
スポット一覧
⻩⾊︓メインスポット

⾏政機関 対象国 スポット① スポット② スポット③ スポット④ スポット① スポット② スポット③

東北 ⻘森県 オーストラリア 奥⼊瀬渓流サイクリング 十和田湖カヌー 蔦温泉 八甲田ロープウェイ
STONE & WATER
(石と水)

等々⼒渓⾕ 明治神宮 代々木公園

東北 岩手県 タイ 猊鼻渓 中尊寺 花巻温泉 小岩井農場
PROSPERITY STILLNESS & MOTION
（栄華 静と動）

吉祥寺 渋⾕ 新宿御苑

東北 宮城県 アメリカ 松島 大高森 奥松島の⺠宿 月浜海水浴場
FEEL THE TRADITION THROUGH
FIVE SENCES（五感で感じる伝統）

茶道体験＠歌舞伎座 月島（もんじゃ） 利き酒体験＠⽇本の酒情報館

東北 秋田県 オーストラリア 田沢湖スキー場 乳頭温泉 角館武家屋敷 上桧木内の紙風船上げ
EXPERIENCE ILLUMINATION &
POWDERSNOW
（雪と光の体験）

表参道 丸の内仲通り 東京タワー

東北 山形県 アメリカ 相馬楼 フルーツ狩り あつみ温泉 ⽻⿊山五重塔
HEART & WORSHIP
（⽇本⽂化 〜健康と信仰〜）

鳩森神社 神田明神 神保町古書街

東北 福島県 アメリカ 鶴ヶ城 大内宿 喜多方の街歩き 白水阿弥陀堂
MIRAI & SAMURAI
（ミライと昔〜追体験〜）

六本木のアート施設(complex665な
ど）

⽇本科学未来館 新橋コリドー街

東北 仙台市 アメリカ 瑞鳳殿 メディアテーク ニッカウヰスキー工場 秋保工芸の⾥
History In City
(都市の中の歴史)

⽇本橋 明治神宮 根津美術館

中四国 鳥取県 シンガポール
水木しげるロード・水木
しげる記念館

三徳山三佛寺 浦富海岸 鳥取砂丘・砂の美術館
sand & built-up
(砂と街)

都庁展望室 月島 深大寺

中四国 島根県 フランス 出雲大社
石⾒銀山（大森の町並
み）

松江城 ⾜⽴美術館
LATEST TREND＆TRADITIONAL
CULTURE（最新と伝統⽂化）

渋⾕ 原宿竹下通り 代官山

中四国 岡山県 フランス
備前⻑船⼑剣の⾥ 備前
⻑船⼑剣の⾥

後楽園・岡山城 倉敷美観地区
Pleasure Boats
(魅⼒あふれる遊覧船)

八芳園 すみだ北斎美術館 隅田川クルーズ（ホタルナ乗船）

中四国 広島県 アメリカ 平和記念公園 宮島（厳島神社） 尾道
しまなみ海道サイクリン
グ

Waterside beauty
(絶景︓水辺の美）

東京シティビュー 着物レンタル スカイバス夜景

中四国 山口県 アメリカ 錦帯橋 萩美術館・浦上記念館 角島 唐⼾市場
PANORAMIC VIEW
（パノラミックビュー）

TOKYO パノラマドライブ（はとバ
ス）
（国会議事堂、東京タワー、レイン
ボーブリッジ等を⾞窓より。1時間
コース）

東京シティビュー 居酒屋体験（歌舞伎町）

中四国 徳島県 アメリカ
大歩危・小歩危峡
（大歩危峡遊覧船）

祖⾕のかずら橋 鳴門渦潮（渦の道） 阿波踊り会館 Scenic beauty （景観の美） 浜離宮 水上バス スカイツリー

中四国 香川県 フランス 琴平（⾦⼑⽐羅宮） 直島豊島
小豆島（二十四の瞳映画
村）

栗林公園
ART × ISLANDS
（アートと島）

秋葉原 原宿竹下通り 根津美術館

中四国 愛媛県 オーストラリア 道後温泉 臥龍山荘 伊予灘ものがたり乗⾞
砥部焼体験（砥部焼陶芸
館）

TRADITION IN DAILY LIFE
（暮らしの中の伝統）

浅草 かっぱ橋道具街 デパ地下

中四国 高知県 フランス 高知城 ひろめ市場 竹林寺 桂浜
East and West Histories
(東⻄の歴史)

都庁展望室 江⼾東京博物館 月島（もんじゃ）

九州 大分県 イギリス 中津耶馬渓 ⽇田温泉 くじゅう地域 九州オルレ
THE GLINT OF LIGHTS ON THE
WATER（水面に煌めく光）

浜離宮 とうふ屋うかい 水上バス（浅草→⽇の出桟橋）

九州 熊本県 フランス 大観峰 内牧温泉 熊本城 イルカウォッチング
THE ABDITORY
（隠れた魅⼒）

⾕中銀座/根津神社 六義園 神楽坂

九州 福岡県 イギリス 小倉城 門司港 大宰府天満宮 柳川川下り Study＆Art（学問と美術） 渋⾕ 根津美術館 Book & Bed

九州 佐賀県 フランス 唐津 大川内山 有田町 武雄温泉 Artifact x view（器の上の景⾊） 麻布十番
江⼾切⼦づくり体験
（すみだ江⼾切⼦館）

東京シティビュー

九州 ⻑崎県 フランス 大浦天主堂 軍艦島 鯉の泳ぐ街 雲仙地獄
HISTORIC BEAUTY OF ARTS AND
BUILDINGS（歴史が繋ぐ造形美）

明治神宮 国⽴⻄洋美術館 アメ横

九州 宮崎県 ドイツ 高千穂 ⻘島神社 飫肥城 都井岬 WATER TAXI CRUISE（海上散歩） 築地場外市場 浜離宮 水上バス（葛⻄〜お台場ライン）

九州 ⿅児島県 イギリス 仙巌園 魚市場体験 桜島 砂蒸し温泉 FEEL THE EARTH（大地の鼓動） 都営荒川沿線 すみだ北斎美術館 スカイバス夜景

東北・中四国・九州
テーマ

東京
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