
平成２２年度都道府県等観光主管部長会議 説明要点

（国際交流推進課）

１．訪日観光プロモーションについて

１）訪日外国人数

・2009年の訪日外国人旅行者数は、679万人であり、前年に比べて18.7%の大

幅な減少。

・2010年は、全体として回復基調。1～8月の累計で対前年比３４％増。

２）訪日外国人3000万人プログラム

・本年6月に閣議決定された政府の「新成長戦略」に「観光立国･地域活性化

戦略」が7つの戦略分野の一つとして、「訪日外国人3000万人プログラム」は

経済成長に特に貢献度が高いと考えられる21の国家戦略プロジェクトの1つ

としてそれぞれ位置付け。

・訪日外国人旅行者数の目標は、将来的に3000万人、2019年2500万人、201

6年2000万人、2013年1500万人と従来の目標を前倒し、かさ上げ。また、201

3年、2016年の目標達成に向けた国･地域別の訪日旅行者数の目標を設

定。

・訪日旅行促進事業の今年度予算は、86.5億円と昨年に比べ、約3倍増。

・2013年までに訪日外国人旅行者数1500万人を目指して、中国をはじめとす

る東アジア諸国（韓国、中国、台湾、香港）を当面の最重点市場として、大規

模かつ効果的な海外プロモーションを実施。

・海外プロモーション用の新しいキャッチフレーズ･ロゴとして、「Japan.

Endless Discovery.」を導入。また、人気アイドルグループ「嵐」を「観光立国

ナビゲーター」に起用。

３）今後の取組

・訪日旅行促進事業について、来年度予算として約88.7億円を要求。また、中

国向け緊急プロジェクトを「元気な日本復活特別枠」として要求。（25.6億円：

88.7億円の内数）



訪日観光プロモーションの推進 

平成２２年10月 



訪日外国人旅行者数の推移 

１月+10.3％ 

ビジット・ジャパン・
キャンペーン開始 

万人 

注) 2010年１～６月の値は暫定値、７、８月の値は推計値、％は対前年同月比 

２月+62.7％ 

３月+24.8％ 

1～8月計 
５８８．４万人 

前年比 
３３．５％増 ４月+25.8％ 

５月+48.5％ 

６月+59.5％ 

７月+38.9％ 

８月+18.2％ 
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訪日外国人旅行者数の月別動向（総計・年計ベース） 



総計 
679万人 

韓国 
159万人 
（23.4%） 
【-33.4%】 

台湾 
102万人 
（15.1%） 
【-26.3%】 

中国 
101万人 
（14.8%） 
【0.6%】 

香港 
45万人 
（6.6%） 

【-18.3%】 

米国 
70万人 
（10.3%） 
【-8.9%】 

その他アジア 
42万人 
（6.3%） 
【-9.8%】 

タイ 
18万人 
（2.6%） 
【-7.5%】 

シンガポール 
15万人 
（2.1%） 

【-13.5%】 

カナダ 
15万人 
（2.2%） 
【-9.2%】 

イギリス 
18万人 
（2.7%） 

【-12.2%】 

ドイツ 
11万人 
（1.6%） 

【-12.3%】 

フランス 
14万人 
（2.1%） 
【-4.3%】 

オーストラリア 
21万人 
（3.1%） 

【-12.5%】 

アジア 
481万人 
（70.9%） 
【-21.8%】 

欧州 
 80万人 
（11,8%） 
【-9.8%】 

その他欧州 
 37万人 
 （5.4%） 
 【-9.8%】 オセアニア 

25万人 

（3.6%） 
【-11.7%】 

（2009年） 

北米 
87万人 
（12.9%） 
【-9.6%】 

黒枠 重点市場 （2003年度～） 
青枠 重点市場 （2004年度～） 
赤枠 重点市場 （2005年度～） 

 
2009年 重点市場分 
計 589万人（86.7%） 

（ ） 訪日外国人旅行者総数に対する割合 
【 】 訪日旅行者数の対前年比伸び率 

国・地域別訪日外国人旅行者数の割合 
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 

外国人旅行者受入数の国際比較（2009年） 
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トルコ (Turkey) 

ドイツ (Germany) 

マレーシア (Malaysia) 

メキシコ (Mexico) 

オーストリア (Austria) 

ウクライナ (Ukraine) 

ロシア (Russia) 

香港 (Hong Kong) 

カナダ (Canada) 

ギリシャ (Greece) 

タイ (Thailand) 

エジプト (Egypt) 

ポーランド (Poland) 

サウジアラビア (Saudi Arabia) 

マカオ (Macau) 

オランダ (Netherlands) 

クロアチア (Croatia) 

ハンガリー (Hungary) 

モロッコ (Morocco) 

スイス (Switzerland) 

アイルランド (Ireland) 

韓国 (South Korea) 

シンガポール (Singapore) 

南アフリカ共和国 (South Africa) 

チュニジア (Tunisia) 

ベルギー (Belgium) 

日本 (Japan) 

インドネシア (Indonesia) 

