
【資料４】 

実証実験の内容（案）実証実験の内容（案）

実証実験１ ： 中国 韓国を対象とした スポ ツクリニックツア実証実験１ ： 中国・韓国を対象とした、スポーツクリニックツアー

 

実証実験２ ： 割引クーポン付フリーペーパーの情報発信事業 

 

実証実験３ ： 日本のスポーツツーリズムのセラーブース設置 

 

実証実験４ ： 国内実施の国際スポーツ大会での観光行動誘発実験と課題調査 

 

実証実験５ ： 海外旅行会社 メディアに向けたファムトリップ実証実験５ ： 海外旅行会社、メディアに向けたファムトリップ



中国・韓国を対象とした、スポーツクリニックツアー スポーツツアーＷＴ 

実証実験案１ 

日本で交流・体験・参加することに意義のあるスポーツツアーについて、対象国に興

国際化ＷＴ 
日本で交流 体験 参加することに意義のあるスポ ツツア について、対象国に興
味・関心を持ってもらう機会をつくり、ツアー造成に対しての課題を明らかにします。 

【実証実験イメージ】 
韓国からの旅行者や 中国の富裕層を中心にブ ムが起こりつつある ゴルフやスキ の実施だけでなく チング スポ ツグ ズの韓国からの旅行者や、中国の富裕層を中心にブームが起こりつつある、ゴルフやスキーの実施だけでなく、コーチング、スポーツグッズの
ショッピングアドバイスのパッケージ化を想定します。 

【中国市場】 
国内に拠点を置く旅行会
社やメディアを対象とした

スポーツ自体を 
本 やる魅力

スポーツコンテンツを最大限活かしたツアー 

ゴルフクリ クツア スキ クリニ クツア

【韓国市場】 

社やメディアを対象とした
ファムトリップを実施 

韓国の旅行会社に対する
商品化の働きかけをおこ

日本でやる魅力

対象スポーツの 
上達を目指すプログラム 

ポ 等と

ゴルフクリニックツアー スキークリニックツアー

【該当する検討事項】 【検証内容】

商品化の働きかけをおこ
ない、商品化を実施 

スポーツメーカー等と

連携したショッピング 

③国内スポーツ試合・イベントの観戦ツアー・参加ツアーの造 
 成推進方策 

⑤国内スポーツ施設を外国人向け観光資源として魅力あるもの

【該当する検討事項】 【検証内容】

■ 海外旅行会社・旅行市場でのスポーツツーリズムコン 
  テンツ力の確認 

■ 韓国の旅行市場での商品テスト販売による販売可能性 ⑤国内スポ ツ施設を外国人向け観光資源として魅力あるもの
 とするための課題と解決方策 

⑥スポーツを核として幅広く観光客誘致を図るためのまちづく 
 りの推進方策 

■ 中国旅行会社ファムトリップによる商品力評価の商品化 

■ 国内先進的施設の魅力度の確認 

■ スポーツギア（道具）、ファッションに対する魅力度 

■ 国内受け入れ施設からの商品開発に向けた課題整理 

■ スポーツを核とした各コンテンツの魅力度確認 

■ スポーツブランド、メーカー視点での評価 



首都圏で実施されているスポーツコンテンツの着地型情報発信を行うことによる需

割引クーポン付フリーペーパーの情報発信実験 
チケッティングＷＴ 

実証実験案２ 

首都圏で実施されている ポ ツ ンテンツの着地型情報発信を行うことによる需
要調査と、国内スポーツ団体の受け入れに対する調査を実施します。 

【実証実験イメージ】 
空港や宿泊施設など、訪日旅行者との接点でツールの配布を行い、各スポーツ団体の協力のもと、タイムリーなスポーツコンテンツ日程
やのチケット割引などの情報発信による誘導実験を行います。 

