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お茶の京都ＤＭＯ
Kyoto Infused with Tea

観月橋（かんげつきょう）
水面上約１０ｍに架かる歩廊橋(延長123m幅4m)。橋から庭園内を一望

することができます。

けいはんな記念公園

昔からある「永谷池」と南山城地域の里山を残した
自然林「芽吹きの森」
周遊道約１．２ｋｍはバリヤフリーで１周できます。

京都観光プロモーション会議参加
９月７日（木）・８日（金） 於：東京 都道府県会館

京都商工会議所女性会

お茶の京都視察ツアー実施 ９月２１日（木）

ツーリズムＥＸＰＯジャパン２０１７ 及び ＶＩＳＩＴ ＪＡＰＡＮトラベル＆ＭＩＣＥマート２０１７参加
９月２１日（木）～２４日（日）開催 於：東京ビックサイト

京都府と観光連盟が主催し、第
２５回目を迎える東京でのプロ
モーション会議に参加。 。

首都圏の旅行社８社５１名が参
加し、府側参加者と一緒に商
談を行いました。
【旅行社からの主な意見】
・お茶の京都のエリアが分から
ない。お茶の京都での現地
研修をしてほしい。
・京都市内が飽和状態なので、
チャンスだと思う。

和束町石寺の茶畑をバックに全
員で集合写真

京都商工会議所女性会によ
るお茶の京都バスツアーを
ＤＭＯが実施。

３８名の参加があり、和束町
の茶畑景観、和束茶カフェ、
萬福寺の普茶料理、匠の館
のお茶体験、平等院の拝
観をしていただきました。

当日は、ＤＭＯの脇社長、
城福副社長（和束町のみ）が
添乗し、現地では堀町長か
らごあいさつをいただきました。

ツーリズムＥＸＰＯジャパン２０１７
日本観光振興協会、ＪＡＴＡ、
ＪＮＴＯが主催するツーリズム
ＥＸＰＯジャパン２０１７に参加。

ツーリズムＥＸＰＯ全体では、海外
旅行 、国内旅行 、訪日 ラ ン

ドオペレーターのバイヤー３１３社、
セラー６７８社の参加がありま
した。

総来場者数は、一般来場者を含
め、過去最高の１９１，５００人を
記録した、まさに世界最大級
の旅の祭典です。

お茶の京都ＤＭＯでは、訪日旅
行取扱会社１２社とインバウンド
商談会を実施しました。

【商談会での主な反応】

・お茶の京都でできるお茶摘み
やお茶の淹れ方などの体験商
品 に 対 す る 関 心 が 高 い 。

・大型バスが行けないところでの
移動方法の工夫がほしいなどで
した。

また、ＰＲブースでは、一般来場
者向けにお茶の京都のＰＲを
行いました。

ＶＩＳＩＴ ＪＡＰＡＮトラベル＆ＭＩＣＥ
マート２０１７

日本政府観光局（ＪＮＴＯ）が主
催、観光庁が後援する日本最
大のインバウンド商談会。

海外からのバイヤーが３２の国
と地域から参加し、バイヤーの
数は４１１社、海外メディアは１７
社にも上りました。

参加した国内のセラー数は、お
茶の京都ＤＭＯも含め、５１３社
となりました。

そのうち、お茶の京都ＤＭＯでは、
１２の国と地域の海外エージェン
ト、メディア３３社と商談会を行い
ました。

【商談会での主な反応】

・茶畑の景観、茶摘み体験、石
臼体験などをパッケージに取り
入れたいという声が多かった。

・ファムトリップの実施など、現地
を視察したいという声や、モデル
コースの提示を求める声も数社
からありました。
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観光庁の水嶋次長がお茶の京都を視察
１０月５日（木）

お茶の京都博開催中
年間を通じて各種イベントが開催されます。

http://ochahaku.kyoto/

お茶の京都ＤＭＯ会議 観光・特産品部会開催
１０月１１日（水） 於：京都府田辺総合庁舎

ＤＭＯ企画 秋のバスツアー募集開始
１０月３日（火）から募集開始

その他トピックス

乙訓大物産展ＰＲブース出展
９月２３日（土）開催

当日は、約１０万人の来場者
があり、激辛料理や地元特
産品ブース、ステージショー
も賑わいました。ステージで
は、乙訓地域のキャンペーン
ガールに就任した吉本新
喜劇座長の「すち子」さん
が登場しました。

