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Ⅰ．事業概要 

 
１．事業の背景と目的 

 

我が国のサービス産業の生産性は製造業と比べて低水準にあり、さらにその伸び率も先進

諸国と比べて低くなっている。なかでも観光地に立地する観光産業は地域に密着した中小規

模の地場企業が多いために、ＩＴ社会の進展、企業間競争のグローバル化などの経営環境の

変化に対する対応が遅れているのが現状である。 
観光立国推進基本法が目指している「観光産業の国際競争力強化」へ向けて、今後の国内

の旅行市場において観光産業を活性化していくためには、顧客サービスの向上と収益性の向

上を目指した事業体質の改善を両立させる先進的なビジネスモデルを構築する必要がある。 
このため、観光庁では、こうした動きを加速するために、観光産業の新たなビジネスモデ

ルの創出を促進する実証事業に対して支援を行い、そこから得られた成果と課題を分析評価

してノウハウとして整理し、広く全国に普及・啓発していくこととした。 
 

 

２．実証事業の内容 

 

（１）事業主体 

事業主体は、単独の事業者（以下「単独団体」という）、または地域単位や全国規模

でのコンソーシアム※とする。 
※コンソーシアムとは、具体的には、観光協会、旅館協同組合、ＮＰＯ法人及び観

光関連の公益法人などの他、本実証事業の実施を目的として複数の民間企業など

により構成される実行委員会も含むものとする。 
 
（２）応募対象となる事業 

本事業で支援する実証事業として、広く観光産業のイノベーション促進に資する事業

を公募により募集する。特に以下のような事業、またはこれらの複数にまたがる事業を

対象とする。また、実証事業によって得られたノウハウの普及・啓発を目的とすること

から、観光産業全体の標準となる見込みがある事業であることが条件である。 
 

《対象となる主な事業内容》 
① 新たな販売手法や予約システムの開発による客室販売効率向上事業 
② 複数旅館の連携による共同ブランド構築による販売効率向上事業 
③ 新たな宿泊需要開拓のための新宿泊商品開発による需要開拓事業 
④ 共同化・効率化による運営業務の生産性向上事業 



 2

⑤ 観光産業のデータ処理の効率化、共通化による生産性向上事業 
⑥ その他、観光産業の生産性向上のための革新的なビジネスモデル開発事業 

 
（３）支援額 

上記について、実証事業実施契約に基づき実施する。支援額は実証事業の遂行に直接必

要な経費及び成果の取りまとめに必要な経費とする。 
 
（４）事業の実施期間 

実証事業の実施期間は、本事業の実施契約締結の日から事業実施報告書の作成も含めて、

平成 21年 2月 27日までに完了する範囲とする。 
 
（５）応募から事業終了までの流れ 

応募から事業終了までの流れは、以下のとおりである。 
 

平成 20年 8月 28日（木）：公募開始（下図①） 
平成 20年 9月 17日（水）：公募締切（下図②） 
平成 20 年 9 月下旬    ：協議会の開催、審査、採択候補決定、実証事業実施契

約締結（下図③、④、④′。ただし、単独団体による場合は④′は不要）。 
平成 20年 10月～平成 21年 2月中旬：実証事業の実施、中間報告（下図⑤） 
平成 21年 2月末     ：報告書の提出（下図⑥） 
平成 21年 3月初旬    ：実証事業の評価（協議会の開催）（下図⑦） 
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③審査、採択候補決定 
⑦実証事業の評価 

＜請負契約＞ 

単独団体 
代表団体 

参加団体 参加団体 参加団体

採択事業者 
＜単独団体の場合＞ ＜地域単位、コンソーシアム形式の場合＞

④′実証事業 
実施契約 

「平成２０年度観光産

業のイノベーション

促進事業推進協議会」 
（委員：学識経験者、 
国土交通省） 

 ＜採択等に関する助言＞ 
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（６）審査・選定 

審査の方法及び手順 

審査にあたっては、観光産業についての有識者と観光庁で構成される「平成 20 年
度観光産業のイノベーション促進事業推進協議会」（以下「協議会」という）を設置

してアドバイスを受け、事務局において採択候補案件を決定した。 
 
審査基準 

以下の審査基準に基づいて審査を行った。 
 

① 事業の先進性（今までに無い取り組みであること） 
② 独自性（類似するものが無い取り組みであること） 
③ 高い効果期待（生産性向上に対する効果が高いこと、費用対効果が高いこと） 
④ 継続性（実証事業終了後の事業継続の見通しが高いこと） 
⑤ 汎用性（全国の多くの観光地、観光事業者への普及・啓発の可能性が高いこと） 

 
 
３．協議会の開催 

 

（１）役割 

  ・実証事業への応募案件の審査と採択等に関する助言 

・事業実施方法についての助言 

  ・事業結果の分析と評価に関する助言 

 

（２）委員 

   座 長 

    横浜商科大学 商学部 貿易・観光学科 教授 羽田 耕治 氏 

   委 員 

    株式会社日本政策投資銀行 常務執行役員 関西支店長 加納 望 氏 

    株式会社リーコ 代表取締役 佐藤 陸雄 氏 

株式会社マーケティング・ボイス 代表取締役 鶴本 浩司 氏 

 西武文理大学 サービス経営学部 教授 松坂 健 氏 

    観光庁 観光産業課長 加藤 隆司 
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（３）開催日時 

 

第１回推進協議会 

日 時 ： 平成２０年９月２６日（金）１６：３０～１８：３０ 

場 所 ： （財）日本交通公社 大会議室 

議題および議論のポイント ： 

１．実証事業の公募について 

・8月 28日から 9月 17日の期間、国土交通省および事務局（(財)日本交通公社）の
ホームページで告知をして公募を行った。その結果、17件の応募があった。 
 

２．応募案件に対する審査 

・委員による審査（主なコメント） 

－それぞれの地域において地域振興に寄与するもの、ニューツーリズムに属するも

のが多いが、本事業としては“観光産業のイノベーション”という観点で、付加

価値・消費額の増大、需要の季節変動の平準化といった産業としての生産性向上

につながるかが重要である。 
－応募案件には、webを活用した情報発信や販売促進を目指す事業が多かった。“観
光産業のイノベーション”につながるかという観点からは、特出するものは少な

かった。 
－朝の時間帯の活用、大都市近郊温泉地での深夜チェックイン（連泊への入門編）

といった新たなマーケットの開拓を目指すものは、評価したい。 
－中小規模の旅館が多い地域が“湯治場”として一体的にイメージを高めていくと

いう、“湯治場の運営”の汎用性を高めることに挑戦してほしい。 
－実証事業ではあるが、“実現可能性”をチェックしながら、“本当に新規性がある

事業の芽”を取り上げて採択し、今後の太い流れにしたい。 
－１地域・団体での取り組みについては、一定数以上の旅館が実証事業に参画する

ことを採択の条件にしてほしい。それによって、１泊２食など従来の受け入れに

慣れた従業員に新たな取り組みを経験してもらいたい。 
－web での取り組みについては、“コンテンツ”の充実とともに、そこへのアクセ
ス方法“トラフィック”のあり方が重要である。 

 

協議会委員の評価・助言も踏まえて、観光庁と事務局にて検討した結果、以下の６

つを実証事業として採択した（10月 2日に観光庁および事務局ホームページで採択案
件を公表）。 
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「平成２０年度観光産業のイノベーション促進事業」に係わる実証事業～採択案件一覧 

 

 

第２回推進協議会 

日 時 ： 平成２１年３月４日（水）１０：３０～１２：００ 

場 所 ： （財）日本交通公社 大会議室 

議題および議論のポイント ： 

１．実証事業実施結果の報告 

・10月の事業採択後、各事業主体は事業を推進。１月上旬に中間報告、１～２月には
３地域（湯河原・東鳴子・八戸）に対して事務局がヒアリングを実施した。 

 
２．実施結果に対する評価 

・委員による評価（主なコメント） 

＜総 論＞ 

－新規需要の創出に取り組んだ事業は、おもしろい結果が出たと思う。 
－事業評価としては、実施のために“投入した費用”と“成果”の兼ね合いを分析

しなくてはいけないだろう。実験ではコストが高くても、事業を継続することで

費用が逓減される。「他の地域でも取り組んでみて」と勧めるにあたっては、よ

り客観的に分析した方がわかりやすいのではないか。 
－“コンテンツ”と“トラフィック”の両方が重要であり、いくらコンテンツが良

事業名 事業推進主体（代表団体名） 事業概要

「今夜は温泉へ帰ろう♪」プ
ロジェクト

湯河原温泉旅館協同組合

深夜チェックインや夕食後チェックアウトといった変則型１
泊２食の宿泊商品を、各旅館が独自の工夫を施すことで
開発し、大都市近郊温泉地における新規需要創出事業と
して販売実験を行う。

はちのへ『朝めし』『朝ぶろ』
による朝の新規需要創出事
業

(社)八戸観光コンベンション
協会

八戸の主要マーケットであるビジネス客を、地域資源であ
る「朝市」「銭湯」に誘導を図るため、「朝の泊食分離商品」
を開発し、新規需要創出事業として販売実験を行う。

旅館客室流通効率化・高度
化事業

旅館客室流通効率化・高度
化事業推進コンソーシアム
（(社)国際観光旅館連盟）

オフシーズンにおける客室利用の高度化（付加価値付け）
による客室流通の拡大のために、泊食分離やチェックイ
ン・アウトの柔軟化などを、WEB上で商品展開することで、
消費者ニーズとのマッチングを検証する。

「ニッポン湯治村」（Japan
Toji Village）事業

「ニッポン湯治村」（Japan
Toji Village）実行委員会（(株)
大沼旅館）

「湯治」を核に、東鳴子温泉内外での連泊・転泊を促進し、
滞在需要拡大につながる予約システムの構築、WEB利用
者との情報交換を実際の温泉地づくりに反映できるような
プラットフォームの構築を目指す。

宿泊施設予約通知フォー
マット標準化事業

(株)シーナッツ
宿泊施設の予約情報通知フォーマットの標準化に向けて、
業界ヒアリングやモデル宿泊施設におけるXmlフォーマット
導入による業務効率化状況の把握等に取り組む。

大人の滞在体験型観光シス
テム構築事業

大人の滞在体験型観光シス
テム構築推進委員会（(株)
庵）

大人の個人客を対象とする体験プログラムや地域の食、
古民家・町家ステイに関する複雑な料金体系に即した予約
システムの有為性や、それを活用することによる生産性の
向上等について検証を行う。
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くても、アクセスする人がいなくては意味がない。今回は全般的に、“見てもら

うための取り組み”が弱かったかと思う。 
－新しい購買行動とは、「新しい旅のスタイル」を物語として誰かが語ってその魅

力を伝えないと、なかなか受け入れられない。実証事業のあり方として、プロダ

クトアウトだけではなく、買い手が参加できる仕組みづくり（ソーシャル・メデ

ィア）があるとおもしろいのではないか。 
－販売とオペレーション・システムを連動させて効率化を図る、という部分は、ま

だこれから本格化していくべき分野か。 
 
＜採択事業別＞ 

■「今夜は温泉に帰ろう♪」プロジェクト【湯河原】 

－「旅館で自由に時間を過ごす」という商品を提供することで、一定の需要創出に

つながり、また利用形態も把握できた。 
－忙しい年齢層の潜在ニーズに応えられる新商品、しかも地域全体での取り組みと

して高く評価したい。 
－今後は、広く他の旅行会社も巻き込みながら、連泊商品・着地型旅行商品として

幅広く展開できるのではないか。 
 

■はちのへ『朝めし』『朝ぶろ』による朝の新規需要創出事業【八戸】 

－朝の魅力を活かした商品開発はユニークだった。決して派手ではないが、こうし

た取り組みが他の観光地（例：銭湯が多い鹿児島市）に少しでも伝わればいい。 
－地域が一体となって取り組み、今後に向けてやる気になったのは良かった。 
－宿泊施設の横の連携ができたのは良かった。「圏観光」としての取り組みを、全

国的にも増やしていくべきではないか。 
－今回は、サービスに定評のあるタクシー会社１社だったので、うまくいっただろ

うか。今後、他のタクシー会社が加わるにあたっては、運転手の教育（マニュア

ル）が必要になってくるのではないか。 
 

■旅館客室流通効率化・高度化事業【国観連】 

－対個人のサービス産業の生産性向上に向けて、最も課題である季節変動・曜日変

動の平準化にチャレンジした点は評価できる。 
－参加施設、予約件数が少なかったのは、残念だ。新商品の開発にあたっては、売

り手（旅館）の意識が変わらなくては難しいのだろう。経営者と現場の従業員の

間で意識の差があったとも聞く。意識改革、業界への啓発が必要ではないか。 
－「おためし泊まり」へのアクセスが多いということから、「あの有名旅館に、夕

食をガマンすれば手が届く」ことへの希望が大きいことがわかった。 
－今回のような、現状のオペレーションでは対応できない商品を提供するとコスト
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は高くなる。そのコストと売上のバランスについても、今後は実証実験が必要か

もしれない。 
 
■「ニッポン湯治村」（Japan Toji Village）事業【東鳴子】 

－ブランドを確立することで“供給が需要を創造する”ことがある。その切り口の

一つとして「湯治」は価値がある。ただし、今回はシステムで苦労したようだ。 
－webによる高度な予約システムの構築よりむしろ、マーケットの創造のためには、
一般向け・観光業界向けに、「湯治文化」について伝えるための広報戦略の方が

大事なのではないか（例：「湯治場事典」、英文のパンフレットの制作 等）。 
 
■宿泊施設予約通知フォーマット標準化事業【シーナッツ】 

－予約通知情報標準化の意義はわかるので取り組みとしてはいいのだが、今回の実

証事業の結果については、よくわからない。 
－そもそもこの“規格統一”については、一実証事業ではなくてもっと大きな場で

議論すべき問題ではないか。 
 
■大人の滞在体験型観光システム構築事業【庵】 

－古民家・町家ステイは、古いものを大事に残して利用するという“まちづくり”

の観点では良い取り組みなのだが、“宿泊産業”ということでは、すべてをシス

テムで解決できるわけではないために、オペレーションコストがかかってしまう

など難しい点も多い。そういう難しい分野にチャレンジしたことを評価したい。 
－システムとしては、例えば、農山漁村でグリーンツーリズムを展開する観光交流

施設のうち、一定の規格水準に達した施設については適用できるのではないか。 
－宿泊商品としての目新しさという点では、１軒貸すのであれば２泊以上の商品と

しての打ち出しの方がいいか。 
 
 
協議会委員の評価・助言を、今後の本格的な事業展開の参考としてもらえるよう、

事務局から各事業主体へフィードバックを行った。 
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Ⅱ. 実証事業の実施結果 

 

６つの実証事業の実施結果は、以下のとおりである。 
※以下では、各事業推進主体から提出された「事業実施報告書」の、特に要諦部分

を収録している。 
 

（１）『今夜は温泉に帰ろう♪』プロジェクト 

 

 １．事業推進主体 

 

  １）推進主体：湯河原温泉旅館協同組合 

  ２）代表団体：湯河原温泉旅館協同組合 

    参加団体：株式会社リクルート 旅行カンパニー 
 



本事業は、宿泊人数の減少に悩む湯河原温泉の旅館が共同し、

「とりわけ平日の新たな宿泊需要開拓のため、これまで旅館側が
対応できなかったために存在しなかった新宿泊商品開発」に取り
組むことにより、主として首都圏の消費者（勤労者層）の需要開拓
を図るものである。

実施方針：事業実施の背景

事業のフロー：実施体制（関係者の役割分担）

９



事業の具体的内容：検討経緯・事業実施期間

• 10/1  ～ 各施設じゃらんnetプラン造成開始⇒完成後随時販売開始

• 10/4  ～ 組合HP『今夜は温泉に帰ろう♪』コンテンツ検討

• 10/21～ 組合HPオープン

• 11/15～ じゃらん本誌記事掲載

• 11/21～ じゃらんnet県トップ＆バナー配信（2週間）

• 12/8  ～ じゃらんnet県トップ＆バナー配信（2週間）

• 2/28  ～ 実施事業終了 ⇒ 造成プランについては引続き販売中

湯河原温泉旅館

協同組合ＨＰ

『今夜は温泉に
帰ろう♪』ペー
ジページ

素泊まり

一泊朝食プラン

1泊+翌日朝夕食

①旅館組合ＨＰ内『今夜は温泉に帰ろう♪』コンテンツ検討

⇒チェックイン21時まで可能なプランを造成

②宿一覧へ飛ぶリンクボタン内容検討⇒食事形態でプラン分け

⇒各宿のＨＰアドレス+該当プランへリンクさせるURLを表示

休日１日しかない人へ湯河原温泉の新しい過ごし方の提案♪

レイトチェックインが可能！だから、今夜は会社帰りに温泉へＧＯ

＋泊まった次の日ものんびりしたい ⇒ 翌日朝食付プラン、翌日夕食付プラン

日帰り温泉の盛上りから、旅行に行きたい・出かけたい欲求はあるが、
現状の商品ではその欲求にかなうものがないのでは？と推測される

『今夜は温泉に帰ろう♪』プロジェクト概要

就労者の約32.8％が「完全週休二日制以外の週休二日制」
※平成19年「就労条件総合調査」（厚生労働省）

その多くは「平日の休日+土または日曜日の休日」など
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うちではどんなプランができるの？

YES

NO

NO

高級素泊りプラン ○得素泊りプラン

【前提】 レイトチェックイン（できれば21時以降）がOK

YES

朝食ももちろん提供したい

NO
YES

単価UPしたいから夕食も提供したい

NOYES
連泊プラン設定で作成

2日使うから在庫管理がたいへん

YES

素泊りは単価が安くなっちゃうからからやりたくない・・・

各プラン内容・参画状況

283716参画宿数

■21時以降チェックＩＮ可

■１泊素泊まりプラン

・食事なし

※滞在時間・プラン特典
は各施設によって異なる

■21時以降チェックＩＮ可

■１泊朝食付プラン

・翌日朝食付

※滞在時間・プラン特典は
各施設によって異なる

■21時以降チェックＩＮ可

■１泊2食付プラン

・翌日朝食付

・翌日昼食or夕食付

※滞在時間・プラン特典は
各施設によって異なる

プラン内容

※プラン数については1施設で特典違いで複数、もしくが時期により販売停止など髪媒体とは違ったかたちで出し入れできるので把握できていない。

（プラン数＞参画宿数となっている）
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各プラン内容具体例紹介 ≪1泊+翌日朝・夕食付プラン≫①

【プラン特徴・特典】

■22時到着受入れOK

■20時～翌日21時最大25時間滞在可能

■翌日の昼食は食事処紹介(昼食代別途)

■翌朝モーニングコーヒー付

各プラン内容具体例紹介 ≪1泊+翌日朝・夕食付プラン≫②

【プラン特徴・特典】

■24時到着受入れOK

■20時～翌日21時最大25時間滞在可能

■到着時、布団準備済(お着きのサービス無)

■翌日の昼食は食事処紹介(昼食代別途)
※出前手配も可能

12



各プラン内容具体例紹介 ≪1泊朝付プラン≫

【プラン特徴・特典】

■21時到着受入れOK

■翌日の朝食、刺身付

■貸切露天利用可能（無料）

各プラン内容具体例紹介 ≪素泊まりプラン≫

【プラン特徴・特典】

■21時到着受入れOK

■食事無、素泊まりプラン

13



プロモーション展開概要

メール広告掲載メール
マガジン







『じゃらんネット』

にリンク

神奈川ページに

バナー広告掲載

行政フォーマット

レイトチェックイン～翌日
の過ごし方提案

湯河原の楽しみ方を紹介

（可能なら）いくつかの宿
泊施設情報

を伝える

湯河原温泉旅
館組合様ＨＰ

+

情報センター

じゃらん
ｎｅｔ

おかげさまで、じゃ
らんnetは2007年度
の「旅行部門」で1位
を獲得いたしました。
（これにより2005・
2006・2007年と三
年連続で１位を獲得
いたしました。）

じゃらん
本誌

今夜は温泉に帰ろう♪

食

浸

訪

泊

宿泊施設情報

今夜は温泉に帰ろう♪リ
ン
ク

じゃらん
ｎｅｔ内の
各宿予約
ページへリ

ン
ク

関東版：７６．３万部配信

リンク

リンク “宿泊施設の予約はこちら”

※ 自社ＨＰを持たない宿や、ＨＰはあっても予約機能
を持たない宿のために、じゃらんｎｅｔへの誘導が
効果的と思われます。

興味・欲求を持った読者は・・・

①（宿泊施設情報を見て）そのまま電話で予約

②じゃらんｎｅｔでさらに情報収集

プロモーション実施内容 ≪じゃらん本誌≫

１１月１５日発売号１１月１５日発売号

フリー１ページフリー１ページ

【メインターゲット】
仕事が忙しく、分散休のため旅行に行く機会の少ない独身女性（グループ）。

たまには温泉でのんびり過ごしたい、と常日頃思っている。

仕事終わりに電車に乗ってそのまま温泉、次の日は旅館でのんびり、

なんて出来たらいいな、と思っている層。

【メインメッセージ】
「仕事帰りに温泉へ♪そのまま次の日までゆったり過ごそう」
夕食の時間の都合でレイトチェックインが出来ない宿が多い中、
会社帰りにそのままチェックインできる温泉宿へ。
次の日は、宿で昼食や夕食まで食べて家路に着くのもよし。
宿により多彩な選択肢が用意されている。
今までに無い新しい旅行のカタチを提案する。

【構成案】
「会社帰りに温泉」を表現しているメイン写真とメインメッセージでつかむ。

本文や中写真で｢一泊して次の日ゆっくりする｣という新しい温泉宿の

過ごし方を時間軸に沿って紹介。

コラムで「国交省イノベーション事業」を紹介し、新しい試みである事をダメ押し。

他にも湯河原の地図や真鶴の海鮮料理、山からの景色、

湯河原にはレイトチェックインできる宿が多いことなどを紹介するし

湯河原に行きたくなる理由を訴求する。
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プロモーション実施内容 ≪じゃらんnetバナー広告≫

■１１月２１日～■１１月２１日～
■１２月８日～■１２月８日～

【メインターゲット】

休みが1日しかないが温泉でゆっくりしたい２０～３０代の女性。

（日帰り温泉は利用している）

【課題】

平日の集客を増やしたい

仕事帰りでもチェックイン可能な『今夜は温泉に帰ろう♪』企画の告知。

企画のしばりは”21時以降のチェックイン”のみ。プランは素泊り、

1泊朝食、1泊朝食+昼食、1泊朝食+夕食（夕食付日帰りプラン）、

連泊プランなど、各宿対応可能なプランを販売予定。

特に紹介したいのは、、

1泊朝食+昼食、1泊朝食+夕食（夕食付日帰りプラン）など、

1日しか休みがない人も温泉旅館でゆったり過ごせる新しい宿泊プラン。

現状認知度の低い宿泊プランの紹介。

湯河原温泉旅館協同組合ホームページ改修

■１０月２３日～■１０月２３日～
ＯＰＥＮＯＰＥＮ
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事業実施結果～プラン利用者アンケート結果

