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平成22年度沖縄県若年層市場開拓事業 

これからの沖縄観光を考える！ 

「若者の沖縄旅行増加のヒント」 
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■これまでの旅行経験（行った人の割合） 

◇１年以内の国内旅行 

◇１年以内の海外旅行 

◇これまでの沖縄旅行 ◇１年以内の沖縄旅行 

◇３年以内の国内旅行 

◇３年以内の海外旅行 

 Ⅰ．若年層の旅行実態 
 １．若年層の旅行経験 

●首都圏、関西、東海地域に住む若年層（19～29歳）の男女1498サンプルに尋ねたところ、これまでに沖

縄に旅行したことがある人は約4割で、若年層の6割が全く沖縄旅行経験がない。 

●直近1年を見ても国内旅行、海外旅行と比べ沖縄旅行の割合は少ない。 
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■今後、旅行の回数を増やしたいか 

◇国内宿泊旅行 

◇海外旅行 

◇沖縄旅行 

 Ⅰ．若年層の旅行実態 

 ２．沖縄への旅行意欲 

●沖縄旅行は海外、国内旅行に比べ、「どちらかといえば行きたい」と回答している人が多い。 
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 Ⅰ．若年層の旅行実態 

 ３．旅行に行かない理由 

●若年層は旅行にかかる費用を抑えたい傾向が強い。かける価値のあるコンテンツの訴求が大切。 

■国内旅行に行かない理由（MA） 条件：1年以内に国内旅行に行ってない人 
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 Ⅰ．若年層の旅行実態 

 ４．旅行のきっかけ 

●人とのつながりが旅行のきっかけになっている。 

■国内旅行に行ったきっかけ（MA） 条件：1年以内に国内旅行に行った人 

4 



 Ⅰ．若年層の旅行実態 

 ５．沖縄と比較して国内の他の観光地や海外の旅行先を検討する理由 

●国内と比較する場合、「費用が高いから」が一番の理由。コストパフォーマンスを重視する傾向が強

く、「飛行機代を抑えて他で贅沢」など、旅行にお金をかけないのではなく、使い方を考えている。 
●海外と比較する場合、「海外でも安い」という理由が上位。「沖縄に行くよりコストパフォーマンスが良

い」「沖縄と似たことが楽しめるなら、どうせなら海外」など、若者ならではの効率重視志向がみられる。 

■沖縄と比較して国内の他の観光地を検討する理由（FA） 
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・沖縄より安くて魅力的なとこがあれば
そっちに行く。 

・飛行機代を考えると別の観光地でよ
り贅沢ができると思うから 

■沖縄と比較して海外の旅行先を検討する理由（FA） 

・最近は、沖縄に行くより安い海外旅
行が沢山あるので。 

・グアムを検討する。移動時間も同じく
らいだし、出来ることも似ている。 

・タイやベトナムなどの東南アジア同じ
ような気候で、より物価が安いのでグ
レードの高い旅行ができるから 

・同じくらいの価格なら海外に行く方がお
得な感じがする。現地での物価もアジア
やグアム・サイパンの方が安い。 

・沖縄や北海道にはすごく行きたいが、やっぱり旅費
が気になる。旅費がかさんで貧乏旅行になるのは嫌
なので、近場でリッチな旅を選ぶかもしれない。旅費
がおさえられればぜひ沖縄に行きたい。 

・安い予算で最大限楽しめる場所を検
討する。 

・学生なので、予算が安くなければ人
が集まらないことが多い。 

・どうせなら近場の海外のほうが楽
しいかと。 



 Ⅰ．若年層の旅行実態 
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 ６．沖縄への旅行経験と旅行意欲からみたターゲッティング 

こ
れ
ま
で
の
沖
縄
旅
行
経
験 

０回 

１回 

２回 
以上 

25.4％ 

13.2％ 

40.4％ 21.0％ 

増やしたい 増やしたくない 

沖縄経験なし・意欲あり 

沖縄経験なし 
・意欲なし 

沖縄経験１回 

沖縄経験２回以上 

沖縄への旅行意欲 

■沖縄県への旅行経験×旅行意欲 

●沖縄県への旅行者実態として、若年初心者層の減少傾向が強い 

●「沖縄経験なし・意欲あり」層が４割を占める 

→沖縄旅行を喚起していくターゲットを「沖縄経験なし・意欲あり」層に設定する 

20代の観光客は人口減
少以上に減少している。 

■沖縄県への観光客数と人口の変化 

資料：沖縄県「観光統計実態調査」 



 Ⅰ．若年層の旅行実態 

 ７．若年層の沖縄旅行の現状 
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人とのつながりが旅行のきっかけになっている 

