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（７）Ｓｌｏｗ Ｔｒｉｐ Ｊａｐａｎ ＦＩＴを対象にした宿泊予約仲介､移動・宿泊支援実証事業 

 

１．事業推進主体 

別府市外国人旅行者受入協議会 

 

２．事業概要 

 

１）実施期間  

平成 21 年 10 月 15 日～平成 22 年 2 月 19 日 
 

２）実施場所  

別府市全域 

 

３）実施内容  

訪日外国人個人旅行者（FIT）の旅行時の利便性の向上を通じ、観光産業の国際競争

力の強化を図るものである。中長期に渡り日本各地を移動しながら旅行している外国

人 FIT をターゲットグループとし、旅行時の交通や宿泊手配の支援に特化したウェブ

サービスの事業モデル創出の為の実証事業を行う。事業を通じて、小規模宿泊施設に

おける FIT 宿泊予約業務の効率化による生産性の向上と機会損失の解消（新たな需要

開拓）を目指したい。具体的には、大分県別府温泉を拠点エリアとして主に西日本～

九州圏内を移動しながら滞在旅行をする外国人 FIT を対象にして、下記の事業を実施

する。 

① 情報収集の為のアンケート調査の実施。 

② ウェブを活用した滞在支援サービスのモデル開発および実証。 

③ 地元宿泊施設と連携した予約仲介サービスのモデルの開発と実証。 

 

４）実施体制 
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５）実施の経緯 

 

H21.10.15  契約の締結 
H21.10 中  事業計画の決定 
H21.10.28  13:30～14:30 ウェブサイトミーティング 
H21.11.5  10:00-12:00 臨時要員責任者への事業説明 
H21.11.8  20:00-21:00 事業打合せ 
H21.11.26  10:00-12:00 臨時要員全員 MTG（事業説明） 
H21.12.8  9:00-11:00 事業指導者 澤氏と面談 
H21.12.10  13:30-15:00 事業説明会開催 
H21.12.14  15:00-16:00 ウェブサイトミーティング 
H21.12.17  14:00-15:30 APU 韓教授とアンケート打合せ 
H21.12.20  ウェブサイト（Blog 部分）運用開始 
H21.12.24  10:00-12:00 JTBF 担当者によるヒアリング 
H21.12.28  アンケート調査を開始 
H22.1.14  13:00-17:00 澤功氏を招へいしての勉強会の開催 
H22.1.15  13:30-16:00 澤功氏を招へいしての事業研修会の開催 
H22.1.15  ウェブサイト（データベース部分）運用開始 
H22.2.3  13:00-15:00 参画施設によるウェブサイトの勉強会 
H22.2.12  東京にて外国人の多い施設にフライヤーの設置 
 

 ６）本事業の背景  

別府市外国人旅行者受入協議会は、平成 12 年から別府市を訪れる訪日外国人旅行者

の実数調査を実施している。昨年後半のリーマンショック以来、アジア地域からの旅

行者は大幅に減少しているが欧米からの個人旅行者は平成 21 年 1-6 月期でも、対前年

比で 110％の伸びを示している。一方で、アンケートなどの調査の結果、これらのグル

ープは、滞在中に移動や宿泊手配などをする必要があるが、情報の不足やコミュニケ

ーションの不便さなどの問題を抱えている。特に、それが地方都市になるほど顕著な

傾向となって表れている。逆を言えば、この課題を解決することで中長期滞在型の外

国人 FIT は、これまで以上に地方に足を伸ばす事が期待される。 
 

３．事業の結果 

 

１）実施概要 

 

①情報収集の為のアンケート調査の実施 

調査目的：外国人個人旅行者への有効なプロモーション方法を検討するために、

別府を訪れている外国人個人旅行者がどのような手段で情報を入手し、

また、どのような都市を周遊しているかを確認する。 
調査期間：平成 21 年 12 月 28 日～平成 22 年 2 月 10 日 
調査場所：ホテル風月ハモンド、山田別荘、割烹旅館千成、カオサン別府、野上

本館、ホテルシーウェーブ、ホテルエール 
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調査対象：海外からの個人旅行者   有効回答数：52 枚 
調査方法：調査票（添付資料）をフロントにて配布、チェックアウト時にフロン

トにて回収。 
 

アンケートの結果：以下に記す 

 

回答者の属性から対象としている外国人FIT旅行者の存在を確認 

別府を訪れている外国人個人旅行者は、「90％以上が観光目的」で訪れて

おり、日本全体で平均27日の旅程を組んでおり、そのうちの1.8泊を別府での

滞在に充てている。年収は、40,000USドル以下が25％、100,000USドル以上

が40％近くいた。宿泊している施設により明確に分かれていた。大部分（85
％以上）が大学卒業以上の学歴を持っている。 
この結果から、比較的ゆとりのある層がじっくりと日本を旅している場合

