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３－１ ニューツーリズム旅行商品企画・造成 

（１）地域資源の活用に向けたポイント

◆日本の歴史文化、日本人の精神を感じることができる資源・体験は、国籍を問わず外

国人旅行者の関心が高い。 

 ・国籍を問わず外国人旅行者は、日本の歴史文化、日本人の精神を感じることができ

る資源・体験に対する興味を持っている。しかし、日本の歴史文化の知識がないため

により詳しい説明や多言語による説明が必要になる。

・ツアーの参加者の中には神社の鳥居や社殿に興味を示される方も多かった。また、

社寺仏閣などの外観を見る機会はあっても、社殿や本堂の中に入る機会は少ないため、

中に入ることも貴重な経験となる。 

第３章 外国人旅行者向け 
ニューツーリズム推進に向けたポイントの解説 

【事例】『六甲山で紅葉と夜景満喫の 2日間』（兵庫県神戸市） 

＜実施主体によるツアーのポイント＞ 

・六甲山ならではの魅力である眺望（夜景）と秋の自然を満喫していただくため、紅

葉ガイドと夜景鑑賞ハイキングを実施する。また、日本文化体験として、摩耶山天

上寺で坐禅瞑想体験も行い、心身ともに六甲山の秋を満喫していただくツアー。 

摩耶山天上寺での坐禅瞑想体験 

＜参加者の評価＞ 

・スピリチュアルな場所ですごくいい体験ができ 

た。いろんな瞑想の方法を紹介してもらったのが 

とても良かった。ただし、通訳ではなく、ダイレクトに英語による説明があればなお 

良いと思う。 

・他ではなかなか体験できない日本文化を体験でき、坐禅も様々な形式があり普段と

は異なる日本の心を感じることができた。 



26 

◆日本では徐々に浸透しつつあるニューツーリズムのテーマでも、外国人には違和感な

く受け入れられるものもある。 

・エコツーリズム・ジオツーリズムなど、日本では徐々に浸透しつつあるニューツー

リズムのテーマでも外国人には違和感なく受け入れられるテーマである。

・参加者の中には自国でジオパークに行ったことがあるので、ジオパークに興味を持

って参加したという声も聞かれた。

【事例】『「自然遺産・歴史遺産」人類の営みに触れる旅』（北海道洞爺・登別） 

＜実施主体によるツアーのポイント＞ 

・活動が盛んな火山に近接する場所でこれほど多くの人々が暮らす地域は世界でも稀

であり、火山と人間との関わりや、火山活動に起因する壮大なスケールの自然景観

などを体感できる。また、この火山がもたらした恵みのもとに発展した先住民族の

生活や歴史を知ることができる。 

＜ターゲット選定理由＞ 

・日本の自然・文化に対する関心の高いヨーロッパ系外国人を対象に、本圏域が世界

に誇る「火山文化や先住民文化」を体験・学習してもらい、両文化に関わるコンテ

ンツへのニーズの把握と、魅力度および集客力のさらなる向上へ向けた受入環境の

課題を把握し、ヨーロッパ発旅行客の増加を目指す。 

・世界ジオパークはヨーロッパにおいて 43地域登録されており、ヨーロッパでの地質

遺産に対する関心は高い。アイヌ文化に関しても、ヨーロッパでは早くから関心が

高く、文献によるとヨーロッパ内 40カ所以上の博物館にアイヌ関係の資料が保管さ

れている。 

洞爺湖有珠山ジオパーク ガイド付き西山火口の散策 

＜参加者の評価＞ 

・自国（カナダ）でジオパークに行ったことがあったので、ジオパークに興味を持っ

た。 
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◆日本人向けに実施しているニューツーリズムの内容でも十分に楽しんでいただくこと

ができる。 

 ・「外国人向け」と位置付けたものを新たに作るのではなく、地域資源を活かした既存

のプログラムのアレンジやガイド内容の見直しなどで十分に楽しんでいただくことが

できる。地域に存在する素材や商品の魅力を外国人旅行者にわかりやすく伝えること

で興味を惹くことが可能である。そのため、各事業者の適切な説明・案内やおもてな

しの心が重要である。

【事例】『「農・水・畜・ものづくり」産業 食べて学んで体験する 秋を満喫ツア

ー』（北海道登別市） 

＜実施主体によるツアーのポイント＞ 

・中国に絶大な人気を誇る「本物」「高品質」「安全」な道産品食材を産する本圏域の

農・水・畜産業の豊富な体験メニューや秋の味覚を体験してもらう。また、ものづ

くりのまち室蘭での「ボルタ製作体験」や、日本の伝統の技「日本刀の製作実演」

の見学など、ものづくりの文化を満喫してもらう。 

＜参加者の評価＞ 

・農業体験では、田んぼや農機具の見学もつけるべき。中国と日本の農場の違いを解

説して、日本の優れている点を強調する。体験項目を増やすと良い。（中国） 
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◆地域の生活やその土地ならではの営みの中で、地域の人々と素朴な交流をすることは

大きな魅力となる。

 ・日本にいても普段は触れることのできない体験（農家民泊・農業体験）は外国人に

とって日本の風土・文化に直接触れることができる機会である。地域の生活文化を体

験するプログラムなどでは、事業者本人による説明や地元の人々と触れ合う機会・交

流する機会を設けることで、より地域の生活文化のリアル感が伝わる。

【事例】『鳥羽で体感！森は海の恋人ツアー』（三重県鳥羽市） 

＜実施主体によるツアーのポイント＞ 

・潮騒の音を聞きながらの森歩きと鳥羽ならではの離島体験や、海女小屋体験が五感

で楽しめる。全体的に海洋立国を体感することをテーマとして、海女文化だけでは

なく、ツアー全体を通して素朴で奥深い海洋民族としての日本人の側面に触れるツ

アーは日本へのリピーターに新たな感動を生み出すことができる。 

・また、地元の複数のガイド団体や、海女さんなどの住民と直接関わることにより、

その人たちの地域への思いが伝わり地元商品の付加価値向上効果も見込める。 

海女小屋体験 

参加者は、海女さんの話を真剣に聞いて

いた。最後は記念写真を取り、楽しそう

に海女さんと触れ合っていた。 

路地裏つまみ食いツアー 

答志島のまちなみや島の人々の生活

に興味を示していた。 
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▲日本らしいコンテンツも重要であるが、世界中で愛好者がいる趣味・スポーツをテー