 「家族や仲間との思い出をつくりたい」「誘われて」旅行に行く若者が多い。 

若者の費用に対する意識は高く「コストパフォーマンス」を重視している 

 沖縄に行かない理由は「費用が高い」から。ただし、旅行にお金をかけないのではなく使い方を考えている。 

お金をかける価値のあるコンテンツの訴求が重要 

 一方で、旅行しない人の理由は「旅行にかかる費用が高い」「できるだけお金を使いたくない」「他のことにお金を使いたい」から。 

若年層の６割が沖縄旅行経験がない、一方、潜在ニーズは高い 

 沖縄県の観光客数の推移をみても20代初心者層が減少傾向にある。 



 １．旅行志向からみたタイプ分類 

 Ⅱ．若年層の旅行タイプ 

【欲張りタイプ】  ：旅行に対してたくさんのことを求めるタイプ 

【きずなタイプ】  ：ﾘﾌﾚｯｼｭ、解放感、非日常の体験の他、好奇心、感動、友人や家族とのきずなを重視するタイプ 

【自分軸タイプ】 ：ﾘﾌﾚｯｼｭ、解放感、非日常の体験の他、ぜいたく、感動など自分軸のベネフィットを重視するタイプ 

【普通タイプ】 ：ﾘﾌﾚｯｼｭ、解放感、非日常の体験を中心に求め、他はあまり期待していないタイプ 

    旅行全般で期待することの回答から、若者を次の４つのタイプに分類した。 

   ■旅行全般で期待すること（MA） 
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 ２．タイプ別 旅行頻度 

●きずなタイプが最も旅行好き。国内中心派が最も多く、約半分を占める。 

●次いで欲張りタイプ、自分軸タイプの順に旅行頻度が高い。 

●普通タイプの場合、旅行しない派が3割強を占める。 

   ■タイプ別 旅行頻度 

 Ⅱ．若年層の旅行タイプ 
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旅行しない派 国内年１回未満、海外3年以内0回 

国内中心派 国内年１回以上、海外は3年以内0回 

国内・海外両方派 国内年１回以上、海外は3年以内1回以上 

海外優先派 国内は年1回未満なのに海外は3年で１回以上、国内は年1～2回なのに海外は3年で3回以上 



 ３．タイプ別 国内旅行のきっかけ 

   ■タイプ別 国内旅行のきっかけ（MA） 

 Ⅱ．若年層の旅行タイプ 

【欲張りタイプ】  ：自ら積極的に情報収集し計画を立てる 
【きずなタイプ】  ：家族や仲間との思い出作りのための旅行と考える 
【自分軸タイプ】 ：雑誌などの何気ない情報からイメージ喚起されて旅行を考える 
【普通タイプ】 ：自ら積極的に企画するというよりは受動的 
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 ４．タイプ別 沖縄旅行でやってみたいこと 

   ■タイプ別 沖縄旅行でやってみたいこと（MA） 

 Ⅱ．若年層の旅行タイプ 

11 

【欲張りタイプ】  ：なんでもやってみたい。学び、体験、交流もOK 
【きずなタイプ】  ：アウトドア、都市散策に加え、学びや交流もやってみたい 
【自分軸タイプ】 ：マリンレジャー、買い物、食事などを中心に楽しみたい 
【普通タイプ】 ：従来型の観光に加え、ﾏﾘﾝﾚｼﾞｬｰや食には反応するものの、学びや体験等には反応しない 



 ５．タイプ別 沖縄旅行経験 

 Ⅱ．若年層の旅行タイプ 

●沖縄旅行経験率は 
   【欲張りタイプ】＞【きずなタイプ】＞【自分軸タイプ】＞【普通タイプ】 の順で高い 
 

●どのタイプにも「沖縄経験なし・意欲あり」が存在、「沖縄経験なし・意欲あり」層における各タイプの割合
は、20代全体における構成とほぼ変わらない 

   →４つのタイプに応じた旅行モデルを考えていく必要がある 

■各タイプの沖縄経験・意欲 

＜20代全体＞ 

＜沖縄経験なし 
・意欲あり層＞ 

■各タイプの構成割合 
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①「いま話題になっているテーマ」が人気 

・「B級グルメ」「パワースポット」など、いま話題となっているテー
マのツアーが人気。 

・「石垣島」「美ら海水族館」など、ネームバリューの強さも人気を
集めている。 

・特に女性には「パワースポット」の人気が高い。 
・また沖縄旅行未経験層には「美ら海水族館」は強い惹きがある。 

  

②「手軽そうでありながらも、普段は体験できな
い非日常感のある体験」が人気 
・「ウミガメ」「イルカ三昧」「水牛車」など、手軽そうでありながらも、

普段は体験できない非日常感のある体験が人気 
・特に男性は「ビーチパーティ」「海人」など、地元感のあるワード

にも惹かれている。 
  

③「ゆったり、まったり」「のんびり」「癒され
る」などのワードが人気 
・「ゆったりまったり」「のんびり」過ごすツアーが人気。 
・特に女性は、「石垣島でゆったりまったり」「森カフェ・海カフェで

のんびりリラックスツアー」等、のんびりと過ごすツアーが人気。 

 １．ツアーに対する興味のポイント 

 Ⅲ．若年層の旅行志向 

■ツアーコンテスト結果【全体結果】 
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※興味のあるツアーを５つまで選択。20代1205名の投票結果 

※ツアーコンテスト結果をもとに次の４コースでモニターツアーを実施 

 ・ゆったりまったり島time！離島ですごすフリープラン 

 ・イルカやジンベイザメに出会える海の生き物ツアー 

 ・”琉球ニライカナイ”まるごとスピリチュアル体験ツアー 

 ・沖縄での特別な出会い、リアルなつながりを感じる三日間 （計50名） 



●沖縄未経験層は、「現地の人との出会い」「きれいな海・空・景色」「のんびりとした時間」「沖縄の自然」「沖縄の食」などを

期待。沖縄に対するイメージがありきたりで、期待することもありきたり。沖縄でなくても、他の地でも当てはまる。 

●沖縄経験が1～2回の層になると、「きれいな海」への期待は減り、「離島」や「仲間との出会い」への期待が高くなる。 

●沖縄経験が3回以上の場合、経験の浅い層に比べて「のんびりとした時間」や「癒し」への期待が高い。また、「離

島」「仲間との出会い」「フリープラン」「冬の沖縄」など、ややハードルの高い内容に対しても期待が高い。 

 ２．沖縄に期待していること 

 Ⅲ．若年層の旅行志向 
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■今回のモニターツアーや沖縄旅行で期待していること、楽しみにしていること（自由記入） ※モニターツアー応募者20代626名の意見を整理 



