八種神饌の伝統にもとづき、神饌と同じ8品が盛られた特別なお料理

 ★★アピールポイント★★
神道では、神に献じた食物（神饌＝しんせん）には神気が宿り、祭の後で神前から下げて食べると、神気
を体に取り込んで加護を授かるとされる。

府県／市町村 奈良県 奈良市

橿原神宮
 正式参拝の儀を体験

 ★★アピールポイント★★
15万坪の広大な神域を占め、神武天皇が橿原宮で即位したという「日本書紀」の記述に基づき、1890年に
建立。本殿と文華殿は重要文化財に指定。
正式参拝の儀（お払い・内拝殿にて玉串奉納、参拝、お神酒 普段入ることのない場所で、普段お聞きす
ることのない良いお話を聞くことができる。

補足情報
（体験内容等） 正式参拝

府県／市町村 奈良県 橿原市

受入可能人数

受入可能人数 100名

40名

府県／市町村 奈良県 桜井市

受入可能人数 10名

月山日本刀鍛錬道場
 800年の伝統を現代に受継ぐ鍛冶道場

 ★★アピールポイント★★
三輪山の麓、谷あいを流れる狭井川のほとりに位置し、日本刀の鍛錬場もあり月山一門の刀剣が展示され
ている。 歴史、由来、 人間国宝・故月山貞一氏から三男の日本刀制作部門で無形文化財の指定を受けた
月山貞利氏までの作品を展示している。
若貴や白鳳の太刀を製作。

補足情報
（体験内容等） 刀剣製作工程見学



28 食

29 食

30 食

補足情報
（体験内容等）
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なら和み館（和定食）
 奈良最大級の土産物レストラン 

 ★★アピールポイント★★
奈良公園に近い奈良県最大級のお土産店。日本の心、「和み」の心のおもてなしで、奈良の名産品、和雑
貨など「ならもの」 を中心に約3000品目のお土産を取り揃えている。大型駐車場、最大300名ご利用可
能。

府県／市町村 奈良県 奈良市

菊水楼（和食）
 120余年の歴史を紡ぐ料亭 
 ★★アピールポイント★★

圓成寺の部材を譲りうけ、 登録有形文化財にも指定された建物。老舗の枠だけにとらわれる事なく、和
食・洋食・鰻の3つのレストランと、伝統の味を楽しめる料亭、更にはウェディングや各種ご宴会と様々な
シーンで最高のおもてなしを提供。

補足情報
（体験内容等）

府県／市町村 奈良県 奈良市

受入可能人数

受入可能人数 ー

ー

府県／市町村 奈良県 奈良市

受入可能人数 ー

奈良ホテル 三笠（フレンチ）
 関⻄のゲストハウス、奈良ホテルのメインダイニング

 ★★アピールポイント★★
鹿の群れ遊ぶ奈良公園の緑豊かな高台に位置し明治42年創業以来100年の歴史と伝統を誇る名門・奈良ホ
テル。名画や調度品が設えられた重厚華麗な空間が広がる、創業以来のメインダイニングルーム。

補足情報
（体験内容等）



31 食

32 食

33 食

補足情報
（体験内容等）

- 11 -

ル・ベンケイ（本格フレンチ）
 南フランスをイメージした石造の邸宅レストラン

 ★★アピールポイント★★
隅々まで贅を尽した優美な空間では、オーナーシェフ尾川欣司氏が自家農園で採れる野菜やはちみつ、そ
して大和の伝統的な旬の食材とフランスから直輸入した厳選素材を使い、どれも洗練された鮮やかな料理
を提供している。会議等にも利用可能です。※小学生以下は個室利用

府県／市町村 奈良県 大和郡山市

リストランテオルケストラータ（イタリアン）
 団体予約可能なミシュラン1つ星のイタリアンレストラン

 ★★アピールポイント★★
明治13年の開所以来、有数の観光地として国内外多くの方々に親しまれていた奈良公園の中心に位置す
る、歴史⽂化・⾃然に恵まれた公園施設「奈良春⽇野国際フォーラム 甍〜I・RA・ＫＡ〜」の1階にオープ
ン。東大寺や春日大社からも徒歩圏。

補足情報
（体験内容等）

府県／市町村 奈良県 奈良市

受入可能人数

受入可能人数 ー

70名

府県／市町村 奈良県 奈良市

受入可能人数 ー

富雄(ラーメン)
 富雄駅から徒歩圏にあるラーメンのフードパーク

 ★★アピールポイント★★
富雄駅から徒歩5分圏内に絶品ラーメン屋が密集する知る人ぞ知るラーメン激戦区。

補足情報
（体験内容等）



34 ルート情報あり 食

35 食

36 食

補足情報
（体験内容等） 精進料理・写仏体験
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當麻寺(中の坊にて精進料理)
 椅子・テーブルで精進料理
 ★★アピールポイント★★

奈良県葛城市にある7世紀創建の寺院。創建時の本尊は弥勒仏、現在信仰の中心となっているのは当麻曼荼
羅。

府県／市町村 奈良県 葛城市

橿原神宮（文華殿）
 非公開の文華殿（重要文化座）貸切

 ★★アピールポイント★★
15万坪の広大な神域を占め、神武天皇が橿原宮で即位したという「日本書紀」の記述に基づき、1890年に
建立。本殿と文華殿は重要文化財に指定。未公開の周遊コースを特別に公開し、神職から文華殿や庭につ
いて話をきける。
橿原神宮で、万緑みちる文華殿とその庭園を福寿園の御茶とともに堪能できる。

補足情報
（体験内容等） 文華殿特別公開及び食事

府県／市町村 奈良県 橿原市

受入可能人数

受入可能人数 100名

40名

府県／市町村 奈良県 桜井市

受入可能人数 ー

オーベルジュ・ド・ぷれざんす 桜井（フレンチ）
 地元の野菜を使った創作フレンチ

 ★★アピールポイント★★
フランス料理店を展開する「ひらまつ」による9室のオーベルジュ。奈良県産の食材を使った本格フランス
料理と客室から臨む大自然。お腹も心も満たせる憩いの空間。

補足情報
（体験内容等）



37 食

38 自然

39 自然

補足情報
（体験内容等） トレッキング
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曽爾高原
 ススキの穂が陽射しを浴びて銀色・金色に輝く風景は一見の価値あり

 ★★アピールポイント★★
曽爾⾼原はススキで⼀⾯に覆われた草原で、3⽉中頃に毎年⼭焼きが⾏われ、春から夏にかけては⼀⾯に⻘
い絨毯が敷かれたような爽快な姿をみせる。⽇本300名⼭の⼀つ倶留尊⼭（標⾼1038ｍ）。この⼭から⻲
の背に似た⻲⼭（標⾼849ｍ）を結ぶ⻄麓に広がるのが曽爾⾼原。

府県／市町村 奈良県 曽爾村

カフェことだま
 予約可能な人気のカフェ

 ★★アピールポイント★★
かつて「市場筋」と呼ばれた趣のある通りに建つ築200年弱の元酒蔵・松村邸。この⺟屋建物をセルフリ
ノベーションし、作ったカフェ。

補足情報
（体験内容等） 14時以降はカフェとして利用可能

府県／市町村 奈良県 明日香村

受入可能人数

受入可能人数 ー

30名

府県／市町村 奈良県 奈良市

受入可能人数 ー

若草山
 京都から奈良までを見渡せ、新日本三大夜景のひとつ

 ★★アピールポイント★★
山全体が芝生でおおわれており、三つの笠を重ねたようなので三笠山ともいう。 高さ342m、広さが33ha
あり、山内のあちらこちらで鹿を見ることができる。 春には桜、秋の紅葉、ススキと四季折々の自然を楽
しめる。

補足情報
（体験内容等）



40 産業

41 その他

補足情報
（体験内容等）
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府県／市町村

セキスイハイム工業株式会社 近畿事業所
 住宅を“ユニット単位”に分割して工場でつくり込むハウスメーカー。

 ★★アピールポイント★★
工場見学が可能。一番の見どころは、家を支える構造体をつくる工程。自動溶接ロボットが、鉄骨を正
確・頑強に溶接し、ボックス状の住宅ユニットに組み上げていく。

補足情報
（体験内容等） 工場見学会（不定期）

府県／市町村 奈良県 奈良市

受入可能人数

受入可能人数

ー

府県／市町村 奈良県 宇陀市

受入可能人数 ー

ささゆり庵(古⺠家)
 ２００年前の茅葺家屋を修復した一日一組限定の別荘宿

 ★★アピールポイント★★
伝統美を維持しながら豪華な雰囲気を表現。近代的設備で、居住空間の快適性は最高レベル。 囲炉裏部屋
からは美しい棚田の農村原風景と絶景の忍者誕生の国定公園の峰々を楽しめる。200年前の日本の山里へ
タイムスリップ。

補足情報
（体験内容等）



７７７７．奈．奈．奈．奈 良良良良 県県県県
（南（南（南（南 部）部）部）部）

吉野、吉野町、天川村、十津川村
川上村



1 観光

2 観光

3 ルート情報あり 観光

吉野川 ラフティング
 バーベキューランチ付きの一日ツアーが人気の川下り

 ★★アピールポイント★★
奈良吉野川ラフティングは、急流の部分と穏やかな部分とが交互に現れ、ラフティングの楽しさである急
流とのんびりとした雰囲気を楽しめる。

補足情報
（体験内容等） ラフティング

府県／市町村 奈良県 吉野

受入可能人数

補足情報
（体験内容等）

・関⻄光科学研究所 概要説明（約20分）
・実験施設の⾒学（約20分〜40分）
・きっづ光科学館ふぉとん（約40分〜90分）

- 1 -

森林セラピー
 吉野の美しい自然の中で心と体を癒すプログラム

 ★★アピールポイント★★
吉野町で行う「森林セラピー」は、吉野の歴史ある自然環境の中、ウォーキングやレクリエーション、呼
吸法などといったプログラムを行いながら五感を開放し、精神的ストレスの軽減、心身の健康増進を図
る、異なった特徴を持つ２つのコースを設定。

府県／市町村 奈良県 吉野町

受入可能人数 1班10名

ー

府県／市町村 奈良県 吉野町

受入可能人数 ー

金峯山寺
 桜の吉野山にある修験道の中心寺院

 ★★アピールポイント★★
古来よりの桜の名所・吉野山に悠然とそびえ立つ、役小角（えんのおづぬ）を開祖とする修験道の根本道
場。本堂の蔵王堂は国宝で東大寺大仏殿に次ぐ大きいもの。本尊の蔵王権現は、国の重要文化財である。

補足情報
（体験内容等） 護摩行体験



4 ルート情報あり 観光

5 ルート情報あり 観光

6 観光

吉野山
 桜の聖地

 ★★アピールポイント★★
吉野山には古来桜が多く、シロヤマザクラを中心に約200種3万本の桜が密集している。
 儚げで可憐な山桜が尾根から尾根へ、谷から谷へと山全体を埋め尽くし絶景。

補足情報
（体験内容等）

府県／市町村 奈良県 吉野町

受入可能人数

補足情報
（体験内容等）
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谷瀬のつり橋
 ⽇本最⻑の⽣活⽤鉄線の吊り橋

 ★★アピールポイント★★
上野地と⾕瀬を結ぶこの巨⼤なつり橋は⻑さ297メートル⾼さ54メートル。
そびえ立つ深い山々に囲まれ、眼下には清澄な十津川（熊野川）が流れまさに絶景！

府県／市町村 奈良県 十津川村

受入可能人数 ー

ー

府県／市町村 奈良県 天川村

受入可能人数 ー

洞川温泉
 修験道発祥の地・大峯山の登山口で、修行する人達が宿泊し一休みする温泉

 ★★アピールポイント★★
どことなくなつかしく、昭和の時代にタイムスリップした雰囲気を漂わせるまちなみには、旅館・⺠宿が
20数軒、そのほかに土産物店や陀羅尼助丸を製造販売する店13軒や各種の商店が軒を連ねている。名水百
選に選ばれた湧き水もある。

補足情報
（体験内容等）



7 観光

8 観光

9 観光

果無集落周辺
 世界遺産に登録された熊野参詣道・小辺路沿いにある小さな集落

 ★★アピールポイント★★
十津川村の中でも世界遺産が通る果無集落は果無山脈を見渡すその美しさから「天空の郷てんくうのさ
と」と呼ばれていた。果無集落は昔ながらの古き良き日本の生活が残っており、のどかな暮らしに旅人が
しばし「ほっ」とするスポット。

補足情報
（体験内容等）

府県／市町村 奈良県 十津川村

受入可能人数

補足情報
（体験内容等） ケイビング
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川上村 ケイビング
 自然洞窟を全身で感じながら専用の道具を身につけて探検

 ★★アピールポイント★★
奈良県川上村を中心とした奥大和の自然・文化・歴史の魅力を掘りおこし、山村での新しいなりわいのひ
とつとしてエコツアー推進に取り組むガイド団体が開催。

府県／市町村 奈良県 川上村

受入可能人数 ー

ー

府県／市町村 奈良県 十津川村

受入可能人数 ー

玉置神社
 関⻄の中でも最強の神社・パワースポット！

 ★★アピールポイント★★
大峰山系の霊山の一つである玉置山の山頂直下の9合目に位置し、大峯奥駈道の靡（なびき）のひとつであ
る。社務所および台所、梵鐘は国の重要文化財。境内地の杉の巨樹群は奈良県の天然記念物。2004年7月
に登録されたユネスコの世界遺産『紀伊山地の霊場と参詣道』の構成資産・大峯奥駈道の一部。

