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第 １回

大賞 ピッキオ（長野県）

優秀賞

小笠原ホエールウォッチング協会（東京都）

株式会社 南信州観光公社（長野県）

ホールアース自然学校（静岡県）

やんばる自然塾（沖縄県）

特別賞

特定非営利活動法人 霧多布湿原トラスト
（北海道）

財団法人 キープ協会（山梨県）

紀南ツアーデザインセンター（三重県）

特定非営利活動法人 黒潮実感センター（高知県）

有限会社 屋久島野外活動総合センター
 （鹿児島県）

仲間川地区保全利用協定締結事業者（沖縄県）

第 ２ 回

大賞 ホールアース自然学校（静岡県）

優秀賞

特定非営利活動法人 霧多布湿原トラスト（北海道）

白神マタギ舎（青森県）

特定非営利活動法人 黒潮実感センター（高知県）

特別賞

特定非営利活動法人 たてやま・海辺の鑑定団
（千葉県）

加賀市観光協会・加賀市観光情報センター
（石川県）

富士山登山学校ごうりき（山梨県）

特定非営利活動法人 信越トレイルクラブ（長野県）

松本電気鉄道株式会社・濃飛乗合自動車株式会社
（長野県・岐阜県）

海島遊民くらぶ（有限会社オズ）（三重県）

第 ３ 回

大賞 認定特定非営利活動法人 霧多布湿原トラスト
（北海道）

優秀賞

いしかわ自然学校（石川県）

海島遊民くらぶ（有限会社オズ）（三重県）

させぼパール・シー 株式会社（長崎県）

特別賞

体験村・たのはた推進協議会（岩手県）

二戸市楽しく美しいまちづくり推進委員会
（岩手県）

裏磐梯エコツーリズム協会（福島県）

有限会社 リボーン〈エコツーリズム・ネットワーク〉
（東京都）

高山市乗鞍山嶺五色ヶ原の森（岐阜県）

針江生水の郷委員会（滋賀県）

第 ４ 回

大賞 飯能市・飯能市エコツーリズム推進協議会
（埼玉県）

優秀賞

越後田舎体験推進協議会（新潟県）

特定非営利活動法人 信越トレイルクラブ（長野県）

財団法人 阿蘇地域振興デザインセンター（熊本県）

特別賞

秋田白神ガイド協会（秋田県）

稲取温泉観光合同会社（静岡県）

マキノ里湖体験ツアー協議会（滋賀県）

大山・中海・隠岐エコツーリズム協議会（鳥取県）

秋吉台地域エコツーリズム協会（山口県）

特定非営利活動法人 おぢかアイランドツーリズム
協会（長崎県）

第 ５ 回

大賞 海島遊民くらぶ（有限会社オズ）（三重県）

優秀賞

富士山登山学校ごうりき（山梨県）

紀南ツアーデザインセンター（三重県）

特定非営利活動法人 NPO 砂浜美術館（高知県）

特別賞

知床オプショナルツアーズ SOT！（北海道）

ゆっくりずむ北海道（北海道）

株式会社 JTB 関東（埼玉県）

特定非営利活動法人 あそんで学ぶ環境と科学倶
楽部（東京都）

有限会社 地域観光プロデュースセンター（滋賀県）

エコガイドカフェ（エコツーラボ合同会社）
（沖縄県）

第 ６ 回

大賞 特定非営利活動法人 黒潮実感センター（高知県）

優秀賞
有限会社 リボーン（東京都）

宮津市エコツーリズム推進協議会（京都府）

特別賞

尾瀬認定ガイド協議会（群馬県）

社団法人 若狭三方五湖観光協会（福井県）

特定非営利活動法人 霧ヶ峰基金（長野県）

特定非営利活動法人 五ヶ瀬自然学校（宮崎県）

第 ７ 回

大賞 特定非営利活動法人 信越トレイルクラブ（長野県）

優秀賞
てしかがえこまち推進協議会（北海道）
二戸市宝を生かした事業実行委員会（岩手県）
針江生水の郷委員会（滋賀県）

特別賞

小岩井農牧株式会社（岩手県）
株式会社 エコロの森（富山県）
飛騨里山サイクリング（株式会社美ら地球）

（岐阜県）
特定非営利活動法人 桜島ミュージアム（鹿児島県）

第 ８ 回

