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スポーツツーリズム実証実験・調査業務報告    【資料４】
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スポーツ
クリニックツアー

＜ゴルフ企画商品化＞

・有名ﾄｰﾅﾒﾝﾄｺｰｽにおけるｺﾞﾙ
ﾌﾌﾟﾚｲ・ﾚｯｽﾝ＋ｽﾎﾟｰﾂｷﾞｱｼｮｯ
ﾋﾟﾝｸﾞの新企画を韓国ﾏｰｹｯﾄ
に提案
・販売促進方法協議、企画・販
売ｻｲﾄﾞよりﾂｱー造成の課題を
抽出

時期：１２月１２日～
１月３０日のうち７
回
人数：２組限定募集
内容：２泊３日
(金　Tomwatson
Play、土　Phoenix
Play、日　ゴルフ
レッスン30分～1時
間後Tomwatson
Play）

・韓国からのゴルファーの来訪が多い宮崎シーガイア
で商品造成を実施。
※数年前宮崎シーガイアが独自に実施したクリニック
ツアーの反省を踏まえ低レートでショートコースのクリ
ニック
・１１月に現地メディア・トラベルエージェントを招いた
ファムツアーを実施
・１２月より２ヶ月間販売を実施したが販売増にはいた
らず
・中級者以上の多い韓国人ゴルファーの多くのラウン
ドを求めてくる現状のニーズにはマッチしない結果

◎ ○

スポーツ
クリニ クツアクリニックツアー

＜ゴルフファムトリップ＞

・今後期待される中国ﾏｰｹｯﾄ
に対し、ｺﾞﾙﾌﾌﾟﾚｲ・ﾚｯｽﾝ＋ｽに対し、ｺ ﾙﾌﾌ ﾚｲ ﾚｯｽﾝ＋ｽ
ﾎﾟｰﾂｷﾞｱｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞを実施し、ﾂ
アｰ造成の可能性と課題を抽
出

２０１０年２０１０年
１２月７日

・ゴルフクリニックは中級者に可能性あり
・富裕層に絞った戦略が有効
・中国のゴルフツアーの商品化には具体的な可能性
あり
・課題となるのは、文化･ローカルﾙｰﾙの浸透（ｺﾞﾙﾌ
場）
・ゴルフ場の受入への意識は両極端。商品造成には
受入れ可能なゴルフ場の情報共有が必須
・今後中国からのゴルフでの来日は増加する可能性

◎ ○

スポーツ
クリニックツアー

＜スキーファムトリップ＞

・オーストラリア人を中心に本
格的なスキーリゾートを楽しめ
るニセコでの中国マーケットで
の評価検証
・７００0名のスキー会員を持つ
クラブに向け、今シーズン来日
者とwebでのヒアリング調査を
実施
・中国、韓国の旅行会社オペ
レーター及び、インバウンド対
応の日本旅行会社スタッフに
よる軽井沢でのファムトリップ
を実施

ニセコ
ツアー参加者ヒアリング

２０１１年１月１２日
２０１１年２月６日

WEB調査
２０１１年１月２５日

～２月９日

軽井沢
２０１１年２月２５日

が高い＜WEB調査(中国)＞
・日本のスノーリゾート来訪経験者は15％、今後の意
向者は77％と大きな需用拡大が期待できる結果となっ
た
・日本のスノーリゾートに対しては「温泉」24％、「ショッ
ピング」18％等、スキー以外の観光要素への期待も高
い
＜ニセコ来訪者(中国人)＞
・「雪質が良い」ことが日本のスキー場の良さとして最
も評価されており、８割が日本のスキーリゾートに再来
訪意向を示している
＜軽井沢ファムトリップ＞
・参加者全員がスノーリゾートとショッピング等を組み
合わせた商品化の可能性があると評価。全員が観光
とのセット旅行を想定

◎ ○

特典クーポン付フリー
ペーパー

・首都圏で開催されるｽﾎﾟｰﾂｺ
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
ｽﾎﾟｰﾂ団体の受入に対する調
査を実施
・特典ｸｰﾎﾟﾝ付ｽﾎﾟｰﾂｲﾍﾞﾝﾄｶﾚ
ﾝﾀﾞｰ記載ﾌﾘｰﾍﾟｰﾊﾞｰを空港や
宿泊施設などで配布

