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世界柔道実証実験 
アンケート調査結果 

＜中間報告＞ 

－ 「世界柔道選手権2010東京大会」観戦者－ 

２０１０．１１．１２０１０．１１．１  



１）調査の目的 国際スポーツ大会の開催に伴い来日する海外のAD保有者や観戦者の観光意
向や観光消費の実情をヒアリングし、大会開催による効果を測る。 

  

１．調査概要 

２）調査内容 
 ＜調査対象スポーツ＞ 『世界柔道選手権2010東京大会』 
 国際柔道連盟（IJF）が主催する柔道の世界大会。約100の国や地域から約900

名の選手が参加。 
                    国立代々木競技場第一体育館にて、9月9日（木）～9月13日（月）まで開催され

た。 

 
＜調査概要 方法＞ 国立代々木競技場第 体育館原宿口チケ ト販売窓口付近にて ＜調査概要・方法＞ 国立代々木競技場第一体育館原宿口チケット販売窓口付近にて、

 自記入式アンケートを配布、回収 
 ①チケット引換窓口にて調査員待機（販売ブース外）  
 ②チケット引換後、アンケート調査票配布。 
   ※試合観戦後の回収も可能だが、遅くなるため即記入を促進。 
 ③記入御礼の記念品として応援ハチマキ500・観光庁ピン約1000を準備 
   

＜調査対象者＞ 「世界柔道選手権2010東京大会」の観戦者 選手団の家族 友人等 ＜調査対象者＞   「世界柔道選手権2010東京大会」の観戦者、選手団の家族、友人等

 
 ＜調査実施日＞ 2010年9月6日（月）～9月14日（火） ※約2週間／14日間 
 

 ＜回収数＞  459サンプル（男性 332人、女性127 

 
 ＜調査項目＞   ・プロフィール（性別、国籍、未既婚、年齢、柔道経験の有無） 
 ・到着日時、出国（帰国）日時到着 時、出国（帰国） 時
 ・今回の旅行の手配方法 
 ・今回の旅行の同行者 
 ・訪日の目的 
 ・世界柔道選手権以外に周遊した 
                     場所 
 ・日本への旅行に関する情報取得メデ 
                     ィアなどについて 

・あなたの知り合い または同僚 あなたの知り合い、または同僚、
  家族の中の世界柔道選手参加経験 
 ・行ってみたいと思う日本の場所に 
  ついて 
 ・東京にいる間に出かけた買い物 
  場所 
 ・（出かけた場合）買い物消費額 
 ・（今回の旅行での）ランチと夕食 

の支払い額  の支払い額
 ・スポーツツーリズムに関して 
  あれば良いと思う情報について 
 ・過去の訪日経験、回数 



１）調査結果のまとめ  
 ・プロフィール（性別、国籍、未既婚、年齢、柔道経験の有無） 

※男女比 男性 72%（332人）

２．調査結果サマリー 

  ※男女比 男性 72%（332人）
          女性 28%（127人） 
  ※未婚 65%（300人） 
    既婚 35%（159人） 
  ※柔道経験者  61%（248人） 
    未経験者 39%（156人） 
  ※出身国 フランス、スペイン、アメリカ 
    ドイツ、カナダ、ブラジル等 

※年齢 20代 29% 30代 24%  ※年齢 20代 29%、30代 24%  
    40代、50代 15% 
 

 ・到着日時、出国（帰国）日時 
  ※9月中での来日者が全体の7割（無回答者除く415人中／301人）、中でも開催初日の来日者が約20% 
   
  ※50.3%の人が「全て自分が手配」と回答、次いで「航空券と宿泊ホテルのみ手配」13.1%が続き、 
    旅なれている感じが見受けられる。 
 

 ・今回の旅行の同行者 
  ※「一人旅」が25%で も多く、次いで「2～3人の家族」21.8％、「2～3人の友達」15.7％となっており、 
    少人数での旅行が想定される。 
 

 ・訪日の目的 
  ※「世界柔道選手権」が72％と第一位目的となっているが、約３割が世界柔道以外の目的で来日。 
    「日本の文化体験」23．1％、 「歴史的建造物の見学」20.5％と、本 化体験」 ％、 的 物 見学」 ％ 、
   自然とのふれあいやショッピングよりも多い割合となっている。 
 

 ・世界柔道選手権以外に周遊した場所 
  ※開催地の「東京」と回答した人が80.2％と圧倒的な割合であった。 
    その他、「京都・奈良」23.5％、「東京以外の関東圏」16.3％と、訪日目的の「日本の文化体験」等で「京 
    都、奈良」を訪れていることが予想できる。 
 

・日本への旅行に関する情報取得メディアなどについて ・日本への旅行に関する情報取得メディアなどについて
 ※情報取得メディアは、29％が「ネット」と回答、「家族友人の口コミ」28.5％、「旅行会社」25.9％となってい

る。 
 

 ・あなたの知り合い、または同僚、家族の中の世界柔道選手参加の有無 
  ※世界選手権参加者が家族、同僚にいる人は38.3％と、約4割。 
    5割が世界柔道の参加者の関係者以外が来日している。     
 

た と思う 本 場所 ・いってみたいと思う日本の場所について
  ※49.1％と約5割の人が「新宿」と回答、次に「渋谷」45.1％、「京都」37.5％、「六本木」33.3％が上位に 
    並ぶ。4位は「原宿」30.3％、5位「秋葉原」28.3％が続き、東京都の「都市」への関心の高さが 
    うかがえる。その他の回答には、「富士山」や「自転車での日本旅行」「広島」「札幌雪まつり」等が 
   あった。 

   ※今後調査データのクロス分析などを行い、より緻密な傾向などを導きだす 



・東京にいる間に出かけた買い物場所、（出かけた場合）買い物消費額 
  ※9割の人が、東京にいる間買物に出掛けており、1～3万円（25％）の消費を行っている。 

２．調査結果サマリー 
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■買物実施有無（ｎ＝457人 
           ：複数回答者2人を除く） 

■買物時の消費額（n＝381人：複数回答者13人を除く） 

 
 
 

 
 
 ・（今回の旅行での）ランチと夕食の支払い額 
  ※別途、 終報告にて、クロス集計後、常識の範囲で消費想定額を算出予定。 

※ランチの回答で も多かったのは「1,000円」97人、同夕食では、「2,000円」46人

はい 
91% 

  ※ランチの回答で も多かったのは 1,000円」97人、同夕食では、 2,000円」46人 
 

 ・スポーツツーリズムに関してあれば良いと思う情報について 
  ※約半数（46.8％）の人が、「スポーツイベントカレンダー」と回答。次いで、「公共交通に関する情報」 
    35.5％が続いている。 
 

 ・過去の訪日経験、回数 
  ※訪日経験者（46.8％）と未経験者（47.9％）が、ほぼ半々。 

※回数は 1回が 多で55人 次いで2回が33人 3回が16人とな ている  ※回数は、1回が 多で55人、次いで2回が33人、3回が16人となっている。

 
２）全体まとめ 

世界的に有名な国際大会の中でも、「柔道」は日本の国技の一つであると同時に広く各国でも普及して 
おり、オリンピック種目にもなっていること等から様々な国からの来日者が多い。 種 様 国 来 者 。