補足情報
（体験内容等）



10 その他十津川温泉
 日本初の源泉かけ流し温泉
 ★★アピールポイント★★

日本一大きな村にある温泉郷。元禄時代に炭焼職人が発見したとされる滑らかな湯は少し離れて、十津川
支流の上湯川沿いの下湯に湧き、そこから引き湯。史跡も多く、景勝地でもある。全ての施設で源泉かけ
流し温泉を楽しめる。

補足情報
（体験内容等）

府県／市町村 奈良県 十津川村

受入可能人数

補足情報
（体験内容等）
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府県／市町村

受入可能人数

ー

府県／市町村

受入可能人数

補足情報
（体験内容等）



和歌山県和歌山県和歌山県和歌山県の２エリアの２エリアの２エリアの２エリア

北部

南部



８８８８．和．和．和．和 歌歌歌歌 山山山山 県県県県
（北（北（北（北 部）部）部）部）

和歌山市、海南市、かつらぎ町、高野町
湯浅町、広川町、みなべ町、日高川町



1 ルート情報あり 観光

2 観光

3 ルート情報あり 観光

和歌⼭城⻄の丸庭園
 和歌山城内にある風雅な庭園

 ★★アピールポイント★★
和歌山城内にある日本庭園。通称は紅葉渓庭園で、その名の通り庭園内には紅葉が繁茂する。国の名勝に
指定されているおり、四季折々に趣のある風景を鑑賞できる。

補足情報
（体験内容等）

府県／市町村 和歌山県 和歌山市

受入可能人数

補足情報
（体験内容等） 忍者演武の見学、甲冑着用

- 1 -

和歌山城
 徳川御三家の一角として築城された和歌山市のシンボル

 ★★アピールポイント★★
徳川家居城。大手門、一ノ橋も復元されている。天守閣は郷土資料館で徳川家の家宝なども展示。園内の
紅葉渓庭園は名高く、風雅な趣。天守閣から望む市内風景は絶景。

府県／市町村 和歌山県 和歌山市

受入可能人数 ー

ー

府県／市町村 和歌山県 和歌山市

受入可能人数 ー

和歌山マリーナシティ
 遊びに食に、多様な楽しめるスポット

 ★★アピールポイント★★
地中海の港街をイメージしたテーマパークの「ポルトヨーロッパ」や、地元近海物はもちろんマグロの解
体ショーが⼈気の観光⿂市場「⿊潮市場」、リゾートホテルや⽇帰り温泉施設、釣り堀など多彩な施設が
立ち並ぶ。

補足情報
（体験内容等）



4 ルート情報あり 観光

5 観光

6 ルート情報あり 観光

⿊潮市場
 マグロの解体ショーで有名なマグロのテーマパーク

 ★★アピールポイント★★
和歌⼭マリーナシティ内にある「⿊潮市場」は、地元はもちろん⽇本各地から新鮮な⿂介類が集まる海鮮
市場で、自慢の”生の鮪(まぐろ)”をはじめ新鮮な海の幸をバーベキューや丼・寿司などで味わえる。

補足情報
（体験内容等） 手ぶらバーベキュー

府県／市町村 和歌山県 和歌山市

受入可能人数

補足情報
（体験内容等）

- 2 -

高野山
 弘法大師が開いた日本を代表する真言密教の聖地

 ★★アピールポイント★★
標高900mの山上は壇上伽藍、奥之院を二大聖地に今日もなお大師信仰を求め多くの人々が参拝に訪れる。
宿坊体験が人気。

府県／市町村 和歌山県 高野町

受入可能人数 ー

ー

府県／市町村 和歌山県 かつらぎ町

受入可能人数 ー

丹生都比売神社
 全国に約180社ある丹生都比売神を祀る神社の総本社

 ★★アピールポイント★★
「紀伊山地の霊場と参詣道」の丹生都比売神社境内として世界文化遺産に登録。空海を高野山に導き神領
を授けた神を祀る。本殿四殿は春日造りで日本最大規模。楼門とともに重要文化財。

補足情報
（体験内容等）



7 ルート情報あり 観光

8 ルート情報あり 観光

9 ルート情報あり 観光

金剛峰寺
 高野山真言宗の総本山

 ★★アピールポイント★★
壮⼤な⽞関をもつ建物は⽂久３年（１８６３）の再建。主殿は東⻄三⼗間、南北三⼗五間の⼤建築で、⼤
広間には狩野探幽の襖絵「松に群鶴」が、豊臣秀次自刃したという柳の間には狩野探斎による「雪柳白
鷲」が描かれている。
国内最大級の石庭や狩野派の襖絵が有名。

補足情報
（体験内容等）

阿字観・授戒・写経・金剛流御詠歌・金剛流宗教舞
舞・華道高野山

府県／市町村 和歌山県 高野町

受入可能人数

補足情報
（体験内容等）

- 3 -

女人堂(壇上伽藍)
 女人結界として建てられた高さ48.5mの日本初の多宝塔

 ★★アピールポイント★★
高野山の女人禁制は、1872年まで続き、女性は一歩たりとも入山を許されなかった。
すぐ前に巨大な「 高野山」の門石があり、昔はここから先が女人結界であったことを強く感じさせる場所
である。

府県／市町村 和歌山県 高野町

受入可能人数 ー

ー

府県／市町村 和歌山県 高野町

受入可能人数 ー

奥之院
 弘法大師入定の地であり、大師信仰の中心聖地

 ★★アピールポイント★★
杉木立に囲まれた石畳の道の両側に、あらゆる時代の有名無名の石塔墓碑が並んでいる。20万基を超える
墓石や祈念碑、慰霊碑があり、最大のパワースポット。

補足情報
（体験内容等） 奥ノ院ナイトツアー



10 ルート情報あり 観光

11 ルート情報あり 観光

12 観光

壇上伽藍
 奥之院と共に高野山の二大聖地

 ★★アピールポイント★★
「僧が修行する静寂の園」という意味を持つ壇上伽藍。高野山全体の総本堂である「金堂」や、高さ50ｍ
の多宝塔「根本大塔」などの建物が並び、高野山のシンボルともいえる。

補足情報
（体験内容等）

府県／市町村 和歌山県 高野町

受入可能人数

補足情報
（体験内容等）

- 4 -

熊野古道せいろミュージアム
 ⺠家の壁に取り付けられた飾り物⼊りのせいろのある街並み散策

 ★★アピールポイント★★
今は使われなくなった古い「せいろ」を⺠家の板塀に取り付け、その中に古⺠具や古銭、各家それぞれの
思いを込めた飾りものを入れる。湯浅を訪れた観光客はそれらを見ながら町中の散策を楽しむ。

府県／市町村 和歌山県 湯浅町

受入可能人数 ー

ー

府県／市町村 和歌山県 高野町

受入可能人数 ー

森林セラピー
 近畿地方で始めて、「森林セラピー基地」に認定

 ★★アピールポイント★★
歴史や宗教と森を活かした、都会では味わえない「鳥のさえずりや吹き抜けていく風」、「木の肌の暖か
さ」、「木々や線香のかおり」などをゆるやかな時間の流れの中で感じ、心やからだをゆったりさせても
らうなど、他の「森林セラピー基地」と差別化できる「高野山ならではの癒し」を提供。

補足情報
（体験内容等）



13 観光

14 観光

15 観光

湯浅町
 重要伝統的建造物群保存地区に選定た重厚な街並み

 ★★アピールポイント★★
平安時代より熊野参詣の宿所として栄え、漁業・魚網製造・醸造製造の職人、商人、町人達でにぎわう小
都市で、特に醤油醸造は、紀伊藩の保護のもと栄え、湯浅から全国に製法が伝わったとされている。

補足情報
（体験内容等）

府県／市町村 和歌山県 湯浅町

受入可能人数

補足情報
（体験内容等） 果物狩り

- 5 -

あんちん(フルーツ狩り)
 季節の果物狩り体験ができる

 ★★アピールポイント★★
紀州和歌山の観光名所・道成寺の真下で、名物の食材を使ったレストラン。フルーツ狩り体験も充実して
おり、秋には巨峰やみかん狩り、また四季折々のフルーツが楽しめる。

府県／市町村 和歌山県 日高川町

受入可能人数 ー

ー

府県／市町村 和歌山県 みなべ町

受入可能人数 ー

南部梅林
 南部川に沿った山の斜面に広がる日本最大の梅林

 ★★アピールポイント★★
南部川河岸のなだらかな山々に見渡す限りの梅林が続き、「一目百万、香り十里」と称され、名実共に日
本一の梅林。白くかわいい花が山一面を飾る早春には全国から観光客でにぎわい、メジロやウグイスの美
しい歌声も楽しめる。約8万本の梅が栽培されている。

補足情報
（体験内容等）



16 観光

17 文化

18 食

道成寺
 和歌山県最古の寺

 ★★アピールポイント★★
文武天皇が701年に開いた勅願寺。南北両面裏なし堂といわれる本堂、丹塗りの仁王門、三重ノ塔などが
残る。宝物殿での絵とき説法がいい。

補足情報
（体験内容等） 物語の絵解き説法

府県／市町村 和歌山県 日高川町

受入可能人数

補足情報
（体験内容等）

- 6 -

和歌山ラーメン
 和歌⼭市⺠のソウルフード
 ★★アピールポイント★★

通常は「中華そば」と呼ばれる、和歌山のラーメン。醤油ベースの豚骨醤油味スープにはうまみが濃縮さ
れている。

府県／市町村 和歌山県 和歌山市

受入可能人数 ー

ー

府県／市町村 和歌山県 海南市

受入可能人数 ー

海南ひなめぐり
 まちなかに雛人形を飾り、まち歩きを楽しめる

 ★★アピールポイント★★
JR海南駅、海南駅前商店街、⿊江川端通りを中⼼に、１か⽉間、海南はお雛さまが町中に飾られる。

補足情報
（体験内容等）



19 ルート情報あり 食

20 ルート情報あり 産業

21 ルート情報あり 産業

高野山別格本山總寺院
 ワインやお酒も楽しめる創作精進料理を提供

 ★★アピールポイント★★
總持院は⾼野⼭の⻄部、⼤伽藍の北部に位置し、本⼭⾦剛峯寺に隣接する別格本⼭。 阿弥陀如来様を御本
尊様としており、樹齢千年を超える白藤が特徴の宿坊。

補足情報
（体験内容等） 写経体験

府県／市町村 和歌山県 高野町

受入可能人数

補足情報
（体験内容等）

- 7 -

島精機製作所
 コンピュータ横編機の分野では世界シェアNo.1

 ★★アピールポイント★★
1962年に手袋編機の自動化を原点に出発した島精機製作所は、今日、先進のハードウェアと優れたソフト
ウェアを高度に融合させた魅力ある製品を創り出す総合メカトロニクス企業へと発展。

府県／市町村 和歌山県 和歌山市

受入可能人数 ー

宿坊14部屋/60名

府県／市町村 和歌山県 和歌山市

受入可能人数 ー

新日鐵住金株式会社 和歌山製鉄所
 和歌山地区、堺地区、海南地区の3地区から構成される銑鋼一貫製鐵所

 ★★アピールポイント★★
世界各地で使用される石油掘削・天然ガス開発用継目無鋼管（シームレス鋼管）をはじめ、建築構造材で
あるH形鋼・ハイパービーム、土木・港湾工事用鋼材である鋼矢板、および造船用のインバートなどを製
造。

補足情報
（体験内容等）



22 ルート情報あり 産業

23 産業

24 ルート情報あり 産業

花王エコラボミュージアム
 花王の工場見学

 ★★アピールポイント★★
花王エコラボミュージアム、工場ライン（衣料用洗剤、住居用洗剤、食器用洗剤など）。

補足情報
（体験内容等）

府県／市町村 和歌山県 和歌山市

受入可能人数

補足情報
（体験内容等）

- 8 -

稲むらの火の館
 津波防災教育センター

 ★★アピールポイント★★
梧陵の偉業と精神、教訓を学び受け継いでゆくため、2007年(平成19年)4月、濱ロ梧陵記念館と津波防災
教育センターからなる「稲むらの火の館」が誕生。来たるべき時に備え、より多くの津波の知識を身につ
けることができる。

府県／市町村 和歌山県 広川町

受入可能人数 ー

5-40名

府県／市町村 和歌山県 湯浅町

受入可能人数 ー

湯浅醤油工場
 醤油発祥の地

 ★★アピールポイント★★
杉樽を使った昔ながらの製法で最高の醤油を最高の職人が醸造。

補足情報
（体験内容等） 醤油醸造所見学



25 ルート情報あり その他高野山宿坊
 寺院での宿泊体験

 ★★アピールポイント★★
寺院での宿泊に加え、写経や勤行等宗教行事にも参加可で、外国人（特に欧米人）に人気。

補足情報
（体験内容等） 宿坊での宿泊、写経、勤行

府県／市町村 和歌山県 高野町

受入可能人数

補足情報
（体験内容等）

- 9 -

府県／市町村

受入可能人数

ー

府県／市町村

受入可能人数

補足情報
（体験内容等）



９９９９．和．和．和．和 歌歌歌歌 山山山山 県県県県
（南（南（南（南 部）部）部）部）

田辺市、新宮市、白浜町、那智勝浦町
古座川町、北山村、串本町



1 観光

2 観光

3 観光

大斎原
 神が舞い降りた伝説付きのパワースポット

 ★★アピールポイント★★
熊野本宮大社がもともとあった場所、大斎原（おおゆのはら）。熊野本宮大社から少し離れた地に日本一
の大鳥居（高さ33.9m、横42m）が建てられた。