湯河原温泉湯河原温泉『『今夜は温泉に帰ろう♪今夜は温泉に帰ろう♪』』プロジェクトプロジェクト

に関するプラン利用者アンケートに関するプラン利用者アンケート

集計結果報告書集計結果報告書

（平成（平成2020年年1010月月11日～平成日～平成2121年年11月月3131日宿泊者アンケート）日宿泊者アンケート）

【調査方法】
『今夜は温泉に帰ろう♪』プラン利用者に直接アンケート記入

【調査期間】
2008年10月1日～2009年1月31日 ≪サンプル数：44≫
【設 問】
■アンケート記入者性別・年代
■今回利用の宿泊プラン
■今回の旅行の同行者
■今回利用の宿泊プランを認知するきっかけ
■今回利用の宿泊プランを選んだ決め手
■今回利用の宿泊プランの満足度
■最終レイトチェックイン希望時間
■次回宿泊の際に利用したいプラン
■次回宿泊の際の希望同行者

プラン利用者アンケート結果①

■アンケートにお答えいただく方の性別は？■アンケートにお答えいただく方の性別は？
11．男性．男性
22．女性．女性

■アンケートにお答えいただく方の年代は？■アンケートにお答えいただく方の年代は？
11．１０代．１０代
22．２０代．２０代
33．３０代．３０代
44．４０代．４０代
55．５０代．５０代
66．６０代．６０代
77．７０代．７０代
88．その他．その他
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プラン利用者アンケート結果②

■今回利用した宿泊プランは？■今回利用した宿泊プランは？
11．素泊まり．素泊まり
22．１泊朝食．１泊朝食
33．１泊朝食・昼食付．１泊朝食・昼食付
44．１泊朝食・翌日夕食付．１泊朝食・翌日夕食付
55．連泊．連泊
66．その他．その他

■今回の旅行の同行者は？■今回の旅行の同行者は？
11．恋人と．恋人と
22．家族と．家族と
33．会社の同僚と．会社の同僚と
44．友人と．友人と
55．夫婦で．夫婦で
66．２世帯で．２世帯で

プラン利用者アンケート結果③

■今回利用したプランはどこで知りましたか？■今回利用したプランはどこで知りましたか？
11．宿ホームページ．宿ホームページ
22．旅館組合ホームページ．旅館組合ホームページ
33．じゃらん．じゃらんnetnet
44．じゃらん本誌．じゃらん本誌
55．他で見かけて宿に直接問合せ．他で見かけて宿に直接問合せ
66．その他．その他

■今回利用したプランに決めた理由は？■今回利用したプランに決めた理由は？
11．レイトチェックイン．レイトチェックイン
22．食事提供形態．食事提供形態
33．施設を気に入った．施設を気に入った
44．変わったプランだから．変わったプランだから
55．その他．その他
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プラン利用者アンケート結果④

■今回のプランの満足度は？■今回のプランの満足度は？
11．たいへん満足．たいへん満足
22．満足．満足
33．ふつう．ふつう
44．そうでもない．そうでもない
55．不満．不満

■最終チェックインの希望時間は？■最終チェックインの希望時間は？
11．２０時まで．２０時まで
22．２１時まで．２１時まで
33．２２時まで．２２時まで
44．２３時まで．２３時まで
55．２４時まで．２４時まで

プラン利用者アンケート結果⑤

■次回宿泊する際に利用したい宿泊プランは？■次回宿泊する際に利用したい宿泊プランは？
11．素泊まり．素泊まり
22．１泊朝食．１泊朝食
33．１泊朝食・昼食付．１泊朝食・昼食付
44．１泊朝食・翌日夕食付．１泊朝食・翌日夕食付
55．連泊．連泊
66．その他．その他

■次回宿泊する際の同行者は誰と？■次回宿泊する際の同行者は誰と？
11．恋人と．恋人と
22．家族と．家族と
33．会社の同僚と．会社の同僚と
44．友人と．友人と
55．夫婦で．夫婦で
66．２世帯で．２世帯で
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【【翌日夕食付プランの考察翌日夕食付プランの考察】】

若いカップル若いカップル

≪プロフィール≫
■２０代～３０代
■自家用ｏｒ電車+バス
≪きっかけ・動機≫
■じゃらんnet掲載プランを発見し、興
味を示して…

≪過ごし方≫
■到着早め、滞在時間の長さが魅力

■当日の夕食は湯河原内の飲食店
■翌日、午前中は館内で
■昼食は真鶴の飲食店
■夕食後、まっすぐ帰宅

子供連れファミリー子供連れファミリー

≪プロフィール≫
■３０代～４０代
■乳幼児・小学生連れ
■交通手段は圧倒的に自家用
≪きっかけ・動機≫
■じゃらんnet掲載プランを発見
■宿泊施設の自社ＨＰを見て

≪過ごし方≫
■到着遅い（２１～２２時）

■当日の夕食は出発地・湯河原内の
飲食店・車中にて
■翌日、午前中は館内で
■昼食は湯河原・真鶴の飲食店、もし
くは宿で出前・弁当
■夕食後早めに帰宅（夕食時間早め
を希望）、もしくはもう1泊延泊

ご夫婦ご夫婦

≪プロフィール≫
■４０代・５０代・６０代のご夫婦のみ
■自家用ｏｒ電車+バス
≪きっかけ・動機≫
■じゃらんnet掲載プランを発見
■宿泊施設の自社ＨＰを見て
■組合ＨＰを見て興味を示して…

≪過ごし方≫
■到着時間は様々、プランによる

■当日の夕食は湯河原の飲食店にて
■翌日、午前中より散策がてらで掛け
るケース、温泉に浸かるなど様々
■昼食は湯河原・真鶴の飲食店、もし
くは宿で出前・弁当
■夕食後早めに帰宅
※滞在中、部屋に篭りっきりの方も（ひ
たすらゴロゴロ？寝てる？）

『翌日夕食付プラン』宿泊者プロフィール

※『翌日夕食付プラン』販売施設に宿泊者のプロフィール・滞在中の過ごし方をヒアリング

■当初のメインターゲットとしていた若い女性グループよりも、子連れファミリーや年輩のご夫婦での利用率が高い■当初のメインターゲットとしていた若い女性グループよりも、子連れファミリーや年輩のご夫婦での利用率が高い
■この宿泊プラン利用者にヒアリングしたところ、「こんなプランを探してた」「たいへん満足しました」との声が多かった■この宿泊プラン利用者にヒアリングしたところ、「こんなプランを探してた」「たいへん満足しました」との声が多かった

■翌日の滞在の仕方としては、時間ギリギリまでゆっくりするケースは少なく、早めの夕食で少し早めのチェックアウト■翌日の滞在の仕方としては、時間ギリギリまでゆっくりするケースは少なく、早めの夕食で少し早めのチェックアウト
■滞在中、何度も入浴するケースが多い（→温泉三昧するには最適のプラン、宿泊施設の入浴可能時間の工夫が必要）■滞在中、何度も入浴するケースが多い（→温泉三昧するには最適のプラン、宿泊施設の入浴可能時間の工夫が必要）
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事業実施結果～じゃらんnetでの効果確認

10月 11月 12月 1月 2月 合計

523 741 731 725 666 3,386
3,012,015 4,081,262 4,299,638 4,838,492 358,527 16,589,934

189 250 262 296 208 1,205
1,458,500 1,824,340 1,870,085 2,193,917 1,457,396 8,804,238

649 1,008 891 873 670 4,091
3,700,968 5,670,731 5,111,851 5,480,944 3,512,418 23,476,912

312 473 362 457 265 1,869
2,604,410 3,714,435 2,775,240 4,338,268 2,410,530 15,842,883

8 8 6 4 6 32
124,620 65,400 12,900 71,400 130,500 404,820

2007

2008

素泊り

1泊朝食

素泊り

1泊朝食

翌日2食

■各施設における食事形態別プラ
ンバリエーション増加による販売数
の増加

単位：人、 左：2007年度、 右：2008年度

（人泊）

（円）
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■『湯河原で日帰り温泉♪』のイメージを強め、都心からのアクセスの良さをアピール
が必要。次のステップで「日帰りで利用できる温泉地だから会社帰りにも…」とレイト
チェックインを露出していく方が効果的であると思われる。
■宿でゆっくりしたいというユーザーの心理を考えると、『翌日夕食付』の変則的プラ
ンは食事バリエーションからのアピールではなく、『○○時間滞在可能!』といった滞在
時間の長さをアピールする方がユーザーにはスムーズに伝わるようである。

定期的・継続的露出により、湯河原温泉でのしかけをアピール

『今夜は温泉に帰ろう♪』プロジェクト振り返り

■旅館組合HP改修により、各施設自社HPからの予約受付可能
■じゃらんnet掲載プランバリエーション増加

予約受入れのためのインフラ構築完了

事業の振り返りと今後の展開～理事長（山本一郎）

午前中にチェックアウトせず翌日１日ゆっくり過ごすという温泉地での

過ごし方は、従来であれば２泊しないとできないことであった。
今回の事業を通じて、２日目を１日中旅館内で過ごすことに価値観
を見出す消費者がいることを実感・確認することができた。またそう
いった消費者に対して、湯河原であれば帰りの時間をあまり心配し
なくてもよいというアクセスでの利点をアピールできる。旅館にとって
は通常の２泊分の客室確保が必要になり、客室コントロールが煩雑
にはなるが、全体的客室稼働の良くない現状だからこそ手がけるこ
とにも意味があると思われる。

今後も今回参画してもらった旅館だけでなく、多くの施設に参画して

もらうことで、個性や料金幅に厚みをもたせ、湯河原温泉で取り組ん
でいるこの新しい宿泊形態を消費者に認知してもらう必要がある。そ
の中から従来からの１泊２食だけではない、別の旅館の過ごし方の
ヒントをまた消費者動向からもらうことも可能となると思われる。

20
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（２）はちのへ『朝めし』『朝ぶろ』による朝の新規需要創出事業 

 

１．事業推進主体 

 

  １）推進主体：社団法人八戸観光コンベンション協会、八戸広域観光推進協議会（事務

局：青森県三八地域県民局） 

  ２）プロジェクトリーダー：八戸広域観光推進協議会 観光コーディネーター 木村 聡 

 

２．事業概要 

 

１）実施期間  平成20年11月11日（火）～平成21年2月22日（日） 
２）実施場所  八戸市中心街～市内朝市（３ヶ所）～市内銭湯（５ヶ所） 

３）事業内容  八戸市内のホテルの宿泊客（ビジネス・観光客）を対象に、市内の複

数のホテルから、朝市と早朝から営業している複数の銭湯（温泉）

間を乗合タクシー運行により、八戸の代表的な庶民文化である「朝

風呂・朝めし」を体験してもらう実証事業である。 

４）背景    東北新幹線全線開業を２年後に控え、八戸観光の新たな魅力アップを

図ることを目的として、八戸市の特性でもある、①ビジネスによる

宿泊客が８割、②八戸は朝が早く朝市が盛ん、③温泉旅館は無いが

「銭湯」が多い、と言った八戸の“強み”を生かし、近年観光客に

も認知され始めた「朝市」という既存の観光資源と新たな観光資源

である「早朝銭湯」を連携させることで、他の地域には無い八戸オ

リジナルの観光資源を創り出すことを目指したもの。 

          ※ ①早寝早起き県日本一 ⇒ 青森県「平成 18 年社会生活基本調査
（総務省）」より 

             ②公衆浴場数日本一（人口 10万人あたり）⇒ 青森県 25.1軒  
（２位 鹿児島･･･18.9軒）「数字で読む青森県 2007」より 
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５）検討経緯  

①20.09.05 
 

②20.09.16 
 

③20.09下旬 
 

④20.10. 02 
⑤20.10.16 
⑥20.10.21 
⑦20.10.22 

⑧20.10.28 

 

⑨20.11.10 

⑩20.11.26 

 

⑪20.12.25 

広域観光推進協議会 観光コーディネーター 木村氏より観光コンベンション協会

に、八戸の朝市と早朝銭湯を結ぶ２次交通事業の実施について相談を受ける 
観光コンベンション協会が、朝市と朝ぶろ乗合タクシー運行事業として、「観光産業

イノベーション促進事業」に係わる実証事業へ応募 
乗合タクシーの道路運送許可関係について、東北運輸局及び青森陸運支局へ相

談・確認 
「観光産業イノベーション促進事業」に係わる実証事業として採択 
八戸ホテル協議会及び市内銭湯、タクシー会社に対し、事業への参加意向確認 
運行業務契約締結  タクシー会社が乗合旅客運送許可申請書提出 

ノベルティ作成業務委託契約締結 

パブリシティ活動  ・八戸市・・・記者発表会の開催 

・東京都・・・レジャー記者会での情報提供 都道府県会館 

事前説明会の開催 （タクシー会社、参加ホテル） 

１１２６「良いふろ（１１２６）の日」に因んで、市民１０名を無料体験会に招待 

八戸市長及び三八地域県民局長の参加 

中間意見交換会の開催 （タクシー会社、参加ホテル） 

 

６）事業フロー 

 
 

基本コースイメージ 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
①受付･･･各ホテルのフロントにて宿泊客の注文受付（前日午後１０時締切） 
        利用客は申込書に①希望プラン、②希望の目的地、③人数等を記入 
                       ▼ 
②発注・・・注文を受けた各ホテルはタクシー会社へ申込事項をFAXにて送信 
                       ▼ 
③乗車・・・翌日タクシーが依頼先のホテルにてツアー客を乗車させ目的地へ 

              ▼ 
④朝市・朝ぶろ・・・目的地で降車、朝市または朝ぶろを堪能 

                 ▼ 
⑤所定の時間・場所で乗客を乗せ、ホテルへ移動 
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７）立寄銭湯・朝市位置図 

 

   

 

８）料金表（料金には朝食代金は含まれない） 

 

コース名 
出発
時刻

おとな 
（12 歳以上） 

こども 
(6 歳～11 歳) 

幼児※１ 
（6 歳未満）

（１）朝市三昧コース ６００円     ３００円 

（２）湊朝市・朝ぶろ満喫コース １，０００円     ５００円 

（３）街なか朝市・朝ぶろ満喫コース １，０００円     ５００円 

（４）朝ふろ満喫コース 

６時 

１，４００円     ７００円 

（５）湊朝市満喫コース ６００円     ３００円 

（６）朝ぶろ満喫コース 
７時 

１，０００円     ５００円 

無料 

※１ 幼児（6 歳未満）が 2人利用の場合は、こども 1人分の料金とする。 

 

９）運行コース 

 

① 朝市三昧コース  （朝市のみ２ヶ所 料金 おとな600円 こども300円） 

 

 

 

 

ホテルホテル 片町朝市 
陸奥湊朝市 

(湊日曜朝市) 

陸奥湊駅前朝市 

片町朝市 

双葉湯 

柳 湯

湊日曜朝市・海の朝市 

卵 湯 

ﾊﾞｲﾀﾙ温泉柏崎

ﾆｭｰ朝日湯

中心街 

（宿泊施設） 
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② 湊朝市・朝ぶろ満喫コース（朝市＋銭湯） （銭湯は１ヶ所選択 料金 おとな1,000円、こど

も500円） 

 

 

 

③ 街なか朝市・朝ぶろ満喫コース（朝市＋銭湯） （銭湯は１ヶ所選択 料金 おとな1,000円、

こども500円） 

 

 

 

④ 朝ぶろ三昧コース （銭湯２ヶ所）  （料金 おとな1,400円 こども700円）  

 

 

 

⑤ 湊朝市満喫コース （朝市１ヶ所のみ） （料金 おとな600円 こども300円）  

 

 

 

⑥ 朝ぶろ満喫コース （銭湯１ヶ所のみ） （料金 おとな1, 000円 こども500円） 

 

 

 

※１  ③街なか朝市・朝ぶろ満喫コースは、１月から「片町朝市」が休みのため運休 

※２  ①②コースは陸奥湊駅前朝市が休みのため第２土曜日運休。１月以降は「湊日曜朝市」

が休みのため、日曜日運休。 

 

１０）乗合タクシー運行スケジュール 

  

１１）参加施設一覧 

 

ホテル 

八戸グランドホテル、八戸プラザホテル、八戸パークホテル、八戸第１・
第２ワシントンホテル、ホテルＪＡＬシティ八戸、シティパークホテル八
戸、ホテルユニバース八戸、パシフィックホテル八戸、ホテル斗南、ハイ
パーホテル八戸、セレクトイン本八戸駅前、ホテルサンルート八戸 

銭湯 卵湯、ニュー朝日湯、柳湯、双葉湯、バイタル温泉柏崎 

朝市 陸奥湊駅前朝市、片町朝市、湊日曜朝市（海の朝市） 

タクシー 三八五交通株式会社 

 

 中心街（ホテル） 各朝市・朝ぶろ立寄 中心街（ホテル） 

第１便 ６：００頃 ６：１５頃～８：１５頃 ８：３０頃 

第２便 ７：００頃 ７：１５頃～８：１５頃 ８：３０頃 

ホテル 
陸奥湊朝市 

(湊日曜朝市)
Ａ：卵湯 Ｂ：柳湯 Ｃ：双葉湯 ホテル

片町朝市 Ａ：ニュー朝日湯 Ｂ：ﾊﾞｲﾀﾙ柏崎 Ｃ：卵湯 ホテル ホテル

A：卵湯 B：ﾊﾞｲﾀﾙ柏崎 C：ニュー朝日湯 D：双葉湯 E：
柳湯  いずれか２ヶ所をチョイス！

ホテル ホテル 

ホテルホテル 
陸奥湊駅前朝市 

(湊日曜朝市) 

A：卵湯 B：ﾊﾞｲﾀﾙ柏崎 C：ニュー朝日湯 D：双葉湯 
E：柳湯  いずれか１ヶ所をチョイス！ ホテル ホテル 
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１２）ノベルティと入浴券 

 

「八戸あさぐる利用者」のうち、銭湯の利用者に

は入浴券のほかに、オリジナルグッズを進呈。旅

の思い出にしてもらい早朝銭湯の利用及びリピー

ター化を図っている。 

 

 ①エコバッグ、②フェイスタオル 

 ③ふのり石鹸（地元産）、④ふのりシャンプー（地元産） 

 ⑤入浴券 

  

 

 

 

 

 

               大人用                              こども用 

 

３．事業の結果 

 

１）事業実績 

 １１月 １２月 １月 ２月 合計 

運行日数（日） ２０ ２９ ２７ ２２ ９８ 

運行台数（台） ２３ ２８ １５ ３４ １００ 

利用人数（人） ５２ ７１ ２５ ８０ ２２８ 

イベント 
主な出来事 

事業スタート 
無料体験会 

 インカレ 
冬季国体 

八戸えんぶり  

朝市 通常営業（３ヶ所） １ヶ所のみ（陸奥湊駅前）  

銭湯・ホテル 通常営業  
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   11月からのスタートを受け、12月は順調に利用者数が伸びたものの、１月に入り湊
日曜朝市、片町朝市が終了したことで減少し、スポーツイベント（インカレ、冬季国体）

が開催されるも、利用者数で約３分の１、台数で約２分の１それぞれ減少した。 

   ２月はえんぶり観覧目的の観光客等が利用したことで、最高の利用者数となった。 

 

時間別運行実績　（計100台）

29%

71%

６時
７時

   
  運行台数及び利用人数とも７割が６時台の１便を利用している。 

時間別利用率　（計228人）

27%

73%

６時

７時

あさぐる運行台数・利用人数

23
28

15

34

52

71

25

80

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

１１月 １２月 １月 ２月

台数

人数



 27

  

コース別利用率

③街なか・ふろ
（6時）
5.3%

②湊朝市・ふろ
（6時）
51.8%

①朝市三昧
（6時）
14.9%⑤朝市満喫

（7時）
12.7%

⑥朝ぶろ満喫
（7時）
14.9%

④朝ぶろ三昧
（6時）
0.4%

①朝市三昧（6時）

②湊朝市・ふろ（6時）

③街なか・ふろ（6時）

④朝ぶろ三昧（6時）

⑤朝市満喫（7時）

⑥朝ぶろ満喫（7時）

 
 
６コースのうち最も人気があるのは、６時発の湊朝市・朝ぶろコースで、半数以上が
利用している。朝ぶろ三昧コース（銭湯２ヶ所）は１人のみの利用で、今後銭湯の魅力
発信について検討する必要がある。 

 

地区別利用率 北海道
0.9%

東北
16.3%

関東
42.8%

東海北陸
11.6%

近畿
6.0%

九州
4.7%

その他
16.7%

韓国
0.9%

北海道

東北

関東

東海北陸

近畿

九州

韓国

その他

  
  地区別で見ると、東北・関東在住者が６割。男性と女性の利用割合は７：３。 
  その他（住所不明者）を含めると約７割が東北・関東在住者と推計される。 
 
  

男女別利用率

女性
33%

男性
67%

男性

女性
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あさぐる利用人数（曜日別）

20
17

5

17

11

50

43
40

32

39

15 151410

0

10

20

30

40

50

60

日 月 火 水 木 金 土

台数

人数

 
   あさぐるの利用率の高い曜日は日、月、水、土曜日となっている。 
   反対に火、木曜日は極端に利用率が低い。 
 
 

２）自己評価 

今回の事業に関する実績評価について、期間中の利用人数が228人と当初掲げた目
標300人には及ばなかったものの、①事業実施が冬期間（11月中旬～2月中旬）だっ
たこと、②検討から実施まで短期間で周知期間がほとんどなかったこと、③早朝の

サービスであること等を考慮すると、『「朝市」という既存の観光資源に新たな要

素である「銭湯」を有機的に連携させることで、他の地域には無い八戸オリジナル

な観光資源の創出を目指す』という当初想定していた目的のためのきっかけとして

は十分な成果を得たものと考えている。 

今後は、この「八戸あさぐる」が年間を通して八戸の新たな観光コンテンツとな

るよう、これまでに見つかった課題を解決するとともに、新たな朝の魅力を加えな

がら事業の継続を図ってまいりたい。 

 

３）主な成果 

◎利用者の反応  概ね良好 

① 同サービスを利用するため、青森市泊を八戸市泊へ変更したというケースあり 

② サービスの利用をきっかけとして、乗務員と意気投合し、ホテルチェックアウト

後、同じ乗務員を指名し、市内観光したというケースあり 

 

◎メディアの反応  良好 

地元や首都圏のメディアから取材したいという要望が複数あり。実際テレビや雑誌

等で複数回紹介された。下記以外にも複数のメディアが４月以降実施する際は、取り

上げたいという意向あり。 

※ 掲載実績   

雑誌：「旅の手帖」1月号、「トランヴェール」1月号（広告）、「ラクラ」12月号 
テレビ：青森県広報番組『メッセージ』、青森朝日放送『スーパーＪチャンネル』 

新聞：日本経済新聞（21年 1月 14日付）、観光経済新聞（20年 10月 25日付）
東奥日報、デーリー東北ほか 
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  ◎地元の反応  良好 

無料体験会を通して、改めて八戸の朝市の魅力を再認識してもらった。 

また、市民が陸奥湊駅前朝市をほとんど利用したことが無いということが分かっ

た。 

今後は、市民を対象にした体験会の回数を増やすなど、各朝市の魅力を市民にも

広め、観光客に対する「事実作り」を進め、受入体制の整備を図りたい。 

みろく横丁や協会会員の口コミで利用してもらうため、チラシを配布し協力を依

頼したところ、面白い取組みとして、積極的に協力してもらった。 

 

◎ホテル関係者の反応  概ね良好 

八戸あさぐるが朝の泊食分離であることから、自分たちのサービスと競合するも

のであるにも関わらず、多くの施設に参画してもらうとともに、大いに宣伝をして

もらった結果、数多くの観光客に利用してもらった。 

今回の取り組みをきっかけにして、今後も横軸の連携を活用して新たな取り組み

の推進母体と成り得ることが期待できる。 

 