２０１０年１１月
～

２０１１年１月末
まで配布

・これまであまり見られることのなかった観光者目線に
よるスポーツ共通情報の発信が行われた意義は大き
い
・募集期間・実施条件などの制限が強い中、対象期間
にイベントを実施する対象団体のほとんどが参画
・設置箇所についての短期間の交渉であったが約２０
０箇所の観光導線に設置を実現
・実際の集客は各イベントとも少数にとどまったが、設
置箇所への問い合わせなども多く、今後ホテルで独自
に情報に対する案内の仕組みをつくるなどの成果が
見られた

◎ ○

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

・スポーツツーリズムを表現し
たツールチラシを作成
・日本に居住する外国人（45
名)と、旅行会社スタッフ(13名)
に
チラシ接触による意識変化と
商品化意向を調査

２０１１年
３月１８日

～
３月２５日

＜一般外国人＞
・日本でのウィンタースポーツについては全体の41％
が参加経験有り
・日本でのスポーツ観戦、スポーツ体験については、
機会があればも含め９割以上が意向を示しており、チ
ラシ接触後の評価も上昇
・観戦したいスポーツは、「相撲」42％、「プロ野球」
36％、「フィギュアスケート」36％、「Jリーグ」33％の順
・参加したいスポーツは、「スキー」、「雪山での雪遊
び」等ウィンタースポーツが上位
＜旅行会社スタッフ＞
・観戦、参加ともにチラシによる意向は、旅行会社の視
点から一般を下回ったが、スポーツ別では、「相撲観
戦」69％、「プロ野球観戦」・「F1観戦」54％、「競馬国
際レース観戦」39％等の意向が高くなっている

○ ◎

世界柔道選手権2010東
京大会での観光行動誘発
実験と課題調査

・2010年度日本開催国際ｽﾎﾟｰ
ﾂ大会・世界柔道を利用
・競技参加者・関係者への観
光情報伝達による行動誘発を
調査
・競技参加者のｻｰﾋﾞｽ評価
・海外からの観戦者動向調査

２０１０年
９月６～１４日

＜観戦者＞
・全体の７２％が観戦目的の来日
・８０．２％が東京のみの滞在予定
・大会観戦を目的に多くの来日客があるが、広域の移
動は少ない
＜大会関係者＞
・国内旅行実施比率は５６．１％
・８２％が都内で買物に出かけた
・関係者の多くが、国内旅行や買物など、旅行消費を
行っている

○ ○ ◎

スポーツツアー
ファムトリップ

＜ファイターズ＋札幌＞

・ｱｼﾞｱからのﾂアｰ客に人気の
ﾃﾞｽﾃｨﾈｰｼｮﾝである北海道とｽ
ﾎﾟｰﾂｺﾝﾃﾝﾂのﾏｯﾁﾝｸﾞを行い、
新たな着地型商品を検証
・在札ツアーオペレーターへの
アプローチも実施

２０１０年
９月２５日

・札幌ドームの満足度は８０％札幌ド ムの満足度は８０％
・７３％が案内などの言語対応を問題視
・ツアーコンテンツは好評だが、言語などインフラの問
題が指摘された
・プロ野球のライブ感に感動（ロシア/男性）
・もっと体験できるスポーツがあれば良い （オーストラ
リア/男性）
・スポーツがテーマのアクティブな 観光資源への期待
が大きい

◎ ○

スポーツツアー
ファムトリップ

＜Ｆ１＋三重県＞

・国際的ｽﾎﾟｰﾂｲﾍﾞﾝﾄである海
外からのF１観戦者に開催県
の観光要素をｱﾋﾟｰﾙし、滞在
日数の増加等を検証
・メディアへの観光訴求を行い
記事誘導を実施

２０１０年
１０月１０～１１日

・課題となるのは、券購入と言語（韓国）
・富裕層に向けた商品展開が可能（中国）
・チケットや言語の問題はあるが、 商品化の可能性は
検討できる。
・伊勢神宮や海女小屋は魅力的（チェコ/男性）
・京都などの商品があると良い（ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ/男性）
・Ｆ１に加えて近隣観光の取材は成果ありという回答

◎ ○

スポーツツアー
ファムトリップ

＜公営競技＋プロスポー
ツ観戦等＞

・日本特有のｽﾎﾟｰﾂｺﾝﾃﾝﾂで
ある公営競技とﾌﾟﾛｽﾎﾟｰﾂ観戦
やｽﾀｼﾞｱﾑ見学の魅力度と商
品力を検証
・様々なスポーツ観戦や見学
などの検証を行うため、「プロ
野球観戦」「競馬・Ｊリーグ観
戦」「競艇・スタジアム見学」の
３種類のファムトリップを実施