マとすることも地域の魅力を伝える・外国人旅行者を集客する上で有効である。 

 ・外国人向けの旅行商品の場合、多くは日本の歴史文化に関するコンテンツに偏る傾

向がある。しかし、世界中で愛好者がいる趣味、スポーツをテーマとすることも外国

人旅行者への魅力となる。例えば登山やサイクリングを趣味とする人は趣味を楽しむ

フィールドとして旅行先を求める。また、参加者の自国の同好会などを通じて口コミ

で広がる可能性が高い。ただし、趣味やスポーツをテーマとした場合は、それ以外に

関する興味は薄く、他の観光や体験は最小限にとどめることが必要である。

【事例】『サイクリング＆カヤックで、日本の海岸・森・観光地・温泉まで、一気に

体験！「皆生・大山エキサイティングツアー」』（鳥取県米子市） 

＜実施主体によるツアーのポイント＞ 

・鳥取県から世界に繋がるアクセス（空路・海路）を活用して、地元の魅力（自然・

文化歴史・食・温泉）の体験プログラムを提供し、次回の再来と滞在を引き出すア

タックツアーとし、世界的に健康志向が高まる中、スポーツ（サイクリングとシー

カヤック等）とスリミングステイ（健康食＋脂肪燃焼温泉＋エコツアー）プログラ

ムを通して、しっかりと体感出来る内容としたこと。 

＜参加者の評価＞ 

・サイクルコースがとても良いことから、同じ同好会の人たちに勧めたい。交通量が

多くなく、アップダウンが多いことから訓練にもなる。（韓国） 

・周りの友人がサイクリングが好きなので、特にツアーに興味がある友達に是非紹介

したい。（韓国） 

・韓国には今回のコースのような景色がないし、特に、サイクリングに快適な環境（運

転者たちに気を使ってもらえる）がとても魅力的。（韓国） 

ぐるっと大山～天空の道 （走行距離：107Km 最大標高差：約 1000m） 
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（２）体験プログラムの構築に向けたポイント

◆自らが体験することにより、理解が深まるとともに愛着や品質への安心感から関連商

品の購入につながる。

 ・見たこと・食べたことがないような商品の製造や収穫の体験、製造工程を見学によ

り、自らが商品への理解を深めることで、愛着や品質への安心感をもたらし商品の購

入につながる。

【事例】『富士山の恵みを体験』（静岡県富士市） 

＜実施主体によるツアーのポイント＞ 

・水をテーマにして、今回の行程は富士山に降った雨が富士地域の産業を興し、富士

川からしらすが採れる駿河湾に流れるストーリーを商品化した。富士登山は、一般

的に体力や事前準備（装備等）が必要となるため、外国人観光客にも気軽に富士登

山体験ができる宝永火口トレッキング。富士市大渕の農家にある「茶畑レストラン」

で、地元食材のみを使ったランチの提供。富士山を一望できる茶畑で、お茶摘み体

験を行い、お茶づくりを楽しむ。夕食は、食材が豊富な駿河湾の幸が味わえる外国

人に人気の寿司。翌朝は、地元の田子の浦港で揚がったしらすをテーマに、茹で上

げた熱々の釜揚げしらすの工場見学と試食。また、地元の水を使った十割豆腐の製

造工程の見学と体験。午後は、富士山の水が流れ込む富士川で、富士山を眺めなが

らのラフティング体験。 

＜実施主体の評価＞ 

・おしゃれなカフェで、初めてのお茶摘みと、初めてのほうじ茶づくりの体験。各参

加者が自国のお茶や飲み物と比較しながら、談笑する姿が見られた。また、自らが

お茶摘みを体験したことで、愛着や品質への安心感からか、お土産を買い求める参

加者が多くいた。 

・豆腐を切り、水槽からすくいあげる作業に興味 

を示し、各自積極的に体験に参加していた。お 

茶摘体験同様、自らの五感を使っての体験をし 

たことにより、関連製品をお土産として買い求 

める参加者が多かった。 
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◆体を動かす体験は言葉が通じなくても、動作で説明ができるため、外国人旅行者でも

十分に楽しむことができる。 

 ・体験プログラムを効率よく安全に行うためには、事業者や専門家による作り方や作

業の解説が必要になる。実際に見せながら説明することも可能であるが、複雑な工程

になると解説が必要になる。しかし、体を動かす単純な体験であれば、動作を見せる

だけで理解してもらえることもあるため、外国人旅行者でも気軽に体験することが可

能となる。

●危険が伴うアクティビティや体験を提供する場合や農家民泊のように分宿を伴う場合

は緊急時の対応を万全にしておくことが必要である。 

・ラフティングや登山などの危険を伴うアクティビティを提供する際は、事前に安全

に関するマニュアルの説明を行っても、実際のフィールドでは予期せぬ危険（緊急事

態）が発生することがある。その際に日本語が通じない外国人に対して緊急時の対応

を伝えるための対応を万全にしておくことが重要である。訪日外国人旅行者の場合は、

予め任意の旅行保険への加入を促すことも必要となる。

・農家民泊のように分宿等ですべてのグループに通訳案内士が付かない場合は、日常

の交流レベルではコミュニケーションが取れる場合でも、緊急時には十分に意思疎通

ができない可能性も高い。そのため、緊急時の連絡体制を整えておくことが重要であ

る。

【事例】『鳥羽で体感！森は海の恋人ツアー』（三重県鳥羽市） 

＜プログラム内容・実施主体の評価＞ 

・森と海は恋人プログラム～牡蠣～（孝志丸・海島遊民くらぶ） 

  薪割り体験では、みんなで楽しく体験することがで 

きた。そして薪割りのような体を動かす体験は言葉が 

通じなくても動作で説明ができるため、外国人旅行者 

も十分に楽しめるということがわかった。 

【事例】『富士山の恵みを体験』（静岡県富士市） 

＜体験メニューでの課題対応＞ 

・ラフティングで乗船前、乗船中（緊急時も想定して） 

に外国語で説明ができるよう、英語が話せるスタッフ 

が同乗した。 
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●旅行者が自ら体験して作った作品や商品などは、旅行中に完成して持ち帰りができる