 ３．若者の情報収集のポイント 

 Ⅲ．若年層の旅行志向 
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 ■現地に行く前の情報収集  ※モニターツアー参加者50名に対して事前に調査した結果 

・エリアや観光スポットの情報については雑誌を使う人も多い。オススメス

ポットをツイッターで聞いてる例も。 

・食べ物や飲食店について事前に情報収集する人が多く、ネット検索・ブロ

グ・友人からの口コミを活用。 

・現地でのオプションメニューについて、ネットで調べている。 

・“アガリウマーイ”など知らない言葉について、詳しい説明はネットで得ると

いう手段をとっている。 

・ゲストハウスでは雑誌は少なく、ネット検索・ブログ・友人からの口コミ中心。

何も調べていないという人も。 

・男性は交通に関する情報、女性はホテルに関する情報を調べている。 

・広告に見えるガイドブックは信用できない 

・案内してくれる人がいると安心・価値が高まるが、
会う前にその人にコンタクトをとるのはハードルが
高い。どんな人かわからないから 

・写真を多く用いてビジュア
ル的に見やすいといい 

・現地の人の生の声、体験者の口コミ、編集部など
の口コミによるおすすめ、良い点・悪い点を含め本
音を知りたい 

・動画、携帯、スマートフォンな
どのツールを活用 

●ネット、雑誌、口コミを大きく３つの情報源を使い分けている。 

●エリアや観光スポット情報は雑誌、食べ物や飲食店はネット検索・ブログ・友人口コミを活用している。 

●イメージがわきやすく、知りたいことにピンポイントに答えがでる、信頼できる情報を重視する。雑誌でもネットでも、実際に

体験した人の声を重視。 

●写真を多く、文章は少なく、様々なカテゴリ分類、厳選された情報などを好み、面倒なことを嫌がる傾向。 

●観光コンシェルジュは、具体的にイメージできないため、事前に直接コンタクトするのはハードルを高く感じている。しかし、

現地の人から、現地の情報をより詳しく、押しつけられずに、教えて欲しい意向を持つ。 

●事前の情報収集だけでなく、現地に来てからも、パンフレットや現地の人のオススメなど情報収集は欠かせない。 



 Ⅲ．若年層の旅行志向 
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 ４．若者の情報発信のポイント 

●モニターツアーで旅行中に情報発信した人は８割を超える。 

●発信方法は、「メール」が半数以上。以下「電話」「ツイッター」「ミクシー」での発信もしている。 

●多くが「友人」や「家族」など特定の相手に対し、言葉だけでなく写真を添付し感動したことや体験した

ことなどリアルタイムに発信。 

●自分軸のモニターはあえて旅行中は情報発信していないという割合が高い。 

●誰に発信したいか（＝コミュニティ）によって発信手法を使い分けている。 

■今回のモニターツアー中に情報発信した内容とその理由  ※モニターツアー参加者50名に調査した結果 



 ５．お金の使い方からみた若者の志向 
●2泊3日のお小遣いとして使った額は、学生2万円弱、有職者3万円弱と約1万円の差がある。 

●おおむね、カップル≒女友達＞１人旅の順で消費額が高い。 

●カップルの場合、「体験」に比較的お金をかけている。「食」にもかける。 

●女友達の場合、「買い物」にお金をかけている。「食」にもかける。 

●１人旅の場合、居酒屋にお金を使うか、つまみを買って夕食に済ます。体験にお金をかけず、タダのス
ポットを廻る。 

●地元のスーパーやコンビニで沖縄土産を買っている。 

●宿泊施設よりも現地でのアクティビティにお金を使いたいと考えている。 

   ■旅の行程と消費金額  ※旅の行程とそこで使った費用について、個別に尋ねた結果を集計 

 Ⅲ．若年層の旅行志向 

17 

   ＜カップル＞ 

   ■今回のモニターツアーでの消費金額 
     ※各費目について概算額を尋ねた結果を集計 



 Ⅲ．若年層の旅行志向 
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＜１人旅＞ 

＜女友達＞ 

■沖縄に旅行をするなら、宿とアクティビティのどちらにお金をかけたいか  

※ツアーコンテスト投票者20代1205名の
回答を集計 



 ６．撮影した写真からみた若者の志向 
 Ⅲ．若年層の旅行志向 
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49-4 

風景 

 

・風景の写真が最も多い。 

・「青く広がる空と海」「きれいな海辺・砂浜」「古宇利大橋の

伸び伸びとした眺め」「透明度の高い海」「日の出」「夕焼

け」「濃い自然の緑」「神秘的な力を感じるヤハラヅカ」「2

月の桜」「神秘的なガジュマル」など。 

・「とにかく綺麗」という理由のほかに、「パワーを感じる」

「山の力を受け取れる」「落ち着ける」「サトウキビ畑の横

の道を歩いているだけで太陽と風が心地よく沖縄を感じ

た」「気持ちが洗い流された」「心穏やかになれた」など、

癒されたい・リフレッシュしたい・パワーを感じたいという気

持ちがある。 

ネタ系 

 