補足情報
（体験内容等）

府県／市町村 和歌山県 田辺市

受入可能人数

補足情報
（体験内容等）

- 1 -

闘鶏神社
 熊野権現三山の別宮的存在
 ★★アピールポイント★★

壇ノ浦での源平の合戦にゆかりの古社で、社宝に弁慶の銅像と産湯釜や義経の笛等がある。古くは新熊野
権現とも呼ばれていた。勝負の神様としての御利益あり。

府県／市町村 和歌山県 田辺市

受入可能人数 ー

ー

府県／市町村 和歌山県 田辺市

受入可能人数 ー

世界遺産熊野本宮館
 世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」の観光情報や地域情報を発信する拠点

 ★★アピールポイント★★
世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」を含む和歌山県・奈良県・三重県の三県を結ぶ本宮地区にあり、熊
野本宮大社や旧社地「大斎原」を望む地にある。世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」（熊野古道）を訪
れる人々に、観光情報や地域情報を発信する拠点となる。

補足情報
（体験内容等）



4 観光

5 ルート情報あり 観光

6 観光

道の駅紀州備⻑炭記念公園
 紀州備⻑炭発祥の地と⾔われている秋津川にある道の駅

 ★★アピールポイント★★
園内には⽊炭の歴史や⽂化、種類、⽤途などをわかりやすく解説。また、炭窯では備⻑炭の製炭を⾒るこ
とができる。

補足情報
（体験内容等） 炭の窯出し作業見学

府県／市町村 和歌山県 田辺市

受入可能人数

補足情報
（体験内容等）

- 2 -

神倉神社
 熊野大神が一番最初に降臨された聖地

 ★★アピールポイント★★
熊野三山の一山である熊野速玉大社の摂社。境内地は国の史跡「熊野三山」の一部、および世界遺産「紀
伊山地の霊場と参詣道」の一部である。仰ぎ見るような石段を登りつめた所の御神体。

府県／市町村 和歌山県 新宮市

受入可能人数 ー

ー

府県／市町村 和歌山県 田辺市

受入可能人数 ー

熊野本宮大社
 全国に3000社以上ある熊野神社の総本宮

 ★★アピールポイント★★
三山の中でもとりわけ古式ゆかしい雰囲気を漂わせるのが、聖地熊野本宮大社。
熊野参詣道のなかでも、多くの人々がたどった「中辺路」を歩くと、難行苦行の道のりを終え最初にたど
り着くのが熊野本宮大社。「よみがえりの聖地」として多くの人々の信仰を集める。

補足情報
（体験内容等） 平安衣装体験



7 観光

8 観光

9 観光

アドベンチャーワールド
 パンダを含む様々な動物と触れ合えるレジャーランド

 ★★アピールポイント★★
サファリワールド・マリンワールド・エンジョイワールドの３つのエリアからなるレジャーランド。

補足情報
（体験内容等） イルカ等のショー、パンダバックヤードツアー

府県／市町村 和歌山県 白浜町

受入可能人数

補足情報
（体験内容等） マグロのセリ見学

- 3 -

勝浦漁港(マグロのセリ見学)
 日本一の生鮮マグロの水揚高を誇る漁港基地

 ★★アピールポイント★★
毎週日曜日、マグロをはじめとする新鮮な海の幸や地域の特産品が並ぶ朝市「勝浦漁港にぎわい市場」が
開かれ、多くの観光客でにぎわう。セリ見学体験や取れたての魚介類を食すことができる。

府県／市町村 和歌山県 那智勝浦町

受入可能人数 ー

ー

府県／市町村 和歌山県 白浜町

受入可能人数 ー

柳橋足湯
 白良浜から商店街の散歩コースの途中にある足湯

 ★★アピールポイント★★
地元の人の利用も多い、こじんまりと愛らしい足湯塩泉に貝のモニュメントで、海と湯の街を実感。散策
途中の休憩にぴったり。

補足情報
（体験内容等）



10 観光

11 ルート情報あり 観光

12 観光

大門坂
 聖地「那智山」へと続く石畳の坂

 ★★アピールポイント★★
全⻑約600メートル、⾼低差約100メートルの⽯畳が続く。⼤門坂⼊⼝から熊野那智⼤社への⽯段は距離も
短く、苔むした石段と杉木立は熊野古道の雰囲気も満点。

補足情報
（体験内容等）

府県／市町村 和歌山県 那智勝浦町

受入可能人数

補足情報
（体験内容等）

- 4 -

⻘岸渡寺
 那智の滝との調和が美しい朱色の三重の塔

 ★★アピールポイント★★
熊野那智大社に隣接し、本堂には如意輪観世音を祀られており、和歌山県屈指の撮影ポイント。

府県／市町村 和歌山県 那智勝浦町

受入可能人数 ー

ー

府県／市町村 和歌山県 那智勝浦町

受入可能人数 ー

熊野那智大社
 熊野三山の一社

 ★★アピールポイント★★
４世紀頃といわれる現社殿は国の重要文化財に指定され熊野造りという古式の社建築。境内のクスノキは
樹齢800年で平重盛の手植えという。日本第一大霊験所根本熊野三所権現として崇敬されている。

補足情報
（体験内容等）



13 観光

14 観光

15 観光

古座川 カヌー
 透明度が高く、流れも穏やかなカヌーポイント

 ★★アピールポイント★★
紀伊半島南部を流れる清流古座川は、巨岩や奇岩が多く、雄大で美しい景観を誇る熊野を代表する川のひ
と。川底までくっきり見通せるほど透明度が高く、流れも穏やかなので初心者でも安心してカヌーを楽し
む事ができる。

補足情報
（体験内容等） カヌー

府県／市町村 和歌山県 古座川町

受入可能人数

補足情報
（体験内容等） ラフティング・筏下り

- 5 -

北山川 ラフティング・筏下り
 人工物がなく、自然の中に取り込まれた感覚になれる川下りが楽しめる

 ★★アピールポイント★★
景勝地として有名な熊野川瀞八丁の上流にあたる北山川は、国内で唯一の飛び地の村であり、またここで
しか体験できない、観光筏下りを行っている村として知られている。筏下りと同じ激流を下るラフティン
グも人気。

府県／市町村 和歌山県 北山村

受入可能人数 ー

ー

府県／市町村 和歌山県 古座川町

受入可能人数 ー

串本 シュノーケリング
 本州とは思えない水中景観が広がるシュノーケリングポイント。

 ★★アピールポイント★★
本州最南端に位置する串本の海は、潮岬沖を流れる⿊潮の影響を⾊濃く受け、本州の内では唯⼀亜熱帯地
域に分類される。テールサンゴなどが多く生息し、そこを住処にしている熱帯系、亜熱帯系の生物も沢山
観察できる。

補足情報
（体験内容等） シュノーケリング



16 観光

17 文化

18 ルート情報あり 自然

串本海中公園
 日本で最初に指定された海中公園地区

 ★★アピールポイント★★
海と水族館を丸ごと楽しむ複合施設。テーブルサンゴの群落などで有名な海中公園で、エリア内には串本
の海を忠実に再現した水族館や海中展望塔が設けられている。水族館で生まれた赤ちゃんウミガメのタッ
チングが体験できる。

補足情報
（体験内容等） 水族館飼育体験、磯観察体験、海中観光船

府県／市町村 和歌山県 串本町

受入可能人数

補足情報
（体験内容等）

- 6 -

熊野古道
 熊野三山へと通じる参詣道の総称

 ★★アピールポイント★★
スペインのサンティアゴ巡礼の道とは姉妹道であり、世界に２つしかない、数百キロに及ぶ「道」の世界
遺産として、近年は海外からの巡礼者も急増している。各路は豊かな自然景観、文化的景観に富んでい
る。

府県／市町村 和歌山県 田辺市

受入可能人数 ー

ー

府県／市町村 和歌山県 白浜町

受入可能人数 ー

南方熊楠記念館
 和歌⼭が⽣んだ世界的な博物学・⺠俗学の巨星の記念館

 ★★アピールポイント★★
熊楠が昭和天皇に御進講したことで有名な「粘菌（変形菌）」を顕微鏡で見ることができ、生きた粘菌を
常時見られるのはここだけ。
屋上から３６０度の展望は素晴らしく、白浜では是非見ておきたい隠れたスポット。

補足情報
（体験内容等）



19 ルート情報あり 自然

20 自然

21 ルート情報あり 自然

熊野古道小辺路
 高野山と熊野本宮を最短距離で結ぶ70㎞の古道ルート

 ★★アピールポイント★★
「熊野古道小辺路」は、高野山から熊野をつなぐ、険しい山中を通る参詣道。
その中でも、「果無越」のコースはスタート・ゴール地のアクセスが良いコース。

補足情報
（体験内容等）

府県／市町村 和歌山県 田辺市

受入可能人数

補足情報
（体験内容等）

- 7 -

円月島
 島の中央に円月形の海蝕洞が空いている岩島

 ★★アピールポイント★★
陽の沈む夕景の美しさは格別で、春分・秋分の時期には、中心部の穴を通して夕日が見える。

府県／市町村 和歌山県 白浜町

受入可能人数 ー

ー

府県／市町村 和歌山県 田辺市

受入可能人数 ー

潮見峠
 熊野古道中辺路ルートの前半部の峠道

 ★★アピールポイント★★
田辺市三栖王子の手前から方向を真東にとり、槇山（標高796m）の山麓を越え、中辺路町栗栖川に抜ける
ルートが潮見峠越。古道の雰囲気を残すコース。

補足情報
（体験内容等）



22 自然

23 自然

24 ルート情報あり 自然

三段壁
 千畳敷の南海岸にそそり⽴つ⾼さ50m〜60mの断崖

 ★★アピールポイント★★
三段壁洞窟のある三段壁は⻑さ２キロ、⾼さ６０ｍに及ぶ柱状節理の⼤岩壁で、断崖絶壁の名勝として知
られる。
断崖には展望台が設けられており、雄大な南紀の海景を見ることができる。

補足情報
（体験内容等）

府県／市町村 和歌山県 白浜町

受入可能人数

補足情報
（体験内容等）

- 8 -

那智の滝
 高さ・水量ともに日本一の滝

 ★★アピールポイント★★
熊野那智大社の別宮、飛瀧神社のご神体で、和歌山を代表する撮影ポイント。

府県／市町村 和歌山県 那智勝浦町

受入可能人数 ー

ー

府県／市町村 和歌山県 白浜町

受入可能人数 ー

白良浜
 延⻑620mの遠浅遠浅の砂浜

 ★★アピールポイント★★
石英の砂からなる白い浜辺と白浜温泉で知られる。ハワイ・ワイキキビーチの友好姉妹浜である。

補足情報
（体験内容等）



25 自然

26 自然

27 産業

海金剛
 鋭く切り立った岩礁に荒波が砕け散る景勝地

 ★★アピールポイント★★
紀伊大島鷹ノ巣岬の断崖下の海面から荒々しく切り立つ巨岩が連なる海岸線をいう。 「21世紀に残したい
日本の自然百選」に選ばれている。巨岩の様子には迫力と近寄りがたい神秘がある。

補足情報
（体験内容等）

府県／市町村 和歌山県 串本町

受入可能人数

補足情報
（体験内容等） みかん狩り、ジャムづくり

- 9 -

秋津野ガルテン(農業体験)
 グリーンツーリズム体験施設として、各種体験を受入

 ★★アピールポイント★★
廃校を活用した都市と農村の交流施設利用しグリーンツーリズでおこなっている。農家レストラン、宿泊
棟、お菓子体験工房、 体験棟などがある。

府県／市町村 和歌山県 田辺市

受入可能人数 ー

ー

府県／市町村 和歌山県 串本町

受入可能人数 ー

橋杭岩
 大小40余りの岩柱がそそり立っている景勝地

 ★★アピールポイント★★
串本町の⼤字鬮野川⼩字橋杭の海岸から紀伊⼤島⽅⾯へ⼤⼩約40の岩が南⻄⼀列におよそ850メートルも
の⻑きにわたって連続してそそり⽴っている。橋の杭だけが⽴っているように⾒える奇岩。

補足情報
（体験内容等）



28 その他

29 その他

30 ルート情報あり その他

川湯温泉
 全国でも珍しい、自分だけのオリジナル露天風呂を満喫

 ★★アピールポイント★★
川底から絶えず源泉が湧き出していて、大塔川川岸に冬限定で現れる仙人風呂は圧巻。

補足情報
（体験内容等） 川岸の露天風呂

府県／市町村 和歌山県 田辺市

受入可能人数

補足情報
（体験内容等）

- 10 -

白浜温泉
 日本三大古湯のひとつ

 ★★アピールポイント★★
1350年余りの歴史を持つ由緒ある温泉観光地。万葉集や⽇本書紀にも紹介され、⻫明天皇や天智天皇らが
はるばる都から湯治に訪れた温泉で、日本三古泉のひとつとしても数えられている。