◎旅行会社の反応   概ね良好 

ＪＲの冬商品のチラシにおいて、同サービスの情報を掲載してもらったほか、地元

の冬のまつりである八戸えんぶりで来八した旅行会社の担当者にも利用してもらい、

概ね好評を博したところである。 

 

４）主な反省点・課題 

●朝市での食事の仕方や銭湯の説明・情報が不足している。 

  ホテルや観光案内所等各方面に配布しているチラシだけでは情報量が足りず、利用者

が詳細を分からない場面がある。 

  対応策⇒ ①利用者のみに配布するパンフレットを作成する。 

       ②現行のチラシの情報量を増やす。 

◎③利用客と直接接するタクシー乗務員、ホテルフロント、朝市関係者に指

南役を依頼。 

 ⇒ ③を優先的に実施する方向で各方面と調整することとしたい。 

  

●これまで以上に利用客が増えた場合の食事スペースの確保について 

対応策⇒ 朝市周辺で早朝から営業している、または営業を検討している食堂を発掘

する。 

 陸奥湊駅前朝市 「大洋食堂」「みなと食堂」「千軒亭」など 

 片町朝市    「良子」（旭町）など 

 

●複数の利用者から、「炭火の焼き魚が食べたい」という意見を頂戴した。 

 対応策⇒ 利用者の半分以上が訪れた陸奥湊駅前朝市に、市場内で炭火で焼く店が無

いため、今後実施について関係者と調整することとしたい。 

 

●周知方法の充実 
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 多くの利用者が、八戸へ来てからあさぐるを知り利用しているケースが目立つ。 

 対応策⇒ 八戸の夜の観光スポットである「横丁」などと連携することで、地元への

浸透を図るとともに効果的な情報発信による利用率アップへと繋げたい。 

 

●申込締切について 

 利用者の中で22時過ぎに申込みたいというケースが数多く見受けられた。 
対応策⇒ タクシー会社と協議し、24時までに延長することを検討したい。 

   

●利用者アンケートの実施について 

申込書に記載された利用者情報とタクシー運転手等へのヒアリング等によって、利用

動向と反応を把握した。 

対応策⇒ ４月以降継続実施する際は、ホテルの協力を得るなどして、利用者アンケ

ートの実施を検討したい。 

 

   ●複数のタクシー会社が参画した場合の対応について 

   ４月以降の実施に向けて調整している現段階で、複数社が名乗りを挙げている。 

対応策⇒ ホテルからの申込方法及びタクシー各社の配車方法について再考する必

要あり。また、タクシー各社のサービスを一定程度統一するための取り組

みについて検討が必要。 

 

５）今後の展開 

①目標 八戸の朝全体の魅力発信ツールとしての「八戸あさぐる」へ 

⇒乗合タクシーから早朝散歩や昔話鑑賞まで、多彩な早朝観光コンテンツの

総称として 

  

今回の実証事業を通して、八戸の早朝文化が、新たな観光コンテンツとして、一

定程度可能性があると判断できることから、現在４月以降の実施に向けて各方面と

調整を続けている段階である。 

「早寝早起き日本一」の青森県の中でも太平洋岸に面し、日の出が早く、「早朝文

化が根付く街 八戸」という特性を活かしながら、「朝」を一つのキーワードとして

コンテンツを探すことで、これまでそれ程注目されることのなかった市内の朝なら

ではの文化や生活習慣などを発掘し、それら朝のコンテンツを有機的に連携させた

ものを「八戸あさぐる」と総称することで、新たな八戸観光の魅力を創出したいと

考えている。 

その際、グリーンツーリズムやヘルスツーリズムといった視点での取り組みを意

識することで、各事業に更なる厚みを持たせるとともに、広く市民や関係者を巻き

込んだ形での魅力アップ策を検討したいと考えている。 
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②参考 

ア：今後「八戸あさぐる」のメニューとして想定されるもの（要調整） 

項 目 時 期 場 所 内 容 

魚市場の競り 
通年 
7:00～ 

第二魚市場 
水産都市八戸を代表する魚市場 
日曜日を除くほぼ毎日競りを見ること
ができる。 

初日の出 1 月 1 日 種差海岸 
太平洋に面した街の特性を活かし、
元旦に太平洋からの日の出を見るツ
アーを実施。 

八戸えんぶり 
2 月 17 日 
0:00～8:00 

中心街 
(長者山新羅神社)

800 年の歴史を誇る豊作祈願のお祭
り。初日の17日は30組を越えるえん
ぶり組が行列の順番を決めるため早
朝から神社に集まる。 

森のおとぎ会 
7 月下旬（1 週間）

5:30～ 
中心街 

(長者山新羅神社)
夏休みの子供たちに昔話を聞かせる
会。80 年の歴史を持つ。 

早朝座禅 要調整 
中心街 

（大慈寺（糠塚）） 
長者山の麓にある大慈寺にある座禅
堂を利用した座禅会の実施を検討。 

早朝散歩 要調整 史跡 根城の広場
日本 100 名城に指定されている城の
周辺を、ガイド付きでトレッキング。 

 

  

   イ：八戸あさぐるの認知度アップを図るための活動イメージ 

    市民にあさぐるを体験してもらうことで、口コミでその知人、友人に来八の際、利用して

もらうため、体験会を複数回開催することを検討する。 

 

 

 

 

 

 

市民 市民 市民

あさぐる体験会 

（対象：市民）

知人 
知人 

知人 
知人 

知人 
知人  

①はちのへ朝市・朝ぶろ体験 ②新たなコンテンツ発掘 

⇒魅力の再認識
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（３）旅館客室流通効率化・高度化事業 

 

 １．事業推進主体 

 

１）推進主体：旅館客室流通効率化・高度化事業推進コンソーシアム 

２）代表団体：社団法人国際観光旅館連盟 

    参加団体：株式会社オールアバウト、株式会社ジェイヤド、日本ベストサポート株

式会社 

 

２．事業概要 

 

１）実施方針 

全国の旅館業の売上増進のためには、需要の多い週末・オンシーズンの「客室流

通の効率化」や、需要開拓が必要な平日・オフシーズンにおける「客室利用の高度

化（付加価値付け）」による客室流通の拡大（客室稼働率の向上）が必須である。 

そこで、今般、12～1月と全国的にオフシーズンとなる機会に、「潜在需要があ
るものの顕在化できていない商品群」を実験的にインターネット上で流通させ、「客

室利用の高度化」に向けた取り組みを行い、その結果を広く旅館業に向けて普及・

促進する（週末やオンシーズンの「客室流通の効率化」も引き続き課題とする）。 

 

２）事業フロー（図中央の４者がコンソーシアムメンバー） 

 

  

        ①事業説明・参加要請   ②参加申込み 

 

                                  ④企画参画 

    ⑧予約通知              ③商品提示・参画要請 客室申請 

                 ⑤客室登録 

 

            予約システムヘリンク     商品企画(国観連含む) 

                            

 

          ⑦空室紹介・予約      ⑥商品の告知・取材、予約への誘導 

 

 

（社）国際観光旅館連盟(コンソーシアム代表団体) 

全国の国観連加盟旅館 約 50～100 軒 

㈱オールアバウト(Web サイト制作) 

㈱ジェイヤド(予約ｼｽﾃﾑ提供) 日本ベストサポート(運営窓口) 

一般消費者 
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３）事業実施時期 
   10月上旬～12月中旬 サイト準備（サイト制作、予約システムカスタマイズ、 
    参画旅館募集・情報入力） 
   12月 19日～2月 15日 サイト公開（予約受付） 
       ※サイト公開日数  59日間 

※予約日数（休前日及び年末年始を除く実質）40日    
 
４）インターネットホームページ概要 

①名称 旅館プレミアムアウトレット「宿あそび」 

   http://www.yadoasobi.jp/ 

 

②趣旨 平日の客室について、旅館側のオペレーション上の工夫により、一般的には流

通していない、消費者にとって「ありそうでなかった」魅力ある商品として時

限的・実験的に販売する（単純な安売りとはしない）。一部、旅館側の発想の

転換や工夫が求められる。 

  

③商品一覧及び概要 

 

商品名称 顧客ターゲット・商品内容 

①ミッドナイト・チェックイン 分散休で平日に一日休みがある勤労者（看護師等）など 

仕事が終わって深夜チェックイン。翌日の朝食（または昼食）と夕食を付ける、変則一泊二

食。チェックイン 21 時、アウト 18 時頃をイメージ。 

②わがままディナー 食事量の違うシニアご夫婦や二世代旅行など 

量の違う複数の夕食コースを予約時にひとりずつ選択可能とし、提供する。 

③パパいらずステイ 一室大人 1名＋小人となる家族など 

従来の「大人 2名様以上」を廃し、一室大人 1名＋小人でも宿泊可能とする。片親が仕事で

同行できないケースを想定するが、加えて祖父母が同行することを期待した商品。 

④おためし泊まり 若年層などあまり旅館宿泊経験の少ない層 

宿泊日限定。旅館の宿泊のみ（朝食付き）。ふだん宿泊機会のない憧れの旅館に特別料金で

泊まれる。オプションで支配人や女将の案内等。宿泊後アンケートなどのお願いも可。 
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④参加旅館一覧・商品別参加軒数 

 

一覧順 地域 都道府県 温泉地 旅館名
ミッドナイト
チェックイン

わがまま
ディナー

パパいらず
ステイ

おためし泊
まり

1 北海道 北海道 湯の川温泉 函館　花びしホテル × ○ × ○

2 東北 秋田県 森岳温泉 丸富ホテル × × ○ ○

3 東北 岩手県 つなぎ温泉 ホテル大観 ○ ○ ○ ○

4 東北 岩手県 新鉛温泉 結びの宿　愛隣館 × × ○ ×

5 東北 宮城県 秋保温泉 伝承千年の宿　佐勘 × × × ○

6 東北 福島県 磐梯熱海温泉 四季彩　一力 ○ × × ×

7 関東甲信越 新潟県 瀬波温泉 夕映えの宿　汐美荘 × ○ × ×

8 関東甲信越 新潟県 六日町温泉 龍言 ○ ○ × ○

9 関東甲信越 栃木県 日光 日光千姫物語 × ○ × ×

10 関東甲信越 千葉県 鴨川温泉 鴨川館 ○ × ○ ×

11 関東甲信越 千葉県 鴨川温泉 鴨川館別邸「ラ・松廬」 ○ × × ×

12 関東甲信越 山梨県 湯村温泉 常磐ホテル ○ ○ × ×

13 伊豆箱根 静岡県 伊東温泉 陽気館 × × ○ ×

14 伊豆箱根 静岡県 熱川温泉 熱川第一ホテル × × ○ ×

15 伊豆箱根 静岡県 伊豆長岡温泉 小松家八の坊 ○ ○ ○ ×

16 伊豆箱根 静岡県 梅ケ島温泉 梅ケ島温泉ホテル　梅薫楼 × × ○ ×

17 中部 岐阜県 下呂温泉 水明館 × ○ ○ ○

18 中部 石川県 和倉温泉 加賀屋姉妹館　あえの風 × ○ ○ ○

19 近畿 滋賀県 尾上温泉 旅館紅鮎 × × ○ ○

20 近畿 滋賀県 おごと温泉 びわ湖花街道 ○ × × ○

21 近畿 滋賀県 おごと温泉 湯元館 ○ × ○ ×

22 近畿 滋賀県 おごと温泉 雄山荘 × × × ○

23 近畿 京都府 京都 柊家旅館 × ○ × ×

24 近畿 大阪府 伏尾温泉 不死王閣 ○ × × ×

25 近畿 奈良県 奈良 春日ホテル × × ○ ○

26 近畿 和歌山県 和歌の浦温泉 ＭＡＮＰＡ　ＲＥＳＯＲＴ　萬波 × × × ○

27 近畿 和歌山県 白浜温泉 梅樽温泉　ホテルシーモア × × ○ ○

28 近畿 兵庫県 有馬温泉 有馬グランドホテル × × × ○

29 近畿 兵庫県 城崎温泉 西村屋ホテル招月庭 × × × ○

30 近畿 兵庫県 奥城崎温泉 奥城崎シーサイドホテル ○ × ○ ×

31 中国・四国 鳥取県 皆生温泉 皆生菊乃家 × ○ × ×

32 中国・四国 岡山県 湯郷温泉 湯郷グランドホテル × × ○ ×

33 中国・四国 広島県 宮島 宮島グランドホテル有もと × × × ○

34 中国・四国 山口県 湯田温泉 西の雅　常盤 ○ × × ×

35 中国・四国 高知県 高知 城西館 × ○ ○ ×

36 九州 佐賀県 嬉野温泉 美肌の宿　和多屋別荘 ○ × ○ ○

37 九州 長崎県 雲仙温泉 九州ホテル ○ × × ×

38 九州 鹿児島県 鹿児島 温泉ホテル中原別荘 × × ○ ○

商品別参加軒数 14 12 19 18  
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⑤サイト「トップ画面」      http://www.yadoasobi.jp/ 

 
 
 
  
  
  

 



 36

⑥誘導サイト画面トップ（http://allabout.co.jp 内に設置した特集ページの一部） 

 



 37

（各商品紹介ページ イメージ） 
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⑦プレスリリース 

 

2008 年 12 月 19 日 

社団法人国際観光旅館連盟 

株式会社オールアバウト 

 

社団法人国際観光旅館連盟とオールアバウトが、共同で宿予約サイト「宿あそび」を新たに開設 

～サイト限定で“平日のオリジナル宿泊プラン”を提供し、新たな旅行需要を喚起～ 

「宿あそび」の URL：http://www.yadoasobi.jp/ 

 

社団法人国際観光旅館連盟（本部：東京都千代田区、会長：佐藤義正、以下「国観連」）は、 

総合情報サイト「All About」を運営する株式会社オールアバウト（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 

兼 CEO：江幡哲也、以下「オールアバウト」と共同で、平日に特化した宿泊プランを提供する予約サイト

「宿あそび」を本日より公開します。なお、本サービスは、観光庁の「観光産業のイノベーション促進事

業」として採択されています。（事業名：「旅館客室流通効率化・高度化事業」） 

  

「宿あそび」では、All About の「日本の宿」ガイドであり、70 万通以上のお客様の声と向き合い 3,000

軒の宿泊施設にて旅行商品を企画した井門隆夫氏が昨今の消費者ニーズを受けて新たに平日の宿泊プラン

を設計しました。具体的には、今まで宿泊料金が大人 2名分かかっていた母と子の二人旅を大人１名+子供

１名の割安価格で実現した「パパいらずステイ」や、男性と同じ量の夕食を食べきれない女性向けに、量

を減らして数種類のメニューから好きな食事を選択できる「わがままディナー」など、計 4 種類のオリジ

ナルプランになります。これに基づき、国観連に加盟する 38 軒の旅館がプランを導入し、本日より「宿あ

そび」限定で提供、予約受付を開始します。尚、当サイトは、2008 年 12 月 19 日から 2009 年 2 月 15 日ま

での2ヶ月間限定となり、ユーザは、対象となる旅館38軒の空室状況の確認や予約を行うことができます。 

 

今回の取り組みは、平日の旅館の客室稼働率を向上するための試みであり、国観連の旅館ネットワーク

力、オールアバウトのウェブ上でのコンテンツ制作力と、All About ガイドの専門力を結集して、実現いた

しました。また、「宿あそび」には、All About から各種オリジナルプランをライフスタイルや活用シーン

別の記事として紹介することで、サイトへ集客・活性化いたします。 

 

国観連とオールアバウトは、「宿あそび」限定のプランを提供することで、ユーザに新たな価値を提供す

るとともに、平日の旅行需要を喚起し、旅行の活性化に努めてまいります。 

 

【国際観光旅館連盟】 http://www.ryokan.or.jp 

日本人のお客様はもとより、外国人観光客を満足させうる日本旅館の発展向上を図り、合わせて国内観

光事業の進展に寄与することを目的とする日本旅館の集まりです。（2008 年 12 月現在：1255 会員） 

 

All About について  http://allabout.co.jp/ 

株式会社リクルートとヤフー株式会社を大株主とする株式会社オールアバウトが運営、約 500 のテーマ

ごとに、専門の知識や経験を持った人＝「ガイド」が、その分野に関する情報を提供する総合情報サイ

トです。2001 年 2 月 15 日にサイトオープンし、2007 年 7 月には月間のユニーク・ユーザー数が 1,660

万人を突破しました。独自記事による展開を中心にシステムだけでは到達しない満足度へ“人”が編集・

ナビゲートするサービスです。 

 

 

（連絡先省略） 
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３．事業の結果 

 

１）アクセス・予約数 

  ①総アクセス数 

項 目 実 績 備 考 

誘導サイト（３６ページ参照）ページビュー 122,698ＰＶ ﾕﾆｰｸﾕｰｻﾞｰ数 81,071 人 

トップ画面（３５ページ参照）ページビュー 62,382ＰＶ ﾕﾆｰｸﾕｰｻﾞｰ数 28,017 人(b) 

予約件数 12 件(a) 予約率(a/b)0.0004％  

予約人数 29 人 詳細４０ページ参照 

 ※ＰＶ＝ページビュー＝のべ閲覧ページ数、ユニークユーザー数＝訪問者数 

 

  ②誘導サイト（36～37ページ参照） ページ（商品）別アクセス数 

 

ページ（商品）名 訪問者数 ページビュー数

トップページ 49,720 73,170

おためし泊まり 15,475 25,326

ミッドナイトチェックイン 7,861 12,657

わがままディナー 5,117 7,411

パパいらずステイ 2,898 4,134

合計 81,071 122,698  

 

③旅館別アクセス数（商品別上位 20軒）                 単位：人 

リンク先 商品名 訪問者数

1 加賀屋姉妹館　あえの風 おためし泊まり 861
2 龍言 おためし泊まり 734
3 鴨川館別邸「ラ・松盧」 ミッドナイト・チェックイン 592
4 伝承千年の宿　佐勘 おためし泊まり 579
5 有馬グランドホテル おためし泊まり 574
6 水明館 おためし泊まり 561
7 旅館紅鮎 おためし泊まり 505
8 里湯昔話　雄山荘 おためし泊まり 505
9 びわ湖花街道 おためし泊まり 499
10 ＭＡＮＰＡ　ＲＥＳＯＲＴ　萬波 おためし泊まり 487
11 西村屋ホテル招月庭 おためし泊まり 465
12 鴨川館 おためし泊まり 390
13 春日ホテル おためし泊まり 371
14 柊家旅館 わがままディナー 311
15 龍言 ミッドナイト・チェックイン 301
16 ホテル大観 おためし泊まり 274
17 常磐ホテル ミッドナイト・チェックイン 272
18 宮島グランドホテル有もと おためし泊まり 267
19 小松家八の坊 ミッドナイト・チェックイン 262
20 梅樽温泉　ホテルシーモア おためし泊まり 244  
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④予約商品及び旅館名（予約日順） 

・ 12月 19日のサイトオープン日から予約が入ってきた。 
・ １月初旬に雑誌（日経大人の OFF）等でも紹介されたこともあり、１月に入ってか
らの予約が増えた。 

・ お得感のある商品・旅館（「龍言のおためし泊まり」）の予約が目立った。 

予約日 宿泊日 プラン名 人 室 泊 宿泊単価 宿泊施設名

2008/12/19 2008/12/25 わがままディナー 3 1 1 ¥72,000 【石川・和倉温泉】加賀屋姉妹館あえの風

2008/12/19 2008/12/26 ミッドナイト・チェックイン 2 1 1 ¥36,000 【滋賀・おごと温泉】湯元舘

2008/12/28 2009/1/5 おためし泊まり 2 1 1 ¥24,000 【新潟・六日町温泉】龍言

2009/1/6 2009/1/16 わがままディナー 3 1 1 ¥25,200 【鳥取・皆生温泉】皆生菊乃家

2009/1/7 2009/1/12 おためし泊まり 2 1 1 ¥24,000 【新潟・六日町温泉】龍言

2009/1/10 2009/1/16 おためし泊まり 2 1 1 ¥14,700 【鹿児島・鹿児島市】温泉ホテル中原別荘

2009/1/12 2009/1/21 おためし泊まり 2 1 1 ¥28,000 【滋賀・おごと温泉】里湯昔話　雄山荘

2009/1/13 2009/1/23 パパいらずステイ 3 1 1 ¥17,850 【千葉・鴨川温泉】鴨川館

2009/1/18 2009/2/13 ミッドナイト・チェックイン 2 1 1 ¥36,000 【滋賀・おごと温泉】湯元舘

2009/1/22 2009/1/30 ミッドナイト・チェックイン 2 1 1 ¥46,200 【山梨・甲府湯村温泉】常磐ホテル

2009/1/25 2009/2/4 おためし泊まり 3 1 1 ¥30,000 【新潟・六日町温泉】龍言

2009/2/8 2009/2/13 わがままディナー 3 1 1 ¥27,500 【静岡・伊豆長岡温泉】小松家八の坊

全商品 29 12 12

ミッドナイト・チェックイン 6 3 3

おためし泊まり 11 5 5

わがままディナー 6 2 2

パパいらずステイ（和室） 3 1 1

予約合計

うち

うち

うち

うち  

 

 

２）利用者アンケート（オールアバウトサイト内での「利用者アンケート」結果） 

  ①回答者属性（有効回答総数＝227） 

 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

～10歳

11～14歳

15～19歳

20～24歳

25～29歳

30～34歳

35～39歳

40～44歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

60～64歳

65～69歳

70歳～

未回答

【年齢】

男性 女性
 

（人） 
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②サイトの感想（単純集計） 

 

63.5%

28.8%

4.5% 3.2%

内容について

参考になった やや参考になった どちらでもない あまり参考にならなかった
 

5.9% 14.5%
5.0%

74.7%

事前に「宿あそび」をご存知でしたか？

知っていた 聞いたことはある わからない 知らなかった
 

41.1%

51.8%

4.9% 2.2%

「宿あそび」にご興味をお持ちになりましたか？

非常に興味を持った 興味を持った どちらでもない 興味無し
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13.1%

60.8%

22.1%

4.1%

「宿あそび」のご利用をお考えになりますか？

利用する 利用を検討 わからない 利用しない
 

 

③サイト訪問者の声（全コメント） 

 

