
 「Google Art & Culture」は、2011年からGoogle社が非営利で提供を開始した、2,000超える世界各地の美術
館や博物館等が所蔵する作品や文化遺産を鑑賞できるオンラインサービス。

 農林水産省は、多様な食やそれらを支える農林水産業、伝統文化の魅力を国内外に発信するため、2018年6月に
Google Art & Cultureとパートナー契約を締結し、2019年9月10日から日本食をテーマとするプロジェクトページ
「Flavors of Japan－奥深き日本の食文化を召し上がれ－」を公開。日本食の魅力を写真や映像を使って発信。

 農林水産省のページでは、全国53地域等から提供された写真や映像2,479点、83ストーリーを掲載。
 2021年4月に第2弾として、日本の食文化に加え、それを支える生産者にもスポットを当てた48展示を新たに公開。

Google Art & Cultureと連携した食文化発信
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Flavors of Japan
－奥深き日本の食文化を召し上がれ－

農林水産省のページでは、地域
の魅力ある食と農林水産業をて
こに観光客の誘致に取り組む
「SAVOR JAPAN」の認定地域
等の食や食文化に関わる写真や
映像を掲載。

掲載記事

北海道十勝地域(SJ・チーズ) 茨城県（梨） 愛媛県(キャビアライム・河内晩柑)

秋田県大館地域(SJ・きりたんぽ) 茨城県（栗） 福岡県（いちじく）

埼玉県秩父地域(SJ・日本酒等) 栃木県（いちご） 長野県（レストランかまくら村）

静岡県浜松・浜名湖地域(SJ・鰻等) 埼玉県（フルーツ狩り） 長野県（須賀川そば、早蕎麦）

広島県尾道市(SJ・瀬戸田レモン等) 神奈川県(湘南ゴールド) 長野県（白馬ガレット）

香川県さぬき地域(SJ・さぬきうどん) 山梨県（ドライフルーツ） 新潟県（へぎそばと着物）

宮崎県高千穂郷・椎葉山地域
（SJ・高千穂神楽等)

山梨県（桃） 愛知県（鯛）

東京都（豊洲市場） 長野県（りんご） 三重県（海女文化）

一財）国民公園協会皇居外苑 楠
公レストハウス(江戸時代のお弁当）

長野県(シャインマスカット) 三重県（牡蠣）

(株)紀文食品（おせち料理） 奈良県（柿） 三重県（松阪牛）

虎屋（和菓子と桜） 岡山県（清水白桃） 広島県（牡蠣）

三信化工(株)（和食器等） 岡山県（ワイン） 広島県（海苔）

蕎麦割烹倉田（和包丁等） 山口県（夏みかん） 広島県（食用バラ）

京都菊乃井(魯山人の器と料理) 山口県（いちご） 大分県（久留島流すき焼き）

新横浜ラーメン博物館 香川県（フルーツ） 大分県(椎茸、関さば、関あじ等）

JAXA 宇宙航空研究開発機構(宇
宙食)

高知県（ゆず） 大分県（日本酒）

小学館、集英社、講談社、リイド社、
扶桑社(漫画で見る日本食)

高知県（スイカ） 大分県（農泊体験、郷土料理）

茨城県（いちご） 愛媛県（温州ミカン） 日本食マナー、だし文化等
36
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食かけるプロジェクト：多様な食体験の提供と輸出拡大の一体的な取組

 海外での日本産農林水産物・食品の需要拡大のため、訪日外国人が食と芸術、歴史等を組み合わせた体験をし、
日本の食への関心を高めるとともに、帰国後も日本の食を再体験できる環境の整備に取り組む「食かけるプロジェクト」
を開始。

 食×アート、食×歴史、食×スポーツなど食と異分野を掛け合わせた取組を全国から募集し、表彰する「食かけるプライ
ズ」を令和元年度より実施し、元年度に14件、２年度に15件、3年度に15件、4年度に10件を表彰。表彰事例につ
いて、旅行商品サイトへの掲載や商品としての磨き上げ等を支援。