現段階では、ランチや夕食よりも、「買物」に対する消費額が大きいことがわかり、消費場所や消費内容を
さらに明確にしていくことで、スポーツツーリズムでの経済効果が見込まれると考える。 

スポーツツーリズムの推進に対しては、「スポーツ」というテーマで周遊してもらうための

国技である「柔道」観戦を目的とした来日者は、「東京ディズニーランド」等よりも、「日本の文化体験」 
「歴史体験」を望んでいることがわかり、｢京都・奈良」「鎌倉」等への周遊需要が高くなっている。 

スポ ツツ リズムの推進に対しては、「スポ ツ」というテ マで周遊してもらうための
イベントカレンダー等の情報提供や、根本的な「交通機関の情報提供」が課題となっている。 



３．調査風景 



世界柔道実証実験世界柔道実証実験 
アンケート調査結果 

＜中間報告＞ 

－ 「世界柔道選手権2010東京大会」AD編－ 
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１）調査の目的 国際スポーツ大会の開催に伴い来日する選手団や関係者を観光に誘導する 
ための情報をアンケートやヒアリングで把握し、「スポーツツーリズム推進基本
方針」策定のための基本資料とする。

１．調査概要 

針」策定 本資料 す 。
  

２）調査内容 
 ＜調査対象スポーツ＞ 『世界柔道選手権2010東京大会』 
 国際柔道連盟（IJF）が主催する柔道の世界大会。52年ぶりの東京での開催。 
 約100の国や地域から約900名の選手が参加。 
                    国立代々木競技場第一体育館にて、9月9日（木）～9月13日（月）まで開催さ

れた。 

 
 ＜調査概要・方法＞  ※西新宿地域の選手団関係者が宿泊するホテルの宿泊部屋へ設置または、 
    ツアーデスクにて配布、 ホテルフロント等にてアンケート要員が回収 
                    【配布ホテル】 ※5か所 
  ヒルトン、京王プラザ、ワシントンホテル、プリンスホテル、ニューシティホテル 

 
 ＜調査対象者＞   「世界柔道選手権2010東京大会」の選手団関連者 

 
 ＜調査実施日＞ 2010年9月6日（月）～9月14日（火） ※約2週間／14日間 

 

 ＜回収数＞ 212サンプル（男性 130人、女性59人、 無回答23人）  

 
 ＜調査項目＞  ・プロフィール（性別、国籍、未既婚、年齢、選手or選手団関係者） 
 ・日本への訪日経験、回数 

・（訪日経験者のみ）国内の訪問場所 ・（訪日経験者のみ）国内の訪問場所
 ・到着日時、出国（帰国）日時 

 ・満足度：交通機関に関して 
 ・満足度：ホテルの立地条件 
 ・満足度：ホテルの設備・サービス 
 ・満足度：食事 
 ・満足度：言語・コミュニケーション 

・満足度：ツアー情報の質 満足度：ツア 情報の質
 ・満足度：integrated point 
 ・上記、回答理由（integrated point満足度） 
  例）あるべきサービスがなかった、など。 
 ・東京と世界選手権に見る以外の国内観光場所 
 ・世界柔道選手権以外に周遊した場所 
 ・今回の旅行の手配方法 

・東京到着後配布されたパンフレットについての感想 東京到着後配布された ンフレットについての感想 
 ・今回他に訪れたところ（全て） 
 ・東京にいる間に出かけた買い物場所と消費額 
 ・（出かけた場合）買い物消費額 
 ・（今回の）ランチと夕食支払い額 
 ・スポーツツーリズムに関してあれば良いと思う情報 



１）調査結果のまとめ  
 ・プロフィール（性別、国籍、未既婚、年齢、柔道経験の有無） 

※男女比 男性 61.3%（130人）

２．調査結果サマリー 

  ※男女比 男性 61.3%（130人）
          女性 27.8％（59人） 
  ※未婚 42.5%（90人） 
    既婚 34.0%（72人） 
  ※選手  35.4%（75人 ） 
    選手団関係者   25.9% （55人） 
    その他  18.4%（39人） 
  ※出身国 アメリカ、フランス、ドイツ、 

ポーランド 中国 イギリス 等    ポ ランド、中国、イギリス、等 
   
 

・日本への訪日経験、回数 
  ※「はい」56.6％、「いいえ」35.8％で、回数としては「10回」が 多の13人、「2回」「5回」が11人で続く。 

 
・（訪日経験者のみ）国内の訪問場所 
 ※82.5％の人が「東京」と回答。次いで「大阪」40.0％、「京都・奈良」26.7％がつづく。 

 
・到着日時、出国（帰国）日時 
  ※到着日は、開催2日目の9月7日が 多で51人となっている。 
  ※出発については、閉会翌日の9月14日が 多で、124人であった。 

 
・満足度：交通機関に関して 
※67.9％の人が「非常に満足」と回答。「満足」20.3％とあわせると、88.2％が満足している。 

 
・満足度：ホテルの立地条件 
※51.9％の人が「非常に満足」と回答。「満足」30.2％とあわせると、82．1％が満足している。 

 
・満足度：ホテルの設備・サービス 
※49.5％の人が「非常に満足」と回答。「満足」25．5％とあわせると、75.0％が満足している。 

 
・満足度：食事満足度：食事 
※36.8％の人が「非常に満足」と回答。「満足」23.1％とあわせると、59.9％が満足している。 

 
・満足度：言語・コミュニケーション 
※35.8％の人が「非常に満足」と回答。「満足」30.2％とあわせると、66.0％が満足している。 
    

 
・満足度：ツアー情報の質 
※ ％ 人が「非常 満足 と回答 「満足 ％とあわ と ％が満足※44.8％の人が「非常に満足」と回答。「満足」29.2％とあわせると、74.0％が満足している。 
 

・満足度：integrated point 
※37.3％の人が「非常に満足」と回答。「満足」31.1％とあわせると、68.4％が満足している。 
 

 
  

 今後データのクロス分析などを行い傾向などを導きだす 



・東京と世界選手権に見る以外の国内観光場所、世界柔道選手権以外に周遊した場所 
 ※56.1％の人が国内観光を実施しており、行き先は「東京」66.4％、「東京以外の関東圏」 

16 0％、「京都・奈良」13 4％、「大阪」11 8％であった。

２．調査結果サマリー 

   16.0％、 京都 奈良」13.4％、 大阪」11.8％であった。
 
・今回の旅行の手配方法 
 ※40.1%の人が「出発前に自国の旅行会社に手配してもらった」と回答、次いで「自分で手配」 
   19.3%が続いている。 
 
・東京到着後配布された観光案内、東京メトロパンフレットについての感想 
 ※37.3%の人が「非常に使い易い」と回答、「使い易い」38.7％をあわせると、76%の人が、人 非常 使 易 」 回答、 使 易 」 ％ あ 、 人 、
   使い易いと評価している。 
 
・今回他に訪れたところ（全て） 
 ※ホテルの場所柄、「新宿」が も多く67.0％、次いで「原宿」34.0％、「渋谷」27.4％であった。 
   4位に「講道館」25.5％がランクインしているとこは特長的であった。 
 
・東京にいる間に出かけた買い物場所、（出かけた場合）買い物消費額 
  ※8割の人が、東京にいる間に買物に出かけ、消費を行っている。 
 
 
 