興味 性

別 

年

齢 

家族構成 コメント 

非常に

興味を

持った 

男

性 

53 既婚（子供あ

り） 

子供と一緒のプランを検討してみたい。 

非常に

興味を

持った 

女

性 

56 既婚（子供な

し） 

新しいタイプの HP で興味を持ちました 

非常に

興味を

持った 

女

性 

30 既婚（子供な

し） 

箱根か湯河原にも宿があると良かった 

非常に

興味を

持った 

女

性 

45 未婚（家族と

同居） 

素敵な旅館ばかりで迷っちゃいますね。 

非常に

興味を

持った 

女

性 

26 未婚（一人

暮らし） 

「国観連」って渋くて古い旅館のイメージがあったのですが、この記事で、実はすきま

を狙ったいいプランを提供されていることを知り、一気に自分的高感度が上がりまし

た。もう少し行きやすい地域だったらなあ･･･。レンタカーとセットとか、交通費込みの

プランとか、そんなのがあったら速攻予約します。交通手段を考えるのって面倒なん

です。 

非常に

興味を

持った 

男

性 

38 既婚（子供な

し） 

高級旅館に夕食抜きで試しに格安で宿泊できるという企画は素晴らしいと思った。

休暇が取れればぜひ利用したい。東京からより近い複数の宿で同じような企画があ

れば尚ありがたい。 
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興味 性

別 

年

齢 

家族構成 コメント 

非常に

興味を

持った 

女

性 

58 既婚（子供あ

り） 

ゆっくり旅館で疲れを癒したいです。 参考に成りましたので是非行きたいです。 

非常に

興味を

持った 

女

性 

55 既婚（子供あ

り） 

敷居が高いと、思っていた旅館に泊まれそう 参考になりました 

非常に

興味を

持った 

男

性 

46 既婚（子供あ

り） 

閑散期のサービスでもいいので、どんどん増やしてほしい。 

非常に

興味を

持った 

女

性 

33 未婚（その

他） 

いろんなバリエーションを満喫できそうで楽しみです。 

非常に

興味を

持った 

女

性 

43 既婚（子供あ

り） 

ふたりでゆっくりと堪能してみたい宿。 あぁ、泊まってみたいと思ってしまう宿が、リ

ーズナブルな料金で！ しかも、均一サービスではなく、個々のニーズに応じて と

いう点、私共のように美味しいものを少しずつという小食な者にとっては、大変に有

難いです。 欧米暮らしがあり、そのホスピタリティに魅せられておりましたので、や

っと日本にもそれが根ざし出したのかという思いで、大変嬉しく拝読致しました。  

非常に

興味を

持った 

女

性 

33 未婚（一人

暮らし） 

年明けに温泉旅行を計画中ですので、とても参考になりました。 

非常に

興味を

持った 

女

性 

38 既婚（子供あ

り） 

すごく利用したいのですが、現在海外に在住のため利用出来ないのが非常に残念

です。 

非常に

興味を

持った 

女

性 

38 未婚（一人

暮らし） 

週中休みはとても面白い発想で、ぜひやってみたい旅行スタイルです。 来年は５

連休が２回もあるけど、（いずれもカレンダー通りに休みの予定ですが）連休は高く

て混みあって出かける気力が失せます。 また、一人旅を応援してくれるプランがあ

ったらうれしいです。海外の方がひとり旅がしやすい。ひとりなら、本当に自己責任

で急に平日休んだりできるし、そんなときにフラっと出かけられたらしょっちゅう出か

けるかも。 

非常に

興味を

持った 

女

性 

32 未婚（一人

暮らし） 

旅行が大好きで土日を利用して行くのですが、 次の週は疲れ気味になってしまい

がちでした。 ミッドナイトチェックインなら金曜の夜から行けて 温泉を気軽に楽しめ

てすごくいいと思いました。  

非常に

興味持 

男

性 

53 既婚（子供あ

り） 

この企画に感動を覚えた。必ず応募して予約をします。 
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興味 性

別 

年

齢 

家族構成 コメント 

非常に

興味を

持った 

男

性 

53 未婚（その

他） 

平日の利用料金の安い事は嬉しい事だが、休日はなぜ高く成るのか、お客が多い

はずだから薄利多売の精神でお願いしたい。年間通して一定料金のホテルもありま

す。 

非常に

興味を

持った 

男

性 

61 既婚（子供あ

り） 

すばらしい企画 機会があれば奥さん孝行に利用したいです 

非常に

興味を

持った 

女

性 

33 既婚（子供な

し） 

ミッドナイトチェックインに興味を持ちました。職場がシフト勤務で全員休みの日が月

曜日だけなので、皆で旅行というのが難しい状況です。日曜の仕事が終ってから出

かけて、月曜１日をゆったり過ごせるプランがあれば是非利用してみたいと思いまし

た。  

 

非常に

興味を

持った 

女

性 

28 未婚（家族と

同居） 

土日・祝日休みがあまりないため、旅行となるとなかなかみんなでそろって行くこと

ができません。ひとりで行動することには慣れているため ふらっと出かけたいことも

あるのですが ビジネスホテルはともかく、旅館等はひとりで宿泊できるところが限ら

れてしまいます。ひとりで宿泊ができるようなプランの設定をぜひお願いしたいで

す。またこれに加えて ・チェックインが早め、アウトが遅め（のんびりできる） ・個室

または部屋で食事 ・温泉やエステが付いている などの特典が付いているような 

プランがあれば尚良いです★ 

非常に

興味を

持った 

女

性 

42 未婚（家族と

同居） 

いろいろなパターンの利用法があり、早速検討したいです。  

非常に

興味を

持った 

男

性 

34 既婚（子供な

し） 

旅館を本幹として、新しい旅のプランを提案してくれたことは目新しい企画だと感じ

た。 実際、本当によい旅館を提案してくれているのかは今後のフィルターの度合い

によるだろうが、本物を常に提供してくれることを願う。 旅をする度に思うのは、ひ

とときの間借りの場がいかに充実しているかによってその周辺の景色や雰囲気をも

変えてしまうということだ。 貴 HP がこのことを満たしてくれる旅のプランナーとして

のトラディッショナルスタイルとして定着できることを期待している。 

非常に

興味を

持った 

女

性 

41 未婚（家族と

同居） 

どうしても海外に目を向けがちですが、こういう楽しみ方もあるんだなと早速試したく

なりました。 

非常に

興味を

持った 

女

性 

29 未婚（その

他） 

お試し泊まりとか是非活用してみたいと思いました！！あと、おひとり様プランみた

いな特集もやってほしいです。それとそれと、空室検索にエリア指定とかも入れて下

さい！！！！ 

非常に

興味持 

女

性 

60 既婚（子供あ

り） 

休みが取りにくい職場なので １日の休みですめば是非利用したいと思う  
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興味 性

別 

年

齢 

家族構成 コメント 

非常に

興味を

持った 

男

性 

23 未婚（一人

暮らし） 

平日１日は休暇がとれても旅行にいけるわけでもなく、何か有効活用できればと思

っていたらミッドナイト・チェックインの記事がありました。 これなら思いっきり羽を伸

ばせるし、貴重な休暇になると思いました。機会があれば利用してみたいと思う。 

非常に

興味を

持った 

男

性 

52 既婚（子供あ

り） 

1万円で泊まれる宿はとても参考になった。我が家は、私一人で働き、子供たち 3人

を大学に生かせています。3人の授業料を捻出するのはとても大変。ただ、そんな

中唯一の楽しみは、旅行に行くこと。妻と 2人での安宿探しから、ゆっくりのんびりと

出かけてきます。そういうわけで1万円で泊まれる宿はありがたいです。今後の希望

として、土曜日と 1泊 2食つきだとものすごくありがたいです。ちょっと無理なお願い

かもしれませんがよろしくお願いいたします。 

 

非常に

興味を

持った 

女

性 

34 既婚（子供あ

り） 

我が家は小さい子供が多いので、温泉は好きだけど露天風呂つきのお部屋は高い

し、大浴場では家族でゆっくり入れないし・・・。少子化対策で子供３人以上の家族へ

割引や特典付きなどあるとうれしいな。 

非常に

興味を

持った 

女

性 

59 既婚（子供あ

り） 

多くの旅館は建て前があってこのようなシステムの物は今回の情報で知るしかない

のでとても役に立ちました。 

非常に

興味を

持った 

男

性 

35 既婚（子供あ

り） 

色々な宿泊プランを掲載していただきたいです。 

非常に

興味を

持った 

男

性 

48 既婚（子供あ

り） 

やはり寒い時期にはやっぱり温泉に限りますね。 ぜひこの冬は家族 5人で出かけ

ます。  

非常に

興味を

持った 

男

性 

51 既婚（子供な

し） 

昨年末、長年勤めていた会社が突然倒産。あまりに突然の事態に落胆を隠せない

年末年始を過ごしてきました。特に家内の落胆は事の程大きかったようで、今まで

気丈に振舞ってきた面影さえ今はありません。１３年間まともに休日など無く働いて

きた家内を見ると暫くゆっくりさせて落ち着いてから職を探すことにしました。 先日

は二人で初めてハローワークでの失業保険の手続きをしてきました。 テレビで連日

放送されていたシーンにまさか自分達がいようとは・・・。 帰りの車の中で家内に

「今まで頑張っていたけど、今のご時世何があってもおかしくないよね。まだショック

はあるけどいつまでも未練を抱いていては先（夢と希望）が無いから、一度自分達の

気持ちを切り替えるために一泊でもいいから旅行にいってみようか？」といってみた

ところ、家内は小さく頷いてくれました。 さっそく家に帰りパソコンに向かい検索した

ところ「宿あそび」があり拝見したところ、とてもわかりやすく参考になりました。 この

小旅行が、私と家内にとって人生の大きな転機となることを期待しています。 
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興味 性

別 

年

齢 

家族構成 コメント 

非常に

興味を

持った 

男

性 

44 既婚（子供あ

り） 

利用するに当たり、条件がハッキリし、目的が明確に出来るので、非常に良いと思

います。 私共の家族構成が 5人でして、非常にこのＨＰが役に立つと思いました。 

宿遊びに旅遊び、はたまた人生遊びにお伴にさせて頂きます。 

非常に

興味を

持った 

男

性 

48 既婚（子供あ

り） 

中年夫婦特集みたいな企画はできませんか？ 

非常に

興味を

持った 

女

性 

34 既婚（子供あ

り） 

テレビの旅番組で観ても、実際には行けない旅館にも手が届くかも・・・と嬉しくなり

ました。 計画を考えてみます。 

 

 

非常に

興味を

持った 

女

性 

49 既婚（子供あ

り） 

一年を通して旅行することが多く、いつも幹事なので宿探しに必死です。 大変参考

になりました！これから使わせて頂こうと思います！！ 

非常に

興味を

持った 

男

性 

52 既婚（子供あ

り） 

より、自分にあったプランを選びたい。 

非常に

興味を

持った 

女

性 

30 未婚（一人

暮らし） 

以前から利用したいと思っていた旅館が入っていたので この機会にぜひ利用した

いと思いました。 

非常に

興味を

持った 

女

性 

50 既婚（子供あ

り） 

仕事に追われ時間が無いときにミッドナイト・チェックインに・・・ 気になっています。

何気なく旅に行きたいな～っと思っても宿さがしに苦慮するので参考にしたいと思い

ます。 

非常に

興味を

持った 

女

性 

42 未婚（一人

暮らし） 

なかなか休みが取れないので、ほっとしました。 非常に参考になりましたので、今

後も情報を頂戴出来ればと思います。  

非常に

興味を

持った 

女

性 

35 既婚（子供な

し） 

思ったほど安くなかったので、残念でした。期待しすぎました。この価格なら他でもあ

るかな。すいません、きつくて。いつも両親に旅行をプレゼントするのに、宿やツアー

など、チェックはかかせません。もう少しお得なら利用したかった。 

非常に

興味を

持った 

女

性 

37 未婚（一人

暮らし） 

旅館大好き、旅行大好きな私です。とても参考になりました。 「我がままなのかな」

と思っていたこともちゃんと申し出ればチョイスを楽しむことに変身できそうですね。

もっと旅を楽しく出来そうです。 

非常に

興味を

持った 

女

性 

38 既婚（子供な

し） 

自分では考えつかなかったプランが色々ありました！面白かったです☆ 一流旅館

が身近になりました！！ 
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興味 性

別 

年

齢 

家族構成 コメント 

非常に

興味を

持った 

男

性 

48 既婚（子供あ

り） 

とても興味深い取組みです。 

非常に

興味を

持った 

男

性 

52 既婚（子供な

し） 

是非利用してみたいと思う旅館もあり、参考になりました。 

非常に

興味を

持った 

女

性 

49 既婚（子供あ

り） 

主婦ものんびり温泉につかりたぁ～いと、まさに 1万円ぽっきり旅行を企てていたも

ので旬の話題でした。楽しく興味を持って拝見しました♪ ただ残念なことはどこも

私の居住地から遠かったこと。  機会があれば利用したいですね 

 

非常に

興味を

持った 

男

性 

44 既婚（子供あ

り） 

年齢も進んでくると『週中でチョッと一休み』と言った生活に憧れます。 仕事の関係

でなかなか行く時間も取れない毎日ですが 夫婦で出かけてみたくなるような情報

満載で楽しみです。 これからもチョッとした企画で良いと思いますので 参考にさせ

て頂き、チャンスを狙いますよ。 

非常に

興味を

持った 

女

性 

29 未婚（家族と

同居） 

ちょうど友人とどこかよさそうな旅館に泊まりたい、と 計画していたところだったの

で、参考にさせて頂きます。 

非常に

興味を

持った 

男

性 

63 既婚（子供あ

り） 

年に数回温泉旅館を訪ね歩いています。 お手ごろ価格でとまれる宿また方法がわ

かり大変参考になりました。 これからも年配向けの企画をご紹介ください。 ありが

とうございました。 

非常に

興味を

持った 

女

性 

36 未婚（その

他） 

とても素敵なプランで実際に出かけたくなりました。 ありがとうございます。 機会が

あれば、ぜひ利用させて頂きたく存じます。 今後もこのように素敵な記事やプラン

等の ご紹介をどうぞよろしくお願い致します。 

非常に

興味を

持った 

男

性 

43   雑誌で存在を知りました。便利なサイトだと思います。携帯版がないとしたら（このペ

ージからはわかりませんでした）、あると良いと思います。 

非常に

興味を

持った 

女

性 

50 未婚（一人

暮らし） 

年末年始の僅かな休暇しかない私！自分へのご褒美をずっと考えてました。踏ん切

りが大事ですよね～(o^^o)記事を参考に実行に移します！！ 

非常に

興味持 

男

性 

50 既婚（子供あ

り） 

夕食をいただいてから帰るというスケジュールは、いいアイデアだと思いました。 

非常に

興味を

持った 

女

性 

30 未婚（家族と

同居） 

いろいろなサイトや旅行誌を読み漁ってますが、宿あそびは初めて拝見しました。「1

人旅＆お試し泊り」などの欲張り企画があると、期間限定でもふらっと立ち寄ること

ができなおいいと思います。今後も是非、斬新な企画を増やしてください！！ 
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興味 性

別 

年

齢 

家族構成 コメント 

非常に

興味を

持った 

男

性 

63 既婚（子供あ

り） 

還暦を過ぎ年に 2～3回は夫婦でのんびり旅行をしたいと考えてます。 とても参考

になりました。 こんな企画をこれからも提案してください。 有難うございました。 

非常に

興味持 

女

性 

34 未婚（一人

暮らし） 

ホームページにあるような素敵な宿に泊まってみたいです。 

非常に

興味を

持った 

女

性 

33 未婚（一人

暮らし） 

平日の夜チェックインって一度やってみたかったんです。もっと泊まれる施設が増え

て期間限定じゃなくなると嬉しいな 

非常に

興味を

持った 

女

性 

36 未婚（家族と

同居） 

忙しくてなかなか連続で休みが取れないので、お休みを 1日取るだけでいいなんて

素晴らしい企画です。もっと参加する施設が増えればいいですね。 

非常に

興味を

持った 

男

性 

36 既婚（子供な

し） 

とてもいい試みだと思いました。  とにかく選択肢が増えるということは  消費者

にとって非常にありがたいと思います。 

興味を

持った 

女

性 

48 未婚（その

他） 

「わがままディナー」良い試みですね。 

興味を

持った 

女

性 

38 既婚（子供な

し） 

休みが取りづらいのですが、日頃から旅館の情報は集めておきたいです。興味のあ

る場所以外は、ネットで調べることをしないので、様々な特集があると新たな発見が

あり、楽しめます。 

興味を

持った 

男

性 

47 未婚（家族と

同居） 

食事と寝るために宿を利用するのでは無く、宿に泊まる事（宿を楽しむ事）を目的と

する旅行があることに気がつかされた。 

興味を

持った 

男

性 

65 既婚（子供あ

り） 

お仕着せの旅館の御馳走で値段が高額になるのが不満であったが、わがままディ

ナーなら納得ができる 

興味を

持った 

男

性 

51 既婚（子供あ

り） 

来年は銀婚式、妻と二人でのんびり旅がしたい。その参考になりました。でもお値段

も良さそうですね。 

興味を

持った 

女

性 

37 未婚（一人

暮らし） 

1人OKのプランがあったらいいのになあと思いました。 1人でささっと行って温泉に

つかっておいしいものが食べたいです。 採算面で中々難しいのかもしれませんが、

1人 OKの宿特集だったら 気兼ねせず予約できるし(宿側から変な風に思われなく

て済む)、 そういう特集を希望します。 宿ごとに最終の時刻と行き方が書いてある

のはなるほど～と思いました。 

興味を

持った 

女

性 

34 既婚（子供な

し） 

どうせなら、よりよいサービスを選びたい。価格と内容のバランスを重視する。 

興味を

持った 

女

性 

32 未婚（家族と

同居） 

「お試し泊まり」いいですね！行きたいです！ 
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興味 性

別 

年

齢 

家族構成 コメント 

興味を

持った 

女

性 

44 既婚（子供あ

り） 

いろんな情報をゲットできて参考になった。 

興味を

持った 

女

性 

51 既婚（子供な

し） 

すごくいい所は寒いところばかりですね やっぱり体の芯から温まる温泉が魅力な

んでしょうね 今の季節はいつも暖かな所ばかり選んでの旅行ばかりです たまに

は海で泳ぐより温泉のつかるのもいいかも知れませんね 

興味を

持った 

男

性 

55 既婚（子供あ

り） 

良いプランです 

 

興味を

持った 

男

性 

46 既婚（子供あ

り） 

平日以外での設定を格安で設けて欲しい。 

興味を

持った 

女

性 

32 未婚（一人

暮らし） 

ホテルはあるんですが旅館では、一人旅ってかなり不利ですよね。 も少し旅館を一

人で楽しめたらいいのになぁ、と思うことが多いです。 まず、一人っていうと断られ

るか追加料金（ほぼ二人分）なんで…。 料理は一人なのに、なんでそんなに値上

げするんだ、とおもったりします。   

興味を

持った 

女

性 

43 未婚（家族と

同居） 

この回の企画がいつまでか記載が無い点が分かりづらかったです 

興味を

持った 

男

性 

35 未婚（家族と

同居） 

有馬温泉の旅館のものですが、国際観光旅館連盟に所属しているのですが、この

企画の通知がなかったように思います。（連絡があったようならお許しください。）小

さな旅館は、相手にされていないのでしょうか？ 

興味を

持った 

男

性 

46 既婚（子供な

し） 

コンセプトはわかるが、価格とか掲載しても良いのでは 

興味を

持った 

男

性 

70

～ 

既婚（子供あ

り） 

友達を誘って行きたいと計画中です。 

興味を

持った 

男

性 

56 既婚（子供な

し） 

高級旅館て、どんなものに興味を持ちましたが、みんな遠距離過ぎる、気がします。

当方千葉の田舎者です。 

興味を

持った 

女

性 

40 既婚（子供な

し） 

旅行も、飛行機に乗って海外に行くばかりが旅ではないと思うので、「宿あそび」の

ような、国内の隠れた宿を紹介しているサイトは、旅の質の向上に適していると思い

ます。写真をみているだけでも、セレブな気分になれますね！ 

興味を

持った 

男

性 

52 既婚（子供あ

り） 

最高のサービスと最高のおもてなし・料理・温泉を一度心ゆくまで堪能したいもので

す。 

興味を

持った 

男

性 

64 既婚（子供あ

り） 

旅行＝ホテルを考えていたが、安くて高級旅館に泊まれるならば好都合。堅苦しい

ことは抜きにして気軽にとまれる旅館を希望している。料理についても品数より中

身、満足した食事を希望している。 

興味を

持った 

男

性 

52 既婚（子供あ

り） 

「おためし泊まり」に紹介されてる旅館がとても魅力的に思いました。夕食が無いの

が少し残念ですが、でも料金が安い分、工夫次第ですね。 
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興味 性

別 

年

齢 

家族構成 コメント 

興味を

持った 

男

性 

50 既婚（子供な

し） 

とても面白い企画だと思うが、年寄りの母が居るので行けそうに無いと思った。 

興味を

持った 

女

性 

33 既婚（子供な

し） 

こんな利用の仕方があったなんて、目から鱗でした。 でも旅行っていいですよね。

早速参考にさせていただきます！ 

興味を

持った 

男

性 

38 既婚（子供あ

り） 

旅行は好きなので団体でも個人でも行ってみたいと思ってます。 

 

 

興味を

持った 

男

性 

47 既婚（子供あ

り） 

利用できない。理由はただ一つ。一人旅に対応していないから。 

興味を

持った 

男

性 

46 既婚（子供あ

り） 

興味のある楽しい企画だと思います。 いろいろな企画をきたいします。 

興味を

持った 

男

性 

60 既婚（子供あ

り） 

値段の割には値打のある旅ができそう。 

興味を

持った 

女

性 

60 既婚（子供あ

り） 

昨年は温泉三昧の年でした。 豪華な食事、すばらしい（何が？）宿より、細かく気配

りされて、日頃の疲労を癒してくれる、そんな旅を求めています。 また所有のリゾー

ト会員権が危うい今、次の手立てを考慮中です。 

興味を

持った 

女

性 

28 既婚（子供あ

り） 

意外と子ども＋大人一人プランってないものだと分かり、びっくりしました。子連れに

は結構高いハードルとなる旅行。このように子連れに優しいプランが増えるとうれし

いと思いました。また乳幼児ありプランも充実して欲しいです 

興味を

持った 

男

性 

59 既婚（子供あ

り） 

余り高級と言われる旅館には行った事がありません。添付の各旅館が高級か分か

りませんが一般的かは？朝食付きでも１万円前後であれば是非行ってみたいとこ

ろ。ただ平日が難点、金曜日もあれば良いのですが。 

興味を

持った 

女

性 

25 未婚（家族と

同居） 

泊まったときを想像できるように書いてあるので、わくわくして読みました憧れの宿が

たくさんありましたので、とても興味がわき時間が取れれば、利用してみます。 

興味を

持った 

女

性 

19 未婚（家族と

同居） 

いろいろなプランがあって良い。  

興味を

持った 

男

性 

58 既婚（子供あ

り） 

これからは、ちょくちょくこのページを、覗きに来ます。 

興味を

持った 

女

性 

26 未婚（一人

暮らし） 

大変見やすくてわかりやすく、参考にするのに良かったです。 

興味を

持った 

男

性 

54 既婚（子供な

し） 

冬の旅行（旅館）の楽しみ方が参考になりました。 

興味を

持った 

女

性 

35 未婚（家族と

同居） 

いろいろな特集を掲載されているので分かりやすくとても良かったです。これからも

参考にさせていただきたいです！ 
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興味 性

別 

年

齢 

家族構成 コメント 

興味を

持った 

男

性 

26 未婚（家族と

同居） 

泊まってみたいとおもいました。 

興味を

持った 

女

性 

48 既婚（子供あ

り） 

一度利用したいと思っていたクラッシクホテルがなんだか身近に感じられて 見てい

るだけでもワクワクしました。 

興味を

持った 

男

性 

47 既婚（子供な

し） 

もう少し選択肢を増やして欲しい。 

 

 