ことが望ましい。 

・陶芸体験のように当日作品や商品を渡すことができない体験の場合、日本人向けで

あれば、後日自宅へ作品や商品を郵送する対応が可能となるが、海外からの外国人旅

行者に対して後日郵送の対応は不可能ではないが、コストが増加する要因となる。そ

のため、最後の仕上げ段階の体験など当日作品や商品を渡すことができるように配慮

することが必要となる。

【事例】『蔵のまち半田と陶芸の常滑、海の幸満喫の知多半島を巡る旅』 

（愛知県半田市・常滑市・南知多町） 

＜実施主体によるツアーのポイント＞ 

・知多半島ならではの醸造発酵（ミツカン酢の里、国盛酒の文化館）や、蔵のまち半

田の散策、常滑の陶芸等のものづくり文化に触れ、作陶体験などを通じて日本独特

の魅力的な文化を体感していただき、地元で獲れたての新鮮な海の幸料理を満喫し

ていただく。 

＜実施主体の評価＞ 

 ・陶芸体験、干物づくり体験共に、当日お客様にお渡しできないため、後日郵送が必

要となることから海外からの外国人への対応が難しいことが課題として挙げられ

る。 
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（３）旅行商品の行程作成に向けたポイント

◆集客力の高いエリアや観光スポット（コンテンツ）と組み合わせたコース設定が重要

である。 

 ・ニューツーリズムや着地型旅行商品では、地域側の思い入れが前面にでてしまい、

消費者のニーズと合わないということが無いように、旅行者側の旅行行動・傾向を反

映した商品内容にすることが重要である。特に、訪日外国人向けのツアーを考慮した

場合、複数市町村・地域の訪問を希望することが多いので、広域での行程を考えるこ

とが重要である。また、世界遺産や温泉などの訪日旅行の看板メニューと地元密着体

験プランを組み合わせた旅行商品は、集客に効果的と考えられる。

【事例】『宇治茶歴史街道「文化的景観茶畑の道」』（京都府和束町） 

＜実施主体によるツアーのポイント＞ 

・お茶の原点である産地を見て、「自然の恵みと生産者（先人）の知恵」を体感してい

ただくことで、日本文化の神髄とも言える茶文化＝おもてなし文化の奥深さをさら

に感じて頂く機会となる。また、ツアーの前段では、生業の茶畑見学、茶の伝統技

法や日本の歴史を体験、ツアーの後半では、茶道体験・清水焼の窯元を訪ね、ホテ

ルのシェフが地産（京野菜と和束茶）の材料による料理でもてなし五感で味わうお

茶の旅である。 

＜ツアー行程＞ 

１日目 

  京都駅出発―清水焼の郷（工房見学・絵付け体験）－万福寺（参拝・煎茶道体験・

普茶料理で昼食）－お茶の産地和束町―京都府景観資産見学―パワースポット見学

（安積親王陵墓・八坂大杉）－和束茶カフェ（美味しいお茶の淹れ方・お土産購入）

－京都ホテルオークラ―お茶を使ったディナー 

２日目（１８日） 

 ホテル朝食後、自由解散 

＜実施主体の評価＞ 

・集客を考えると、奈良や京都あるいは大阪といった周辺の観光地を上手く取り入れ

たコース設定が良いのではと考える。今後は、地元だけでは内容が脆弱になるとい

う課題解決に向け、和束町周辺の奈良・京都・大阪といった国際文化都市との連携

を推進し、ツアー内容の充実に努める。 
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【事例】『「ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン」三つ星獲得記念！みかん狩り

（農事）体験＆世界遺産熊野古道を歩く癒しと蘇りツアー』 

（和歌山県田辺市） 

＜ツアー行程＞ 

 １日目 

新大阪駅→貸切バス→田辺着→昼食→田辺市街地内ガイド付ウォーク→秋津野ガ

ルテンへ送迎（秋津野ガルテンでの農泊説明）→農民泊先のホストファミリーによ

る送迎（各宿泊先へ）→夕食：各民泊先にて 

2 日目 

各民泊先にて農作業体験→秋津野ガルテンへ送迎→昼食（民泊受入先（ホストフ

ァミリー）の方も参加）→滝尻王子（"熊野古道館見学、滝尻王子見学）→川湯温泉 

宿泊 

3 日目 

川湯温泉→発心門王子（古道ウォーク：発心門王子～本宮大社）→本宮大社・大

斎原参拝→昼食→湯の峰温泉→新大阪駅着 

＜ツアーを実施するために工夫したポイント＞ 

・有名な部分（集客力の強い熊野古道）と農家民泊を組み合わせたツアーとして、外

国人へ農家民泊の販路開拓の一環とした。 
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●ツアーや体験プログラムの集合場所はわかりやすく、アクセスが容易であることが重

要である。 

・外国人の場合、地理に不案内である可能性も高いため、集合場所はわかりやすい場

所に設定し、明確に伝えることが必要である。特に、個人旅行者が地域の体験プログ

ラムを利用する場合には集合場所までのアクセスが容易であること、わかりやすいこ

とが重要である。

・外国人向けに販売されている「ジャパンレールパス」と地域の特性を活かした着地

型旅行商品をつなげることで、国内のアクセスの費用負担が少なくなるといった意見

も聞かれた（インド）。

【事例】『「鯉のいる街、蔵の街」 栃木で自然と歴史、日本人の生活にふれる旅』 

（栃木県栃木市） 

＜実施主体によるツアーのポイント＞ 

・日本の自然（太平山）、歴史的街並み（蔵の街）、そして地元の人とふれ合いながら

（巴波川遊覧船）、日本人の生活や文化が体験できる（金魚の湯）。 

＜実施主体の評価＞ 

・今回のツアーでは、駅から貸切バスで太平山まで向かった。またボランティアガイ

ドおよび通訳案内士もいたので、参加者は迷うことなく目的の観光地まで向かう事

ができたが、貸切バスではなく、ガイドがいない場合は今回のツアーのように効率

良く見学いただく事は非常に難しい。 

・改善ポイントとして、栃木駅からの２次交通の多言語化を実施し、栃木駅の案内看

板、観光案内所で配るパンフレットの多言語化をはかる。加えて、栃木駅から太平

山、そして蔵の街へ巡回する栃木市観光周遊バスを走らせるなどして、観光客の利

便性を高めたい。 
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●プログラムによっては天候により実施が不可能になることもある。そのため、天候不

