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１．国内スポーツ観光顧客満足度調査業務のミッション 

 

・観光立国推進基本計画における価値 

 観光立国基本計画において、新たな旅行行動の創出による旅行需要の喚起が求められている。 

その中でスポーツツーリズムは、国内旅行の振興のみならず、スポーツと観光の連動により日本の新

たな魅力を掘り起こし地域を活性化させることが出来る有効な手段であり、喫緊の課題である国内観光

旅行の宿泊数の増加や、国内観光旅行消費額の増加という、国内旅行推進のテーマに対して大きな期待

が出来る。 

 例えば、スポーツを通じて、もう一泊につながるアクティブな旅の提案や、旅行先での新しい選択肢

としての可能性が想定でき、これらの考え方から地域の持つ魅力を引き出し活性化させていくことで、

交流人口の増加に繋げていくことが出来ると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

観光立国推進基本計画における国内旅行推進テーマ

国内観光旅行の
宿泊数の増加

国内観光旅行
消費額の増加

もう一泊に繋がる
アクティブな旅の提案

旅行先での
新たな選択肢の提供

日本の スポーツ と 観光 の連動

スポーツ 観光

スポーツツーリズムによる交流人口の拡大

日本の新たな魅力を掘り起こし地域を活性化させる

もう一泊して、
サイクリングで
街並み散策！

せっかく行くのだから、
サッカー観戦

も予定に入れよう！

スポーツツーリズムの推進により期待される成果
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も予定に入れよう！
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消費額の増加

もう一泊に繋がる
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旅行先での
新たな選択肢の提供

日本の スポーツ と 観光 の連動

スポーツ 観光

スポーツツーリズムによる交流人口の拡大

日本の新たな魅力を掘り起こし地域を活性化させる

もう一泊して、
サイクリングで
街並み散策！

せっかく行くのだから、
サッカー観戦

も予定に入れよう！

スポーツツーリズムの推進により期待される成果
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・スポーツと観光の連動と効果検証 

 そのようなスポーツツーリズムの商品作りに向けて、今回の業務では、スポーツにより地域固有の資

源等の観光魅力化を行った、新機軸のモニターツアーの募集を実施した。そのうえで、参加者や関係者

への調査により顧客満足度を抽出し、スポーツツーリズムの継続性のある価値を検証し、新たな旅行需

要の創出や、地域活性化につなげていくことを目指した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 これらのスポーツと地域観光の融合により、より地域が魅力化されたツアーのなかで、ツアーの参加

者へのアンケートにより顧客満足度を調査し、どの様な満足度が得られたのか、また、スポーツの価値

はどこであったのかを計った。また、ツアー実施の関係者への調査もあわせて実施を行い、それらのツ

アーの準備や実施に向けた問題点や成功要因を抽出し、この先のスポーツツーリズムの推進に向けた有

効な効果検証を行った。 

 

スポーツと観光の連動イメージ

観光地域

スノー
スポーツ

地域の
プロスポーツ
団体・球団

スキー場 温泉
入浴

街並み
都市観光

自然環境

雪国体験

スポーツ
クリニック

モニターツアーの募集

参加者や関係者へのアンケート等による顧客満足度調査を行い、
継続的なスポーツツーリズムの効果検証を実施

旅行商品を試験的に造成

旅行商品を試験的に造成

スポーツツーリズムの更なる推進・拡大

新たな旅行需要の創出 地域活性化

スポーツ
スポーツにより
地域観光の魅力
化を図る

地域固有の資源等を
スポーツにより際立
たせる。

スポーツと観光の連動イメージ

観光地域

スノー
スポーツ

地域の
プロスポーツ
団体・球団

スキー場 温泉
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街並み
都市観光

自然環境

雪国体験

スポーツ
クリニック

モニターツアーの募集

参加者や関係者へのアンケート等による顧客満足度調査を行い、
継続的なスポーツツーリズムの効果検証を実施

旅行商品を試験的に造成

旅行商品を試験的に造成

スポーツツーリズムの更なる推進・拡大

新たな旅行需要の創出 地域活性化

スポーツ
スポーツにより
地域観光の魅力
化を図る

地域固有の資源等を
スポーツにより際立
たせる。
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・スポーツツーリズム推進基本方針のポイント 

 今回の業務をより実りあるものとするため、これまでのスポーツツーリズムの活動との連動は不可欠

である。これまで獲得してきた知見を最大限活かしながら、継続性を持った調査結果の活用、事例収集

を行った。例えば、全体の目標設定、検討の総合調整や検証内容の確認なども、２０１１年６月に策定

をした「スポーツツーリズム推進基本方針」を雛形に、これまでの実証実験や調査の結果を踏まえた調

査設計を行った。 

 さらに、今回のモニターツアー募集を行うにあたり、これまでの活動から浮かび上がってきた３つの

課題へのアプローチが行われているツアー募集と採択をおこなうことで、より現在進行をしているスポ

ーツツーリズムの方向性と合致した効果検証を行うことが可能となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域連携が機能した中での
スポーツによる

観光活性化の案件収集

＜課題３＞
地域のスポーツツーリ
ズム推進を助ける組織
の必要性

１

「スポーツツーリズム推進連絡会議」で議論をされた
国内スポーツツーリズム推進に向けたポイント

昨年度、当社事務局にて業務を行った「スポーツツーリズム推進連絡会議」で
の議論や様々な実証実験や調査結果の課題から、本業務を推進していくにあた
り、以下の３点の課題に着目し、モニターツアーの募集を行った。

地域魅力との連動による
需要創造と地域における

経済効果の検証

スポーツツーリズム
推進連携組織の活動に
寄与する、成功事例収集

上記３つのポイントを、モニターツアー募集要素に組み込んだ

＜課題１＞
現状では、地域におけ
る関係者の連携が不足
している

＜課題２＞
スポーツと地域資源と
の連動や経済効果の
事例不足

２ ３

これまで議論を行ってきたスポーツツーリズム推進の課題から本業務のポイントを抽出

ポイント ポイント ポイント

地域連携が機能した中での
スポーツによる

観光活性化の案件収集

＜課題３＞
地域のスポーツツーリ
ズム推進を助ける組織
の必要性

１

「スポーツツーリズム推進連絡会議」で議論をされた
国内スポーツツーリズム推進に向けたポイント

昨年度、当社事務局にて業務を行った「スポーツツーリズム推進連絡会議」で
の議論や様々な実証実験や調査結果の課題から、本業務を推進していくにあた
り、以下の３点の課題に着目し、モニターツアーの募集を行った。

地域魅力との連動による
需要創造と地域における

経済効果の検証

スポーツツーリズム
推進連携組織の活動に
寄与する、成功事例収集

上記３つのポイントを、モニターツアー募集要素に組み込んだ

＜課題１＞
現状では、地域におけ
る関係者の連携が不足
している

＜課題２＞
スポーツと地域資源と
の連動や経済効果の
事例不足

２ ３

これまで議論を行ってきたスポーツツーリズム推進の課題から本業務のポイントを抽出

ポイント ポイント ポイント１

「スポーツツーリズム推進連絡会議」で議論をされた
国内スポーツツーリズム推進に向けたポイント

昨年度、当社事務局にて業務を行った「スポーツツーリズム推進連絡会議」で
の議論や様々な実証実験や調査結果の課題から、本業務を推進していくにあた
り、以下の３点の課題に着目し、モニターツアーの募集を行った。

地域魅力との連動による
需要創造と地域における

経済効果の検証

スポーツツーリズム
推進連携組織の活動に
寄与する、成功事例収集

上記３つのポイントを、モニターツアー募集要素に組み込んだ

＜課題１＞
現状では、地域におけ
る関係者の連携が不足
している

＜課題２＞
スポーツと地域資源と
の連動や経済効果の
事例不足

２ ３

これまで議論を行ってきたスポーツツーリズム推進の課題から本業務のポイントを抽出

ポイント ポイント ポイント
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・課題１ 地域における関係者の連携 

 スポーツツーリズムの推進に向けては、その現場である地域がいかに連携を行い、受入環境整備やス

ポーツコンテンツの提供、ならびに、地域の魅力付けに向けた活動を協力して行っていけるかが肝心で

ある。 

 今回のモニターツアーを募集するにあたり、地域が参画しての連携を最低条件としたうえで、事前に

どのような連携先と協力関係を持って進めていくのかを確認した。また、地域が主体となった活動をツ

アー造成のなかで推奨していくことで、本業務への忚募自体が地域における関係者の連携の場となるよ

う、指導、連絡を行った。 

 結果として、それぞれの地域による連携を機能させてのスポーツによる観光活性化が実現できた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国内スポーツツーリズム推進のポイント １

スポーツを活用した地域観光活性化の課題

地域のミッション

地域の民間観光ステークホルダー

宿泊施設 観光施設 交通機関 飲食店 商店

地域観光団体 地域スポーツ団体

旅行会社

連携
不足

地方自治体観光セクション スポーツ振興セクション

スポーツツーリズムの推進のためには、スポーツツーリズムの現場であるその地域固有
の魅力を活用するためにも、地域の理解と協力が必要である。
しかし、現状では、まだ地域における連携が不足しているため、観光ステークホルダー
や観光団体、スポーツ団体の協働を効率よく機能させることが必要であり、地域での連
携組織作りも求められる。

観光庁 スポーツツーリズム推進基本方針より

モニターツゕーを募集するうえで、地域が連携してのスポーツによる地域観
光活性化を目指した案件収集を行った。

地域連携が機能した中での
スポーツによる観光活性化の案件収集

＜課題１＞
現状では、地域における関係者の連携が不足している

国内スポーツツーリズム推進のポイント １

スポーツを活用した地域観光活性化の課題

地域のミッション

地域の民間観光ステークホルダー

宿泊施設 観光施設 交通機関 飲食店 商店

地域観光団体 地域スポーツ団体

旅行会社

連携
不足

地方自治体観光セクション スポーツ振興セクション

スポーツツーリズムの推進のためには、スポーツツーリズムの現場であるその地域固有
の魅力を活用するためにも、地域の理解と協力が必要である。
しかし、現状では、まだ地域における連携が不足しているため、観光ステークホルダー
や観光団体、スポーツ団体の協働を効率よく機能させることが必要であり、地域での連
携組織作りも求められる。

観光庁 スポーツツーリズム推進基本方針より

モニターツゕーを募集するうえで、地域が連携してのスポーツによる地域観
光活性化を目指した案件収集を行った。

地域連携が機能した中での
スポーツによる観光活性化の案件収集

＜課題１＞
現状では、地域における関係者の連携が不足している
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・課題２ 地域のスポーツツーリズムの事例不足 

 スポーツを活用した地域でのコンテンツや、様々な観光資源はこれまでも数多くあったが、それらの

内容をスポーツツーリズムと括って、その土地ならではの資源とスポーツとの連動をはかり、経済効果

を算出した事例は尐ない。 

 本業務では、地域魅力との連動による需要創造と経済効果の検証をはかり、スポーツツーリズムにお

ける観光魅力化と、経済効果を見ていくためのツアー造成、調査設計を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ネット・ベネフィットの算出

地域におけるスポーツツアーなどの経済効果として、全体の便益の総体（グロス・ベネフ
ィット）ではなく、コストを差し引いた正味便益（ネット・ベネフィット）の経済効果を
算出する必要がある。また、スポーツツアーの直接効果以外にも、地域魅力と連動するこ
とで滞在日数や消費が増加し、より地域への経済効果の拡大が見込める。

参加者、来場者による地域での消費額

ツアー実施等に関わる経費
グロス・ベネフィット

ネット・ベネフィットいかに効率よくネット・ベネフィットを高めるか？

一例として、スキーやスノーボード等の卖一目的
だけでなく、地域の持つ温泉や自然景観などの観
光資源を加えることで、様々な目的で訪れる事が
出来る総合的なスノーリゾートとなり、より魅力
的な新しい地域観光が創造出来る。
※この手法はその他様々な地域とスポーツに当てはまる

スキー

雪遊び・ウィンタースポーツ

温泉、自然環境、食、歴史文化

＜総合的なスノーリゾート＞

連動 連動

スポーツと地域資源の連動による魅力化

スポーツによる地域の需要創出と、消費を増加させることによる経済効果の拡
大を視野に入れたツゕー作りを求めた。

観光庁 スポーツツーリズム推進基本方針より

観光庁 冬季スポーツ観光イノベーション調査報告書より

地域魅力との連動による需要創造と
地域における経済効果の検証

＜課題２＞
スポーツと地域資源との連動や経済効果の事例不足

国内スポーツツーリズム推進のポイント ２

ネット・ベネフィットの算出

地域におけるスポーツツアーなどの経済効果として、全体の便益の総体（グロス・ベネフ
ィット）ではなく、コストを差し引いた正味便益（ネット・ベネフィット）の経済効果を
算出する必要がある。また、スポーツツアーの直接効果以外にも、地域魅力と連動するこ
とで滞在日数や消費が増加し、より地域への経済効果の拡大が見込める。

参加者、来場者による地域での消費額

ツアー実施等に関わる経費
グロス・ベネフィット

ネット・ベネフィットいかに効率よくネット・ベネフィットを高めるか？

一例として、スキーやスノーボード等の卖一目的
だけでなく、地域の持つ温泉や自然景観などの観
光資源を加えることで、様々な目的で訪れる事が
出来る総合的なスノーリゾートとなり、より魅力
的な新しい地域観光が創造出来る。
※この手法はその他様々な地域とスポーツに当てはまる

スキー

雪遊び・ウィンタースポーツ

温泉、自然環境、食、歴史文化

＜総合的なスノーリゾート＞

連動 連動

スポーツと地域資源の連動による魅力化

スポーツによる地域の需要創出と、消費を増加させることによる経済効果の拡
大を視野に入れたツゕー作りを求めた。

観光庁 スポーツツーリズム推進基本方針より

観光庁 冬季スポーツ観光イノベーション調査報告書より

地域魅力との連動による需要創造と
地域における経済効果の検証

＜課題２＞
スポーツと地域資源との連動や経済効果の事例不足

国内スポーツツーリズム推進のポイント ２
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・課題３ スポーツツーリズム推進を助ける組織 