府県／市町村 和歌山県 白浜町

受入可能人数 ー

ー

府県／市町村 和歌山県 田辺市

受入可能人数 ー

湯峰温泉
 熊野詣において湯垢離場として栄えた日本最古の湯

 ★★アピールポイント★★
日によって七回も湯の色が変化するといわれている天然温泉の岩風呂「つぼ湯」は参詣道の一部として世
界遺産に登録されている。湯の峰温泉公衆浴場と併せて楽しめる。

補足情報
（体験内容等）



31 その他

32 ルート情報あり その他

忘帰洞
 天然洞窟の中に湧出している温泉

 ★★アピールポイント★★
ホテル浦島リゾート＆スパ自慢の大洞窟風呂。洞窟の中の温泉にひたりながら太平洋の絶景を望める。

補足情報
（体験内容等）

府県／市町村 和歌山県 那智勝浦町

受入可能人数

補足情報
（体験内容等）

- 11 -

府県／市町村

受入可能人数

ー

府県／市町村 和歌山県 那智勝浦町

受入可能人数 ー

紀伊勝浦温泉
 世界遺産に囲まれた温泉地
 ★★アピールポイント★★

源泉の数は優に100を超え、各旅館が自分の源泉を持っている。

補足情報
（体験内容等）



鳥取鳥取鳥取鳥取県県県県のエリアのエリアのエリアのエリア



10101010．．．．鳥鳥鳥鳥 取取取取 県県県県

鳥取市、米子市、倉吉市、境港市
岩美町、三朝町、湯梨浜町、北栄町

大山町、南部町



1 ルート情報あり 観光

2 観光

3 観光

補足情報
（体験内容等）

- 1 -

なしっこ館
 日本唯一の梨の博物館

 ★★アピールポイント★★
梨に関する歴史や産業の紹介、世界の梨品種コレクションもある。

府県／市町村 鳥取県 倉吉市

砂の美術館
 「砂像」を展示する美術館
 ★★アピールポイント★★

「砂で世界旅行」を基本コンセプトとし、毎年テーマを変え、世界トップクラスの砂像彫刻家が繊細で迫
力ある作品を創り出し、観る者に新たな感動と衝撃を与える。

補足情報
（体験内容等）

府県／市町村 鳥取県 鳥取市

受入可能人数

受入可能人数 ー

ー

府県／市町村 鳥取県 倉吉市

受入可能人数 ー

白壁土蔵群
 レトロな街並みを散策

 ★★アピールポイント★★
国重要伝統的建造物群保存地区。江⼾明治期の建造物が多く、⾚⽡に⽩い漆喰壁が⾒られる風情のある町
並み。

補足情報
（体験内容等）



4 観光

5 観光

6 観光

補足情報
（体験内容等）

- 2 -

水木しげる記念館
 漫画家水木しげるの作品展示

 ★★アピールポイント★★
漫画家・水木しげる氏の人と作品世界、妖怪の世界が展示や映像で紹介される記念館。「水木しげる漫画
ワールド」、「水木ギャラリー」、「妖怪洞窟」などのコーナーがあり、水木ワールドを満喫できる。

府県／市町村 鳥取県 境港市

境港さかなセンター
 ⻄⽇本最⼤級の鮮⿂市場

 ★★アピールポイント★★
8つの鮮魚仲買業者が集まっていて、安さと鮮度を競い合いながら獲れたての海産物、干物や加工品を販
売、購入した魚介をセンター内の休憩スペースで味わえる。

補足情報
（体験内容等）

府県／市町村 鳥取県 境港市

受入可能人数

受入可能人数 ー

ー

府県／市町村 鳥取県 境港市

受入可能人数 ー

水木しげるロード
 177体の妖怪ブロンズ像が立ち並ぶ商店街

 ★★アピールポイント★★
JR境港駅から約800mの通りは夜になるとロード全線に妖怪たちの影絵の照明が投射されたり、ブロンズ
像のライトアップが施される。

補足情報
（体験内容等）



7 観光

8 観光

9 観光

補足情報
（体験内容等）

- 3 -

浦富海岸 クリアカヌー
 本州屈指の鮮明度！

 ★★アピールポイント★★
山陰海岸ジオパークにも認定されている浦富海岸は、本州でも屈指の透明度を誇る美しい海。この海を
たっぷり満喫する手段がクリアカヤックで、船底まで透明なので、まるで自分の体だけが海に浮いている
ような気分になれる。

府県／市町村 鳥取県 岩美町

千代むすび酒造
 慶応元年創業酒造会社

 ★★アピールポイント★★
「蔵や」では、日本酒はもちろん、ここのオリジナルメニュー「焼酎カステラ」や「地酒饅頭」なども味
わえる。
酒造りの仕込みにもつかう、こだわりのおいしい水を使ったコーヒーも人気。

補足情報
（体験内容等）

府県／市町村 鳥取県 境港市

受入可能人数

受入可能人数 ー

ー

府県／市町村 鳥取県 岩美町

受入可能人数 ー

JR東浜駅(無人駅。JR豪華寝台列車「瑞風」停車駅)
 豪華寝台列車「TWILIGHT EXPRESS 瑞風」停車駅

 ★★アピールポイント★★
駅の正面は国の天然記念物に「浦富海岸」の真っ白な砂浜がある。

補足情報
（体験内容等）



10 観光

11 観光

12 観光

補足情報
（体験内容等）

- 4 -

島めぐり遊覧船
 浦富海岸クルーズ

 ★★アピールポイント★★
複雑に入り組んだリアス式海岸など変化にとんだ景観を楽しめる。

府県／市町村 鳥取県 岩美町

浦富海岸 シュノーケル体験
  最高透明度25m

 ★★アピールポイント★★
 入り江に点在する島々、 洞窟群、お魚達･･･。少し足を踏み入れるだけで広がる別世界。

補足情報
（体験内容等）

府県／市町村 鳥取県 岩美町

受入可能人数

受入可能人数 95名/５隻

ー

府県／市町村 鳥取県 岩美町

受入可能人数 ー

クルーズ船Muse(ブランチクルーズ、スイーツクルーズ 定員25
 浦富海岸クルーズ

 ★★アピールポイント★★
世界ジオパーク浦富海岸を眺めながらスイーツを楽しめる。

補足情報
（体験内容等）



13 観光

14 ルート情報あり 観光

15 観光

補足情報
（体験内容等）

- 5 -

大山寺
 修験道の修行道場として栄えた寺

 ★★アピールポイント★★
奈良時代の創建とされ、奈良末期から平安時代に山岳仏教の修験場として隆盛を極めた。阿弥陀堂、本造
阿弥陀如来座像など重要文化財多数。

府県／市町村 鳥取県 大山町

三徳山三佛寺
 標高900mの三徳山にある天台宗の古刹

 ★★アピールポイント★★
投入堂は垂直に切り立った絶壁の窪みに建てられた他に類を見ない建築物で、国宝に指定。

補足情報
（体験内容等）

府県／市町村 鳥取県 三朝町

受入可能人数

受入可能人数 ー

ー

府県／市町村 鳥取県 北栄町

受入可能人数 ー

⻘⼭剛昌ふるさと館
 「名探偵コナン」の作者の関連作品の紹介

 ★★アピールポイント★★
⻘⼭剛昌⽒の作品づくりへの夢を、近未来の⼯房の中で、ミステリーな⻘⼭ワールドが堪能できる。

補足情報
（体験内容等）



16 観光

17 食

18 食

補足情報
（体験内容等）

- 6 -

あじろ屋
 浦富海岸遊覧船のりば食堂
 ★★アピールポイント★★

雰囲気満点の漁師小屋（要予約）は45名の団代用小屋。漁で使われている網や浮き、大漁旗などが飾られ
て雰囲気抜群。BGMはもちろん演歌。

府県／市町村 鳥取県 岩美町

とっとり花回廊
 日本最大級のフラワーパーク

 ★★アピールポイント★★
1周1kmの屋根付き展望回廊で、日本最大級の夜間庭園。回廊式花壇を中心にした施設で見晴らしがよく、
シンボル施設のドーム型温室の向こうには名峰大山が望める。

補足情報
（体験内容等）

府県／市町村 鳥取県 南部町

受入可能人数

受入可能人数 ー

ー

府県／市町村 鳥取県 倉吉市

受入可能人数 ー

清水庵
 創業百余年の餅しゃぶ屋

 ★★アピールポイント★★
明治時代に建てられたすこぶる古風な町屋の建物。 古き良きものを大切に思う倉吉の、素朴でやさしい景
色の中で創業から百余年、餅一途に商ってきた真面目な気質で作られたお料理。珍しいものでは、餅屋な
らではの名物「餅しゃぶ」。

補足情報
（体験内容等）



19 食

20 食

21 ルート情報あり 自然

補足情報
（体験内容等）

- 7 -

鳥取砂丘
 砂と風と海が生んだ自然の造形美

 ★★アピールポイント★★
海岸砂丘として国内で唯⼀天然記念物に指定。東⻄16km南北2.4km中⼼部の約146haの⽇本最⼤級の砂
丘。

府県／市町村 鳥取県 鳥取市

イタリアンレストラン アルマーニ(「瑞雲」来客用レストラン)
 寝台列車『瑞風』の乗車客向けのレストラン

 ★★アピールポイント★★
「瑞風」停車駅東浜駅。オーシャンビューの絶景レストラン。

補足情報
（体験内容等）

府県／市町村 鳥取県 岩美町

受入可能人数

受入可能人数 ー

ー

府県／市町村 鳥取県 岩美町

受入可能人数 ー

鮮魚「たつみ」
 海鮮料理

 ★★アピールポイント★★
新鮮なお魚をはじめ、地元の旬の食材を楽しめる。 浦富海岸を眺めながら季節の旬なお魚と地酒を堪能で
きる。
シーズンには松葉カニを提供。

補足情報
（体験内容等）



22 自然

23 その他

24 ルート情報あり その他

補足情報
（体験内容等）

- 8 -

三朝温泉
 世界屈指の放射能泉

 ★★アピールポイント★★
「日本遺産」に認定された湯治場、三徳山参詣の拠点地として参拝者の心身を清め「観・聴・香・味・
触・心＝六感治癒」を体感できる。

府県／市町村 鳥取県 三朝町

熊井浜
 まるでプライベートビーチ
 ★★アピールポイント★★

林を抜けた場所にひっそりと広がる海はまさにプライベートビーチ。 熊井浜ならではの特徴的な透明感の
ある海。 ただそこに居るだけで幸せになれる。

補足情報
（体験内容等）

府県／市町村 鳥取県 岩美町

受入可能人数

受入可能人数 ー

ー

府県／市町村 鳥取県 米子市

受入可能人数 ー

皆生温泉
 海辺の温泉郷

 ★★アピールポイント★★
『日本の水浴場88選』にも選ばれ温泉と海水浴が同時に楽しめる国内でも数少ない温泉地。

補足情報
（体験内容等）



25 その他

補足情報
（体験内容等）

- 9 -

府県／市町村

はわい温泉
 東郷湖畔に湧出する温泉

 ★★アピールポイント★★
「恋の湯」ともよばれ、安産祈願や若いカップルにも人気。

補足情報
（体験内容等）

府県／市町村 鳥取県 湯梨浜町

受入可能人数

受入可能人数

ー

府県／市町村

受入可能人数

補足情報
（体験内容等）



徳島県徳島県徳島県徳島県のエリアのエリアのエリアのエリア



11111111．．．．徳徳徳徳 島島島島 県県県県

徳島市、鳴門市、吉野川市、美馬市
三好市、那賀町、藍住町、東みよし町



1 観光

2 ルート情報あり 観光

3 ルート情報あり 観光

補足情報
（体験内容等） 阿波おどり体験コーナー

- 1 -

阿波踊り会館(実演)
 阿波おどりの魅力を体験

 ★★アピールポイント★★
踊り子による躍動的な演舞を昼夜観覧できるホールと、阿波おどりの歴史や文化を学ぶことができる
ミュージアムと、阿波おどりに関するワークショップや体験型イベントが開かれる阿波おどりを楽しむた
めのスペースが併設された施設。

府県／市町村 徳島県 徳島市

徳島新鮮なっとく市
 マリンピアに誕生したグルメ＆レジャー複合施設

 ★★アピールポイント★★
県産の新鮮な魚介類や農産物を扱う直売市やレストラン、釣り堀、バーベキューができる全天候型のテラ
ス席などを設けた施設。

補足情報
（体験内容等） ファミリー釣り堀「釣ってみんでフィッシング」

府県／市町村 徳島県 徳島市

受入可能人数

受入可能人数 客席数250席

ー

府県／市町村 徳島県 徳島市

受入可能人数 ー

眉山ロープウエイ
 片道6分のロープウェイ

 ★★アピールポイント★★
「眉のごと雲居に見ゆる阿波の山」と万葉集にも詠まれた眉山は徳島市のシンボル。標高290mの山頂から
は徳島市街はもとより、天気の良い日には淡路島、紀伊半島までもが一望できる。

補足情報
（体験内容等）



4 ルート情報あり 観光

5 観光

6 観光

補足情報
（体験内容等）

- 2 -

千畳敷展望台周辺
 大鳴門橋・鳴門海峡を望む絶好のスポット

 ★★アピールポイント★★
大鳴門橋が間近に見える展望台で、海岸まで続く遊歩道が整備されている。周辺には食事処や喫茶店、み
やげ店が軒を連ねる。海上遊歩道「渦の道」の入り口にも近い。