シリア (Syria) 

チェコ (Czech Republic) 

ブルガリア (Bulgaria) 

豪州 (Australia) 

インド (India) 

スウェーデン (Sweden) 

千⼈ 

1位 

10位 

20位 
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40位 

出典： 世界観光機関（UNWTO）、各国政府観光局     作成： 日本政府観光局（JNTO） 
注1： 本表の数値は2010年6月時点の暫定値である。 
注2： アイルランドは2009年の数値が不明であるため、2008年の数値を利用した。 
注3： アラブ首長国連邦、バーレーン、クウェート、ポルトガルは2009年、2008年とも数値が不明であるため、対象外とした。 
注4： 本表で採用した数値は、韓国、日本、豪州を除き、原則的に1泊以上した外国人訪問者数である。 
注5： 外国人訪問者数は、数値が追って新たに発表されたり、さかのぼって更新されることがあるため、数値の採用時期によって、そのつど順位が変わり得る。 
注6： 同一国において、外国人訪問者数が異なる統計基準に基づいて算出されている場合があるため、比較する際には注意を要する。 

 日本は世界で33位。アジアで8位。 

4 



拡大する世界の国際観光市場 

出所：UNWTO「Tourism 2020 Vision 」より作成 

１.95億人 
19.4% 

3.97億人 
25.4% 南アジア 

中東 
アフリカ 
東アジア・太平洋 
アメリカ 
ヨーロッパ 

15.61億人 

10.06億人 

１.04億人 
15.2% 

476万人 
(4.58%) 

1,000万人 
(5.13%) 

2,500万人 
(6.30%) 

6.94億人 

2008 

１.74億人 
18.9% 

9.19億人 

835万人 
(4.81%) 

国際観光到着客数 

UNWTO(世界観光機関）の試算では、東アジア・太平洋地域への国際観光到着客数は、2008
年の1.74億人が2010年に約2億人に、2020年には約4億人に増加する見通し。 
一方、同地域に占める日本のシェアは4.58%（2000年）から4.81%(2008年）へと拡大。今後とも
「パイの拡大」の中で着実なシェアの拡大を図れば、1,000万人(2010年シェア5.13%)、2,500万
人(2020年シェア、6.30%）の目標は、十分達成可能。 
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政府の新成長戦略における位置づけ① 

第3章（４）観光立国・地域活性化戦略  
～観光立国の推進～ 【2020年までの目標】  
『訪日外国人を2020年初めまでに2,500万人、将来的には3,000万人。2,500万人による経済波及効果約10兆円、新規雇
用56万人』  
（訪日外国人を2020年初めまでに2,500万人に）  
急速に経済成長するアジア、特に中国は、観光需要の拡大の可能性に満ちている。例えば、中国から日本を訪問している旅行
者数は年間約100万人、日本から中国を訪問している旅行者数は年間約340万人（いずれも2008年ベース）と大きな開きが
ある。人口増加や経済成長のスピードを考えれば、中国を含めたアジアからの観光客をどう取り込むかが大きな課題である。今
後、アジアからの訪日観光客を始めとした各国からの訪日外国人の増加に向けて、訪日観光査証の取得容易化、魅力ある観
光地づくり、留学環境の整備、広報活動等を図ることにより、訪日外国人を2020年初めまでに2,500万人、将来的には3,000
万人まで伸ばす。また、観光立国にとって不可欠な要素として、交通アクセスの改善と合わせて安全・安心なまちづくりを進める
必要がある。 
＜21世紀の日本の復活に向けた21の国家戦略プロジェクト＞ 
12．「訪日外国人3,000 万人プログラム」と「休暇取得の分散化」 
本年７月１日から、中国人訪日観光の査証取得要件の緩和、申請受付公館の拡大など、査証の取得容易化を実現し、同時
に「選択と集中」による効果的なプロモーションの実施や、医療など成長分野と連携した観光の促進、通訳案内士以外にも有
償ガイドを認めるなど受入体制の充実等に取り組むことで、訪日中国人旅行者数の大幅な増加を図り、2020 年初めまでに
訪日外国人2,500 万人、将来的には3,000 万人の達成に向けた取組を進める。 
（参考） 
９．知的財産・標準化戦略とクール・ジャパンの海外展開 
我が国のファッション、コンテンツ、デザイン、食、伝統・文化・観光、音楽などの「クール・ジャパン」は、その潜在力が成長に結びついておらず、今
後はこれらのソフトパワーを活用し、その魅力と一体となった製品・サービスを世界に提供することが鍵となっている。このため、海外の番組枠の
買取り、デジタル配信の強化、海外のコンテンツ流通規制の緩和・撤廃、海賊版の防止、番組の権利処理の迅速化とともに、民間を中心とした
チームによるクール・ジャパン関連産業や地域産品の売込みと海外ビジネス展開支援、人材育成の強化、海外クリエイター誘致のための在留資
格要件の緩和等を行う。 