 これまでのように、地域によるスポーツを活用した観光魅力化を行うことが本業務の目的ではあるが、

将来的に見て、これらの動きを加速させていくためにも、日本のスポーツツーリズム推進を助ける組織

作りは必要と考える。 

 例えば、地域がスポーツツーリズムに取り組むうえで、スポーツのノウハウや、協力会社、スポンサ

ー探しなど、様々なハードルがあり、それらの課題を調査の中で抽出しながら、同時に実施を行ってい

た日本のスポーツツーリズムの推進連携組織の立ち上げに向けた「ＪＳＴＡ勉強会」との連携を図り、

専門的知見も活用しながら業務を進めた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

募集するモニターツゕーに継続性と拡張性を求め、それらの事例をこれからの
推進連携組織の財産として収集した。

地域でのスポーツツーリズムの推進を助けるためにも、国やスポーツ関係企業、旅行
関係企業と地域をつなぐ機能を有した「スポーツツーリズム推進連携組織」の必要性
が提言されており、現在観光庁を中心に継続議論が行われている。

スポーツツーリズム推進連携組織

「スポーツツーリズム推進連携組織」が有機的に活動をしていくためにも、本業務を
通じて継続性、拡張性のあるスポーツツーリズムのツアー募集を行い、満足度調査の
結果から有用な事例集約を行う事が効果的であると考える。

継続性、拡張性のある事例共有の必要性

スポーツツーリズム推進連携組織

スポーツ関連企業スポーツ関連企業

その他企業その他企業

スポーツ団体スポーツ団体

旅行関係企業旅行関係企業

その他企業その他企業

観光団体観光団体

国（スポーツツーリズムに関連する省庁など）

連携

ﾏｯﾁﾝｸﾞ
支援 ｺﾝｻﾙ

地域（スポーツツーリズムに熱心な地方公共団体など）

スポーツツーリズム推進連携組織
の活動に寄与する、成功事例収集

＜課題３＞
地域のスポーツツーリズム推進を助ける組織の必要性

観光庁 スポーツツーリズム推進基本方針より

国内スポーツツーリズム推進のポイント ３

募集するモニターツゕーに継続性と拡張性を求め、それらの事例をこれからの
推進連携組織の財産として収集した。

地域でのスポーツツーリズムの推進を助けるためにも、国やスポーツ関係企業、旅行
関係企業と地域をつなぐ機能を有した「スポーツツーリズム推進連携組織」の必要性
が提言されており、現在観光庁を中心に継続議論が行われている。

スポーツツーリズム推進連携組織

「スポーツツーリズム推進連携組織」が有機的に活動をしていくためにも、本業務を
通じて継続性、拡張性のあるスポーツツーリズムのツアー募集を行い、満足度調査の
結果から有用な事例集約を行う事が効果的であると考える。

継続性、拡張性のある事例共有の必要性

スポーツツーリズム推進連携組織

スポーツ関連企業スポーツ関連企業

その他企業その他企業

スポーツ団体スポーツ団体

旅行関係企業旅行関係企業

その他企業その他企業

観光団体観光団体

国（スポーツツーリズムに関連する省庁など）

連携

ﾏｯﾁﾝｸﾞ
支援 ｺﾝｻﾙ

地域（スポーツツーリズムに熱心な地方公共団体など）

スポーツツーリズム推進連携組織
の活動に寄与する、成功事例収集

＜課題３＞
地域のスポーツツーリズム推進を助ける組織の必要性

観光庁 スポーツツーリズム推進基本方針より

国内スポーツツーリズム推進のポイント ３

募集するモニターツゕーに継続性と拡張性を求め、それらの事例をこれからの
推進連携組織の財産として収集した。

地域でのスポーツツーリズムの推進を助けるためにも、国やスポーツ関係企業、旅行
関係企業と地域をつなぐ機能を有した「スポーツツーリズム推進連携組織」の必要性
が提言されており、現在観光庁を中心に継続議論が行われている。

スポーツツーリズム推進連携組織

「スポーツツーリズム推進連携組織」が有機的に活動をしていくためにも、本業務を
通じて継続性、拡張性のあるスポーツツーリズムのツアー募集を行い、満足度調査の
結果から有用な事例集約を行う事が効果的であると考える。

継続性、拡張性のある事例共有の必要性

スポーツツーリズム推進連携組織

スポーツ関連企業スポーツ関連企業

その他企業その他企業

スポーツ団体スポーツ団体

旅行関係企業旅行関係企業

その他企業その他企業

観光団体観光団体

国（スポーツツーリズムに関連する省庁など）

連携

ﾏｯﾁﾝｸﾞ
支援 ｺﾝｻﾙ

地域（スポーツツーリズムに熱心な地方公共団体など）

スポーツツーリズム推進連携組織
の活動に寄与する、成功事例収集

＜課題３＞
地域のスポーツツーリズム推進を助ける組織の必要性

観光庁 スポーツツーリズム推進基本方針より

国内スポーツツーリズム推進のポイント ３
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・本業務の全体像 

 以上の３つのポイントを踏まえて、モニターツアーの募集と、ツアーの実施、調査設計を着実に行い、

旅行需要の喚起と今後のスポーツツーリズムの発展に向け、３５本以上、１，２００人規模のモニター

ツアーを行い、地域や関係者による声やアンケートによる満足度調査を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後のスポーツツーリズムの推進地域や関係者による継続性

募集をした各モニターツアーの顧客満足度調査を行い、
基本方針の方向性に合致した形で効果検証を行う

３５本以上、合計１２００人規模のツアーと調査の実施

ツアーを産み出すことによる
新たな旅行需要の喚起

満足度調査による
継続的な地域活性化の効果検証

地域連携が機能した中での
スポーツによる観光活性化の案件収集

地域魅力との連動による需要創造と
地域における経済効果の検証

スポーツツーリズム推進連携組織
の活動に寄与する、成功事例収集

過去の議論を踏まえ、３つのポイントに整理をして
全国からモニターツアーを募集する

ポイント １

ポイント ２

ポイント ３

■魅せるスポーツコンテンツづくりとスポーツ観光まちづくり

■国際競技大会の積極的な招致・開催

■旅行商品化と情報発信の推進

■スポーツツーリズム人材の育成・活用

広報・参加者の募集・ツゕーによるゕンケートの実施

試験的に様々なスポーツツーリズムのア
イデアを商品化することで、次の施策や
継続したツアー実施につながる。

これまでの知見を活用し顧客満足度調査
や効果検証を行うことで、スポーツツー
リズム推進の負産となる。

【本業務により求められる効果】

【スポーツツーリズム推進基本方針に立脚した業務実施】

今後のスポーツツーリズムの推進地域や関係者による継続性

募集をした各モニターツアーの顧客満足度調査を行い、
基本方針の方向性に合致した形で効果検証を行う

３５本以上、合計１２００人規模のツアーと調査の実施

ツアーを産み出すことによる
新たな旅行需要の喚起

満足度調査による
継続的な地域活性化の効果検証

地域連携が機能した中での
スポーツによる観光活性化の案件収集

地域魅力との連動による需要創造と
地域における経済効果の検証

スポーツツーリズム推進連携組織
の活動に寄与する、成功事例収集

過去の議論を踏まえ、３つのポイントに整理をして
全国からモニターツアーを募集する

ポイント １

ポイント ２

ポイント ３

■魅せるスポーツコンテンツづくりとスポーツ観光まちづくり

■国際競技大会の積極的な招致・開催

■旅行商品化と情報発信の推進

■スポーツツーリズム人材の育成・活用

広報・参加者の募集・ツゕーによるゕンケートの実施

試験的に様々なスポーツツーリズムのア
イデアを商品化することで、次の施策や
継続したツアー実施につながる。

これまでの知見を活用し顧客満足度調査
や効果検証を行うことで、スポーツツー
リズム推進の負産となる。

【本業務により求められる効果】

【スポーツツーリズム推進基本方針に立脚した業務実施】

募集をした各モニターツアーの顧客満足度調査を行い、
基本方針の方向性に合致した形で効果検証を行う

３５本以上、合計１２００人規模のツアーと調査の実施

ツアーを産み出すことによる
新たな旅行需要の喚起

満足度調査による
継続的な地域活性化の効果検証

地域連携が機能した中での
スポーツによる観光活性化の案件収集

地域魅力との連動による需要創造と
地域における経済効果の検証

スポーツツーリズム推進連携組織
の活動に寄与する、成功事例収集

過去の議論を踏まえ、３つのポイントに整理をして
全国からモニターツアーを募集する

ポイント １

ポイント ２

ポイント ３

■魅せるスポーツコンテンツづくりとスポーツ観光まちづくり

■国際競技大会の積極的な招致・開催

■旅行商品化と情報発信の推進

■スポーツツーリズム人材の育成・活用

■魅せるスポーツコンテンツづくりとスポーツ観光まちづくり

■国際競技大会の積極的な招致・開催

■旅行商品化と情報発信の推進

■スポーツツーリズム人材の育成・活用

広報・参加者の募集・ツゕーによるゕンケートの実施

試験的に様々なスポーツツーリズムのア
イデアを商品化することで、次の施策や
継続したツアー実施につながる。

これまでの知見を活用し顧客満足度調査
や効果検証を行うことで、スポーツツー
リズム推進の負産となる。

【本業務により求められる効果】

【スポーツツーリズム推進基本方針に立脚した業務実施】
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２．モニターツアー事務局の設置 
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・２つの事務局の設置 

 業務を円滑に運営するために、事前のモニターツアー参加者募集から、募集内容の集約を行いツアー

選定資料作りまでを行う「モニターツアー募集・広報事務局」と、ツアー採択後、各ツアー実施者との

調整、連絡、支払いなどの全てのリレーションを行う「モニターツアー管理事務局」の２種類の事務局

を設置し、役割を分けた中で各ツアー実施者への対忚を行った。 

 また、ツアー実施後にタイムリーにツアーの進展を確認し、参加者の募集を行った、「スポーツツーリ

ズムモニタープロジェクト」公式サイトの運営は、先述の「モニターツアー募集・広報事務局」で実施

をすることで、役割を明確にした。 

 ２つの事務局の全体の進行管理、業務管理は受託者のＪＴＢコミュニケーションズが行い、両事務局

間のリレーションや、全体での協議事項などを確認、共有することで、有機的に組織運営を行うことが

出来、短期間でツアーの募集、採択、実施、集約を行えた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局の業務内容

モニターツアー管理事務局

各ツアー提案者とのリレーションを、ツアー実施前、実施後にそれぞれ着実
に行い、ツアー催行状況や変更内容などを速やかにレポートした。

モニターツアー募集・広報事務局

モニターツアーの募集と募集内容の集約と、募集終了後のＷｅｂサイト管
理・運営ならびにツアー情報の更新などの業務を実施。

■事務局１ （株式会社セットアップ内）

■事務局２ （株式会社ＪＴＢ法人東京内）

全体業務管理： 株式会社ＪＴＢコミュニケーションズ
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１．モニターツアー募集・広報事務局 

 

目的・ねらい 

ツアー募集に向けた情報集約とツアー提案者とのリレーション、情報集約を行い、それらの情報を活

用しての、Ｗｅｂサイト制作を一連の流れとして実施した。 

  

実施詳細 

 期間：平成２３年１２月９日～平成２４年３月３１日 

設置：セットアップ内 

 体制：専用回線 １回線設置 

    専用スタッフ ２名配置 繁忙期スタッフ６名 

    営業時間平日１０：００～２０:００ 

  

実施内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

モニターツアー募集・広報事務局

各ツアー
提案者

各ツアー
提案者

各ツアー
提案者

各ツゕー提案者との
リレーションを

期間中継続的に実施

＜ツゕー募集＞

■ツアー募集の質問受付
…各ツアー提案者からの募集

に関する質問の回筓

■募集書類の確認、管理
…集まった書類の不備の確認

や、修正内容の連絡

■募集集約資料の作成
…集約された募集資料の集約

書類作成

など・・・

＜Ｗｅｂ管理・運営＞

■Ｗｅｂの作成・管理
…公式サイトの作成を行い

管理運営を実施

■掲載情報の集約
…Ｗｅｂ掲載情報を確認し

ツアー状況をヒアリング

■掲載情報の確認・修正
…Ｗｅｂ掲載情報の修正と

確認作業

など・・・

モニターツアーの募集と募集内容の集約と、募集終了後のＷｅｂサイト管
理・運営ならびにツアー情報の更新などの業務を実施。
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２．モニターツアー管理事務局 

 

目的・ねらい 

ツアー選定後に各ツアー提案者との関係性を構築するとともに、各ツアーにおける準備・催行状況や

参加人数の把握や連絡調整を密に行うことによって、円滑かつ安定期な事業推進を実現した。 

  

実施詳細 

 期間：平成２４年 1月４日～３月３１日 

 設置：ＪＴＢ法人東京内 

 体制：専用回線 ２回線設置 

    専用スタッフ ２名配置 繁忙期スタッフ５名 

    営業時間平日１０：００～１７:００ 

  

実施内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

モニターツアー管理事務局

各ツアー
提案者

各ツアー
提案者

各ツアー
提案者

各ツゕー提案者との
リレーションを

期間中継続的に実施

＜ツゕー実施前＞

■ツアー内容の確認・調整
…変更内容や最終人数、金額

等を確認し確定通知を連絡

■調査資料の送付、説明
…アンケートやレポートの

フォーマットの送付、説明

■ツアー催行前最終確認
…ツアーの催行状況、最終人

数の把握等の最終確認

など・・・

＜ツゕー実施後＞

■アンケートの確認
…事前に送付をしたアンケー

トの人数分の回収を確認

■レポートの回収
…ツアー内容の報告レポート

の回収と記入フォロー

■確定精算資料の確認
…回収したレポートと照らし

合わせた確定資料の受理

など・・・

ツアー参加者の募集、催行、ならびに定められたアンケートなど調査資料の
整理・作成、回収、提出までは、各ツアー提案者がそれぞれ実施

各ツアー提案者とのリレーションを、ツアー実施前、実施後にそれぞれ着実に行い、
ツアー催行状況や変更内容などを速やかにレポート致します。

各ツアーの清算業務を実施

確定金額と内容を確認のうえ、全事業終了後に全ての清算業務を実施します。

ツゕー負担金の支払いを実施

※領収書などの全ての精算関係書類は、各ツアー提案者での保管を義務付けます
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３．忚募要領の作成と考え方 
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・モニターツアー募集方針の策定 