・次に、ネタ系の写真が多い。 

・ネタに感じているのは、「星の砂」「アメリカンな雑貨屋」

「目をひくチラシ」「2月の桜」「色鮮やかな魚」「豚のお面

みたいなチラガー」「道端で発見したシーサー」「稀少な

トカゲ」「言い伝えの残るスポット」「自分が手作りした紅

型の作品」「変な貼紙」「市場のはりせんぼん」「ガラスの

欠片」「大吉のおみくじ」「紅芋タルトのモニュメント」など。 

11-3 15-1 

15-5 15-5 15-6 

17-3 

20-1 

26-2 26-4 

35-2 

35-4 

37-1 

40-2 

41-2 

43-2 

43-6 49-5 50-1 

※モニターツアー中に撮った写真を収集した結果を抜粋 



 Ⅲ．若年層の旅行志向 
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現地の人・現地のお店 

 ・3番目に多かったのは現地の人・現地のお店の写真。 

・「ありがとう」というコメントも多い。 

1-11 11-1 

28-4 

28-7 

29-2 

29-16 

31-6 

35-6 

37-3 

38-2 

38-3 39-5 

食べ物 

 

・食べ物の写真も多い。中にはプロ並みの写真もある。 

・主に女性が多いが、男性にもいる。また、食べ物その

ものではなく、食べているシーンを撮っていることも多

い。 

1-1 1-7 18-3 

21-6 

27-2 

29-6 24-5 35-3 

48-5 48-6 

38-4 
38-5 38-6 43-1 

43-4 



 Ⅲ．若年層の旅行志向 
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体験 

 

・体験しているときの写真には、満面の笑みとともに躍動

感・臨場感があらわれている。イルカとキスしたり握手し

たり、自分の命令に従ってジャンプさせたりしたことが、

とても楽しく感動的で、一生の思い出となると感じている。 

1-4 1-6 

11-2 

13-3 
15-2 

17-1 

13-3 

18-1 

18-2 

20-4 

20-5 21-5 

13-3 

22-5 

22-4 

24-1 25-1 

スポット＋記念写真 

 ・スポットでの記念写真は、ネタ系、現地の人・現地のお店、

食べ物などをテーマにした写真に比べると少ない。 

動物 

 

・動物の写真も多い。美ら海水族館の生き物が多いが、道

端の猫も。 

・「イルカ」「ジンベイザメ」「ウミガメ」「水牛車のウシ」「テンア

ナゴ」が人気。 

11-5 22-1 24-2 24-3 

25-2 25-3 25-4 25-6 

10-1 
15-3 20-2 

21-1 22-2 41-4 

1-8 



 Ⅲ．若年層の旅行志向 
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仲間 

 

空気感 

 

自分 

 

●沖縄ならではの海を中心とした綺麗な風景や、日の出・夕焼けなど神々しい光景が、癒されたい・パワーを感じたい若者の心
を惹きつけている。 

●「自分が発見した！」「めずらしい！」「人に教えたい！」という点をネタ感として大切にしている。 

●現地の店の人、知り合ったガイドやオーナー、たまたま出会った人との触れ合いに価値を感じている。 

●若者にとって、食べ物は重要な関心事項の１つ。男女問わず、楽しんでいる様子がうかがえる。 

●旅行において普段なかなかできない体験をすることは、一生の思い出。 

●若者の中には従来のようにスポットでの記念写真を撮る人もいるが、それ以上に、自分が発見した何かに価値を感じている。 

●若者にとって、心を和ませる動物は、心に引っかかる重要なアイテムの１つ。 

●若者にとって、仲間とワイワイ楽しむことは、旅行の大きな楽しみの１つ。 

●若者は非常に感性が豊かで、露骨には現れないが、強い想いもある。 

●若者にとって、自分を撮ることも楽しい。撮られ慣れている。 

・仲間で集まった写真を撮っている。特

に男性だが、女性にもみんなでワイワ

イすることが楽しい人もいる。 

28-5 29-7 33-9 

40-1 40-3 

49-2 

・何気ないワンシーンを、背景+人で醸し

出される雰囲気とともに、気持ちがこ

もっている写真を撮っている。 

1-1 1-2 1-9 

1-12 49-1 

50-2 

・特に意味のある場

面ではないのに

撮っている。 

29-3 

39-4 

50-3 50-5 

  ■まとめ    若者の撮った写真とコメントからは、次のようなことが読み取れた 



 １．AISAS理論からみた若者の旅行に至るプロセス 

 若年層の沖縄旅行喚起のポイントを、AISAS理論をベースに探った。 

   ■AISAS理論からみた若者の旅行に至るプロセス 

 Ⅳ．若年層の沖縄旅行促進方策 

Attention 
（注意が喚起され）  

Interest 
（興味が生まれ） 

Search 
（検索し）  

Action 
（行動し）  

Share 
（情報を共有する）  

若者はどんな
ワードに惹かれ

るのか 

どんなことに価
値を感じるのか 

どのように情報
を探すのか 

（手段・内容） 

行動するため
の一押しは何

か 

どのように共有
するのか、なぜ
共有するのか 

意欲喚起のフェーズ 行動喚起のフェーズ 

主にツアーコンテストまでで検証 主にモニターツアーで検証 

意欲喚起・行動
喚起の両方につ

ながる 
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 Ⅳ．若年層の沖縄旅行促進方策 

旅行プロセス ポイント 

Attention 
（注意が喚起され）

 
どんなワードに 
惹かれるのか 

  
●きっかけは「家族や仲間と思い出をつくりたい」「誘われて」「そろそろ旅行に行きたい」「休みがあって」 
●「リフレッシュ」「日常生活からの開放感」「美しいものに感動」「非日常の体験」「好奇心