良等で予定していたプログラムを実施できないときの代替プログラム、予備コースを

用意しておくことが必要である。 

  ・外国人向けニューツーリズムに限らないが、旅行商品の行程で屋外での見学・体験

プログラムを組み込む場合には、当日の天候等で中止になる可能性もある。そのた

め、屋外での見学、体験プログラムを組み込んでいる場合には、予定通り実施でき

ない場合を想定した代替案を用意しておき、スケジュールを柔軟に変更することも

必要である。

【事例】『アジアの森 プロジェクト（Project of ASIA Forest )』（宮崎県五ヶ瀬町） 

＜実施主体の評価＞ 

体験を、十分に満足感を持って体感してもらうには、自然が相手であり天候に大きく左

右されることになる。荒天の場合の対策として、会議室を確保し資料やパワーポイント

を活用することで森林の役割や森林との共生、今後の取り組み等説明の場を予備として

セットした。農作業体験については、農業ハウス等を活用した体験や地域にある木工や

クラフト、豆腐つくりなどを雨天時の対応策とした。 
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▲旅行商品には見学するだけでなく体験プログラムがあると旅行者の興味や満足度が高

まる。 

  ・ツアーの時間の制約などから時間を要する体験プログラムを組み込まず風光明媚な

景観や地域資源の見学を中心に効率よく地域の資源を堪能してもらう行程を組むこと

もあるが、体験プログラムを組み込むことで、より地域の文化・産業に対する理解が

深まる。また、旅行者同士が団結・協力して行う体験やアクティビティを組み込むこ

とにより、旅行者同士の交流が生まれる。

・見学が中心のツアー参加者からは、「自らが体を動かし体験するという点が少なかっ

た」といった意見があげられた。地域内の見学だけでなく旅行者自らが体験する時間

を設けることも必要である。

【事例】『伝説・伝承に彩られた「日本の原風景・ほんものの田舎」を巡る旅』 

（徳島県三好市） 

＜実施主体によるツアーのポイント＞ 

・平家伝説、妖怪伝承など地域の自然、暮らしと結びついた伝説伝承の地を巡り、重

要伝統的建造物群保存地区や重要文化財などに指定された、独特の景観や歴史的建

造物などをガイドとともに巡る。 

＜参加者の評価＞ 

・今回は時間的な制約もあり、体験メニューをほとんど行程に加えることが出来なか

ったが、参加者から「体験メニューがあると、もっとよかった。」という意見がツア

ー催行中に寄せられた。 

＜実施主体の評価＞ 

・参加者からの意見から「体験メニュー」について触れられたが、総花的に観光地を

周遊するだけでなく、まとまった時間を確保し、メインとなる体験メニューも必要

であると感じた。 
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▲類似する体験プログラムや見学スポットを一つの旅行に入れると、日本人の視点では

異なっていても外国人には重複していると感じられることもある。 

  ・類似する体験プログラム、施設見学は、日本人の視点では異なる体験、見学内容で

あっても外国人の視点からは同じ内容として捉えられてしまう可能性がある。

・参加者からは、酒蔵見学とお酢の醸造所は同じような内容で捉えていたり（韓国）、

樹木が中心の植物園と高山植物園は同じように捉えられており（中国・ドイツ）、どち

らか一方で十分であるといった意見があげられた。

【事例】『六甲山で紅葉と夜景満喫の 2日間』（兵庫県神戸市） 

＜ツアー行程＞ 

１日目 

 新神戸駅集合→（バス）→神戸市立森林植物園（紅葉ガイド付き散策）→（バス）

→掬星台からの眺望見学 →（バス）→ 六甲山ホテル着（チェックイン）→ 

ナイトハイク（山の中をガイド付きでハイキング）→六甲ガーデンテラス→ 

ガーデンテラス内展望台「六甲枝垂れ」にて、ガイド付き夜景鑑賞→（バス） 

→六甲山ホテル 

２日目 

ホテル発→（バス）→摩耶山天上寺（坐禅・下座行体験）→（バス）→ 

六甲ガーデンテラスでランチ→（バス）→六甲高山植物園（植物ガイド付き散策）

→（バス）→六甲ケーブル山上駅（ケーブルカー巻上の仕組見学）→（ケーブル）

→六甲ケーブル下駅・解散 

＜参加者の評価＞ 

・植物園は一つ行けばいい。二つも行くのはつまらない。 

・勧める点：植物園。六甲山ホテルでの素晴らしい眺めの夕食。古い仏教寺院での瞑

想体験。お勧めできない点：ナイトハイクは短すぎた。長くしてほしい。短時間の

滞在だった六甲ガーデンテラス（2か所目の植物園のため）。 

神戸市立森林植物園での園内ガイド    六甲高山植物園での園内ガイド 
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【事例】『蔵のまち半田と陶芸の常滑、海の幸満喫の知多半島を巡る旅』 