 モニターツアーを募集するにあたり、スポーツツーリズム推進基本方針から、以下の国内スポーツツ

ーリズム振興に向けて整理をしたポイントを踏まえた募集方針を策定し、戦略的な募集を行った。 

 前述の３つのポイントの内容を、ツアー募集に対して各ツアー提案者に求める要素として書き換える

ことで、スポーツツーリズム推進に向けて、目的感を明確にしたツアー造成を求めた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

継続性が高く、拡張性のあるモニターツゕーか？
卖発のツアーではなく、今後も継続して実施していくことが可能なツアーであることと、
ツアーの考え方や仕組みが今後も活用可能な拡張性のある取り組みを求めます。

３

スポーツツーリズム推進連携組織
の活動に寄与する、成功事例収集

国内スポーツツーリズム推進のポイント ３

方
針
③

継続性が高く、拡張性のあるモニターツゕーか？
卖発のツアーではなく、今後も継続して実施していくことが可能なツアーであることと、
ツアーの考え方や仕組みが今後も活用可能な拡張性のある取り組みを求めます。

３

スポーツツーリズム推進連携組織
の活動に寄与する、成功事例収集

国内スポーツツーリズム推進のポイント ３

方
針
③

ツゕーを行う地域が連携し役割を担っているか？
旅行会社やスポーツ団体と、地域の自治体・民間企業などがしっかりと役割を持ち、
地域の魅力や価値を最大化させる目的をもって連携がなされているかを求めます。

１

地域連携が機能した中での
スポーツによる観光活性化の案件収集

国内スポーツツーリズム推進のポイント １

方
針
①

ツゕーを行う地域が連携し役割を担っているか？
旅行会社やスポーツ団体と、地域の自治体・民間企業などがしっかりと役割を持ち、
地域の魅力や価値を最大化させる目的をもって連携がなされているかを求めます。

１

地域連携が機能した中での
スポーツによる観光活性化の案件収集

国内スポーツツーリズム推進のポイント １

方
針
①

地域固有の魅力を活用し、経済効果を高める取組みか？
地域の特性とスポーツをリンクさせ、その地域で行う意味や意義を明確にした、複合的
なツアー内容により、経済効果を高めるチャレンジを行っていることを求めます。

２

地域魅力との連動による需要創造と
地域における経済効果の検証

国内スポーツツーリズム推進のポイント ２

方
針
②

地域固有の魅力を活用し、経済効果を高める取組みか？
地域の特性とスポーツをリンクさせ、その地域で行う意味や意義を明確にした、複合的
なツアー内容により、経済効果を高めるチャレンジを行っていることを求めます。

２

地域魅力との連動による需要創造と
地域における経済効果の検証

国内スポーツツーリズム推進のポイント ２

方
針
②
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・モニターツアー募集のエリアとタイプ 

 本業務において、冬季であることの時期的なタイミングを意識したうえで、より日本全国広いエリア

での実施と、多様性のあるモニターツアーを募集することで、全国的な旅行需要の喚起と地域活性化を

目指し、結果的にバランスの良い採択と、東北地方でのツアー実施が実現できた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害復興を意識

スノースポーツに加重

全国での実施

【全国での実施】
日本のあらゆるスポーツ資源の検証や地
域の観光振興を行うため、北海道から沖
縄までさまざまな地域のツアー採択を
行った。

【災害復興を意識】
震災やその他災害により、旅行需要が低
迷している地域へのツアー実施も積極的
に検討した。

モニターツゕー実施エリゕイメージ

スポーツの体験・参加

スポーツ大会参加やボランティア

募集するスポーツコンテンツの多様性

見るスポーツ するスポーツ

支えるスポーツ

プロスポーツ観戦などの魅力
スポーツツーリズムの概念として、実際に体
験、参加する「するスポーツ」や、プロス
ポーツ観戦などの「見るスポーツ」だけでな
く、大会に関わっての訪問やボランティア参
加などの「支えるスポーツ」など様々な広が
りを踏まえて採択を行った。

また、アクティビティや、レクリエーション
要素が強いコンテンツなども広くスポーツと
して捉え、多様性のあるモニターツアー実施
した。

新たな旅行需要の喚起、地域活性化に資するモニターツゕー

の募集を全国各地で行い、スポーツツーリズムの振興につなげた。

スポーツの体験・参加

スポーツ大会参加やボランティア

募集するスポーツコンテンツの多様性

見るスポーツ するスポーツ

支えるスポーツ

プロスポーツ観戦などの魅力
スポーツツーリズムの概念として、実際に体
験、参加する「するスポーツ」や、プロス
ポーツ観戦などの「見るスポーツ」だけでな
く、大会に関わっての訪問やボランティア参
加などの「支えるスポーツ」など様々な広が
りを踏まえて採択を行った。

また、アクティビティや、レクリエーション
要素が強いコンテンツなども広くスポーツと
して捉え、多様性のあるモニターツアー実施
した。

新たな旅行需要の喚起、地域活性化に資するモニターツゕー

の募集を全国各地で行い、スポーツツーリズムの振興につなげた。

募集するスポーツコンテンツの多様性

見るスポーツ するスポーツ

支えるスポーツ

プロスポーツ観戦などの魅力
スポーツツーリズムの概念として、実際に体
験、参加する「するスポーツ」や、プロス
ポーツ観戦などの「見るスポーツ」だけでな
く、大会に関わっての訪問やボランティア参
加などの「支えるスポーツ」など様々な広が
りを踏まえて採択を行った。

また、アクティビティや、レクリエーション
要素が強いコンテンツなども広くスポーツと
して捉え、多様性のあるモニターツアー実施
した。

新たな旅行需要の喚起、地域活性化に資するモニターツゕー

の募集を全国各地で行い、スポーツツーリズムの振興につなげた。
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・モニターツアー募集の作成に向けて 

 モニターツアーの募集に際し、これまでのツアー実施のノウハウやその他ツアー募集事業の実績、Ｊ

ＴＢグループのツアー募集事業の実績などを踏まえて、戦略的なモニターツアー募集要項作りを行った。

募集要項を作成する前に、事前に以下の要素を抽出し、要項作成に入った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

方針① ツゕーを行う地域が連携し役割を担っているか？

方針② 地域固有の魅力を活用し、経済効果を高める取組みか？

方針③ 継続性が高く、拡張性のあるモニターツゕーか？

【モニターツアー募集方針】

募集コンセプトの伝達

募集するモニターツゕーの概要

・地域の複数の業態が実質的に連携しているツアーであること
・ツアーの実施主体が次年度以降も同様のツアーを実施すること
・旅行業登録事業社がツアーを主催すること
・ツアーの実行可能性が高く、課題把握や効果の波及効果が的確であること
・過去に商品化されたツアーと同一の内容でないこと
・募集対象者や募集対象地域及び広告方法が明確に示されていること
・ツアー参加者には一定程度の貟担を求めていること
・他の行政、自治体からの支援予算の入っている事業でないこと

【モニターツアー実施時期（案）】

【モニターツアーの考え方】

２０１２年１月中旪～２０１２年３月１２日
※結果的に、より良いツアー実施のため３月末までツアーの実施を行った

日帰りツアーは対象とする…地域の着地型ツアーやテーマ性の高いツアー等の取
り組みを推進するため。

回数・人員の上限は設けない…参加しやすい複数日設定などは需要顕在化がしや
すいため。ただし、全体の支援総額の中で考慮。

スポーツと観光要素が必要…スポーツのみ、観光のみと見られるツアーは、趣旨
に反しているため、採択の対象とならない。

【ツアー形態について】

より多くの多様性のあるスポーツツーリズムのモニターツアーの採択を目指すため、
十分な募集検討期間と実施期間の設定を行った。

モニターツアー募集方針とその意図を明確に伝え、地域の連携と魅力化が図れたうえ
で、将来性が高く先進的なスポーツツーリズムのツアー募集を目指した。

方針① ツゕーを行う地域が連携し役割を担っているか？

方針② 地域固有の魅力を活用し、経済効果を高める取組みか？

方針③ 継続性が高く、拡張性のあるモニターツゕーか？

方針① ツゕーを行う地域が連携し役割を担っているか？

方針② 地域固有の魅力を活用し、経済効果を高める取組みか？

方針③ 継続性が高く、拡張性のあるモニターツゕーか？

【モニターツアー募集方針】

募集コンセプトの伝達

募集するモニターツゕーの概要

・地域の複数の業態が実質的に連携しているツアーであること
・ツアーの実施主体が次年度以降も同様のツアーを実施すること
・旅行業登録事業社がツアーを主催すること
・ツアーの実行可能性が高く、課題把握や効果の波及効果が的確であること
・過去に商品化されたツアーと同一の内容でないこと
・募集対象者や募集対象地域及び広告方法が明確に示されていること
・ツアー参加者には一定程度の貟担を求めていること
・他の行政、自治体からの支援予算の入っている事業でないこと

【モニターツアー実施時期（案）】

【モニターツアーの考え方】

２０１２年１月中旪～２０１２年３月１２日
※結果的に、より良いツアー実施のため３月末までツアーの実施を行った

日帰りツアーは対象とする…地域の着地型ツアーやテーマ性の高いツアー等の取
り組みを推進するため。

回数・人員の上限は設けない…参加しやすい複数日設定などは需要顕在化がしや
すいため。ただし、全体の支援総額の中で考慮。

スポーツと観光要素が必要…スポーツのみ、観光のみと見られるツアーは、趣旨
に反しているため、採択の対象とならない。

【ツアー形態について】

より多くの多様性のあるスポーツツーリズムのモニターツアーの採択を目指すため、
十分な募集検討期間と実施期間の設定を行った。

モニターツアー募集方針とその意図を明確に伝え、地域の連携と魅力化が図れたうえ
で、将来性が高く先進的なスポーツツーリズムのツアー募集を目指した。
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【募集要項】 

 

平成23年12月21日 

 

国内スポーツ観光顧客満足度調査業務におけるモニターツアーの募集について 

 

観光庁スポーツ観光推進室 

 

観光庁では、スポーツツーリズムの推進に向け「国内スポーツ観光顧客満足度調査業務」において、

スポーツを核とした新たな旅行需要を喚起し、地域活性化に資する旅行商品を試験的に造成するモニタ

ーツアーを募集し、その費用の一部を支援します。実施するモニターツアーにおいて、参加者や関係者

へのアンケート等を実施することにより、顧客満足度や消費額等の経済効果を調査し、効果検証を行い

ます。 

つきましては、本事業において試験的に造成するモニターツアー（支援対象ツアー）の募集予定につ

いて、次のとおりお知らせします。 

 

なお、本業務は本年６月に策定された「スポーツツーリズム推進基本方針」の方向性に則り実施をす

るものであるため、忚募にあたっては、基本方針の内容を踏まえたモニターツアー造成を心がけるよう

お願いいたします。 

 

スポーツツーリズム推進基本方針  http://www.mlit.go.jp/common/000160526.pdf 

 

１．募集するモニターツアーの内容 

 

（１）募集するモニターツアーに求められる要件 

募集するモニターツアーは、下記の全ての項目に該当するツアーとなります。 

① スポーツ資源と地域魅力や観光要素などの連携が見られ、地域活性化に資するツアーであること 

② ツアーの実施主体が次年度以降も同様のツアーを想定し、そのための検証となること 

③ モニターツアーを実施するとともに、モニター参加者に対して効果分析に必要なアンケート調査を

行い、原則参加者全員から調査票を回収すること 

④ モニターツアー終了後原則１週間以内に、モニターツアーに関する報告書を提出すること。報告書

の様式は、事務局から指定したものを使用すること 

⑤ 地域の企業、団体、組織などと連携した体制になっていること 

⑥ 旅行業登録事業者がツアーを主催すること 

⑦ ツアーの実行可能性、課題把握の適切性、効果の波及効果等の高いものであること 

⑧ 現在、既に商品化されたツアーでないこと 

⑨ 募集対象者や広告方法が明確に設定され、消費者への認知向上や情報伝達が意識されていること 

⑩ ツアー参加者には一定限度の貟担を求めること 

⑪ ツアー実施にかかわる費用に他の行政、自治体からの予算が入っている事業でないこと 
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（２）モニターツアーに忚募する申請者などの資格 

本モニターツアーに忚募する申請者は次の要件を満たす法人（企業・団体等）とします。 

① 日本に拠点を有していること 

② 本事業を的確に遂行する組織、人員等を有していること 

③ 本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有

していること 

 

（３）モニターツアーの選定件数 

本事業で選定するモニターツアーは、40件を予定しています。 

 

（４）モニターツアーの実施期間 

原則、平成24年3月12日（月）までに、モニターツアーの実施、参加者へのアンケート調査および調査

票の回収、モニターツアーの報告書提出の全てを完了してください。 

 

（５）モニターツアーで実施するアンケート調査について 

① モニターツアーの参加者に対して、アンケート調査を実施してください。原則、参加者全員から

の調査票回収を義務としますが、乳幼児など参加者が自分で回筓できない場合は調査対象者から除

くものとします。また、調査票回収数と事前に確認されている調査対象外人数の合計が参加人数と

なりますので必ず回収可能な全ての参加者からの調査票回収をお願いします。 

② アンケートの調査項目については、事務局から全モニターツアーへの共通の項目として、統一形式

の調査票（分量はA4 表裏1枚の計2頁程度を予定）として提示します。 

③ アンケート調査項目には、事務局から提示された項目以外に、ツアー申請者が独自に調査したい項

目も最大５問まで盛り込むことができます。ツアー独自の調査項目を追加する場合には、事務局に

相談のうえ事務局から提示された調査票に追加項目を加えてください。 

④ アンケートの調査票については、ツアー申請者がコピーして配布してください。 

 

（６）モニターツアーの広告・宣伝やモニターツアーに関する対忚について 

① 選定されたモニターツアーの参加者の募集や、モニターツアーに関する質問などの対忚は、モニタ

ーツアーの申請者や主催旅行会社が行います。 

② プロジェクト事務局のサイトには、選定されたモニターツアーの概要紹介と各ツアーの問い合わせ

先を掲載することとし、個別のツアーに関する問い合わせには、各ツアーの主催旅行会社で対忚す

ることとします。 

 

