
ミナミ界隈（大阪府）

清水寺（京都府）姫路城（兵庫県）近江八幡水郷巡り（滋賀県） 本宮温泉郷（和歌山県）

◆ アンケート集計結果に基づく
「外国人が興味を持っている関西の観光スポット」

◆ 関西の領事館等関係者に聞く
「関西の魅力ある観光スポット」



■ＤＡＴＡ■
人 口： 2,168万人 （2007年）

（オーストラリアに相当）
面 積： 31,307㎢

（ベルギーに相当）

関西は、北は日本海、南は太平洋に面し、
日本最大の淡水湖・琵琶湖を抱えています。
気候は全体として温暖ですが、日本海側で
は冬に深い積雪もみられます。地形は山間
部から平野部まで変化に富み、日本特有
の四季折々の豊かな自然に恵まれていま
す。
古代より千数百年にわたり大阪、奈良、
京都などに都が置かれ、政治、経済、文化
の中心として栄えてきました。今に伝わる文
化財は数多く、国宝の約6割が関西にあり、
世界文化遺産にも5件が登録されています。
また、日本三大古典芸能で世界無形文化
遺産の能楽、文楽、歌舞伎、そして日本を
代表する伝統文化である茶の湯、生け花な
どの発祥の地としても知られています。

福井県

滋賀県

京都府

奈良県

兵庫県

大阪府

京都

神戸 大阪

関西国際空港 50㎞

日本海

広島
福岡

札幌

名古屋
東京

太平洋

（ベルギ に相当）
経済規模： 7,230億ドル （2006年GDP）

（世界17位のオランダに相当）
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和歌山県

＝飛行機所要時間：関西空港、大阪空港、神戸空港

のいずれかと各地域空港間

＝新幹線所要時間：新大阪駅との各駅間

名古屋

福岡

1時間
2時間30分

東京

札幌

関西
広島

1時間30分

1時間
2時間30分

50分

1時間50分

・伊丹空港
・神戸空港
・関西国際空港
・新大阪駅

関西には、東西どちらの主要都市へも移動しやすい
交通インフラが揃っています。

国内各主要都市へのアクセス例



■福井県
美しい自然と水や温泉に恵まれ、コシヒカリ、地酒、そば、越前
がに、若狭ふぐなど山海の幸が豊富です。また、恐竜王国、健
康長寿の郷としても知名度が上がっており、日本一住みやす
い県としても評価されています。

■和歌山県
和歌山県は、一年を通じて暖かい気候に恵まれ、温泉、海や
山において、ありのままの自然を体験することができます。
2004年に「紀伊山地の霊場と参詣道」として世界遺産に登録さ
れた高野山や熊野三山、熊野古道は、外国人にも注目されて
います。

■奈良県
奈良は、日本が国家としての形を作り始めた時代の都であり、
シルクロードの到達点として大陸から様々なものを受け入れ、
独自の、そして多様な文化を作り上げてきました。こうした奈良
の多くの歴史遺産が、国宝や世界遺産として認められていま
す。

■兵庫県
神戸では、先端をいくファッションや様々な国のグルメ料理に
出会うことができます。港町ゆえの美しい夜景も魅力的です。
姫路には、日本で最初にユネスコの世界遺産に登録された姫
路城があります。城崎や有馬は、日本にあまたある温泉の中
でも特に有名な存在です。

■京都府
かつての都・京都には、歴史ある建築物が数多く残されていま
す。神社仏閣や美しい庭園では、茶会やいけばな教室に息づ
く日本文化を体験することができます。自然の美しさや温泉、
伝統行事などが一年を通じての魅力を醸し出しています。

■滋賀県
日本最大の湖「琵琶湖」を抱く滋賀県は、美しい自然環境と豊
かな歴史文化に恵まれた県です。琵琶湖と向き合い生きる滋
賀県民には、水とともに生きる「水の文化」が根付いています。
美しい水辺の景観、豊富な文化財や伝統が息づく祭りとともに、
滋賀独自の魅力となっています。

■大阪府
世界三大墳墓の一つである仁徳天皇陵、日本最古の八幡神
社・誉田八幡宮、日本最古の寺院・四天王寺、日本で最も大き
な要塞施設である大阪城･･･日本の歴史の転換点において、
大阪はつねに中心に位置していました。今でも歴史の息吹を
感じることのできるところ、それが大阪です。

関西国際空港Webサイト
http://www.kansai-airport.or.jp/
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関西国際空港(株)Webサイトの国際線就航計画（2010年夏期スケジュール）をもとに作成

旅客便の就航状況
就航国（地域）数 25 就航都市数 55
週間就航便数 590 航空会社数 47



関西が世界に誇る魅力・際立った特徴（関西ブランド）として、関西経済連合会が紹介している「歴史文化」、
「知とものづくり」が挙げられます。これらの魅力を観光の切り口で海外の方々にお伝えするため、関西在住の
外国人の方々を対象にアンケート調査を実施し、外国人の方々がどこを訪れ、どこに興味を持っているのかを
調べました（詳細はP.25に掲載）。167人の回答集計結果に基づき、多数の外国人が「興味がある」と答えた関
西の観光スポットについて、２つのランキングで紹介します。

（大阪府）
難波･心斎橋周辺一帯の愛称。道頓堀や心斎橋筋、道具
屋筋、黒門市場など、個性的な商店街で形成されていま
す。大阪のランドマークでもあるグリコの看板から、老舗百
貨店の「高島屋」、大阪名物の漫才を公演する「なんばグ
ランド花月」などのスポットも点在し、世代を問わず楽しめ
る歓楽街です。 http://www osaka-info jp/

みなみかいわい

※掲載しているアクセスは一例です

外国人アンケートで、「行ったことがある」かつ「興味がある」という回答が多かった観光スポットがこちら。

る歓楽街です。 http://www.osaka info.jp/

（大阪府）

1583年に築城。豊臣政権の本城であった
が、大坂夏の陣で焼失し豊臣氏が滅亡し
た後再建され、徳川幕府の関西ないしは
西日本支配の拠点となりました。現在の
天守閣は1931年に市民の寄付で再建。周
辺は大阪城公園となっています。
http://www.osakacastle.net/
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おおさかじょう

©財団法人大阪観光コンベンション協会 www.osaka-info.jp

©財団法人大阪観光コンベンション協会 www.osaka-info.jp

住所： 大阪市中央区
難波及び心斎橋周辺

アクセス： 大阪市営地
下鉄御堂筋線「なんば」
駅または「心斎橋」駅下
車

住所： 大阪市中央区大阪城1－1
アクセス： JR大阪環状線「大阪城公園」駅
または「森ノ宮」駅下車、徒歩約15分



（京都府）
金閣寺、嵐山などと並ぶ京都でも
有数の観光地。春の桜と秋の紅葉
シーズンには国内外を問わず多く
の人が訪れます。「清水の舞台か
ら飛び降りる」という名言で有名な
「清水の舞台」からの景色は絶景。
世界遺産に登録されています。
http://www.kiyomizudera.or.jp/

（奈良県）
奈良時代に聖武天皇の発願で建立さ
れました。平城京の東の大寺が名前
の由来。「奈良の大仏」として有名な盧
舎那大仏、世界最大の木造建築であ
る大仏殿、南大門の金剛力士像など

