
NO. 都道府県 市区町村 事業者名 法人番号 事業名

1 北海道 函館市 函館朝市協同組合連合会 9440005000100 函館朝市インバウンド促進事業

2 北海道 小樽市 小樽堺町通り商店街振興組合 4430005011029 小樽堺町通り商店街振興組合公衆無線LAN整備運用事業

3 北海道 伊達市 伊達市商店会連合会 -
Wi-Fi機器の設置及び専用アプリケーションの導入による外国人観光客
の誘引

4 青森県 青森市 協同組合サンロード青森 9420005000184 サンロード青森　外国人観光客快適環境実現事業

5 秋田県 秋田市 川反外町振興会 - 川反外町振興会インバウンド促進事業

6 山形県 山形市 七日町商店街振興組合 9390005000881
七日町商店街一括免税手続カウンター設置によるインバウンド促進事
業

7 福島県 いわき市 株式会社いわき市観光物産センター 6380001012298 いわき・ら・ら・ミュウ訪日外国人観光客おもてなし環境整備事業

8 埼玉県 さいたま市 東仲町商店会 - 東仲町商店会　Wi-Fi環境整備事業

9 埼玉県 川越市 仲町商店街 - 仲町商店街　フリーWi-Fi 環境整備によるおもてなし事業

10 埼玉県 春日部市 春日部西口駅前商店会 - 春日部西口駅前商店会　Wi-Fi環境整備事業

11 埼玉県 戸田市 本町商店会 - 本町商店会　Wi-Fi設置事業

12 千葉県 千葉市
千葉ショッピングセンター商店街振興組合
株式会社千葉ショッピングセンター

1040005000718
6040001004759

来日外国人観光客の来街客数増加事業

13 東京都 品川区
北品川商店街協同組合
株式会社尾張屋

9010705000459
5010701028400

北品川商店街のインバウンド観光拠点化に向けたゲストハウス、並びに
観光案内所運営事業

14 東京都 世田谷区 しもきた商店街振興組合 1010905000927 しもきた商店街インバウンド推進事業

15 東京都 中野区 中野ブロードウェイ商店街振興組合 6011205001470 中野ブロードウェイ　インバウンド促進事業

16 東京都 杉並区 高円寺銀座商店会協同組合 3011305000210 純情インバウンド活性化事業

17 神奈川県 横浜市 野毛商店街協同組合 5020005003834 野毛商店街、フリーWi-Fi環境整備による外国人ウェルカム事業

18 神奈川県 横須賀市
横須賀商店街連合会
横須賀商工会議所

-
1021005007655

横須賀地域インバウンド戦略「おもてなしプロジェクト」

19 新潟県 新潟市 万代シテイ商店街振興組合 6110005000945
フリーWi-Fi環境構築と外国人向け案内MAPによるインバウンドおもてな
し事業

20 新潟県 新潟市 新潟中心商店街協同組合 7110005000250 古町地域連携免税対応および、フリーWi-Fi＆スマート情報発信事業

21 石川県 金沢市
竪町商店街振興組合
株式会社SLACKTIDE

1220005002183
6220001020176

竪町商店街インバウンド促進事業

22 石川県 金沢市
香林坊商店街振興組合
株式会社大和

4220005002180
6220001003957

香林坊商店街インバウンド促進事業

23 岐阜県 高山市
高山本町三丁目商店街振興組合
株式会社まちづくり飛騨高山

8200005009793
7200001026174

外国人対応おもてなし拠点施設を核とした本町三丁目商店街活性化事
業
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24 愛知県 名古屋市
円頓寺商店街振興組合
株式会社ツーリズムデザイナーズ

2180005003276
6180001110312

円頓寺商店街のインバウンド促進に向けた環境整備事業

25 京都府 京都市 伏見大手筋商店街振興組合 3130005004534
京都　伏見大手筋商店街
外国人見込み客の拡大・創出事業

26 京都府 京都市 稲荷繁栄会 - 稲荷コンシェルジュ推進プロジェクト

27 大阪府 大阪市 うえほんまちハイハイタウン管理組合店舗等部会 - うえほんまちハイハイタウン　フリーWi-Fi環境整備によるおもてなし事業

28 大阪府 大阪市 鶴橋商店街振興組合 1120005004280 Osaka Free Wi-Fi 環境整備によるおもてなし事業

29 大阪府 大阪市

天神橋筋四番街商店街振興組合
千林商店街振興組合
駒川商店街振興組合
株式会社大阪シティ総合研究所

8120005004282
7120005004259
1120005004215
1122001022266

大阪府内の商店街をクラウドとWi-Fiで結ぶ「外国人観光客目線の安
全・安心なおもてなし」事業

30 大阪府 大阪市 黒門市場商店街振興組合 8120005004225 外国人観光客受入環境整備事業

31 大阪府 大阪市 心斎橋筋商店街振興組合 8120005004266
商店街アーケード内の音響設備新設による海外ツーリストへの情報提
供事業

32 大阪府 岸和田市 岸和田駅前通商店街振興組合 7120105005883 岸和田駅前インバウンド対応おもてなし事業

33 大阪府 東大阪市 小阪商店街連合会 - 外国人観光客に小阪の魅力を発信事業

34 大阪府 東大阪市 布施一条通り商店会 - 布施一条通り商店会フリーWi-Fi環境整備によるおもてなし事業

35 兵庫県 神戸市 神戸元町商店街連合会 - 神戸元町商店街国際化対応事業

36 兵庫県 神戸市 三宮高架商店街振興組合 4140005002651 三宮高架商店街インバウンド受入施策、Free Wi-Fi環境整備事業

37 兵庫県 神河町 寺前駅前銀座商店会 - 寺前駅前銀座商店会　フリーWi-Fi環境整備によるおもてなし事業

38 島根県 松江市
松江新大橋商店街振興組合
株式会社伊勢宮界隈元気プロジェクト

7280005000671
2280001005877

新大橋商店街インバウンド促進事業

39 福岡県 福岡市 新天町商店街商業協同組合 1290005001988 新天町商店街商業協同組合　訪日外国人対応事業

40 大分県 別府市 別府やよい商店街振興組合 7320005002705
やよい天狗のツーリズム戦略～国際観光温泉文化都市のおもてなし商
店街実践事業

41 宮崎県 高千穂町
高千穂町商工会
一般社団法人高千穂町観光協会

5350005003256
6350005003453

郷土食によるインバウンド誘客促進事業

42 沖縄県 沖縄市
沖縄市一番街商店街振興組合
特定非営利活動法人まちづくりNPOコザまち社中

5360005002083
4360005002398

一番街リノベーション事業(空き店舗活用によるインバウンド推進事業)

43 沖縄県 北谷町 デポアイランド通り会 -
外国人観光客の購買促進の為のWi-Fi網の整備、デジタルサイネージ
の設置及びプロモーション展開