興味を

持った 

女

性 

37 未婚（家族と

同居） 

翌日夜までゆっくりできるというのはいいですね 

興味を

持った 

女

性 

32 既婚（子供あ

り） 

最近、節約生活が続いてて実際行く事は無理かと思いますが記事を読んで楽しい

気分になれたので良かったです。 

興味を

持った 

女

性 

24 未婚（一人

暮らし） 

あたりまえの情報もやはりあったので、少しがっかりしたが、更新回数などがマメに

あるようだったら利用を検討したいと思った。 

興味を

持った 

男

性 

37 既婚（子供な

し） 

首が痛い・・・ 腰が痛い・・・  やっぱらい、温泉でしょ！！！ 

興味を

持った 

男

性 

56 既婚（子供な

し） 

短期キャンペーンでなく定常的なものにしてほしい 

興味を

持った 

男

性 

56 未婚（家族と

同居） 

役職定年し女房と旅行しようと思っていたおり大変参考になりました  

興味を

持った 

男

性 

30 既婚（子供な

し） 

今後の参考にしたいと思いました。 

興味を

持った 

男

性 

30 既婚（子供な

し） 

サイトがわかりやすいです。 

興味を

持った 

女

性 

47 既婚（子供あ

り） 

旅行は大好きです。たまたまネットで発見しました！！ 企画係の私には便利なサ

イトです。 速攻「お気に入り」に入れました（＾＾） 

興味を

持った 

女

性 

60 既婚（子供あ

り） 

高級旅館にお試しで泊まれる企画は女性だけでもリッチな気分になれますね。又、

どなたかをお連れしたい時の安心にも成ります。雰囲気、温泉の感じを知っている

だけでも接待に自信が持てます。 
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興味 性

別 

年

齢 

家族構成 コメント 

どちらで

もない 

女

性 

40 既婚（子供あ

り） 

旅館に泊まっての楽しみは上げ膳据え膳の夕食ですし食べきれない程に夕食を出

す旅館は経験上ありません（１年に２０回ほど旅館泊）連れと違う品を出してくれるな

ら多いに賛成です。夫抜きでの旅行ですが子連れ旅行というのは力仕事が多く大変

です。大荷物を持って子供と手を繋ぐベビーカー押すなどもはや神業。表で子供が

寝てしまったら途方にくれます。車移動前提というプランですね。遠出して車内で子

供がグズッたら運転者であるママしか居ない場合事故の可能性も。いろいろ苦言を

述べてしまいましたがこの様にいろんな手段で宿に泊まったり、又、宿側もこの不況

であるピンチをチャンスとして捉えバイタリティ溢れる宿づくりをしていって欲しいと思

います。 

興味を

持った 

女

性 

36 未婚（一人

暮らし） 

参考になりました 

興味を

持った 

      地域を限定できないため、参考にならなかった 

興味を

持った 

女

性 

31 未婚（家族と

同居） 

ミッドナイト・チェックインというのを初めて知りました。 もっと沢山の宿がこのプラン

を実施してくれると嬉しいです。 

どちらで

もない 

男

性 

46 既婚（子供な

し） 

近場の旅館を探していたので、少々期待はずれでした。 今後を期待します。 

どちらで

もない 

女

性 

24 既婚（子供あ

り） 

子供がいるのでもうこういった贅沢はできませんが、主人と二人でゆっくり過ごせる

ようになったら利用したいと思います。そのときまでこのような制度があればいいの

ですが。。 

興味無

し 

男

性 

38 既婚（子供あ

り） 

予算が... 
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３）参加旅館アンケート  

 事業終了後に、参加旅館に対して「参加動機」及び「今後への提言」に関するアン

ケートを取ったところ、下記のような回答があった。 

概ね、前向きな感想が挙げられているが、改善点として「告知の工夫」などが挙が

っている。今後は、会員旅館の意向や提言の実現に向け、改善を施していきたい。 

 

地域 参加した理由 今後への提言

北海道 業界自らの活動は大変重要に思うから。 業界が一致団結した直販売・販路の拡大。

東北 新しい試みにチャレンジしたかったため。

東北 新しいニーズ開拓のため。

東北 新しい需要を開拓して稼働率を向上させるため。
国観連会員の客室を一括管理して稼働率向上を図り、
旅行会社と対等に友好な関係構築を目指してもらいた
い。

関東甲信越自社サイトへの誘導とプランの特効性

伊豆箱根 試験的に挑戦する意味で参加した。
客室管理画面がわかりやすく、他社ネットに比べて軽快
に動いた。今後の継続・拡充を望む。

伊豆箱根 ネット販売を推進したい。 外客誘致など国観連の特色をもっと生かす。

中部
従来の1泊2食型の宿泊形態に疑問を感じ、現在の
顧客ニーズを知ることができると思って参加した。

中部
お一人ずつ量を選べるプランを新たに設定すること
に意義を感じたため。

近畿 宿泊の新しいスタイルの可能性を探るため
今回は不況と重なり参考とならなかった。また機会があ
れば検討したい。

近畿 少しでも売上が上がるように
空室管理の手間を省くため、楽じゃんや手間いらず等と
提携した方が良いと思う。

近畿 国観連の事業だから。 多言語による直予約システムの構築。

近畿 会員宿としての責務。新しい取り組みへの興味。
システム自体は取り組み含めて非常に良かった。ただ、
広報・アピール力が弱かったように思う。

近畿 地域活性化のため。

近畿
オフ期の稼働率向上と商品ニーズがどれだけある
か。

各ニーズに合わせた商品づくりが必要と思う。

近畿 実証への協力。 サイトのＰＲ（認知向上）。

中国
料理を一人一人のお客様に対応することは既に社
内体制が整っていたので参加しやすかった。意義深
い事業だったので力になりたいと思った。

オフシーズンや平日の稼働率アップ。

中国 幅広いお客様の来客促進のため。

四国
企画が他には余りない新しいものだったから。現在
の状況でインターネット事業は欠かせないものだか
ら。

九州
当社社長からの情報提供により、参加費無料で参加
しやすかったから。  
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４）得られた成果と課題 

 ①利用者には圧倒的な「肯定・賛同」の声 

ユーザーアンケートのコメントを見てもわかるように、取り組みはほとんどの方

が「知らなかった」と答えた反面、コメントは圧倒的に「肯定・賛同の声」が多か

った。 

 

 

 

 

 

もちろん、この他に隠れたお叱りがあることは想定できるが、「これまでにない」

商慣習を変えた商品であることを評価する声が多く、今後、こうした取り組みを継

続すべきことを再認識させられた。旅館側でも（今回参加してない旅館を含め）継

続設定の要望があり、国際観光旅館連盟としても継続・拡大を目指し検討していき

たい。 

 

 ②募集から締切まで余裕のある日程設定 

今回は、38 軒の参加となったが、募集から締切まで２週間しかなく、趣旨の徹
底しやすい本連盟本部役員に限定した（旅館情報データは事務局で収集・入力し、

旅館の負担にならないよう配慮した）。しかし、募集を行った 10 月が全国の旅行
会社の次年度企画商品募集期間と重なったため、旅館担当者の業務多忙により、最

終的に参加意思確認から料金等の提出まで長い施設で約２ヶ月間かかり、募集時期

を閑散期にずらすか、余裕ある募集期間を設ける等の配慮がなければ、多くの参加

は難しいと思われた。 
 

③旅館側の若干の理解不足 

今回の商品は「オフシーズンの客室流通の促進」を目的とし、食事抜きや変則型

一泊二食など、旅館側に現在のオペレーションではできないものも含めて「応用」

を強いたため、なかには「既存の宿泊予約サイトの商品（一泊朝食商品）をそのま

ま流用」したり、「大人１名＋子供１名でありながら、大人２名料金を適用」した

り、趣旨が十分に伝わっていないケースも散見され、ユーザーにも「あたりまえの

情報もありがっかりした」等とのコメントをいただいている。今後、時間をかけ趣

旨を十分に説明のうえ、参加を促すことが寛容と思われた。 
 

④認知度アップや予約率向上への対策 

今回は、約２ヶ月という短期間であったことを鑑みても、予約 12件では、客室
流通の促進に資する効果を挙げたとは言い難い。そのため、今後は「認知度」や「予

「非常に興味をもった」  59 人（50％） 

「興味をもった」  54 人（46％） 

「どちらでもない」   3 人（ 3％） 

「興味なし」    1 人（ 1％） 
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約率」を高めるための要因追求と対策が課題である。そのためには、興味本位では

なく、より宿泊ニーズの高い消費者に見ていただく必要があり、できれば検索エン

ジンで検索されることがベターである。しかし、検索エンジンで上位表示されるた

めには最低３ヶ月は必要となるため、今後は、最低でも６ヶ月以上時間をかけた取

り組みにする必要があると思われる。 

また、今回、予約サイトを通じてではなく、旅館に直接電話で予約があったケー

スもあったようだが（未集計）、商品自体が見慣れないものであり、ユーザー自体

にサイトだけで予約することに不安感があった点なども改善が必要と思われた。 

商品としてはやはり「価格の低い（お得な）」商品にページビューが集中したた

め、ルームチャージなど泊食分離を原則とした、「良質な低価格商品」もラインナ

ップすべきと思われる。 

また、予約は比較的都市近郊（六日町、安房鴨川、伊豆長岡、甲府湯村、和倉、

雄琴、皆生、鹿児島）が多く、今後遠隔地の予約誘導を伴う商品も必要と思われた。 

    

 

５）今後に向けた取組方針 

参加旅館からは前向きな意思が感じられ、また、今回は、短い募集期間の関係で、

参加を本部役員に限定したが、一般会員からも参加したいとの要望があがっている

ことを鑑み、今後も一層商品面や参加旅館数を拡充した取り組みを行っていきたい

と考えている。 

その際には、これまで再三にわたり課題として挙げられている「泊食分離」の推

進や客室稼動率の向上による生産性の向上、ひいては旅館業界の共通客室データベ

ースの構築など、単なる「変わった宿泊プランの販売」に止まらない、制度・商慣

習やシステム変更も視野に入れ、大きな目標を見据えた戦略的な流れを構築してい

きたい。 
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（４）「ニッポン湯治村」（Ｊａｐａｎ Ｔｏｊｉ Ｖｉｌｌａｇｅ）事業 

 

１．事業推進主体 

 

１）推進主体：「ニッポン湯治村」（Japan Toji Village）実行委員会 
２）代表団体：株式会社 大沼旅館 

参加団体：株式会社 ＨＤＳ、株式会社 肘折ホテル 

有限会社 旅館紅せん、有限会社 勘七湯 

 

２．事業の概要 

 

１）実施方針：事業実施の背景 

「湯治」とは、良質の温泉を持つ温泉地に転地・滞在し、じっくり温泉に浸かり

ながら心身を再生してゆくことである。古来より日本の伝統的な保養文化として日

本人の生活を支えてきた「湯治」だが、現在、社会構造の大きな変化の中で衰退の

一途をたどっている。 

このプロジェクトでは、そうした衰退顕著な湯治を再構築し、利用者にとってよ

り魅力あるものにするために「ニッポン湯治村」というＷＥＢサイトを作り、バー

チャルな理想の温泉地を構築したうえに実際の温泉地で「今までになかった、でき

なかった」実体験商品を作り、利用者もバーチャルでもリアルでも参加できるプラ

ットフォーム（場）として、「湯治文化の復活」を図るためのきっかけ作りとするこ

とを目指した。 

 

２）事業フロー 

 

 

 

 

 

 

 

・「ＴＯＪＩ（湯治）」の説明 

・「ＴＯＪＩ（湯治）」の宿泊予約 

・利用者と温泉地の情報交換 

 

 

 

東鳴子温泉（本事業で実証実験）の

複数旅館（コンソーシアム加盟） 

「ニッポン湯治村ガイドライン」：景観、温泉、歴史、泊食分離、外客対応、等 

他温泉地との連携・拡大（将来構想）

（肘折温泉で一軒、実験的に加盟） 

「ニッポン湯治村」サイト（日本語、英語） 

温泉療法医（東鳴子温泉） 

利用者（ファン作りを目指す） 

湯治コンシェルジュ（東鳴子温泉）

湯治宿泊モニター会議 
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３）実施体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４）検討経緯の記録： 

 平成 20年 9月下旬   本事業について事業参加の呼びかけ準備会議 
 平成 20年 10月 2日  ＨＰでの展開についての打ち合わせ 
 平成 20年 10月 6日  予約システムについての打ち合わせ 
 平成 20年 10月 22日  参加旅館へ事業実施についての説明会開催 
 平成 20年 10月 30日  ＨＰ製作について具体的な運用法とデザイン等を協議 
 平成 20年 11月 26日  参加旅館へ予約システム運用についての説明及び検討 
 平成 20年 12月 17日  参加旅館各プランについての検討及び調整 
 平成 20年 12月 22日  Webサイトオープン 
 平成 21年 1月 9日   予約システム運用についての最終調整 
 平成 21年 1月 20日  予約システム稼動開始 
 平成 21年 2月 1日   コンソーシアム事業将来展望について協議 
平成 21年 2月 6日   有識者会議 
 

５）事業の具体的な内容 

① 今となっては意味もよくわからない、読み方さえ不確かな「湯治」という言葉

をローマ字の「ＴＯＪＩ」という表現で、日本伝統の保養スタイルの価値や内

容を日本はもちろん世界に向けて発信した。そのためにＷＥＢ上に「ニッポン

湯治村」サイトを作り、日本伝統のヒーリングスタイルである「湯治」の様々

な宿泊スタイルを紹介した。海外向けに英語バージョンも作成し、滞在しなが

らリアルジャパンを味わえるディスティネーションとして外人客への情報発信

と宿泊客の誘致を行った。 

 

（代表団体）      株式会社 大沼旅館 
（プロジェクトリーダー）  大沼伸治 

（参加団体）      株式会社 ＨＤＳ 
（コンソーシアム事務局）  大坂 弘 

（参加団体）株式会社 肘折ホテル（肘折温泉） 

（参加団体）有限会社 旅館紅せん（東鳴子温泉） 

（参加団体）有限会社 勘七湯  （東鳴子温泉） 



 58

② 「ＴＯＪＩ」のコンセプトを実際に体験できる温泉地として、様々な湯治スタ

イルを、東鳴子温泉と肘折温泉で実際に展開し、ＷＥＢ上の「ニッポン湯治村」

と連動しながら理想の湯治場づくりを進めた。 

→東鳴子温泉においては、Japan Toji Villageとして各宿、商店が手作りで
個性あふれる英語表記の看板を製作した。また英語ガイドマップも制作中。 

 

③ 滞在客を取り込み宿泊数の増大に寄与させるべく、宿泊の多様化に対応する新

予約システムを利用した。現在の宿泊予約システムでは、下記ハ）やニ）のよ

うな違う宿や地域の違う温泉地の予約は困難となっていたが、参加旅館のコン

センサスを得、さらに産業技術総合研究所 サービス工学研究センターで研究

開発されている「融通」予約技術を利用することにより、今まで不可能だっ

た、異なる宿を転泊するＷＥＢ予約を可能にする実証実験を行った。このシス

テム自体は世界初のシステムで今後大きな可能性を秘めていると感じている。 

イ） 「一夜湯治」  …１泊のみの湯治 

ロ） 「通常の湯治」 …同じ宿に連泊・滞在 

ハ） 「お隣湯治」  …同じ温泉郷の中での宿を変えながら連泊・滞在 

ニ） 「渡り湯治」  …域外（県外含む）にある「ニッポン湯治村」に賛同す

る良質の湯治場を渡り歩きながら広域での連泊・滞在 

 

④ 滞在メニューの開発・提案、現地では湯治の過ごし方をガイドする湯治コンシ

ェルジュの設置及び育成を行った。英語の勉強にあたっては地元の中学校で教

えている外人教師につき簡単な日常会話を習った。日本の原風景が残る、奥の

細道など足もとの資源などを外からの目で見、さらにしっかり説明できるよう

にする必要性も指摘された。 

 

⑤ 有識者モニター意見交換会：平成21年2月6日18時 於：大沼旅館 

出席者： 

《有識者》 

旅行作家 野口冬人氏 

(株)トラベルニュース社 代表取締役 奥防一広氏 

(株)ツーリズム・マーケティング研究所 井門隆夫氏 

《コンソーシアム・メンバー》 

(株)大沼旅館 代表取締役 大沼伸治 

(有)勘七湯 代表取締役 高橋聖也 

(有)紅せん 若女将 遊佐佳子 

(株)ＨＤＳ 代表取締役 大坂弘 
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内容： 

・ 国内においては、若い層が旅行をしなくなってきている。今後新しい旅行

需要を開拓してゆくのは難しいのではないか。 

・ 「湯治」の表記の仕方はもっと自信と誇りを持って日本語表記で通した方

がよい。その例として道後温泉ではカタカナの看板を撤去している。 

・ 外人客を呼ぶのも良いが､今までのお客様を大事にすることが肝心だろう。 

・ お客のデータの分析が必要。 

・ 食事もカロリー表示をするなど工夫が必要。 

・ １泊２食のスタイルから脱却すべきだ。 

・ お客の嗜好に合わせたサービスの再考が求められる。 

・ どんな温泉地でも、新たなスタイルに変えてゆくには 10 年はかかる。じ
っくり温泉地づくりをしていって欲しい。 

など貴重な意見が数多く出された。 

中でも特に参考となったものは、海外に認知させることを否定するものではな

いが「湯治文化」を国内で再認識させる展開を行うことが重要である、という点

である。 

 

６）本事業と関連しておこなった事業 

 １．町並みを飾る「Japan Toji Village」英語看板製作事業 
 ２．英語表記の湯治場マップ（現在作成中で平成 21年 3月下旬完成予定） 
 ３．湯治コンシェルジュの設置及び育成 

 

３．事業の結果 

 

１）事業実施期間 

平成 20年 10月 2日～平成 21年 2月 26日 
 

２）サイトへのアクセス数、利用者数 

ＨＰのログを解析した結果（平成 21年 1月～2月）は以下のとおりである。 
アクセス数については述べ 703件で Yahoo google goo等大手検索エンジンから
のものが約 400 件で全体の６割を占め、その際利用されたキーワード検索が 410
件で「ニッポン TOJI むら」が多数を占め、関連する「湯治」「TOJI」を含むキ
ーワードが使用されており、各メディアからの情報によるものと考えられる。し

かし、中には「東鳴子温泉」「温泉」「湯治」などが使用されていることもあり、

今後の SEO 対策※次ページ次第によってはアクセスアップを期待できる要素は充分
あると思われる。 
また、ページビューは 10,021 件で１アクセス当り 14 ページとなり閲覧者の興
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※ SEO（Search Engine Optimization）対策：検索エンジンで検索される際、自らのウェ

ブサイト・ページがより上位に掲載されるよう工夫すること。 

味の高さがうかがえる。TOPページは 1,372件、「むらの宿泊プラン」954件、
「ニッポン TOJI むらとは」873 件、「むらの宿案内」866 件と上位を占め、中で
も「融通予約」の説明のページが 673件であったことは興味深い。 

 

 

 

３）マスコミ等の露出 

 時事通信社の国内外への配信（英字配信も含む） 

  日本経済新聞社、河北新報、大崎タイムス、「旅の手帖」他 

 

４）販売額など実績データ 販売額 85,000円（１件） 
 

５）利用者の反応 

ベルギーからの 50代前半の夫婦がプチ湯治でお見えになった。奥さんはベルギー
在住 20年の日本人で、世界遺産の都市ブルージュで４室の B＆Bスタイルのホテル
を経営している。日頃の疲れを癒しに日本の温泉を目指してきた。旦那さんは初来

日で湯治はおろか日本文化もほとんどなじみがなかった。通常の外人客であれば、

東京や京都などもっとメジャーな都市に行くのだろうが、今回は奥さんのたっての

願いで温泉に同行することになったという。 
奥さんは、宮城の登米市の出身で、実家に近い温泉地を海外で検索した。その際、

時事通信社の配信した英語の記事を偶然目にし、５泊の予定で東鳴子温泉を訪れた。

今回のニッポン湯治村の連泊や転泊機能について聞いたが、もともと複数館を渡る

予定はなかったので特に気にしなかったという。当初、旦那さんは日本食が食べら

れるか不安だったので、素泊まりコースで予約してきたが、試しに朝食を食べたら

きれいに平らげたので、結局は２食付きで５日間すごした。滞在のはじめはいろい

ろと周辺観光をしたりしていたが、単純に温泉に浸かってのんびりする「湯治」の

ペースが気に入り、外出は散歩程度で「プチ湯治」を楽しまれた。東鳴子温泉は湯

治場風情で店も見るところも特にない。感想を聞いてみたら、静かで落ち着いてお

り、のんびりできていいと言う。ただ残念だったのは、大雪が降ったばかりで長い

散歩ができなかったことだという。 

また「湯治」について感想をうかがってみた。すると、日本が初めての旦那さん

は、自分の顔をなで「見てください、私の肌がこんなにつるつると若返りました」

と笑顔で答えてくれた。ヨーロッパには日本の湯治のように単純に温泉浴し、保養

することによって温泉力を享受するスタイルがなく、大体はマッサージなどの施術

をコンビネーションしたものになっているという。また温泉浴も日本のように裸で

はなく、水着を着てプールのように入るところが多い。今回自分が体験した日本の

シンプルな湯治という入浴保養法は世界に通用する素晴らしいものだと絶賛してい
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た。また外国人は裸で他人と入る習慣がなく、宿に家族風呂があったのがとても良

かったと奥様が話していた。 

こうした外国人の入浴習慣などに宿側が配慮できれば、世界に自信を持って日本

の温泉、湯治を発信できると確信した。また今回幸いだったのは、奥さんが日本人

でベルギー人の旦那さんとの会話を全て通訳してくれたことだ。今後は日本語が話

せない外人客とどうやってコミュニケーションをしてゆくのかが課題である。 

最後に湯治場でのエピソードを一つ。日本の湯治、そして湯治場がすっかり気に

入ったベルギー人の旦那さんは、近くの散髪屋で髪を切りに行ったところ、そこの

主人と同い年ということがわかり、また会話が盛り上がった。すっかり散髪屋でこ

ざっぱりとなった彼は、奥さんと必ずまた来年来ますと笑顔でベルギーへ帰ってい

った。 

また、外人客を受け入れる地元の人々の意識としては、特に外人だからといった

気負いはなく、珍しいお客様がお見えになった、あるいは外国からもわざわざ来て

いただいて嬉しいといった反応があった。ただし前にも触れたが、コミュニケーシ

ョンをとる場合の会話能力がほとんどないので、この部分を外国語版のガイドブッ

クを上手に活用して対応していきたい。 

 

６）事業結果に対する推進主体の自己評価 

当初から当サイトへのアクセス及び予約数の懸念があったが、結果的には     

やはり期待したほどの数はとれなかったことは残念だ。しかしながら、マスメディ

アの露出は、時事通信社の国内外への配信（英文でも配信）をはじめ、日経新聞、

「旅の手帖」、東北一円をカバーする河北新報などで大きく取り上げられた経緯も

あり、湯治の新しい動きがさらに行われているという印象は広まったといえる。 

また利用者の感想でも触れたが、初来日したベルギー人も何の違和感もなく湯治

という日本伝統の温泉保養を楽しんだことは注目に値する。日本はもう一度この伝

統的温泉保養文化に目を向け、本質的な温泉での癒しを行うべきだと感じた。 

また国内での湯治に対する認識は依然として低く、海外への発信も大切だが、い

かに日本人に湯治の楽しさ素晴らしさを伝えるかが大きな課題として残っている。 

 