に別府に訪れる事が分かった。この回答者の属性は、本事業で対象としてい

る外国人FIT旅行者の顧客層が実際にいることを裏付ける結果となった。 
 

「情報の入手源」は、ガイドブック・ウェブサイトで80％を超えた。 

この結果から、もっ

とも重要な作業とし

て、このウェブサイト

をできるだけ多くの

ガイドブックに掲載

されることを働きか

ける事が決定した。 

 

 

 

別府以外に立ち寄っている都市が分かった 

「別府以外に訪問している都市・観光地」は、「東京・京都・広島・福岡・

長崎」となった。こ

の結果から、今後、

こうした都市の宿泊

施設等にリーフレッ

トを置くなどのプロ

モーション・連携拠

点を決定することが

できた。 
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②ウェブを活用した滞在支援サービスのモデル開発および実証 

今回は、外国人個人旅行者向けに必要な情報（地域の情報、交通情報、宿泊施設の

情報）およびウェブを介しての観光案内所的なサービスの提供を可能にするウェブサ

イトを開発した。以下は、概念図である。それぞれの情報は以下の構造で管理されて

いる。 
・地域情報  

変化しない基本的な情報    HTMLによる静的ページ 

  観光・食・温泉等の変わる情報 外部のブログを活用した動的ページ 

・宿泊情報 

  宿泊施設の情報        専用のデータベースシステム 

  予約問合せ          専用フォームと担当者の配置 

・問合せ・FAQ・コミュニティ 

  問合せなど          Twitterサービスを活用 

 

 

開発したウェブサイトの概念図 
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SlowTripJapan@Beppu ウェブサイトのトップ画面 

 

今回のウェブサイトは、ブログや Twitter といった外部で安定的かつ無償で提供され

ているサービスと宿泊施設の情報提供を行うためのデータベースや Twitter と連動し

た観光案内所窓口機能の開発などを組み合わせて構築した。 
専用のデータベースや Twitter モジュールの開発費はかかったが、そのことにより情

報の更新が非常に安易にできる体制をとることが可能になった。宿泊施設の情報にし

て専用のページを作るのでなく、データを登録すれば自動的にページが生成されるの

で、追加や削除の作業には業者に支払うコストは発生しない。つまり、維持・運用経

費が非常に節約できる仕組みになっている。 
また、別府以外の地域で同様のウェブサイトを立ち上げる時は非常にコストが安く

できることになる。開発費がかからずに、情報の登録も簡単にできるからである。今

後、同様のサービスを各地に立ち上げる際には強みになると考えている。 
 

 

「ブログサービスを活用した地域情報の提供」 

 

先行して、平成 21 年 12 月 20 日より、ブログサービスによる別府の地域情報の発信

を開始した（http://beppu.blog.com/）。レポーターは、別府に在住の外国人および留学

生であり、観光地と地域の散策など、外国人個人客にとって、興味深い地域情報を体

験型のレポート情報として整理している。 
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事業期間内には、竹瓦温泉界

隈の散策、鉄輪温泉界隈の散策、

地獄めぐり、うみたまご・高崎

山、朝見神社、竹細工伝統工芸

会館、海浜砂湯、信濃屋の郷土

料理、聴潮閣高橋記念館などの

体験レポートが完成し、どこか

らでも閲覧できるようになって

いる。このサイトの運営は今後

も継続され、情報が追加されて

いくことになっている。 
 

 

 

 

ブログレポート画面の模様 

 

 

「Twitterサービスを活用した観光案内窓口とFAQ機能」 

 

平成 22 年 1 月 31 日に、Twitter システムを活用したウェブ上の Twitter 観光案内

所システムの運用がスタートした。Twitter システムは関係者による使用実験では正常

に機能することが確認されている。 

今回、開発したシステムは一般的

な Twitter サービスの入り口部分に

掲示板的な機能を持たせて、外国人

旅行者からの問合せに対して、

Twitter 経由で対応しながらその問

合せのやりとりが英語で記録されて

他の人も見られるようになっている。

これは FAQ の機能になっていく。

例えばウェブサイトを訪れた外国人

が本人の希望する宿泊施設について

の問合せに対しては、担当者とその

運営する Twitter サービスに参加し

ているボランティアからいくつかの

返答が発生する。そのような過程の Twitter を使って観光情報をやりとりする画面 
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やりとりがトピックス毎に整理されていくので、このやりとりが蓄積されることで、

