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(1)若者のクルマ離れ

a. 現状
b. トヨタの対策
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若者の免許保有率は、年々低下傾向が確認される。
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※免許保有者数データ」警察庁運転免許統計データ
※人口統計：国勢調査データ

a.現状～18歳・19歳の免許保有率推移～
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a.現状～興味・関心のある製品/サービス～

出典）自工会 「乗用車動向調査-クルマ市場におけるエントリー世代のクルマ意識」（2009）

興味関心の幅が拡大しており、クルマの相対的順位は低下
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b.トヨタの対策～実写版ドラえもん～

・クルマ離れした若者典型のび太が、
ドラえもんや仲間との交流を通じて
再びクルマやドライブに憧れを抱く

・クルマの「ドラえもん」化を目指す
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b.トヨタの対策～bB特別仕様車-煌-～

若者らしく「尖った」クルマを！

⇒開発には、常日頃エンドユーザーと接している
販売店スタッフも参加。
⇒お客様のライフスタイルやbBに対するアンケートを
もとに、エアロベースやメッキ、音・光を強化

★三栄書房タイアップ企画

・雑誌「STYLE WAGON」にてオリジナル
カスタムカー制作企画

・制作状況を毎号レポート
（2月号～6月号迄）
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b.トヨタの対策～サーキット体験（サーキットサファリ）～

乗客を乗せたバスとレーシングカーが並走し、プロの速度を体感
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b.トヨタの対策～サーキット体験（ハイブリッドチャレンジ）～

基準タイム内でコースを走行し、その燃費を競う
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b.トヨタの対策～サーキットチャレンジ～

初心者を対象にプロドライバーの指導のもと、メインコースを走行
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(2)自動車旅行促進に向けた取り組み

a. Gazoo
b. カーたび機構
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a. Gazoo～概要～

＜提供メニュー＞

・自動車情報の提供（新車/中古車情報、ドライブ情報等）

・モータスポーツ情報・参加型企画の提供

・掲示板やメールなどのユーザー参加型コミュニティ・サービス

・旅行商品から産地直送品までの総合物販
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各ツールを活用し、お客様 との 接点づくりを目指す

良品廉価・いいクルマづくり
＋

お客様 体験・参加の

クルマの楽しさ提供

（ ハード ＋ ソフト分野 の充実 ）

a. Gazoo～概要～
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a. Gazoo～Gazoo muraとは～

14



【マチ】 と 【ムラ】 を【インターネット】 と 【クルマ】 でつなぐ

⇒お客様に感動体験をナビゲート
“新しいクルマの楽しみ方”をご提案

クルマ （ドライブ）

体験・感動・交流

クルマの想い出

【ムラ】 【マチ】

Ｗｅｂ （ブログ）

a. Gazoo～Gazoo muraとは～
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【関東】
里美
那須
片品
秩父
三芳村
檜原
山北
増富村

【北陸信越】
佐渡
五箇山
氷見
珠洲
いいやま
千代村
美浜

【北海道】
下川
大樹
鹿追

【東北】
遠野
東松島
喜多方
仙北
飯豊
鯵ヶ沢

【近畿】
しみず
湖北
洲本
南山城
能勢
明日香

【四国】
祖谷
塩江
愛南
四万十

【中国】
智頭
邑南
吉備中央
北広島
阿武

【九州】
星野村

伊万里

西海

波佐見

小国

きらり水源村

水上村

安心院

蒲江

高千穂郷

エコヴィレッジ綾

大隅大原

笠沙

本部

【東海】
郡上明宝
宮川村
豊根
梅ヶ島

a.Gazoo～Gazoo muraとは～
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全国体験メニュー数 ５８ムラ ２５１件

観る 体験する 食べる

天体観測 染色体験 ピザ作り体験

手紬染織工房見学 織物体験 和菓子作り体験

トレッキング かご漁体験 郷土料理体験

ほたるウオッチィング 陶芸体験 いちご狩り

カヌー体験 キャンドル作り 山菜採り体験

スノーハイキング 農業体験 みそ作り

岬めぐりクルーズ わら細工体験 そば打ち体験

沢渉り 酪農家体験 原木しいたけ収穫

ダイビング 石だま盆栽作り うに割り体験

a.Gazoo～Gazoo mura体験メニュー～

17



a.Gazoo～Gazoo mura体験メニュー～
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全国ブロガー数

５８ムラ ４４５人

a.Gazoo～ムラブログでの情報発信～
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ムラ情報･･･体験、特産品、景色など

交流情報･･･来訪者へのお礼等

全国の桜の開花情報

季節ごとのムラ食情報

a.Gazoo～ムラブログでの情報発信～
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約７００施設（トヨタ販売店、トヨタ関連施設、都道府県会館、各ムラなど）

１２万５千部（第１２号実績）

３ヶ月毎 年４回（３月、６月、９月、１２月）

配 布 先 ：

配 布 数 ：

発 行 時 期 ：

a.Gazoo～季刊誌「Gazoo muraマガジン」～
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年１回 ブロック毎に集まり、ブログ勉強会や情報交換を実施