新成長戦略～「元気な日本」復活のシナリオ～（平成22年6月18日 閣議決定） （抜粋） 
観光立国・地域活性化戦略は７つの戦略分野の１つとして、「訪日外国人3,000万人プログラム」は経済成長に特
に貢献度が高いと考えられる21の国家戦略プロジェクトの１つとしてそれぞれ位置付けられている。 
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2019年2,500万人の目標達成に向けたアクションプログラム 

※2019年の目標値については、2016年までの達成度、外部環境の変化等を再検討して、設定することとする。 

国･地域 
2009 2010 2013 2016 2019 

実績 目標値 目標値 200９年比 目標値 2013年比 目標値 

中国 101  180  390  3.86  600  1.54  ※ 

韓国 159  320  350  2.20  430  1.23  ※ 

台湾 102  160  190  1.86  210  1.11  ※ 

香港 45  65  70  1.56  75  1.07  ※ 

タイ 18  23  60  3.33  80  1.33  ※ 

シンガポール 15  19  40  2.67  45  1.13  ※ 

マレーシア 9  12  35  3.89  50  1.43  ※ 

インド 6  10  30  5.00  60  2.00  ※ 

英国 18  23  26  1.44  35  1.35  ※ 

ドイツ 11  14  15  1.36  20  1.33  ※ 

フランス 14  18  19  1.36  25  1.32  ※ 

アメリカ 70  85  95  1.36  120  1.26  ※ 

カナダ 15  18  20  1.33  25  1.25  ※ 

ロシア 5  10  14  2.80  30  2.14  ※ 

オーストラリア 21  28  35  1.67  45  1.29  ※ 

その他 70  75  111  1.59  150  1.35  ※ 

総 合 計 679  1,060  1,500  2.21  2,000  1.33  ※ 

成長戦略実行計画（工程表）では、2011年度に実施すべき事項として「アクションプログラムの実施」が位置付けられている。 

7 



訪日外国人3,000万人へのロードマップ～3期ローリングプランで2,500万人（2019年）～ 

（平成15年） （平成18年） （平成20年） （平成22年） （平成25年） （平成2８年） （平成3１年） 

ドイツ(9位) 
2,487 

英国(6位) 
3,019 

ビジット・ジャパン・
キャンペーン開始 

目標 
1,000万人 

平均伸び率14.5% 
の成長目標 

平均伸び率10.5% 
の成長目標 

平均伸び率8% 
の成長目標 

第１期 

第２期 

第３期 

世界経済や為替が安定していること、戦争や疾病の流行が発生しないこと等を前提とする。 

第1期目標 
1,500万人 

第2期目標 
2,000万人 

タイ(18位) 
1,433 

第3期目標 
2,500万人 679 
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訪日旅行促進事業（ビジット・ジャパン事業）の取組み 

２０１３年までに訪日外国人旅行者数を１，５００万人にするとの訪日外国人３０００万人プログラム第１期目標
に向け、重点市場を対象に、我が国の観光魅力を発信するとともに、日本への魅力的な旅行商品の造成等を
支援する訪日旅行促進事業を官民一体で推進。 

 訪日旅行者数の多い１２の国・地域に今後大きな伸び
が期待できる３市場（インド、ロシア、マレーシア）を追
加し、全１５市場でプロモーションを展開。 

重点市場 

※この中でも特に東アジア４市場（韓国、中国、台湾、香港）を
重点プロモーション対象市場とする。 

我が国の観光魅力を発信するための事業 
 ○海外メディアの日本への招請、取材支援 
 ○海外のＴＶＣＭ等による広告宣伝 
 ○ＷＥＢサイトによる情報発信 
 ○海外の旅行博覧会等への日本ブース出展 

認知度向上事業 

フランス・日仏観光交流年バス車体広告 
（２００８年3月） 

香港・メディア招請事業 
（仙台・２００８年８月） 

魅力的な訪日旅行商品の造成・販売支援や、 
青少年交流の拡大に向けた事業 
○海外旅行会社の日本への招請、商談会の実施 
○訪日旅行商品の共同広告 
○訪日教育旅行の誘致 

誘客事業 

シンガポール・訪日教育旅行セミナー 
（２００８年８月） 

＊上記の事業を地域と共同で実施する場合には、国は総費用の１／２を上限に地域（自治体・民間等）と連携。 

（ビジット・ジャパン地方連携事業） 

大規模商談会・YŌKOSO！JAPAN 
トラベルマート（２００８年１０月） 

米国 

カナダ 

豪州 

英国 

フランス 

ドイツ 

中国 

台湾 

香港 
タイ 

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 

韓国 

インド 

ﾏﾚｰｼｱ 

ロシア ロシア 
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海外プロモーション用の新キャッチフレーズ・ロゴとして、「Japan. Endless Discovery.」