（愛知県半田市・常滑市・南知多町） 

＜ツアーの行程＞ 

１日目 

ＪＲ名古屋駅（太閤口）集合→ＩＮＡＸライブミュージアム＜タイルや焼き物の歴

史・文化を楽しく見学＞→やきもの散歩道散策＜常滑焼の歴史を伝える空間を散策

＞→昼食＜地元食材や器にこだわった昼食＞→常滑焼「まるふく陶芸教室」＜手回

しロクロで手びねり体験＞→南知多・師崎港発＜高速船（名鉄海上観光船）でタコ

とフグの島、日間賀島へ＞→日間賀島・東港着 ※宿泊 

２日目  

日間賀島＜タコの干物づくり体験＞→日間賀島・西港発→＜高速船（名鉄海上観光

船）で師崎へ＞→師崎漁港朝市＜地元でとれたてのお魚等のショッピング＞→昼食

＜新鮮な海の幸を使った寿司御膳＞→ミツカン酢の里＜日本で唯一のお酢の総合

博物館を見学＞→蔵のまち半田散策 ＜江戸時代にタイムスリップしたような町並

みを散策＞→国盛酒の文化館＜お酒の試飲＞→ＪＲ名古屋駅着 

＜参加者の評価＞ 

・陶芸、タコの干物作りは楽しかった。食べ物はおいしかったけど、魚類ばかりで他

のものも食べたくなった。試食は楽しかった。お酢とお酒の工場は、両方行かなく

てもいいと思う。 

ミツカン酢の里             国盛酒の文化館 
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３－２ 旅行商品化に向けた体制・オペレーション（ツアー催行）の対応

（１）予約の受付、事前対応のポイント

●異なる文化や習俗（食事、入浴等）に対する適切な配慮をするため、事前に参加者の

情報の収集が重要である。

・外国人旅行者の中には食事に関してベジタリアンだけでなく、アレルギーや宗教上

の食事制限もあるため、事前に参加者から食事に関する制限に関する情報を把握して

おくことが重要である。参加者の中には生ものや魚介類が合わなかったといた意見や

食事の内容についてどのようなものが出るのか事前に情報があれば良いとの意見があ

げられた。地域側としては、地元の食を提供したいとの意向があるが、和食に慣れて

いない人への配慮も必要である。

＜参考＞「多様な食文化・食習慣を有する外国人客への対応マニュアル」（観光庁）

http://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/sangyou/taiou_manual.html 

●気象条件や温度差を考慮して予め防寒対策などの事前の情報提供・受け入れ側での準

備が必要である。

  ・外国人旅行者は、日本の地域別の気候や温度差に対して十分に理解していない可能

性がある。また、旅行の行程を事前に伝えても訪問先がどのような場所なのか認識が

不足していることも想定される。特にメインが都市部への観光でも行程中で山間部へ

移動する場合など寒暖の差がある場合は事前に防寒対策などの情報提供、受け入れ側

で防寒対策を準備しておくことが必要である。

【事例】『ふかうら雪人参収穫体験』（青森県深浦町） 

＜ツアーで直面した課題・対応＞ 

 雪の中から掘り起こす人参の収穫体験は、とても喜ばれるが、参加者（韓国 5/中国 3/

ベトナム 2）の雪に対しての防寒意識が低かった。そのため、急遽、施設側で長靴や防

寒着を用意した。お客様は、防寒着を全く持っていないものとして想定しておく必要が

ある。 
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●外国と習慣（規制等も含む）が異なるものは、事故を防ぐために事前に詳細な説明が

必要である。 

 ・国によって習慣（規制）が異なる場合、自国の習慣で対応してしまうことが考えら

れる。道路の通行のように、国により左側、右側走行が異なる場合、自国と同じ習慣

で走行すると事故を招く危険性が高い。サイクリングなど公道を使用するツアーの場

合は、事前に「日本の公道の走り方や道路標識」に関する簡単な解説書などを用いて

参加者に伝えておく必要がある。

【事例】『サイクリング＆カヤックで、日本の海岸・森・観光地・温泉まで、一気に

体験！「皆生・大山エキサイティングツアー」』（鳥取県米子市） 

＜実施主体によるツアーのポイント＞ 

・鳥取県から世界に繋がるアクセス（空路・海路）を活用して、地元の魅力（自然・

文化歴史・食・温泉）の体験プログラムを提供し、次回の再来と滞在を引き出すア

タックツアーとし、世界的に健康志向が高まる中、スポーツ（サイクリングとシー

カヤック等）とスリミングステイ（健康食＋脂肪燃焼温泉＋エコツアー）プログラ

ムを通して、しっかりと体感出来る内容としたこと。 

＜参加者の評価＞ 

・韓国と逆で、車が左車線を走ることを知らなかったため、サイクリングでは非常に

気を使った。事前知識として教えてもらえば心構えができたかもしれない。 

・韓国にはこのような規模と景色がないし、特に、サイクリングに快適な環境（運転

者たちに気を使ってもらえる）がとても魅力的。 

・サイクリングロードの道路表示などをしてもらえば、さらに良いと思う。 

＜実施主体の評価＞ 

 ・サイクリングにおいて、多くの外国とは車線が反対となることから、「日本の走り方」

的な簡単な解説書が事前に必要である。 
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【事例】『冬の白神山地・十二湖で雪遊び＆かんじきトレッキング』（青森県深浦町） 

＜ツアーの申し込み・問い合わせのポイント＞ 

・申し込み、問い合わせ窓口は、主催旅行会社に一本化し、受け入れ事業者に申し込

みがあった場合も、主催旅行会社へ誘導した。 

雪の家作り        棒パン作り      かんじきトレッキング 

▲インターネット、メールによる予約受付の体制の構築が必要である。

  ・ツアーの予約方法としてインターネット、メールが比較的多い結果となった。外国

人の場合、言語の壁があるため、電話による予約だけでは申し込みに抵抗を持つ人が

多いことが想定される。インターネット、メールによる旅行商品の予約体制を構築す

ることが必要である。

  ・地域のだけで言語対応が難しい場合は、予約の受付、出発前の参加者への確認など

を行うために外国語対応スタッフのいる旅行会社と連携することも必要である。

＜実施体制の体系図＞ 

深浦町観光課 

    （アドバイス） 

     （企画）       （商品作成・募集）      

アオーネ白神十二湖     JTB 東北青森支店     参加者 

  （受入）          （手配）       （申込） 

      （翻訳） 

青森県観光連盟 
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（２）現地ガイド（通訳案内士）のポイント