お茶の京都ＤＭＯでは、もう
ひとつの京都として、ＰＲブー
ス を 設 け 、 お 茶 の 京 都

１２市町村のパンフを配布し、
ＰＲを行いました。

◆宇治茶まつり地元ガイドと巡るツアー実施
宇治観光ボランティアガイドクラブとの連携事業
１０月１日（日） １３名参加

◆月刊旅行読売記事掲載
１１月号のお茶の京都を巡る旅のテーマで、周遊
タクシープランや宇治茶博のイベントの紹介記事
を掲載

◆京都リビング新聞社記事掲載
１０月１４日付けリビング京都（西南、東南、中央、
北摂）にお茶の京都博エリアイベントとＤＭＯ企画の
秋のバスツアー募集記事を掲載

「竹の里・乙訓」と「もうひと
つの京都（海、森、お茶）」を
結ぶ、「大物産展＋ＫＡＲＡ-
１グランプリ２０１７」が向

日町競輪場で開催されまし

た。

◆ 石清水八幡宮うつ神楽舞台と松花堂庭園の夕べ
出発日：11月4日(土) 1人7,800円

◆ 南山城の古寺・歴史散歩 1人11,800円
出発日：11月5日(日)/11月11日(土)

◆ 二大夜間拝観イベント 平等院と萬福寺 1人10,800円
出発日：11月23日(木・祝)/11月24日(金)/11月25日(土)

◆ やましろの朝市と国宝十一面観音立像の旅 1人4,000円
出発日：石臼挽き体験 11月1日(水)/11月2日(木)

世界のお茶体験 年11月6日(月)/11月7日(火)
◆ お茶の歴史と日本遺産を巡る旅

Ａコース 出発日：11月18日(土) 1人9,800円
Ｂコース 出発日：11月25日(土) 1人6,800円

観光庁次長の水嶋 智氏がお茶の
京都を視察されました。

同じく観光庁の観光産業課観光人材
政策室主査の谷川陽子氏、観光資源
課主査の南野宏夢氏が同行されまし
た。

まず、和束町石寺の茶畑景観をご覧
になり、和束町の馬場課長からの説
明を受け、和束茶カフェでは、堀町長、
京都府山城広域振興局の岡本局長
が合流され、和束町、そしてお茶の京
都全体の将来像などについて意見
交換をされました。

その後、海住山寺を訪れ、佐脇貞憲
住職（当ＤＭＯ取締役）から国宝五重
塔などの説明を受けられました。

お茶の京都ＤＭＯが実施する
観光地域づくり事業について、
専門分野毎に関係者の意見
交換及び地元の合意形成を図
るため、お茶の京都ＤＭＯ会議
の観光部会と特産品部会を
合同で開催しました。

部会には、１２市町村観光商
工担当課長、観光協会事務局
長、商工会議所事務局長、商
工会事務局長、京都府観光連
盟事務局長、京都府観光政策
課長、ＪＡ京都やましろ茶業部
長等に出席（代理含む。 ）
いただきました。

会議では、まず日本版ＤＭＯの
役割の基本、お茶の京都ＤＭＯ
がどのような事業を行っていく
のかを確認しました。

その後、今年度上半期の事業実
績として、プロモーション、ツーリ
ズムＥＸＰＯの参加報告や、物産
展への出展募集方法のあり方、
当面募集を行うイベントの説明
を行い、意見交換に移りました。
今後も継続的に部会を開催し、

ＤＭＯとして地域の要望や課題を
抽出し、広域的な視点で意見集
約と合意形成を図って参ります。

井手町玉ノ井にあるうどんの「たなか家」
たなか家のうどんを求めて来るリピーターは多数！
ぶっかけうどんが一番人気。なるほど、これはおいしい。
眺めの良い席もあります。

西京うどん
イチオシ
（DMO職員）

mailto:dmo@ochanokyoto.jp
http://ochanokyoto.jp/