府県／市町村 徳島県 鳴門市

うずしお観潮船
 世界三大潮流の鳴門海峡

 ★★アピールポイント★★
最大時の直径が約30mともいわれる鳴門海峡のうずしお。感動のうずしおクルーズが体験できるわんだー
なるとは、大迫力の渦潮に接近していき、渦潮の上までご案内。水中観潮船「アクアエディ」は、水面下
1mの展望室から海中のうずの様子が間近で見られる水中展望室のある高速小型船。

補足情報
（体験内容等）

わんだーなると  1日12便
水中観潮船｢ｱｸｱｴﾃﾞｨ｣  1日15便

府県／市町村 徳島県 鳴門市

受入可能人数

受入可能人数 駐車場／207台／鳴門公園利用(普通車：1回500円) 

わんだーなると 定員 399名 水中観潮船｢ｱｸｱｴﾃﾞｨ｣ 定員 46名

府県／市町村 徳島県 鳴門市

受入可能人数 駐車場：普通100台・バス10〜20台・無料

霊山寺
 一番札所・発願の寺

 ★★アピールポイント★★
四国八十八ヶ所霊場の全行程はおよそ1460キロにおよぶ。
一番札所・多宝塔は応永年間（1394〜1428）の建造で、五智如来像が祀られている。明治の庭・大師堂の
北側にある。

補足情報
（体験内容等）



7 ルート情報あり 観光

8 観光

9 ルート情報あり 観光

補足情報
（体験内容等）

- 3 -

大鳴門橋遊歩道
 海上４５メートルのガラス床からのぞき込む渦潮

 ★★アピールポイント★★
吸い込まれそうでスリル満点！「渦の道」は鳴門海峡に架かる大鳴門橋の橋桁内(車道の下)に造られた海
上遊歩道。

府県／市町村 徳島県 鳴門市

大塚国際美術館
 日本最大の常設展示スペースを有する陶版名画美術館

 ★★アピールポイント★★
世界25ヶ国・190余の美術館が所蔵する⻄洋名画1,000余点を、オリジナルと同じ⼤きさに複製し展⽰して
いる。陶器製の板に名画を焼き付けて作成したレプリカだが、完成度が高く世界中の名画を一度に見られ
ると評判を呼んでいる。館内にはレストラン、カフェ、ミュージアムショップがある。

補足情報
（体験内容等）

⻑く歩かず座って鑑賞「ゆったりツアー」 「怖い絵
ツワー」他 期間限定ツアー日にち限定のツアーあり

府県／市町村 徳島県 鳴門市

受入可能人数

受入可能人数 ー

ー

府県／市町村 徳島県 鳴門市

受入可能人数 ー

大鳴門橋架橋記念館
 鳴門海峡・大鳴門橋が一望できるパノラマ展望台

 ★★アピールポイント★★
渦の迫力を270インチのハイビジョンで映像化した「うずしお劇場」。シミュレーションで海中と空中か
ら大鳴門橋を体感できるアドベンチャーシミュレーター「うず丸」など屋上からの景色は最高の写真ス
ポット！

補足情報
（体験内容等）



10 観光

11 観光

12 観光

補足情報
（体験内容等）

はがき版体験料／500円 半紙版体験料／500円 フリー
コース体験料／1500円  藍染め体験料／500円 ※いず
れも入館料別途

- 4 -

阿波和紙伝統産業会館（阿波和紙手すき体験と藍染体験)
 阿波和紙の博物館

 ★★アピールポイント★★
紙漉体験やギャラリー展示、国内外からのアーティストを招いてのアートプログラム「ビジティングアー
ティスト」活動を行っている。実習スペースは来館者でご希望の方が手漉き和紙を漉くことができる体験
実習の場で、徳島名産の藍を使い、藍染めの体験もできる。

府県／市町村 徳島県 吉野川市

本家松浦酒造
 創業200余年の造り酒屋

 ★★アピールポイント★★
1804年(文化元年)に二代目松浦直蔵由往により創業された徳島県内で現存する最古の酒造蔵で、敷地内に
ある旧仕込蔵と精⽶所・⻑屋門は2002年（平成14年）に有形⽂化財として登録されている。

補足情報
（体験内容等）

参加費 無料 見学日 月〜土 9時〜17時（お時間は
ご予約をお願い致します） 見学内容 精米所、仕込
み蔵、貯蔵、などを見学

府県／市町村 徳島県 鳴門市

受入可能人数

受入可能人数 ー

ー

府県／市町村 徳島県 鳴門市

受入可能人数 ー

渦の道
 海上ガラス張りの展望室

 ★★アピールポイント★★
渦の道は、大鳴門橋橋桁空間に設置された遊歩道。450ｍ先の展望室までの海上散歩を楽しむ事ができ
る。先端の展望室は太平洋側、瀬⼾内海側ともに⾒渡せるガラス張り構造となっている。

補足情報
（体験内容等）



13 観光

14 ルート情報あり 観光

15 観光

補足情報
（体験内容等）

- 5 -

小便小僧の像
 地元の子供達や旅人が度胸試しをしたという逸話をもとに作られた小便小僧が立っている。

 ★★アピールポイント★★
深く切り込んだV字型の渓谷には、エメラルドグリーン色の祖谷川が流れ、上から覗き込めば、目がくら
むほどはるか下に見える。秋には谷底から峰まで全山紅葉し、自動車、バスからも眺められる。 

府県／市町村 徳島県 三好市

うだつの町並み
 「うだつ」が上がらないの語源

 ★★アピールポイント★★
南町通りに「うだつ」のある商家を建て、町並みを造った。うだつとは隣家との境に造った防火壁であ
り、これを作る（上げる）には巨額の費用がかかるため、いつしか富や出世の象徴となった。「うだつが
上がらない」の言葉は、ここから生まれた。

補足情報
（体験内容等）

府県／市町村 徳島県 美馬市

受入可能人数

受入可能人数 ー

ー

府県／市町村 徳島県 三好市

受入可能人数 ー

そらの郷
 「ありのまま」を体感していただくのが「体験型観光」

 ★★アピールポイント★★
域の宝が豊富に存在する農山村の「ありのまま」を体感していただくのが「体験型観光」です。あふれる
⾃然の中、地域の皆様との交流を通じて新たな発⾒や感動が⽣まれ、⼼の豊かさが育まれます。徳島県⻄
部の美馬市、三好市、東みよし町、つるぎ町の二市二町の広域連携で取り組む地域プロジェクト。

補足情報
（体験内容等）

家業のお手伝い・生活体験、急傾斜地での伝統農法の
体験（自生茶の栽培、晩茶、煎茶、発酵茶）



16 ルート情報あり 観光

17 ルート情報あり 観光

18 観光

補足情報
（体験内容等） 大人：500円小人：300円

- 6 -

平家屋敷
 平家の資料や遺品を展示

 ★★アピールポイント★★
庭には、樹齢800年の⽼樹がそびえ、江⼾時代の⺠家をそのまま保存した館内には、鎧・旗・古⽂書・⽣
活用具などが展示されている。

府県／市町村 徳島県 三好市

祖谷のかずら橋
 日本三奇橋

 ★★アピールポイント★★
一歩踏み出すたびに軋んでユラユラと揺れる橋はスリル満点！かずら橋は周囲を木々に囲まれ、眼下には
祖谷川の渓流を見下ろすロケーション。春は藤が咲き、夏は新緑、秋は紅葉に染まり、冬は見事な雪景色
と化す。

補足情報
（体験内容等）

府県／市町村 徳島県 三好市

受入可能人数

受入可能人数 大型バス：1台乗用車：20台

ー

府県／市町村 徳島県 三好市

受入可能人数 39人乗り4隻 25人乗り1隻

大歩危峡観光遊覧船
 岩の造形が美しい、天然記念物に指定されている大歩危峡遊覧船

 ★★アピールポイント★★
四季折々Ｖ字に切り⽴った⼤歩危峡の峡⾕美を川の上からゆったり堪能することができる。⻑い年⽉(２億
数千年前)を経て侵食された岩の彫刻美と、紅葉や新緑の美しさなど、四季折々の景色をご堪能できる。

補足情報
（体験内容等）

遊覧船からは国指定天然記念物「含礫片岩（がんれき
へんがん）」も身近に見物できる。



19 観光

20 観光

21 観光

補足情報
（体験内容等）

- 7 -

いちごはうす
 いちご狩りが6月上旬までできる

 ★★アピールポイント★★
土曜日は予約でナイター営業も行っている農園がある。

府県／市町村 徳島県 東みよし町

太龍寺ロープウェイ
⻄⽇本で最⻑の⼭・川越えをロープウェイ   

 ★★アピールポイント★★
鷲の⾥駅（道の駅鷲の⾥に併設）から太龍寺駅を結ぶ⻄⽇本で最⻑、⼭・川越えを⾏う珍しいロープウェ
イ。眼下に広がる雄大な眺望と、標高602ｍの山越えは、感動とスリルの連続。山越えの瞬間、鳴門方面
の眺望が開ける。鉄塔支柱の大きさは世界一、標高600mの山越えを行う。

補足情報
（体験内容等）

府県／市町村 徳島県 那賀町

受入可能人数

受入可能人数 ー

⻄⽇本⼀の規模を誇る101⼈乗りロープウェイ

府県／市町村 徳島県 藍住町

受入可能人数 ー

藍住町歴史館藍の館
 藍染めの製造工程や歴史を紹介する館

 ★★アピールポイント★★
大藍商であった旧奥村家屋敷の13棟の建物が昭和62年に11代当主奥村武夫氏から藍住町に寄附され、併せ
て13万点におよぶ奥村家文書も町所有となったのを機に、旧屋敷内に展示1号館を新設し平成元年8月1日
に開館。

補足情報
（体験内容等）

実際に昔ながらの藍汁を使った藍染めを体験、ハンカ
チを染め体験



22 自然

23 自然

24 ルート情報あり その他

補足情報
（体験内容等）
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祖谷温泉
 日本三大秘湯

 ★★アピールポイント★★
一軒宿の露天風呂は谷底にあり、源泉かけ流し露天風呂まで約170mで、ケーブルカーで約5分。
傾斜角42度の断崖を、ゆっくりと大パノラマの景色を一望しながら下っていく。

府県／市町村 徳島県 三好市

落合集落
 なつかしい山村の原風景

 ★★アピールポイント★★
落合集落は、東祖谷のほぼ中央、祖谷川と落合川の合流点より山の斜面にそって広がる集落である。集落
の起源は明らかになっていないが、平家の落人伝説や開拓伝承などが祖谷地方には残っている。集落内の
高低差は約３９０ｍにも及び急傾斜地に集落を形成している。

補足情報
（体験内容等）

府県／市町村 徳島県 三好市

受入可能人数

受入可能人数 ー

ー

府県／市町村 徳島県 三好市

受入可能人数 ー

琵琶の滝
 かずら橋近くにある高さ50ｍの滝

 ★★アピールポイント★★
吉野川の支流、祖谷川にそそぎ込む小さな谷にかかる滝で、垂直に近い落差50mほどの岩盤を滑り落ち
る。水量は普通で滝壺もある美しい滝。かずら橋を渡り、左に少し歩いたところにある。

補足情報
（体験内容等）



三重県三重県三重県三重県のエリアのエリアのエリアのエリア



12121212．．．．三三三三 重重重重 県県県県

伊勢市、桑名市、鈴鹿市、名張市
鳥羽市、志摩市、伊賀市、菰野町

紀宝町



1 ルート情報あり 観光

2 ルート情報あり 観光

3 観光

補足情報
（体験内容等）

- 1 -

なばなの里
 世界各国の花々を栽培・展示しており、イルミネーションは必見

 ★★アピールポイント★★
30万㎡の敷地をもつお花のテーマパーク。世界各国の花々を栽培・展示する大温室ベコニアガーデンや花
広場などのほか、圧倒的な煌めきのイルミネーションは必見。

府県／市町村 三重県 桑名市

おかげ横丁
 内宮前の江⼾時代の町並みを再現

 ★★アピールポイント★★
グルメを満喫して個性的なお土産屋を巡る。名物グルメやみやげ物店が集う一大観光スポット。

補足情報
（体験内容等）

府県／市町村 三重県 伊勢市

受入可能人数

受入可能人数 ー

ー

府県／市町村 三重県 伊勢市

受入可能人数 ー

伊勢神宮
 日本人の厚い信仰を集める神社本庁の本宗

 ★★アピールポイント★★
約2000年の歴史を持つ日本最古の神社のひとつ。古くから人々は厚い信仰を寄せ、盛んに「お伊勢参り」
を行ってきた。近くには美しい町並みの「おかげ横丁」があり、観光客で賑わっている。

補足情報
（体験内容等） 特別参拝



4 観光

5 観光

6 観光

補足情報
（体験内容等）

- 2 -

伊賀忍者修行の里
 忍者修行体験

 ★★アピールポイント★★
忍びの道具を使った修行や隠形術・登り術・飛び術・歩法・隠れ術・みずぐもの術・符牒の術などの修行
が体験できる。

府県／市町村 三重県 名張市

鈴鹿サーキット
 F1日本グランプリコース

 ★★アピールポイント★★
Ｆ１⽇本グランプリ（1987〜2006年）が、開催された世界有数のレーシングコースを持ち、敷地内には、
遊園地、天然温泉施設、宿泊施設なども併設。遊園地ではホンダが開発した2足歩行ロボット「ASIMO」
のショーも行われている。