●外国人旅行者の属性や参加形態に合わせて、言語対応やガイド人数の検討が必要であ

る。

・外国人旅行者は自由行動を好み、ガイドによる案内中もばらばらに行動する傾向が

ある。一方で、特定の客だけに話をしてグループ全体を見ていなかったといった声も

聞かれた。１団体１名で対応するだけでなく、小グループに分けてガイドをする方法

も考えられるため、ガイドの人数の検討が必要である。また、複数の国籍の旅行者が

集まる場合は英語による対応だけでなく、可能な限り参加者の言語に合わせたガイド

がいるとよい。

●外国人旅行者へのガイドは、現地に詳しいだけでなく日本の歴史文化に対する一般的

な知識も求められる。 

・外国人旅行者は、日本人にとっては常識で気に留めないような事柄（例えば：神社

の鳥居や社殿など）に興味を示される方も多かった。外国人旅行者へのガイドを行う

場合は、日本の歴史文化全体に関する質問も多いので、現地のことに詳しいだけでは

対応できないことも多い。

【事例】『鳥羽で体感！森は海の恋人ツアー』（三重県鳥羽市） 

＜プログラム内容・実施主体の評価＞ 

・鳥羽の台所つまみ食いウォーキング（海島遊民くらぶ） 

参加者 10 名・通訳案内士１名を１グループとし、２グループに分かれて活動し

た。少人数で行うことで、よりきめ細かな対応と質問等への回答をすることができ

た。また、鳥羽の歴史について解説する部分では参加者の関心が高かった。つまみ

食いの部分では、旬の食材を楽しむとともに地元住民とのふれあいも楽しんでいた。

このプログラムはガイドや地元住民との会話のやり取りが中心となるため、言語面

の受入体制の強化が課題だと感じた。 

鳥羽の台所つまみ食いウォーキング

鳥羽の旬の食材を楽しみ、歴史に興味

を示していた。
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●神社仏閣、史跡などについて解説する場合は、歴史背景を知らない前提で説明をする

ことが必要となる。 

・神社仏閣、史跡などの観光名所を外国語で案内するだけではなく、背景や歴史など

を掘り下げて解説することが望ましい。特に外国人の方は日本の歴史文化に対する知

識がないこともあるため、詳しく説明することが重要である。外国人向けの案内の工

夫として、参加者の国との関係や、参加者の国の文化との比較などを交えて解説する

と理解が深まりやすい。

【事例】『感動！伊勢志摩  杜の国 海女の国文化体験ツアー』（愛知県/三重県） 

＜実施主体によるツアーのポイント＞ 

・伊勢神宮という日本人にとってもっとも重要な神をまつる神宮を紹介することで、

日本人の精神性などを理解できること、また当地域の重要な生活文化である海女文

化を通じ、日本古来からの生活文化に触れられることなど 

＜実施主体の評価＞ 

・ツアーに参加した外国人旅行者からは総じて高い評価を受けた。特に、海女の実演

（ミキモト真珠島）、海女小屋体験など海女文化に関するメニューと景観や新鮮な海

の幸を使った食事、宿泊施設などは評価が高かった。伊勢神宮については、もとも

との日本文化に対する知識や興味によって評価が分かれることになった。 

＜参加者の評価＞ 

・海女の実演：彼女たちの素晴らしい技術を 

間近で見られたから。鳥羽シーサイドホテ 

ル：環境もよく、居心地がいい。海も見られ、 

温泉もあり、食事もおいしい。 

・海女小屋体験：海女の文化を体験でき、現地の 

人々の心情を理解できた。美味しい海鮮を 

味わえた。 

・お勧めできないものは、伊勢神宮：日本語本文化がわからない外国人には理解でき

ない。（中国） 
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▲地域固有の文化への理解が必要な解説や専門的知識に基づく自然の解説を行うために、

外国語を話せるガイドの育成が重要である。 

・報酬を得て日本語以外のガイドを行う場合には、通訳案内士の資格が必要となるが、

ニューツーリズムのガイド（特にジオパーク、エコツーリズム、文化観光）の中には、

解説に専門用語があり、かつ背景を知っておくことが必要なため、外国語を直接話せ

るように通訳案内士の資格を持った専門ガイドの育成が重要である。

・現地ガイドと通訳案内士が連携してガイドを行う場合は、事前に打ち合わせを十分

に行い、互いの役割やプログラムの意図などを共有しておくことが重要である。

▲ガイドは、一方的に話（解説）をするだけではなく、わかりやすく伝えるための工夫

が必要である。

・現地のガイドを行うときに話だけでは理解しづらいことも多い。そのため模型、図

（絵）、写真などを活用して話を理解してもらうための工夫が必要である。また、時

折ジョークなどを混ぜながら、参加者を和ませることも重要である。

【事例】『「自然遺産・歴史遺産」人類の営みに触れる旅』（北海道洞爺町・登別市） 

＜現地ガイドの評価のポイント＞ 

・洞爺湖有珠山ジオパークのガイド付き西山火口の散策では、ガイドがオリジナルな

説明用の図を用いて有珠山の噴火のメカニズムを説明する工夫が見られた。 
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◆音声ガイドにより地域資源の多言語での解説が容易になるが、音声ガイドの活用の方

法、現地までのアクセスなどを十分に説明することが必要である。

  ・音声ガイドを活用することで、多言語でのガイドが容易になるが、音声ガイドの貸

し出し場所を事前に案内しても現地の地理に不案内であれば機材を借りることがで

きない。また、音声ガイドの機材の利用方法が複雑だと利用することができない。

また、音声ガイドを活用して自由に回遊してもらう場合は、各地域資源や施設まで

のアクセスなどに関する情報を整備しておく必要がある。

【事例】『フリープラン 世界遺産 高野山１／２日』（和歌山県高野町） 

＜実施主体によるツアーのポイント＞ 

・地域ならではの魅力を深める為には、ガイドによる説明があるのがベストであるが、

費用面でかなり割高になってしまう。価格を控えめにした地域の魅力を伝える為の

手法の構築を目的としてツアーを実施した。 

＜直面した課題＞ 

・初めての地域（スポット）で音声ガイドを使用した際、案内スポットと音声ガイド

のリンクが分かりにくかった。 

・ガイドが同行しないため、京都、大阪などからア 

プローチしようと思うと外国人には乗り換えの難 

しさある。高野山まで及び山内のアプローチに関 

する案内が不足していた。 
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（３）宿泊施設・食事のポイント