 
 
 

■買物実施有無（ｎ＝173人 
           ：複数回答者2人を除く） 

■買物時の消費額（n＝172人：複数回答者1人を除く） 

 
 
 
 
 

 
 ・（今回の旅行での）ランチと夕食の支払い額 
  ※別途、 終報告にて、クロス集計後、常識の範囲で消費想定額を算出予定。 

※ランチの回答で も多か たのは「1 000円」41人 同夕食でも 「1 000円」28人  ※ランチの回答で も多かったのは「1,000円」41人、同夕食でも、「1,000円」28人 
 

 ・スポーツツーリズムに関してあれば良いと思う情報について 
  ※約半数（46.7％）の人が、「スポーツイベントカレンダー」と回答。次いで、「公共交通に関する情報」 
    29.2％が続き、3位に「ショッピング情報」23.1％、4位に「レストラン情報」20．8％があがり、長期滞在者 
   として必要としている情報であることがわかる。 
 

２）全体まとめ 

長期滞在者としてのショッピングやレストラン情報を必要としている。 
関係者は買い物に対する需要・問い合わせが多く見られた 

また、ハード面の評価は高いが、ソフト面（コミュニケーション等）の整備が必要という意見が多く見られた 

 今後データのクロス分析などを行い傾向などを導きだす 



３．配布観光案内資料 



日本ハムファイターズ日本ハムファイターズ 
＋札幌観光実証実験 

＜中間報告＞ 

－ 日帰り、観戦スポーツ観光ツアー実験－ 

２０１０．１１．１２０１０．１１．１  



１）調査の目的 札幌は国内外の旅行者に人気の観光地であり、多くの見る・するスポーツの 
                    観光双方の資源を持つ札幌にて観光とスポーツコンテンツのマッチングによる

着地型商品の 魅力作り・可能性と現状の課題を札幌在住の外国人の方々の

１．調査概要 

着 商品 魅 作 能性 現状 課題 札幌在住 外国人
目を通して検証する。  

                    また、同時に受入れ側の意見集約・課題検証も実施し、スポーツツーリズムの
課題と需要性を探る。 

  

２）調査内容 
 ＜調査対象スポーツ＞  北海道スポーツの代表格であるスキーｼﾞｬﾝﾌﾟ及びウインタースポーツ 
 「観るスポーツ」として札幌ドームでプロ野球 

 
 ＜調査概要・方法＞ 札幌在住外国人向け日帰りファムトリップ調査（札幌発着） 
 ①ファムトリップ内で、記入式アンケート 
 ②ファムトリップ内で、グループインタビュー（意見交換会） 
 ※札幌における代表的スポーツコンテンツと秋の味覚を体験するイベントを 
  パッケージにし、それぞれ簡単なレクチャー書面を渡す。 
   現状の体験・見学に参加後、今後の訪日外客の観光要素としての 
   課題と可能性についての意見交換を実施。 
 
 →周辺観光施設 
  ・大倉山シャンツエ（サマージャンプ練習見学） 
  ・札幌ウインターミュージアム 
  ・さっぽろオータムフェスト：大通公園 
  ・スポーツショップ 
  ・ワインガーデン：羊ケ丘展望台 
  ・札幌ドーム見学札幌 見学
  ・日本ハムｖｓソフトバンク 観戦 

  
 ＜調査対象者＞   札幌在住の外国人の方々  15名 
    （在札外国公館、ビジネンスマン、留学生 等） 

 
 ＜調査実施日＞ 2010年9月25日（日） 9：30～18：00（野球場入場後、解散） 

 
調査項目 （ 齢 ） ＜調査項目＞  ・プロフィール（性別、年齢、職業）

 ・各資源に対する満足度及び、訪問回数 
 ・家族や友達に紹介する場所・イベント 
 ・改善が必要と思うもの 
  （多言語記載案内版、スタッフのコミュニケーションレベル、等） 
 ・（今回のファムトリップの）総合評価 
 ・スポーツ観戦ツアーの良い点について 
 ・スタジアムでのスポーツ観戦経験値、スポーツ実施経験値 
 ・日本のスポーツで（屋内外）家族や友達に観戦や体験を進めたいスポーツ名 
 ・自国でのスタジアムでのスポーツ観戦経験有無 
 ・自国での上記スポーツ観戦料金（平均） 
 ・自国でのスポーツ実施有無、スポーツ名 
 ・自国でのスポーツ実施費用 



２．ファムトリップ行程、周辺観光施設概要 
１）ファムトリップ行程 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２）周辺観光施設概要 

●大倉山シャンツエ ●札幌ウインター ●ワインガーデン ●札幌ドーム 
 （サマージャンプ練習見学）    ミュージアム  （羊ケ丘展望台） 

【概要】 【概要】 【概要】 【概要】【概要】 
1972年の冬季オリン
ピック札幌大会90m級
ジャンプ（現ラージヒ
ル）の舞台となった。 
現在も利用可能。 

【概要】 
冬季札幌オリンピック
の貴重な資料や、臨
場感あるシミュレー
ターでの体験、3D立
体映像等が楽しめる 

【概要】
広大な牧草地に草を
食む羊たちの群れを
眺める牧歌的な風景
の景勝地で実施され
るワインのイベント 

【概要】 
「北海道日本ハムファイ
ターズ」を迎え入れてプ
ロ野球の本拠地、北海
道 大、そして日本
北の全天候型ドーム 



３．調査結果サマリー 
１） ファムトリップ内で、記入式アンケート 
 
・プロフィ ル（性別 年齢 職業）・プロフィール（性別、年齢、職業） 
 回答者は15人（男10、女5）、年齢は20代9人、30代3人、40代2人、50代1人。学生/学院生12人、社会人3人。 

 
・各観光・スポーツ資源に対する満足度及び、訪問回数 
 ・訪問回数で「初めて」が多かったのは「サマージャンプ練習見学」14人。「非常に満足」と回答した数が多 
 かったのは「札幌ドーム」13人、 「サマージャンプ練習見学」「野球観戦」11人であった。 

 
・家族や友達に紹介する場所・イベント家族や友達 紹介する場所 イ ン
 ・家族や友達に紹介する場所、イベントとしては、「大倉山シャンツエ」が1位で12人、次に 
  「スキージャンプ見学」で11人、3位に「札幌オータムフェスト（10人）がつづく。 

 
・改善が必要と思うもの（多言語記載案内版、スタッフのコミュニケーションレベル、等） 
 ・複数回答での設問であったが、15人中11人が「多言語で記載された案内板」と回答している。 
 

・（今回のファムトリップの）総合評価 
「非常に満足 9人 「やや満足 6人と 高い満足度とな ていた ・「非常に満足」9人、「やや満足」6人と、高い満足度となっていた。

 
・スポーツ観戦ツアーについて 

 ・円高のため、スポーツショップへの訪問はやや不評であった。また、パークゴルフは北海道の名物なので、 

   体験が出来ると良いといった意見や、羊ヶ丘展望台は大倉山と重なるため夜景を活用したコースとすると良 
  い、オータムフェストは1人で来た観光客に合わない、等の意見がきかれた。 