を導入。あわせて、東アジア各国・地域でのＴＶや紙媒体などを使った海外プロモーショ

ンにおいて日本の顔として活躍して頂く「観光立国ナビゲーター」に人気アイドルグルー

プ「嵐」を起用！ 

新キャッチフレーズ・ロゴ 

新しいキャッチフレーズ・ロゴ及びイメージキャラクターについて 

「尽きることのない感動に出会える国、日本」 

【解説】 
海外の方に何度も日本にお越しいただき、その都度、桜に代表される我が国の豊かな自然、歴史、伝統文
化や現代文化、食、地域の人々の暮らしといった日本の多種多様な観光資源を深く知っていただきたいとい
う意味合いを込めている。 

10 



  ２０１３年までに訪日外国人旅行者数を１，５００万人にするとの訪日外国人３，０００万人プログラム第１期の
目標の達成を目指して、中国をはじめとする東アジア諸国を当面の 重点市場と位置づけ、ＫＰＩの測定結果
に基づく 適なマーケティングプランを構築し、選択と集中による効果的な海外プロモーションを展開する。 

○海外現地消費者向けの広告宣伝 
○海外現地メディアの日本への招請 
○旅行博覧会等へのブース出展 

認知度向上事業  
○海外現地旅行会社の日本への招請、商談会の実施 
○海外現地旅行会社社員への教育プログラムの実施 
○訪日旅行商品の共同広告 

誘客事業 

 
○各市場での潜在的訪日旅行者層の抽出及び現地旅

行代理店、航空会社等の動向把握 

徹底したマーケティング・リサーチ 

平成23年度概算要求（訪日旅行促進事業） 

 
○事業仕分け等の指摘を踏まえ、22年度に新たに導入す

るＫＰＩによるプロモーション成果の定点観測 

ＫＰＩによるプロモーション成果の測定 

適なマーケティングプランの立案 

＜23年度要求のポイント＞ 
○マーケティングリサーチ、ＫＰＩ測定結果に基

づく 適なプロモーション戦略の立案 
○東アジア４市場のプロモーションの更なる強

化（※中国について「特別枠」要求） 
○クールジャパンの発信等と連携したプロモー

ション展開 
○訪日旅行者数の伸びが著しいスペイン、イタ

リア、直行便就航により旅客増が見込まれる
中東（ＵＡＥ，サウジアラビア）の重点市場化 

米国 

カナダ 

豪州 

英国 

フランス 

ドイツ 

中国※ 

台湾 

香港 

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 

韓国 

インド 

ロシア 

スペイン 

イタリア 
タイ 

ﾏﾚｰｼｱ 

中東（サウジアラビア、ＵＡＥ） 

重点市場  
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8867百万円要求 
（対前年比1.03） 



訪日中国人旅行者数の月別推移（２００６～２０１０） 

110,262  

62,981  

100,951  106,816  

60,530  
36,597  

67,944  

109,017  
98,697  

108,301  

81,462  

62,527  

92,120  

121,494  
123,314  

150,900  

112,800  

104,000  

165,100  

171,800  

0  

30,000  

60,000  

90,000  

120,000  

150,000  

180,000  

210,000  

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2006年 
2007年 
2008年 
2009年 
2010年 

人 春節 桜シーズン 夏休みシーズン 国慶節 

※数字は2009年、2010年の訪日外客数
2010年1-3月は暫定値、4-8月は推計値 
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23年度要求の中国市場向け緊急プロジェクト～なぜ今必要か？～ 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

日本 12.97 12.22 12.38 12.43 11.99 12.19 11.20 

韓国 9.01 8.34 9.35 10.67 10.76 10.77 10.63 

ベトナム 9.78 9.40 9.37 4.92 7.55 11.43 9.69 

台湾 ― ― ― ― 1.89 2.19 7.11 

米国 5.57 5.31 5.90 6.20 5.83 6.07 5.94 

ロシア 10.66 9.68 8.54 6.99 6.08 6.19 4.93 

＜中国人海外旅行者数の目的地別シェアの推移＞ 
市場が急拡大する中国において、韓国、
台湾など近隣の有力ライバルとの競争の
中で着実に訪日観光のシェアと旅行者数
を拡大していくためには、ビザ要件緩和
の効果も最大限活かしつつ、最優先の緊
急プロジェクトとして取り組むことが必
要不可欠 

※ 香港・マカオ行き以外の出国者総数に対するシェア 出典：中国旅行統計 

出典：中国旅行研究院 
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2009（実績） 2010（予測） 2015（予測） 2020（予測） 