が満たされる」をしたい 
●話題性・時代性には敏感 
●ある程度認知されている地域ならではのスポット・体験 
●沖縄のイメージ「青い海」「まぶしい太陽」「白い砂浜」 
 
 

Interest 
（興味が生まれ） 

 
どんなことに価値

を感じるのか 

●重すぎず、軽すぎない、非日常感のある体験や観光 
●旅行経験により沖縄の興味喚起に大きな差がある 
●仲間との共有に価値を見いだしている 
●「そこにしかない出会い」に価値を見いだす 
●リアルに体感できることに感動 
●友人・知人からの体験談・お勧めは興味度高い 
●沖縄旅行なら「海」ははずせない 
●「食べる・買う」も旅の楽しみの一つ 
●宿よりアクティビティを重視 

→はずさない定番と新たな発見の組み合わせ 
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→機能性・効率性も大事だが感性・情動に響くかどうかが重要 
→具体的で価値観を共有できるようなイメージの伝え方が重要 

 ２．各プロセスにおける若者の志向 



 Ⅳ．若年層の沖縄旅行促進方策 

旅行プロセス ポイント 

Search 
（検索し）  

 
どのように情報を 

探すのか 

●ネット・雑誌・口コミの３大情報源を使い分け 
●「だまされたくない」「損したくない」：実際に体験した人の声を重視、信用できる情報を見極める 
●イメージがわきやすく、知りたいことにピンポイントに答えがでることを重視 
●コンシェルジュ・ガイド・オーナーなど現地の人のサービスは疑似体験できると信用 
●自分の欲求・目的の条件に合わせて、質の高い情報を提供、おすすめコンテンツを提案してくれること

を望む 
●現地の人のオススメやパンフレットなど現地での情報収集を欠かさない 
 
 
 

Action 
（行動し）  

 
行動するための 
一押しは何か 

旅行のきっかけをつくるのは 
 ●旅のきっかけは女性・きずなタイプがつくる    ●友人・知人に誘われる 
沖縄へのアクションを決めるのは 
 ●コストパフォーマンスがいいこと           ●信用ある人がお勧めしていること 
 ●強い惹きとなるやりたいこと、目的をつくること  ●沖縄でしかできない・沖縄がベストなことをみせる 
競合地と比較して沖縄を選択するポイントは 
 ●海外より安全・パスポートいらない・さらに渡航費用同じくらい 
 ●日本なのに春・秋・冬でも泳げる 
 
 →明確な目的、コストパフォーマンス、沖縄オンリーワンをつくる 

→スペックだけではなく、感性に響かせる見せ方、過ごし方を提案する 
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→動画の可能性は高く、スマートフォンへの期待大 
→初心者には具体的なイメージを持たせること、信頼できるイメージ、裏切らないイ
メージが重要 



 Ⅳ．若年層の沖縄旅行促進方策 

旅行プロセス ポイント 

Share 
（情報を共有する）  

 
どのように共有する
のか、なぜ共有する

のか 

●旅行中にリアルタイムで友人・家族・ネット仲間に発信 
●写真とメッセージで発信 
●「旅行」と「発信（共有）」は切っても切り離せない関係 

→「ネタ感」「自分が発見した」「人に教えたい」「非日常の体験」を知人・友人やコ
ミュニティー（仲間）内で共有することに価値を見いだしている 
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 ３．若年層の沖縄旅行喚起のポイント 

 Ⅳ．若年層の沖縄旅行促進方策 
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①明確な目的を掲げる 
  ：自分の趣味を追求したり、夢を実現したりできる 

 

②沖縄オンリーワンを掲げる 
  ：ネタ系好きの感性に響く 

 

③安さへの対応・コストパフォーマンスのよさをウリにする 
  ：競合を意識した価格の『見せ方』、費用が高いイメージを下げる 

若年層の沖縄旅行を喚起させるためには、 
 

 

◎旅のきっかけをつくることが多い、女性・きずなタイプへのアプローチ 

◎未経験者に沖縄のリアル感・価値観を共有させきっかけをつくることのできる沖縄経験者へのアプローチ 

 

などが考えられる。 

アプローチの際のポイントを以下に整理する。 

●若者に「沖縄へ行こう！」と思わせるためのポイントは 



 Ⅳ．若年層の沖縄旅行促進方策 
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◆王道の「海」のイメージははずさない 

◆地元の「ネタ感」のあるコンテンツを組み合わせる 

◆超繁忙期をはずした時期で企画する 

海 出会い 
新たな発見 

◎フリープランが有効、ただし、フリータイムの過ごし方の提案は必須 
◎はずさない定番と新たな発見の組み合わせ 
◎旅のベネフィットを打ち出した、感性・情動に響く見せ方 
◎具体的で価値観を共有できるようなイメージ、信頼できるイメージ、裏切らないイメージを伝える 
◎人とのつながりの価値観は、共通項や安心できることがハードルを下げる 
◎動画を活用し疑似体験させる 
◎スマートフォン等モバイルを活用した旅の楽しみ方の提案 