補足情報
（体験内容等）

府県／市町村 三重県 鈴鹿市

受入可能人数

受入可能人数 ー

ー

府県／市町村 三重県 名張市

受入可能人数 ー

赤目四十八滝
 滝を臨む爽やかな散策道

 ★★アピールポイント★★
延⻑約4kmあまりの渓⾕に⼤⼩さまざまの滝が続く、三重と奈良の県境を流れる滝川の上流に、⼤⼩さま
ざまな滝が連なる。新緑、清涼、紅葉、氷瀑と季節によって表情を変えた渓谷美を見せる。

補足情報
（体験内容等）



7 ルート情報あり 観光

8 観光

9 観光

補足情報
（体験内容等）

- 3 -

伊勢志摩サミット記念館サミエール
 2016年伊勢志摩サミット記念館

 ★★アピールポイント★★
G7首脳が実際に使用した尾鷲ヒノキの円卓やイスに座ることもできる展示などがある。

府県／市町村 三重県 志摩市

ミキモト真珠島
 真珠のテーマパーク

 ★★アピールポイント★★
御木本幸吉が世界で初めて真珠養殖に成功した島で、島全体が真珠のテーマパークになっている。海女の
素潜りの実演も行われる。

補足情報
（体験内容等）

府県／市町村 三重県 鳥羽市

受入可能人数

受入可能人数 ー

ー

府県／市町村 三重県 鳥羽市

受入可能人数 ー

鳥羽水族館
 飼育種類数日本一の水族館
 ★★アピールポイント★★

世界最大級の水族館。生態系を重視して、伊勢志摩の海、極地の海、アマゾン川など多様な地球環境を再
現。 中でも、約250種の熱帯魚が泳ぐ世界最大級の人工サンゴ礁の海は圧巻。

補足情報
（体験内容等）



10 観光

11 観光

12 観光

補足情報
（体験内容等）

- 4 -

志摩マリンランド
 マンボウの泳ぐ水族館

 ★★アピールポイント★★
とぼけたような表情のマンボウが人気。ペンギンと触れあえるペンギンタッチなどイベントも充実。ペン
ギンや回遊水槽での海女の餌つけ実演なども人気。化石で海の生物の歴史を紹介する古代水族館がユニー
ク。

府県／市町村 三重県 志摩市

賢島エスパーニャクルーズ(あご湾遊覧)
 レトロな遊覧船で多島美の海クルージング

 ★★アピールポイント★★
大小約60もの島々が浮かぶ英虞湾を、帆船型「エスペランサ」でクルージングできる。

補足情報
（体験内容等） クルージング・バーベキュー

府県／市町村 三重県 志摩市

受入可能人数

受入可能人数 ー

ー

府県／市町村 三重県 志摩市

受入可能人数 ー

志摩スペイン村
 スペインの街並みを再現したテーマパーク

 ★★アピールポイント★★
子どもから大人まで楽しめるアトラクション、エンターテイメント、レストラン、ショップが集まった魅
力あふれる伊勢志摩にあるテーマパーク。パルケエスパーニャを中核施設に、ホテル志摩スペイン村、天
然温泉「ひまわりの湯」の3施設で構成されている。

補足情報
（体験内容等）



13 観光

14 観光

15 観光

補足情報
（体験内容等）

- 5 -

忍者列車
 伊賀鉄道で運行されている「忍者ペイント列車」

 ★★アピールポイント★★
伊賀鉄道で運行されている「忍者ペイント列車」。銀河鉄道９９９などで有名な松本零士デザインの列車
で、鉄道ファンの間では「くノ⼀号」や「忍者号」などの愛称で親しまれている。伊賀神⼾〜上野市〜伊
賀上野間で運転。

府県／市町村 三重県 伊賀市

伊賀上野城
 白鳳城とも呼ばれる美しい天守

 ★★アピールポイント★★
藤堂家ゆかりの甲冑や調度品を展示。3層天井の横山大観らの大色紙46枚や、高さ約30メートルと日本有
数の高さを誇る内堀の石垣も必見で、映画のロケ地としても使用。

補足情報
（体験内容等）

府県／市町村 三重県 伊賀市

受入可能人数

受入可能人数 ー

ー

府県／市町村 三重県 伊賀市

受入可能人数 ー

上野公園
 伊賀観光必見の観光スポット

 ★★アピールポイント★★
伊賀上野城、伊賀流忍者博物館、芭蕉翁記念館など必見の観光スポットが点在する公園で、お土産店、観
光食堂が併設。

補足情報
（体験内容等）



16 観光

17
観光文
化

18 観光

補足情報
（体験内容等）

- 6 -

御在所岳 御在所岳ロープウェイ
 日本最大級のロープウェイ
 ★★アピールポイント★★

全⻑2161m、⾼低差780ｍと⽇本最⼤級のロープウェイ。眼下には伊勢湾を望む⼤パノラマが広がってい
る。四季折々の景色が楽しめる。

府県／市町村 三重県 菰野町

伊賀流忍者博物館
 忍者体験ができる博物館

 ★★アピールポイント★★
ドンデン返しや仕掛け⼾など忍者屋敷の⾊々な仕掛けについて、くノ⼀（⼥忍）が実演を交えて案内す
る。また、忍者の武具や道具が体験できる「忍術体験館」や、忍者の歴史・暮らしぶり、生活の知恵が学
べる「忍者伝承館」も併設。「忍者体験広場」では忍者ショーを見たり、手裏剣投げも体験できる。

補足情報
（体験内容等）

府県／市町村 三重県 伊賀市

受入可能人数

受入可能人数 ー

ー

府県／市町村 三重県 伊賀市

受入可能人数 ー

忍者集団「阿修羅」（忍者ショー）
 迫力満点の忍者ショー

 ★★アピールポイント★★
伊賀流忍者博物館の忍術ひろばで開催される忍者集団「阿修羅」による迫力満点の忍者ショー。

補足情報
（体験内容等）



19 観光

20 ルート情報あり 食

21 食

補足情報
（体験内容等）

- 7 -

金谷本店（すきやき）
 伊賀肉の名店

 ★★アピールポイント★★
伊賀牛のロースを使う寿き焼は芳醇な香りとまろやかなうま味が絶品。

府県／市町村 三重県 伊賀市

ウミガメ公園
 ウミガメに出会える道の駅
 ★★アピールポイント★★

施設内にある「ウミガメハウス」では、大きなプールで泳ぐウミガメに出会えるほか、資料館でウミガメ
のことを勉強したり海の生き物にふれたり、おみやげショッピングを楽しんだりできるいちおしスポッ
ト。

補足情報
（体験内容等）

府県／市町村 三重県 紀宝町

受入可能人数

受入可能人数 ー

ー

府県／市町村 三重県 鳥羽市

受入可能人数 ー

海女小屋(海鮮BBQ)
 海女小屋体験と海鮮バーベキュー

 ★★アピールポイント★★
海女小屋のカマドを囲み海女達の話しを聞きながら、手焼きによって新鮮な魚BBQが楽しめる。

補足情報
（体験内容等） 海女小屋体験、海女とバーベキュー



22 自然

23 自然

24 その他

補足情報
（体験内容等）

- 8 -

志摩観光ホテル「ザクラッシック」「ザベイスイート」
 伊勢志摩サミットの主会場になったホテル

 ★★アピールポイント★★
伊勢志摩サミットでも利用された伝統を格式に彩られた一流ホテル。伊勢志摩の旬な食材を豊富に使った
料理をご堪能いただける海の幸フランス料理「ラ・メール」をはじめ、和食、鉄板焼き、 ワインバー等の
多彩なレストランは、国内外より高い評価をえている。

府県／市町村 三重県 志摩市

夫婦岩
 夫婦円満・縁結びのパワースポット

 ★★アピールポイント★★
二見興玉神社の神域の海中にあって、伊勢志摩を代表する景観のひとつ。

補足情報
（体験内容等）

府県／市町村 三重県 伊勢市

受入可能人数

受入可能人数 ー

ー

府県／市町村 三重県 志摩市

受入可能人数 ー

横山展望台
 志摩を代表するリアス式海岸を一望

 ★★アピールポイント★★
標高203mの山頂に立つ、伊勢志摩屈指の展望スポット。3ヶ所ある展望台からさまざまな英虞湾が望め
る。

補足情報
（体験内容等）



25 その他

補足情報
（体験内容等）

- 9 -

府県／市町村

アクアイグニス片岡温泉
 癒しと食がテーマの総合リゾート

 ★★アピールポイント★★
癒しと食がテーマの総合リゾート。源泉100%かけ流しの天然温泉中心にスイーツ、パン、イタリアン、和
食が楽しめる。

補足情報
（体験内容等）

府県／市町村 三重県 菰野町

受入可能人数

受入可能人数

ー

府県／市町村

受入可能人数

補足情報
（体験内容等）



福井県のエリア福井県のエリア福井県のエリア福井県のエリア



13131313．．．．福福福福 井井井井 県県県県

福井市、敦賀市、小浜市、大野市
勝山市、あわら市、越前市、坂井市

永平寺町、若狭町



1 観光

2 観光

3 観光

補足情報
（体験内容等） クルージング

- 1 -

蘇洞門めぐり
 小浜湾のダイナミックな景観を体験するクルージング

 ★★アピールポイント★★
日本海の荒波に削られた奇岩、奇洞、断崖が約6kmにわたり続く若狭湾の景勝地。若狭フィッシャーマン
ズ・ワーフ前から出航し、約50分のクルーズを楽しめる。

府県／市町村 福井県 小浜市

えちぜん鉄道
 ローカル線田園風景を楽しむ

 ★★アピールポイント★★
福井市から勝山市・坂井市を結ぶ鉄道路線を運営する、福井市・勝山市などが出資する第三セクター方式
の鉄道事業者である。

補足情報
（体験内容等）

府県／市町村 福井県 福井市

受入可能人数

受入可能人数 ー

ー

府県／市町村 福井県 敦賀市

受入可能人数 ー

気比神宮
 「奥の細道」の風景地

 ★★アピールポイント★★
大鳥居は「日本三大木造大鳥居」のひとつで、国の重要文化財。

補足情報
（体験内容等）



4 観光

5 観光

6 観光

補足情報
（体験内容等） 数寄屋風庭園でお茶席の体験

- 2 -

武家屋敷旧内山家
 家老・内山家の屋敷

 ★★アピールポイント★★
幕末期、大野藩の財政再建に大きな功績を残した家老、内山良休・隆佐兄弟を輩出した内山家の屋敷。 数
奇屋風庭園を眺めながら、お茶をいただける。

府県／市町村 福井県 大野市

若狭フィッシャーマンズワーフ
 若狭湾遊覧船、ショッピング等総合施設

 ★★アピールポイント★★
若狭フィッシャーマンズ・ワーフでは、日本海が誇る奇岩の名勝「蘇洞門（そとも）」をめぐるクルージ
ングを楽しめるほか、海を眺めながら食事を堪能できるレストランや、若狭の土産が手に入るお土産コー
ナーがある。

補足情報
（体験内容等） 蘇洞門めぐり、レストラン、海の幸ショッピング体験

府県／市町村 福井県 小浜市

受入可能人数

受入可能人数 ー

ー

府県／市町村 福井県 大野市

受入可能人数 ー

越前大野城
 標⾼249mの⻲⼭に積み上げた平⼭城

 ★★アピールポイント★★
麓には城下町が広がり、この城下町が雲海に包まれ⻲⼭だけが浮かんで⾒える⽇に「天空の城 越前⼤野
城」が現れる。 石垣は自然石をそのまま積み上げた野面積みという工法で作られている。

補足情報
（体験内容等） お福池、百間坂、⻄国33ヶ所⽯仏などが⾒学できる



7 観光

8 ルート情報あり 観光

9 観光

補足情報
（体験内容等） 越前紙づくり、伝統工芸館の見学

- 3 -

越前和紙の里(紙漉き体験)
 和紙のテーマパーク

 ★★アピールポイント★★
越前和紙の体験が出来るパピルス館、工芸士の手わざを見ることができる卯立の工芸館、越前和紙の発祥
や歴史などを展示する紙の文化博物館など、様々な越前和紙 にまつわる体験、見学を楽しめる。

府県／市町村 福井県 越前市

福井県⽴恐⻯博物館
 恐⻯を中⼼とする地質・古⽣物学博物館

 ★★アピールポイント★★
勝山市で発掘された獣脚類やイグアノドン類の骨や化石を収集・展示している。復元された実物骨格をみ
ながら、地球の科学、恐⻯の世界に触れることができる。
国際的な視野に⽴った恐⻯研究の拠点。

補足情報
（体験内容等） テーマに沿った特別展⽰、恐⻯の発掘体験

府県／市町村 福井県 勝山市

受入可能人数

受入可能人数 最大80名

ー

府県／市町村 福井県 あわら市

受入可能人数 ー

あわら温泉
 名湯100選の関⻄の奥座敷・福井屈指の温泉

 ★★アピールポイント★★
閑静な田園に宿が整然と建ち並ぶ温泉街・あわら温泉。
開湯は明治１６年、年間１００万人を越す浴客が訪れる。各旅館ごとに趣向を凝らした豪華な庭園、日本
海の新鮮な海の幸が旅の疲れを癒やす。

