
7 魅力的な観光

7-1 あらゆる旅のニーズに応えられる地域、関西

 関西は、多くの芸能・文化発祥の地で、豊富な世界文化遺産をはじめ、多彩な食文化、四季折々の自然、様々な体験コンテンツなど、あら
ゆる魅力的な観光スポットが凝縮されています。
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詳細は関西観光本部が運営する観光インバウンドサイト
“The KANSAI Guide –The Exciting Journey, KANSAI-”をご覧ください。

古都奈良の文化財
奈良時代の宮跡・寺院・神社

紀伊山地の霊場と参詣道
太古の昔から自然信仰の精神

を育んだ地

茶道

画像提供：有限会社ワックジャパン
（はなやかＫＡＮＳＡＩ魅力アップアワード受賞企業）

能楽

画像提供：奈良県

国宝のうち
建造物の71%、美術工芸品の51%が
関西にあります

（出所）文部科学省「文部科学統計要覧」 (2021年版)

画像提供：姫路市

画像提供：
一般財団法人奈良県ビジターズビューロー画像提供：一般財団法人関西観光本部

https://kansaiguide.jp

古都京都の文化財
（京都市、宇治市、大津市）

起伏に富んだ自然地形を利用し
て建てられた大寺院や山荘・庭園

姫路城
木造の建物を配し、石造の城

壁と白色の土塀をめぐらせる日
本の独特の城郭

法隆寺地域の仏教建造物
世界最古の木造建築

百舌鳥・古市古墳群
（堺市、羽曳野市、藤井寺市）

大きさと形状に多様性を示す古墳群

画像提供：堺市
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https://kansaiguide.jp/


かやぶきの里での宿泊、
観光体験

体験プログラムを活かした
グリーンツーリズム

画像提供：一般社団法人
南丹市美山観光まちづくり協会

画像提供：農業法人株式会社秋津野

地域の日常体験を目的にした
宿泊施設

コンペイトウの手作り体験

画像提供：SEKAIHOTEL株式会社 画像提供：大阪糖菓株式会社
（コンペイトウ王国）

和太鼓体験 侍、忍者体験

画像提供：株式会社太鼓センター 画像提供：一般社団法人日本殺陣道協会

（出所） はなやかＫＡＮＳＡＩ魅力アップアワード受賞企業より抜粋
https://www.kansai.meti.go.jp/3-1toukou/toukou_award_outline.html

吉野山の桜（奈良県） 北山川観光筏下り（和歌山県）

画像提供：一般財団法人関西観光本部 画像提供：一般財団法人関西観光本部

奈良公園の鹿（奈良県） 雪の高野山（和歌山県）

画像提供：一般財団法人奈良県ビジターズ

ビューロー

画像提供：一般財団法人関西観光本部

京懐石（京都府） 神戸ビーフ（兵庫県）

(c)京都市メディア支援センター 画像提供：一般財団法人神戸観光局

お好み焼（大阪府） 越前がに（福井県）

Ⓒ (公財)大阪観光局 画像提供：公益社団法人福井県観光連盟

食

観光

体験
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https://www.kansai.meti.go.jp/3-1toukou/toukou_award_outline.html


画像提供：香老舗松榮堂

画像提供：TAKENOKO横山竹材店

画像提供：株式会社川島織物セルコン

（京都府京都市、宇治市、亀岡市）
京都の伝統的工芸技術 等

https://designweek-kyoto.com/

和歌山ニット〔和歌山県和歌山市〕
画像提供：和歌山ニット工業組合

淡路島の食と香り〔兵庫県淡路島〕

広陵くつした〔奈良県広陵町〕
画像提供：広陵町

鯖江のめがね〔福井県鯖江市〕
画像提供：福井県眼鏡協会

信楽焼〔滋賀県甲賀市〕
画像提供：甲賀市

世界を魅了する多彩な地域ブランド

関西では、地域の特色を活かした地場産業や伝統工芸、農産品など、

数多くの魅力的な地域資源のブランド化が進んでいます。

関西におけるオープンファクトリー

関西には、工場見学や地域一体となった交流イベントを通じて、日本のも
のづくり企業の高い技術を海外の方が体験し、つくり手と交流できる取り組
みがあります。
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和束茶〔京都府和束町〕
画像提供：和束町

泉州タオル〔大阪府泉州地域〕
画像提供：大阪タオル工業組合

三木の酒米等〔兵庫県三木市〕
画像提供：三木市

丹波篠山の黒大豆等
〔兵庫県丹波篠山市〕
画像提供：丹波篠山市

奈良酒〔奈良県〕
画像提供：奈良県酒造組合

https://designweek-kyoto.com/


昔の酒蔵 沢の鶴資料館
（兵庫県神戸市）

錦光園
（奈良県奈良市）

湯浅醤油有限会社九曜蔵
（和歌山県有田郡湯浅町）

関西の見学可能な産業施設ガイド

関西地域の産業関連施設（工場見学、企業ミュージアム、製作体験、博物館等）約500施設を見学できます。
日本語・英語で、業種ごとに一覧リストにて掲載しています。

越前和紙の里卯立の工芸館
（福井県越前市）

井上仏壇
（滋賀県彦根市）

京都雲楽窯
（京都府京都市）

堺伝統産業会館
（大阪府堺市）

（はなやかＫＡＮＳＡＩ魅力アップアワード受賞企業）

https://www.kansai.meti.go.jp/2kokuji/tvlist/tvindex.html

7 魅力的な観光

7-1 あらゆる旅のニーズに応えられる地域、関西

INVEST JAPAN, INVEST KANSAI 21

https://www.kansai.meti.go.jp/2kokuji/tvlist/tvindex.html


生活インフラ

関西各地のフリーWi-Fiを接続するためのアプリ
KANSAI Wi-Fi (Official)

優待特典付きICカード型乗車券
『KANSAI ONE PASS』

多言語アナウンス放送アプリケーション

画像提供：一般財団法人関西観光本部 画像提供：一般財団法人関西観光本部 画像提供：SoundUD推進コンソーシアム
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7-2 関西地域における外国人受入環境の整備
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コロナ感染対策（安心・安全）

顔認証による非接触型決済サービス
飲食店や観光施設などの混雑情報を

リアルタイムで閲覧できるシステム
新型コロナウイルス感染症対策の情報を伝えるピクトグラム

画像提供：株式会社南紀白浜エアポート 画像提供：株式会社バカン 画像提供：日本政府観光局

緊急・災害時に対応可能な
ICチップ型救急タグ管理システム

タブレット等を介した医療通訳サービス 新型コロナウイルス感染症対策情報

新型コロナワクチンの接種状況等の各種情報ついて、
下記サイトにて、発信しています。

＜首相官邸ＨＰ＞
https://www.kantei.go.jp/

＜相談窓口（観光者向け）＞
https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001328767.pdf画像提供：株式会社モンキャラメル

はなやかＫＡＮＳＡＩ魅力アップアワード受賞企業
画像提供：株式会社ドリームキャッチャー

はなやかＫＡＮＳＡＩ魅力アップアワード受賞企業

©Tezuka Productions
アナウンスに連動してスマホに

13言語以上の文字で表示可能

https://www.kantei.go.jp/
https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001328767.pdf
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