
（２）「観光×特産品」首都圏プロモーション 「兵庫-HYOGO- Nipponと暮らす」(第２期)の実施

作成年月日 令和４年10月26日

作成部局 産業労働部観光局観光振興課

兵庫県では、大阪・関西万博を見据えた上質かつ本物志向の「HYOGOブランド」の確立をめざし、
首都圏在住の本物の文化・体験などを好む層をターゲットに、「兵庫テロワール旅」と連動した「観光
×特産品」のプロモーションを展開中。11月１日から３ヵ月間、商品を一部入れ替えて第２期プロモー
ションを実施します。

県特産品の購入を契機とした、本県のイメージの向上と県内への誘客促進につなげます。

１ 実施概要
(1) 期 間：11月１日（火）～令和5年1月31日（火）

※Sustaina Station DaiDaiは以下に記載

(第１期は7月15日（金）～10月31日（月))

(2) 内 容：

ア 店 舗：THE COVER NIPPON
（東京都港区赤坂9-7-3 東京ミッドタウンガレリア 3F）
※日本屈指の工芸品美術館、サントリー美術館近接

商 品：工芸品等 163品

イ 店 舗 いい日になりますように

（東京都千代田区内幸町1-1-1 帝国ホテル 1F）

商 品 茶・茶菓子・茶器等 20品

ウ 店 舗 Sustaina Station DaiDai

（東京都千代田区有楽町1-12-1 新有楽町ﾋﾞﾙ B1F）

期 間 11月1日(火)～11月18日(金)、1月4日(水)～1月20日(金)
※土日祝を除く

商 品 食品・飲料品 45品
※期間中、商品の入れ替わりがあります。

日本各地の風土や風習と、現代のつくり手の想いが
込められた衣食住の品々を紹介する「THE COVER 
NIPPON」と兵庫の伝統工芸品がｺﾗﾎﾞﾚｰｼｮﾝ

兵庫ならではの魅力をまとった品々が一堂に会し、
「兵庫ﾃﾛﾜｰﾙ旅」へ誘う

持続可能性をﾃｰﾏにしたｺﾝｾﾌﾟﾄｼｮｯﾌﾟ「Sustaina
Station DaiDai」で、地域の人々がその伝統や文化を
守るために育んできた食材を使った、「兵庫ﾃﾛﾜｰﾙ
旅」を感じる食品の販売に加え、「兵庫ﾃﾛﾜｰﾙ旅」を
PRする観光情報を動画等で発信

全国から選りすぐりの日本茶を届ける「いい日になり
ますように」を舞台に、兵庫の銘茶の魅力を紹介

香りと味わいに満ちたこだわりのお茶だけではな
く、伝統の技と地産品が織りなす茶菓子や茶器といっ
た逸品とともに、「兵庫ﾃﾛﾜｰﾙ旅」を味わう
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風土と文化が紡ぐ、伝統息衝く兵庫の手仕事

五感に沁み入る、清冽なる銘茶たち

自然の恵みと探究心が生み出す “食”

×

兵庫県は持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）を支援しています。



2 新たに取扱う商品例

豊岡杞柳細工
1,200年以上の歴史を持
つ国指定の伝統工芸品。
円山川に自生する杞柳で
籠を編むことから始まり、
江戸時代には「豊岡の柳
行李」として世に知られ
るようになった。自然木
の味わい、強くしなやか
な風合いを活かし、職人
の手によって１つ１つ編
み上げられるバッグは、
皇室にもご愛用いただく
など、注目を集めている。

品名：籐ﾋﾟｰﾙ 小判型

一絡編革巻手

事業者：

兵庫県杞柳製品協同組合

サイズ(cm)：29×14×22

価格(税込)：39,600円

王地山焼
江戸時代末期に篠
山藩主によって築
かれた藩窯で、廃
藩置県前に一度途
絶えたが、昭和63
年に復興した。青
磁、染付、赤絵が
多く、手彫りの土
型で型押し形成す
るなど、繊細かつ
高度な技術を用い
ている。

品名：青白磁流麗皿
事業者：王地山陶器所
サイズ(cm)：12.7×1.9
価格(税込)：1,980円

(1) THE COVER NIPPON
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【兵庫ﾃﾛﾜｰﾙ旅・体験ｺﾝﾃﾝﾂ】