きよみずでら

とうだいじ

© Y.Shimizu/© JNTO

住所： 京都市東山区清水1-294
アクセス： JR「京都」駅から京都市
バス[206]又は[100]系統「五条坂」
下車、徒歩約10分

歴史的建造物があり、「古都奈良の文
化財」として世界遺産に登録されてい
ます。 http://www.todaiji.or.jp/

（京都府）

正式名は鹿苑寺といい、寺名は室町幕府第3代将軍、足利
義満の法名によります。通称「金閣寺」の由来となった金閣
は、金箔が貼られた三層の建物で正式には舎利殿と称され
ています。各層それぞれに異なる様式を採用した特異な建
築です。
http://www.shokoku-ji.or.jp/
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きんかくじ

写真提供：一般財団法人奈良県ビジターズビューロー ©JNTO

住所： 奈良市雑司町406-1
アクセス： JR大和路線・近鉄奈良線
「奈良」駅から市内循環バス「大仏殿
春日大社前」下車、徒歩約5分

住所： 京都市北区金閣寺町1
アクセス： JR京都駅から京都市バス[205]又は[101]系統
「金閣寺道」下車、徒歩約5分

撮影：柴田秋介



アンケートで、「行ったことがない」かつ「興味がある」という回答が多かった観光スポットがこちら。

これまで行ったことがなかった、あるいはアンケートで初めてその存在を知ったという観光スポットの中にも、
外国人が大いに興味を持っているものがあるということが、調査結果から浮かび上がってきました。

川湯、湯の峰、渡瀬と、泉質も趣き
も異なる個性的な3つの名湯が沸く
温泉郷。熊野詣の湯垢離場として
栄え、湯の谷川には、特に熊野信
仰と関わりの深かった「つぼ湯」が
あり、浴場として唯一の世界文化
遺産に登録されています。
http://www.hongu.jp/

※掲載しているアクセスは一例です

（和歌山県）

ほんぐうおんせんきょう

近江八幡市内から西の湖までの水路を、手漕きの和船で巡る
ことができます。桜と菜の花が咲く春、青々としたヨシが群生す
る夏、紅葉が彩る秋、水鳥が集まる冬と四季折々に楽しめる景
観は、日本の重要文化的景観第1号として選定されています。
http://www.omi8.com/annai/suigoumeguri.htm

住所： 和歌山県田辺市本宮町
アクセス： JRきのくに線「紀伊田辺」
駅（JR大阪駅から約2時間）からバス
約2時間で本宮方面へ

住所： 滋賀県近江八幡市
アクセス： JR琵琶湖線「近江
八幡」駅（JR大阪駅から約1時
間）からバス約10分

g j
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©田辺市熊野ツーリズムビューロー

（滋賀県）

おうみはちまんすいごう



中世「蟻の熊野詣」といわれるほど多くの人々を引きつけた熊野三山。
日本に数多くある熊野神社の総本社です。また、熊野三山の一つで
ある熊野那智大社の別宮、飛瀧神社のご神体である那智の滝は、
高さ日本一（133ｍ）の名瀑。
http://www.tb-kumano.jp/

（和歌山県）

住所： 和歌山県東牟
婁郡那智勝浦町ほか
アクセス： JRきのくに
線「紀伊勝浦」駅（JR大
阪駅から約3時間30分）
からバス約25分

（福井県）

日本を代表する戦国時代の遺跡。武家屋敷・寺院・町屋・職人屋敷
など戦国時代の町並みがほぼ完全な姿で発掘され、詳細な発掘調
査結果をもとに、当時の町並みが再現されています。
http://www.city.fukui.lg.jp/d620/bunka/iseki/

くまのさんざんとなちのたき

いちじょうだにあさくらしいせき

©Yasufumi Nishi/© JNTO

6

p y g jp/d620/bunka/iseki/

（福井県）

越前焼は、日本六古窯の一つ。窯元の廃業が相次ぐなど一時は衰退
しましたが、その復興の契機となったのが越前陶芸村です。越前焼の
歴史を展示した陶芸館、陶芸教室、温泉や旅館などがあり、越前焼と
山里の魅力を余すことなく体感できるスポットです。
http://www.echizentogeimura.com/

えちぜんとうげいむら

住所： 福井県福井市城
戸ノ内町
アクセス： JR北陸本線
「福井」駅（JR大阪駅から
約1時間50分）からバス
約25分

住所： 福井県丹生郡
越前町小曽原6-12
アクセス： JR北陸本線
「武生」駅（JR大阪駅か
ら約1時間40分）からバ
ス約30分



有馬温泉は、日本最古の温泉であり、日本三古
湯の一つとして数えられる名泉。金泉源、銀泉源
と2つの源泉があり、多くの観光客や湯治客で賑
わっています。古来から皇族、貴族、文化人に愛
され きた 本屈指 温泉地 す

（京都府）

東映太秦映画村は、京都にある映画のテーマパーク。江戸時代
や明治時代など昔の町並みを再現したオープンセットが並び、芸
者や忍者への扮装体験（有料）や、時代劇の撮影の様子を見学を
することもできます。修学旅行生や観光客に人気のスポットです。
http://www.toei-eigamura.com/

とうえいうずまさえいがむら

（兵庫県）

ありまおんせん

住所： 京都市右京
区太秦東蜂ヶ岡町10
アクセス： JR嵯峨野
線「花園」駅（JR大阪
駅から約1時間）下車、
徒歩約13分

京都の伝統的な住宅様式である「町家」をそのまま保存、「町家暮ら
し」を体験できる施設。市内に10ヵ所の滞在できる町家があり、鍵を
預かって一棟まるごと貸し切りで利用できるスタイルが人気を博して
います。
http://www.kyoto-machiya.com/

されてきた日本屈指の温泉地です。
http://www.arima-onsen.com/
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住所： 京都市下京区
富小路通仏光寺下ル
筋屋町（事務所）

アクセス： 阪急京都
線「河原町駅」（JR大
阪駅から約50分）下車

（京都府）

きょうまちやすてい いおり

住所： 神戸市北区有
馬町

アクセス： 神戸電鉄
「有馬温泉」駅（JR大阪
駅から約1時間）下車



（和歌山県）
８１６年、弘法大師空海が真言密教の
根本道場として開創した高野山には、
総本山金剛峯寺の堂塔伽藍をはじめ、
塔頭寺院が点在。また空海が入定し
た奥之院には、２．２Kｍに渡り苔むし
た様々な墓石が立ち並び、歴史上の
人物の墓石を捜し歩くのも楽しみのひ
とつとなっています。
http://www.shukubo.jp/

（大阪府）

インスタントラーメン発祥の地、大阪府池
田市にある世界で初めてのインスタント
ラーメンの記念館。チキンラーメン手作り
体験工房やマイカップヌ ドル・ファクト

いんすたんとらーめんはつめいきねんかん

こうやさん

住所： 和歌山県伊都郡高野
町高野山

アクセス： 南海高野線「高野
山」駅（JR大阪駅から約2時
間）下車、南海りんかんバス
利用

©JNTO ©JNTO ©Yasufumi Nishi/© JNTO

体験工房やマイカップヌードル・ファクト
リーなど、インスタントラーメンに関する展
示を通して発明・発見の大切さ楽しさを学
ぶことができます。
http://www.nissin-noodles.com/