 
・スタジアムでのスポ ツ観戦経験値 スポ ツ実施経験値・スタジアムでのスポーツ観戦経験値、スポーツ実施経験値

 ・スタジアムでのスポーツ観戦経験は9人が「はい」と答え、スポーツ実施経験については6人が、卓球、テニ 

  ス、水泳、陸上競技、バレー、サッカー、野球、ボクシング等の名称を記載（うち、複数記載者3名）。 

 
・日本のスポーツで（屋内外）家族や友達に観戦や体験をすすめたいスポーツ名 
 ・13人が「ある」と回答、その多くは「スキー」「パークゴルフ」「野球」等があげられている。 

 
・自国でのスタジアムでのスポ ツ観戦経験有無・自国でのスタジアムでのスポーツ観戦経験有無
 ・11人が「はい」と回答。うち、5人が「サッカー」を記載。 

 
・自国での上記スポーツ観戦料金（平均） 

 ・300円から1万円の間で、2、3千円から4千円程度の記載が多かった。 

 
・自国でのスポーツ実施有無、スポーツ名 

13人が「はい」と回答 バスケ トボ ル 卓球 登山 水泳 テ ス サ カ スノ ボ ド 野球 バドミン ・13人が「はい」と回答。バスケットボール、卓球、登山、水泳、テニス、サッカー、スノーボード、野球、バドミン

  トン、オージーフットボール、サーフィン、ライフセービング等が記載されている。 

 
・自国でのスポーツ実施費用 
 ・300円～6.7千円と、国やおこなうスポーツによってバラバラだが、日本より安価なイメージを受けた。 

 



３．調査結果サマリー 
２）ファムトリップ内で、グループインタビュー（意見交換会）  
 

○中華人民共和国駐札幌総領事館：副領事+１名 ○中華人民共和国駐札幌総領事館：副領事+１名
   ・配布資料に「多言語」を使用してほしい 
   ・大倉山ジャンプ場は 素晴らしかった 
   ・羊ケ丘展望台の施設は物足りない（大倉山が札幌ヴューポイントだったので） 
  
 ○オーストラリア領事館：領事 
   ・日本ハムは オーストラリアに牧場をもっている。オーストラリアとファイターズがもっと接点を持っても 
    いいと思う。これを機会に、オーストラリアとの繋がりを深めるチャンスを考える。 

「各国の日」を設けて 交流を進めてはどうか？   ・「各国の日」を設けて、交流を進めてはどうか？
   ・ゼビオがコースに入っている理由がわからない。 
   ・コース内に、皆で出来るスポーツ（例：パークゴルフ）を入れてはどうか？ 
   ・まだまだいろんなアイディアが出てくる。もっと考えたい。 
  
 ○在札幌ロシア連邦総領事館：副領事+２名 
   ・大倉山シャンツエは、楽しかった。 ミュージーアムも楽しかった。 
   ・ゼビオは、一般的な市民にはいいと思うが、観光には、必要ないと思う。 

札幌ド 大変気 た ブ感 ケ 感を味わう とが出来 と も良 た   ・札幌ドームは、大変気に入った。ライブ感、スケール感を味わうことが出来て とても良かった。
    みなに勧めたい。 
   ・ドームでのサッカーが見たい。 野球は文化的には日常には、ないのでなかなか楽しめない。  
    ロシアでは、ホッケーとサッカーがメインです。 
  
 ○在札幌ビジネスマン（男性、中国） 
   ・中国の旅行のスケジュールが タイトで、細かいところを見る事ができない 
   ・大倉山シャンツエは、一般的なコースに入っている 
   ・もっと沢山な場所を見てみたい。 
   ・ゼビオスポーツはもっとゆっくり見たい 
    
 ○留学生（男女、中国） 
   ・大倉山シャンツエ、札幌ドームは時間をかけてみたい。札幌ドームはすごい。選手が身近で感動した。 
   ・ゼビオは興味がない 
   ・中国では、プロ野球はなく、触れる機会がないので、日ハムも学生とかと交流をしてほしい 
  
 ○留学生（男性、韓国） 
   ・大倉山シャンツエ・ミュージーアム は体験出来てよかった。 
   ・韓国では、ジャンプ場はあまり観る機会がない 
   ・札幌ドームツアーは、すごいと感じた。選手の練習も見れてよかった 
   ・ゼビオは 現在円高なので、高くて買えない。スポーツ用品のコースはツアーに合わないと感じた。 
   ・羊ケ丘展望台は、景色はいいが 初に大倉山をみたので、同じ場所と感じたので行くことはない。 
   ・カップル対象なら景色がメインでもOKだが・・・ 
  



３．調査結果サマリー 
■札幌にある各国のコミュニティーについて 
 ○オーストラリア ：ない。 在札の人数は193人 ニセコエリアは約190人（冬約600人） 

○ロシア ：ない。在札約300人強（道内約600人） ○ロシア  ：ない。在札約300人強（道内約600人）
 ○中国  ：２つの協会がある。在札人数は、約1,000人（道内 約10,000人） 
 ○韓国  ：交流センター等で集まる。学生なので数を把握していないが、 
   コミュニティーはある。在札数は不明。 
  
■日ハム 前沢氏より 
 ○現在、旅行会社と組んで、ホテルでの着地型サービスとして ナイター観戦のチケット販売を考えている。 
   観戦をどうおもうか？ 
  
 □外国人の回答 ：インフォメーションを強化してほしい。 
           ：前もってサービスを教えてほしい。中国の旅行日程はタイト（中国） 
           ：野球やスポーツを案内する パンフも多言語にしてほしい 
   

４）今後の考察 
 ・スポーツは文化であり、欧米とアジアには、大きなスポーツ感の開きがあるため、全部共通な方法での実施

ではなく、「アジアパッケージ」「欧米パッケージ」等が必要 
 
・関西のNPOのスポーツ会社から、アメリカ側が日本での高校レベルの大会で、スタジアムを満席にして試合が

おこなわれている高校野球の風景に強い衝撃を受けたとの報告があった。 
 
・スポーツにおける感動や気づきは、国によって違う。  
 
・スポーツ＝ワールドについて、もっと細かくみて考えると、国によって日本のスポーツマーケットの見せ方を 
 「メニュー化」する必要があると感じた。なぜならば、満足度を高めるために、また、文化の違いも考慮すること

欧米とアジアではスポ ツに対する考えに大きな開きがあるため 全方面共通な方法での実施ではなく

が、「飽きの来ないスポーツ観光」へ繋がるのではないかと考える。 
 
・国によっての段階的な進め方が必要とかんじた。 
  

 

欧米とアジアではスポーツに対する考えに大きな開きがあるため、全方面共通な方法での実施ではなく、
飽きの来ないスポーツツーリズムの実現には「アジアパッケージ」「欧米パッケージ」等「メニュー化」が必要 

また、国によって、スポーツツーリズムの浸透度（参加型、観戦型の両方において）が 
異なるため、国毎の段階的な進め方が必要 

今回のファムトリップのコンテンツに関して 人気はプロ野球選手が身近に感じられる「札幌ドーム」や今回のファムトリップのコンテンツに関して、人気はプロ野球選手が身近に感じられる「札幌ドーム」や
体験ができる「スポーツミュージアム」に集中、ライブ感、スケール感が求められていることがわかった。 