７）今後の展開 

今後の目標としては、今回作成した「ニッポン湯治村」サイトに、近隣の温泉地

から全国まで参加旅館を増やし、利用者の選択幅を広げてゆきたい。 

その際は、予約受付をＷＥＢのみではなく、電話での受付も可能にし、柔軟に対

応できるようにするなど、まずは東鳴子温泉および周辺の温泉地での実態に合った

予約方法も検討する必要がある。これによって、お客様における予約時の利便性

は確実に増すと思われる。なぜならば、まだまだ湯治を利用する年代はパソコ

ン等になじみの薄い高齢者が多く電話でのアナログ対応を好まれる傾向がある。



 62

さらに実際の電話での対応のほうが相手の状況も把握でき安心感を得られる効

用があるからである。 

また全国的に展開するとなったら、予約センターを設け利用者の希望に添った

きめの細かい対応が特に滞在利用者には必要と思われる。 

また、予約システムについても今回利用した産業技術総合研究所 サービス工学

研究センターで研究開発されている「融通」予約技術を今後とも継続して利用

するのか、あるいはそうした共通の予約システムは持たず、「ニッポン湯治村」

の理念を共有できる旅館に参加していただき、それぞれ単館の予約システムを

使う湯治のポータルサイトを目指すのかは今後の検討事項になる。その理念の

ガイドラインや参加の呼びかけ方法なども検討事項である。いずれにしても、

「ニッポン湯治村」を日本を代表する湯治のプラットフォームにし、国内外に

湯治の素晴らしさを発信してゆく情報拠点にしてゆきたいと考えている。 

 

平成 21年 4月 18日～20日 
東鳴子温泉にて行われる、代替医療の専門家達が集う講演会及び

ワークショップの告知、参加者の募集（サイトを併用しての募集） 
5月 東北３県での参加宿の拡大予定 
 東鳴子温泉を５軒 

         肘折温泉を５軒 
         秋ノ宮温泉を３軒  計 13軒に参加旅館を増やす予定 

6 月 利用者参加型のプラットフォームを「ニッポン湯治村」内に設
置。温泉地と利用者の情報交換の場をつくり、利用者の温泉地へ

の意見の反映やファン層の形成を促す 
      ７月 SANABURI（さなぶり）祭り予定 
         奥の細道・国際俳句大会開催 
         「ニッポン湯治村」サイトで告知、募集 
      8月 東鳴子温泉において、湯治村塾を開催 
         WEBと連動し、湯治場で学びの機会を提供 
    10月上旬 参加温泉地と連携して「ニッポン湯治村」祭り初開催予定 
    11月中旬 湯治コンシェルジュ研修会予定 
 
＜将来的な展開イメージ＞ 
平成 22年 「ニッポン湯治村」サイト参加温泉地をさらに全国に展開 
      ロンリープラネットにも紹介される 

23年  湯治が日本の伝統的温泉保養文化として世界に認識される 
「ニッポン湯治村」がリーズナブルにリアルジャパンを体験できる滞

在地を紹介しているサイトとして海外の有力な予約サイトと手を結ぶ 
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（５）宿泊施設予約通知フォーマット標準化事業 

 

１．事業推進主体 

 

１）推進主体：(株)シーナッツ 

 

２．事業の概要 

 

１）実施方針：事業実施の背景 

① 業界課題と解決すべき内容  

国内旅行業界における通知フォーマットは、現在様々な形式で存在している。そ

のため施設の利用するホテルシステム（以下、ＰＭＳ（Property Management 
System）に、宿泊者の情報データなどを自動的に取り込めていない。おそらくその
取り込み量は全体の 40％程度に過ぎず、漏れてしまったデータは手作業で入力して
いるのが現状であり、これが課題である。  
② 目指すべき目標  
施設管理ツール（ＰＭＳ）を利用する宿泊施設の業務効率の向上  
③ 目的  
国内旅行業界の売上・利益増加のために、まずは従業員の業務効率向上を目指す。     

業務効率の向上によって、本来すべき知的業務（商品企画や集客企画など）に時間

の再配分をすることが一つのゴールとなる。  
 

２）事業のフロー： 

実施体制：   

ヒアリング実施及びレポート資料作成  

金 全洪 （(株)シーナッツ 事業統括本部 エグゼクテイブマネージャー） 

秋山 純 （(株)シーナッツ 商品企画室） 

     

検討経緯及び実施調査実施の記録： 

   ＜ヒアリング実施日＞ 

   平成 20年 11月 20日  Ｅホテルチェーン 
        11月 27日  Ａホテルチェーン 
        12月 26日  Ｂホテルチェーン 

       平成 21年 2月 6日    Ｄ旅館 
            2月 6日     Ｃホテル 

※具体的な現状・課題・打ち手についての検討は、平成 20年 10月以降、(株)
シーナッツ社内の定例会議等で継続的に実施 
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３）事業実施期間 

平成 20年 10月 2日～平成 21年 2月 27日 
 

４）事業の具体的な内容： 

 
昨今の旅行業界に於いて、従来のリアルに店舗を構える旅行会社に加えて、旅行商品を扱

うインターネットサイトの普及や、インターネット上での自社 HPによる自社在庫販売の本
格化等によって、宿泊施設にとって販売チャネルは年々多様化している。 
一方、販売チャネルの多様化に伴い、宿泊施設が各販売チャネルから受け取る「予約通知」

情報の種類もまた、同時に多様化している。ただ、各販売チャネルから送信される予約通知

情報は各販売チャネルによって異なっているが、現状ではそうした様々な異なる種類の「予

約通知」情報が、予約者や在庫の状況を一括で管理すべきＰＭＳ（販売・在庫管理システム）

に十分に流しこまれておらず、受け取った様々な種類の予約情報をＰＭＳに手入力したり、

システムで自動的に取り込んだ予約情報の一部不足・誤情報を手で修正する作業が発生して

いる。つまり販売チャネルの多様化に、予約情報受け取り側のシステム・業務が追い付いて

いないのが現状である。その為、宿泊施設は予約情報取り込みの手作業の為に人員を抱える

ことで対応しているが、そうした対応によって予約処理担当者の増員による人件費の圧迫の

みならず、それでも予約情報の取り込みが追い付かないケースや手作業による人為ミスが発

生したケースに於いては、不完全な予約情報の取り込みが起因となる宿泊者とのトラブル

（オーバーブッキング等）も発生してしまっている。 
 
□図：宿泊施設による、予約通知取込業務の流れ 
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今回の事業に於いては、そうした予約情報取り込みの精度向上という課題に対して、

「SNT Xml」の普及が解決策の１つになり得るか、という点について検証を行った。検証
を通じて、今後実施すべきと考察した内容については「３）今後に向けて」に記載すること

とする。 
また検証にあたって、実際の宿泊施設にヒアリングを実施、改めて現状の業務・課題点に

ついてのヒアリングを実施したので、その点についても次章以降で記載していくこととする。 
 
尚、本検証に於いて検討対象とするのは、ＰＭＳ（ホテルシステム）を導入していると考

えられる宿泊施設（ホテル・旅館）、約 5,000施設とし、紙台帳等で管理しているその他の
施設は除くこととする。 
 
３．事業の結果 

 
１）宿泊施設での予約通知処理業務の現状と課題 

 
2-1. 現状の整理 
 
① 販売チャネルの現状：各販売チャネル（旅行会社・インターネット予約サイト等）によ

って、通知情報の種類は様々 

 
現状、旅行会社・インターネット予約サイトから宿泊施設へ予約情報を通知する方法は、

FAX・メール・電話・専用受信端末と様々存在している。また、送信される予約通知の種
類についても、当社にて把握している範囲で、各旅行会社累計で全約 150 種類、インター
ネット予約サイトでも各サイト数分の宿泊通知のバリエーションが存在している。 
宿泊施設は、そのような多種多様な種類の予約通知を、様々な手段で受け取っているのが

現状である（旅行会社からの予約通知を専用受信端末で一括で受信、インターネット予約サ

イトからの予約情報をメールまたは FAXで受信するのが現状では最も一般的）。 
 
□参考：旅行会社から送付される通知情報（一部抜粋） 
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② 宿泊施設側の現状：システムによるデータ連携の普及が不十分 

 
一方、予約通知を受け取る側の宿泊施設の状況はどのようになっているか。①でも触れた

ように、現在、最終的な予約者情報を一元管理するＰＭＳの前に、旅行会社からの予約通知

を専用受信端末で、インターネット予約サイトからの予約情報をメールまたは FAXで受信
するのが最も一般的となっている（参考 『図：宿泊施設による、予約通知取込業務の流れ』）。 
 
＜現在の主な予約情報処理業務の状況は以下のとおり＞ 
・ 旅行会社の予約情報受信  

TL-X(2600施設）＆X_Link(「TL-X」外付けの PMS用データ出力ソフト)（800施設）   
・・・ X_Link を導入している 800 施設については、主に 2048byte フォー

マットでの、ＰＭＳとのシステム（データ）連携あり。その他の施設

は連携なし 
       その他 TLシリーズ（2000施設） ・・・データ連携なし 
       その他専用端末（200施設）    ・・・データ連携ツール一部のみあり  
・ インターネット予約サイトの予約情報受信  

FAX・メール・TL-X＆X_Link(800施設)・API（Application Program Interface）によ

るＰＭＳでの直接データ受信  
・ その他電話予約・ウォークイン  

ＰＭＳに直接入力 
 
＜旅行会社の予約情報受信の現状＞ 
上記にあるように、現在は TL-X等の専用受信端末で受信し、ＰＭＳとのデータ連携を実
施するのが一般的である。 
専用端末で一旦各旅行会社からの予約通知を受信した後ＰＭＳ取込用に予約データをフ

ァイル出力し、ＰＭＳ側のプログラムでその出力されたファイルを取り込む。その出力ファ

イルには主に 3 種類のフォーマット（2048byte フォーマット・4096byte フォーマット・
SNT Xmlフォーマット）ある。現状主に広まっているのは 2048byteフォーマットであり、
各ＰＭＳベンダーに於いても2048byteフォーマット取り込みの為のプログラムは既に広く
開発され、普及している。3 種類の主な特徴は下記の比較表にあるが、2048byte フォーマ
ットはまだインターネット予約サイトでの販売が本格化する前の時代に普及したものであ

る。そのため、普及当時に比べてインターネット予約サイト特有の項目を始め、旅行会社か

らの通知においても予約に関するこれまでになかった情報の伝達が必要となってきた現状、

予約出力フォーマットとして不足情報が目立ってきている。 
そうした課題がもたらしている様々な問題については次の 2-2 にて述べるが、2048byte
フォーマットではデータ連携しきれない情報・項目がほぼすべての予約通知に存在し、それ

を手作業で修正する手間が宿泊施設側に発生しているのが現状である。 
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□参考：各ＰＭＳ用出力データフォーマットの差異 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
＜インターネット予約サイトの予約情報受信の現状＞ 
インターネット予約サイトについては、旅行会社と同様、専用受信端末での一括受信を行

うことも可能であるが、専用端末での受信を促すような普及活動が遅れていることや、

2048byteフォーマットでは情報伝達量が不足していることもあり、まだまだメール・FAX
で通知を受信し、プリントアウトされた通知を PMSに手入力しているケースが多いのが現
状である。 
今回ヒアリングした施設の中でも、例えばＤ旅館に於いてはインターネット予約サイトの

予約情報については一旦 FAXで受信した予約通知を、全て手作業でＰＭＳに入力を行って
いた。 
 
2-2.  現状の課題 
 
①  各販売チャネル（旅行会社・インターネット予約サイト等）によって、通知情報の種類

にばらつきがある 

 
2-1 の通り、各販売チャネルによって、送信されてくる予約通知の種類が異なっている。
その為、例えばエージェントによって送付されてくる項目とされてこない項目に差異があっ

たり、同じ項目でも送付されてくる形式が異なる（例．「宿泊者名」の項目で、姓名の間に

「/」が入る、姓名を同一の項目で送付してくる等）ケースが多々見られる。その為、予約
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情報を専用受信端末－ＰＭＳ間でデータ連携している施設に於いてさえも、販売チャネル毎

の相違点を吸収しきることができず、結果として宿泊施設において各販売チャネル毎に、予

約情報のデータ修正をＰＭＳで実施しているのが現状である。 
例えば、今回ヒアリングを実施したＣホテル・Ｄ旅館では全ての予約について、ＰＭＳ取

込後に何らかの修正を朝から夕方までかけて実施している。Ｅホテルチェーンに於いては、

そのようなエージェントによる微妙な項目の差異を吸収するような独自プラグラムを開発

し、データ取り込みを実施していた（しかしそれも「いたちごっこ」になっており、すべて

の差異を吸収するにはプログラムでの対応が間に合わず、結局手作業による修正が続いてし

まっている状況である）。 
 
② 最も普及している２０４８ｂｙｔｅフォーマットでは、データ量・質が不十分 

 
販売チャネル毎のデータの差異とは別に、現在最も普及している 2048byteフォーマット

そのものについても課題がある。現在 2048byteフォーマットでデータ連携している施設に
おいて、予約通知情報のおよそ半分の情報は欠落した状態でＰＭＳに取り込まれているのが

現状である（ＰＭＳに於いて何も手で修正しなくてよい予約通知情報はほぼ皆無、という状

態）。理由としては、現状最も普及している 2048byte フォーマットでは、インターネット
予約サイト特有の項目が出力されなかったり、旅行会社からの通知を含めて、そもそも

2048byteしか出力されない為に全体的な情報量が少なく、本来項目化するべき項目を仕方
なく備考に混ぜて取り込んでいたりそもそも出力されない項目があるなど、情報の質・量と

もに不十分である。特に変更取消通知については、旅行会社から変更箇所のみ通知されてく

るケースが多く、ＰＭＳ取込をする上での必須項目が出力されないために、ほぼ 100％手修
正しているのが実情となっている。 
このような状況である為、予約情報通知の取り込み・修正をする為に宿泊施設では多くの

人を抱えることによって問題を解消している。 
例）入力作業員（FAX/メール） 
取込後内容確認・修正作業員 
予約情報処理担当者退社後（夜間等）、フロント担当者での当日予約通知のＰＭＳへ

の取込作業 
 
③ 手作業が多いので、ミスが起こりやすい 

 
上記のように、2048byteフォーマットで取り込んだ情報にはそもそも不足分が多かったり、
メール・FAX から手作業で入力しているケースも多々ある為、結果として多くの項目を人
手による手作業に頼っており、管理している予約情報に誤りが発生しやすい状況となってい

る。ひどいケースでは、予約情報の登録ミスにより、オーバーブッキング等の宿泊者とのト

ラブルに結びつくことがある。中にはそもそもそうした運用を前提に業務が成り立っている
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と考え、リベート費用を事前に計上している施設もあった。 
 

④ 「ＳＮＴ Ｘｍｌ」導入の初期コスト＆導入のきっかけがない 

 

詳細は「３．課題に対する対応の考察」で記載するが、今回の実証事業によって「SNT Xml」
の導入によって、上記①～③の課題についてはある程度解消されることが判明した。ただ、

宿泊施設が「SNT Xml」を導入するにあたっては、ＰＭＳ側で「SNT Xml」フォーマット
取り込み用プログラム開発が必要で、その為の初期コストが発生する（数十万円～数百万円

が相場）。その費用対効果に対する検討が追い付かないことや、また「SNT Xml」そのもの
の普及・啓蒙が進んでいないため、多くの宿泊施設では検討のきっかけさえないことある。 
 
２）課題に対する考察 

 
上記の①～③で挙げた課題に対して、今回の事業に於いては「SNT Xml」フォーマット

での専用受信端末‐ＰＭＳ間の連携、すなわち「SNT Xml」フォーマットへのバージョン
アップによって、主に下記のような点が解消されることで、結果として課題①～③について

解消がみられるのではないか、という仮説に基づき検証を行った。 
 
＜「SNT Xml」導入によって解消されると想定したポイント＞ 
 
■  2048byte→SNT Xmlへのバージョンアップによる、飛躍的な項目数の増加 
   □ 2048byteでは送付されていなかった項目（インターネット予約サイト特有の項目

等）の追加 
■ 固定長フォーマットから Xmlの構造的なデータフォーマットへの変更による、１予約

にひもづく情報量の増加 
  □ 1予約に対する複数の情報出力が可能となった。 

（例：泊・部屋毎の複数の料金の出力が可能になったり、部屋毎の宿泊者情報の

出力が可能に） 
(cf. 2048byteフォーマットでは、1泊目の１つの部屋の情報のみ出力可能) 

■ 連泊情報が出力可能 
■ 「TravelXml」をベースに項目定義が正確にされており、項目取込の精度が高い 
     (2048byteフォーマットは固定長の項目定義) 



 70

検証結果の詳細は、巻末の「表：ヒアリングを実施した各モデル施設の現状のまとめ」に

記したが、概して①～③の課題については劇的な解決がみられた。例えば、Ａホテルチェー

ンに於いては、手作業による対予約修正業務はほぼ必要なくなり、各予約のチェックを業務

として実施すればよい、という状況に改善された。 
また、Ｂホテルチェーンにおいても、同様にプリントアウトされた予約通知をＰＭＳへ手

入力する時間短縮・確実性があがり格段に効率化されたのと、正確な情報がスピーディにＰ

ＭＳにデータ移行するため、本部マーケティング部においても、部屋在庫の稼働状況、売上

予測、宿泊単価調整などレベニューマネージメントにも貢献している。 
但し、一部旅行会社・インターネット予約サイトによっては、姓名項目分離、男女区分、

連泊予約の明細など、依然として出力項目に差異があり、完全に予約処理業務がシームレス

に連動しているとも言い難い面はあり、その部分について旅行会社・インターネット予約サ

イトへの働き掛けを含めて、まだ課題が残っている状態である。 
 
以上のような課題を踏まえ、宿泊旅行業界を取り巻く予約通知の在り方と、宿泊施設にと

って望ましい対応をまとめる。 
現在、最も普及しているＰＭＳ連動ソフトは「X_Link」の 2048byte フォーマット版で

ある。しかし、インターネット予約サイト各社の予約者情報やポイント情報、決済区分情報

を含め、データ量が少ないためまずはデータ量の多いフォーマットの普及が望ましい。 
また、予約通知取り込みの手法についても、ＰＭＳとのシームレスな連携を実現すれば、

都度手動で取り込み実施をすることなく、一定間隔毎に予約通知をＰＭＳへ取り込むことが

できる。これによって、予約セクションが退社後の予約通知もフロントにあるＰＭＳにおい

て確認できるため、予約受付時間を深夜まで拡大でき、部屋販売の増大にもつながる。当日

予約の多いビジネスホテルなどは宿泊予約者の予約通知を確認するために、フロントから一

時離れて予約セクションのプリンターや FAXを確認する時間、宿泊者を待たせることがな
いため、カスタマー満足の向上にもつながるであろう。さらには、予約通知情報がＰＭＳに

正確に反映されることによって、過去の販売実績・先々の予約情報がＰＭＳに蓄積され、宿

泊施設の販売責任者であるレベニューマネージャーやイールドマネージャーが正確に残室

や売上状況の把握・予測でき、効果的なプラン造成・残室販売が可能となる。 
前述のデータ量の多いフォーマットは「SNT Xml」として、現在の当社製品である
「X_Link」及び「TL-LINCOLN」に標準装備しており、宿泊施設に限らず、各ＰＭＳメー
カーや各旅行会社、インターネット予約サイト各社に技術公開を行っている。また、ＰＭＳ

からの予約通知情報自動取り込みを可能にするＡＰＩ（「SNT Xml」フォーマット準拠）に
ついても「TL-LINCOLN」に於いて同時に公開している。これらの製品・フォーマットの
普及に向けた取り組みは、宿泊旅行業界全体の利便性の向上を図っていく上で、重要な要素

となっている。 
さらには、現在の「SNT Xml」からより多くの予約情報を出力できるように、宿泊施設

の現状の問題点などを共有した上で、旅行会社やインターネット予約サイト各社に対して、
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不足しているデータの追加送信やフォーマットの提案なども行っている。 
 
以下、「SNT Xml」導入による、宿泊施設の経済効率向上のポイントを大きくに４つにま
とめる。 
 
ⅰ）必要となる手作業（登録・修正作業）の削減による予約情報処理業務の負荷の軽減 
ⅱ）業務効率向上による無駄な人件費の圧縮、及び、手作業に対して必要となる関連コスト

（出力用紙代等）の削減による経済合理性の向上 
ⅲ）取り込まれた予約情報の精度向上による、オーバーブッキング等をはじめとした、宿泊

者とのトラブル等の軽減 
ⅳ）予約情報処理業務の負荷の軽減及び精度向上による、販売チャンスの増大 
 

※ 現在宿泊施設で適用されている「SNT Xml」は、前身のＭＡＰジャパン(株)が
開発したフォーマットを、事業譲渡引受先である当社(株)シーナッツによって、
一部改修を実施したものを採用している。(社)ＪＡＴＡによって平成 18年 6月
に制定されたオリジナルの「TravelXml」は、項目数が非常に多いが実際に旅
行会社・インターネット予約サイトからそうした項目が通知に反映されて送ら

れてくることがなく、また一方でインターネット予約サイト特有の項目への対

応がなかった為、「SNT Xml」ではそうした状況を踏まえて、実際の旅行会社・
インターネット予約サイトでの運用に即した項目に修正した。 

 
３）今後に向けて 

 
 現在、宿泊施設が予約処理業務に多大なコストを支払っている要因の一つは、各旅行会

社・インターネット予約サイトがそれぞれ送付する予約通知フォーマットの統一が図られて

いないことであると考えられる。ただ一方で、各旅行会社・インターネット予約サイト各社

は商品管理システムを独自に開発している。また、旅行者・宿泊者を獲得するために日々販

売活動をする中、各旅行会社やインターネット予約サイト会社は商品造成に特色を出してお

り、それが予約通知フォーマットに反映されている為、一概にフォーマットを統一すること

は難しく、また消費者にとって魅力的な旅行商品を提供するためにもフォーマットの統一化

がその足かせになることは望ましくない。 
 
 そのような現状を鑑みると、各旅行会社・インターネット予約サイトから送付されてくる

それぞれの通知フォーマットの多様性は残しながら、それらを一旦受信して統一的なフォー

マットで出力するスイッチャーの必要性が高い状況にあると考えられる。現状では、施設に

最も普及している「TL」シリーズ（「TL-X」「TL-3」等）がその役割を大きく果たしている
が、旧来の TLシリーズはハードウェアを提供する製品のため、各旅行会社や NET販売各
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社が通知フォーマットを変更した際には、各ハードウェアに対して、バージョンの更新作業

（自動配布・現地設定）など、完了するのに１～2か月を要する。そのためその期間の予約
通知はフォーマット化されず、手入力を余儀なくされる。また、当然システムのバージョン

アップ等の改修費用も各宿泊施設がそれぞれ負担している。 
一部、旅行会社、インターネット予約サイトの中で、楽天トラベル、じゃらん NETなど
は、ホテルＰＭＳに対して直接予約通知を送信する仕組みを提供しており（一部有料）、宿

泊施設にとって、上記 2 社との限定取引でホテル稼働をしていれば、スイッチングする必
要もなく、全ての販売チャネルがＰＭＳに予約情報を正確に取り込むことが実現できる。 
ただ、圧倒的多数の宿泊施設では、より多くの部屋を販売するために、より多くの販売チ

ャネルと取引を実施しているのが実情である。大規模施設になればなるほどその傾向が強く

なるのは必然だが、チャネルを限定することにより部屋販売量の低下リスクという観点から

すれば、小規模施設でも同じであり、限定的なチャネルとの取引のみで販売を完結できる施

設が多数を占めにくい状況であると言える。 
 
上記の状況を踏まえると、やはり各旅行会社・インターネット予約サイトから送付されて

くる各種通知フォーマットを一旦受信し、統一的なフォーマットで出力するスイッチャーの

必要性が出てくる。既に欧米では、ペガサス社に代表されるスイッチャーの役割が明確にな

っており、各旅行会社・インターネット予約サイトの通知を受け取って標準フォーマットに

変換・出力を行なっており、各ＰＭＳもそのフォーマットに準拠したインターフェース/フ
ォーマットを取り入れている。現状、施設に最も普及している TLシリーズで提供されてい
る 2048byteの出力フォーマットは、ほぼ全てのＰＭＳメーカー各社が標準搭載している。 