4,766万人 
5,400万人 

8,300万人 

1億人 
＜中国の海外旅行者数の予測＞ 

年平均9%の成長予測 
（毎年約500万人の増加） 

① 中国では海外旅行市場が爆発的に拡大中！ 

② 中台関係好転に伴う台湾の急浮上など 
    ライバルとの競争がますます激化！ 

中国人個人観光ビザについて、以下の見直しを実施 
（2010年7月より実施） 
 

①「十分な経済力のある者」の要件緩和  

  ⇒「一定の職業上の地位及び経済力のある者」にビザ発給 

②本人が同行しない場合でも、二親等以内の家族にビザ発給 

③取扱公館、中国側旅行会社の拡大 
  （北京、上海、広州の公館で48社→中国全土７公館で280社） 

③ 本年7月1日からの中国人個人観光ビザ   
    の要件緩和は一大チャンス！ 

13 



中国人訪日旅行者数の拡大に向けた対応 

― 訪日外国人3000万人プログラムの最重点市場として中国人旅行者の大幅拡大を目指す ―    

課 題 対 応 

Ⅰ 中国におけるプロモーション体制の充実・強化 

  １．プロモーション拠点の充実 （２００８年度まで）北京、上海の２拠点 ⇒ （２００９年７月）広州に拠点設置 

  ２．プロモーション予算の充実 

（２０１０年度予算） ビジット・ジャパン事業予算の増額分（27.9億円→86.5億円）  

             の大半を中国をはじめとする東アジア４市場に投入 

（来年度概算要求）中国市場向け訪日旅行促進緊急プロジェクト（25.6億円） 

             を元気な日本復活特別枠として要求      

Ⅱ 日本での受入体制の充実・強化 

  １．宿泊施設における中国語案内の充実、中国語放送の普及等 

前原大臣が宿泊施設の団体に対して協力を要請（2009.11.19） 

２０１０年度には、中国語で旅館の利用方法を紹介する映像制作や中国語放送の
導入効果検証のための実証事業を実施 

  ２．中国語通訳ガイドの充実 
資質管理を行いながら、通訳案内士以外にも有償ガイドを認める方向で制度改
正を検討中 

  ３．銀聯カード取扱店の拡大 
観光庁と中国銀聯の協力に関する覚書（①中国銀聯は「銀聯日本旅行カード」を
発行、②観光庁は日本国内取扱店を拡大、等）を締結（2010.7.16）  

  ４．訪日観光ビザの見直し 個人観光査証の要件緩和、申請受付公館の拡大等の措置を実施(2010.7.1～) 

  ５．新千歳空港乗り入れ規制の見直し 
前原大臣が北沢防衛大臣に要請（2009.11.18） 

新たに火曜日午後（12:00-16:00）の乗り入れが実現（2010.3.28～） 

Ⅲ 訪日旅行商品の品質向上 

  １．中国国内での日系旅行会社によるアウトバウンド営業の解禁 
前原大臣が邵琪偉（ｼｮｳ･ｷｲ）中国国家旅游局長に要請（2009.10.18）（2010.8.21） 