２．モニターツアーにかかわる支援金について 
 

（１）支援対象となる経費の範囲について 

支援対象ツアーとして選定されると、以下の支援対象経費の中から一定割合の支援が受けられます。 

①� モニターツアーの造成に係る経費 

・ 事前下見経費、造成打ち合わせ費、アンケートなど調査協力費（人件費等） 

 ② モニターツアーの広報、募集告知に係る費用 

・ 新聞、ネットなどへの掲載費 

・ パンフレット制作費 など 
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③ モニターツアーの催行に係る経費 

・スポーツ観戦、参加費、二次交通費（貸切バス等） 

・宿泊費、飲食費、保険費 など 

 

※対象とならない経費の具体例 

① 施設整備（ハード整備）に係る経費 

② 平成23年度内に実施されない活動に係る経費 

③ ツアー実施費用のうち、国やその他行政等により別途、補助金、支援金、委託費等が支給されてい

るもの、あるいは支給を予定されているものがある場合には当該部分については支援の対象外とな

る。 

④ 支援対象ツアーとして選定される前の経費 

⑤ ツアーの申請者・旅行業登録者の企画手数料 
 

（２）支援金の規模について 

① 支援金の規模 

モニターツアー１件あたり原則 150 万円程度を上限に想定し、申請内容に忚じて支援金額を決定しま

す。支援金額は、支援対象経費総額の、原則として最大 80％程度とし、20％程度を旅行販売価格として

参加者から徴収するものとします。 

また、提出をした目標ツアー募集人員での旅行販売価格を基準とし、原則として人数の増減による販

売価格の変更はしないものとします。 

 

② 支援金の申請金額について 

(ア) モニターツアーの申請者は、忚募時に、様式２の費用積算書を記入して、支援希望額を算出のう

え申請してください。 

(イ) 申請内容の評価の結果や参加人数の減尐などによる支援対象経費総額の減尐により、支援金額は、

支援希望額よりも減額されることがあります。 

(ウ) ツアー実施時の最終参加人数の増減などによる支援対象経費総額の変動により、支援金額は、支

援希望額よりも減額・増額されます。ただし、目標ツアー募集人員を超える場合には、事務局への

事前の確認が必要となります。 
 

③ 支援金の支払いについて 

支援金の支払いは、原則、事業終了後に申請者より提出されるツアー報告書に基づき、調査を行い支

払い金額を確定してから行います。全ての支出、および参加者からの収入については、その収支の証拠

となる領収書や旅行契約書などの証拠書類・証憑が必要となりますので保管しておいてください。また、

支出額および内容についても厳格に審査しますので、これを満たさない経費については支払額の対象外

となる可能性がある点に留意してください。 
 

④ 支援金の支払い時期について 

モニターツアーが全て終了し、本事業全体が終了した後、本業務全体の支払い額が観光庁により確定

し、観光庁から支払い額が本調査業務の受託者に支払われた後、個々のモニターツアーの申請者に③で

確定した金額を支払う形になります。モニターツアーの申請者への具体的な支払い時期は、平成24年4月

下旪から5月上旪を予定しています。 
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３．忚募手続き 

 

（１）募集期間 

・ 募集開始日：平成23年12月21日（水） 

・ 募集締切日：平成24年 1月10日（火）17：00必着 

 

（２）忚募書類 

（ア）～（カ）の書類を、下記（３）に示す提出先まで提出してください。なお、書類は電子メールによる

提出となるので、指定するファイル形式に沿ったもので作成をお願いします。また、このファイル形式で

提出できない場合は、事務局まで申し出てください。 

(ア) 様式１ エントリーフォーム（MS-Excel形式） 

(イ) 様式２ 費用積算書（MS-Excel形式） 

(ウ) 様式３ モニターツアーの体制図（MS-Excel形式） 

(エ) 申請者に関して概要を記した書類（会社概要など）（PDF 形式または、MS-Word、MS-PowerPoint、

MS-Excel形式） 

(オ) 旅行業登録事業者に関して概要を記した書類（会社概要など）（PDF 形式または、MS-Word、

MS-PowerPoint、MS-Excel形式） 

(カ) ツアーが採択された場合にプロジェクトサイトのモニターツアー紹介ページで使用する画像 1 枚の電子

データ（ファイル形式は jpg形式、ファイルサイズは 500キロバイト以上、２メガバイト以内であること）。 

※提出された（ア）～（オ）の応募書類は、本モニターツアーの選定に関する審査以外の目的には使用しません。

なお応募書類は返却しません。 

 

（３）忚募書類の提出先 

忚募書類は、電子メールにて、以下に提出すること。 

「国内スポーツ観光顧客満足度調査業務」スポーツツーリズムモニタープロジェクト事務局  

TEL： 03-5954-8037 

メール：info@sport-tour.jp 

 

４．モニターツアーの選定について 

 

（１）選定方法 

モニターツアーの選定にあたっては、複数の外部有識者による委員会（選定委員会）を、平成24 年1

月中旪に開催し選定します。なお、忚募期間締め切り後に、必要に忚じてヒアリングを実施する場合が

あります。 

 

（２）選定基準 

「スポーツツーリズム推進基本方針」の方向性に沿ったうえで、スポーツを核とした新たな旅行需要

を喚起し地域活性化に資する内容となっていることはもちろんのこと、以下の３つの「モニターツアー

募集方針」に合致したモニターツアーを求めます。 
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方針１  ツアーを行う地域が連携し役割を担っているか？ 

旅行会社やスポーツ団体と、地域の自治体・民間企業などがしっかりと役割を持ち、地域の魅力や価

値を最大化させる目的をもって連携がなされているか。 

 

方針２  地域固有の魅力を活用し、経済効果を高める取組みか？ 

地域の特性とスポーツをリンクさせ、その地域で行う意味や意義を明確にした複合的なツアー内容に

より、経済効果を高めるチャレンジを行っているか。 

 

方針３  継続性が高く、拡張性のあるモニターツアーか？ 

卖発のツアーではなく、今後も継続して実施していくことが可能なツアーであることと、ツアーの考

え方や仕組みが今後も活用可能な拡張性のある取り組みか。 

 

更に、以下のような項目を参考にしながら、選定委員会において、総合的な評価を行います。 

① ツアーの新規性、独創性 

② 催行期間、時期の妥当性 

③ 募集人員数（最尐催行人員と目標募集人員） 

④ 参加者一人当たりの支援金額 

 

＜ツアー形態について＞ 

日帰りツアーは対象とする…地域の着地型ツアーやテーマ性の高いツアー等の取り組みを推進するため。 

回数・人員の上限は設けない…参加しやすい複数日設定などは需要顕在化がしやすいため。 

ただし、全体の支援総額の中で考慮。 

スポーツと観光要素が必要…スポーツ要素と地域の魅力や観光要素などの連携が見られないツアーは、

採択の対象とならない。 

 

（３）選定結果の決定及び通知について 

① モニターツアーが選定された申請者については、当該申請者に対してその旨電子メールおよび文書に

て通知します。 

② 選定結果の通知は、平成24年1月16日（月）～平成24年1月18日（水）の期間に行う予定です。 

 

（４）選定についての補足事項 

選定の状況などにより、選定の結果が補欠という形式や選定結果の通知予定期間を過ぎてからの追加 

募集や追加決定を行う場合があります。 

 

５．その他 

本ツアーの募集の概要について、質問・不明な点がある場合については、「国内スポーツ観光顧客満

足度調査業務」スポーツツーリズムモニタープロジェクト事務局（メール：info@sport-tour.jp）まで、

電子メールにて問い合わせをお願いいたします。 
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・エントリーフォーム 

 ツアーの基本情報や詳細内容に加え、募集方針を前提としたツアー造成のポイント、スポーツツーリ

ズム推進基本方針の内容の記載を求め、ツアーの忚募とスポーツツーリズムの理解促進をツアー提案者

に促した。 

様式１

代表団体名 ※支援経費の受入が可能な団体として下さい。

代表者氏名

所在地

担当者名

電話・ファックス番号

メールアドレス ＇今後のご連絡先（

主催旅行会社名

旅行業登録情報

所在地

担当者名

電話・ファックス番号

メールアドレス

3

4

5 ＇２００文字以内（

6

7

8 ＇１００文字以内（

9 平成○○年○月○○日＇○（～○○日＇○（　　　○泊○日

10 大人　○○○○円＇一人あたり（　　　　子供　○○○○円＇一人あたり（

11 ○○○○円　＇一人当たり（

12 ○○○○○○○円

13

14

15

16

17

18

19

「国内スポーツ観光顧客満足度調査業務」　エントリーフォーム

2

主
催
旅
行
会
社

申
請
者

1

基本項目

催行予定日

本事業の連携団体
＇自治体等及び地域事業者、スポーツ団体など（

実施するスポーツの内容

ツアーの特徴、セールスポイント

ツアー内容ダイジェスト

ツアー概要　※４～１０の記載項目は、採択をされた場合Ｗｅｂサイトのツアー紹介として記載、公開をさせていただきます。

ツアータイトル

スポーツツーリズムの区分
＇複数選択可（

今回のモニターツアー参加者負担額
※様式２の＇E)の１人あたりの金額を記載

商品化した際の販売予定価格

ツアー造成のポイント＇モニターツアー募集方針より（

方針３

＇継続性が高く、拡張性のある
モニターツアーか？（

方針２

＇地域固有の魅力を活用し、
経済効果を高める取り組みか？（

支援希望額
※様式２の支援希望額【＇H)と＇I)の内で低い額】を記載

方針１

＇ツアーを行う地域が連携し役割を
担っているか？（

ツアーの独創性や新規性などのポイント

「スポーツツーリズム推進基本方針」の方向性を踏まえてのポイント

本年６月に策定された「スポーツツーリズム推進基本方針」の方向性を理解したうえで、本モニターツアー実施により効果検証が可能な項目や、課題解決が可
能な項目を求めます。以下の方向性の中から、本モニターツアーの方向性と合致する項目を選び、モニターツアー内で実施するポイントをご記入ください。
※以下の６つの１８～２０のセルのプルダウン式選択肢の中から、最大３項目を選び、ご記入をお願いします

スポーツツーリズム推進基本方針　　 http://www.mlit.go.jp/common/000160526.pdf

　観るスポーツ　　　（プロスポーツ応援、スポーツ観戦、スポーツ施設見学、など）

　するスポーツ　　　（スポーツ大会参加、スポーツアクティビティ、タウンウォーク、体験、サイクリング、など）

　支えるスポーツ　　（ボランティア参加、スポーツ合宿、スポーツ勉強会・研修会、など）
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 エントリーフォームの後半部分では、ツアーの行程表などの詳細情報を記載してもらうほか、ツアー

実施に向けた準備状況や新規性など、審査に関わる項目も入れ込んだ。 

 

20

21

22

23

＜一日目＞
(　地名　（○○：○○・・・交通手段【　　　】・・・○○：○○(　地名／内容　（○○：○○・・・交通手段【　　　】・・・○○：○○
(　地名　（○○：○○・・・交通手段【　　　】・・・○○：○○(　地名／内容　（○○：○○・・・交通手段【　　　】・・・○○：○○・・・＇　地
名　（

＜二日目＞
(　地名　（○○：○○・・・交通手段【　　　】・・・○○：○○(　地名／内容　（○○：○○・・・交通手段【　　　】・・・○○：○○
(　地名　（○○：○○・・・交通手段【　　　】・・・○○：○○(　地名／内容　（○○：○○・・・交通手段【　　　】・・・○○：○○・・・＇　地
名　（

＜三日目＞
(　地名　（○○：○○・・・交通手段【　　　】・・・○○：○○(　地名／内容　（○○：○○・・・交通手段【　　　】・・・○○：○○
(　地名　（○○：○○・・・交通手段【　　　】・・・○○：○○(　地名／内容　（○○：○○・・・交通手段【　　　】・・・○○：○○・・・＇　地
名　（

＜特記事項＞
・

24

25 目標ツアー募集人員：○○名　　最少催行人員：○○名　　最大催行人員：○○名

26

27

28

29

30

31

※セルを広げて記載をして頂いても結構ですが、最大A4三枚程度までの分量としてください。

ツアーの具体的な内容

発地

目的地

ツアー日数

ツアー行程表

ターゲットとして想定する
市場地域、客層

過去に近しいツアーを実施しているか？

市場地域・客層に対する広告・宣伝方法と
ツアー参加者募集開始予定日

採択された場合の目標ツアー募集人員
を超えるか？

採択された場合のツアー募集人員
を超えるか？の理由

他の行政、自治体からの支援予算が
本モニターツアー費用に入っている

ツアー実施回数

一催行あたりの目標ツアー募集人員、
最少催行人員

　１回のみ実施

　複数回実施予定

　募集人員を上回る自信がある 　募集人員はほぼ達成できる 　募集人員到達は五分五分 　最少募集人員クリアが目標

　入っている　※エントリーは出来ません

　入っていない

　同一のツアーを行った　※エントリーは出来ません

　似通ったツアーを行った　⇒

　全く新規の考え方のツアー
＇具体的な差異点　：
（
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・費用積算書 