 
今回の実証事業に於いて、「SNT Xml」の採用を宿泊施設・ＰＭＳベンダー一体となって

実施していくことが、現状の宿泊施設の課題を解決する１つの方法になり得ることをある程

度まで確認することができた。ただ、現状では「SNT Xml」フォーマットを採用して自動
取込を実施しているような事例はまだまだ少ない。宿泊施設・ＰＭＳベンダーにとっては当

然初期開発コストが発生するが、その初期投資のコスト回収・費用対効果については宿泊施

設の規模の大小によって異なり、規模の小さい宿泊施設＝予約通知の量が少ない宿泊施設が

メリットを享受するにはしばらく時間がかかることが予想される。 
当社は今後も無料での情報開示を含め「SNT Xml」の普及活動を続けるものの、導入の

効果は施設によって様々であるため必ずしもスピーディーに導入が進むかは未知数である。

また各ＰＭＳメーカーの立場からしても、どの会社のどのフォーマットを自社のＰＭＳに取

り入れれば効率的な投資になるのか、基準のない現状では悩ましいところでもある。１つの

可能性として、業界内で広く普及するフォーマットを業界標準として認可し、業界として後

押しすることでそれぞれのプレイヤーが検討・普及を進めていくことよりも早い速度で広め

ていくことは可能かもしれない。もしそれができれば、予約情報の低労力・高精度での取り

込みが可能になることによって、宿泊施設の収益・業務構造の改善、ひいては業界全体のコ
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スト構造の改善や品質・信用向上につなげることができるかもしれない。「SNT Xml」を広
げていくことは、その１つの回答となり得る可能性があることを、今回の実証事業の１つの

結論としたい。また補足として、今回の実証事業は国内旅行業界限定のレポートとしたが、

「SNT Xml」の普及により、インバウンドマーケットの拡大に寄与する可能性も秘めてい
る。なぜならば、「SNT Xml」フォーマットでの予約情報が取込可能になることで、宿泊施
設側でのインバウンド販売実施における業務的な大きな障壁の１つが解消されると考えら

れるからである。 
 
□表：ヒアリングを実施した各モデル施設の現状のまとめ 

 

Aホテルチェーン Bホテルチェーン Cホテル D旅館  
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（６）大人の滞在体験型観光システム構築事業 

 

１．事業推進主体の概要 

 

１）事業名：大人の滞在体験型観光システム構築事業 

２）推進主体：大人の滞在体験型観光システム構築推進委員会 

３）代表団体と参加団体： 

代表団体：株式会社庵 

参加団体：おぢか観光まちづくり協議会 

東祖谷平家落人伝説歴史まちづくり実行委員会 

五條市観光まちづくり協議会 

 

２．事業の概要  

 

１）実施方針・事業実施の背景 

①「大人の滞在体験型観光システム構築推進委員会」の予定している｢大人の滞在

体験型観光｣は、次のとおりである。 

 Ａ）滞在観光客に対し、大人の知的好奇心を満足させ、大人ならではの喜びを享

受できる体験プログラムを提供する。 

 Ｂ）滞在観光客に対し、地域の豊かな食を満喫できるレストラン、しかも地域の

暮らしを十二分に感じ取れる古民家・町家等を改修したレストランで、郷土

料理にとどまらず、当代の一流の料理を提供する。 

 Ｃ）観光客の滞在には、Ａ）Ｂ）とともに、地域に「暮らすように旅する」古民

家・町家ステイ（いちグループに対し、一棟貸し）を提供し、地域の上質な

暮らしを満喫いただく。 

 Ｄ）これらを、地域の地方自治体の支援する運営会社（観光まちづくり会社等地

域の有志が設立・運営もしくはＮＰＯ等）が事業として経営する。 

 Ｅ）なお、これらは、いずれも個人顧客向けに構成され、団体客は想定していな

い。 

 

②上記の運営に当たっての課題 

 Ａ）いずれも小規模な事業者を想定している。したがって、予約等についてそれ

ぞれが独自のシステムを持つことは大変困難である。 

 Ｂ）既存の予約システムは、大手ホテルチェーンなどを対象とした大型のシステ

ムで、当然に基盤整備のコストも使用料など運営コストが大変大きく、小規

模な事業者には使用不可能である。 

 Ｃ）旅行会社またはＷＥＢ販売事業者などは、新しい形の古民家・町家ステイを



 75

軸とした滞在体験型観光システムに対しては、それぞれの会社の自社システ

ムに馴染まないことなどを理由に販売を請け負わないという現実がある。 

 

③上記の運営に当たっての課題を解決し、円滑な運営と予約の確保を図るために、

次のシステムを構築し、イノベーションを図る。 

 Ａ）顧客は個人客を対象とするので、ＷＥＢ販売を中心に据える。ＷＥＢから、

個人客が容易に予約をできるシステムを構築する。 

 Ｂ）その予約内容は「古民家・町家ステイ」という滞在体験(宿泊)の予約、食事

の予約、各種体験プログラムはじめ着地型ツアーの予約である 

Ｃ） 同種の観光サービスを提供する地域で、共通のプラット・フォームを作り、

システム構築コストを分け合うことで地域ごとの負担をすくなくするととも

に、共同販促を可能とする仕組みとする。 

 Ｄ）来年以降、予約システムにとどまらず、業務運営及び経営に資するシステム

を構築する。 

 Ｅ）この観光サービスの販売を求める旅行会社及びＷＥＢ型旅行販売会社とも連

携できるシステムとする。  

 

④事業フロー 

Ａ）システム構築に当たり、本件事業の代表者である株式会社庵が、３年６ヶ

月近く「京町家ステイ」＋「オリジン・アート・プログラム（伝統文化体験

研修プログラム）」＋「京都の食事手配など」を、簡易な予約システムと手

作業で実践してきた。この試行錯誤による成果、様々な体験・事件などとと

もに通常業務の中で培ったノウハウを、取りまとめ、システムの開発・構築

に最大限生かすこととする。 

 Ｂ）既に各種体験プログラム（現在は、学生向け）を実践している推進委員会メ

ンバーの知見・ノウハウ・ニーズを取り込んだシステムとする。 

 Ｃ）初期開発段階で、現在稼動中の株式会社庵が実証テスト運営を行い、現場と

実務に適した内容に改善を進める。 

 

なお、本実証事業では、以上のような予約システムの有為性や、それを活用する

ことによる生産性の向上等について検証を行うこととする。 

 

⑤システムの使用予定者 

 Ａ）当面の使用予定者 

株式会社庵（現在事業運営中）、来年度開業予定の五條新町観光まちづくり

協議会及び三好市東祖谷平家落人伝説歴史観光まちづくり実行委員会、おぢ

か観光まちづくり協議会。 
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 Ｂ）将来の使用予定者 

全国の美しい地域の滞在体験型観光施設運営者、場合によっては小規模の

旅館・ホテル事業者、学生向け体験プログラム提供事業者など。 

 

 

２）事業の概要について <実施体制及び検討経緯の記録> 

 

実施体制 

（主体名と役割分担） 

 

 

 

 

 

 

検討経緯の記録 

（日時､主な検討事項）

 

 

 

 
・11月 25日 運行開始日時についての打合せ 
・12月 3日 一部システム運行開始にあたり動作確認 
・12月 5日  運行の動作状況についての確認打合せ 
・12月 15日  運行の動作状況についての確認打合せ 
・1 月 15 日 管理システム導入にあたり、諸スタッフから

の提案や要望などの最終聞取り 

システム納入 

実地試験＆フィードバック 

シ

ス

テ

ム

開

発

事

業

コンソーシアム 

五條市観光まちづ

くり協議会 

庵 おぢか観光まちづ

くり協議会 

東祖谷平家落人伝説歴

史まちづくり実行委員会

開
発
情
報

開発指示・調整業務ほか 
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３）事業の具体的な内容 

① 本件で開発を目指した予約システムの具体的な内容 

Ａ）複雑な料金体系に則したシステム構築 

    予約対象は、上記のように、 

a) 宿泊サービス提供としての｢古民家・町家ステイ｣ 
b) 宿泊に付随するが、それぞれが楽しみのある食事予約 
c) 大人の体験プログラム 

これらは、次のとおり、複雑な料金体系であることに加え、事業運営を円滑に

するために、初期予約から予約内容の詳細が明確でなければならないため、料金

体系が一層複雑となる。 

 

a）古民家・町家ステイ 
他の宿泊施設と同様、季節・曜日・地域イベント・祭礼等により、基本的な

料金体系が決まる。これだけでも複雑な料金体系である。 

次に、古民家・町家ステイは、他の宿泊施設のように画一的な部屋・間取り

ではない。何故なら、民家一棟貸しであるため、それぞれの民家ごとに個性が

あるからである。そのため、料金体系に大きな影響がある。 

すなわち、古民家・町家の立地という点では、海・川に面する絶景ポイント、

山岳の絶景ポイント、歴史を大きく感じる街道筋に面する、小さな路地に面す

る、段畑・棚田を望む…など、他と比べて価値の高いところは、比較的高価な

設定となるなど。 

古民家・町家の大きさという点では、商家、豪農の家、網元の家、武家屋敷

などの大きな家から普通の農家、町人屋敷、漁師の家、貸家、長屋、離れ、蔵

などの小さな家まであり、それぞれ快適で適正な収容人員が異なり、また、大

きな家ほど改修費が大きくなるため事業上、価格設定が高くならざるを得ない

など。 

また、営業政策上、設備や設えを抑えた入門編的な価格設定の民家から、大

変少なくなった茅葺古民家、海外富裕層向けのグレイド感の高い民家まで多様

な価格設定が必要であることなど。 

b) 食事予約 
他の宿泊施設同様、夕食・朝食の手配がある。ただし、泊食分離なので、同

じ地域にあるレストラン等の手配である。 

第一に、運営会社直営の古民家レストラン・カフェの手配である。数種類の

コースメニューに適したシステムとする。なお、来年度以降の開発として、直

営レストラン・カフェでは、テーブル・椅子の確保なども含め、来年度以降開

発する運営システムと大きく連動する。 

第二に、地域の既存の飲食施設の紹介及び手配も可能とする。 
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第三に、各体験プログラムに付随する朝食・昼食・夕食手配。 

c）体験プログラム＋着地型ツアー予約 
体験プログラムとして地域の伝統産業(農林水産業を含む)・伝統文化・民俗

・自然体験、ガイドツアーなどを準備している。この予約が滞在予約・食事予

約とともに可能とする。 

 

   Ｂ）各種変更に対応し易い設計 

宿泊可能な古民家・町家の数を各地域10棟程度と限定している。また、創業
当初の脆弱な経営基盤のリスク回避ということもあり、滞在予約後、直ちに予約

金として滞在費用全額を前金として入金する仕組みである。しかし、予約の変更

等は必ずあるものなので、当初の予約人員の変更、日程の変更にも自動的に対応

でき、追加料金収受、料金返還なども容易に実行可能なものとする。これは、前

金収受をしない食事予約及び体験プログラムにも連動するシステムとする。 

 

   Ｃ）リピーター様優先の設計 

自信を持って薦められる滞在体験型観光であるので、リピーター優先の設計を

構築する。既に、京都では外国人を含め相当多数のリピーター様に愛される施設

となっている。予約開始期間の優先予約、グレイドアップなど多様な仕組みを今

後取り入れることが可能なシステムとする。 

 

② 予約システムの有為性・生産性の向上等について検証 

既に運営されている株式会社庵での町家の料金体系は、立地・季節・曜日・祭

事祭礼などによって複雑に異なっている。また宿泊全般に関わる管理業務の効率

化を高めるとともに、特徴ある「大人の体験プログラム」の提供をＷＥＢを活用

して効果的に行うことも目指している。 

よって株式会社庵に於いては、限られたスタッフ数の中で可能な限り予約処理

時間を省き、本来注力すべきサービス向上業務に振り向けることを当システム導

入の基本的意図として捉え、まずＷＥＢから入る予約の処理については、正確且

つ迅速な処理能力機能を求めることとし、下記の内容で検証を行った。この過程

で、今後当システムの運行を予定している各コンソーシアムに於いても同様の複

雑な料金体系を想定していることから、メンバーへのヒアリング等を実施して各

地における知見やノウハウを取り込んだシステムを検討することとした。 

 

a) 随時ＷＥＢから入った予約の日程希望が、ＷＥＢのカレンダー上に仮予約

（未入金期間）として瞬時自動表示されることによる効率化と、オーバー

ブッキングが起こらないこと等によるサービス向上についての検証 

b) 仮予約受付完了の際、瞬時にそのお客様へ返信される「町家利用について



 79

のご案内」（参考資料１）の返信、およびお客様の予約フォームから抽出

された情報を基に自動作成・送信される日本語版・英語版「町家利用につ

いてのご案内」内の都度の金額・利用日程・チェックイン案内などの記載

表示、また外国人には利用町家の周辺マップの自動添付機能など、一連の

機能による生産性の向上に関する検証 

c) 社内オペレーション管理業務の効率化についての検証 
d) 特徴ある「大人の体験プログラム」の提供をＷＥＢを活用して効果的に行

うことの有為性 

 

３．事業の結果 

 

１）事業実施期間 

平成 20年 12月 3日～平成 21年 2月 25日までの期間（一部システム運行） 
 

２）利用者数のデータ 

平成 20年 12月 3日（一部システム稼動日）～平成 21年 2月 25日の 84日間 
 

<申込の延べ組数> 

・ 日本人 １４３組 

・ 外国人  ２６組        合計組数 １６９組 

 

<申込の延べ宿泊> 

・ 日本人 １６２泊 

・ 外国人  ７１泊        合計宿泊数 ２３３泊 

 

３）返信・予約ブロック自動システムによる作業効率の向上 

12 月より運行された当予約処理システム機能について、以前はＷＥＢから予約を
受け付けた際、メール返信用フォーマットに予約業務担当者が必要事項を手入力で記

入してお客様へ「町家利用についてのご案内とご確認」（参考資料１）として都度手

動で返信する必要があったほか、それと並行してＷＥＢカレンダー上のブロック処理、

第三者による予約処理内容の再確認など、一連の予約処理作業に費やす作業時間は、

予約一件あたりおおよそ 10分前後の時間を要していた。 
当システム導入後は、ＷＥＢから受けた宿泊予約情報は、当システムの基本管理画

面となる「１．スケジュールカレンダー」上（参考資料２）に、利用町家名・代表者

氏名ほか、利用人数・泊数、入金状況や予定チェックイン時間など日時ごとに一括情

報として瞬時に自動表示。また、その宿泊予約情報は「５．予約データ入力」に自動

反映され、この「５．予約データ入力」は、顧客の個人情報や過去の利用実績の確認
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ほか、お客様からの諸要望フォームとしても活用できるようになった。 
これによって、「町家利用についてのご案内とご確認」が瞬時にお客様へ自動返信

化され、またＷＥＢ自動ブロック化により、一件あたりの予約処理時間はおおよそ３

分前後と約 70％の時間短縮等、生産性の向上が確認された。 
また、予約確認メールの未送信や誤入力など、これまで週１～２度の頻度で発生し

ていた予約業務に関わるミスが、このシステムによってほぼ完全に回避できるように

なった。 
 

〔自動システムによる予約処理作業の利点〕 

・ 予約受付完了と受付内容確認が瞬時に返信 

・ 誤入力や未送信などのヒューマンエラーの回避 

・ 瞬時によるＷＥＢ上カレンダーの自動ブロックによりダブルブッキングの回避 

・ 予約処理作業の軽減化 

 

４）社内オペレーション管理業務の効率化 

当システムでは、町家別の常備・準備品情報（リネン、活花準備の有無、挽きコー

ヒー等）をデーターベース化し、また各町家の清掃に費やす時間枠や清掃作業に携わ

る清掃員名をシステム上で把握することにより、お客様の利用内容に応じた迅速な清

掃準備と的確な清掃配置と作業指揮が可能となった。 
 

５）ＷＥＢを活用した「大人の体験プログラム」提供の有為性 

「大人の滞在体験型観光」は、古民家・町家ステイの宿泊、地域の豊かな食を満喫

するレストランでの食事ほか、大人の体験プログラムはじめ着地ツアーを主な販売軸

としている。こうした多様なプログラム（オリジン・アート・プログラム、ＯＡＰ）

の販売をＷＥＢを中心に行うことにより、個人客がいつでも容易に予約することがで

きる。 
システム上の管理カレンダー画面では、最新の町家予約情報のほか、ＯＡＰ（オリ

ジン・アート・プログラム）の実施スケジュールとその詳細情報、また各スタッフの

スケジュールなど、日々の必要情報が一括表示される。その情報を共有することによ

り、限られた人数のスタッフで運営されている庵において、効率的に多様なプログラ

ムを提供するといったサービス業務の質的向上に取り組むことができた。 

 

６）コンソーシアム・メンバーにおける知見・ノウハウを踏まえた検証 

来年度末に一部開業が予定されている長崎県小値賀島「おぢか観光まちづくり協議

会」では、すでに現在、毎年 6月中旬～7月中旬の４週間にわたって、週に約 40名、
延べ 160 人の海外からの学生が訪島し、民家に滞在しながら小値賀島の農業・漁業
を学び体験する体験プログラムを行っている。今後、当体験プログラムは、団体のみ
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ならず個人顧客からのニーズの増加も予想されることから、体験プログラム参加者の

受入民家に関するより詳細な情報管理や季節の農水産物の収穫情報、顧客別スケジュ

ール管理等、都度の変化にフレキシブルに対応できる管理システムが強く求められて

いる。 

小値賀島において本件システムを既に活用している株式会社庵は、正規雇用者では

ないパートスタッフで、しかも限られた人数で運営する中で、予約処理諸作業の簡略

化とヒューマンエラーの回避、顧客・スタッフの個別スケジュール管理、入金有無の

把握、コストの自動計算など、予約処理作業および宿泊業務に伴う業務全般の効率向

上の実現を確認している。 

 

７）自己評価：当初期待された効果に対する成果と反省 

町家をリノベーションして宿泊施設として運営している株式会社庵においては、限

られたスタッフ数の中、町家稼働率の上昇と共に予約処理作業に費やす時間枠が増し、

お客様への本来のサービスが手薄になることが大きな懸念材料となっていた。 

今般システムの一部である自動予約処理システムの導入により、３）で記載したよ

うに、70％の処理時間短縮の実現やスタッフによるヒューマンエラーのほぼ完全な
回避、及びお客様への正確且つ迅速な利用情報の提供など、従来とは異なるめざまし

い生産性の向上が見られ、以前よりもコンシェルジェサービス業務へ注力することが

できるようになった。また清掃オペレーションでは、清掃員勤務マスタデータと町家

稼動マスタデータを基に、日々の清掃動員数および町家の利用状態（逗留・チェック

イン/アウト表示等）の情報が一括表示されることによる、日常の清掃オペレーショ

ンに必要な情報の共有化と効率化が図れた。 

なお、今般システムの一部を除く開発の遅れについては、システム開発会社との大

きな課題材料となり、今般システムを今後の各コンソーシアムでの導入を進める中で

は当該課題をクリアしなければならない。 

 

＜システム開発遅延についてのご報告＞ 

 

【背景】 

今般のシステム開発は、現在株式会社庵に於いて稼動中であるシステム(旧システム)

の機能を拡張しながら、新システムへ移行する形の開発スタイルをとっている。 

また、株式会社庵ホームページのデザインのリニューアルが平行して進められている

ので、こちらの作業との連携が必要な状況となっている。 

 

【遅延要因について】 

１．現システム(旧システム)は、既に以前の開発者の手を離れており、その内容を把

握するのに、当初の予想を超えた時間を要している。 
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２．新旧システムの統合は、部分的に段階を分けながら進められており、その都度、

システムの動作状況を確認しながらの作業となっているため、旧システム機能の

一部に不具合がみつかり、その修正に時間を要した。 

３．ホームページのデザインリニューアルに伴い、予約関連ページへも新デザインを

適応するにあたり、細部の項目の見直しも進められ、予約フォーム等の変更が必

要になった。 

４．日英共通のシステムとして、日本語版を基本として開発が進められてきたが、一

部に英語版特有の機能※が新たに必要となり、ネイティブスピーカーのスタッフ

との協議をしながらの開発が必要となった。 

※ １．日英文章の表現上の違いや、必要項目の違いなど 

２．日本国内在住の外国人への対応など 

 

８）今後の展開・目標 

今年度は、当システム開発の遅れがあり、当初計画していた取り組みと、その検証

は充分ではなかったが、当初計画したように、今後あらためて以下に取り組む予定で

ある。 
１．今年度開発したシステムをベースとして、より実用性を高めるために検証と改善

を進めながら、段階的に各コンソーシアムへの導入を進めていく。 
２．その後、各コンソーシアムからのヒアリングを継続し、その地域や観光スタイル

に適応するシステム構築を進める。 
３．このように各地のニーズに合ったシステムとして改善を加え、活用していくこと

で、株式会社庵及び各コンソーシアムでは今後、旅行会社との提携を築き、「大

人の滞在体験型観光」という新たな旅行スタイルを提供していく。 
４．可能な限り、旅行会社からのヒアリングを実施し、本件大人の滞在体験型観光の

販売を希望する旅行会社が、ＷＥＢから顧客同様に予約が可能となり、決裁関係

も含め旅行関係との契約状況に応じたアクションが取れるシステムを今後開発

するための情報収集を行う。 
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Ⅲ．事業の総括 

 
１．観光産業のイノベーションへの課題と実証事業の目的 

 

我が国の観光産業におけるイノベーションの必要性は、地域経済への波及効果が大きい、

観光地に立地する宿泊産業（旅館・ホテル）において特に求められている。 
宿泊産業においてイノベーションが求められる課題とは、以下の三つの分野に大別される。 
 
一つは、客室流通の非効率性である。我が国の客室流通は、大手旅行会社を中心とした多

数の旅行会社へ客室提供がなされているため、旅館ホテル側での効率のよい予約管理、価格

管理が困難となっている。このような課題を解決するためにはインターネット販売による流

通効率化が必要とされているが、中小企業が多い旅館ホテルは、ＩＴ技術活用のノウハウが

不足しているのが現状である。 
 
二つ目は、新しい業態への転換、需要開拓の遅れである。社会が多様化して旅行目的や旅

行形態も多様化するなかで、連泊滞在や交流居住、さらには深夜到着宿泊などの様々な宿泊

へのニーズが発生している。しかしながら、従来型の宿泊産業は１泊２日旅行に対応した業

態・販売形態を踏襲しており、ニーズの多様化への対応が不十分である。このため、新しい

業態開発、需要開拓が必要とされているが、このような新しい客層の集客には時間と費用が

かかるため、個々の事業者が取り組みにくいのが現状である。 
 
三つ目は、館内の後方業務の非効率性である。季節波動が大きく、中小企業が多い旅館ホ

テルでは、要員運用の効率化には限界があり、特に施設規模や業態にかかわらず共通する業

務である後方業務（施設や設備の清掃管理、食材や消耗品等の仕入業務や調理場での下ごし

らえなど）の効率化に関しては、都市ホテルや外食産業、ビル管理事業者等と比べて取り組

みが遅れているのが現状である。 
一方、旅行業においてもＩＴ社会の進展に伴い、イノベーションを要する課題が多く発生

している。特に、予約管理システムは旅行会社やホテル旅館ごとに異なるシステムを有して

いるために、予約管理や客室在庫管理において、旅行会社・宿泊産業、双方で非効率な作業

が生じている。 
また、旅行パンフレットの流通においても、中小旅行会社では配送経費や在庫管理の負担

などの非効率性が生じている。 
 
以上のような課題の解決を目指してイノベーションを促進するには、様々な手法が想定さ

れること、またそのような先進的取り組みを中小企業である旅館ホテル、旅行会社等が個別

に取り組むには困難も予想されることから、国が、複数の事業者が協働により新たなビジネ
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スモデルの構築を目指す取り組みに対して、実証事業として一定の支援を行った。 
それらの事業から得られた成果と課題、および推進協議会委員の評価・アドバイス等も踏