住所： 大阪府池田市満寿美町8-25
アクセス： 阪急宝塚線「池田」駅（JR大阪駅
から約30分）下車、徒歩約5分

京都で五代にわたり、和傘を製造している
歴史ある老舗。販売だけでなく、名前･家
紋･ロゴ入れなど、オリジナルのデザイン
和傘のオーダーも可能。工房見学やミニ
和傘作りの体験工房も開催しており、日本
ならではの伝統品に触れられることから、
外国人にも人気のスポットとなっています。
http://www.wagasa.com/

（京都府）

住所： 京都市上京区寺之内通
堀川東入百々町546
アクセス： 京都市営地下鉄
烏丸線「今出川」駅（JR大阪駅
から約55分）下車、徒歩約15分

ひよしや
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＝歴史・文化の観光資源 ＝知とモノづくりの観光資源

■錦市場 （京都府）
http://www.kyoto-nishiki.or.jp/

400年の歴史を持つ商店街で、京
都市民からは「にしき」という愛称
で呼ばれています。魚・京野菜な
どの生鮮食材や、乾物・漬物・お
ばんざい（京都言葉で日常の惣
菜）などが揃う「京の台所」として
市民に親しまれています。

© Y.Shimizu/© JNTO

■北野異人館通り （兵庫県）
http://www.feel-kobe.jp/asobo/

元興寺の旧境内を中心とした町並
み。江戸末期から明治時代の面
影を今に伝えています。地元で
「庚申さん」と呼ばれる赤い猿のぬ
いぐるみが、軒下にぶら下がる風
景が印象的です。

■ならまちの町並み （奈良県）
http://narashikanko.jp/j/naramachi/

1992年、スペイン･セビリア万国博
覧会の日本館メイン展示に出展さ
れた安土城最上部5･6階部分を、
万博終了後に安土町が譲りうけ、
新たに復元された部分を含め保
存･展示しています。

■安土城天主 信長の館 （滋賀県）
http://www.azuchi-shiga.com/n-yakata.htm

■永平寺 （福井県）
http://www.town.eiheiji.lg.jp/

曹洞宗の大本山として知られる永
平寺は、1244（寛元2）年、道元禅
師によって創建された出家参禅の
道場。古杉の林立する中に建てら
れたこの寺は、今も現役の道場と
して禅の修行が行われています。

■法隆寺 （奈良県）
http://www.horyuji.or.jp/
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■新世界界隈 （大阪府）
http://www.shinsekai.ne.jp/

大阪のシンボル「通天閣」「ビリケ
ン」があり、戦前の劇場建築が残
る新世界。界隈には、大阪名物串
カツをはじめとした大阪のグルメス
ポットが集中しており、観光スポッ
トして今も名高い歓楽街です。

神戸港開港後、外国人が多く住居
を構えた神戸山際のエリア。各国
の文化が交わり独特の雰囲気が
漂うこの通りには数々の異人館が
建設され、中には国指定登録文化
財もあります。散策やデートスポッ
トとして人気を集めています。

「黒壁スクエア」は、北国街道を中
心に、明治の風格建造物にガラス
をちりばめた30館からなる一帯の
総称。黒壁ガラス館は、明治時代
建造され「黒壁銀行」の名で長浜
市民に親しまれていた建物を活用
しています。

■黒壁スクエア （滋賀県）
http://www.kurokabe.co.jp/

斑鳩寺とも呼ばれる世界遺産。推
古天皇と聖徳太子によって建てら
れ、金堂、五重塔などがある西院
と、夢殿などのある東院に分かれ
ています。西院伽藍は、現存する
世界最古の木造建築物群として往
時の姿を今に伝えています。

■妙心寺 （京都府）
http://www.myoshinji.or.jp/

京都市右京区にある妙心寺は、臨
済宗妙心寺派の大本山（中心寺
院）。1337年の創建以来、紆余曲
折を経て、禅の教えを今に伝えて
います。毎週土日曜日には、一般
の人も参加できる座禅会を催して
います。

奈良県は墨の特産地であり、錦光
園は古くからの製法で良質の墨を
つくる墨作りの工房です。古い趣
の残る工房では、生の墨を握って
つくる「にぎり墨」の体験をすること
ができ、オリジナルの伝統文化の
美術工芸品を製作することができ
ます。

■錦光園 （奈良県）
http://www5.ocn.ne.jp/~narazumi/

©大阪観光コンベンション協会



■堺刃物伝統産業会館 （大阪府）
http://www.sakaihamono.or.jp/

古くから堺で生産されている刃
物を中心に伝統産業を展示紹介
している博物館。展示物だけで
なく、刃物工房の見学や刃の研
ぎ教室などを開催しており、実
際に体験することで匠の技に触
れることができます。

大手住宅総合メーカーである大
和ハウスの研究所。創業当時の
商品であるパイプハウス・ミ
ゼットハウスの展示や世界各地
の環境共生住宅の模型展示の見
学 住宅 般建築に関する研

■大和ハウス工業（株）総合技術研究所 （奈良県）
http://www.daiwahouse.co.jp/lab/

日本六古窯の一つである信楽焼の
生産地である信楽町にあり、やきも
のを素材に創造・研修・展示など多
様な機能を持つ広大な都市公園。
いたるところに陶芸作品が野外展
示され、信楽焼の魅力を感じること
ができます。

■滋賀県立陶芸の森 （滋賀県）
http://www.sccp.or.jp/

■パナソニックミュージアム松下幸之助歴史館
（大阪府） http://panasonic.co.jp/rekishikan/

パナソニックは、大阪府門真市
に本社を構える日本を代表する
総合家電メーカー。昭和46年
(1971)に創業50周年を記念して
設立されたこの歴史館には、創
業当時の製品や、発明品などが
数多く展示されています。

かつては「伏水」とも書かれて
いたほどに、質の高い伏流水が
豊富な、日本を代表する酒造地
域です。黄桜酒造や月桂冠酒造
の有名酒造が点在するなど、古
い蔵作りの家々が並ぶ 風情あ

■伏見の酒蔵 （京都府）
http://www.fushimi.or.jp/

創業220年以上もの歴史を誇る老
舗茶舗の福寿園が開設。茶(CHA)
がつくりだす文化(Culture)、健
康(Health)、快適さ(Amenity)を
あらゆる角度から研究・提唱し
ており、茶園や館内の見学、茶
室でのお茶体験などができます。

■福寿園 CHA研究センター （京都府）
http://www.fukujuen.com/
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学、住宅・一般建築に関する研
究成果の見学と体験ができます。

い蔵作りの家々が並ぶ、風情あ
る景観となっています。

京都土産の代表格である生八つ
橋をはじめ、数々の和菓子づく
りを体験できます。また、刺繍
や着付けなど、京都の生活に密
着した体験も可能。また、華麗
な刺繍を展示した「京ししゅう
美術館」も併設しています。

■八つ橋庵とししゅうやかた （京都府）
http://yatuhasian.jp/

神戸市から西宮市にかけて、東
西約12㎞の地域に約40社の酒造
メーカーが集合する日本最大の
酒造地域。酒造りの工程などを
展示しているミュージアムが多
数点在しており、日本酒の試飲
を楽しめる施設もあります。

■灘五郷 （兵庫県）
http://www.nadagogo.ne.jp/

姫路城 （兵庫県）

http://www.city.himeji.lg.jp/

「白鷺城」の別名をもつ美し
い城。17世紀初頭の城郭建
築様式を忠実に現在に伝え
る国宝。歴史的建造物とし
て世界遺産にも登録されて
います。

アンケート自由記載欄で、最も外国人のおすすめの声が多かった「歴史文化」の観光スポット

※2009年から2014年にかけて、姫路城の本格保存修理が行われます。2011年4月から
約3年間は、素屋根等の施設が整備され、見学者用スペースから匠の伝統技による修理
の現場を間近で見学することができます。