■空港や、宿泊施設などで割引クー 
付 布

【多言語ツールイメージ】
■スポーツ観戦 

 ポン付き多言語ツールを配布 
【多言語ツ ルイメ ジ】 
■ タブロイド型のフリーペーパーを想定 
■ 各協力団体予定、場所、料金等の情報を掲載 

【割引クーポン】 
■ 全ての会場で使える割引クーポンを印刷 
※会場で割引入場チケットを各自購入

旅行者がアンケ トに回

【該当する検討事項】 【検証内容】

会場 入場 各 購入
■ 国籍、入手場所、観戦理由等のアンケート掲載 

旅行者がアンケートに回
答し、クーポンにてチケッ
トを割引購入。 

【該当する検討事項】 【検証内容】

③国内スポーツ試合・イベントの観戦ツアー・参加ツアーの造 
 成推進方策 

④国内プロスポ ツ試合への海外からのチケ ティング拡大に

■ 国内スポーツ団体、組織の協力体制 

■ 外国人旅行者への情報発信ポイント活用の実証 

着地型観戦 ポ ズ 確認④国内プロスポーツ試合への海外からのチケッティング拡大に
 向けた課題と解決方策 

⑤国内スポーツ施設を外国人向け観光資源として魅力あるもの 
 とするための課題と解決方策 

■ 着地型観戦スポーツニーズの確認

■ 各国別の人気スポーツコンテンツの将来性検証 

■ 各スポーツ団体でのチケット発券、受け入れ手法 



実証実験案３ 

１１月に実施予定のトラベルマートにて、スポーツを通じた、交流・参加・体験型の日本

日本のスポーツツーリズムのセラーブース設置 
国際化ＷＴ 

月 実施予定のトラ ト て、 ポ ツを通じた、交流 参加 体験型の日本
の観光魅力を伝えるためのセラーブース出展を促し、商談と海外バイヤー等への調査を
行います。 

【実証実験イメージ】 
ブ スにて スキ 場 ゴルフ場 競馬等公営競技 Ｊリ グなどのスポ ツ ンテンツ セラ が 海外バイヤ に対して パ ケ ジツブースにて、スキー場、ゴルフ場、競馬等公営競技、Ｊリーグなどのスポーツコンテンツ・セラーが、海外バイヤーに対して、パッケージツ
アーの行程への組み込みなどの商談を促すとともに海外バイヤーを中心とした来場者へのアンケートを実施します。 

トラベルマートでのセラー支援展開 ■ 国内スポーツセラーへの連絡 
国内スポ ツ団体 自治体 メ カ など

【スポーツツーリズム関係団体】 

スポーツ関連団体・企業 

旅行関連団体・企業 

【各国ツーリズム・メディア】 

各国旅行会社ランドオペレーター 

海外メディア ほか 
マッチング 

国内スポーツ団体、自治体、メーカーなど
への連絡を行い、出展を促します。 

■ 販売支援ツールの作成 
スポーツツーリズムの価値を伝える印刷

【該当する検討事項】 【検証内容】

地域自治体 ほか  
スポ ツツ リズムの価値を伝える印刷
物や画像などを作成し、販売支援を行い
ます。 

【該当する検討事項】 【検証内容】

①国際スポーツ大会・合宿・関係会合の戦略的誘致のあり方 

②国内スポーツの国際化と国際交流の推進方策 

■ スポーツツーリズム旅行商品に対する旅行会社の反響 

■ 国内関係団体、組織との連携による旅行商品化の検証 

③国内スポーツ試合・イベントの観戦ツアー・参加ツアーの造 
 成推進方策 

■ スポーツツーリズムのブランドイメージの伝達 

■ 国内セラーへのヒアリングによる現状の把握 

■ 日本のスポーツツーリズムを伝達するツールの確認 



実証実験案４ 

国内実施の国際スポーツ大会での観光行動誘発実験と課題調査 国際化ＷＴ 

２０１０ １１年度に実施される国際スポ ツ大会にて 海外からの大会関係者や観戦者に２０１０～１１年度に実施される国際スポーツ大会にて、海外からの大会関係者や観戦者に
対する観光情報発信を行い、観光行動の誘発を行い態度変化を実験します。 