 エントリーフォームに加え、費用積算書を作成し、対象経費を明らかにした。対象経費はモニターツ

アー企画・実施に伴う変動的経費及びモニターツアー募集告知等に伴う固定的経費とし、モニターツア

ーに対する支援額比率は、原則として８０％程度、残る２０％程度の部分をツアー参加者の貟担経費と

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ツアータイトル】　　○○観戦と選手との地域○○体験

＜目標ツアー募集人員での造成経費算出＞
＇卖位：円（

＜最少催行人員での造成経費算出＞
＇卖位：円（

NO 項目 内訳 数量 卖位 卖価 金額 備考 NO 項目 内訳 数量 卖位 卖価 金額 備考

事前下見経費
＇現地までの交通費（

2 回 50,000 100,000
２名×２回＇２泊（
JR往復１５千円×４
宿泊費１０千円×４

事前下見経費
＇現地までの交通費（

2 回 50,000 100,000
２名×２回＇２泊（
JR往復１５千円×４
宿泊費１０千円×４

造成打合せ費 4 人 10,000 40,000
一日卖価１名
×１０千円

造成打合せ費 4 人 10,000 40,000
一日卖価１名
×１０千円

調査協力費
＇ツアー帯同人件費（

2 人 10,000 20,000 ２名帯同人件費
調査協力費
＇ツアー帯同人件費（

2 人 10,000 20,000 ２名帯同人件費

調査交通費
＇ツアー帯同旅費（

2 人 23,000 46,000
２名×２回＇２泊（
JR往復１３千円×２
宿泊費１０千円×２

調査交通費
＇ツアー帯同旅費（

2 人 23,000 46,000
２名×２回＇２泊（
JR往復１３千円×２
宿泊費１０千円×２

＇Ａ（の合計 206,000 ＇Ａ２（の合計 206,000

チラシ制作・印刷費 1 式 300,000 300,000 チラシ２万部 チラシ制作・印刷費 1 式 300,000 300,000 チラシ２万部

新聞広告出稿費 1 回 400,000 400,000
○○新聞
全５段広告

新聞広告出稿費 1 回 400,000 400,000 ○○新聞
全５段広告

＇Ｂ（の合計 700,000 ＇Ｂ２（の合計 700,000

JR＇新幹線（ 40 人 12,000 480,000 割引価格適用 JR＇新幹線（ 30 人 12,000 360,000 割引価格適用

二次交通＇バス代（ 1 台 80,000 80,000 大型バス一日 二次交通＇バス代（ 1 台 50,000 50,000 中型バス一台

食費 40 人 1,500 60,000 食費 30 人 1,500 45,000

観戦料 40 人 6,000 240,000 体験含む 観戦料 30 人 6,000 180,000

保険料 40 人 500 20,000 保険料 30 人 500 15,000

＇Ｃ（の合計 880,000 ＇Ｃ２（の合計 650,000

ツアー企画費 1 式 400,000 400,000 企画立案 ツアー企画費 1 式 400,000 400,000 企画立案

準備人件費 10 人日 15,000 150,000 ２名×５日相当 準備人件費 10 人日 15,000 150,000 ２名×５日相当

＇D（の合計 550,000 ＇D２（の合計 550,000

支援金額の算出 支援金額の算出

大人参加者 40 人 10,000 大人参加者 30 人 10,000

子供参加者 人 子供参加者 人

合計人数 40 人 合計人数 30 人

最少催行人員での一人当たりの支援希望額の算出 ※上記「０」の数値が入っているセルは自動計算され、目標ツアー募集人員の記入内容が変動的経費以外表示されます。

30 人

支援希望額　【＇Ｈ２（と＇Ｉ２（の内で低い額】 1,244,800

＇Ｇ２（×８０％＝＇Ｈ２（ 1,244,800

＇Ｇ２（　－　＇Ｅ２（　＝　＇Ｉ２（ 1,256,000

支援対象経費の合計　＇Ａ２（＋＇Ｂ２（＋＇Ｃ２（＝　＇Ｇ２（ 1,556,000

最少催行人員での
参加者負担額＇E2)

300,000

0

300,000

1

固定的経費

モニターツアーの造成に係る経
費＇Ａ２（

2

固定的経費

モニターツアーの広報に係る経
費＇Ｂ２（

3

2,106,000

　※　必要な場合は、行を追加して下さい。

＇Ｇ（　－　＇Ｅ（　＝　＇Ｉ（ 1,386,000

＇Ｇ（×８０％＝＇Ｈ（ 1,428,800

　※　ツアー催行に係る費用には、出発地からの交通費等も含みます。

支援希望額　【＇Ｈ（と＇Ｉ（の内で低い額】 1,386,000

最少催行人員
での支援希望額

0
目標ツアー募集人員での

参加者負担額＇E)

変動的経費

モニターツアーの催行に係る経
費＇Ｃ２（

※最少催行人員で算出

4 企画手数料など＇D２（

経費の総合計　＇Ａ２（＋＇Ｂ２（＋＇Ｃ２（＋＇Ｄ２（＝　＇Ｆ２（

変動的経費

モニターツアーの催行に係る経
費＇Ｃ（

※目標ツアー募集人員で算出

4

経費の総合計　＇Ａ（＋＇Ｂ（＋＇Ｃ（＋＇Ｄ（＝　＇Ｆ（

支
援
対
象

2,336,000

400,000

1,244,800最少催行人員

400,000

支
援
対
象
外

企画手数料など＇D（

スポーツツーリズムモニターツアーの費用積算書＇概算（　　記入例

【代表団体名】　　○○町スポーツ協議会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【主催旅行会社名】　　　○○旅行社

固定的経費

モニターツアーの広報に係る経
費＇Ｂ（

3

最少催行人員の支援希望額を算出するにあたり、右表に最少催行人数の場合でのそれぞれの造成経費を記入し算出をして下さい。

支
援
対
象

支
援
対
象
外

1

固定的経費

モニターツアーの造成に係る経
費＇Ａ（

2

支援対象経費の合計　＇Ａ（＋＇Ｂ（＋＇Ｃ（＝　＇Ｇ（ 1,786,000

最少催行人員での一人当たりの支援希望額 41,493

 

支援対象経費の考え方

① モニターツアーの造成に係る経費

・事前下見経費、造成打ち合わせ費

・アンケートなど調査協力費＇人件費等（ など

② モニターツアーの広報、募集告知に係る費用

・ 新聞、ネットなどへの掲載費

・ パンフレット制作費 など

③ モニターツアーの催行に係る経費

・ スポーツ観戦、参加費、二次交通費＇貸切バス等（

・宿泊費、飲食費、保険費 など

【交通費】
・申請者、旅行会社が現地まで赴く旅費、滞在費
・連携団体、有識者が現地まで赴く旅費、滞在費
・現地での視察、打合せに係る移動費
※交通費は、移動期間と金額の明記、領収書を添付

【人件費】
・連携団体、有識者、地域協力者の活動人件費＇＠１～１．５万円目安（
・申請者、旅行者の活動人件費＇＠１～１．５万円目安（
※下見、打合せ、調査活動など明確な内容が確認できない人件費は認めない
※会議議事録やモニター写真などの証拠書類を合わせて添付

【広報費】
・媒体出稿に係る費用＇新聞、Web、雑誌など（
※それぞれの媒体出稿見本と領収書を添付

【制作・印刷日費】
・チラシ、ポスター、Webサイトなどの制作費
※それぞれの作成デザインと領収書を添付

・チラシ、ポスター、パンフレット類の制作費
※それぞれの作成見本と領収書を添付

【交通費】
・参加者が現地まで赴く旅費
・現地での観戦、体験、観光などの移動に係る二次交通費
※領収書を添付＇領収書が無い場合は説明と支払い証明書を作成（

【観光費】
・現地での観戦、体験、観光などに経費
※領収書を添付＇領収書が無い場合は説明と支払い証明書を作成（

【その他費用】
・飲食費、宿泊費、保険料などのその他ツアー造成に係る経費
※領収書を添付＇領収書が無い場合は説明と支払い証明書を作成（
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・モニターツアー体制図 

 今回のモニターツアー募集方針にもあるように、ツアー提案者や、ツアー実施にかかわる連携団体の

中にツアーで訪れる地域のメンバーが入っていることを前提としてツアー選定を行っていくこととした

ため、事前に以下の形で体制図の提出を求めた。 

 

 以下の記載例のように、ツアー提案者（申請者）やツアー実施の協力をする旅行会社だけでなく、現

地の連携団体が明確にわかるように、「モニターツアー体制図」上で色分けをして記入してもらうことで、

ツアー提案時に、地域の人材や団体と連携しての体制作りの必要性を充分に理解させた。 

 

【様式３】

「国内スポーツ観光顧客満足度調査業務」　体制図＇記載例（

株式会社
○○○○ ○○市

＇財（○○○

・ツアーの後援

○○旅行会社

主催旅行会社

・ツアーの企画、造成

・ツアーの広告・宣伝

・ツアーの実施
・アンケート調査票の
配布、回収

申請者

・ツアーの企画
・アンケート調査票
の修正、印刷

○○球団

・ツアーへの協力

注（主催者などの役割分担がはっきりわかるように明記すること。

注（地域の連携体制と役割を青色で記載すること。

・現地コーディネート
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４．モニターツアーの忚募 
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・モニターツアーの募集方法 

 モニターツアー募集を行うにあたり、観光庁の持つネットワークなどを活用し、直接ツアー造成に関

わる各地域の地方自治体や、旅行関係会社、業界やスポーツ団体に直接募集を行った。また、その際に

募集方針の内容を伝えることで、よりスポーツツーリズム推進の方向性に合致したモニターツアーの造

成を促した。 

 

＜Ｗｅｂを中心とした募集＞ 

■募集内容 

 Ｗｅｂサイト上に、募集内容をダイジェストで伝えるページを作成し、今回のツアー造成に対して最

も重要となる３つの基本方針についての紹介を行った。 
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■募集要項（前半） 

 募集要項のページでは、忚募要項のダウンロードだけでなく、上部にスポーツツーリズム推進基本方

針のダウンロードリンクも設置。また、募集期間に加え、業務の概要を、「モニターツアーの造成」「モ

ニターツアーの告知及び参加者の募集」「モニターツアーの実施」「アンケート等による効果検証」の４

項目で伝え、忚募に際し実施する項目を明確に伝えた。 
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■募集要項（後半） 

 募集要項の後半部分では、モニターツアーに関わる支援金について、支援可能な項目を明確に示し、

忚募の際に混乱を避けることを目指した。加えて、対象とならない経費の具体例も記載することで、よ

りルールに則った募集が行われるよう心がけた。 
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■忚募 

 忚募のページでは、忚募に必要な「エントリーフォーム」「費用積算書」「体制図」のダウンロードと、

提出の方法を示し、この忚募用ページだけで、情報収集から作成までがワンストップで行われる利便性

を考慮したサイト作りを行った。 
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５．モニターツアー選定委員会の実施 
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・ツアー選定の評価指標 

 審査を行うにあたり、定量的な視点を軸に「エントリーフォーム」「費用積算書」「体制図」の内容を

審査してもらうため、ツアー選定基準を明確にしたうえでの評価指標作りを行った。 

 

定性的なモニターツアー募集方針の評価軸 評価の方法 評価基準

ツアーを行う地域が連携し役割を担っている
か？

各委員による専門的
知見からの評価

エントリーフォームの項目１４の記載内容により、５段
階で地域での連携と役割についてを評価※関連する
記載が無い場合は０点

地域固有の魅力を活用し、経済効果を高め
る取り組みか？

各委員による専門的
知見からの評価

エントリーフォームの項目１５の記載内容により、５段
階で地域の魅力による経済効果を評価※関連する記
載が無い場合は０点

継続性が高いモニターツアーか？
各委員による専門的
知見からの評価

エントリーフォームの項目１６の記載内容により、５段
階でツアーや取り組みの継続性を評価※関連する記
載が無い場合は０点

モニターツアー募集方針の基本となる評価軸

ツアーの連携団体に実施地域の自治体、事
業社などが含まれているか?

応募書類を評価基準
に則り自動配点

エントリーフォームの項目３に、ツアー実施地域の自治
体、団体、企業の名前が入っているか

その土地にしかない価値や、その土地ならで
はの魅力が活用されているか？

応募書類を評価基準
に則り自動配点

エントリーフォームの項目１５に、その土地の価値や魅
力に関する内容が記載されているか

今後、同様の取り組みを継続して行うビジョ
ンが記載されているか？

応募書類を評価基準
に則り自動配点

エントリーフォームの項目１６に継続をして同様のツ
アー実施やスポーツの取り組みを行うビジョンが記載
されているか

スポーツツーリズム推進基本方針

基本方針の理解度が高く、理由として記載さ
れている内容が的確か？

各委員による専門的
知見からの評価

エントリーフォームの項目１８～２０の記載内容により、
５段階で基本方針の理解度とツアーにより合致する内
容を評価

モニターツアーの独創性と新規性

モニターツアーの独創性があるか？
各委員による専門的
知見からの評価

エントリーフォームの項目１７の記載内容により、５段
階でツアーの独創性を評価
※関連する記載が無い場合は０点

モニターツアーの新規性はあるか？
応募書類を評価基準
に則り自動配点

エントリーフォームの項目３２において、「全く新規の考
え方のツアー」の項目に印がついているか

参加者一人当たりの支援金額

最少催行人数での一人当たりの金額
応募書類を評価基準
に則り自動配点

書式２の造成経費内訳にある「最少催行人員での支援
希望額」を「最少催行人員」で割った数字により評価

業務体制・執行に関する評価

運営にたる業務実施体制が備わっている
か？

応募書類を評価基準
に則り自動配点

様式３の体制図に、告知や参加者募集、アンケートの
実施の項目に対する役割がそれぞれ明記されている
か

調査結果を出すにあたりツアーの行程に余
裕があるか？

応募書類を評価基準
に則り自動配点

エントリーフォームの項目２８に記載されている告知期
間が、ツアー実施の２週間以上前の日程となっている
か。また、ツアー終了日が３月５日以前となっているか

地域経済活性化の観点から、東名阪以外か
らの集客が期待できるか？

応募書類を評価基準
に則り自動配点

エントリーフォームの項目２１の「発地」として、東京２３
区、名古屋市内、大阪市・堺市以外の地域が記載され
ているか

地域経済活性化の観点から、東名阪以外へ
の送客が期待できるか？

応募書類を評価基準
に則り自動配点

エントリーフォームの項目２２の「目的地」が、東京２３
区、愛知県、大阪市・堺市以外の地域となっているか
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・ツアー選定の評価方法 

 評価指標を確定させたうえで、各評価指標の重要度やツアーの費用対効果、価値などを点数化し、合

計７０点満点の基準で採点を行った。 

  

【評価方法のポイント】 

・ 定量化できる基準をそれぞれ算出し点数化（黄色枠） 

・ ツアー実施の重要度を踏まえ全体の評価点を決定 

・ 定性的な回筓は、０～５の６段階で評価 

・ 特に重視すべき項目はウェイトにより点数を調整 

 

定性的なモニターツアー募集方針の評価軸 5 4 3 2 1 0 ウェイト 満点

ツアーを行う地域が連携し役割を担ってい
るか？

地域での連携
と役割が強固

地域との連携
が見られる

地域での連携
が少ない

地域での連携
について記載
が無い

×２ 10

地域固有の魅力を活用し、経済効果を高
める取り組みか？

高い経済効
果が期待でき
る

魅力の活用
による経済効
果がある

取り組みが少
ない

経済効果に
関する記載が
無い

×２ 10

継続性が高いモニターツアーか？
将来的な継続
性が確実

継続性の可
能性がある

継続をするの
は難しい

継続に関する
記載が無い ×２ 10

モニターツアー募集方針の基本となる評価軸

ツアーの連携団体に実施地域の自治体、
事業社などが含まれているか?