四国（四万十） 北陸信越・東海（五箇山） 北海道（鹿追）

東北（東松島）近畿（湖北）

九州（安心院）

11/8（ガズームラ交流会）

関東（片品）中国（吉備中央）

a.Gazoo～ムラ交流会～
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・国内旅行の約６割を占めながら、これまで捕捉することが難しかった
個人による自動車旅行者に対し、ETCの普及や高速道路サービスの拡充
等を踏まえた、新たなサービス提供市場の創出と情報・コンテンツの高度化
拡充などの支援を通じて、個人による自動車旅行の更なる拡大に貢献する。

・本活動を通じ…

●国内観光交流を促進し、地域経済の活性化に貢献する
●自動車を初め、関連業界の事業の活性化（事業創出）に貢献する

・本主旨に賛同する 多様な 官民の団体・企業と地域により
上記取組みを 研究、推進する アライアンス組織を設置する。

（2007年4月）

b.カーたび機構～設立目的～

出典）カーたび機構資料
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＜公益法人・団体＞ ＜民間企業＞
■代表幹事
（社）日本観光協会 （株）博報堂

■会員
（社）日本自動車工業会 （株）トライウィン
（社）日本観光旅館連盟 ＫＤＤＩ（株） （株）ビーマップ
市場研究会 大日本印刷（株） ＴＩＳ（株）
（社）日本オートキャンプ協会 西日本高速道路（株）
（NPO）ホールアース研究所 （株）ﾈﾊﾞｰﾗﾝﾄﾞｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ
（財）道路ｼｽﾃﾑ高度化推進機構 （株）ＰＳＡ
（社）印刷技術協会

■公共関連会員（地域観光協会・自治体観光部局）
北海道 奈良県 柏崎市
青森県 （社）岐阜県観光連盟 富士河口湖町
群馬県 （社）愛媛県観光協会 舘山寺温泉観光協会
長野県 函館市 立山町観光協会
山梨県 鴨川市 （社）伊勢志摩観光ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ機構
岐阜県 館山市
京都府 南房総市

■幹事（上記２社に加え）
全国石油商業組合連合会 インクリメントP（株） （株） ジェイティービー
（社）日本自動車連盟 （株）ゼンリンデータコム （株）ﾃﾞﾝｿｰｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ トヨタ自動車（株）
（財）都市農山漁村交流活性化機構 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｼｽﾃﾑﾈｯﾄﾜｰｸｽ（株） 東日本高速道路（株）

201１.５現在

b.カーたび機構～機構会員～

出典）カーたび機構資料



▼カーたびストとは・・・

・自動車旅行を愛する人を指す、カーたび機構オリジナルの造語

・モデルとなるようなカーたびストを選出し、
彼らを中心に自動車旅行の楽しさ・魅力を発信
⇒自動車旅行のイメージアップを狙う！

b.カーたび機構～「カーたびスト」の活動～

カーたびストシンポジウムの様子
（昨年12月 東京MSにて）

＜初代カーたびスト＞
ﾓｰﾀｰｼﾞｬｰﾅﾘｽﾄ 飯田裕子氏
タレント 北川えり氏
旅ｴｯｾｲｽﾄ 国井律子氏
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【０】マナーを守って、環境にも気を使って運転する人

【１】「カーたび」＝「自動車だからこそ出来る旅行」を愛している人。

例えば、自転車を積んで旅先でアクティブに動く。

ペットと一緒に旅行する。

【２】カーたびで、一緒に行く人と絆を深めることが出来る人

【３】カーたびで、臨機応変な旅行を楽しむ人

【４】カーたびで、道中や道草を楽しむ人

【５】カーたびで、心を癒したりリフレッシュする人

【６】カーたびを、大切な人にプレゼントできる人

【７】旅先の出会いを楽しめる人

b.カーたび機構～カーたびスト8か条～
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出典）カーたび機構資料



(3)自動車旅行の活性化に向けて
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（3）自動車旅行の活性化に向けて

1．阻害要因の解消

①渋滞対策
・高速道路の渋滞ポイント（合流部･上り坂･トンネル）対策
・観光地周辺道路の渋滞対策

②高速道路の料金施策
・恒久的な引下げと渋滞対策の両立

③駐車場等、交通施設の利便性向上
・観光地エリア内の駐車料金の統一（割安価格で）
・観光施設周辺の駐車環境の改善
・サービスエリア、道の駅でのサービス充実
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2．外国人観光客に対する利便性向上

①インフラ整備、ホスピタリティ向上
・道路標識、案内表示板の外国語表記の充実

②レンタカーの利便性向上
・外国語による予約システムの充実
・カーナビの外国語による音声案内、及び
地図の外国語表記

・外国人運転免許の弾力的な運用

（3）自動車旅行の活性化に向けて
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以上、ご清聴ありがとうございました。
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