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棚田特集掲載施設の募集について 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テクノロジーと地域連携ネットワークを活用して 

「明確すぎる移動目的」を創出し、 

新しい価値・新しい旅行の需要を作ることで交流人口を拡大さ

せ、地域活性化を目指す旅行会社 

世の中に新たな価値をつくる観光ベンチャー 

https://hyakuren.org/  

百戦錬磨とは 

 百戦錬磨  検索 

https://hyakuren.org/
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宿泊予約サイト「STAY JAPAN」について  

別荘泊 農泊 

空手泊寺泊  都市民泊

リフォーム古民家泊  歴史的古民家泊 

陶芸泊

STAY JAPANオリジナル 

相撲部屋泊（東京都）城泊（長崎県）

● 日本全国の個性あふれるユニークな宿を1,000施設以上掲載する宿泊予約サイト 
● 元々、インバウンド（外国人観光客）を主なターゲットとしています。 

秋田犬泊

ペット泊

世界遺産泊（富山県）

 stayjapan  検索 

https://en.stayjapan.com/area/tokyo/sumidaku/pr/12733
https://stayjapan.com/area/nagasaki/hirado/pr/13791
https://stayjapan.com/area/toyama/nanto/pr/13417
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集客コンシェルジュサービス  

こんなお悩み 
ありませんか？ 

外国人の受け入れも
興味はあるけど言葉や

受入など不安で・・・宿泊施設オーナー

そんな方 
には…

                             
 

 
インターネット集客/販売代行：複数の予約サイトの運用を 完全代行。施
設ページの更新、在庫管理、料金設定 などの面倒な作業はお任せ。 
外国語も対応。 
 

安心の運営サポート：専任コンシェルジュに宿運営の相談が可能。  

 『集客コンシェルジュ』 

宿泊施設の集客や販売、運営に関するお悩みを 
百戦錬磨の専任コンシェルジュが徹底サポート

もっと集客したいけど
インターネットでの

販売は難しそう
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無料PRサービス  

● インフルエンサーの1泊2日の滞在費（宿泊、食事、体験）をオーナー様に提供いただく

代わりに、インフルエンサーに宿泊施設を動画でPRしてもらうというサービスです。

● 百戦錬磨が、宿をPRしたいホスト様と、コストを抑えたいインフルエンサーをマッチング

します。

● ホスト様もインフルエンサーも本サービス利用料は無料です。

STAY JAPAN
宿泊施設オーナー

インフルエンサー

もっと宿を知ってもらいたい

ただPRは費用が高い…
できればお金をかけずに

宿をPRしたい

地方企画をやりたい！

ただ出張経費が高い…
できればお金をかけずに

泊まりたい
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無料PR利用例 

日本海能生の宿 見晴らし亭 x なっち旅 

リアン遠野 x トムソン 

つわいらいと x わた旅-watatabi- 素空庵 x わた旅-watatabi- 

ペンション飛遊人 
x Hiroko TV 

https://stayjapan.com/area/niigata/itoigawa/pr/13110
https://www.youtube.com/@nacchi_tabi
https://stayjapan.com/area/iwate/tono/pr/12974
https://www.instagram.com/tom_son_boy106/
https://stayjapan.com/area/nara/yoshino/pr/13932
https://www.youtube.com/@watatabi
https://stayjapan.com/area/shizuoka/shizuoka-city/pr/13097
https://www.youtube.com/@watatabi
https://stayjapan.com/area/yamanashi/minamitsuru/pr/761
https://www.youtube.com/@hirokotv1602
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【国土交通大臣賞】
• 団体名： 百戦錬磨（国内・訪日領域 ビジネス部門）
• 取組名： 農泊と世界をつなぐ地域活性化サービス 
• 授賞理由： 

訪日客を対象にした新しい宿泊スタイルの提案。 
農家など外国人の受け入れに不安のある施設の課題 
解決にきめ細かく対応する取り組みは先駆的かつ 
発展性が高く、地方へのインバウンド誘致の切り札 
になることが期待される 