実践的な FAQ 機能になっていく。 
また、このやりとりの過程で外国人旅行者は管理者の Twitter をフォローすること

もできる。このような過程を繰り返すことで、管理者が持つコミュニティの参加者が

増えてきて、別府に関係している外国人個人旅行者のコミュニティがウェブサイト上

に登場することになる。そのことは、あたかも別府つながりの知り合いがたくさんで

きるような環境を創出し、それがまた別府に足をむけさせるきっかけとなることを期

待している。 
このサービスにより様々な問合せへのスピーディーな対応とウェブサービスの口コ

ミ的な広がりを実現できる。また、携帯端末がひとつあれば観光案内窓口が運営でき

ることになる。 
このコミュニティを効果的に運営するためには、管理人の役割が重要であり、今回

は地元の学生を管理人として育成している。その適性としては外国人とのコミュニケ

ーション能力の高さであり、地域を楽しむ姿勢の強さであると考えている。このよう

な若者は増えており、各地域においてもこのような若者により外国人個人旅行者の受

け入れが進んでいくことは望ましい変化であると考える。 
 

 

「データベースによる宿泊施設提供、予約仲介サービス」 

 

宿泊施設の情報に関しては、入

れ替えや価格などの変更登録が多

くなることを見越してデータベー

スを開発して、登録を行った。こ

のことにより常に 新の情報に簡

単に更新できる事になる。 
また、外国人個人旅行者にもな

じみやすいように「素泊まり」「ツ

イン利用」「価格別のランク分け」

による宿泊施設の紹介を実施した。

これにより、これまでは外国人へ

紹介するのも受け入れるのも難し

かった木造の宿や湯治宿といった

別府らしい小規模宿泊施設につい

ても、共通のフォームによって紹

介することができるようになった。 
 宿泊施設のランク分けページ（Laxury,Standard,Budget） 

参画施設には、すべて詳細なウェブサイトページが完成した。 
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このページから「予約・問い合わせフォーム」を使うことで旅行者は好みの施設へ

直接予約が行える環境を整備した。これまで英語でのメールのやりとりができなかっ

た施設も、担当者（Twitter の管理者が兼務）が仲介することでメールでの予約受付が

可能になった。 

 

個別宿泊施設のページ 

 

③地元宿泊施設の巻き込みと連携体制の構築 

地元の宿泊施設に対して、今回の事業の説明会を実施し、その翌月には勉強会とし

て東京から澤の屋旅館の澤功氏を講師としてお招きしてお話を伺い、外国人個人旅行

者を受けいれるということのメリットを地元宿泊施設に理解していただいた。その結

果、当事業には 15 の宿泊施設の参加が決定した。これは、当初想定していた 10 軒を

上回る数であり、小規模宿泊施設を中心に、外国人の受け入れに対する関心の高さを

感じた（参画施設：杉乃井ホテル、ホテル風月ハモンド、ホテルサンバリー、富士観

ホテル、野上本館、入舟荘、山田別荘、みかさや旅館、民宿こかげ、割烹旅館千成、

カオサン別府はまゆう、ホテルシーウェーブ、ホテル好楽、別府ステーションホテル、

ホテルエール）。 
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＜事業説明会＞ 平成21年12月10日 ホテル風月ハモンド 参加者22名 

＜勉強会＞   平成22年1月15日 ホテル風月ハモンド 参加者24名 

        講師：澤功氏（澤の屋旅館）  

 

２）自己評価 

本取組を通じて、地域において外国人個人旅行者を受け入れていくという共通の認

識が、別府温泉内の、特に小規模宿泊施設に深まっていった。結果として、当初の参

画施設の予定（10 軒程度）を大きく上回る 15 軒の参画事業になったことは良かったと

考えている。 
アンケート調査、ウェブサイト構築も若干の遅れはあったものの、内容的には、満

足の行く結果となった。 
今後の活用を別府温泉内でさらに深め、そして九州内から広島・京都・東京等と連

携しながら、どこまで伸ばせるかが重要だと考えている。 
 

３）主な成果 

 

①お客様を地域として受け入れていく体制ができた。 

予約の受付に関してサービスを開始したのが平成 22 年 1 月 15 日で、平成 22 年 2
月 10 日までに延べ 41 人泊の宿泊紹介をすることができた。内訳は、7 名×1 泊、2 名

ｘ2 泊、15 名ｘ2 泊となっている。7 名のお客様は直接このサイトを見つけての成約。

その他のお客様は参画施設に問合せが来たがお部屋が用意できなくてこのサイトを紹

介することで他の施設に紹介することができた結果となる。 
完成して間もなく知名度も低いサイトだが、このように参画施設内でのお客様のや

りとりの場として活用されるというケースは想定していなかったが、うれしい誤算で

あった。このような体制が組まれる事で、他の地域に流れるお客様を別府につなぎと

める機能があることが実証された。 
実際に来ていただいたお客様にサイトの使い勝手などを聞き取りしたが、とても高

い評価をしていただいた。特に宿泊施設が多くの中から選べること、簡単にフォーム

で問い合わせや予約ができるということが好評だった。 
新聞報道もあり、受入れ施設からの関心が高く新規に参加したい施設も何軒か出て

きており、事業の拡大が期待できる。 
 

ウェブサイトのアクセス数について 

 