大天主を覆う素屋根のイメージ 素屋根内部イメージ図
姫路市Ｗｅｂサイトより



兵庫県

京都府

滋賀県

福井県

大阪府

北野異人館通り

有馬温泉

黒壁スクエア

近江八幡水郷めぐり

永平寺

一乗谷朝倉氏遺跡

インスタントラーメン
発明記念館

伏見の
酒蔵

八つ橋庵と
ししゅうやかた

福寿園CHA研究センター

滋賀県立陶芸の森

越前陶芸村

清水寺

金閣寺

錦市場

妙心寺

京町家ステイ 庵

東映太秦映画村

日吉屋

姫路城

安土城天守 信長の館

大阪

京都

姫路

大津

福井

奈良県

北野異人館通り

東大寺
法隆寺

ならまちの街並み

高野山

那智の滝

本宮温泉郷

堺刃物伝統産業会館

福寿園CHA研究センタ

灘五郷

錦光園

大和ハウス総合研究所

松下幸之助歴史館

大阪城

新世界界隈

ミナミ界隈

和歌山県

＝知とものづくりのスポット

＝歴史・文化のスポット

神戸

大阪

和歌山

姫路

紀伊田辺

＝主要駅（JR）

関西国際空港
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福井

大津

京都
神戸姫路

40分 25分 30分

45分45分

80分

10分60分

関西主要都市間の移動所要時間 （例: ＪＲ線利用の場合）

紀伊田辺
60分 大阪

奈良和歌山

40分 75分
関西国際空港

55分

奈良



在大阪オーストラリア総領事館

在大阪 神戸ドイツ連邦共和国総領事館

サリー・フィリップス領事

シュテファン ビ ダ マン副総領事

P13

P14

P10

在大阪・神戸ドイツ連邦共和国総領事館

在大阪インドネシア共和国総領事館

在大阪イタリア総領事館

在大阪・神戸オランダ王国総領事館

在大阪・神戸フィリピン共和国総領事館

駐大阪大韓民国総領事館

在大阪ベトナム社会主義共和国総領事館

香港貿易発展局 大阪事務所

台湾貿易センター 大阪事務所

タイ国政府貿易センター大阪

シュテファン･ビーダーマン副総領事

アングラエ二・ウィディアストゥティ副領事

ダビデ・ジリオ総領事

ロバート・レイケン領事部主査、商務官

ザフルーラ・マサフッド商務促進部長

呉榮煥総領事

グェンヴィエット アイン領事

ベンジャミン･ヤウ所長

林 志鴻課長

シリカーン･アマータヤクン副所長

P14

P15

P16

P17

P18

P19

P20

P21

P22

P23
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プロフィール
1986年、 6週間の
ホームステイプログ
ラムで初来日。関西
在住歴6ヶ月。2009
年より現職。

日本を訪れる渡航者は大阪より成田から入
国する人が多いのですが、関西国際空港（関
空）に到着する便利な直行便が多数あること
が十分に宣伝されていないのではないかと感
じます。関空の認知度を国際的に高めるため
には、関空周辺の観光ルートを紹介すること
がひとつあげられます。
関西初心者の初めての訪問先には京都をお

勧めします。金閣寺や二条城、清水寺などは
文化と伝統が素晴らしく豊かな場所です。し
かしながら、本当に興味深いプログラムを組
むのであれば、現代の日本のイメージと、観
光客がどのようにして日本文化を真に体験で
きるかを考慮して頂きたいと思います。例え
ば、寺を訪れた後に祇園の通りを散策して、
手工芸のクラスや料理教室に参加したいと思
う家族連れがいるかもしれません―どうぞあ
の有名なたこ焼きの作り方を教えてあげてく
ださい！また 舞妓や侍の衣装をつけて日本

や骨董品などの買い物を楽しんでいます。個
人的には関西のお勧め骨董品店を一日かけて
巡り歩いてみたいと思っています。
酒蔵の宣伝もされたら良いと思います―な

んといっても酒は日本独特のものですし、た
くさんのオーストラリア人が日本料理や日本
酒に関心をもっているにも関わらず、自信を
もって日本酒を購入できる程十分には特徴が
わからないからです。日本料理は大変人気が
ありますので、日本酒とお寿司の味巡りコー
スを紹介してみてはいかがでしょうか？
重要なポイントは、多くの外国人観光客は

自分たちで移動することを好みながらもやは
りサポートは必要だということです。ですか
らもし観光スポットを紹介する場合は、乗り
換え案内や所要時間を含めた詳細な公共の交
通機関情報も英語でご提供下されば、観光客
が安心して散策する助けになります。例えば、
多くの観光客が有名な日本の温泉をぜひ試しださい！また、舞妓や侍の衣装をつけて日本

食を楽しみたいと思う観光客もいるでしょう。
日本の伝統的な衣装や素材は、美しいビン
テージものに魅力を感じる流行に敏感な若い
世代に大変人気があります―たくさんのそう
いった人たちがお土産に何か珍しいものを探
して、古着の着物や日本の化粧品、天然製品

多くの観光客が有名な日本の温泉をぜひ試し
てみたいと思っていますが、正しい入り方に
ついて自信がないので、もし英語案内があれ
ば非常に役立ちますし、彼らは歓迎されてい
ると感じ、日本を最大限楽しむことができる
でしょう！

「福寿」の蔵元が運営する日本
酒に関するショップ＆ミュージア
ム。食事もでき、蔵見学も可能。

白鷺城の別名をもつ美しい城。
17世紀初頭の城郭建築様式を
忠実に現在につたえる国宝。
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昨年秋に関西に赴任したばかり
で私自身まだ関西を探索できて
いませんが、多くのオーストラリ
ア人が日本料理と日本酒につい
てもっと知りたがっていると思い
ます。そこで、神戸酒心館をお勧
めしたいと思います。また、本物
の城が残っている姫路城は理想
的な目的地だと思います。

© JNTO



プロフィール
1984年に初来日。関西在住歴2年。
2009年8月より現職。

ドイツにおいて、京都･大阪･神戸
といった都市の名前や、関西国際空
港は知られていますが、地域を表す
「関西」という言葉の知名度はあり
ませんね…。個人的には、関西では
京都がいちばん気に入っています。
京都は、大都市としての魅力と歴
史・伝統の魅力がうまくミックスし
ています。しかし、京都議定書が策
定された場所であるにもかかわらず、
「なぜ、自転車による観光スタイル
をもっと導入しないのか？」と疑問
に感じています。これまでは観光バ

やオーストリアでは、きれいな景色
を見ながら温泉地に滞在し、スポー
ツなど体に良いことをする旅行スタ
イルが近年人気となっています。関
西は、大都市から小さな村の温泉ま
で何でも揃っています。奈良で世界
最古の木造建築である法隆寺を見る
ことができる上に、最先端建築の梅
田スカイビルのような場所もある。
前述のような旅行スタイルを実現で
きる条件が揃っていますし、素晴ら
しい食文化もある。また伝統工芸品
も魅力。ドイツは日本と同じくモノ