伝統的工芸品「豊岡杞柳細工」
を体験！ かご編み体験と円山
川ミニ遊覧船

円山川の自然や
豊岡の歴史を遊
覧船に乗って体
験し、かご編み
作り体験と、国
の天然記念物玄
武洞を散策する。

【体験ｺﾝﾃﾝﾂ】

王地山焼小皿型抜き体験

日本最古級の旧裁判所
で、王地山焼の伝統作法
「型抜き」を体験する。

場所： (公財)玄武洞ミュージアム

（豊岡市赤石1362）

予約先：同上

TEL 0796-23-3821

場所：丹波篠山市立歴史美術館

（丹波篠山市呉服町53）

予約先：同上

TEL 079-552-0601

品名：播州織 ジャガード

クラッチバッグ

事業者：藤原染工(株)

ｻｲｽ゙ (cm)：幅23、高さ30

価格(税込) ：10,692円

播州織
西脇周辺では、温暖な気候を
活かし、江戸中期より綿花栽
培が行われていた。また、同
地は河川が集まり、染色業に
不可欠な水源が豊富なことか
ら、織物業が広まった。

播州織の一番の特徴は、糸を
先に染め、染め上がった糸で
柄を織る「先染織物」の手法
を用いる点。この製法により
自然な風合い、豊かな色彩、
素晴らしい肌触りの製品に仕
上がっている。

【兵庫ﾃﾛﾜｰﾙ旅・体験ｺﾝﾃﾝﾂ】

北播磨ものづくり体験ツアー
播州織の工房見学・縫製体験や三
木金物の「かんな」職人の指導に
よるマイ箸づくりといった北播磨
のものづくりを体験する。

集合場所：神姫バス三宮東のりば

予約先：神姫バス(株)

chiikijigyou@shinkibus.co.jp

品名：純国産の超長綿の

草木染ストール

事業者：かっことん(株)

サイズ(cm)：55×180

価格(税込) ：19,440円

品名：cotton silk 

flannel 

ハオリガウン

事業者：島田製織(株)

ｻｲｽ゙ (cm)：フリー

価格(税込) ：19,800円
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品名：michiyo's亀-KAME-

事業者：(株)藤原

ｻｲｽ゙ (cm)：外径6.9、高さ6.1

価格(税込)：13,200円

有機醤油

品名：国産有機醤油
説明：木桶仕込みの国産有

機大豆醤油
事業者：足立醸造(株)
内容量：200ml
価格(税込) ：561円

品名：丹波伝心 どら焼

事業者：(株)やながわ

価格(税込) ：280円

日程：令和4年11月18日～20日

場所： 足立醸造(株)

（多可町加美区西脇81-1）

問合せ先：同上

TEL 0795-35-0031

【体験ｲﾍﾞﾝﾄ】

秋の奥播州蔵まつり"蔵フェス"

錫製品
「酒米の王様」山田錦
は兵庫県産が全国シェ
アトップ占める。その
中でも特A地区（三木
市・加東市）は、栽培
により適した地域とし
て高い評価を得ている
一方、生産者の高齢化
と後継者不足という問
題を抱えている。この
特A地区の山田錦を未
来に繋いでいくため、
地域の事業者が、日本
酒を美味しく飲むこと
を追求した錫のぐい呑
み等を製造している。

【兵庫ﾃﾛﾜｰﾙ旅・体験ｺﾝﾃﾝﾂ】

山田錦を味わう旅

山田錦が育った土を使った
陶芸体験、地元食材を使っ
た懐石料理と日本酒ペアリ
ング、酒蔵での利き酒体験
等、山田錦を味わい尽くす
テロワール旅を体験。

集合場所：神姫バス三宮東のりば
予約先：神姫バス(株)
chiikijigyou@shinkibus.co.jp

丹波大納言小豆
丹波大納言小豆は、盆
地特有の昼夜の寒暖差、
肥沃な土壌という栽培
に適した環境で栽培さ
れ、表皮の薄さ、大粒、
煮崩れしない、美しい
光沢、糖分を含み味が
よいという特長がある。
その美味しさから、全
国の老舗和菓子店の高
級和菓子に多く使用さ
れている。

三木金物
1578年の秀吉によ
る「三木城攻め」か
らの復興のため、秀
吉が全国から大工・
鍛冶職人を呼び寄せ
たのをきっかけに、
三木の大工道具は発
展したと言われる。