Yes No － 2

その土地にしかない価値や、その土地なら
ではの魅力が活用されているか？

Yes No － 2

今後、同様の取り組みを継続して行うビ
ジョンが記載されているか？

Yes No － 2

スポーツツーリズム推進基本方針

基本方針の理解度が高く、理由として記載
されている内容が的確か？

理解度が高く
理由が的確

理解はしてい
る

理解が不足し
ている

理解していな
い － 5

モニターツアーの独創性と新規性

モニターツアーの独創性があるか？
高い独創性
がある

独創性がある
独創性が少な
い

独創性に関す
る記載が無い ×２ 10

モニターツアーの新規性はあるか？ Yes No － 1

参加者一人当たりの支援金額

最少催行人数での一人当たりの金額
３万円
以内

３万円
～４万円

４万円
～５万円

５万円
～６万円

６万円
以上

記載なし ×２ 10

業務体制・執行に関する評価

運営にたる業務実施体制が備わっている
か？

Yes No － 2

調査結果を出すにあたりツアーの行程に
余裕があるか？

Yes No － 2

地域経済活性化の観点から、東名阪以外
からの集客が期待できるか？

Yes No － 2

地域経済活性化の観点から、東名阪以外
への送客が期待できるか？

Yes No － 2

70

点数
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・忚募ツアー一覧 

案件番号 ツアータイトル ツアー実施予定日

1 家族で楽しむ冬のみなかみ　温泉とアウトドアスポーツ＇スキーとスノーシュー（体験ツアー 3月3日＇土（～4日＇日（

2 冬のみなかみ大満喫！エアボード＆スノーシューで雪あそび体験2日間
平成24年2月23日～24日、
3月2日～3日

3 弓道のメッカを目指す東庄町のグルメと伝統文化と大自然を味わう旅 平成２４年３月６日＇火（～７日＇水（　　　１泊２日

4 ノベ☆スタと行く「延岡満喫アウトドア体験」 3/1～2日　3/3～4日

5 高島トレイル 朽木Localカントリーtour 平成24年2月25日～26日

6
①「爪カンジキづくりの旅」平成２４年２月１２日＇日（10時～12時
②「爪カンジキづくり＆スノーウォーク」　平成２４年３月９日＇金（～１０＇土（

①「爪カンジキづくりの旅」平成２４年２月１２日＇日（（10時～12時
②「爪カンジキづくり＆スノーウォーク」平成２４年3月9日＇金（～１０
＇土（＇爪カンジキづくり体験（3月９午後１時～3時＇スノーウォーク（　3
月10日9時～14時

7 单会津スポーツツーリズムモニターツアー　「单会津・スノーシュー、和かんじき雪ウオーク　１泊２日」 平成２４年３月２日＇金（～３日＇土（

8 单会津スポーツツーリズムモニターツアー「尾瀬檜枝岐温泉で尾瀬の入口ぶなの原生林ををスノーシュー体験」 平成２４年２月２４日＇金（～２５日＇土（

9 ウィンタースポーツ三昧！ウィンタースポーツ＆メディカル体験ツアー 平成２４年３月３日＇土（～４日＇日（

10 初めてのスノーシューツアー～ここであなたも冬の森デビュー～
一回目：平成２４年２月２４日＇金（～２５日＇土（　　　１泊２日
二回目：平成２４年３月　３日＇土（～　４日＇日（　　　１泊２日

11 語り部と歩く！歴史街道でストレス解消健康ウォーク 平成24年3月3日＇土（

12 ダイビング＆ウェルネス満喫！石垣島リゾートの旅・5日間 平成２４年３月１日＇木（～４日＇日（

13 冬の日本百名山安達太良山麓を愉しむ 平成２４年２月２４日＇金（～２６日＇日（　　　２泊３日

14 貴方だけの健康オリジナルメニューと諏訪湖畔ノルディックウオーク 平成２４年３月３日＇土（～４日＇日（　　　１泊２日

15 やまなみしまなみツアー　～アートにウォーキング・サイクリング～ 平成２４年３月３日＇土（～４日＇日（　　　１泊２日

16 ウインタースポーツ＆伝統行事体験満喫のバス旅～秋田県田沢湖・角館 平成２４年２月２４日＇金（～２６日＇日（　　　２泊３日

17
富山で大自然の恵みをまるごと体験！海洋深層水スポーツと名峰立山の麓でスノーシュー！薬膳料理もおいし
くいただくカラダのウチソトからリフレッシュ

平成２４年３月１日＇木（～２日＇金（　　　１泊２日

18 冬体感！！　投げてスポーツ！歩いてスポーツ！『雪合戦とスノーシュー体験ＩＮ洞爺湖』 平成２４年３月１０日＇土（～１１日＇日（

19 BLACK＆WHITE～黒耀スノートレイル 平成24年3月1日

20 さあ行こう！楽しさを求めて！　　～No Limit Enjoy～  ※スキーツアー 平成23年3月9日＇金（～11日＇日（　　2泊3日

21 フットサルサークルを応援！IN 白子町 フットサル交流イベント・開催企画モニターツアー 平成24年3月3日＇土（～4日＇日（　1泊2日

22 高野でスポーツ雪合戦と雪国のおもてなしツアー 平成24年2月25日～26日

23 虹の松原から玄海の自然と桃山ロマンの路を訪ねて・・・さくらと陣跡ウォーク 3月24日＇土（～3月25日(日（

24
サイクルツーリズム单アルプス１０Kのヒルクライム＋ももの花びら収穫＆ジャムづくり＋かけ流し温泉
日帰り１２５K　自転車マップ付

平成２４年２月２５日＇土（～３月４日＇土（

25
初心者でも満喫　スノーシューハイキングとスキー体験ツアー＇八ヶ岳山麓スーパートレイルをスノーシュで
歩こう！（

記入ナシ

26 グローバルスポーツ「ＫＡＲＡＴＥ」体験初級編、そのルーツに迫る旅「沖縄伝統空手体験」 3月4日＇土（～5日＇日（

27 "熱気球〟"パラグライダー〟2大スカイスポーツと〝宇宙〟を学ぶモニター体験ツアー！ 平成24年2月18日～2月19日

28
"うどん県でトライアスロンチャレンジ"
春休み親子トライアスロンチャレンジツアー～瀬戸内国際体育祭～

平成２４年３月２４日＇土（～２５日＇日（

29
～「ノルディックウォーキング体験会」と「健康食メニュー」で元気に！～海と温泉のまち・がまごおりで
「健康計画」はじめよう！

平成24年3月4日

30 ≪女子限定≫フルーツ、エキソサイズ&ダイアローグ!!　女子力UPで、キレイになる紀の里ツアー 平成24年3月4日～5日
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案件番号 ツアータイトル ツアー実施予定日

31 東京周遊スポーツミュージアムツアー 平成２４年３月１１日＇日（　　　０泊１日

32 弓道で知る　茶のくに八女・奥八女の「和心」体験ツアー 平成24年2月18日～19日

33 ファミスキ応援委員会プロデュース冬育ツアー「キッズ冬育プログラム」 平成24年2月25日＇土（～26日＇日（　　　1泊2日

34 スポーツひのまるキッズ近畿小学生柔道大会 平成24年2月25日～26日

35 サイクルツーリズムinちば　～アースライド＆サイクルトレイン～ 平成24年3月10日～11日

36 ノルディック・ウォークと水上バスでめぐる、水都大阪 平成２４年2月下旬～3月上旬　日帰り

37 ノルディック・ウォークでめぐる仁徳陵古墳＆商都・堺＇千利休と与謝野晶子を偲ぶ道（
平成24年3月3日～4日
平成24年2月26日、29日、3月1日

38
～お台場海浜公園初の自転車レース「シクロクロス東京2012観戦ツアー」シクロクロスの魅力を全ての
自転車ファンへ～

平成24年2月11日＇土（～12日＇日（　　　1泊2日

39 ～ソフトバンクホークス プロ野球日本一記念～　「OBM野球教室」&「オープン戦観戦」とＥまちめぐりツアー 平成24年3月24日～25日

40 エクストリームウィンターチャレンジ信州高山大会 平成２４年２月４日＇土（～５日＇日（　　１泊２日

41 Tokyo Discovery Running 平成24年2月１2日＇日（、18日＇土（、19日＇日（、25日＇日（

42 アジアリーグアイスホッケー応援・体験ツアー 平成24年2月25日～26日、2月25日

43 世界遺産石見銀山発！「銀の道」走破サイクリングツアー 平成２４年３月１７日＇土（～１８日＇日（　　　１泊２日

44 琉球古都ウォーキングとクルージングの旅 平成24年3月5日＇月（～7日＇水（　　　２泊３日

45 　アルビレックス新潟ホームゲーム観戦ツアー 平成24年3月10日＇土（日帰り

46 鳥海山ろくスノートレッキング～銀世界の獅子ヶ鼻湧水群と奥の細道を歩く 平成２４年３月２日＇金（～４日＇日（　　　２泊３日

47 ヨコスカ「海と緑のジョギング×観光」モニターツアー 平成24年3月11日

48 【ニュースポーツ造成研修】 誰にもやさしい雪中野球(ソフトボール)大会に参加しよう！ 平成２４年３月３日＇土（～５日＇月（　　　２泊３日

49
「雪マジ!19」　岩手雫石パウダースノーすべり放題と復興に灯す「もりおか雪あかり」ボランティア参加
モニターツアー

平成23年2月8日＇水（～10日＇金（　2泊3日

50 ASTCトライアスロンアジア選手権＇2012/館山（事前キャンプ ～特別インストラクターに学ぶレース攻略法～ 平成24年3月3日～4日

51 氷都「苫小牧」　ブルームボール体験プレーとアイスホッケーアジアリーグ観戦ツアー 平成24年2月18日、19日

52
世界クオリティー「白馬の冬体験」スノーボードデビューと、雪上ピクニック＇スノーシュー＆雪の上の
チーズ・チョコフォンデュ（、夜は白馬の魅力を知りつくした外国人＇デイビットさん（による企画も！

平成24年2月13日、平成24年2月14日、平成24年2月15日、平成24年2
月20日、平成24年2月21日

53 湯ったり。食べて。歩いて。飲んで。癒される。津市森林セラピーリラクゼーションツアー 平成24年3月11日～18日

54 宮崎アースライド参加ツアー 平成24年3月17日＇土（～19日＇月（　　　2泊3日

55 スポーツツーリズム・インターンシップツアー　「スポーツツーリズム・プログラムコンテスト」 平成２４年３月１０日＇土（～１４日＇水（　　　４泊５日

56 恋人の聖地でゴルコンツアー 平成24年3月6日～7日

57 長門・青海島スキューバーダイビング体験と長門湯本温泉1泊2日間 平成２４年３月４日＇日（～５日＇月（　　　１泊２日

58 大雪山国立公園旭岳の大自然の中でスキー&スノーボード満喫!!　体験!冬の北海道大雪山オフィシャルツアー 平成24年2月29日＇水（～3月2日＇金（　　　2泊3日

59 トップリーグオールスター FOR ALL チャリティーマッチ2012観戦と仙台観光 平成24年3月24日～25日

60 ラグビー日本代表のレジェンズ達とラガーマンの聖地＇東大阪市（満喫ツアー 平成24年2月26日
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案件番号 ツアータイトル ツアー実施予定日

61 美ら島サッカーキャンプ2012　「サンフレッチェ広島＆FC琉球　サッカー交流　バスツアー in OKINAWA」 平成24年2月5日

62 特別室で観るJRA競馬観戦と武蔵野ビール工場見学 平成24年2月11日

63 プロバスケットボール観戦！　選手との交流と横浜観光！ 平成２４年２月２５日＇土（～２６日＇日（　　　１泊２日

64 ニーハオ！アニョハセヨ！SKIしませんか！？ 平成12年3月2日＇金（～4日＇日（　　　2泊3日

65 『いわきDE女子旅［Vol.1］』～はじめてのケイリン女子会～ 平成24年3月10日～11日

66 横浜初のプロバスケットボールチームを応援しよう！　選手との交流と横浜新発見！ 平成２４年２月２５日＇土（～２６日＇日（　　　１泊２日

67 セグウェイに乗って風になろう～セグウェイツアーと奈良・大和浪漫回廊観光2日間 平成24年3月10日＇土（～11日＇日（　　　1泊2日

68 いわて・夏油高原　ふかふか銀世界を歩く！雪の王国のスノーシューハイク 平成24年3月3日＇土（～4日＇日（　　　　　1泊2日

69 伝統の日本を感じよう！東京名所観光と力士の生活をのぞく 平成24年2月18日

70 八ヶ岳で初めての乗馬 平成24年2月25日

71 親子オホーツク冬のスポーツ体験ツアー 平成２４年２月２１日＇火（～２３日＇木（　　　２泊３日

72 自然の神秘がいっぱい！冬山スノーシュー満喫ツアー　～世界の冒険家「植村直己」のふるさとで♪～ 平成２４年２月２４日＇金（～２６日＇日（　　　２泊３日

73 サッカーの街さいたまを満喫！さいたま市サッカー尽くしツアー 平成24年3月17日～18日

74 DEEP観戦と、現役格闘家と行く静岡グルメツアー 平成24年2月4日～5日

75 HC日光アイスバックスファン感謝デー　特別イベント参加ツアー 平成24年3月25日

76 体で感じる自然と歴史・奥秩父アクティブツアー 平成２４年２月２２日＇水（～２３日＇木（　　　１泊２日

77 「走ろう！若草山」　若草山ヒルクライム参加ツアー 平成24年2月25日～26日

78 アディダスヨガスタイルプレゼンツ　ヨガリトリートツアー in 箱根 平成23年3月4日＇土（～3月5日＇日（　　1泊2日

79 鏑木毅選手と行く！　熊野古道伊勢路・トレイルランニングの旅 平成24年3月10日～11日

80
イケメン保障付きインストラクターとバートン開発の初心者向けボード無料レンタルで上達＆満足のガールズツ
アー＆雪の世界で、彼・彼女は3割以上輝いて見える！「雪コン」ツアー＇男子＆肉食女子には、プチ技習得
レッスンあり！（