スで大人数が移動するのが定番です
が、今後は、個人で動き、エコツー
リズムやグリーンツーリズム、ウエ
ルネスといった特徴を有するスタイ
ルが主流になると思います。ドイツ

作りの国なので、特に関心は高いで
す。ただし、ドイツ人は「本物」に
こだわるので、伝統工芸体験では本
物を提供しないとだめですよ。

春の桜、秋の紅葉でもお馴染みの古刹。
舞台からの眺めは感動の一言。

© Y.Shimizu/© JNTO
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市内を流れる鴨川沿いには、最近
サイクリングロードが作られた。

京都の下町は、日本人の日常生活
を知るには最適の場所。特にサイク
リング観光にはぴったり。



インドネシアで人気のある日本。
ジャカルタをはじめ、大都市では和
食や電化製品が大人気です。インド
ネシア人が来日した際に求めるもの
は、本物の和食、おもしろグッズや
日本の伝統文化を感じさせるような
装飾品。一番人気は東京で、次が京
都。京都には観光地やおもしろそう
な場所がたくさんありますね。1001
体観音のある三十三間堂はインドネ
シア人にもなじみがあります。参道
の産寧坂が楽しい清水寺、金閣寺な
ど 私のお勧めは 日本的な町並み

二条城、裏千家センターも。京都市
バスで十分に回れるし、500円の一
日乗車券は重宝します。大阪であれ
ば大阪城、若者や家族連れにはＵＳ
Ｊが好評。インドネシアでは、関西
のその他の地域については奈良が多
少紹介されている程度で、福井県や
和歌山県の情報は残念ながらほとん
どありません。観光したくても、言
葉の壁があって行きにくいですね。
もっと情報や英語表記を充実させて
いただきたいと思います。それに、
日本のビザ規制が緩和されれば

プロフィール
2008年に初来日。関西在住歴
1年半。2008年より現職。

ど。私のお勧めは、日本的な町並み
と舞妓さんの見られる祇園。時間に
余裕があれば、龍安寺、伏見稲荷、

日本のビザ規制が緩和されれば、
もっとたくさんの人が来日して日本
の魅力を楽しめると思います。

120mもの長さを
誇るお堂に千体も
の観音像が整然と
並ぶさまは圧巻。

春の桜、秋の紅葉
でもお馴染みの古
刹。舞台からの眺
めは感動の一言。

八坂神社の門前
町として発達した、
京都風情が存分
に味わえる歓楽街。

世界遺産に登録さ
れている京都の名
刹。正式名称は鹿
苑寺。

庭園が多い京都
で、4つの謎が潜
んでいるという石
庭が有名な禅寺。© Y.Shimizu/© JNTO
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© Q.Sawami /© JNTO

白鷺城の別名をもつ
美しい城。国宝で、世
界遺産にも登録されて
いる。

阪神淡路大震災の教
訓を伝える展示や体
験などが可能な博物
館。



ローマ＝大阪の直行便が週4のペー
スで飛んでいることもあり、イタリアの
観光客は関西空港をよく利用していま
す。日本での滞在は平均すると約2週
間で、比較的ゆっくり観光スポットを見
学するため、余裕のあるスケジュール
を組む傾向がありますね。関西は公共
交通機関が充実しており、観光地への
アクセスがしやすく、家族で訪れられる
スポットが多いというのが、私の印象で
す。大阪以外のおすすめは和歌山で、
最近も一泊二日で高野山に出向き、精
進料理などを楽しみました。このときは、

触れるという点で興味がありますね。
そのときには、白浜温泉にも立ち寄り
たいです。イタリアにも「テルメ」という
温泉が数多くあり、イタリア人にも人気
がありますから。日本は観光面でのポ
テンシャルが高いですが、それが海外
にはあまり知られていないのが課題で
はないでしょうか。あまり特別視されま
せんが「安全であること・人が親切であ
ること・交通手段が充実していること」、
この3点は、海外から見れば非常に魅
力的なポイントです。また、関西に海外
から、特にイタリアから観光客を呼び込

プロフィール
2007年に初来日、
関西在住歴2年。

進料理などを楽しみました。 のときは、
たまたま一人でしたが。離日するまで
には、串本地域や那智の滝、熊野の神
社も訪れたいと思います。特に熊野古
道のような、森の中を歩く巡礼の形は
ヨーロッパでは数少なく、異なる文化に

から、特にイタリアから観光客を呼び込
むには、「日本料理」、「マンガ」、「伝統
芸術」など具体的なテーマを絞ったツ
アーを作るのもいいのではないでしょう
か。

徒歩すぐ

地下鉄で約15分地下鉄で約15分徒歩すぐ

徒歩・地下鉄で約15分 徒歩・JRで約15分 徒歩・JRで約15分
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地上40階にある
空中庭園からは、
大阪の街並みが
一望できる絶景が。

ビジネスの中心地
に、大正時代のレ
トロ建築が点在す
るエリア。

「てんじんさん」の
名で親しまれる、
学問の神様として
有名な神社。

日本一長い商店
街。飲食店から生
活雑貨までたくさ
んの店が並ぶ。

大阪のシンボル。
天守閣から、大阪
の町並みを望むこ
とが出来る。

市内を流れる堀に
沿って、飲食店が
建ち並ぶ大阪の
代表的繁華街。

ショッピングやユ
ニークな飲食店が
楽しめる商業・飲
食業の集積地域。

1400年前に建立
された寺。毎月21
日にフ リーマー
ケットを開催。

家電量販店が並
ぶエリア。最近は
フィギュアなど趣
味の店が急増中。

地下鉄で約15分

©社団法人大阪観光コンベンション協会



姫路城が外国人に人気が高いのは、
サムライ映画の影響もあります。サ
ムライといえば城。そのつながりで、
来日すれば城を見学したい、となり
ますが、姫路城は実にすばらしいと
思います。オランダ人の平均的な連
続休暇は2週間程度。多くの人が休暇
に求めるのは「ゆっくりしたい」と
いうことです。モデルコースとして
書写山地域を挙げたのは、眺めが綺
麗で、散歩道もあって、ゆっくりで
きるから。その後、姫路城をゆっく
り見て、食の選択肢が多い神戸での

知ればとても魅力を感じるオランダ
人は多いと思います。特に和歌山は
良いですね。熊野古道や高野山は魅
力的と思いますが、もっとＰＲすべ
きです。それに、日本は物価が高い
というイメージがありますが、実際
はそうでも無いということをもっと
宣伝すべきでしょう。前述したよう
にオランダ人に向けては、「ゆっく
り（リラックス）」というキーワー
ドでのプロモーションが効果的だと
思います。日本の他の地域に行かな
くても、関西には、ゆっくり過ごせ

プロフィール
1996年に初来日。関西在住歴9年。
2001年より現職。

姫路市の北側にある、市内で最も高
い山。ロープウェイが整備されていて、
山頂には西国霊場の札所としても有
名なお寺「円教寺」がある。

白鷺城の別名をもつ美しい城。17世
紀初頭の城郭建築様式を忠実に現
在につたえる国宝。歴史的建造物と
して世界遺産にも登録されている。

「1000万ドルの夜景」とも称される。
六甲ケーブルの山上駅には展望台
も用意されているので、この絶景を
観賞することができる。

り見て、食の選択肢が多い神戸での
夕食がおすすめです。そのほか、関
西でいえば、京都はやはりはずせま
せん。福井、滋賀、奈良、和歌山は
ほとんど知られていませんが、