中国国家旅游局が関係法令（合弁会社を対象に試行実施）を施行（2010.8.29） 

  ２．品質の低い訪日ツアー、悪質ガイドへの対応 訪日ツアー改善提案窓口を設置（2010.5.1） 14 



中国人向けの個人観光ビザについて、以下の見直しを実施（2010年7月より実施） 

①「十分な経済力のある者」の要件緩和  

  ⇒「一定の職業上の地位及び経済力のある者」にビザ発給 

②本人が同行しない場合でも、二親等以内の家族にビザ発給 

③取扱公館、中国側旅行会社の拡大（北京、上海、広州の公館で48社→中国全土７公館で280社） 

中国人訪日観光ビザの見直しについて 

【対象者】   「十分な経済力のある者」と  同行する家族（三親等以内） 

【手続き】 日本側旅行会社の身元保証を得た上で、  中国側旅行会社を通じてビザ発給を申請 

【添乗員】 なし 

【失踪防止策】 失踪者発生の場合に日本側及び中国側の旅行会社に課されるペナルティ（一定期間の取扱い停止措置） 
          を団体観光よりも強化 

【実施時期】 在外公館の体制整備を図りつつ２００９年７月から  北京、上海、広州の公館において試行開始 

【参考②】個人観光ビザ（2009年7月～） 
① ② 

③ 

③ 

【対象者】中国全土の国民（所得要件なし・4名－40名程度） 
 
【添乗員】日本側及び中国側旅行会社各１名（計２名） 

（団体観光ビザ発給対象地域拡大の経緯） 

2000年9月～ 

2004年9月～ 

2005年7月25日～ 

1.1億人 
3.7億人 
13億人 

【参考①】団体観光ビザ（2000年9月～） 

北京 

瀋陽 

大連 

青島 

上海 

広州 

重慶 

※緑字・緑丸は公館所在地 
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北京 

上海 

広州 

札幌 

東京 

大阪 福岡 

【根拠法令】 旅行社条例（2009年5月より新たな条例施行） 
           ※外資系旅行会社；独資（外資１００％）及び合資（外資と中国資本の合弁会社） 

中国における外資系旅行会社の業務規制 

①日本人の訪中旅行の受け入れ 
②中国人、在中国日本人等の中国国内旅行 
                        など 
⇒取扱可能 

③中国人の訪日旅行（アウトバウンド業務） 
⇒取扱不可 
但し、「国務院の決定」があれば取扱可能 
 
※2009年5月施行の新たな旅行社条例で但し書が追加 

・交通公社新紀元国際旅行社有限公司  ㈱ジェイティービー 
・佳天美（上海）国際旅行社有限公司       ㈱ジェイティービー 
・佳天美（広州）国際旅行社有限公司       ㈱ジェイティービー 
・近畿国際旅行社（中国）有限公司         近畿日本ツーリスト㈱ 
・日旅国際旅行社有限公司（上海）         ㈱日本旅行 
・阪急国際旅行社（中国）有限公司         ㈱阪急交通社 
・秀之旅（海南）国際旅行社有限公司    ㈱エイチ・アイ・エス 
・秀之旅（上海）国際旅行社有限公司    ㈱エイチ・アイ・エス H22.5.5設立 
・全日空国際旅行社（中国）有限公司       ＡＮＡセールス㈱ 
・日航国際旅行社（中国）有限公司         ㈱ジャルパック  

＜（参考）日系の外資系旅行会社＞ 
合 

合 

（注）    は合弁会社。交通公社新紀元は日本資本49％、秀之旅（海南）は日本資本80％。 
    その他は独資（日本資本１００％）会社 

合 

※ 日本の旅行業法において、中国資本の旅行会社は、 
 
 ①中国人の訪日旅行の受け入れ 
 ②日本人、在日中国人等の日本国内旅行 
 ③日本人の訪中旅行（アウトバウンド業務） 
 
 のいずれも取扱可能（外資系旅行会社に対する規制なし） 16 



海外向け訪日旅行促進プロモーションを効果的に展開していく上での国・地方自治体の連携強化に向けた課題 

 

平 成 ２ ２ 年 １ ０ 月 

観光庁国際交流推進課 

問題意識１ 「地方連携事業」について、さらに効果的に活用して頂ける余地はないか？ 

 

→ 海外の消費者が訪日旅行を計画する場合は、入国から出国に至るルートを具体的に検討して決定することが一般的であ

るため、「点」ではなく「線」としてアピールすることが重要。 

→ 外国人旅行者にとって訪問先国内の行政区画はほとんど意味を持たない。 

 → 「地方連携事業」では、潜在力のある観光地が行政区画にとらわれずに連携することで、商品力のあるルートとして効

果的なプロモーションを展開し、具体的な実績につなげていくことが可能。 

 

問題意識２ 各地の観光資源について、海外の市場毎のニーズに即してもっと効果的に発掘やアピールができないか？ 

 

 → 海外旅行の動機となる関心や興味の対象は国・地域毎に大きく異なるため、特定の観光地を海外でアピールするに際し

ては、単一のアプローチをとることなく、市場毎に「ローカライズ」して情報発信することが必要不可欠。 

 → 日本では十分に知られていない現地消費者の関心・興味やニーズをリアルタイムで把握できれば、既存の未活用の観光

資源を新たに発掘して迅速・効果的に売り込むことも可能。 

 → 海外１４都市のＪＮＴＯ現地拠点の情報収集力・現地ネットワークを有効に活用すれば、情報発信の「ローカライズ」

や現地消費者のニーズ等の最新動向を踏まえた売り込みが可能。 

 

問題意識３ 海外でのプロモーションについて、現地消費者にもわかりやすい「オールジャパン」の姿で臨むべきではないか？ 

 

 → 日本の個別の行政区画に即したプロモーションやイベントは、現地消費者の目線から見て違和感のあるケースもある。 

 → 現地の当局の中には、地域毎の内部事情を最優先する日本側の姿勢に迷惑し、苦情を申し立てる事例さえ出ている。 

 → 国と個別又は複数の地方自治体で「オールジャパン」の姿でアプローチする手法をとる方が明らかに効果的・効率的。 
１ 



事業実施体制 

地域（自治体等）と国（地方運輸局等）が連携して、訪日外国人旅行者を増やすため、主に以下の事業を推進。 

〇日本向け旅行商品造成のための、旅行会社関係者等の招請等 

〇海外の旅行博への出展等  

〇海外の新聞・雑誌等への広告掲載等 

〇海外向け情報発信のためのメディア関係者等の招請等 

〇外国人観光客向けパンフレット作成等 

〇訪日教育旅行促進のための教育関係者等の招請等 

補助金ではなく、国は総費用の１／２を限度として負担して、国と地域の連携事業として実施。 

ビジット・ジャパン地方連携事業 

運輸局及び 
沖縄総合事務局 

自治体 
観光関係 
団体 民間企業 

観光庁 

相互に連携を図り、事業計画を提出 

 ヒアリング、事
業の採択 事業計画を取りま

とめ･申請 

◎協働して事業を実施 

◎事業費の最大５０％を運輸局が負担 

連携・協働を図り 
事業規模を拡大するこ
とにより、プロモーション
の効率・効果を大幅に
向上 

主な広域観光関係団体（※） 
• 北海道観光振興機構 北海道 

• 東北観光推進機構 東北 
• 中部広域観光振興協議会 中部 
• 関西広域機構 近畿 
• 中国地域観光推進協議会 中国 
• 四国ツーリズム創造機構 四国 
• 九州観光推進機構 九州 