プロ野球
１１月１３日

競艇・スタジアム
１１月２７日

競馬・Ｊリーグ
11月２７日

・VIP向けの受け入れ施設は商品化の可能性が高い
・言語より、愉しみ方のﾙｰﾙを知ることが近道
・それぞれ、日本の新しい観光コンテンツとしての評価
はあったが認知不足が課題
・販売体制の構築が課題(野球･サッカー）
・スケジュールの発信方法を考察（球場）
・言語問題で大きいのはチケット購入までの導線。楽し
み方の発信が重要

◎ ○ ○
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ターゲット国ニーズ調査

・日本におけるスポーツツーリ
ズムのポテンシャルを、海外
でのＷｅｂ調査で実施
・調査対象は、韓国、台湾、中
国、オーストラリアの４エリア

２０１０年
９月末

・現状の訪日旅行におけるスポーツ観光需要は低い
が、ウィンタースポーツ、アウトドアスポーツを中心に
今後の意向者は比較的多く見られる
・観戦では相撲、柔道、プロ野球（韓国・台湾）、フィ
ギュアスケート等への反応も高かった
・スポーツ観戦・体験にスタジアム見学など他のサービ
スや体験を加えることで、意向はさらに高まることも確
認できた

○ ○ ○ ○

海外先進事例調査

＜カナダ・オタワ＞

・カナダスポーツ観光連盟（Ｃ
ＳＴＡ）の組織運営、国内連携
の調査
・カナダの国外スポーツツーリ
ズムプロモーションの現状と課
題のヒアリング
・国際大会誘致に関する事業
モデルの考察
・アウトドアスポーツの活動
など

２０１０年
９月９～１０日

・スポーツ観光、イベントを通じてカナダの魅力を高め
ることが目的
・ミッションとしては国際大会誘致に絞っている。大会
誘致に関するサポート事業をタリフ化し公開している
・５５のスポーツ団体、メーカー、サービス産業など２０
０名以上がメンバー
・メンバーシップとして主に地方自治体が参加（有料）
・スポーツ観光旅行経済分析を行う仕組みを有してい
る
・スポーツイベントのコンサルティングを実施
・スポーツ観光に関するアワードを開催

◎ ○

海外先進事例調査

＜韓国・ソウル＞

・インバウンドプロモーションに
おけるスポーツコンテンツのＰ
Ｒ実態
・国際スポーツ大会開催や合
宿受け入れなどの情報収集宿受け入れなどの情報収集

２０１１年
２月２１日

～２月２２日

・文化体育観光省という形で、観光行政がスポーツを
取り仕切るセクションと一体となっている
・スポーツ観光における国のミッションは国際大会誘
致・合宿誘致・大会開催
・カナダのように常設の機関はなく、大型大会の開催
時などタイミングごとにプロジェクト体制をつくる時な タ グ ジ ク 体制を くる
・観光施設、競技施設など受入れ態勢が未整備なこと
が課題

○ ◎

調
査
事
業

国内成功事例調査

＜観るスポーツ＞

＜日本相撲協会＞
・受け入れ体制の整備状況
・今後の取組みについて

２０１１年
２月１４日

・英文の観戦ガイド・チケット販売ガイドなどの受け入
れ体制は整っている
・積極的な誘致策・プロモーションは行っていない
・外国人が多く来訪するがその多くは居住者。在日米
軍からは一場所にバス数台＝数百名の観戦がコンス
タントにある
・TV放映の影響でヨーロッパ特に東欧からの来訪は増
えている。団体ではなく・個人単位での来場が多い
・モンゴルなどの東アジアの他東南アジア・シンガポー
ルなどからの来訪も多い

○ ◎

＜ＪＲＡ＞
・外国人受け入れの取組み
・誘客プロモーションの課題

２０１１年
２月２４日

・2005年より全施設一斉の受入体制作りを実施
・HOW to BET　観戦ガイド　プロモーションVの作成
・旅行目的として、着地型商品、在留外国人の3本柱
にて機内誌・現地旅行社・webなどのプロモーション展
開を実施。外国語版Hpも作成
・BtoB,居住外国人などのファムトリップを継続的に実
施
・グローバル予約可能な受入サイトを作成
・201０アジア戦略調査実施
・今後の課題は来訪者実績の実態調査と具体的な来
客増