くても、関西には、ゆっくり過ごせ
る要素が揃っていると思うので、ど
こでどうゆっくりできるかという視
点での情報がもう少し欲しいです。
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プロフィール
2009年1月に初来
日。関西在住歴1
年3ヶ月。2009年1
月より現職。

訪日するフィリピンの観光客は、
一般的に富裕層が多く、5日間程度
の旅行日程で、大阪･京都･奈良等の
名所旧跡を巡ります。歴史的建造物
に大いに関心があるフィリピン人。
特に関西においては、日本を代表す
る歴史的な建造物、大阪城は必ず訪
れる場所です。ここは韓国の景福宮
（キョンボックン）、パリのベルサ
イユ宮殿に匹敵するスポットだと思
います。姫路城もいいですが、大阪
城にはエレベーターや冷暖房など観
光しやすい設備が整っていて、とて

通過点でもある、心斎橋筋商店街
には、衣料、靴、バック等品質の
良い商品が安く買えるショップが
数多く立ち並んでいるので、
ショッピングが楽しめます。また、
ブランド品のアウトレットショッ
プや、衣料等がオフプライスで買
える船場も注目されていますし、
日本では運動靴やカジュアルな靴
がフィリピンよりも安く高品質な
ものが買えるのでおすすめです。
お土産としては、漆器や着物など
食べ物ではなく飾っておけるもの

も評価しています。また、私自身は
仁徳天皇陵等の古墳に興味があり、
もっと海外にＰＲして欲しいですね。
歴史に触れたら、次はショッピング。
日本橋エリアのでんでんタウンへの

を買う観光客が多いと思います。
最後に、敬虔なクリスチャン向け
に、英語での礼拝が可能な教会を
紹介することにも、力を入れて欲
しいですね。

大阪のシンボル。天守
閣から、大阪の町並
みを望むことが出来る。

家電量販店が並ぶエ
リア。最近は斬新なア
イテムやギフト商品な
ど趣味の店が急増中。

ショッピングやユニー
クな飲食店が楽しめる
商業・飲食業の集積
地域。

市内を流れる堀に
沿って、飲食店が建ち
並ぶ大阪の代表的繁
華街。

徒歩・地下鉄で約20分 徒歩で約5分 徒歩で約10分
18
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プロフィール
1980年に初来日。
関西在住歴3年。
2007年より現職。

2008年に訪日した韓国人は238万
人。そのうち、約50万人が関西国際
空港から入国しています。若者はＵ
ＳＪやアメリカ村、通天閣に興味が
あるようですが、関西には韓半島と
歴史や文化面でゆかりのある場所が
多いので、旅行者にはそちらもおす
すめしたいですね。例えば大阪の近
つ飛鳥博物館には、韓国ゆかりの立
派なものがたくさん収蔵されていま
す。さらに四天王寺も、百済の影響
を強く受けている寺院です。付近住
民の8割程が東漢氏(やまとのあやう
じ)など渡来人 ある奈良 明日香

最も関係が深いといえるでしょう。
ところで、コリア･タウンは今や
すっかり名所になりつつあり、観
光客も増えています。2009年11月
15日には、3つに分かれている商
店街が初めて共同で祭りを実施す
るなど活気は十分。今後、生野区
コリア･タウンから大阪コリア･タ
ウンにしていきたいと思います。
さらに毎年開催の四天王寺ワッソ
は、5万人が参加する一大イベン
ト。大阪としては、ワッソを地域
の活性化に活かす努力が求められ

じ)など渡来人である奈良の明日香
村には、韓国語が話す僧がいる壺阪
寺をはじめ名寺社が数多い。また、
京都の広隆寺は5世紀に日本に渡来
した秦氏が建てた氏寺で、韓国とは

ると思います。なお、私なりに
「関西の韓半島ゆかりの名所100
選」を執筆中であり、韓国人に関
心を持ってもらえたら幸いです。

西暦596年、蘇我馬子によって
建てられた日本最古の大寺院。

政治・文化の中心だった
7世紀の飛鳥地方の遺
跡や発掘資料を展示。

百済から渡来した阿知使
主を祀る。小高い丘の上
にひっそり佇む。

近鉄・JR、徒歩
で約1時間40分
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蘇我馬子の墓ではないか
と考えられている石組み
で作られた古墳。

星座や日・月、従者などの
美しい壁画が発見され有
名になった古墳。

6世紀後半に作られたと
考えられる古墳。豪華な
副葬品が出土した。

徒歩で約50分

徒
歩
で
約
30
分

徒
歩
で
約
15
分

徒
歩
で
約
20
分全写真©明日香村教育委員会



プロフィール
1991年に初来日。
関西在住歴2.5年。
2009年より現職。

日本の中で、東京は知名度が高い
ですが、観光スポットが少ないため、
関西は観光地として優れていると感
じます。ベトナムからの観光客は、
東京から入国して、関西に移動して
帰国するケースが多く、東京3日･関
西3日程度の滞在期間が平均的です。
さらに、バスを借り切って団体で観
光するケースが多いので、必然的に
駐車場のある観光スポットが選ばれ
ていますね。「金閣寺」や「清水
寺」は多くの観光客に知られていま
すが、私はいつも比較的観光客が少

て欲しいです。大阪であれば、大
阪城や四天王寺、京都の清水寺や
哲学の道（銀閣寺→永観堂→南禅
寺）も訪れる人が多いのではない
でしょうか。ちなみに、自然が好
きな観光客には、有馬温泉や白浜
温泉を勧めています。「郷に入っ
たら、郷に従え」と、日本流に水
着を着用せず、しかも他人と一緒
に入る温泉はきっと貴重な体験に
なるはずです。なお、白浜温泉ま
で電車で行く人もいますが、ベト
ナムで売られているガイドブック

なくてのんびり散策できる「銀閣
寺」をお勧めしています。また、私
が個人的に強くお勧めするのは奈良
です。ならまちなどの町並みや寺、
神社をじっくり時間をかけて観光し

（例えばLonely Planetなど）に
は、福井･滋賀･和歌山がほとんど
掲載されていないため、熊野古道
まで足を伸ばす人は少ないようで
す。

■奈良一番のお勧め観光都市 ■京都 リピーター向け

南禅寺と銀閣寺を結ぶ琵
琶湖疎水沿いの小径で散
策に最適。桜が有名。

室町時代後期のお寺で正
式には慈照寺という。金
閣寺と対でこう呼ばれる。

奈良駅近くの、江戸末期
から明治時代の面影を残
す風情のある町並み。
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奈良の大仏さんといえ
ばこちらの盧舎那大
仏。座高は約１５メート
ルもある。

世界最古の木造建築とも
いわれる五重塔や金堂が
有名。世界遺産。

©JNTO



プロフィール
2000年に初来日。
関西在住歴2年。
2008年より現職。

香港人口700万人のうち、2008年
の訪日者数は55万人。2010年1月よ
りワーキング・ホリデー制度が導入
され、今後はさらに訪日者が増える
と予想されています。観光地で人気
なのは京都。「京都へ行かないと
『日本に行った』とはいえない」と
語られるほどで、特に桜と紅葉の季
節は人が集まります。嵐山や川下り
も評判。大阪であれば、大阪城、心
斎橋・梅田でショッピングがおすす
め。香港でもおなじみのたこ焼きに、
新世界界隈のふぐ･串カツといった
グ