【実証実験イメージ】 

2010年度開催大会における調査・実証実験 

・世界柔道（伝統スポーツ型／滞在型／競技スケジュール確定型） 
 
＜実施方法＞  
オフィシャルホテル 会場などの旅行者との接点にて ヒアリング調査

・国際会議 
・事前合宿 
・調整入国 
メデ 取材

・競技大会 
・メディア取材 
 

・合宿 
・転戦帰国準備 
・メディア取材 

大会開催前 大会期間後 大会期間中 

オフィシャルホテル・会場などの旅行者との接点にて、ヒアリング調査・
情報提供を実施        
 ・参加者インタビューの実施 
  （受動サービス・ハード・ソフトの評価） 
 ・大会直接消費額調査 

・メディア取材

事前帰国する一部
役員へ事情報信

スケジュール余力が出やすい大
会後半 終了時で情報発信 調

【該当する検討事項】 【検証内容】

 ・トラベルデスク設置（空港・ホテル・競技会場等） 
 ・日本文化体験ツアー等の企画実施 

役員へ事情報信・
調査を実施 

会後半～終了時で情報発信・調
査・実証実験を実施 

【該当する検討事項】 【検証内容】

①国際スポーツ大会・合宿・関係会合の戦略的誘致のあり方 

②国内スポーツの国際化と国際交流の推進方策 

■ スポーツ観戦目的旅行者の観光ニーズの把握 

■ 海外からの観戦者目線での国内スポーツ施設、受け入れの 
評価

⑦スポーツツーリズムを本格的に進めるための官民連携の推 
 進体制のあり方 

 評価 

■ 観戦者の観光情報提供による観光行動の確認 

■ 競技者目線での受け入れ体制、スポーツ大会開催の課題 
 整理 

■ 競技者の観光行動誘発の実証 

■ 多言語対応の観光案内の実証 



実証実験案５ 

海外旅行会社、メディアに向けたツアーファムトリップ 施設魅力化・まちづくりＷＴ 

国内に拠点を置く海外メディアや旅行会社に、スポーツ観戦と地域観光の体験実証実験
を行い、商品化の可能性や各国での旅行コンテンツとしての魅力度を調査します。 

スポーツツアーＷＴ 

【実証実験イメージ】 
スポーツと観光のマッチングをテーマに 「Ｆ１＋三重県」「プロ野球＋都市」「首都圏観戦スポーツ」の３種類のファムトリップを企画し メスポーツと観光のマッチングをテーマに、「Ｆ１＋三重県」「プロ野球＋都市」「首都圏観戦スポーツ」の３種類のファムトリップを企画し、メ
ディアや旅行会社、留学生などの意見を基に施設魅力化やまちづくりのブラッシュアップを行います。 

■ ３本のファムトリップを実施 ■ 参加者募集 
■ 事後フォロー 

Ｆ１＋三重県 プロ野球＋都市 首都圏観戦スポーツ 
Ｆ１観戦と、三重県観光と
セットにした旅行商品によ
る滞在日数の増加などの
検証

プロ野球観戦と都市のス
ポーツコンテンツとのマッ
チングを行い、新たな着地
型商品の検証

競馬等公営競技を含めた
スポーツ観戦やスタジアム
見学の、魅力度と商品力
を検証

国内の旅行会社や
メディア担当者へ
のヒアリングとファ
ムトリップ参加依頼
を行います

ファムトリップでのアン
ケートに加え、事後
フォローにより商品化、
記事化の情報収集を

【該当する検討事項】 【検証内容】

検証 型商品の検証 を検証を行います。 行います。

【該当する検討事項】 【検証内容】

③国内スポーツ試合・イベントの観戦ツアー・参加ツアーの造 
 成推進方策 

⑤国内スポーツ施設を外国人向け観光資源として魅力あるもの

■ 海外メディアや旅行会社視点でのスポーツツアー内容の 
  検証 

■ 国内留学生の観光客目線でのスポーツツアー内容の検証 ⑤国内スポ ツ施設を外国人向け観光資源として魅力あるもの
 とするための課題と解決方策 

⑥スポーツを核として幅広く観光客誘致を図るためのまちづく 
 りの推進方策 

■ 地域の受け入れ施策の内容や必要項目の洗い出し 

■ スポーツと地域の連動、協力体制の確認 

■ スポーツ施設を活用した観光魅力化の検証 