広域観光関係団体（※）を形成 
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ビジット・ジャパン地方連携事業例① 

中国の正月映画『非誠勿擾』大ヒット 
  

 道東などを舞台とした中国の正月映画『非誠
勿擾』が中国全土で大ヒットしている。映画は、
現代中国の男女の愛を描いたラブコメディーで、
クライマックスに登場する阿寒湖や能取岬など
の美しい風景が感動を高める。映画を見た中国
人からは「北海道に行きたい」との声が続出し、
中国の旅行会社は「ロケ地巡りツアー」の検討も
始めた。題名の「非誠勿擾」は、「本気で付き合
える人を望む」という意味。  
 

       （H20.12.30北海道新聞記事から） 

 
  
  北京と上海の有力メディア６社を招請し、映画の舞台
となった道東地域を取材してもらい、記事掲載を促進。 
 

【実施概要】 
・日  程 平成２１年１月２９日～２月３日 
・取材地 釧路・阿寒・摩周・斜里・知床・網走 
・招請メディア 
       新京報、北京娯楽信報、精品購物指南報社、   
       環球時報、北京晩報、 
       上海行暢文化傳播有限公司 
      ※ その他、ＪＮＴＯ北京事務所からの情報提供により４紙 
          で関連の記事が掲載されている。 

メディア招請事業 

 中国の有名な映画監督の馮小剛（フォン・シャオガン）
氏が道東を舞台に撮影した正月映画「非誠勿擾（フェイ
チェンウーラオ）」が中国全土で大人気を呼んでいる。
特に感動的なシーンが多い北海道に魅了された観客が
多く、今まで日本に旅行したいと思わなかった人たちが
関心を示しており、旅行会社に問い合わせや申し込み
が増加している。 
  北海道運輸局ではこの機会を捉えて、北海道観光を 
ＰＲするとともに、映画を切り口としたツアーの造成・販 
売の支援を行っている。 

 
   
  北京の大手旅行会社５社が共同して映画に関連する
北海道旅行商品の造成を行い、２月及び３月に各１本、
延４０名がツアーで北海道を訪れる。 
 それに先立ち、北海道観光のＰＲと旅行商品の販売支
援として、北京の新聞紙上において共同広告を実施。 
 
【実施概要】 
・掲載新聞及び掲載日 
   新京報（２月４日）、北京娯楽信報（２月１８日） 
・取扱旅行会社 
   中国国際旅行社総社、中青旅、招商局国旅、 
   婦女旅行社、康輝 

旅行商品広告事業 
 
   
  北京の劇場施設を借り上げ、一般消費者、旅行会社
の担当者を対象とした北海道観光プロモーションを実施。 
 

【実施概要】 
・時期：平成２１年２月２８日（土） 
・場所：北京展覧館劇場 
・対象：一般消費者・旅行会社の担当者等約2,400人 
・内容：「非誠勿擾」の上映・北海道観光の説明会 
            

映画館を活用した事業 

2009.2.19 精品購物指南報社「LOHAS Weekly」 2009.2.11 新京報 

映画関連の道東ツアー造成状況等 
 

■上海の旅行会社によるツアー造成状況 
   ３社１８本の旅行商品が造成されており、す   
  でに催行された３本のツアーにより７８名の  
  送客がなされている。       （H21.3.5現在）   
■道内大手ランド2社の取扱い数（予定を含む） 
   2009年1～3月 ３９４名（前年同期 ２３１名） 
                                             （H21.3.10現在） 
■阿寒湖温泉の中国人観光客宿泊者数 
  2009年1～9月 6,757名（前年同期 1,698名） 
  ※ 阿寒湖温泉の大手ホテル５施設のヒヤリングによる 

（H21.10.15現在）    

3 

中国の映画『非誠勿擾』を活用した北海道観光プロモーション（平成２０年度） 
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○旧正月向けの特集記事として6誌に計10回集中掲載された結果、 
 旧正月（1月下旬～2月上旬）の旅行シーズンに向けて大きなインパクト 
 
○香港からの旧正月向けツアーを初めて造成。６本 送客６５４名 

香港プロモーション事業（香港地域からの総合的な誘客事業） 

○関東運輸局が各地域のニーズを踏まえ、テーマ、時期等の観点からプロモーション事業を 
コーディネートし、海外での露出を連続的に展開。 

ポイント 

事業の成果 

 香港で増大している個人旅行者（FIT)のリピーターをターゲットとして、東京近郊の水郷三都地域（香取

市・鹿嶋市・潮来市）、横浜及び神奈川の複数広域エリアの魅力、特に香港旅行者に関心が高い、四季
折々の自然や歴史、食、ショッピング等を統一テーマの下に同時にプロモーションすることにより、認知度
向上を効果的に図る。 