ポイント還元のある大型家電スト
ア、関西国際空港そばのアウト
レットモールも人気。ツアープラ
ンの中には、神戸で神戸牛を食べ
て、大阪でショッピングというパ
ターンも少なくありません。一方、
奈良、和歌山、滋賀、福井につい
て詳しく知っている香港人は少な
いです。また、関西国際空港に着
くと、一泊は有馬温泉で、という
のもよくあります。旅館を選ぶ基
準は、泉質よりも、露天風呂付の
部屋だったり、美しい景色を眺め

グルメの支持率は高いです。香港人
は日本の食べ物が好きなので、食べ
歩き的なコースは魅力です。さらに
30～40歳代に根強いファンがいるガ
ンダムグッズを日本橋で購入したり、

戦前の大阪の雰囲気や、
大阪名物串カツなどグ
ルメも楽しい歓楽街。

21

大阪を「歩くコース」としておすすめしたいですね。
新世界界隈は古い大阪が残っていて良いですよ。

ながら入浴できるなど、レベルの
高いロケーションに価値を見いだ
す傾向が強いと思います。白浜温
泉を選ぶことも多いです。

徒歩で約10分 徒歩で約10分 徒歩で約12分

©社団法人大阪観光コンベンション協会

日本橋の新名所。未だ
に人気のガンダムグッズ
のみを扱う専門店。

黒門市場の鮮魚店。イート
インコーナーがあり、買っ
た魚が食べられる。

市内を流れる堀に沿って、飲食
店が建ち並ぶ大阪の代表的繁
華街。大阪名物のたこ焼き店も
多数あり。



プロフィール
2006年10月に初
来日。関西在住歴
3年半。2006年10
月より現職。

日本は人気の旅行先です。旅行は
団体ツアーが多く、期間は一週間程
度が平均的。限られた日数で北陸や
福岡、北海道をはじめ、複数の観光
地を回りたいと思う観光客が大半な
ので、関西を訪れる際はどうしても
京阪神に限られます。個人的には、
目的地を限定して、関西の観光地を
ゆっくり訪れるのがおすすめです。
初来日で真っ先に訪れたいのはやは
り京都。清水寺や金閣寺、祇園など
台湾人が興味を持つ散策スポットは
数多いですね。桜や紅葉の頃の清水

祇園を散策。また、大原三千院は、
台湾のガイドブックにあまり載っ
ていませんが、とても良いと思い
ます。京都以外では、大阪の紅葉
の季節の箕面の滝、奈良の東大寺
や春日大社など。ショッピングで
女性たちのいちばんのお目当ては
化粧品。日本製は、台湾では銘柄
が少ない上に値段が高いので、選
択の幅が広くて安く買える日本は
女性にとってはまさに天国です。
また食も魅力。たこ焼き、お好み
焼き、ラーメンは比較的手ごろな数多いですね。桜や紅葉の頃の清水

寺はおすすめです。五条坂を上り、
お参りをして半日くらいのんびりす
るのが良いです。帰りは参道の土産
物店をのぞきながら、その後、

焼き、ラ メンは比較的手ごろな
値段で食べられるのがいいですね。
ステーキやカニも美味しいですが、
少し値段が高いですね。

春の桜、秋の紅葉でもお
馴染みの古刹。舞台から
の眺めは感動の一言。

八坂神社の門前町として
発達した、京都風情が存
分に味わえる歓楽街。

石畳の道に古都
の街並みが続く清
水寺の参道。お土
産探しにも最適。

天台宗の寺院。初夏のあ
じさいや秋の紅葉など四
季の美しさが見られる。

©JNTO
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プロフィール
2008年5月に初来日。関西在住
歴2年。2008年5月より現職。

2008年に訪日したタイ人は約20万
人。海外旅行の訪問先でいちばんの
人気です。大阪でまず訪れるのは大
阪城や海遊館。海遊館はすばらしい
水族館だと思います。歴史のある場
所では、奈良の東大寺、京都の清水
寺や金閣寺が好きです。タイ人は写
真を撮ることが大好きですから、伏
見稲荷の朱の回廊も評判。とはいえ、
福井のような関西のそれ以外の場所
はあまり知られていません。ＰＲ不
足という面もあるのではないでしょ
うか。観光地を巡るのと合わせて、

ます。さらに女性はなんといって
も化粧品。バンコクの半額程度で
手に入るため、資生堂やコーセー、
カネボウといった日本の化粧品は
大人気。男性はパソコンやカメラ、
ゲームをお土産にしているようで
す。また、日本食はタイで大人気
ですので、タイ人観光客は関西で
の食事を楽しみにしています。寿
司や刺身、ラーメン、しゃぶしゃ
ぶが人気。ですが、温泉について
はタイ人は裸で他人と同じお風呂
に入る習慣がないため、恥ずかしうか。観光地を巡るのと合わせて、

難波や心斎橋でのショッピングも楽
しみにしています。日本の靴は特に
品質が良いので、とても人気があり

に入る習慣がないため、恥ずかし
がります。温泉に入るにはかなり
勇気が必要なんです。でも私は全
く気にしませんよ!!

徒歩・
地下鉄で
約20分
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徒歩・地下鉄
で約30分

世界遺産に登録され
ている京都の名刹。正
式名称は鹿苑寺。

世界最大級の水族館。
優雅に泳ぐジンベイザ
メをみることができる。

大阪のシンボル。天守
閣から、大阪の町並
みを望むことが出来る。

ショッピングやユニー
クな飲食店が楽しめる
商業・飲食業の集積
地域。

©社団法人大阪観光コンベンション協会

春の桜、秋の紅葉でも
お馴染みの古刹。舞
台からの眺めは感動
の一言。

稲荷信仰の総本宮。
境内に赤い鳥居が連
なる風景は絶好の被
写体。

120mもの長さを誇る
お堂に千体もの観音
像が整然と並ぶさまは
圧巻。

徒歩・地下鉄
で約15分

徒歩で約20分

徒歩・バスで
約1時間

撮影：柴田秋介



Travel Information

関西地域の観光に関する情報やお問い合わせ先は、各WEBサイトをご参照ください。

関西のＷＥＢサイト

関西各府県の情報
福 井 社団法人福井県観光連盟

http://www.fuku-e.com/
滋 賀 社団法人びわこビジターズビューロー

http://www.biwako-visitors.jp/
京 都 社団法人京都府観光連盟

http://www.kyoto-kankou.or.jp/
社団法人京都市観光協会

http://www.kyokanko.or.jp/
大 阪 財団法人大阪観光コンベンション協会

http://www.osaka-info.jp/
社団法人堺観光コンベンション協会

http://www.sakai-tcb.or.jp/
兵 庫 社団法人ひょうごツーリズム協会

http://www.hyogo-tourism.jp/
財団法人神戸国際観光コンベンション協会

http://www.feel-kobe.jp/
奈 良 一般財団法人奈良県ビジターズビューロー関西の情報をお伝えする関西情報のポータルサイト。4ヶ国語

（日本語 英語 中国語 韓国語）のバ ジ ンを完備 文化

Kansai Window 関西広域機構（KU）
http://www.kansai.gr.jp/

関西の旅に便利なチケット

ＫＡＮＳＡＩ ＴＨＲＵ ＰＡＳＳ
http://www.surutto.com/

ＪＲ－ＷＥＳＴ ＲＡＩＬ ＰＡＳＳ
http://www.westjr.co.jp/english/travel/jrp/

海外からのお客さまのみご利用いただけるチケットです。このパス１枚で、ある一定期間に、関西の特定エリアの
交通機関が乗り放題となります。

京都・大阪・神戸エリアのJR主要
路線について乗り放題となるチ
ケットです。種類は１日間（2,000
円）、２日間（4,000円）、３日間
（5,000円）、４日間（6,000円）の４
種類。特急はるか号の自由席もこ
のチケットで乗車できるのでオトク
です。