大倉山でのウィンタースポーツ擬似体験 

４．実証実験の様子 

ゼビオドーム 

札幌ドーム 



鈴鹿Ｆ１グランプリ鈴鹿Ｆ１グランプリ鈴鹿Ｆ１グランプリ鈴鹿Ｆ１グランプリ  
＋三重観光＋三重観光  

＜中間報告＞＜中間報告＞  

  
－在京ツアーオペレーター編－－在京ツアーオペレーター編－  

２０１０．１１．１２０１０．１１．１  
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１）調査の目的 スポーツ観戦プラス観光に関する在京の海外ツアーオペレーター・エージェン
トの意向・需要を把握し、今後の商品造成の可能性と課題を探る 

  

１．調査概要 

２）調査内容 
 ＜調査対象スポーツ＞ モータースポーツの 高峰、F1日本グラプリ（鈴鹿） 

 
 ＜調査概要・方法＞ 在京ツアーオペレーター向けファムトリップ調査（東京発着） 
 ファムトリップ内で、記入式アンケート（①観戦前、②観戦後）と 
 ③グループインタビューを実施。 

  観戦中の時間を有効に活用し、グループインタビューを実施することで、 
海外 オペ タ から 素直な意見収集に努め 海外ツアーオペレーターからの素直な意見収集に努め、 

 調査結果及び仮説検証の精度向上に努めた。 

 
 ＜調査対象者＞   中国、韓国、アジアの在京ツアーオペレーターorエージェント 

  ６名 ■ライオントラベル （台湾の旅行社 年間訪日取扱い８万人） 
     ■中国国際旅行社 （中国 大の旅行会社） 
     ■東日観光 仕入れマネージャー 

（欧米・ｱｼﾞｱなど全方面の富裕層中心とするインバウンド取扱会社）     （欧米 ｱｼ ｱなど全方面の富裕層中心とするイン ウンド取扱会社）
     ■東日観光 営業マネージャー 
     ■ＪＴＢアジア旅遊 
                             （中国・韓国を中心とるインバウンド専門ランドオペレーター） 

                        ■韓国観光公社 東京                        
                                                    
 ＜調査実施日＞ 2010年10月10日（日）～10月11日（月／祝） 

 
 ＜調査項目＞ ※その１ ・自国や担当エリアでの人気スポーツ（観戦または参加型）について 
 ・自国や担当エリアでの人気スポーツの海外旅行としての需要性、 
  既存催行スポーツ及びその行き先等の確認 
 ・日本でのスポーツ観戦における商品化の可能性についてのアドバイス 
  及び、既存の課題 

             ※その２ ・今回のファムトリップにおける各コンテンツの満足度について 
  ※訪日外国人旅行者を取り扱う旅行エージェントとして 

※自国又はご担当エリアの旅行者として  ※自国又はご担当 リアの旅行者として
 ・今回のファムトリップの各コンテンツの満足度について 
  ※訪日外国人旅行者を取り扱う旅行エージェントとして 
  ※自国又は担当エリアの旅行者として 
 ・Ｆ１観戦の商品化への要望について 
   ※訪日外国人旅行者を取り扱う旅行エージェントとして 
   →三重観光（伊勢神宮など）との組み合わせについて 
   →宿泊施設のグレードについて 

※自国又は担当エリアの旅行者として
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  ※自国又は担当エリアの旅行者として
   ※訪日外国人旅行者を取り扱う旅行エージェントとして 
   →三重観光（伊勢神宮など）との組み合わせについて 
   →宿泊施設のグレードについて 
 ・Ｆ１観戦を絡めた商品化が進んだ場合のおおよそのツアー 
  造成スケジュール 
 ・各時期に想定される課題（ネックとなるもの）について 



２．ファムトリップ行程、周辺観光施設概要 
１）ファムトリップ行程 
 Date City Time Transportation 行程人員 調査 

8 seats confirmed  
 
 
 
 
 
 
 

Tokyo  東京 9:10 NOZOMI#21 JR Shinkansen Super Express ６＋１ 調査票①実施 
10 OCT. Nagoya 名古屋 10:51   Purchase Bento for lunch 弁当購入 

(SUN) Kintetsu-Nagoya 11:10 Kintetsu Ltd. Express ６＋３ 
近鉄名古屋 調査票①回収 
Kintetsu-Shirako 11:49 

近鉄白子 Regular size Coach 

SUZUKA Circuit 

鈴鹿ｻｰｷｯﾄ Japanese Grand Prix Final 
15:00 ～ 17 ： 00 ｸﾞﾙｰﾌﾟｲﾝﾀﾋﾞｭｰ

施設説明 ( ﾎﾝﾀﾞ ) ＝ 30 分 
モビリティーランドより 
ｻｰｷｯﾄ内ｲﾝｽﾍﾟクション 

ｻｰｷｯﾄ入口写真撮影 

 
 
 
 
 
 
 

ｸ ﾙ ﾌ ｲﾝﾀﾋ ｭ

  

調査票②実施 
Tsu Hakusan-cho 夕食時 意見交換会 
津市白山町 Accommodation: 

COCOPA RESORT CLUB 

11OCT. Tsu Hakusan-cho 8:15 Regular size Coach ６＋３ 
(MON) 津市白山町 三重交通 ガイド付 

： 

 
 
 
 
 
 
 

Ise Jingu Shrine 9:45 

伊勢神宮内宮 12:00 ： 
6+3+２ 

Osatsu(Lunch) 13:00 Visiting Huts for women divers 

相差 ～ 14 ： 45 Osatsu Kamado(OK) 
40min. Drive to Toba Menu: Seafood BBQ   11 pax   調査票②回収 

Kintetsu Toba 17:09 Kintetsu Ltd. Express 8 seats confirmed 6+０+１ 
近鉄鳥羽 

三重県 
田中様 
バス 
同乗 
神宮 ⇒ 
相差 
相差 ⇒ 
鳥羽 

B 

 
 
 
 
 
２）周辺観光施設概要 

●鈴鹿サーキット ●ココパリゾート ●伊勢神宮 ●海女小屋 

Kintetsu Nagoya 18:37 

近鉄名古屋 
Nagoya  名古屋 18:53 NOZOMI#46 JR Shinkansen Super Express 
Tokyo   東京 20:33 

 （モビリティランド） （二日目昼食箇所） 

【概要】 【概要】 【概要】 【概要】
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【概要】 
国際レーシングコース
を中心に遊園地やホ
テル等が併設される、
モビリティリゾート。 
 