伝統により培われた
技術は、全国的に高
く評価されている。

品名：羽々斬 210㎜牛刀
事業者：田中一之刃物製作所
ｻｲｽ゙ (cm)：外径6.4、高さ6.8
価格(税込) ：13,200円

【兵庫ﾃﾛﾜｰﾙ旅・体験ｺﾝﾃﾝﾂ】
金物のまち「三木」で包丁
職人から習う鍛冶屋体験

日本でも有数の包丁職人に
よる直接指導のもと、手打
ち鍛造を学び、職人の技術
に直に触れ、体感する。

場所：田中一之刃物製作所
（三木市別所町石野923-9）

予約先：同上
kanegen@mbr.sphere.ne.jp

【兵庫ﾃﾛﾜｰﾙ旅・体験ｺﾝﾃﾝﾂ】

丹波の食・文化・人にふれ
あう 丹波大納言小豆と旬食
材のお菓子作り

丹波大納言小豆と収穫時期に応
じた旬のフルーツや栗を使った
和洋菓子作りを体験する。

場所：ゆめの樹館
（丹波市春日町野上野1026-3）

予約先：同上
TEL：0795-74-3030

奥播州の地で130年醤油と味
噌を醸し続ける会社が毎年開
催する食のイベント。
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3 広報活動

(4) 「Sustaina Station DaiDai」店内
大型スクリーンで動画配信

(2) 店内にて兵庫DCタブロイド紙配架

「HYOGO JAPAN in8K」
兵庫県の夏の魅力をPRする８K動画

「兵庫テロワール旅体験動画」

県内各地のﾃﾛﾜｰﾙ体験を紹介する動画 (全11本)

(1) イベントページ・POPの作成
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(3) SNSによる情報発信

（２）「観光×特産品」首都圏プロモーション 「兵庫-HYOGO- Nipponと暮らす」(第２期)の実施



住所：東京都港区赤坂9-7-3
東京ﾐｯﾄﾞﾀｳﾝ ｶﾞﾚﾘｱ 3F

ｱｸｾｽ：東京ﾒﾄﾛ日比谷線・都営大江戸線
「六本木駅」直結

電話： 03-5413-0658
営業時間：11:00～20:00（年中無休）

住所：東京都千代田区内幸町1-1-1 
帝国ﾎﾃﾙ 1F

ｱｸｾｽ：東京ﾒﾄﾛ日比谷線・都営三田線
「日比谷駅」徒歩３分

電話：03-6811-1372
営業時間：9:00～19:00（年中無休）

住所：東京都千代田区有楽町
1-12-1 新有楽町ﾋﾞﾙ B1F

ｱｸｾｽ：JR「有楽町駅」徒歩1分
電話：03-6206-3663
営業時間：11:00～17:00（平日のみ）
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【参考】「観光×特産品」首都圏プロモーション 実施店舗（３箇所）



(1) 販売状況

ア 売上：３店舗合計で約300万円 ※購入客単価は6,400円(THE COVER NIPPON工芸品のみ)

イ 購入者：約1,000人

ウ 売れ筋品目例

工芸品：淡路線香、焼物（丹波立杭焼・出石焼）、有馬籠、 播州三木打刃物、真珠

食品：丹波黒大豆加工品、揖保乃糸中華麺、朝倉山椒タルタルソース

売れ行きのよい理由
【淡路線香】洗練された商品パッケージを生産組合が作成。コロナ禍のおうち時間を充実させたいニーズにマッチ。
【焼物】シンプルなデザインが客層とマッチ。競合商品と比較して値段も手ごろ。
【有馬籠】カトラリーは手に持ったときの質感が心地よく、ギフト用としても人気が高い。
【丹波黒大豆加工品】認知度の高さに加え、味とパッケージデザインがよい点が高評価。
【揖保乃糸中華麺】揖保乃糸の中華麺は食べたことがなく、多数の興味を喚起。

(2) アンケート回答状況

(3) 実演・ワークショップ状況

37%

56%

7% とても良くなった

良くなった

変わらない

日程 内容 参加
者数 場所 事業者

8/26(金)～28(日) 麦わら細工の実演 － THE COVER NIPPON かみや民藝店

9/10(土)・11(日) 養父市産クレイを使っ
たバスボムづくり

12人 SustainaStation DaiDai NATURE&CLAY
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「兵庫のイメージについて」

回答者の93％が兵庫の

イメージが「とても良

くなった」「良くなっ

た」と回答。

31%

61%

8% とても行ってみたい

行ってみたい

どちらともいえない

「生産現場等を見学する旅行について」

回答者の92％が生産現場

等を見学する旅行に「とて

も行ってみたい」「行って

みたい」と回答。

【参考】 プロモーション（第１期）進捗状況（10月14日時点）

〔問い合わせ先〕 事業に関すること 産業労働部観光局観光振興課誘客促進班 担当 佐々木 電話：078-362-3340
販売に関すること メイド・イン・ジャパン・プロジェクト(株) 担当 勝俣 電話：080-9865-8657