●沖縄初心者の若者が「沖縄に行こう！」と思う旅行づくりのポイントは 

人・もの・ 
こと・時間 
・空間・・・ 

※例えば：仲間との出会いでは、同性・同世代・共通の趣
味など価値観が共有できると思わせることがポイント 

さらに、 

超繁忙期を 
はずす 

企画の内容は 



 ４．タイプ別 沖縄旅行促進戦略 

 Ⅳ．若年層の沖縄旅行促進方策 

欲張りタイプ 

●旅行ならなんでも大好き！ 

●旅行に行くなら、なるべくいろんなことをやりた

い。とにかく頑張って楽しみたい 

●地元の人のお勧めスポットやめったにできない

体験・感動、交流や学び、時間の限り遊びつくし

たい 

●沖縄の歴史・文化・言葉などにも興味がある、多

くのことに関心を持っている 

●１人旅ができる 

●旅行中の人とのコミュニケーションは好き 

●ついつい写真をたくさん撮っちゃう 

●現地での人からの口コミ情報を活用する、通り

がかりに発見したことも楽しむ 

●雑誌で有名どころ・情報サイトで人気どころを押

さえておく、情報収集の方法は多様、たくさんの

アンテナを張っている 

きずなタイプ 

●みんなで旅行大好き！ 

●海外でも国内でも、友人・仲間や家族、恋人など

を誘って思い出をつくりにでかける 

●好奇心旺盛、現地の人とのつながりも求める 

●沖縄なら海だけじゃなく「アウトドア」や「都市散

策」「歴史や文化を学ぶ」もやってみたい 

●感性重視、人や仲間に感動、特別な体験に感動、

期待以上に感動しちゃう感動屋 

●きれいなものに弱い、ネタ系に弱い、自分の関心

事を追求する一面も 

●人からの口コミ重視 

●現地で情報収集、通りがかりに発見も行う 

●費用に関しては価値を感じれば高くても大丈夫

そう 

●自分の感動を伝えたい、自慢したい、きれいな

写真を共有したい、人に教えたいから情報発信

（共有）する 

このタイプが 
きっかけ 
をつくる 
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「コストパフォーマンスが
いいとうれしい！」 

「感動屋さん、感性に響く
出会いがうれしい！」 



 Ⅳ．若年層の沖縄旅行促進方策 

自分軸タイプ 
●自分のために旅行する！ 

●旅行にいくならたまには贅沢したい！お金だけ
でなく、時間の過ごし方としてもプチ贅沢が好き 

●自分の趣味を追求したり、自分探しの旅も好き 

●知ることへの関心が高い 

●非日常の体験や、特別感を味わいたい、でもお
仕着せは嫌 

●沖縄なら「マリンレジャー」「買い物」「食」を中心
に楽しみたい 

●見えないことより、モノに満足 

●損したくない・体験する前は少し不安・裏切られ
たくない気持ちが強く、期待通りだととても満足 

●有名どころに弱い、定番の観光スポットでは記
念写真を撮っちゃう 

●自分が価値を感じたことにはお金を使う 

●雑誌で有名どころ、情報サイトで人気どころを押
さえる 

●旅行中は日常を感じたくないから、あえて情報
発信（共有）しないことも 

普通タイプ 

●普通の旅行がいい 

●旅行は日常から離れてリフレッシュできればい

い、解放されたい 

●旅行に行ってまでめんどうくさいことはしたくな

い、 「定番の観光スポット」や「食」を楽しめれば

いいかな 

●きれいな海、きれいな風景、自然、景観スポット

めぐりなど、オーソドックスな楽しみ方 

●大きな期待がない、意外に満足、結構冷静に評

価してる 

●当たり前の風景、ありのままの姿に感動しちゃ

う 

●あまり情報収集しないし、情報源が少ない、信

用した人のおすすめで結構動く 

●情報発信はメール程度でいい 
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「自分の価値にあったもの・こと
をゲットするとうれしい！」 

「旅行に対して大きな期待
をしていない」 



欲張りタイプ 

 

 ５．タイプ別 旅行企画・情報発信のポイント 

 Ⅳ．若年層の沖縄旅行促進方策 

【企画のポイント】 【ツアーのコンセプト例】 

【情報発信のポイント】 

（海） 
ちゅら海 

（出会い・発見） 
現地の人・自然・文化 
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●疑似体験で初めてでもちょっとディープな沖縄を
楽しめる 