【概要】 
ゴルフ、天然温泉クア
ハウス・コテージ・ホテ
ル・スポーツなど多彩
な施設を併設する関
西の軽井沢的リゾート。 

【概要】
太陽を神格化した天
照大御神と、衣食住
の守り神である豊受
大御神を祀る。元来
皇室の氏神。 

【概要】 
普段はなかなか聞け
ない海女漁の話を聞
きながら地元で捕れ
た漁貝類を食べる体
験が出来る。 
 



３．調査結果サマリー 
１） 観戦前 記入式アンケート 
・アジア（台湾等）の自国、担当エリアで実施しているスポーツは、観戦型が多く、「野球」「サッカー」等以外に、 
「バトミントン」「スキー」「ラグビー」「相撲」等 日本と同じような種類のスポーツ名があげられている 同様に 海「バトミントン」「スキ 」「ラグビ 」「相撲」等、日本と同じような種類のスポ ツ名があげられている。同様に、海
外でやりたいスポーツにも、観戦型のものが多くあがっていた。自国では実施していないが、海外でやりたい、 
商品化の可能性があるの両方に「格闘技」があがっていた。また、既存催行ツアーと海外でやりたいツアーに 
「囲碁」「空手」「柔道」等があった。 
 日本でのスポーツ観戦の課題としては、「台湾で行われないスポーツを中心とした企画」「空手、柔道の場合 
は、受入練習先道場の確保」「チケットの入手、仕入れ全般、大会参加登録等」があげられていた。 
 
・中国では、自国、担当エリアで実施しているスポーツ（観戦型、参加型）、海外でもやりたいスポーツ、商品化 
の可能性があるスポ ツとして「サ カ 」があが ている 既存のスポ ツツア は催行されていない そのの可能性があるスポーツとして「サッカー」があがっている。既存のスポーツツアーは催行されていない。その

他、 
「相撲」の観戦ツアーにも興味がある。 
  日本でのスポーツ観戦の課題としては、「チケットが高額」「取り消し規定が厳しい（又は買取り）」「催行日が 
限定されている」「プレミアムリーグ（サッカー）の観戦は、中国国内開催都市でみることができる。海外へ行って 
観戦するのはまだ少ない。参加型も、国内がメインで海外へ行くケースはまだ少ない。」等が記載されていた。 

 
２） 観戦後 記入式アンケート 
＜資源に対するエージェントor旅行者としての魅力度、満足度評価＞ 
 ①F１         台湾と韓国はエージェントとしても旅行者としても、魅力度と満足度両方で高い評価。中 

            国は、チケットの問題（中国／募集が短期間、取り消し、高額）等企画の実施が困難であ
り、 

            客層もマニアックであり「やや満足」。商品化についても、台湾が積極的。 

 ②鈴鹿サーキット F1に高い評価をつけた台湾は「やや満足」だが、韓国はF1に続いてこちらも高評価。 

 ③ココパリゾート   宿泊施設としては、ココパリゾートと同等かそれ以上を望む声が大半。ココパリゾートは、朝 

            食場所が宿泊場所からのシャトルバス移動がネックとなり、エージェントとしてオペレーショ 

            ンが困難等、「やや満足」以下の評価。 

 ④伊勢神宮     文化や宗教の違いもあるが、伊勢神宮についてはエージェントとしても旅行者としても「非 

            常に満足」。ただし、説明がないと魅力が半減するとしてガイドの育成や教育が課題として 

            いる。その他、古い街並みと自然環境等への好評価もコメントに記載されていた。 

 ⑤海女小屋    新鮮な海鮮を目の前で焼くパフォーマンス等で、全体的には「非常に満足」といった高評 

            価。ハエの多さや、料金設定に改善要望があった。価。 多さや、料金設定に改善要望があ た。

 

＜三重観光との組み合わせについて＞ 
・ 4人中、3人が「非常にそう思う」と回答、三重観光との組み合わせに対する需要は高いと考える。 
 

＜今後のスポーツツーリズム推進に対する提案＞ 
・F1は大変魅力的だが、一般大衆客が参加しやすい商品造成が必要。 

・問合せ先、手配の注意、現場における情報不足の解消。例）分かりやすいHPの作成、催行成功例等 
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・台湾、中国で人気があり、自国でできないスポーツ、あるいは、日本でできるスポーツの推進 

※例）「自転車に乗り鳴門大橋を渡る」等、誰でも気軽に参加できる自然とスポーツを融合させるツアー等 

・ガイドの教育、育成。各方面の知識を身につける等、素材は良くても説明不足だとその魅力が半減する為 

・旅行会社とその担当者へのファムトリップの実施 

・もっと専属交流窓口を設置し、積極的な姿勢をとる 

・韓国人は、日本の温泉、サムライ、忍者等にも興味があるので、うまく組み合わせると良いと思う 



３．調査結果サマリー 
３） グループインタビュー(途中経過報告） 
 

F1観戦についてはライブでの観戦による意識変化は強く起こったと考えている  F1観戦についてはライブでの観戦による意識変化は強く起こったと考えている。
  チケット価格が高額であることから、各国とも富裕層を狙った商品造成としての可能性を検討し始めている。 
  課題はチケット購入の方法、特に間際の旅行需要への対応方を検討。 
  また顕在化しているF1のツアー造成への課題として、ホテル・交通などのインフラの不足が問題となっている。 
  F１という全体像のわかりにくい競技の会場での放送などの多言語化がなされていない。 
  今後海外マーケットの取り組みを考えるには会場の課題も残されている。 
  韓国でのF1開催に伴う相乗効果への期待も高い。 
 

全般的に各国 ポ に関する を中心とする露出 人気は高 人気競技は  全般的に各国のスポーツに関するTVを中心とする露出・人気は高い。人気競技は 
  国によりまちまちであり、中国ではヨーロッパサッカー・台湾では格闘技・韓国では野球・ 
  インドではクリケットの他、ゲートボールの自国人気が高い。 
  中国ではすでにヨーロッパサッカーへのツアー参加が顕在化している。 

 
   
 
４）全体まとめ４）全体まとめ 
 
  今後グループインタビューの詳細分析など行い、詳細な傾向を導き出す 

国によって、スポーツツーリズムの人気や浸透度、スポーツの種類がバラバラのため、 
国ごとでの推進・振興施策がある程度必要 

ガイド、情報整理（HP、催行例、問合せ窓口の設置)等、ソフト面でのインフラ整備が必要 

スポーツ観戦場所の周辺観光との組み合わせは需要性が高い 

日本古来の宗教的な資源や文化的な資源は理解してもらえない可能性が高いため、 
ガイドの育成とあわせて、気軽さや大衆化等の造成が重要 

F1に関しては、若干マニアックさがあり、PRや募集方法、チケットにまつわる様々な課題の解決が必要 

ジ トが魅力的と感じるツア に必要な は オペ しやすさ 価格設定等
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台湾、中国で人気があり、自国でできないスポーツ、あるいは、日本でできるスポーツの推進が重要 
※例）「自転車に乗り鳴門大橋を渡る」等、誰でも気軽に参加できる自然とスポーツを融合させるツアー等 

エージェントが魅力的と感じるツアーに必要なのは、オペレーションのしやすさ、価格設定等
エージェントに対する「ファムトリップの実施」はF1等希少性の高いコンテンツには有効施策 



４．調査風景 
Ｆ１観戦 

ココパリゾート宿泊 

伊勢神宮参拝 

海女小屋ランチ ミキモト真珠島 
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鈴鹿Ｆ１グランプリ鈴鹿Ｆ１グランプリ鈴鹿Ｆ１グランプリ鈴鹿Ｆ１グランプリ  
＋三重観光＋三重観光  

＜中間報告＞＜中間報告＞  

  
－Ｆ１ジャーナリスト編－－Ｆ１ジャーナリスト編－  

２０１０．１１．１２０１０．１１．１  
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１）調査の目的 スポーツ観戦プラス観光に関するF1モータージャーナリストの意向・需要を把
握し、その他F1レース開催地との比較、課題抽出を行う。 