2019年、観光・旅行業界における最大の祭典 
「ジャパンツーリズムアワード」にて 
最高賞「国土交通大臣賞」を受賞 

受賞歴 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STAY JAPANの口コミ  

月夜に照らされた雲海、朝起きると雲の

中。異世界にいたかのような不思議な
感覚に包まれます。 
（岡山県・阿吽山房） 

温かいお出迎えと美味しい朝ごはん、 

実家に帰ってきたような気分でした。 
（沖縄県・民宿岬） 

緊張していましたが、到着後に手作りの絶品
ケーキで迎えて頂き、早速緊張がほぐれて実
家に戻ったような気分になりました。 
（広島県・丁寧な里山暮らし） 

一番素敵な思い出になった場所です！最初

は少し緊張しましたが、お話上手な優しいご夫
婦で安心して滞在できました。 
（沖縄県・あらはの宿） 

時間がゆっくりと流れ、心の底から浄化
されていくような贅沢な時間を過ごさせ
ていただきました。 
（徳島県・Largo） 

新緑の木々、かえるの鳴声、太陽をきらきら

映す水田、美味しいお料理、そして森山さん
ご夫婦の温かさにとても癒やされました。 
（新潟県・農家民宿もりやま） 

https://stayjapan.com/area/okayama/kume/pr/1277
https://stayjapan.com/area/okinawa/kunigami/motobu/pr/1522
https://stayjapan.com/area/hiroshima/jinseki/pr/12721
https://stayjapan.com/area/okinawa/kunigami/kunigami-village/pr/1341
https://stayjapan.com/area/tokushima/miyoshi-t/pr/13165
https://stayjapan.com/area/niigata/santo/pr/13807
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インバウンドによる口コミ  

The homestay is definitely the highlight of our trip 
to Okinawa. The warmth and the hospitality shown 
by our hosts was beyond our expectations.  

（沖縄旅行の中で、このホームステイが圧
巻でした。ホストのホスピタリティは期待以
上でした） 
沖縄県・農家民泊 赤がわらの家  The hosts don't speak much English and we don't speak 

much Japanese, but Google Translate enabled 
conversation.  I couldn't have asked for a better farm stay.  

（これ以上の農家民宿はないでしょう） 
徳島県・農家民宿 -ゆずの里- いづみ 

Even though we could only communicate via 
Google translate, we were made to feel very 
welcome and had a great time together.  

（翻訳ﾂｰﾙを使ってコミュニケーションをと
るしかなかったですが、とても歓迎されて
いることを感じました） 
岩手県・漁師民泊 

Marie was also so nice to drive me to different sightseeing 
spots by car. please consider this sort of a stay, instead 
of just seeing the big cities!!  

（大都市の観光だけでなく、農泊という形の滞在
もぜひ検討してみてください！） 
 
青森県・里山時間体験宿 ヒュッテ・モモ 

Ryukyu house in peaceful location.  
Super clean. Local touch. Nice breakfast. We had amazing 
night. Love much.  

（沖縄の雰囲気を感じました。朝食も美味しく、楽
しい夜を過ごしました。） 

沖縄県・赤瓦之宿ぷからーさ 

This farm might be the reason to travel to Japan ;) 
The location is great if you are tired of the city - 
this is Real japanese countryside.  

（ここは日本に旅行する目的になりえま
す。これぞ日本の田舎というロケーション
で、都会に疲れた方には最高です。）和歌
山県・農家民泊 未来農園  

https://stayjapan.com/area/okinawa/nago/pr/1030
https://stayjapan.com/area/tokushima/mima/pr/1819
https://stayjapan.com/area/iwate/kuji-iw/pr/271
https://stayjapan.com/area/miyagi/igu/pr/3651
https://stayjapan.com/area/okinawa/kunigami/nakijin/pr/1246
https://stayjapan.com/area/wakayama/tanabe/pr/1053
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STAY JAPANの「棚田 x 農泊特集」  

https://stayjapan.com/special/tanada-nouhaku 
 

（株）百戦錬磨は、「つなぐ棚田遺産オフィシャルサポーター」として昨年3月
STAY JAPANに棚田特集ページを開設しました。 

 棚田 x 農泊  検索 

https://stayjapan.com/special/tanada-nouhaku
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英田上山Tsunag.の宿 
 

農家民宿 萬代 

阿吽山房 

農家民泊 棚田の郷 

KOZUKA513  

①上山の千枚田 
（岡山県美作市） 

③慶地の棚田 
（新潟県十日町市） 

⑤大山千枚田 
（千葉県鴨川市） 

②上籾の棚田 
（岡山県久米南町） 

④徳別当の棚田 
（宮崎県高千穂町） 

https://stayjapan.com/area/okayama/mimasaka/pr/13521
https://stayjapan.com/area/niigata/tokamachi/pr/13812
https://stayjapan.com/area/okayama/kume/pr/1277
https://stayjapan.com/area/miyazaki/nishiusuki/pr/13737
https://stayjapan.com/area/chiba/kamogawa/pr/12330
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「棚田 x 農泊特集」への掲載施設を募集します！  

1. 棚田を所有されている農泊施設様
2. 棚田の近隣に位置する農泊施設様

いずれかの条件にあてはまる施設様は、ぜひSTAY JAPANへの施設登録のうえ、
下記連絡先にご連絡ください。
確認の上、ご紹介いたしました「棚田 x 農泊特集」に掲載させていただきます。
（ご不明点等ございましたら下記までお問い合わせください。）

問い合わせ先：info@hyakuren.org
　　　　　　　棚田 x 農泊特集担当

電話番号：　　050-2018-3728
　　　　　　STAY JAPANカスタマーサポート

mailto:info@hyakuren.org