●沖縄でしか体験できないオプションお勧めメニュー
がたくさん選べる 

●いろいろやりたいからフリープランで過ごし方提案 

●宿泊費や移動費を工夫して安さも検討 

●具体的でリアルな沖縄を打ち出す 

●動画共有サイトなどを活用して疑似体験させる 

●現地の観光コンシェルジュとの接点をつくり、詳細
情報を提供・お勧めスポットを紹介 

「海の上を走るような」＋「現地の人・文化と交流」 

ゲストハウスに泊まって同世代の仲間と出会いや地元の人
との交流 バイクで海岸線と海の橋を渡るツーリングの旅 

「沖縄の海ならではの魅力を探す」＋「リアル感のあるつながり」 

ゲーム感覚で沖縄の新たな魅力を発見しながら楽しむモバ
イルコンテンツの旅（新たにコンテンツ作成が必要） 

「海を含めた自然」＋「現地の人と交流して自分探し」 

のんびり船で行く 沖縄の生活・文化の中でいろいろな体
験・感動を味わう長期滞在型ワーキングホリデーの旅 

１人旅 

趣味仲間旅 

１人長旅 



きずなタイプ 

 Ⅳ．若年層の沖縄旅行促進方策 

（海） 
ビーチ 

（出会い・発見） 
人とのつながり 

【企画のポイント】 

●感性に訴えかけるような明確な目的を揚げる 

●人とのつながりを重視した沖縄オンリーワンのコ
ンテンツを組み込む 

●自分の関心事を追求できるフリータイムも充実 

●旅行で得られる価値を重視してそこまで安さには
こだわらない 

【ツアーのコンセプト例】 

【情報発信のポイント】 

●具体的で価値観を共有できるようなイメージを打
ち出す（裏側のストーリーを見せる） 

●写真も多用して、空気感を伝える 

●口コミ情報を充実させる 

「夜の海」＋「南十字星を一緒に眺める」 

あたたかい風につつまれた静かな夜のビーチで南十字星を
見る 星の降る海で天体観測の旅 

「ビーチパーティ」＋「仲間とワイワイ合コン」 

沖縄のきれいなビーチを眺めながら仲間とワイワイ過ごす 
夏の定番ビーチパーティでBBQ合コンツアー 

「ビーチめぐり」＋「日本一早く咲く桜のネタを共有」 

とっておきの景色に出会うビーチめぐりと ひと足早く 
１月に咲く沖縄の桜めぐり 離島一周海岸線ドライブの旅 
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カップルで行
く 

仲間と行く 

女友達と行く 



自分軸タイプ 

 Ⅳ．若年層の沖縄旅行促進方策 

（海） 
浜辺の景色 

（出会い・発見） 
贅沢な時間 

【企画のポイント】 

●自分の趣味が追求できる明確な目的を揚げる 

●贅沢感・特別感を重視したラグジュアリーなコンテ
ンツを組み込む 

●王道の有名スポットもはずさない 

●贅沢に過ごすけどオフシーズン利用でお得な価格 

【ツアーのコンセプト例】 

【情報発信のポイント】 

●具体的なスペック情報も掲載、贅沢感をモノで表
現、損はしない内容を打ち出す 

●有名どころは雑誌で、人気どころは情報サイトで、
裏切らないイメージを伝える 

「プライベートビーチのあるリゾートホテル」＋「何もしない」 

まっすぐな水平線に沈む大きな夕日を浜辺でのんびり眺めな
がら 何もしない自分だけの贅沢な時間を過ごす旅 

「色彩豊かな海」＋「好きなだけ写真を撮る」 

空・海・自然が広がる沖縄のコントラストのはっきりした色
彩豊かな景色を１日中好きなだけ写真を撮って過ごすツアー 

「ダイビング」＋「サンゴや熱帯魚に癒される」 

青く澄んだ透明度の高い沖縄の海だから初めてでも安心  
サンゴや熱帯魚と出会うダイビングライセンス取得ツアー 
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カップルで行く 

