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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）
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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
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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
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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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翌日2食

1泊朝食

素泊まり

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。
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