補足情報
（体験内容等） 足湯、屋台村。舞妓・芸妓変身体験



10 ルート情報あり 観光

11 ルート情報あり 観光

12 ルート情報あり 観光

補足情報
（体験内容等） 参拝、座禅、写経

- 4 -

永平寺
 『ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン』でも二つ星の禅の里

 ★★アピールポイント★★
風情豊かなお寺の紅葉は⼼⾝ともに癒される。龍門から⼭門にかけての紅葉と、法堂前は⾚や⻩の⾊味が
映えてとりわけ美しく、寂光苑周辺の紅葉も必見。

府県／市町村 福井県 永平寺町

三國湊きたまえ通り
 情緒あるレトロな町並み

 ★★アピールポイント★★
江⼾から明治にかけて北前船交易で隆盛を極めた街並。格⼦⼾が連なる町家、豪商の⾯影などが残る。

補足情報
（体験内容等） レンタサイクルで、レトロな町並み散策

府県／市町村 福井県 坂井市

受入可能人数

受入可能人数 ー

ー

府県／市町村 福井県 坂井市

受入可能人数 ー

三國湊レトロ
 江⼾から明治にかけて北前船交易で隆盛を極めた街並

 ★★アピールポイント★★
江⼾から明治にかけて北前船交易で隆盛を極めた三國湊町。今も格⼦⼾が連なる町家、豪商の⾯影など、
情緒あるレトロな町並みが残る。三國湊の古い町並みには歴史と魅力が溢れている。

補足情報
（体験内容等） ミニ資料館「マチノクラ」



13 観光

14 食

15 食

補足情報
（体験内容等） そば打ち体験、そば工場見学

- 5 -

越前そばの里
 1日5万食のそば生産工場

 ★★アピールポイント★★
創業90余年のそばを製造、販売する大型施設。直営農場で収穫したそばを原料に製造し、食事処、販売
所、体験工房を併設。

府県／市町村 福井県 越前市

レインボーライン山頂公園
 梅丈岳の山頂にある公園

 ★★アピールポイント★★
美浜町笹⽥から若狭町海⼭をつなぐ全⻑11.24kmの有料道路の中間にある公園。

補足情報
（体験内容等） 「恋人の聖地」パワースポット

府県／市町村 福井県 若狭町

受入可能人数

受入可能人数 ー

ー

府県／市町村 福井県 大野市

受入可能人数 ー

福そば本店
 全て大野市産の材料でうっているそば屋

 ★★アピールポイント★★
大野の名水を使用。大野産の玄そばの挽きぐるみに、口当たりのよさを考え一番粉二番粉をブレンドして
いる。大野の里芋、そばだんご、うどんや丼もあるので、おそばが苦手な人にも気楽に入っていただけ
る。

補足情報
（体験内容等）



16 食

17 ルート情報あり 自然

18 自然

補足情報
（体験内容等）

- 6 -

三方五湖
 湖面の色も微妙に違いがあり五色の湖と言われる神秘の湖

 ★★アピールポイント★★
美浜町と若狭町にまたがって位置する5つの湖（三方湖、水月湖、菅湖、久々子湖、日向湖）の総称。国指
定の名勝で、若狭湾国定公園に属し、2005年11月8日付でラムサール条約指定湿地に登録されている。湖
の周囲には梅畑が広がる景勝地。

府県／市町村 福井県 若狭町

永平寺そば
 越前おろしそばの店が永平寺周辺に多くあり、その後永平寺そばと呼ばれた

 ★★アピールポイント★★
永平寺のそばは挽きぐるみで⾊が⿊く、噛み応えのある太い麺が特徴で、⼭芋や⾃然薯のとろろをかけ
る。最近では時代に合わせて、観光客の要望に応え細麺が出るなど様々な進化をしている。

補足情報
（体験内容等）

府県／市町村 福井県 永平寺町

受入可能人数

受入可能人数 ー

ー

府県／市町村 福井県 坂井市

受入可能人数 ー

東尋坊
 足のすくむような絶壁で知られる北陸最大の景勝地。

 ★★アピールポイント★★
荒々しい岩肌の柱状節理が延々と1kmに渡って続く勇壮そのものの東尋坊は、国の名勝・天然記念物に指
定されている。なかでも岸壁の高さが20メートル以上に及ぶ大地の断崖は勇壮というより壮絶で、日本海
の荒波が打ち寄せる姿は恐ろしいほどの迫力。

補足情報
（体験内容等） 高さ55mの東尋坊タワー、奇岩をめぐる遊覧船



19 産業

20 ルート情報あり その他

21 その他

補足情報
（体験内容等）

- 7 -

みかた温泉きららの湯
 「千と千尋の神隠し」の油屋をイメージ

 ★★アピールポイント★★
内部は吹き抜けの開放的な空間が広がり、箱庭風露天風呂や大浴場、サウナルームなどを楽しめる。

府県／市町村 福井県 若狭町

タケフナイフビレッジ
 伝統的な技術と現代的なブランド「TAKEFU」ブランドの共同工場

 ★★アピールポイント★★
越前打刃物、各種刃物の製造販売、その他キッチン用品の販売。 越前打刃物の伝統を守りながら、工業デ
ザインを導入し時代を先取りした感覚で打刃物に取り組んでいる。

補足情報
（体験内容等） 刃物等製作教室

府県／市町村 福井県 越前市

受入可能人数

受入可能人数 ー

ー

府県／市町村 福井県 大野市

受入可能人数 ー

越前大野駅[中部の駅百選]
 大野市の玄関口

 ★★アピールポイント★★
ホームの「駅清水」からは地下水があふれ、芋を洗う水車「芋車」がある。

補足情報
（体験内容等）



15151515．．．．モデルコースモデルコースモデルコースモデルコース
（一点観光）（一点観光）（一点観光）（一点観光）

滋賀県
京都府
兵庫県
奈良県

和歌山県



1日目 大阪～近江八幡～彦根～長浜

AM 大阪発

　（約1時間30分）

近江八幡/伝統的建造物群保存地区・近江牛ランチ

PM ラコリーナにてデザート試食

　（約30分）

彦根城見学

　（約30分）

△長浜泊

2日目 長浜～高島～大津

　（約５分）

AM 豊公園・長浜城歴史博物館

　（約1５分）

道の駅・湖北みずどりステーション

　（約３５分）

PM 海津大崎

　（約１５分）

メタセコイア並木・ピックランド

　（約１時間２０分）

△大津泊

※深夜便での出発可能/京都から新幹線での移動可能

3日目 大津/解散

各自、空港又は京都駅へ

2019年　Ｇ２０大阪サミット　モデルコース

良いとこどり、びわ湖一周！

- 1 -



1日目 大阪～天橋立

AM 大阪発

　（約2時間30分）

PM 伊根、天橋立

△天橋立温泉

2日目 天橋立～京都

　（約1時間30分）

AM 美山

　（約1時間30分）

PM 平等院、福寿園宇治工房にて茶体験

△京都市

※深夜便での出発可能/京都から新幹線での移動可能

3日目 京都/解散

各自、空港又は京都駅へ

2019年　Ｇ２０大阪サミット　モデルコース

海・森・お茶の京都

- 2 -



1日目 大阪～豊岡

AM 大阪発

　（約2時間20分）

PM 出石城、こうのとりの郷公園、城崎温泉外湯めぐり

△城崎温泉

2日目 豊岡～姫路～神戸

　（約2時間）

AM 姫路城

　（約1時間20分）

PM 明石海峡大橋/神戸先端医療センター/灘の酒蔵/有馬温泉

△神戸市内

※深夜便での出発可能/新神戸から新幹線での移動可能

3日目 神戸/解散

各自、空港又は新神戸駅へ

2019年　Ｇ２０大阪サミット　モデルコース

一流見聞録　播州・但馬を満喫！

- 3 -



1日目 大阪～吉野～洞川

AM 大阪発

　（約1時間30分）

PM 吉野森林セラピー、吉野山、洞川

△洞川温泉

2日目 洞川～橿原神宮～奈良

　（約1時間）

AM 橿原神宮、飛鳥

　（約1時間）

PM 古都奈良の文化財、奈良公園、春日大社

△奈良泊

※深夜便での出発可能/京都から新幹線での移動可能

3日目 奈良/解散

各自、空港又は京都駅へ

2019年　Ｇ２０大阪サミット　モデルコース

奈良を縦断、古都をひとりじめ！
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1日目 大阪～勝浦

AM 大阪発

　（約2時間30分）

PM とれとれ市場、円月島、白浜温泉

　（約2時間10分）

熊野那智大社、那智の滝

　（約３0分）

△勝浦温泉

2日目 勝浦～熊野～高野山

　（約1時間）

AM 熊野本宮大社、熊野古道

　（約2時間）

PM 高野山、奥の院、金剛峰寺

△高野山宿坊

※深夜便での出発不可/新幹線での移動不可

3日目 高野山/解散

各自、空港又は難波経由新大阪駅へ

2019年　Ｇ２０大阪サミット　モデルコース

海・山・自然をかけめぐる神秘の道

- 5 -



16161616．モデルコース．モデルコース．モデルコース．モデルコース
（産業観光）（産業観光）（産業観光）（産業観光）

・廃棄物の減量と有効活用の取り組み
・自治体・企業による大気環境改善・維持
・水にまつわる防災対応 洪水・高潮・津波
・地震に強い強靭な街づくり
・自動車産業視察ダイハツ工業(株)
・製鉄産業視察 新日鐵住金(株)
・ハイテク・ロボット研究又は光量子研究
・ハイテク・医療研究 京都大学iPS細胞研究所
・環境（水）視察



1日目 大阪市内～枚方市内～大阪市内

9:15 大阪市内発

10:00 関西リサイクルシステムズ（見学９０分）

12:15 昼食

13:30 大阪ステーションシティ（見学９０分）

15:30 大阪市内観光

大阪空中庭園など

17:00 大阪市内着

2日目 大阪市内

9:15 大阪市内発

10:00 大阪市環境局舞洲工場（見学９０分）

12:00 昼食

13:10 大阪ひかりの森発電所（見学４０分）

14:00 舞洲ＩＲ建設候補地見学（９０分）

16:00 大阪市内着

2019年　Ｇ２０大阪サミット　モデルコース

廃棄物の減量と有効活用の取り組み（大阪）

（関経連作成より一部引用）

- 1 -



1日目 大阪市内

9:15 大阪市内発

10:00 大阪市環境局（説明６０分）

11:30 大阪測定局（見学３０分）

12:15 昼食

13:30 大阪市・八尾市・松原市環境施設組合 東淀川工場（見学１２０分）

16:00 大阪市内着

2日目 大阪市内～神戸市内～大阪市内

9:15 大阪市内発

10:00 神鋼神戸発電所　灘浜サイエンススクエア（見学１２０分）

12:30 昼食

14:00 神戸市内観光

灘の酒蔵見学など

16:00 大阪市内着

2019年　Ｇ２０大阪サミット　モデルコース

自治体・企業による大気環境改善・維持（大阪・兵庫）

（関経連作成より一部引用）
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大阪市内～堺市内～大阪市内

9:20 大阪市内発

9:50 津波・高潮ステーション（見学６０分）

11:10 津守下水処理場（見学５０分）

12:30 昼食

13:00 Hitz防災防災ソリューションラボラトリー（５０分）

16:00 大阪市内着

2019年　Ｇ２０大阪サミット　モデルコース

水にまつわる防災対応　洪水・高潮・津波（大阪）

（関経連作成より一部引用）

- 3 -



大阪市内～神戸市内～三木市内～大阪市内

9:20 大阪市内発

10:00 人と防災未来センター（見学９０分）

12:00 昼食

13:45 兵庫県広域防災センター（９０分見学）

兵庫県耐震工学研究センター（６０分見学）

17:30 大阪市内着

2019年　Ｇ２０大阪サミット　モデルコース

地震に強い強靭な街づくり（兵庫）

（関経連作成より一部引用）

- 4 -



大阪市内～竜王町～大阪市内

8:15 大阪市内発

9:30 ダイハツ工業（株）竜王工場（１２０分見学）

12:00 昼食

13:45 滋賀県内観光

MIHO MUSEUM見学など

17:30 大阪市内着

2019年　Ｇ２０大阪サミット　モデルコース

日本を支えてきた自動車産業視察（滋賀）

- 5 -



大阪市内～和歌山市～大阪市内

8:15 大阪市内発

10:00 新日鐵住金株式会社　和歌山製鉄所（１２０分見学）

12:30 昼食

14:00 和歌山県内観光

黒潮市場

島精機製作所、花王エコラボミュージアム、稲むらの火の館など

17:00 大阪市内着

2019年　Ｇ２０大阪サミット　モデルコース

世界を支えてきた製鉄産業視察　（和歌山）

- 6 -



大阪市内～精華町～大阪市内

8:45 大阪市内発

10:00 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構

関西光科学研究所（１２０分見学）

又は、

国際電気通信基礎技術研究所（１２０分見学）

脳情報・ライフサポートロボット等

12:15 昼食

14:00 奈良市内観光

東大寺・奈良公園など

17:00 大阪市内着

2019年　Ｇ２０大阪サミット　モデルコース

ハイテク（ロボット）又は、光量子研究研究視察（京都）
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大阪市内～京都市内～大阪市内