●参加者の好みや習慣・宗教に合った食事がとれるように、食事の選択肢を提供すると

良い。 

 ・参加者からは和食が多く食事が合わなかった、地域の食を提供する場合は一品だけ

でよい、夕食の量が多かったなど食事に関する意見が多くあげられた。外国人旅行者

にはアレルギー対応だけではなく、食事制限のある人もいるため、食事に選択肢があ

ることも重要である。

・宿泊施設は B＆B 型とし、夕食は地域の飲食施設と連携して食事を提供するという方

法も考えられる。参加者が好みに応じた食事を楽しめるだけではなく、地域の飲食施

設にとっても経済的な効果が生まれる。一方で宿泊施設周辺の飲食施設の閉店時間が

早すぎるとの声もあげられた。

＜参考＞「訪日外国人観光案内基本マニュアル（訪日外国人受入接遇教本）」（観光庁）

http://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/kokusai/setsugu.html

●日本の宿泊施設（旅館・民宿など）の習慣・設備に関する情報をわかりやすく伝える

ことが必要である。

・参加者からは日本旅館に宿泊する場合は布団や風呂の使い方などを多言語で標記し

てあると良い、スリッパの置き方などの行儀についても説明があると良いとの意見が

あげられたため、指さし帳の準備や簡単な表示の対応が望まれる。また、宿泊施設で

インターネットの環境を求める声が多い。

・食事の際には、箸を使い慣れていない人もいるのでスプーン・フォークなどを用意

しておくことも重要である。また、ホテルと異なり料金設定が細かいため事前の案内、

説明が必要である。

【事例】『鳥羽で体感！森は海の恋人ツアー』（三重県鳥羽市） 

＜プログラム内容・実施主体の評価＞ 

夕食はミールクーポンを用いて、協力店舗の中から好きなお店を選び各自自由に夕食

をとるという形式で行った。協力を依頼した店舗には地元の食材を使って料理する洋

食店や郷土料理を提供する和食のお店を用意したため、参加者の好みに応じた夕食の

時間を楽しんでいただけた。お店の紹介をスライドや写真などで行ったため、安心し

てお店に行けた様子だった。また、ミールクーポンの値段設定を 4,000 円にしたこと

で１店舗目はＡさんのクーポンで食事をして、２店舗目では 

Ｂさんのクーポンでお茶をするというようにグループで数店 

舗回るという行動につながった。これは参加者にとっても店 

舗側にとってもよい効果だったと言える。 
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（４）地域内の連携・協力体制の構築のポイント

◆受け入れ側の関係者の中には外国人の受け入れに不安を抱えるところもあったが、実

践してみることにより好印象を持った関係者が多い。

・外国人の旅行者を受け入れた経験がないと外国人の受け入れに不安を感じてしまう

事業者も多い。しかし、外国人の受け入れ回数を重ね、実績を増やすことにより、外

国人の受け入れに対する不安感が払拭されることも多い。地域として外国人の受け入

れ体制の構築を積極的に行っていくことも重要である。

【事例】『「ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン」三つ星獲得記念！みかん狩り

（農事）体験＆世界遺産熊野古道を歩く癒しと蘇りツアー』 

（和歌山県田辺市） 

＜実施主体によるツアーの狙い＞ 

外国人に対する新しい観光メニューとして農家民泊を検討していたので、今回のツ

アーで農家民泊に対する外国人の評価を把握し、観光のメニューとして可能性を検

討していくことを目的としている。 

・田辺市熊野ツーリストビューローとして秋津地区の農家民泊に外国人を送客するの

は初の試みである。今回のツアーの受け入れ農家のうち、何軒かは個人的に知り合

いの外国人を受け入れたことはあるかも知れないが、ほとんどの農家は外国人を受

け入れるのは初めてであると思う。 

＜ツアーを実施するために工夫したポイント＞ 

・今回のツアーで受け入れに協力してくれた農家も特に問題なく了承を得られた。外

国人の受け入れが初めての農家もあったことから、ツアー実施前に一度協力農家全

体を集めた研修会を実施した。外国人だから特別な対応を行うことは求めず、基本

的には日本人と同じ対応で問題ないが、宗教上食べられない食事などのレクチャー

を行った。 
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▲飲食施設、土産店等でのクレジットカード支払いへの対応の充実が必要である。 