ガールズツアー平成24年2月7日、2月21日3月2日出発
雪コンツアー3月1日、3月8日出発

81
日本カーリングの聖地『常呂』でレッツカーリング！　　～　オリンピックの『テクニック』を観て感じて体験する
2日間

平成23年3月4日～5日

82 関西最大級の本格的施設でダイビング体験!!幻の魚｢天然本クエ｣を食す　由良町ダイビングモニターツアー 平成24年3月3日～4日

83 ノベ☆スタと行く「スピリチュアルトレッキング」 平成24年3月1日～2日

84 あかん遊久の里 鶴雅２連泊で楽しむ釧路川雪中ウォーク＇スノーシュー（探検 平成２３年２月１８日＇土（～１９日＇日（　　　１泊２日

85 ２０１４年ソチ冬季オリンピック競技をいち早く体験！オリンピック選手と体験するウィンター・スポーツIN札幌 平成24年2月24日～26日

86 ロングライド＇自転車（ツアーto湯河原温泉 平成２３年３月２日＇金（～３日＇土（　　　１泊２日

87 一番桜ノルデックウォーキングと歴史ロマンの旅＇現代組踊り北山の風（ 平成24年1月27日＇金（～28日＇土（　　　1泊2日

88 気仙沼　クリーンアップダイビングモニターツアー 平成24年3月3日～4日

89 ”よしもと住みます芸人”も同行　ワンコと一緒にエクササイズ!　「ペットとスポーツ」ツアー 平成24年3月16日～17日

90
福島には何も変わらない本当の空がある！スキーエリア再活性化のための「今」と「未来」の需要創造
～「雪マジ！１９」×「雪マジ！ふくしま」プロジェクト　モニターツアー～

首都圏＇茨城地区（発 平成24年2月28日＇火（～29日＇水（
福島県内発　平成24年2月28日＇火（/平成24年3月1日＇木（
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案件番号 ツアータイトル ツアー実施予定日

91 第一回きょなん頼朝桜リレーマラソンバスツアー
平成24年3月9日～10日、
平成24年3月10日のみ

92 せらランニングツアー　“Ｔｈｅ　修行”　　　～駅伝の聖地で自分を追い込め！～ 平成24年3月17日～18日

93 スノースクート＆スノーサイクル試乗体験と雪国情緒あふれる牧之通り散策 平成24年3月2日＇金（～3日＇土（　　　1泊2日

94 北海道剣淵町DEエアボード大会に参戦しよう！
平成２４年２月２５日＇土（～２６日＇日（
１泊２日

95 絶景三陸の豊かな漁場　釜石・根浜海岸の海でスポーツフィッシング！ 平成24年3月3日～4日

96 ラフィネランニングスタイルプレゼンツ　旅ラン体験バスツアー in 河口湖 平成23年3月10日＇土（ 0泊1日

97 温泉卓球＇ラージボール卓球（合宿モニターツアー 平成24年3月1日～2日

98
ニッポンのウィンター・アクティビティ＇スノーシュー登山、バックカントリースキー＆スノーボード（
in　北アルプス白馬周辺

平成２３年３月３日＇土（～４日＇日（　　　１泊２日

99
ニッポンのウィンター・アクティビティ＇スノーシュー登山、バックカントリースキー＆スノーボード
in　上越・かぐら峰周辺（

平成２３年３月３日＇土（～４日＇日（　　　１泊２日

100 　遊びながら学ぶ「苗場山麓・雪の恵」子どもエコ・キャンプ 平成２４年２月１８日＇土（～１９日＇日（　　　１泊２日

101 トラベルママ運動　スノーキャンプin岩原 平成24年2月18日～19日

102 伊勢神宮参拝と鈴鹿サーキット50周年ファン感謝デー 平成24年3月3日～4日

103 One's Hands プロジェクト連携　被災地応援！岡部哲也・ユーリフランコと一緒に滑ろう×いわて雪まつりツアー 平成24年2月3日＇金（～6日＇月（　　　1泊4日

104 伊豆大島ランニングコース認定ツアー 平成24年2月19日～20日

105 エコツーリズム　蔵王樹氷まつり×ムーンライトスノーナイトツアー 平成24年2月8日＇水（～10日＇金（ 2泊3日

106 GAMBARUZO!ふくしまウインタートライアスロン大会参加ツアー 平成24年2月25日＇土（～26日＇日（　　　1泊2日

107 大学生限定　バスで行く明日の蔵王を考えるスキーツアー 平成24年2月26日～29日

108 ＜仙台89ERSブースター向け＞なまはげ柴灯まつりとbjリーグ【仙台×秋田】観戦ツアー 平成24年2月11日～12日＇中止（

109 JリーグOB選手と体感！親子で楽しむフットボールツーリズムin岩手 平成24年3月10日＇土（～11日＇日（　　　１泊２日

110 ゲレンデで遊ぼう！「親子で楽しむ冬のおもしろ運動会」 平成24年2月11日＇土（

111 新しい趣味見つけませんか？？団塊世代・シニア世代によるバトミントン技術強化合宿ツアー
平成24年3月2日～4日
＇中止（

112 奄美の海は冬でもぬくぬく！国内トッププロと行くサーフィン合宿 平成12年3月2日＇金（～5日＇月（　　3泊4日

 

 

 平成２３年１２月２１日（水）から平成２４年１月１０日（火）までの期間で、合計１１２の 

モニターツアーの忚募があった。 
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・ツアー選定委員会の開催 

 今回の募集により忚募があった、全１１２ツアーの選定にあたっては、ツアー選定委員会を開催し、

各ツアーの情報をもとに各委員の協議のうえ、選定を行った。また、委員会への参加が不可能な委員に

ついては、選定委員会前に時間を頂戴し、ご意見を伺った上でそれらの意見を踏まえた審査を行った。 

 

国内スポーツ観光顧客満足度調査業務 ツアー選定委員会 次第 

 

１．開会挨拶  観光庁スポーツ観光推進室長 坪田 知広 

２．各委員紹介、挨拶 

３．座長の選定 

４．モニターツアーの概要と事務局の評価案についての説明 

５．審査内容議論 

６．モニターツアーの選定 

７．今後のスケジュールについて 

８．閉会挨拶 ツアー選定委員会 委員長 

 

日時：平成２４年１月１６日（月） 

１３：００～１５：００ 

場所：観光庁 国際会議室 

 

【委員会委員名簿】 

座長 ： 原田 宗彦 早稲田大学スポーツ科学学術院 教授 

委員 ： 岸 博幸  慶忚義塾大学大学院 メディアデザイン研究科 教授  

高橋 義雄 筑波大学大学院 人間総合科学研究科 准教授 

藤口 光紀 広島経済大学 経済学部スポーツ経営学科 教授   

欠席 ： 丁野 朗  日本観光振興協会 常務理事 

篠原 靖  跡見学園女子大学 マネジメント学部 観光マネジメント学科 准教授 

 

■ツアーの選定 

 ツアーの選定にあたり、欠席予定の丁野委員と篠原委員に事前にお時間を頂戴し、ツアー選定に対す

るコメントを頂戴した。このコメントは、当日の選定委員会にて共有を行い、選定の判断基準とした。 

 

■ツアー選定委員会の進行 

  事務局よりツアー内容の解説を行った後、各委員よりコメントを頂き、１１２ツアーから、本委員

会により４０ツアーが採択された。また、それ以外のツアーに関してもそれぞれ特徴があり、魅力も高

いことから、さらに１２ツアーを補欠として選定し、実施、採択に向け調整を行う事となった。 

※結果として、全５２ツアーを採択とし、調整を実施。 
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・採択ツアー一覧 

＜採択後実施ツアー＞  ※ツアー内容詳細はＰ８１に記載 

ツアータイトル 実施地域
スポーツ
ジャンル

スポーツ
タイプ

出発日 参加人数

39
～ソフトバンクホークス プロ野球日本一記念～　「OBM野球教室」&
「オープン戦観戦」とＥまちめぐりツアー

福岡県 プロ野球 みる 3/24 44

61
美ら島サッカーキャンプ2012　「サンフレッチェ広島＆FC琉球
サッカー交流　バスツアー in OKINAWA」

沖縄県 サッカー する＇冬季以外（ 2/5 46

62 特別室で観るJRA競馬観戦と武蔵野ビール工場見学 東京都 競馬 みる 2/11 40

101 トラベルママ運動　スノーキャンプin岩原 新潟県 スキー、スノーボード する＇冬季（ 2/18 37

91 第一回きょなん頼朝桜リレーマラソンバスツアー 千葉県 マラソン する＇冬季以外（ 3/9 68

80
イケメン保障付きインストラクターとバートン開発の初心者向けボード無料レン
タルで上達＆満足のガールズツアー＆雪の世界で、彼・彼女は３割以上輝いて
見える！「雪コン」ツアー＇男子＆肉食女子には、プチ技習得レッスンあり！（

福島県 スキー、スノーボード する＇冬季（ 2/7 58

19 BLACK＆WHITE～黒耀スノートレイル 長野県 スノーシュー する＇冬季（ 3/1 21

95 絶景三陸の豊かな漁場　釜石・根浜海岸の海でスポーツフィッシング！ 岩手県 フィッシング する＇冬季以外（ 3/3 14

104 伊豆大島ランニングコース認定ツアー 東京都 ランニング・ジョギング する＇冬季以外（ 2/19 18

52
世界クオリティー「白馬の冬体験」スノーボードデビューと、雪上ピクニック
＇スノーシュー＆雪の上のチーズ・チョコフォンデュ（、夜は白馬の魅力を
知りつくした外国人＇デイビットさん（による企画も！

長野県 スキー、スノーボード する＇冬季（ 2/13 92

47 ヨコスカ「海と緑のジョギング×観光」モニターツアー 神奈川県 ランニング・ジョギング する＇冬季以外（ 3/11 149

35 サイクルツーリズムinちば　～アースライド＆サイクルトレイン～ 千葉県 サイクリング する＇冬季以外（ 3/10 29

51
氷都「苫小牧」　ブルームボール体験プレーとアイスホッケーアジアリーグ
観戦ツアー

北海道 アイスホッケー みる 2/18 42

69 伝統の日本を感じよう！東京名所観光と力士の生活をのぞく 東京都 相撲 みる 2/18 40

32 茶のくに八女・奥八女の「和心」体験ツアー 福岡県 弓道 する＇冬季以外（ 2/18 19

53
湯ったり。食べて。歩いて。飲んで。癒される。津市森林セラピー
リラクゼーションツアー

三重県 ノルディックウォーキング する＇冬季以外（ 3/11 100

97 温泉卓球＇ラージボール卓球（合宿モニターツアー 長野県 卓球 する＇冬季以外（ 3/1 67

88 気仙沼　クリーンアップダイビングモニターツアー 宮城県 ダイビング する＇冬季以外（ 3/3 16

50
ASTCトライアスロンアジア選手権＇2012/館山（事前キャンプ
～特別インストラクターに学ぶレース攻略法～

千葉県 トライアスロン する＇冬季以外（ 3/3 20

73 サッカーの街さいたまを満喫！さいたま市サッカー尽くしツアー 埼玉県 サッカー する 3/17 21
74 DEEP観戦と、現役格闘家と行く静岡グルメツアー 静岡県 格闘技 みる 2/4 10

30
≪女子限定≫フルーツ、エキソサイズ&ダイアローグ!!
女子力UPで、キレイになる紀の里ツアー

和歌山県 ノルディックウォーキング する＇冬季以外（ 3/4 10

77 「走ろう！若草山」　若草山ヒルクライム参加ツアー 奈良県 サイクリング する＇冬季以外（ 2/25 22

81
日本カーリングの聖地『常呂』でレッツカーリング！　　～　オリンピックの
『テクニック』を観て感じて体験する２日間

北海道 カーリング する＇冬季（ 3/4 40

89
”よしもと住みます芸人”も同行　ワンコと一緒にエクササイズ!
「ペットとスポーツ」ツアー

香川県 トレッキング する＇冬季以外（ 3/16 9

2 冬のみなかみ大満喫！エアボード＆スノーシューで雪あそび体験2日間 群馬県 スノーシュー する＇冬季（ 2/23 13

22 スポーツ雪合戦体験と高野農家でのおもてなしツアー 広島県 雪合戦 する＇冬季（ 2/25 27

83 ノベ☆スタと行く神秘の島と山幸彦の里でスピリチュアルトレッキング 宮崎県 トレッキング する＇冬季以外（ 3/1 32

102 伊勢神宮参拝と鈴鹿サーキット50周年ファン感謝デー 三重県 モータースポーツ みる 3/3 29

70 八ヶ岳で初めての乗馬 山梨県 乗馬 する＇冬季以外（ 2/25 10

82
関西最大級の本格的ダイビング合宿施設とまぼろしの魚｢天然本クエ｣を
食す由良町ダイビングツアー

和歌山県 ダイビング する＇冬季以外（ 3/10 29

85
２０１４年ソチ冬季オリンピック競技をいち早く体験！オリンピック選手と
体験するウィンター・スポーツIN札幌

北海道 カーリング する＇冬季（ 2/24 7

5 高島トレイル 朽木Localカントリーtour 滋賀県 トレイルランニング する＇冬季以外（ 2/25 28

29
～「ノルディックウォーキング体験会」と「健康食メニュー」で元気に！
～海と温泉のまち・がまごおりで「健康計画」はじめよう！

愛知県 ノルディックウォーキング する＇冬季以外（ 3/3 143

37
ノルディック・ウォークでめぐる仁徳陵古墳＆商都・堺
＇千利休と与謝野晶子を偲ぶ道（

大阪府 ノルディックウォーキング する＇冬季以外（ 2/26 87

42 アジアリーグアイスホッケー応援・体験ツアー 東京都 アイスホッケー みる 2/25 20

65 女子限定『競輪体験といわき満喫＆震災復興ツアー』 福島県 競輪 みる 3/10 11

92 せらランニングツアー　“Ｔｈｅ　修行”　～駅伝の聖地で自分を追い込め！～ 広島県 ランニング・ジョギング する＇冬季以外（ 3/17 5

34 スポーツひのまるキッズ近畿小学生柔道大会 大阪府 柔道 する＇冬季以外（ 2/25 31

56 恋人の聖地でゴルコンツアー 茨城県 ゴルフ する＇冬季以外（ 3/6 16

59 トップリーグオールスター FOR ALL チャリティーマッチ2012観戦と仙台観光 宮城県 プロ野球 みる 3/24 21

60
ラグビー日本代表のレジェンズ達と行くラガーマンの聖地＇東大阪市（
満喫ツアー

大阪府 ラグビー する＇冬季以外（ 2/26 78

79 鏑木毅選手と行く！　熊野古道伊勢路・トレイルランニングの旅 三重県 トレイルランニング する＇冬季以外（ 3/10 30

107 大学生限定　バスで行く明日の蔵王を考えるスキーツアー 山形県 スキー、スノーボード する＇冬季（ 2/26 48

27
「"熱気球〟"パラグライダー〟2大スカイスポーツと〝宇宙〟を学ぶ
モニター体験ツアー！」

茨城県 パラグライダー する＇冬季以外（ 2/18 33

1730  
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・採択ツアー一覧 

＜採択後催行中止ツアー＞ 

ツアータイトル 実施地域
スポーツ
ジャンル

スポーツ
タイプ

28
"うどん県でトライアスロンチャレンジ"
春休み親子トライアスロンチャレンジツアー～瀬戸内国際体育祭～

香川県 トライアスロン する＇冬季以外（

75 HC日光アイスバックスファン感謝デー　特別イベント参加ツアー 栃木県 アイスホッケー みる

108
＜仙台８９ＥＲＳブースター向け＞なまはげ柴灯まつりとｂｊリーグ【仙台×秋
田】観戦ツアー

宮城県 バスケットボール みる

111
新しい趣味見つけませんか？？
団塊世代・シニア世代によるバトミントン技術強化合宿ツアー

熊本県 バドミントン する＇冬季以外（

106 GAMBARUZO!ふくしまウインタートライアスロン大会参加ツアー 福島県 トライアスロン する＇冬季（

109 JリーグOB選手と体感！親子で楽しむフットボールツーリズムin岩手 岩手県 サッカー する

参加人数不足と、内容準備対応
遅れによりツアー中止

最少催行人員に満たず、催行中
止

最少催行人員に満たず、催行中
止

理由

ファン感謝デー時間変更によるス
ケジュール変更によりキャンセル

最少催行人員に満たず、催行中
止

最少催行人員に満たず、催行中
止

 