◎ ○

国内成功事例調査
　
＜するスポーツ＞

＜武道団体＞　講堂館
・見学観光が可能な武道
・国際的ネットワークの確認

２０１１年
３月２２日

・講道館資料室では１５年以上前から資料を中心に英
語での対応を行っている
・H21年計3,604名の来館者の内、1/3が外国人
・近隣の柔道・武道にまつわる場所への観光について
の問い合わせも多いため近隣の縁の地などの英文案
内を用意している
・その他 ショップでの漢字入りTシャツなども売れてお・その他、ショップでの漢字入りTシャツなども売れてお
り
副次的な観光消費も見られている

◎ ○

＜ゴルフ＞
・ゴルフによるインバウンド誘
客
・現状と、今後の課題

福島県

２０１１年
１月２８～２９日

・９割以上が韓国人
・一週間以上の長期滞在が多く、ゴルフプレーのみを
目的とする旅行者が多い
・ゴルフと観光が結びついていない
・航空機以外のプレー、宿泊、国内移動をゴルフ場が
パッケージとして提供している
・会員権を韓国旅行者に対して販売
・単価はパッケージでもありかなり安く設定している
・トラブルを避けるため、なるべく日本人利用者とは日
程や時間をずらしている

○ ◎

国内成功事例調査

＜支えるスポーツ＞

＜ホッケー＞
国際大会誘致のプロセス

２０１１年
２月２５日

・岐阜のホッケー協会が主導
・北京五輪についで２大会連続誘致の快挙
・岐阜県・各務原市など小学校教育からホッケーを取
り入れている競技の盛んな土壌から世界有数のスタジ
アムがあることが誘致の際に大きな要因となった
・国体開催時の設備・ノウハウが有効に作用
・ホッケーへの理解が深い自治体であったが誘致は協
会主導にならざるを得ない。インバウンド大会開催を
期に観光経済効果を発揮し自治体協力下での誘致に
することが課題

◎ ○

＜トライアスロン＞
大会実施に向けた課題の確
認

高松調査

２０１０年
１１月２～４日月 日

＜参加者・観客＞
・観客の４８％が市外からの来訪
・会場周辺の自然環境や街並みの評価が高かった
・大会を行うロケーションやホスピタリティの重要性を
実感
＜受入れ関係者＞
・大会実施に向けては道路使用や住民との合意形成・大会実施に向けては道路使用や住民との合意形成
が、必要不可欠
・参加者エコツアーや前夜祭などの大会＋αのイベン
トが好評だった
・新規開催には困難が多いが、大会＋αの要素も含

○ ◎

＜東京マラソン＞
外国人誘客、受け入れ実態

２０１１年
３月２９日

めた地域振興が可能

・初回大会より、観光関連要素への経済効果を期待
・2011年大会における外国人参加者は１割弱であるが
日本在住者の割合が高く、さらなる外国人枠の拡大が
課題となっている
・2010年に国際陸上競技連盟の格付けで「ゴールド」と
なり、一般財団法人東京マラソン財団が設立され、外
国人枠を拡大し、メジャーな国際マラソンに発展させる
ことを目標としている

◎ ○

＜北京五輪事前合宿＞
合宿受け入れプロセス

大阪調査

２０１０年
１０月１３日

・国際大会誘致・事前合宿誘致への取組み
・競技施設予約に関しての料金的優遇（JOCﾊﾟｰﾄﾅｰ
ｼｯﾌﾟ都市協定）
・1年以上前に大会・合宿が決定した場合の予約確
保。合宿については時間帯占有制にする。市民とアス
リートとの交流の場をもつなどの市民との共存・メリット
のある誘致を実施している。英語版の施設案内を作成
したがプロモーション活動は実施していない

◎ ○

＜市民大会第一回調査＞
ツール・ド・フクオカ

福岡県

２０１０年
１１月２７～２８日１１月２７～２８日

＜参加者・観客＞
・大会への選手・観客の評価は非常に高く、来年度以
降の開催を熱望
・韓国や東京など広域から宿泊参加
・地域資源と連動したサイクリングイベントは、自転車
での観光という新機軸のスポーツツーリズムの可能性
を感じる

受 れ関係者＜受入れ関係者＞
・福岡青年会議所の積極的な活動が大会成功の原動
力となっている
・地域商店やメディアの協力体制の構築など、地域リ
レーションを重視
・地域サイクリング団体との連携が課題

○ ◎
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