  

１．調査概要 

２）調査内容 
 ＜調査対象スポーツ＞ モータースポーツの 高峰、F1日本グラプリ（鈴鹿） 

 
 ＜調査概要・方法＞ F1モータージャーリストファムトリップ調査（四日市・鈴鹿現地発着） 
 ファムトリップ内で、記入式アンケートとグループインタビューを実施 

  行程中の時間を有効に活用し、グループインタビューを実施することで、 
 世界各地を転戦しているジャーナリストからの素直な意見収集に努め、 

調査結果及び仮説検証 精度向上に努めた 調査結果及び仮説検証の精度向上に努めた。

 
 ＜調査対象者＞    ◆フランスオートエブド誌記者 
                     ◆フィンランドを代表するフリーカメラマン 
                                           ◆ﾁｪｺを代表するactivepicturesというｽﾎﾟｰﾂｴｰｼﾞｪﾝﾄのﾌﾘｰｶﾒﾗﾏﾝ 
                                           ◆中国のF1-EXPRESSの編集者 

                                                                  
＜調査実施日＞ 2010年10月11日（月・祝）～10月11日（火） ＜調査実施日＞ 2010年10月11日（月 祝） 10月11日（火）

 
 ＜調査項目＞         
                 ・日本への旅行経験 
                  ・日本での旅行地域 
                  ・好きな場所理由 
                  ・到着・出発空港 
                  ・到着空港での入国手続係員のホスピタリティ満足度 

港 鈴鹿 交                  ・空港～鈴鹿サーキットまでの交通手段
                  ・メディアホテルの満足度 
                  ・鈴鹿サーキットメディアセンターの満足度 
                  ・Ｆ１サーキットの評価（好きな場所を３箇所） 
                  ・今回のモニターツァー訪問箇所の満足度 
                  ・今回のモニターツァー全体評価 
                  ・モニターツァーで取り上げて欲しい場所 
                  ・モータースポーツ以外のスポーツへの関心 
                  ・スポーツ以外の文化イベントへの関心 
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２．ファムトリップ行程、周辺観光施設概要 
１）ファムトリップ行程 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２）周辺観光施設概要 

●ココパリゾート ●伊勢神宮 ●海女小屋 
 

●ミキモト真珠島 

【概要】 
ゴルフ、天然温泉クア
ハウス・コテージ・ホテ

【概要】 
太陽を神格化した天
照大御神と 衣食住

【概要】 
普段はなかなか聞け
ない海女漁の話を聞

【概要】 
ミキモト真珠島は、１８
９３年 御木本幸吉が
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ハウス・コテージ・ホテ
ル・スポーツなど多彩
な施設を併設する関

西の軽井沢的リゾート。 

照大御神と、衣食住
の守り神である豊受
大御神を祀る。元来
皇室の氏神。 

ない海女漁の話を聞
きながら地元で捕れ
た漁貝類を食べる体
験が出来る。 
 

９３年、御木本幸吉が
世界で初めて真珠の
養殖に成功した 
ゆかりの島です。 
 



３．調査結果サマリー 

１） Ｆ１ジャーナリストのファムトリップ参加募集経緯 
2010年8月20日  フジＴＶ様より契約のＦ１ジャーナリストＹＭ様をご紹介いただく。 

8月24日 各ジャーナリスト誘客のための英文レターを作成し Ｆ１鈴鹿終了後のファムトリップ参加     8月24日  各ジャ ナリスト誘客のための英文レタ を作成し、Ｆ１鈴鹿終了後のファムトリップ参加
            のお誘いをベルギーグランプリ時に手交。 
    9月20日  4名の候補者の氏名報告をいただく。 
    9月21日  10/11-12 具体的旅行内容を決定。 
    9月23日  各参加希望者へ個別案内を送付し、参加可否再確認、航空便名、前泊場所の確認依頼。 
    9月28日～10月5日  参加者の確定。 
            ◆PC:フランスオートエブド誌記者・・・仕事都合のため当日取消 
            ◆AP:フィンランドを代表するフリーカメラマン・・・10/11のみ参加 

◆JK ﾁ ｺを代表する ti i t というｽﾎﾟ ﾂｴ ｼﾞ ﾝﾄのﾌﾘ ｶﾒﾗﾏﾝ 10/11のみ参加                        ◆JK:ﾁｪｺを代表するactivepicturesというｽﾎ ｰﾂｴｰｼ ｪﾝﾄのﾌﾘｰｶﾒﾗﾏﾝ・・・10/11のみ参加
                        ◆ZC:中国のF1-EXPRESSの編集者・・・10/11-12 全行程参加 
 
    10月9日の公式予選レースが雨天のため中止となり、翌10日に予選・決勝が併せて開催されることに 
    なったため、仕事都合のための取消が発生した。 
    2名は10/11 初日のみ参加。1名は2日共参加。        

   
 
２） 記入式アンケート 
＜日本旅行の経験、旅行者としての魅力度、満足度評価、その他Ｆ１ﾚｰｽ開催地との比較等＞ 
  ◆AP:フィンランドを代表するフリーカメラマン・・・10/11のみ参加 
     ・Ｆ１取材の経験が長く、Ｆ１メディアの重鎮。 年齢60代。 
  ・過去25回の来日経験があるが、今回訪問箇所は全て初めて。 
  ・韓国GPがあるので、日本に追加滞在（京都・奈良・東京）し、奥様を呼び寄せて日本旅行を楽しむ。 
  ・カメラマンだけに今回訪問地での被写体すべてに興味を持っていた。 
   
   ◆JK:チェコを代表するactivepicturesというｽﾎﾟｰﾂｴｰｼﾞｪﾝﾄのﾌﾘｰｶﾒﾗﾏﾝ・・・10/11のみ参加 
  ・年齢30代。 
  ・過去5回の来日経験があるが、今回訪問箇所は全て初めて。 
  ・AP同様、カメラマンだけに今回訪問地での被写体すべてに興味を持っていた。 
 
    ◆ZC：中国のF1-EXPRESSの編集者・・・10/11-12 全行程参加 
  ・年齢20代。来日メディアの中では も若いと思われる。 

その他中国メディアは香港から来日1名のみ  ・その他中国メディアは香港から来日1名のみ。
  ・ZC曰く、日本GPの来場者は国内マーケット（日本人）比率はその他開催地と比較して非常に高いが、 
   日本のファン気質は非常に好ましい。（欧州開催の場合 約50％は外国人という印象を持っている） 
  ・国慶節のGW休暇を利用して関西空港に到着し、京都・奈良を旅行後、鈴鹿に入る。 
  ・ジャニーズ系グループのファンでもあり、年末には東京ドームのカウントダウンコンサートに再来日予定。 
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３．調査結果サマリー 
   ＜日本GPロジ・ホスピタリティ面で指摘された課題＞ 
   ・メディア専用輸送手段（バス）の頻度が少ない。レース終了後のシャトルバスが満席となり、増発もなくタク 