スルットKANSAI加盟の42機関の
指定エリアについて、公共交通機
関が乗り放題となるチケットです。
種類は２日間（3,800円）、３日間
（5,000円）の２種類。お好きな２日
間または３日間、いつでも利用可
能です。

http://yamatoji.nara-kankou.or.jp/
和歌山 社団法人和歌山観光連盟

http://www.wakayama-kanko.or.jp/

（日本語・英語・中国語・韓国語）のバージョンを完備。文化、
観光、イベントなどの豊富なコンテンツをそろえ、動画もふん
だんに活用。関西を知っていただくだけではなく、関西にお越
しいただく際に便利な情報を豊富にそろえています。

関西の見学可能な産業施設ガイド 近畿経済産業局 ～ 年間1600万人が訪れる約500の産業施設を紹介中 ～

http://www.kansai.meti.go.jp/2kokuji/tvlist/ ※「関西の見学」でキーワード検索してください。

日本政府観光局（ＪＮＴＯ） http://www.jnto.go.jp/
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関西は、日本の中でも特に多様かつ豊富な観光資源を有している地域です。
海外の方に、関西の魅力をもっと知っていただくため、関西に滞在中の外国
人の方々が興味を持っている観光資源の情報を集めて、冊子にまとめました。

外国人から見て「関西の魅力」と考えられる観光資源について、関西在住外国
人を中心にアンケート調査を行いました。また、関西にある総領事館・領事館
・外国経済機関の方々にインタビューにご協力いただき、おすすめの観光資源
情報をご紹介いただきました。

2009年4月に社団法人関西経済連合会が策定した「はなやか関西」（※１）において紹介され
ている、関西の魅力・特徴が際立った資源（関西ブランド）のうち、「歴史文化」「知とものづく
り」に関連する34の観光資源を、写真と紹介テキスト付きで紹介（下図）し、それぞれについ
て「知っていますか？」「行ったことがありますか？」「興味がありますか？」という設問で構
成しています。併せて、回答者がおすすめする観光資源の自由記載欄を設定。アンケート
自体が、観光資源の紹介ツールにもなるように工夫しました。

アンケートで紹介する観光資源の選定にあたっては、外国人有識者や旅行事業者等で構
成する研究会で検討。サンプルとして、知名度が高い資源からまだ十分知られていない資
源まで、バラエティに富む34の観光資源を選定しました。

アンケートの構成

下記の２パターンに分けて、該当する回答に1ポイントを付与し、34の観光資源が獲得した
ポイント数を合計しました。
行ってみて、おもしろかったスポット ＝ 「行ったことがある」 かつ 「興味がある」
行ってみたいスポット ＝ 「行ったことはない」 かつ 「興味がある」

集計方法

調査期間 2009年11月～2010年1月
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※１ 「はなやか関西」 （社団法人関西経済連合会Webサイト）
http://www.kankeiren.or.jp/material/cat30/

※２ ご注意： 国・地域別内訳について
本アンケートは、関西への観光客の国・地域別構成比を考慮した

サンプル数の調整は行っておりません。あくまでも任意の協力を
得られた外国人アンケートの集計結果です。

【ご参考】 2008年度 関西への国籍別観光客構成比
韓国20%, 中国15%, 台湾13%, アメリカ10%, 香港5%,
イギリス4%, ドイツ3%, フランス3%, オーストラリア3%

（出所「JNTO 訪日外客訪問地調査」）

サンプル数

中国 98 ／韓国 13 ／アメリカ 12／カナダ 8／オーストラリア 6／イギリス 5／ タイ 3／
フィリピン 2／フィンランド 2／フランス 2／イタリア、インドネシア、ウガンダ、オランダ、
ケニア、シンガポール、台湾、ドイツ、ニュージーランド、パキスタン、ベトナム、香港、
マレーシア、ミャンマー、メキシコ、ロシア 各１

(※２) 国・地域別内訳

男女別内訳

世代別内訳

滞在期間別内訳

男性104 女性62 記載なし1

10代 2／20代 114 ／30代 27 ／40代 12／50代 10／60代 1／記載なし 1

1ヶ月以内 6／1ヶ月以上～1年未満 34 ／1年以上～3年未満 63 ／
3年以上～5年未満 33 ／5年以上～10年未満 18 ／10年以上 8／記載なし 5

167 （一般：34 領事館・外国経済機関関係者：33 留学生：100）

図： アンケートの構成

調査期間 2009年11月～2010年1月



大阪城

新世界界隈

ミナミ界隈

清水寺

金閣寺

錦市場

妙心寺

「京町家ステイ」 庵

東映太秦映画村

北野異人館通り

有馬温泉

東大寺

法隆寺

ならまちの街並み

安土城天主 信長の館

黒壁スクエア

近江八幡水郷巡り

高野山

熊野三山と那智の滝

本宮温泉郷

永平寺

一乗谷朝倉氏遺跡

ｲﾝｽﾀﾝﾄﾗｰﾒﾝ発明記念館

松下幸之助歴史館

堺刃物伝統産業会館

20 40 60 80 10020406080100120 120
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アジア （サンプル数：124） 欧米等 （サンプル数：43）

行ったことが
あり、興味が
ある

1位 大阪城：88
2位 ミナミ界隈：87
3位 清水寺：70

4位 東大寺：67
5位 金閣寺：63

1位 ミナミ界隈：31
2位 清水寺：30
3位 東大寺：25

4位 大阪城：23
5位 金閣寺：22

行ったことは
ないが、興味
がある

1位 本宮温泉：91
2位 近江八幡：76
3位 越前陶芸村：75

4位 熊野那智：74
5位 東映映画村：72

1位 本宮温泉：29
2位 有馬温泉：27
3位 庵：26

3位 近江八幡：26
5位 熊野那智：25

アジア ：中国、韓国、タイ、フィリピン、シンガポール、ミャンマー、マレーシア、香港、インドネシア、ベトナム、台湾、パキスタン
欧米等：アメリカ、カナダ、オーストラリア、イギリス、フィンランド、フランス、ドイツ、イタリア、オランダ、ニュージーランド、ロシア、

メキシコ、ウガンダ、ケニア

堺刃物伝統産業会館

伏見の酒蔵

八つ橋庵とししゅうやかた

日吉屋

福寿園ＣＨＡ研究センター

灘五郷

錦光園

大和ハウス工業総合研究所

滋賀県立陶芸の森

越前陶芸村

＝歴史・文化の観光資源 ＝知とモノづくりの観光資源
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本冊子に掲載しているコンテンツは、下記の条件を遵守していただく限りにおいて、どなた

でも自由に引用していただけます。ただし、観光スポットの写真については、一切の複製、

転載を禁じます。

・各総領事館、外国経済機関の原稿及び人物写真（p13～23）を引用される場合は、
あらかじめ各機関に引用掲載の了解を取ってください。

・引用の際は、［近畿経済産業局「Destination KANSAI」より引用］と記載してください。