事業概要 

【旅行誌掲載】 【旅行誌掲載】 

ビジット・ジャパン地方連携事業例② 

神奈川県 

横浜市 

水郷三都 

関
東
運
輸
局 

①実施時期の統一 
⇒旧正月休暇前の12月～1月に露出を図る。 
 
②大きなPRテーマを「アクセスのよさ」に統一 
⇒FIT（個人旅行者向け）デスティネーションとしてPR 

11月に実施したい 
6月～12月頃に

個人旅行者向け
に事業をやりたい 

10月：成田空港に近
いことをｱﾋﾟｰﾙしたい。 

神奈川県 

横浜市 

水郷三都 

小田原・箱根付近。FIT向け

にケーブルカー等の交通機
関の利用をした旅をPR 

横浜の魅力に加え、アクセス
のよさをFIT向けにPR 

「日本の原風景や佇まい」「食の
日本文化」を紹介 

  

・メディア・旅行会社等へのアプローチの一元化 
・取り上げるべきテーマの選択肢が増え、多くのメディアに働きかけ 
・複合的な発信による情報の充実化 
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事業の成果 

事業概要 

ポイント 

【台湾一般紙での広告掲載】 【旅行雑誌記事掲載】 

○現在人気の高い春期（雪の大谷）のＰＲ展開に加え、夏期（納涼）や秋期（紅葉）の魅力を中心に積
極的なアピールをし、台湾全域からの通年を通じた誘客促進。 

○新たなＰＲ手法として、初夏に「ＷＥＢキャンペーン」を実施し、ファミリー層への訴求を通じて夏季の
誘客を図るとともに、冬には旅行雑誌等に雪・温泉・食等をテーマにした特集記事を掲載し、冬季誘
客を図るなど、通年観光に向けた取組みを強化。 

○夏・秋にはメディアを中心とした招聘事業の実施により、集中的にエンドユーザへの訴求。 

○チャーター便を利用した誘客に加え、中部国際空港などへの定期便による誘客に取組む他、台湾
南部からの誘客拡大を目指した取り組みを実施。 

【中華航空高雄分公司社壁面】  

（台湾高雄市） 

【北陸における台湾人・外国人入込み状況】 
・立山黒部アルペンルートへの団体客入込み数 
 
台湾団体客数 ：平成１５年 ２０，２４２人 → 平成１９年 ８７，４９６人（４．３倍） → 平成２０年 ９４，５６５人（１．０８倍） 
全外国人団体客数：平成１５年 ２３，７３１人→ 平成１９年 １１５，３８２人（４．６倍） →平成２０年 １２７，７７４人（１．１倍）    
 

 年々拡大を続けているアルペンルートへの台湾からの誘客
をさらに拡大するため、新聞広告や旅行エージェント招聘等を
実施するなどし、すでに人気が定着している春の「雪の大谷」
に加え、夏から秋における誘客拡大のために積極的な取り組
みを実施し年間を通じた誘客促進を図る。 

ビジット・ジャパン地方連携事業例③ 
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豪州スキー客は年々拡大傾向にあることから、さらなる誘客拡大をめざして豪州現地でのスキー博に出
展するなどによりPRを強化し、これまでの白馬・志賀高原・妙高高原３地区に野沢温泉地区を加えるこ
とにより、豪州スキーヤーの選択肢を増やしてリピーターの確保に努めるなどの取り組みを展開。 

オーストラリア・スキー観光客誘致推進事業 

事業の成果 

事業概要 

ポイント 

PRパンフレット 

相乗効果により各地でオーストラリア人スキー客が増加 
 【ｵｰｽﾄﾗﾘｱ人延宿泊者数】 
 白馬   ：Ｈ17/18シーズン 6,076人→Ｈ19/20シーズン 12,049人（98.3%増）→Ｈ20/21シーズン 15,088人（25.2%増) 
 志賀高原：Ｈ18/19シーズン 3,832人→Ｈ19/20シーズン   5,105人（33.2%増）→Ｈ20/21シーズン   7,578人(48.4%増) 
 妙高高原：Ｈ18/19シーズン    344人→Ｈ19/20シーズン      573人（66.6%増）→Ｈ20/21シーズン   4,584人(700.0%増) 
 野沢温泉：                   Ｈ19/20シーズン  2,276人         →Ｈ20/21シーズン  4,769人（109.5%増)  
                             （志賀・妙高についてはH18/19シーズンから、野沢温泉はH19/20シーズンから統計開始） 

白馬 

妙高高原 

野沢温泉 

志賀高原 

パンフレット 

○平成１８年、北陸信越運輸局が、白馬におけるオーストラリアからのス
キー客増加を踏まえ、志賀高原、さらに県境を越えて妙高高原のスキー関
係者による連携の枠組みの構築を働きかけ、平成１９年には、野沢温泉が
このアライアンスに参加しオーストラリア向けに広域的なプロモーション事
業を展開。 
○豪州現地で開催されるウィンタースポーツトラベルエキスポに出展すると
ともに、現地旅行会社へのセールス活動を実施。  
○スキー専門誌等への広告を実施するなど、認知度の向上を目指す。 

現地旅行博出展 現地雑誌への広告 

ビジット・ジャパン地方連携事業例④ 
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