・参加者の中には立ち寄り先周辺の ATM 有無、クレジットカードによる支払の可否に

ついて事前に案内して欲しかったとの声もあげられた。外国人の旅行者には必要最低

限の現金を持ち、支払は基本的にクレジットカードを使用する人も多い。そのため、

飲食施設や土産店などでクレジットカードでの支払ができるように対応を充実させて

いくことが重要である。

▲夕食後に遊びに行く習慣が多く、夕食後に散策や買い物を楽しめるような案内が必要

である。

  ・外国人旅行者は夕食後に買い物や宿泊施設の外に遊びに行く習慣を持っている傾向

があり、周辺の店舗の閉店が早いと時間を持て余してしまう。

・参加者の中からコンビニエンスストアが近くになくて不便であったとの声もあげら

れた。
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３－３ ニューツーリズム旅行商品の流通・広報

（１）ターゲットの設定・旅行商品の告知のポイント

◆海外の外国人をターゲットとするだけでなく、在日外国人をターゲットとすることも

地域の情報を発信する上で効果的である。

・海外での認知度が低い地域では地域の魅力が伝わっていないため、信頼できる人か

らの口コミが重要な情報発信手段となる。海外の外国人をターゲットとするだけでな

く、在日外国人をターゲットとすることも地域の情報を発信する上で効果的である。

  ・ツアー参加者からは、在日外国人をターゲットとして、まずは在日外国人の方々に

来訪してもらうことにより、地域の魅力や経験を口コミで広める可能性が高いといっ

た意見があげられた。在日の友人や親せき等の知り合いがいると彼らを頼って訪日す

る可能性が高いので、在日外国人に対して地域の魅力を紹介することも外国人の集客

に向けて効果的である。

・参加者からは、地域のパンフレットやツアーのパンフレットでその地域に行くと何

が楽しめるのか具体的に書いてあるところが少ない。ツアーでどのような体験ができ

るのかをわかりやすく示しておくことが必要であるとの声があげられた。外国人の場

合は、当該地域に対するイメージを持っていない場合も想定されるため、単に地域資

源やツアーの行程を紹介するだけでなく、地域の楽しみ方・過ごし方やツアーの内容

について具体的に示しておくことが重要である。

●外国人旅行者は国・地域により、それぞれ興味の傾向が異なるため、ターゲットを絞

った取り組みが効果的である。

  ・訪日旅行者という一括りでターゲットを想定するのではなく、国や地域を絞ったタ

ーゲット設定が必要となる。国・地域が異なれば習慣も異なるので、外国人向けツア

ーでも国・地域別に対応を考える必要がある。例えば中国人参加者からは、中国人の

特色として珍しいもの好き、小さいことに拘らない、時間を気にしないのでゆとりの

ある行程が必要などの意見があげられた。一つのツアーでもターゲットとする国や地

域ごとの趣向に合わせて内容を変化させることが重要である。

・雪が降らない地域に雪国の生活を売り出す、農村がない都市国家に対して農村の生

活を売り出すなど自地域の自然環境と異なる自然環境を持つ国や地域にターゲットを

絞ることも効果的である。
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●外国人が利用する媒体との連携、外国人が訪れる場所での情報発信が重要である。

・多言語のホームページの開設、多言語のパンフレットの発行だけでは外国人旅行者

が目にする機会は少ない。また、多くの外国人はインターネットで情報収集を行って

いるが、地域の名称を知らなければ検索ができない。そのため、外国人が利用するサ

イトとの連携や外国人が訪れる場所での情報発信が重要である。

・在日外国人への情報発信には、地域の国際交流協会などの組織や役所など外国人が

利用する施設にパンフレットを置いておくことが効果的である。また、フリーペーパ

ー、フリーペーパーの HP 版の活用も有効である。

【事例】『鳥取中部韓国人気ＴＶドラマロケ地満喫ツアー』 

（鳥取県倉吉市、三朝町、湯梨浜町、北栄町、琴浦町） 

＜実施主体によるツアーの視点＞ 

・韓国テレビドラマ「アテナ」が地上波ＴＶ放映されたのは、韓国と日本のみである。

利用者も、約４割が韓国人、約６割が日本人であり、その他の地域からの利用はほ

とんどない。韓国以外の海外市場からの誘客を目的としてＣＳ調査ツアーを実施し、

各市場の特性に応じた商品の造成及びＰＲの実現可能性を検証することにした。 

＜実施主体によるツアーのポイント＞ 

・韓国以外の地域への取組であることから、韓国ドラマロケ地 

であることはＰＲしつつも、地域の魅力に光を当てた。 

＜実施主体の評価＞ 

・白壁土蔵群・赤瓦（倉吉市）や三朝温泉（三朝町）等、日本の古き良き風情をたた

える観光地は全体的に好評であった。一方、食については、 

本地域を代表するＢ級グルメ「鳥取牛骨ラーメン」への評価 

が中国（×）と台湾（○）で異なる等、各国・地域へのきめ 

細やかな配慮が必要であることがわかった。今後の海外プロ 

モーションに当たっては、より注意していきたい。 

【事例】『「ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン」三つ星獲得記念！みかん狩り

（農事）体験＆世界遺産熊野古道を歩く癒しと蘇りツアー』 

（和歌山県田辺市） 

＜実施主体の評価＞

・本事業におけるツアー参加者の募集方法（告知手段）とし 

て、フリーペーパーを活用した募集は効果があった。 

＜告知手段及び媒体別の申し込み・問い合わせ実績＞ 

 ・「Kansai scene（フリーペーパー）」から…15名 

 ・田辺市熊野ツーリズムビューローＨＰ…15名 



52 

●英語など多言語での情報発信は必須である。ただし翻訳する場合には、ネイティブの

チェックを入れることが重要である。 

  ・日本語から他の言語に翻訳した場合、言い回しや表現が直訳で日本的になっている

ことも多く、当該言語を使用する人には理解しづらいという例が多く見られる。その

ため、翻訳した内容をネイティブにチェックしてもらうことが重要である。

（２）旅行会社との連携に向けたポイント

▲旅行会社、ターゲット国の旅行会社との協力、連携が欠かせない。

 ・地方からの発信力だけでは限界があり、集客の拡大を図るためには国内の旅行会社

やターゲット国の旅行会社との協力、連携が不可欠である。訪日外国人の場合、発地

が海外であるため、募集主体となる海外の旅行会社を通じた告知・商品の流通は重要

である。当初から海外の旅行会社とのネットワークを構築するのが困難な場合は、国

内の旅行会社と連携する手法もある。海外の旅行会社への情報発信を行うためには、

旅行・観光に関する商談会などに積極的に参加することも必要である。

▲海外の旅行会社と連携をする場合、催行日を予め決定してから募集を図ると参加の希

望があっても調整が難しいことも多い。催行日の柔軟な対応が必要である。 

・訪日旅行を計画している旅行者が、地域の着地型旅行商品に興味を持っても、訪日

のタイミングと合わないと参加できない。海外の旅行会社と連携して募集をする場合

には、現地旅行会社の訪日旅行商品の催行日を確認して地域の着地型旅行商品の催行

日を決めることが重要である。また、予め催行日を決定しておく必要がある場合は、

複数の催行日を設定しておくと利用しやすい。祭り、イベントなど開催日程が決まっ

ているものは、早い段階で旅行会社等へ情報を発信しておくことが重要である。

【事例】『鳥取中部韓国人気ＴＶドラマロケ地満喫ツアー』 

（鳥取県倉吉市、三朝町、湯梨浜町、北栄町、琴浦町） 

＜ツアー参加者の募集方法（告知手段）の評価・課題＞ 

・とっとり梨の花温泉郷広域観光協議会が単独で海外個人旅行者を募集するのではな

く、海外エージェント経由としたため、効率的な募集ができた。 

・地域単独のＰＲでは、集客はかなり難しいものであ 

り、海外旅行会社や国・県との連携が不可欠だと改 

めて認識した。 

＜中国（上海）旅行会社の募集ＨＰ＞
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