大賞 紀南ツアーデザインセンター（三重県）

優秀賞

小岩井農牧 株式会社（岩手県）

特定非営利活動法人 あそんで学ぶ環境と科学倶
楽部（東京都）

高山市乗鞍山麓五色ヶ原の森（岐阜県） 

特別賞

日高地域活性化協議会（北海道）

谷川岳エコツーリズム推進協議会（群馬県）

特定非営利活動法人 赤目四十八滝渓谷保勝会 
（三重県） 

湖西夢ふるさとワイワイ倶楽部 （滋賀県） 

社団法人 西土佐環境・文化センター四万十楽舎 
（高知県） 

第 ９ 回

大賞 針江生水の郷委員会（滋賀県）

優秀賞

株式会社 知床ネイチャーオフィス（北海道）

特定非営利活動法人 飛騨小坂 200 滝（岐阜県）

特定非営利活動法人 桜島ミュージアム（鹿児島県）

特別賞

特定非営利活動法人 えがおつなげて（山梨県）

特定非営利活動法人 八ヶ岳スーパートレイルクラブ
（長野県）

鳥羽市エコツーリズム推進協議会（三重県）

特定非営利活動法人 おおぎみまるごとツーリズム
（沖縄県）

第 10 回

大賞 小岩井農牧株式会社（岩手県）

優秀賞

谷川岳エコツーリズム推進協議会（群馬県）

株式会社 エコロの森（富山県）

SATOYAMA EXPERIENCE（株式会社 美ら地球）
（岐阜県）

特別賞

特定非営利活動法人 土湯温泉観光まちづくり協
議会（福島県）

特定非営利活動法人 越後妻有里山協働機構
（新潟県）

有限会社 森の国（鳥取県）

一般社団法人 瀬戸内海エコツーリズム協議会
（広島県）

阿蘇ジオパーク推進協議会（熊本県）

第 11 回

大賞 富士山登山学校ごうりき（株式会社 合力）（山梨県）

優秀賞
湖西夢ふるさとワイワイ倶楽部（滋賀県）

一般社団法人 座間味村ホエールウォッチング協会
（沖縄県）

特別賞

上市町（富山県）

おんたけアドベンチャー（長野県）

くまの体験企画（三重県）

宮津世屋エコツーリズムガイドの会（京都府）

愛媛県石鎚山系エコツーリズム推進協議会（愛媛
県）

エコツアーふくみみ（沖縄県）

特別継続賞 海島遊民くらぶ（有限会社オズ）（三重県）

第 12 回

大賞 谷川岳エコツーリズム推進協議会（群馬県）

優秀賞
ゆっくりずむ北海道（北海道）

鳥羽市エコツーリズム推進協議会（三重県）

特別賞

特定非営利活動法人奥入瀬自然観光資源研究会
（青森県）

カシオペア連邦局おもてなし課（岩手県）

特定非営利活動法人 片品・山と森の学校（群馬県）

あてま森と水辺の教室ポポラ（新潟県）

室戸市観光ガイドの会（高知県）

やったろう de 高島（長崎県）

屋久島ネイチャー企画 FIELD（鹿児島県）

特別継続賞 飯能市・飯能市エコツーリズム推進協議会（埼玉県）

第 13 回

大賞 白神マタギ舎（青森県）

優秀賞

特定非営利活動法人 たてやま・海辺の鑑定団
（千葉県）

くまの体験企画（三重県）

南丹市美山エコツーリズム推進協議会（京都府）

阿蘇ジオパーク推進協議会（熊本県）

特別賞

特定非営利活動法人 赤城自然塾（群馬県）

上市町観光協会（富山県）

蒜山ツアーデスク（岡山県）

串間エコツーリズム推進協議会（宮崎県）

	

第 14 回

大賞 特定非営利活動法人 飛騨小坂 200 滝（岐阜県）

優秀賞

特定非営利活動法人 奥入瀬自然観光資源研究会
（青森県）

下呂市エコツーリズム推進協議会（岐阜県）

有限会社 屋久島野外活動総合センター
（鹿児島県）

特別賞

特定非営利活動法人 有珠山周辺地域ジオパーク
友の会（北海道）

八幡平リゾート 自然ガイドステーション
（岩手県）

八丈島自然ガイドサービス 椎〝しいのき〟（東京都）

一般社団法人 エコロジック（静岡県）

エコツーリズム協会しが（滋賀県）

特別継続賞 認定特定非営利活動法人 霧多布湿原ナショナル
トラスト（北海道）