まえて、以下で観光産業のイノベーションの促進に向けた取り組みについて取りまとめを行

う。これらが、全国の他の事業者・地域において、様々な応用を経ながら取り組まれ、イノ

ベーションの促進につながることを期待するものである。 
 
 
２．実証事業の成果と課題および今後の方向性 

 
今年度、実証事業として支援を行った６事業は、以下の事業のいずれか、もしくは複数に

またがるもの、そして観光産業全体の標準となる見込みがある事業として採択された。 
 
① 新たな販売手法や予約システムの開発による客室販売効率向上事業 

② 複数旅館の連携による共同ブランド構築による販売効率向上事業 

③ 新たな宿泊需要開拓のための新宿泊商品開発による需要開拓事業 

④ 共同化・効率化による運営業務の生産性向上事業 

⑤ 観光産業のデータ処理の効率化、共通化による生産性向上事業 

⑥ その他、観光産業の生産性向上のための革新的なビジネスモデル開発事業 

 
今年度は、新たな需要創出によって地域振興に寄与するもの、特に web を活用した情報
発信や販売促進を目指す事業の応募が多く、採択された６事業についても上記の①～③のい

ずれかを目的に含む事業がほとんどであった。その一方で、「④共同化・効率化による運営

業務の生産性向上」についての詳細な検討は、今後の課題となった。 
以下では、観光産業におけるイノベーションの実現が期待される事業ごとに、今年度の実

証事業の成果と課題、および今後の方向性をまとめる。 
 
 
① 新たな販売手法や予約システムの開発による客室販売効率向上事業 

 
この事業については、主として「旅館客室流通効率化・高度化事業（以下、「国観連」）」

と「大人の滞在体験型観光システム構築事業（以下、「庵」）」が取り組んだ。 

 

[成果と課題] 

・ 「国観連」は、需要が落ち込むオフシーズン（12～2月）の平日の客室販売の効率化を
目指して、全国の旅館が、消費者の潜在的なニーズをくみ取った宿泊商品をネット上に

提供し、販売に取り組んだ。 

・ 結果としては、ネット・アンケートの実施によって、こうした宿泊商品に対する、消費
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者からの肯定的な意見を多く把握できたものの、参画した旅館が 38 軒、実際の利用は
12件（29名）に留まり、必ずしも充分に告知され、利用があったとはいえなかった。 

・ この原因としては、国観連盟の会員施設に対する事業参画の募集から締め切りまでの期

間が短く、最終的には本部役員の施設のみとなったこと、サイトの開設期間が短かった

故にメディアに取り上げられることが少なかったこと等が挙げられる。実際、実証事業

終了後に参画を希望する施設が出たり、取材の依頼が続いたことからも、こうした点が

課題として指摘できる。また、今回のような新たな商品の造成・販売について、経営者

には理解が得られても、現場の販売担当者へはその意義がよく伝わらず、参画に至らな

かった場合があった点も課題である。 
 

[今後の方向性] 

・ 消費者の潜在ニーズに訴える多様な宿泊商品を開発するとともに、その商品を広く知っ

てもらうための情報発信手段の多極化にも取り組むこととする。 
・ 商品開発にあたっては、旅館側がどのような条件（客室の利用時間帯、客室提供のタイ

ミング等）であれば参画しやすいのかを、現場の担当者にヒアリングするなど、さらに

丁寧な商品づくりが求められる。実際、今回の実証事業においても、事前に詳細な説明

を行った施設では事業への理解が高まったとのことである。事業の趣旨や新たな商品づ

くりへの理解が得られる丁寧な説明、長期的なサイトの開設、メディアを活用した幅広

い告知等の取り組みが求められる。 
 
 

② 複数旅館の連携による共同ブランド構築による販売効率向上事業 

 
この事業には、主として「『ニッポン湯治村』（Japan Toji Village）事業（以下、「東

鳴子」）」「『今夜は温泉に帰ろう♪』プロジェクト（以下、「湯河原」）」「はちのへ『朝めし』

『朝ぶろ』による朝の新規需要創出事業（以下、「八戸」）」「国観連」といった４つの事業が

取り組んだ。 

 

[成果と課題] 

・ いずれの事業も、温泉地・都市の単位で一体となった取り組みを行い、概ね一定の利用

があった。それぞれに利用実態を把握するアンケート調査、タクシー運転手へのヒアリ

ング等を実施することで、今後の事業継続に向けた改善点も把握されており、実証事業

後も継続して取り組んでいこうという意識が醸成された点と併せて、事業の成果として

評価できる。 

・ 例えば、「東鳴子」は、「ニッポン湯治村」というコンセプトに共感する旅館が、温泉地

の枠を越えて、その理念について情報発信し予約を受けるサイトを立ち上げることで、

単体の旅館では難しいブランド構築と客室販売の効率化を目指す取り組みであった。 
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・ 結果としては、期間中の利用は１件（外国人夫婦、５泊）に留まり、必ずしも充分に告

知され、利用があったとはいえなかった。 

・ この原因としては、予約システムの開発の遅れから、サイト開設の期間が短かったこと

等が挙げられる。 

 

[今後の方向性] 

・ 「八戸」では、市内に到着してから本実証事業（「八戸あさぐる」ツアー）を知った人

が多いこと、「東鳴子」については、事業終了後に申し込みがあり、東鳴子内でのお隣

湯治と肘折への渡り湯治が実現していること等から、まずは広く「知ってもらう」「告

知しているサイトを見てもらう」ための取り組み（長期的なサイトの開設、メディアを

活用した告知等）が重要となる。 

・ 「東鳴子」では、利用者や電話での問い合わせに対して詳細な聞き取りを行ったり、有

識者との意見交換を行う中で、コンソーシアム・メンバーは、高度な予約システムの構

築よりもむしろ、「湯治の素晴らしさ」を発信することにまずは重点を置くといった取

り組み方針を再認識するに至った。このように、複数の旅館による共同ブランドの構築

には、共有する個性やサービス内容について、微に入り細にわたって議論をしながら詰

めていくことが、持続的な取り組みにつながる、という意識が重要である。 

 
 

③ 新たな宿泊需要開拓のための新宿泊商品開発による需要開拓事業 

 
新たな需要開拓への取り組みについては、②同様、主として「東鳴子」「湯河原」「八戸」

「国観連」が取り組んだ。 

 

[成果と課題] 

・ いずれの事業も、それぞれが持つ立地や資源の特徴を活かした商品づくりがなされ、概

ね一定の利用があるなど、実証事業の成果がみられた。 

・ 例えば、「湯河原」は、首都圏に近接する温泉地という地の利や、温泉街に比較的多く

飲食施設が集積する環境等を活かして、到着時刻と出発時刻を柔軟に変えられる、利用

者にとって自由度の高い宿泊商品を提供することで、これまで宿泊旅行が難しかったラ

イフスタイルの人々（分散休 等）、仕事等で忙しい年代の人々に対して、新たに旅館で

の宿泊需要の創出を目指した。結果としては、昨年同期を上回る利用があり、利用者の

動向も一定程度把握することができた。 

・ 「八戸」は、朝の時間帯ならではの身近な魅力（朝市、銭湯での朝風呂）を活かした宿

泊商品に「八戸あさぐる」という奇抜だがわかりやすいネーミングを付けた商品を販売

した。これによって、八戸へ宿泊したくなる誘因づくり、朝食の泊食分離販売による潜

在的なニーズの創出（朝市での朝食）といった新たな需要につながり、一定程度の利用
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があった。 

・ 「国観連」の取り組みでは、着時刻や出発時刻、食事の量、同行者等を柔軟に変えられ

るといった、利用者にとって自由度の高い商品に対するニーズが、アンケート調査の自

由回答からも一定程度把握できた。その一方で、受け入れる旅館側には、こうした新た

な宿泊商品への取り組みについて理解不足の点がみられ、今後の課題となった。 

 

[今後の方向性] 

・ 新たな需要を開拓するためには、「新しい旅のスタイル」といった“物語”として、誰

かがわかりやすく語ってその魅力を伝えることが重要である。 

・ 例えば「八戸」においては、朝の時間帯の価値に着目した「八戸あさぐる」という商品

に、約 80年間続く朝の「森のおとぎ会」や寺院での座禅会といった地域に根ざした（す
でに実績のある、わかりやすい）魅力を付与していくことで、さらに付加価値を高める

こともできよう。 
・ 滞在時間の延長による消費額の増大への誘導、旅行会社との連携による着地型旅行商品

の開発等も期待される。 
 
 

④ 共同化・効率化による運営業務の生産性向上事業 

 
この事業には、「庵」が取り組んだ。 

 

[成果と課題] 

・ 宿泊・食事・体験プログラムといった一連の宿泊商品の予約と、従業員・パートの勤務

シフトや清掃人員といった社内の管理オペレーションが連動することで、予約・管理業

務に関する時間と要員を合理化できるシステムを目指した。こうしたシステムは、特に

小規模な宿泊施設単独では導入が難しいため、共同化によって運営業務の生産性向上が

期待された。 

・ しかしながら、今回の実証事業では、システム開発の遅れから上記システムの全体像は

実現せず、一部機能である自動予約処理システムの導入により、予約処理作業の効率化

が確認されたに留まった。 

 

[今後の方向性] 

・ 宿泊に関わる予約業務と社内オペレーション管理業務へシステムを導入することで生

産性を高めることで、これによって生まれた時間・要員等を用いて、新たな需要を生み

出すような宿泊商品の魅力づくりをさらに進め、「多様で新しい旅のスタイル」を消費

者に向けて積極的に発信・提案していくことも求められる。 

・ 今回の実証事業においては、「生産性の向上」を主な目的とする案件の応募が少なかっ
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たことからも、現状ではまだ取り組みが少なく、今後特に検討が必要な分野であるとい

える。例えば、同一地域内の旅館が、共同で調理部門の共同キッチン化や食材の仕入・

加工、客室清掃・施設管理業務の一括管理を行ったり、旅行業においては、パンフレッ

トの共同配送ができる流通システムの構築等が考えられよう。 

 
 

⑤ 観光産業のデータ処理の効率化、共通化による生産性向上事業 

 
この事業には、「宿泊施設予約通知フォーマット標準化事業（以下、「シーナッツ」）」が取

り組んだ。 

 

[成果と課題] 

・ 「シーナッツ」の取り組みは、宿泊産業と旅行産業の間にある情報流通に関する課題（デ

ータ処理が煩雑）を解決し、予約手配業務の効率化を図るためには、データ形式を両シ

ステムに共通のものとすることが重要であるとの認識の下、宿泊施設の予約通知フォー

マットに関する業界標準の確立をねらいとしている。その検証のために、Xmlフォーマ
ットの導入施設と未導入施設の双方へのヒアリングと検討を行った。 

・ その結果については、事業の前提としている「予約通知情報の標準化」の意義は明らか

であるため、この事業自体への取り組みは良いが、標準化実現のための解決策として提

案されたのが、シーナッツの「自社製品の導入」のみであったことから、検証結果はや

や説得力に欠けるものとなった。 

 

[今後の方向性] 

・ 「予約通知情報の標準化」については、今後のインバウンドの推進にも影響する問題で

あることから、推進協議会委員からは、今一度その意義や導入の進め方について議論す

べきではないかという意見が出された。 
・ 旅館の１室利用人数の少人数化や泊食分離など宿泊形態の多様化によって、「１泊２食

販売」を標準とする既存のシステムではデータ処理に煩雑さが生じている。こうしたこ

とから、生産性向上のためには、今後期待される新たな宿泊形態にも柔軟に対応できる

予約管理・業務処理システムの開発が求められる。 
 



 89

３．実証事業の成果から得られたポイント～今後の取り組みに向けて 

 

全国の事業者・地域による今後の取り組みの参考とするために、今年度の６つの実証事業

の成果から得られたポイントを以下にまとめる。 

 

■新たな需要創出に向けて 

 社会の価値観・潜在ニーズに着目する 

レイトチェックインや早朝ツアーといった取り組みは、休日制度の多様化といったラ

イフスタイルの変化によって生じてきた新しい時間の過ごし方や、人々がこれまで「旅

行」としては活動していなかった時間帯に着目している。旅先での「自由度の高さ」や

時間帯の価値を提供することで、人々の潜在ニーズに応えられる宿泊商品を開発したも

のである。今後も、社会の価値観や潜在ニーズに着目した、多様な宿泊商品の開発が期

待される。 

 

 潜在的魅力を持つ地域資源に着目する   

今回着目した「大都市へのアクセスの良さ」や「生活に根ざした銭湯」など、所与条

件である立地条件や身近にある地域資源の価値に気が付くことは、なかなか容易ではな

い。モニターツアーなど地域外の人の目を借りることで、身近な資源が潜在的な魅力を

有していないかをあらためて見直し、地域内外の人々にその価値に気づかせる商品を開

発することが期待される。 

 

 高度な予約システムよりも、まずはｗｅｂ上での情報発信から取り組む 

地域が主体となって開発した宿泊商品等について、その販売手段として web への期
待も大きい。その一方で、多様な切り口で開発した宿泊商品は、それが消費者にとって

目新しいものであればあるほど、web 上で予約・販売に至ることは容易ではないこと
が、今回の実証事業で明らかとなった。 
まずは web 上での情報発信を効果的に行うことが第一であり、様々なチャネルを活

用して「情報発信手段の多極化」に取り組むことが肝要である。例えば、｢新しい旅の

スタイル｣を“物語”として語るなど、その魅力を分かりやすく伝えることが考えられ

る。 
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■宿泊産業の生産性向上に向けて 

 宿泊予約業務など社内オペレーション管理業務へのシステム導入で効率化を推進 

観光産業の生産性向上として、宿泊予約業務など社内のオペレーション管理業務の効

率化が求められている点が、宿泊施設へのヒアリングによってあらためて明らかになっ

た。業界としてのシステムの標準化のほか、地域内の旅館・飲食店間で共通のシステム

の導入による効率化の推進も、今後期待される。 

 

        

  

       

 将来的には、「多様で新しい旅のスタイル」の発信と社内オペレーション管理業務

の連動によって、さらなる生産性向上を追求 

生産性の向上によって、観光産業の経営者や従業員が、本来取り組むべき新たな企画

の立案や利用者へのサービス向上といった創造的な業務に取り組むことが求められて

いる。将来的には、「多様で新しい旅のスタイル」といった消費者への提案による新た

な旅行需要の創出にあたり、オペレーション管理業務の効率化を連動させることによっ

て、さらに生産性の向上を追求することが期待される。 

 

M-PLBKUS
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【参考資料１－１】日本語版「町家ご利用案内とご確認」 
ＷＥＢより予約申込を受付けた際、利用日程や人数・利用日数に応じた町家ごとの利用料

金、町家利用の際の注意案内など、町家別に全て瞬時に自動作成・送信される。 
 
○○ ○○様 
 
この度は、庵の町家のご予約をお申し込み頂きまして、 
誠にありがとうございます。 
 
西六角町町家  2009年○月○日（○泊○日） 大人 3名様 ￥60,000 
 
ご利用料金を本日○月○日より 5日以内（○月○日まで）に全額お振込み 
いただきましたところでご予約を確定させていただきたいと存じます。 
それまでは、○○○○ 様の仮予約とさせていただきます。大変ご面倒をお掛け 
致しますが、下記口座にお振込みいただきますよう、何卒よろしくお願い 
申し上げます。 
お振込の確認が出来ない場合は、仮予約がキャンセルになってしまいますので 
もし、ご都合によりお振込が遅れる場合は、メールもしくはお電話によりご連絡 
いただきますようお願い申し上げます。 
 
【お振込口座】 
○○銀行 ○○支店 普通預金 XXXXX 株式会社庵 
 
※お振込みの際、お名前の末尾にチェックイン日の日付をご入力 
  頂けますよう、よろしくお願いいたします。 
  例）11月 15日チェックインの場合 ⇒  お客様氏名  1115 
 
なお、キャンセルポリシーは、下記の通りでございます。 
 
ご利用開始日 31日前まで 0％ 
同 30日前から 26日まで 30％ 
同 25日前から 11日前まで 50％ 
同 10日前から 4日前まで 70％ 
同 3日前から 2日前まで 80％ 
同 前日及び当日 100％ 
 
庵の町家には、寝具・タオルなどのご用意はございますが、歯ブラシ、寝巻きの 
ご用意はございません。またテレビなどもございません。お食事につきましても 
ご用意はさせていただいておりませんこと、恐縮でございますが、何卒ご了承 
いただきますようお願い申し上げます。 
なお、庵町家は全物件、建物内での喫煙が禁止されておりますことも併せて 
ご了承下さいますよう、宜しくお願い致します。 
 
チェックインは、ご利用されます「西六角町家」にてお手続きさせていただきますので、 
弊社スタッフが「西六角町町家」に出向いて、お待ち申し上げております。 
またタクシーをご利用の際には、お電話いただけましたらタクシーの運転手さんに 
直接ご案内させていただきますので、その際はお気軽にお申し付けください。 
 
何かご不明な点がございましたら、また、お食事処なども、ご遠慮なくお問い合 
わせくださいますようお願い申し上げます。 
 
○○○○様のお越しをスタッフ一同、心よりお待ち申し上げております。 
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【参考資料１－２】英語版「町家ご利用案内とご確認」 
英語での申し込みでは、利用希望町家の周辺地図が自動添付される。 

 
Dear Mr. ○○○○ 
 
Thank you very much for your reservation.   
 
Please check that the following booking information is correct: 
 
Machiya : Ishifudono-cho 
Check-in date :  Apr / ○○ / 2009 
Check-in time : 16:00 
Check-out date : Apr / ○○/ 2009 
Length of stay : 1 night 
Number of guests : 2 
Accommodation fee : 30,000 yen total 
 
Please also check your personal information: 
 
E-mail : ○○○○○○○○○ 
Home Address : ○○○○○○○○○○ 
Telephone : ○○-○○○-○○○-○○○ 
Japan phone : ○○○-○○-○○○-○○○ 
Fax : ○○○-○○○-○○○○ 
 
In order to confirm your reservation, please transfer the total accommodation fee (including any bank 
transfer fees) to Iori's bank account (see information below) within 7 days (by Apr / 10 / 2009). If you 
are unable to make the transfer within that time, or if your check-in date is in less than 7 days, please 
contact us via e-mail or phone. We are very sorry that we are not able to accept advance payment by 
credit card at this time. 
 
Below is our bank account wiring information. 
 
If making the bank transfer from outside of Japan, please use the following information: 
 
Account Name : Iori Corporation 
Account Number : XXXXX 
Bank : ○○ Bank 
Branch : ○○ Branch 
Swift Code : ○○ 
Bank Address : ○○, Kyoto JAPAN XXXXX 
Bank Tel/Fax : +81 (75) XXXXX 
 
If making the bank transfer from within Japan, please use the following Japanese language 
information: 
 
○○銀行 ○○支店 普通預金 XXXXX 株式会社庵 
 
The text in square brackets is the katakana spelling of the word. The text in round brackets is the 
pronunciation of the word in English. 
 
Bank : ○○銀行 「○○ギンコウ」(○○ ginko) 
Branch : ○○支店 「○○シテン」(○○ shiten) 
Account type : 普通預金「フツウヨキン」 (futsuyokin) 
Account Number : XXXXX  
Account Name : 株式会社庵「カブシキガイシャイオリ」(kabushiki gaisha iori) 
 
In addition to your name, please include the following details: 
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1. Name of machiya 
2. Date of check-in 
 
For example, a guest staying at the Gion Shinmonzen machiya on January 30th would 
write ‘Gion Shinmonzen 0130’.   
 
A fee is charged when making the international bank transfer. This fee can differ according to which 
country the payment is sent from and which bank it is sent through and tends to be between 800 and a 
few thousand yen. When making the bank transfer please try to ensure that all fees are paid for (both 
Japanese and non-Japanese bank charges). If a fee is deducted from the payment we receive, we will 
need to ask you to cover this cost. We apologize for any inconvenience this may cause you, and kindly 
ask for your understanding. 
 
Once Iori has received the advance payment, your reservation has been officially processed and 
confirmed. Should you wish to cancel anytime after the confirmation of your reservation, a cancellation 
fee will be charged according to the following: 
 
31 days prior to check-in    0% 
30-26 days prior to check-in    30% 
25-11 days prior to check-in    50% 
10-4 days prior to check-in    70% 
3-2 days prior to check-in    80% 
No shows and 1 day prior to check-in    100% 
 
At check-in, please come directly to the house, where a staff member will be waiting for you. If you 
wish to change your check-in time, please try to let us know as much in advance as possible.  
 
In addition to supplying towels, bedding, shower products (soap, shampoo, and conditioner,) tea, and 
coffee, all of our machiya feature ADSL internet access for your convenience. Unlike a ryokan or hotel 
however, we do not supply pajamas/Japanese robes, or toothbrushes/razors, so please bring these 
items with you. Moreover, our machiya do not have televisions, telephones or CD players. 
 
If you do not own a mobile phone that functions in Japan we recommend renting a Japanese model. 
Please let us know if you would like assistance with this.  
 
Thank you very much again for your reservation at Iori, and we look forward to having you stay with 
us. 
 
Origin Arts Programs 
 
While staying at the Iori machiya, we invite you to try our Origin arts program – a unique way to 
experience the traditional culture of Kyoto through hands-on study with Japanese masters. Using the 
machiya tea rooms and Iori’s specially designed arts practice hall – complete with full-scale Noh stage 
– programs may include study in tea ceremony, calligraphy, martial arts, Noh drama, Kyogen comic 
theater, flower arrangement and more.  All programs include an orientation to Japan’s traditional 
arts, and English language translation is provided throughout.   
 
The Kyoto Origin programs are usually private, with each one tailored to our guests’ schedule and 
interests.  Program costs vary with content and group size, so please let us know your interests via 
e-mail (bodhifish@gmail.com), and we will send a program proposal and quotation.  In some cases, we 
may be able to combine smaller groups of guests with similar interests, to lessen the program cost per 
individual.  To find out more about the Origin program, please visit the Iori website here: 
www.kyoto-machiya.com/www_english/culture/index.html. 
 
Warm regards, 
IORI  
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【参考資料２】「予約・町家管理システム」画面 
町家予約詳細、入金状況（インジケーターで色分）、顧客情報（過去の利用実績等）、町家

毎に利用されたリネン等のコスト計算、スタッフスケジュール管理表、パートスケジュール

管理表ほか、オリジン・アート・プログラム（OAP、伝統文化研修プログラム）など一気
通貫した管理システム。 
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