
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。

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

画像提供：姫路市

画像提供：一般財団法人関西観光本部

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

画像提供：
一般財団法人奈良県ビジターズビューロー

豊富な世界遺産

関西には、歌舞伎・能楽・人形浄瑠璃等の無形文化財があります。
また、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)

世界ランキングの上位を占める関西

日
本

旅行・観光開発指数2021ランキング

第１位
（出所）World Economic Forum

「Travel&Tourism Development Index 2021」

日本で行ってみたい観光地ランキング
第４位：大阪
第５位：京都
第9位：神戸
第10位：奈良

（出所）株式会社日本政策投資銀行
「DBJ・JTBFアジア・欧米豪訪日外国人旅行者の意向調査」

京
都

世界の満足度の高い観光地ランキング2020
（ベストシティ部門）

第１位
（出所）Wanderlust

「Wanderlust Reader Travel Awards 2020 :Top city」

日
本

観光旅行したい国・地域ランキング

第１位

世界で最も魅力的な大都市ランキング

第２位：大阪
第３位：京都

（出所）Condé Nast Traveler
「The Best Cities in the World_ 2021 Readers’ Choice Awards」

訪日外国人専用で、この1枚で関西主要公共交通各社を
切符の買い替え必要なしでご利用いただけます。
KANSAI ONE PASSにアクセスすれば、
カード提示で受けられる優待特典もあります！

©Tezuka Productions

優待特典付きICカード型乗車券 『KANSAI ONE PASS』

画像提供：一般財団法人関西観光本部
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■ 関西の動画

https://www.t
he-kansai-
guide.com/ja/v
ideos/item/dre
am_online/

関西における８つの観光ルート

関西には、大阪、京都、神戸という中心エリアはもちろん、他にも関西各地に魅力的なエリア
があります。

7 魅力的な観光

7-2 関西が世界に誇る観光地

関西広域観光サイト The KANSAI Guide

The KANSAI Guide - The Origin of Japan, KANSAI -
https://www.the-kansai-guide.com/ja/

広域観光ルート～８つのエリア、８つのストーリー～
https://www.the-kansai-
guide.com/ja/premium/exciting/

Premium 関西
https://www.the-kansai-guide.com/ja/premium/

関西には、清新かつ斬新な名所がたくさんあります。

近江八幡水郷めぐり（滋賀県） メタセコイア並木（滋賀県）

竹田城（兵庫県）

橋杭岩（和歌山県）熊野古道 大門坂（和歌山県） 開運バンジー（奈良県）

奈良公園（奈良県）

宇治田原の茶園（京都府）

「カンサイ・ジーン（IMPRESSIVE KANSAI)」

動画の詳細はこちらのサイトをご覧ください https://www.youtube.com/watch?v=D
F7i8jXC4rw

滝畑四十八滝（大阪府）

紀伊半島 播磨

琵琶湖西岸～北陸 琵琶湖東岸～三重

伊勢～奈良 丹波

淡路島～徳島 山陰海岸

画像提供：一般財団法人関西観光本部

心がジーンとなる関西の旅
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体験

7 魅力的な観光

7-3 関西が世界に誇る地域ブランド

お茶の通販・京都おぶぶ茶苑合同会社
（第５回 はなやかKANSAI魅力アップアワード受賞）

「日本茶を世界へ」をミッションに、茶畑からお茶の栽培・製茶をし、商品製造販売、茶畑
ツーリズム、茶畑オーナー制度運営を自社で一貫して行い、和束茶を含めた日本茶普及活
動に取り組んでいます。また、欧米人・富裕層をメインターゲットにしたコンテンツを造成す
るなどインバウンド誘致にも積極的で、茶畑の風景動画の配信やフランス語Webサイトを
開設し、インバウンド向け事業展開を行っています。

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

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。

和束茶
〔京都府和束町〕

画像提供：和束町

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

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

信楽焼
〔滋賀県甲賀市〕

画像提供：甲賀市

奈良酒
〔奈良県〕

画像提供：奈良県酒造組合

お茶と人が共に暮らす「茶源郷 和束」

和束町は、山なり茶園が町中に広がる茶畑景観か

ら「日本で最も美しい村」に選ばれ、日本遺産にも

認定されています。また昼夜の寒暖差による霧が

茶葉を包み込んでお茶の旨みを引き出すことから、

宇治茶の味の決め手となり、古くから高値で取引さ

れています。

丹後織物
〔京都府京丹後市〕
画像提供：丹後織物工業組合

播州織
〔兵庫県西脇市・多可町〕
画像提供：北播磨地場産業開発機構
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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。

7 魅力的な観光

7-4 関西の文化や技術を体験できる施設

和太鼓体験 侍、忍者体験 コンペイトウの手作り体験

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

画像提供：大阪糖菓株式会社
（コンペイトウ王国）

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

地域の日常体験を目的にした
宿泊施設

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

画像提供：SEKAIHOTEL株式会社

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

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）

堺伝匠館
（大阪府堺市）

（はなやかＫＡＮＳＡＩ魅力
アップアワード受賞）

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）

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

関西の文化等を体験できる施設

https://designweek-kyoto.com/ 

京都府内の地域に根付いたモノづくりの現場を公開し、多様な交流を促進する取り組み。
年に数日の公開イベントの他、通年でツアーなどを実施しています。

※写真は、DESIGN WEEK TANGO 2021の様子です。
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