＜イメージ図＞

③ 日本の食の
再体験機会提供

空港
・お土産

飛行機
・機内食
・機内エンタメ

空港
・観光案内所

交通
・車内広告
・車内テレビ

宿泊施設
・コンシェルジュ
・案内テレビ
・レストラン

① 旅の様々な機会で食体験の情報発信

情報提供
・日本食レストラン
・日本産食材取扱スーパー
・越境ECサイト

② 食が絡んだ
多様な体験の提供

SNS
・日本の食体験
を発信

食 × 文化・歴史
農泊
健康・スポーツ
映像・芸術
イノベーション

イベントスペース
・日本産食材、調理道具、
食器を使っての料理講習会

・日本食文化セミナー
・BtoBマッチング

https://2.bp.blogspot.com/-Sk1GLHf0IRI/UmuAwnOemoI/AAAAAAAAZew/emebYKPcXuA/s800/drink_nihonsyu.png
https://2.bp.blogspot.com/-Sk1GLHf0IRI/UmuAwnOemoI/AAAAAAAAZew/emebYKPcXuA/s800/drink_nihonsyu.png
https://1.bp.blogspot.com/-YnkoXMlpS8I/WJmxPlZx80I/AAAAAAABBlk/KTvmd_XuuMg5KkMuRkATboI2jW6zrgUnwCLcB/s800/smartphone_hand.png


食かけるプライズ 2022 受賞事例

景観美と世界農業遺産“わさび”を満喫する旅
（和とモダンが織りなす里山の古民家 白壁）

【食かける大賞】

【食かける賞】

【食×北前船】鶴岡を彩る雛菓子
（DEGAM鶴岡ツーリズムビューロー）

みかん農家×リアルな暮らし×マーマレード
（（一社）八幡浜市ふるさと観光公社）

震災を知り、復興を感じる"食×復興"体験
（南三陸ワイナリー株式会社）

老舗醤油蔵での伝統醸造の学び体験
（笛木醤油株式会社）

地球と体にやさしい和食ヴィーガン料理体験
（Smart VEGAN LAB）

信州三年味噌の御膳と杉桶並ぶ味噌蔵探検
（株式会社石井味噌）

【ネクストブレイク賞】
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日本茶製造の秘密発見ツアー
（株式会社おさだ製茶）

自分で漁して獲った魚でつくるペットフード
（株式会社ゲイト）

発酵を極める旅～味噌・醤油から寿司の起源
「鮒寿司」まで～
（株式会社平和堂）

【食かける賞】



食かけるプライズ 2021 受賞事例

野菜を使ったお弁当づくり体験
（BentoYa Cooking）

【食かける大賞】

【食かける賞】

大豆を豆腐からオカラまで食べ尽くす調理体
験
（鎌倉BENTO COOKING）

発酵食品づくり見学と調理体験
（株式会社ワントリップ）

農家で食べる郷土料理とおもてなし体験
（有形文化財ホテル飯塚邸）

上毛電気鉄道で巡る発酵食品づくり体験
（公益財団法人前橋観光コンベンション協
会）

うどん作りと書道体験
（Wakalture Experience）

オンライン「キャラ弁」教室
（わしょクック株式会社）

縄文生活体験と火焔型土器鍋料理体験
（十日町市教育委員会文化スポーツ部文化
財課）

馬瀬川伝統鮎漁法火ぶり漁と鮎料理体験
（馬瀬総合観光株式会社）

みたけ華ずし作り体験と中山道ぶらり散策
（みたけ華ずしの会）

【ネクストブレイク賞】

【特別賞】
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廃棄野菜を活用したフードロス削減メニュー提
供
（テンザホテル＆スカイスパ・札幌セントラル）