解析期間：2/9～2/23 
セッション：527 （527 名がトップページに来た） 
ページビュー：3983 （中面も含めて 3983 ページが見られた） 



 117 

平均滞在時間：8 分 
地域別セッション数 
 日本：511 
 アメリカ．ベルギー：4 

  タイ：3 
 リトアニア．オランダ：2 

  ドイツ：1 
新規セッション：40.99％ （527 名のうち、40.99％が新規） 
twitter からのセッション：103 （527 名のうち、103 名がツイッターから来た） 

 

まだ、立ち上げ間もない事もあり地元を中心にしたサイト閲覧であったと思われる、

5分の 1のアクセスが Twitter サイトからの誘導になっているのはうれしい誤算だった。

今後、ウェブサイトの認知度が高まるにつれてアクセス数は伸びていく。 
 

②新たに外国人個人旅行者を受け入れる施設が増えた。 

本事業により構築されたサイトからの英文での予約や問い合わせに関しては、サイ

トの管理者が英文でのメールのやりとりを仲介するというサポート体制を構築するこ

とにより、外国人旅行者の受入れを新たに始めた施設が 4 軒確保できた。また、従来

はファックスでの予約受付しかしていなかった施設（１軒）がメールによる仲介サー

ビスの存在を知り、このサービスに参加するようになった。 
 

４）反省点・課題 

  ①協議会、各関係者との連携 

アンケート調査、ウェブサイト構築に若干の遅れがあり運用開始が当初の計画から

少し遅れてしまった。今後の課題として協議会、各関係者がより連携して役割を行う

ことが必要である。 
②FIT・各地への PR 

地域としての FIT 受入体制ができてきたが、本システムの知名度向上と利用者を増

加させ、持続可能な事業にするためにも Twitter 機能や予約システムの構築を改善させ

ることが必要である。 
 

４．今後の取組 

 

平成 22 年度は引き続き、現在の Twitter の管理者が管理を行う。活動費は参画施設

からの会費で賄う。会費の目安は事業への参加 5,000 円、翻訳希望 5,000 円などでお

よそ 8 万円程度の収入を確保し本事業活動費にすることが決定している。 
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１）PR 力の強化と知名度の向上   

今の事業を通じて地域での受け入れ態勢ができたので、積極的な PR 活動を推進して

いきたい。特に外国人旅行者が良く見るガイドブックには必ず今回の事業で整備した

ＵＲＬを記載してもらいサイト利用者を増やしていきたい。ブログサイトでのレポー

トでは、別府市だけでなく大分県下の観光地へ行き日帰り旅行というテーマで情報発

信を行いたい。Twitter 機能も活かして、体験ツアーなどへの参加者を募り秘湯めぐり

や観光地ツアーなどを行う。これらの取組を通じて多彩な情報発信を持続的に行うこ

とでウェブサイトの集客力を高めていきたい。  
 

２）受け入れ環境の整備   

協議会・各関係者間の連携を向上させるために意見交換や交流会を定期的に実施し

たい。また、今回育成した担当者を中心に参画施設周辺の地図の整備や多言語でのお

もてなし環境を向上させるためのツールの整備など受け入れ環境の整備に取り組みた

い。  
 

３）全国における次世代の担い手育成   

日本各地で本事業を広げるにあたり、各地の若手リーダーを募ることで、各地域の

活性化推進を行う。若い世代が活躍することで、若者の地方への関心を高めると共に

各地特有の文化や歴史を再認識して、訪日外国人旅行者の増加に寄与したい。また、

国や世代を超えたつながりを広めることで様々なアイディアや文化を生み出す。具体

的には、各地で講演会や勉強会を行い外国人旅行者に関する知識や受入体制について

議論を行う。  
 

５．最後に 

 

この事業を通じて、外国人個人旅行者のマーケットは地域の小規模な旅館を支える

マーケットになりうると感じた。地域で古くから経営している小規模な和風旅館は、

施設も 新のものでなく経営的に苦しい状態が続いている施設が多い。 
一方で外国人個人旅行者は長期滞在なので、価格も低い施設が希望で、昔の日本的 

なものの良さを評価する価値観も持っている。 
そのような観点において、外国人 FIT の受け入れを通じて受入側の地域、小規模旅

館が日本の昔ながらの良さ、地域の歴史・文化を再発見し経営の見直しを行うことで

日本の宿文化を守っていくことができるのではないかと思った。 
そのような活動の中に地域の若者が入ることで古き良き宿文化だけでなく、そこに

新たなアイディアや技術、雇用、収入システムを構築していき日本の宿文化を次世代

へとつなげていきたいと感じた。 



 

■参考資料：アンケート用紙 
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