8:30 大阪市内発

10:00 京都大学iPS細胞研究所（９０分見学）

12:00 昼食

13:30 京都市内観光

清水寺・伏見稲荷大社など

17:30 大阪市内着

2019年　Ｇ２０大阪サミット　モデルコース

ハイテク（医療）研究所視察（京都）

- 8 -



大阪市内～草津市～大阪市内

8:15 大阪市内発

10:00 環境学習船「megumi」にて水質・環境保全の説明（９０分）

12:00 昼食

13:30 滋賀県立琵琶湖博物館（75分見学）

16:45 大阪市内着

< オプション >

15:45 琵琶湖疏水船体験（大津～蹴上)

16:40 蹴上発

※定員１２名

18:30 大阪市内着

2019年　Ｇ２０大阪サミット　モデルコース

環境（水）視察（滋賀）

- 9 -



17171717．．．．モデルコースモデルコースモデルコースモデルコース
（府県別）（府県別）（府県別）（府県別）

滋賀県
京都府
大阪府
兵庫県
奈良県

和歌山県
徳島県



１．観光先（１～２箇所選択）

比叡山延暦寺特別参拝

彦根城・ひこにゃんの出迎え

石山寺特別参拝

叶匠寿庵寿長生の郷にて和菓子作り体験

びわ湖テラス

びわ湖クルーズ

飯道寺

飯道山

甲賀流忍術屋敷

（びわ湖テラス） （彦根城）

２．食事場所（１箇所選択）

延暦寺会館

びわ湖大津館

近江牛　毛利志満

咲蔵

飯道山の山頂にて自然の中で笹で包まれたおにぎりとお茶

（毛利志満） （咲蔵）

9:00 大阪市内発　→　滋賀県内→　17:00 大阪市内着

2019年　Ｇ２０大阪サミット

滋賀県内

- 1 -



１．観光先（２～３箇所選択）

金閣寺特別拝観

清水寺特別拝観

裏千家

平等院

伏見稲荷大社（千本鳥居）

東寺（五重の塔）

ギオンコーナー（特別公演） （平等院）

桂離宮

修学院離宮

京都御所

２．食事場所（１箇所選択）

二条城

吉兆

京大和

京都迎賓館

貴船川床

※舞妓の招聘 （二条城）

2019年　Ｇ２０大阪サミット  モデルコース

京都市内

9:00 大阪市内発　→　京都市内　→　17:00 大阪市内着
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１．観光先（２～３箇所選択）

海遊館（貸切）

山本能楽堂貸切講演

文楽貸切講演

デパ地下営業時間前貸切

住吉大社特別参拝

ハルカス展望台貸切

東洋陶磁美術館

大阪国際美術館（貸切） （山本能楽堂）

千利休茶の湯館

（デパ地下）

２．食事場所（１箇所選択）

太閤園

中央公会堂

迎賓館（万博記念公園）

大阪西の丸庭園　大阪迎賓館

9:00 大阪市内発　→　大阪市内＋α　→　17:00 大阪市内着

2019年　Ｇ２０大阪サミット

大阪府内
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１．観光先（２～３箇所選択）

有馬温泉・六甲山

宝塚歌劇

酒造（灘五郷、伊丹郷）

神戸先端医療研究センター

スーパーコンピューター「京」

竹中大工道具館

姫路城

（竹中大工道具館）

（スーパーコンピューター「京」）

２．食事場所（１箇所選択）

さかばやし （酒心館）

神戸プレジール（神戸牛ステーキ）

神戸北野ホテル

白雪ブルワリービレッジ長寿蔵

（さかばやし～酒心館）

　　（神戸プレジール）

     （白雪ブルワリービレッジ長寿蔵）

2019年　Ｇ２０大阪サミット

兵庫県内

9:00 大阪市内発　→　兵庫県内→　17:00 大阪市内着
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１．観光先（２～３箇所選択）

東大寺特別参拝

興福寺特別参拝

春日大社特別参拝（雅楽演奏）

橿原神宮正式参拝

けはや座

信貴山大般若祈祷

鹿寄せ

　　（春日大社特別参拝）

（けはや座）

２．食事場所（１箇所選択）

食事場所

奈良ホテル

菊水楼

ル・ベンケイ

オーベルジュ・ド・ぷれざんす桜井

リストランテオルケストラータ

橿原神宮・文華殿（非公開・重要文化財）

（橿原神宮・文華殿）

2019年　Ｇ２０大阪サミット

奈良県内

9:00 大阪市内発　→　奈良県内→　17:00 大阪市内着
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１．観光先（１～２箇所選択）

高野山特別拝観

・金剛峰寺

・壇上伽藍

・奥ノ院など

阿字観

写経

森林セラピー

（奥ノ院）

（阿字観） 　　 （写経）

２．食事場所（１箇所選択）

高野山別格本山總寺院

金剛峰寺・ケータリング

（金剛峰寺）

（高野山別格本山總寺院）

2019年　Ｇ２０大阪サミット

和歌山県内

9:00 大阪市内発　→　高野山→　17:00 大阪市内着
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１．観光先（１～２箇所選択）

大鳴門橋遊歩道 渦の道

観潮船貸切

阿波踊り会館

眉山ロープウェイ

大塚国際美術館・学芸員付きツアー

貸切船にて大阪移動

（阿波踊り会館）

２．食事場所（１箇所選択）

阿波尾鶏 一鴻

リストランテ・フィッシュボーン

ルネッサンスリゾート鳴門（阿波踊りつき）

（ルネッサンスリゾート鳴門）

（観潮船貸切）

2019年　Ｇ２０大阪サミット

徳島県内

9:00 大阪市内発　→　徳島県内→　17:00 大阪市内着
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14141414．．．．モデルコースモデルコースモデルコースモデルコース
（周遊コース）（周遊コース）（周遊コース）（周遊コース）

鳥取県・大阪府（堺市）
徳島県・兵庫県（神⼾市）

京都府・滋賀県
和歌山県・奈良県
滋賀県・京都府

徳島県・和歌山県
三重県・奈良県
福井県・滋賀県

鳥取県・兵庫県・京都府
三重県・滋賀県・京都府・兵庫県

兵庫県・鳥取県



1日目 大阪～鳥取

AM 大阪発

　（ 約3時間 ）

PM 浦富海岸遊覧船、鳥取砂丘、砂の美術館

△三朝温泉

2日目 鳥取～堺

AM 青山剛昌ふるさと館（名探偵コナン）

　（ 約3時間40分 ）

PM 堺HAMONOミュージアム、さかい利晶の杜

百舌鳥･古市古墳群および竹内街道

△堺市

※深夜便での出発可能/新大阪から新幹線での移動可能

3日目 堺/解散

各自、空港又は新大阪駅へ

2019年　Ｇ２０大阪サミット　モデルコース

San'in Kaigan UNESCO Global Geopark & Sakai J-culture
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1日目 大阪～徳島

AM 大阪発

　（ 約2時間 ）

そらの郷

　（ 約2時間 ）

PM 祖谷峡・大歩危・小歩危

△祖谷温泉

2日目

AM 阿波踊り会館

　（約1時間50分）

PM 明石海峡大橋/神戸(神戸先端医療センター、灘の酒蔵、有馬温泉）

又は姫路（姫路城、書寫山圓教寺）

△神戸市

※深夜便での出発可能/新神戸から新幹線での移動可能

3日目 神戸/解散

各自、空港又は新神戸駅へ

2019年　Ｇ２０大阪サミット　モデルコース

日本の原風景・西阿波とおしゃれな街・神戸
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1日目 大阪～天橋立

AM 大阪発

　（約2時間30分）

PM 伊根、天橋立

△天橋立温泉

2日目 天橋立～京都

　（約1時間30分）

AM 美山

　（約2時間）

PM びわ湖テラス 又は近江八幡水郷巡り

△大津市

※深夜便での出発可能/京都から新幹線での移動可能

3日目 京都/解散

各自、空港又は京都駅へ

2019年　Ｇ２０大阪サミット　モデルコース

海・森の京都と湖国のインフィニティ
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1日目 大阪～和歌山～高野山

AM 大阪発

　（約2時間30分）

PM 黒潮市場、和歌山城

　（約2時間）

高野山

△高野山宿坊

2日目 高野山～奈良

　（約1時間20分）

AM 橿原神宮（神職の案内付き正式参拝）

　（約1時間）

PM 古都奈良の文化財、奈良公園、春日大社

△奈良泊

※深夜便での出発可能/京都から新幹線での移動可能

3日目 奈良/解散

各自、空港又は京都駅へ

2019年　Ｇ２０大阪サミット　モデルコース

天空の聖地・高野山といにしえの都・奈良
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1日目 大阪～滋賀

AM 大阪発

　（約1時間50分）

PM 彦根城、近江八幡水郷めぐり、ラコリーナ

△おごと温泉

2日目 滋賀～京都

AM びわ湖テラス

　（約1時間30分）

PM 宇治茶、平等院、伏見

△京都市

※深夜便での出発可能/京都から新幹線での移動可能

3日目 京都/解散

各自、空港又は京都駅へ

2019年　Ｇ２０大阪サミット　モデルコース

きらめくBIWAKOとお茶のKYOTO
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1日目 大阪～徳島

AM 大阪発

　（約2時間）

鳴門うず潮

　（約2時間）

PM 大塚国際博物館

阿波踊り会館

△徳島

2日目 徳島～和歌山

AM 眉山観光

徳島～和歌山フェリー

　（11:00 / 13:05）

PM 黒潮市場/和歌山城

△和歌山市

※深夜便での出発可能/新神戸から新幹線での移動可能

3日目 和歌山/解散

各自、関西空港又は新大阪駅へ

2019年　Ｇ２０大阪サミット　モデルコース

大阪湾をぐるっと一周、阿波＆紀州

南海フェリーＨＰより抜
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1日目 大阪～伊勢

AM 大阪発

　（約2時間30分）

PM 伊勢神宮（内宮・外宮）、おかげ横丁、ミキモト真珠島

△鳥羽

2日目 伊勢～奈良

　（約2時間30分）

AM 明日香村散策

レンタサイクルでの散策も人気

　（約２時間）

PM 古都奈良の文化財、奈良公園、春日大社

△奈良泊

※深夜便での出発可能/京都から新幹線での移動可能

3日目 奈良/解散

各自、空港又は京都駅へ

2019年　Ｇ２０大阪サミット　モデルコース

日本人の心と古代ロマンを感じる！！
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1日目 大阪～福井

AM 大阪発

　（約3時間）

PM 永平寺、三國湊、東尋坊

△あわら温泉

2日目 福井～滋賀

　（約1時間10分）

AM 越前大野

　（約1時間50分）

PM 彦根城・叶匠寿庵（和菓子作り）

△大津プリンス

3日目 大津/解散

各自、空港又は京都駅へ

2019年　Ｇ２０大阪サミット　モデルコース

禅のくに越前と湖国おうみ
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1日目 大阪～鳥取～城崎温泉

AM 大阪発

　（ 約3時間 ）

PM 鳥取砂丘、砂の美術館、浦富海岸

　（ 約1時間 ）

△城崎温泉

2日目 城崎温泉～山陰海岸ジオパークドライブ～宮津

AM 玄武洞（地球磁場逆転の発見場所）

山陰海岸ジオパークドライブ

　久美浜・夕日ヶ浦/琴引浜/立岩・経ヶ岬

PM 伊根漁港散策

△天橋立温泉

3日目 宮津～大阪

AM 天橋立ビューランド

獅子崎稲荷神社

PM 大阪へ

　（ 約2時間15分 ）

△大阪泊

※深夜便での出発可能

4日目 大阪/解散

各自、空港又は新大阪駅へ

2019年　Ｇ２０大阪サミット　モデルコース

山陰海岸ジオパークと温泉をめぐる

- 9 -



1日目 大阪～伊勢～松阪

AM 大阪発

　（ 約２時間 ）

ミキモト真珠島

PM 昼食：海女小屋で海鮮ＢＢＱ

伊勢神宮（外宮・内宮）・おかげ横丁

夕食：松阪牛/すき焼き

松阪泊

2日目 松阪～彦根～大津

AM 松阪発

　（ 約２時間 ）

彦根城

昼食：近江牛/しゃぶしゃぶ

石山寺・叶匠寿庵（和菓子）

おごと温泉泊（懐石）

3日目 大津～京都～神戸

AM 清水寺・金閣寺・東寺（五重塔）

PM 伏見稲荷大社（千本鳥居）

灘の酒蔵

夕食：Kobe Beef

△神戸泊

※深夜便での出発可能

4日目 神戸/解散

各自、空港又は新神戸駅へ

2019年　Ｇ２０大阪サミット　モデルコース

関西美食ツアー　ブランド牛を食べつくす！
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1日目 大阪～豊岡

AM 大阪発

　（約2時間20分）

出石町散策

昼食：ブランド牛のルーツ・但馬牛

久美浜、玄武洞、城崎温泉外湯めぐり

△城崎温泉（懐石・但馬牛づくし）

2日目 豊岡～鳥取～大阪

AM 豊岡発

　（ 約1時間 ）

但馬御火浦散策

PM 瑞風のお客様が食す「AL MARE」にて昼食

浦富海岸遊覧船、鳥取砂丘、砂丘美術館

△大阪泊

3日目 大阪/解散

各自、空港又は新大阪駅へ

2019年　Ｇ２０大阪サミット　モデルコース

山陰海岸ジオパーク ＆ 美食ツアー
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