同性二人旅 

女友達と行く 



普通タイプ 

 Ⅳ．若年層の沖縄旅行促進方策 

【企画のポイント】 

●「イルカと泳ぐ」「美ら海水族館」「リフレッシュ」「癒され
る」といった明確な目的を揚げる 

●食を楽しむ沖縄オンリーワンのコンテンツを組み込む 

●沖縄のオーソドックスな楽しみ方を提案 

【ツアーのコンセプト例】 

【情報発信のポイント】 

●沖縄の具体的な楽しみ方をマスメディアにより発信 

●若年層が利用する通販やファッションのメルマガで配信 

（海） 
イルカ・美ら海水族館 

（出会い・発見） 
沖縄料理 

34 

「イルカと泳ぐ」＋「美ら海水族館」＋「沖縄料理」 

海の生き物に癒される イルカやジンベエザメに
出会える海の生き物ツアー 夕食は三線を聴きな
がら沖縄料理or石垣牛やアグー豚を楽しもう 

カップルで行
く 

女友達と行く 

●旅行することが目的ではなく、自分の関心ごとを実現す
るために沖縄に行くパターンもあり：「ライブイベント」「コ
ロプラツアー」「マラソン」etc 

「目的達成」 

位置ゲースタンプラリー ９つのエリアをめぐり
スタンプをゲットするコロプラ沖縄制覇ツアー 

男友達と行く 
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タイプ ポイント 

企画 情報発信 

欲張りタイプ
 

コストパフォーマ
ンスがいいとうれ

しい！ 

 ●疑似体験で初めてでもちょっとディープな沖縄を楽しめる 
●沖縄でしか体験できないオプションお勧めメニューがたくさ

ん選べる 
●いろいろやりたいからフリープランで過ごし方提案 
●宿泊費や移動費を工夫して安さも検討 

●具体的でリアルな沖縄を打ち出す 
●動画共有サイトなどを活用して疑似体験さ

せる 
●現地の観光コンシェルジュとの接点をつく

り、詳細情報を提供・お勧めスポットを紹介 

きずなタイプ 
 

感動屋さん、感
性に響く出会い
がうれしい！ 

●感性に訴えかけるような明確な目的を揚げる 
●人とのつながりを重視した沖縄オンリーワンのコンテンツ

を組み込む 
●自分の関心事を追求できるフリータイムも充実 
●旅行で得られる価値を重視してそこまで安さにはこだわら

ない 

●具体的で価値観を共有できるようなイメー
ジを打ち出す（裏側のストーリーを見せる） 

●写真も多用して、空気感を伝える 
●口コミ情報を充実させる 

自分軸タイプ
 

自分の価値にあっ
たもの・ことを

ゲットするとうれ
しい！ 

 ●自分の趣味が追求できる明確な目的を揚げる 
●贅沢感・特別感を重視したラグジュアリーなコンテンツを組

み込む 
●王道の有名スポットもはずさない 
●贅沢に過ごすけどオフシーズン利用でお得な価格 

●具体的なスペック情報も掲載、贅沢感をモ
ノで表現、損はしない内容を打ち出す 

●有名どころは雑誌で、人気どころは情報サ
イトで、裏切らないイメージを伝える 

普通タイプ 
 

旅行に対して大
きな期待をしてい

ない 

●「イルカと泳ぐ」「美ら海水族館」「リフレッシュ」「癒される」
といった明確な目的を揚げる 

●食を楽しむ沖縄オンリーワンのコンテンツを組み込む 
●沖縄のオーソドックスな楽しみ方を提案 
○旅行することが目的ではなく、自分の関心ごとを実現する

ために沖縄に行くパターンもあり 

●沖縄の具体的な楽しみ方をマスメディアに
より発信 

●若年層が利用する通販やファッションのメ
ルマガで配信 

 ６．タイプ別 ポイントのまとめ 

 Ⅳ．若年層の沖縄旅行促進方策 
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タイプ ポイント 

ツアーコンセプト例 

欲張りタイプ 「ちゅら海」＋「現地の人・自然・文化」 
例１：ゲストハウスに泊まって同世代の仲間と出会いや地元の人との交流  
               バイクで海岸線と海の橋を渡るツーリングの旅   ＜１人＞ 
例２：ゲーム感覚で沖縄の新たな魅力を発見しながら楽しむモバイルコンテンツの旅 
   （新たにコンテンツ作成が必要）                    ＜趣味仲間＞ 
例３：のんびり船で行く 沖縄の生活・文化の中でいろいろな体験・感動を味わう 
      長期滞在型ワーキングホリデーの旅                 ＜１人＞ 

きずなタイプ 「ビーチ」＋「人とのつながり」 
例１：あたたかい風につつまれた静かな夜のビーチで南十字星を見る星の降る海で天体観測の旅    

＜カップル＞ 

例２：沖縄のきれいなビーチを眺めながら仲間とワイワイ過ごす 

               夏の定番ビーチパーティでBBQ合コンツアー    ＜仲間＞ 

例３：とっておきの景色に出会うビーチめぐりと ひと足早く１月に咲く沖縄の桜めぐり 

    離島一周海岸線ドライブの旅                     ＜女友達＞ 

自分軸タイプ 「浜辺の景色」＋「贅沢な時間」 
例１：まっすぐな水平線に沈む大きな夕日を浜辺でのんびり眺めながら 
    何もしない自分だけの贅沢な時間を過ごす旅              ＜カップル＞ 
例２：空・海・自然が広がる沖縄のコントラストのはっきりした色彩豊かな景色を 
    １日中好きなだけ写真を撮って過ごすツアー              ＜同性二人＞ 
例３：青く澄んだ透明度の高い沖縄の海だから初めてでも安心 
         サンゴや熱帯魚と出会うダイビングライセンス取得ツアー    ＜女友達＞ 

普通タイプ 「イルカ・美ら海水族館」＋「沖縄料理」 
例１：海の生き物に癒される イルカやジンベエザメに出会える海の生き物ツアー 

    夕食は三線を聴きながら沖縄料理or石垣牛やアグー豚を楽しもう  ＜カップル＞＜女友達＞ 

自分で旅をつくれるから、
沖縄の楽しみ方を提案 

いろいろなシチュエーショ
ンを設定してあげる 

贅沢感・特別感を演出し
てあげる 

沖縄のイメージアップを
図る王道スタイル 

 Ⅳ．若年層の沖縄旅行促進方策 
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 ７．若年層市場開拓事業 検討委員会からのご提案 

 Ⅳ．若年層の沖縄旅行促進方策 

【ターゲット】 

沖縄未経験・旅行意欲ありの若者 

①「初めての沖縄」 

 モニターツアー 

⑦沖縄ファンづくり 

●沖縄ナビゲーターによる
東京などでの沖縄観光
紹介 

●モニターさんの同窓会開
催・ツアー企画 

「初めての沖縄」 

情報ポータルサイト 

③「初めての沖縄」思い出アルバム 

●モニターの体験談・写真をアップ 

④「初めての沖縄」動画紹介 

●沖縄ナビゲーターやスポットガイドのサ
ポートを疑似体験できる動画 

⑤沖縄ナビゲーター（観光コンシェルジュ）による「初めての沖縄」の
過ごし方提案・サポート 

②モバイルコンテンツ
の旅 実証実験 

●新たな旅の楽しみ方 

着地側での企画づくり 発地側への情報発信 

⑥観光関連事業者によ
る情報発信 

●各事業者による未経験
者向け情報発信 

「初めての沖縄」 応援プロジェクト 

経験者が未経験者を誘っ
て参加するモニターツアー 

経験者が未経験者を誘っ
て参加するモニターツアー 
経験者が未経験者を誘っ
て参加するモニターツアー 
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