シー利用となった 集中時間帯は四日市行・白子行バスは個別運行とすべきである    シー利用となった。 集中時間帯は四日市行・白子行バスは個別運行とすべきである。 
   ・ホテルについては仕方のない面があるが、スタンダードクラス宿泊施設なのでホテルレストランがなく、街中 
    飲食店の閉店時間が早いので、帰着後の食事場所探しに苦労する。 コンビニ利用の連続となる。 
   ・両替用ATM設置を切望。 この機器があればクレジットカードで24時間両替できる。 以前は四日市都ホテル 
    に設置されていたが、現在は撤去されている。 
   ・メディアセンターの昼食は弁当・サンドイッチが支給され、暖かい料理がないので考慮が必要である。 
    （中国メディアからの要望） 
 

３）フ ムトリ プ メデ アモ タ ツア の活用  ３）ファムトリップ・メディアモニターツアーの活用
   ・フランスの雑誌記者は仕事都合で直前取消となったが、カメラマンは比較的時間に余裕があるようである。 
   ・かなりの画像を撮影していたので、いずれかの媒体に掲載されると写真のインパクトは大きく、発信力に 
    期待できる。（掲載された場合の連絡を依頼済） 
   ・2011年のF1レース日程が、10/09 日本(鈴鹿） 10/16 韓国 なので、日本GP終了後の日本追加滞在の 
    可能性が高いので、早めの声掛けが必要である。 
   ・まだ中国メディアの来日は少数だが国慶節休暇と重なっているので、日本GP前の滞在可能性が高い。 
   ・2011年は「日本におけるイタリア年」なので、関連イベントとの連携を検討する。年 年 関 検討
   ・モニターツァー企画上の留意点； 
     1泊は三重県内、2－3泊は関西圏・中部圏の広域コース企画を検討する。 
     名所見学に文化体験プログラムを盛込むと良い。 
     メディアAD取得者への個別アプローチのための方策を検討する。（海外メディア総数 約200名） 
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４．ヒアリングダイジェスト 
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トラベルマートセラーブーストラベルマ トセラ ブ ス 
情報発信実証実験の変更について 

＜検討事項＞ 

外国人旅行者や海外旅行会社への 
情報発信と意識変化調査の実施に向けて 

２０１０．１１．１２０１０．１１．１  
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トラベルマート概要（変更前） 

■実験の目的

実証実験の詳細 

   

    

■実験の目的 
 2010年11月25･26日に幕張にて行われるトラベルマートに来日するバイヤーに向け、日本
のスポーツツーリズムの取り組みや、日本が持つスポーツツーリズムの自然資源や日本開
催の各種イベントなどについてのツールによる情報発信と意見集約を行う。 
 日本がスポーツツーリズムに取り組んでいるイメージ付けを海外ツアーバイヤーに行う
ことを目的とする。また、スポーツツーリズムに関わる国内セラーの意見も合わせてヒア
リングを実施する。 

■実験の構成 
  

実施内容：  
 2010年11月25・26日トラベルマート商談会においてスポーツに関わるテーマを持つ出
展セラーの協力を仰ぎ、セラーブースでの日本のスポーツツーリズムについてのプロ
モーションツール・プロモーション動画をブース内などに設置する。 
 当日会場内にてスタッフを配置し, バイヤーからの日本におけるスポーツツーリズム
取 組 意見集約（ ケ ト）を実施 併 国内 ら 現状の取り組みについての意見集約（アンケート）を実施。併せて国内セラーからの現状

と今後の可能性についての意見集約も実施。 
*ファムトリップの実証実験にも参加者を募るなど他の実験との連携も図る。  

製作： プロモーション動画作成 
   Ａ４・１枚程度の活動説明書面 10,000部 

アンケート書面（ファムトリップと連携）100部

*2009年の商談会の様子

   アンケ ト書面（ファムトリップと連携）100部
 
設置：トラベルマート内に設置・配布。当日スタッフよりアンケート実施。 

 

2009年の商談会の様子 

30



トラベルマート概要（変更前） 

■調査目的：

調査設計／項目案 

■調査目的： 
 日本のスポーツツーリズムのコンテンツに対する評価／ツアー造成上の課題などを検討。 
 
■対象者： トラベルマートに参加している海外バイヤー（スポーツコーナー来場者） 
      及び、国内セラー（スポーツコーナー出展団体） 
 
■サンプル数： （海外バイヤー）１００ｓ程度の回収を目標とする 
 
■調査方法： アンケート用紙利用 ※スポーツコーナー来場者に対し調査員が協力 
       依頼（英語対応、その他言語については協力依頼シート使用） 
       出展団体には企画協力依頼時にヒアリング 
 
■調査項目案： 
  

＜バイヤー＞ ＜ イヤ ＞  
 
 ◇スポーツコーナーで興味をもったブース 
  ※日本のスポーツツーリズムコンテンツ（情報ツール）提示 

 ◇各コンテンツの魅力度 
 ◇当該国からの旅行需要／ツアー造成の可能性 
 ◇日本のスポーツツーリズム推進における課題 
 ◇日本のスポーツの認知状況 認 状
 
 
 ＜国内セラー＞ 
 
 ◇インバウンドに対する現状での取組み状況 
  ターゲット国、プロモーション等の展開状況など 
 ◇現状の取組みにおける課題  など 

31



旅行者や旅行会社の意識変化調査 

■実験の目的

実証実験の詳細 

   

    

■実験の目的 
 観光目的で訪日した外国人や、日本国内駐在の海外旅行会社スタッフに向け、日本のス
ポーツツーリズムの取り組みや、日本が持つスポーツツーリズムの自然資源や日本開催の
各種イベントなどについてのツールによる情報発信と意見集約を行う。 
 日本がスポーツツーリズムに取り組んでいるイメージ付けを海外からの旅行者、ならび
に海外旅行会社に行うことを目的とする。また、日本の持つスポーツツーリズムの魅力を
認識した事による意識変化や、旅行・商品造成意向の変化も聞き出し、ポテンシャルを
図っていく。

■実験の構成 

図っていく。 

実施内容：  
 日本のスポーツツーリズムが持つポテンシャルが理解できるツールとして、チラシ
や商品案（行程・料金）、スポーツコンテンツの紹介文章などを作成し、羽田空港や
成田空港で訪日外国人へのアンケート調査を行う。成田空港で訪日外国人 のアンケ ト調査を行う。
 また、東京に集中している海外の旅行会社スタッフを訪問し、同じくツールや日本
のスポーツ観光コンテンツの説明資料、タリフをもとに、スポーツツーリズムの魅力
の説明を行い、その内容を理解した上でのスポーツツーリズムの評価の意見集約（ア
ンケート）を実施する。 

製作： ツール作成（チラシ、商品案等、スポーツツーリズムのイメージが伝わるもの） 
アンケ ト書面（フ ムトリ プと連携）100部   アンケート書面（ファムトリップと連携）100部

調査設計／項目案 

■調査目的： 
 日本のスポーツツーリズムのコンテンツに対する評価／ツアー造成上の課題などを検討。 
 
■対象者： 訪日外国人旅行者 
      海外の旅行会社スタッフ 
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■サンプル数： 訪日外国人旅行者・・・２００ｓ程度の回収を目標とする 
       海外の旅行会社スタッフ・・・５０ｓ程度の改修を目標とする 
 
■調査方法： アンケート用紙利用  
       （英語対応、その他言語については協力依頼シート使用） 
        