地元木材で作るぐい飲みで日本酒飲み比べ
体験
（MATA TABI）

鰹節の歴史と製法見学と土鍋ご飯体験
（まるてん有限会社）

伊根の水産物調理と日本酒ペアリング体験
（BOJ株式会社）

３日間の発酵調味料づくり体験
（Village to Table Tours）

【食かける賞】



食かけるプライズ 2020 受賞事例

食×広島お好み焼き×オコノミュニケーショ
ン（OKOSTA）

【食かける大賞】

【食かける賞】

世界のトップシェフ向け料理人プログラム
（株式会社GEN Japan）

和船ツアー×岐阜長良川の恵み
×イタリアン
（鵜飼屋の未来協議会）

食×山間部の暮らし文化・祝い事に山菜
寿司（特定非営利活動法人日高わの
わ会）

浅草 飴細工 アメシン
飴細工体験教室
（手塚工藝株式会社）

日本初のミニ・ラーメン・ツアー
（株式会社Finom）

13の酒蔵がひしめく蔵人になれるまち
（株式会社KURABITO STAY）

山とともに生きる村で「凍み」の食に出会う
（一般社団法人ちの観光まちづくり推進
機構）

日本茶×富士山×あなただけのブレンド
（富士山まる茂茶園株式会社）

コロナに負けるな！
食×海女文化を世界へ！
（海女小屋はちまんかまど）
漁村で鯛になる鯛験
＠三重県南伊勢阿曽浦
（有限会社友栄水産）

【ネクストブレイク賞】

【審査委員賞】
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食×家庭「リアルな食文化を東京で体験」
（マユコズリトルキッチン）

食×地域支援型農業
茶畑オーナーになろう
（京都おぶぶ茶苑合同会社）

かまくらで但馬牛食べ比べ61部位BBQ
（株式会社むらおか振興公社）

長寿食と沖縄リカー、
泡盛酒造所+熟成蔵
（Japanguide Junko）

【食かける賞】



食かけるプライズ 2019 受賞事例

雪国体験×信州の食！
「レストランかまくら村」
（一般社団法人信州いいやま観光局）

【食かける大賞】

【食かける賞】
食×本場のきりたんぽづくり
×ほっこり農泊
（一般社団法人秋田犬ツーリズム）

食×料理のTSUKIJI COOKING
（株式会社シェアプロ）

茶食×茶畑ツーリズム(ティーツーリズム)
（京都おぶぶ茶苑合同会社）

地酒海中貯蔵と貯蔵酒引き上げの旅
（株式会社男山本店）

食×キノコハンティング＆クッキングクラス
（松之山温泉合同会社まんま）

金沢の台所「おみちょ」で食文化体験
（株式会社こはく）

【食事×デザート×体験】
抹茶組合せプラン
（一般社団法人西尾市観光協会）

農家民宿で食旅
「松阪牛すきやき体験」
（大紀町地域活性化協議会）

讃岐うどん×古民家×ローカル旅！
（UDON HOUSE）

世界も注目の地元葡萄100％ワイン醸造
（一般財団法人つの未来まちづくり推進
機構）

鰹節生産地にて五感で味わう
「おだし」体験
（中原水産株式会社）

【ネクストブレイク賞】

食×アウトドア
（株式会社ディスティネーション十勝）

「食×精神文化」
山伏が伝えた精進料理
（株式会社出羽庄内地域デザイン）

【ネクストブレイク賞】
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表彰事例の磨き上げ、情報発信等の支援
■ 専門家を派遣し、表彰事例の磨き上げを実施するとともに、OTA（Online Travel Agent）において、「EAT!MEET! 

JAPAN」での一体的な体験商品の販売を支援。
■ プロモーション動画、パンフレット、写真・記事を作成し、ホームページ、SNS、海外メディア等を活用した情報発信を実施。
■ 食体験に関連する農林水産物・食品の輸出に向けた商談、越境ＥＣサイトへの掲載など個別伴走型の支援を実施。

ＯＴＡでの体験商品販売

Trip Adviser、byFoodへの掲載

海外への情報発信
○ HP、SNS（Facebook、Instagram、YouTube）を通じた情報発信

・ 日本の文化の紹介や食レポなどで人気のインフルエンサーを「EAT！MEET！JAPAN2021
アンバサダー」に任命し、SNSで受賞地域に関する情報発信を実施。
Eat Meet Japan Instagramフォロワー数 100名 →2,000名

輸出に向けた個別伴走型の支援

専門家による表彰事例の磨き上げ、
プロモーション動画、パンフレット等の作成

越境ＥＣ掲載支援

※ OTA（Online Travel Agent）：インターネット上で取引を行う旅行会社
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【アンバサダー】 【投稿】

○海外メディア等での情報発信
・ベジタリアン・ヴィーガンの専門メディア（vegmate、food diversity）等で情報発信。

受賞事例を実際に体験した様子を投稿
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