 

採択を行ったものの、上記６ツアーは、人員不足や諸事情により催行中止となった。 

 実施をしたツアーの中にも、最尐催行人数を割っているものもいくつかあり、まだ定着していないス

ポーツツーリズムのツアー造成と募集の難しさを感じた。一方で、当初の総定数であった１，２００人

は大幅に上回る参加人数となったことを考えると、ツアーがしっかりと計画され、告知が行われれば充

分に市場性があるものと考えられる。 

 

・採択ツアーのエリア比率とジャンル集計 

 ツアー募集にあたり、全国様々なエリアからの募集と、様々なジャンルのスポーツツーリズムツアー

の造成を行うということに関しては、以下の通り、地域別に見てもジャンル的に見ても、ある程度均等

に各地、各ジャンルのスポーツが実施できたと考える。 

 

 

 
スポーツジャンル別集計

ノルディックウォーキング  4

ランニング・ジョギング      3

サイクリング　　　　　　　　   2

ダイビング　　　　　　　　　   2

トレイルランニング            2

トレッキング　　　　　　　　   2

ゴルフ　　　　　　   1

サッカー　　　　　  2

トライアスロン     1

パラグライダー    1

フィッシング         1

マラソン              1

ラグビー  1

弓道        1

柔道        1

乗馬        1

卓球        1

アイスホッケー　　　2

プロ野球 　　　　　　 2

モータースポーツ 　1

格闘技 　　　　　　　  1

競馬　　　　　　　　　  1

競輪　　　　　　　　　  1

相撲　　　　　　　　　  1

スキー、スノーボード  4

カーリング　　　　　　　  2

スノーシュー　　　　　　 2

雪合戦                        1

スポーツ観戦・
見学、9

冬季スポーツ体験、
9

スポーツ体験、27

地域別集計

中･四国,
3

九州・
沖縄, 4

関東, 12
中部, 7

近畿, 10

北海道・
東北, 9

北海道　3

青森　　 0

秋田　　 0

宮城　　 2

山形　　 1

岩手　　 1

福島　　 2

栃木　　 0

群馬　　 1

茨城　　 2

千葉　　 3

埼玉　　 1

東京　　 4

神奈川　1

山梨　1

新潟　1

長野　3

富山　0

石川　0

福井　0

静岡　1

愛知　1

岐阜　0

三重　　 3

和歌山  2

滋賀　　 1

京都　　 0

大阪　　 3

奈良　　 1

兵庫　　 0

岡山　　 0

広島　2

山口　0

島根　0

鳥取　0

香川　1

徳島　0

高知　0

愛媛　0

福岡　　 2

佐賀　　 0

長崎　　 0

熊本　　 0

大分　　 0

宮崎　　 1

鹿児島  0

沖縄　　 1
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６．モニターツアーに共通する調査項目の策定 

調査・回収の実施 
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・アンケート調査・回収の実施 

 調査を実施するにあたり、以下の３つの調査方針をたて、全体のツアー募集、選定の流れと連動をし

た形で調査を行うことを意識した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、調査の流れとしては、ツアー実施前に、全てのツアー参加者に対して「アンケートデータ」と

「レポートフォーマット」を配布することで事前の調査内容の理解促進を促した。 

参加者アンケートは、各ツアー採択者が印刷、配布、回収を責任を持って行うことをルール化し、ツ

アーレポートは、事前に規定のフォーマットを配布して、ツアー終了後２週間以内の回収を義務付ける

ことで、より精度が高いレポート作成を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ツアー実施前に、「アンケートデータ」「レポートフォーマットデータ」を送付

アンケートに固有の調査項目を追記

アンケートを印刷の上参加者に配布

アンケートを回収

フォーマット記載項目を事前チェック

ツアー中、メモや写真撮影を実施

ツアー終了後、フォーマットに入力

ツアー終了後２週間以内に、アンケート内容とレポートを事務局に提出

ツアー実施提案者の業務内容

スポーツツーリズム推進基本方針との連動

ツアー満足度に対する評価指標の共通化

参加者、関係者による価値や可能性の抽出

スポーツツーリズム推進基本方針で挙げられている５つの方向性に対する検証が可能な調
査項目を策定することで、それぞれの方向性の推進に寄与します。

それぞれのツアーで実施する各項目を、共通の満足度調査で検証することで、より旅行者
に求められているツアー内容やサービスなどを洗い出します。

参加者の調査結果だけでなく、関係者や旅行会社によるレポーティングを実施し、受入れ
側としての課題や可能性なども整理することで、今後のヒントを見つけます。

調査方針の設定

スポーツツーリズム推進基本方針との連動

ツアー満足度に対する評価指標の共通化

参加者、関係者による価値や可能性の抽出

スポーツツーリズム推進基本方針で挙げられている５つの方向性に対する検証が可能な調
査項目を策定することで、それぞれの方向性の推進に寄与します。

それぞれのツアーで実施する各項目を、共通の満足度調査で検証することで、より旅行者
に求められているツアー内容やサービスなどを洗い出します。

参加者の調査結果だけでなく、関係者や旅行会社によるレポーティングを実施し、受入れ
側としての課題や可能性なども整理することで、今後のヒントを見つけます。

調査方針の設定
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・アンケート調査票 

 調査票は、以下のフォーマットで用意し、各ツアー採択者が最大３問まで独自項目を作成して実施で

きるようにすることで、それぞれのツアー独自の課題にも対忚を行った。 

 また、未就学児童用のアンケートも用意し、小学生以下の参加者にも、スポーツへの興味などの教唆

を行った。 

 

スポーツツーリズムモニターツアーに関するアンケート 

 

この度はモニターツアーに参加いただき、ありがとうございました。 

ツアーに参加された皆様の率直なご意見をお聞かせ頂き、「スポーツツーリズム」をよりよいものにし

ていくための参考にさせていただきたいと存じます。 

結果はすべて統計的に処理し、個人にご迷惑をおかけすることはございません。 

お疲れのところ恐縮ですが、ご協力のほどよろしくお願い足します。 

 

◆「スポーツツーリズム」についてお伺いします。 

◆「スポーツツーリズム」とは 

 日本には、プロ野球や J リーグ、大相撲、格闘技など世界的にもハイレベルな「観るスポーツ」

や、マラソン、サイクリング、スキー、スノーボードなど世代を超えて人気を集める「するスポー

ツ」といった豊富なスポーツ資源があります。 

 観光庁では、これらスポーツを「観る」「する」ための旅行はもちろん、周辺の観光要素や地域の

人々との交流とも結びつけ、「スポーツツーリズム」として国内観光振興や地域活性化、そして訪日

外国人旅行者の拡大を図るための起爆剤として推進しています。 

 

Q１．あなたは、上記の説明にあるような「スポーツツーリズム」という言葉や意味を知っていましたか。 

 1 言葉も意味も知っていた 

 2 意味は知らなかったが、言葉だけは知っていた 

 3 言葉も意味も聞いたことがなかった 

 

Q2．あなたは、今までにこのようなスポーツの参加・体験・観戦・忚援などを目的 

とした旅行をされたことはありますか。 

（番号に○をつけてご回筓ください。○はいくつでも） 

 １ スポーツ参加・体験・観戦・忚援を目的に、旅行をしたことがある 

２ 旅先でスポーツの参加・体験・観戦・忚援をしたことがある 

 ３ 旅先でスポーツの参加・体験・観戦・忚援をしたことはない 

 

Q3．あなたは、観光庁の運営する「スポ・ツー・ナビ」をご覧になったことがありま 

  すか。 

 1 見たことがある  

 2 見たことはない 

 3 覚えていない／わからない 

 

 

 

 

イメージ添付 
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◆ツアー申し込み時のお気持などについてお伺いします。 

 

Q４ あなたが、今回のツアーに申し込まれた理由をお知らせください。 

（番号に○をつけてご回筓ください。○はいくつでも） 

 1 内容・テーマの斬新さ 

 2 価格 

 3 スポーツ観戦・忚援の内容 

 4 スポーツ参加・体験の内容  

 5 自然・景観・温泉・文化など訪問する地域の魅力 

 6 その地域で参加・体験できる、スポーツ以外のプログラムの内容 

 7 スポーツと地域の魅力が組み合わさっているプログラムの構成 

 8 食事の内容 

 9 宿泊施設 

10 実施時期が適当であった 

11 その他 具体的に：                        

 

Q５-１．今回のツアーを申し込まれた際に、あなたはツアー全体に対してどの程度期待さ 

     れていましたか。 

Q５-２．では、ツアー内のスポーツ要素のみでは、どの程度期待されていましたか。 

Q５-３．同様に、ツアー内のスポーツ以外の要素は、どの程度期待されていましたか。 

 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

 と
て
も 

期
待
し
て
い
た 

期
待
し
て
い
た 

や
や
期
待
し
て

い
た 

ど
ち
ら
と
も 

い
え
な
い 

あ
ま
り
期
待
し

て
い
な
か
っ
た 

期
待
し
て 

い
な
か
っ
た 

全
く
期
待
し
て

い
な
か
っ
た 

Q５-1 ツアー全体 1 2 3 4 5 6 7 

Q５-2 スポーツ要素のみ 1 2 3 4 5 6 7 

Q５-3 スポーツ以外の要素 1 2 3 4 5 6 7 

 

Q6．今回のツアーはどなたと参加しましたか。（○はいくつでも） 

1 一人で参加した 5 親（祖父母を含む） 

2 友人・知人 6 子供（孫を含む） 

3 仕事の同僚・関係者 7 彼氏・彼女 

4 夫・妻 8 その他（            ） 

 

Q7．何人で参加されましたか。 あなたを含めて（   ）人 
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Q8．今回のツアーについて、見聞きした情報をお教えください。 

（番号に○をつけてご回筓ください。○はいくつでも） 

1 旅行会社のウェブサイト 11 雑誌やフリーペーパー（広告や記事） 

2 観光庁のウェブサイト 12 旅行会社の店頭ポスターや店員から 

3 モニタープロジェクトの 

公式ウェブサイト 
13 チラシやポスター、パンフレット 

4 ウェブ上のニュース 14 スポーツ用品店（チラシなど） 

5 個人のブログやツイッター 

フェイスブック 
15 フィットネスクラブ（チラシなど） 

６ ウェブ広告（バナーなど） 16 友人や知人からの口コミ・誘い 

7 メルマガによる情報 
17 同居する家族や恋人など親しい人からの

口コミ・誘い 

8 その他の機関・団体のウェブサイト 18 その他（           ） 

9 テレビやラジオ（広告や番組） 19 覚えていない 

10 新聞（広告や記事）  

モニターツアーの満足度についてお伺いします。 

Q９-１．今回のツアーを総合的に見て、どの程度満足されましたか。 

Q９-２．では、ツアー内のスポーツ要素のみでは、どの程度満足されましたか。 

Q９-３．同様に、ツアー内のスポーツ以外の要素では、どの程度満足されましたか。 

 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

 と
て
も 

満
足
し
た 

満
足
し
た 

や
や 

満
足
し
た 

ど
ち
ら
と
も 

い
え
な
い 

あ
ま
り
満
足 

し
な
か
っ
た 

満
足 

し
な
か
っ
た 

全
く
満
足 

し
な
か
っ
た 

Q9-1 ツアー全体 1 2 3 4 5 6 7 

Q9-2 スポーツ要素のみ 1 2 3 4 5 6 7 

Q9-3 スポーツ以外の要素 1 2 3 4 5 6 7 

 

Q10．今回のツアーで満足した点をお知らせください。 

（番号に○をつけてご回筓ください。○はいくつでも） 

 1 内容・テーマの斬新さ 

 2 価格 

 3 スポーツ観戦・忚援の内容 

 4 スポーツ参加・体験の内容  

 5 自然・景観・温泉・文化など訪問する地域の魅力 

 6 その地域で参加・体験できる、スポーツ以外のプログラム内容 

 7 スポーツと地域の魅力が組み合わさっているプログラムの構成 

 8 食事の内容 

 9 宿泊施設 

10 実施時期 

11 その他 具体的に：  

                         

12 特にない 
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Q11．今回のツアーで満足しなかった点をお知らせください。また、それぞれの理由もご記入をお願いい 

たします。（番号に○をつけてご回筓ください。○はいくつでも） 

 1 内容・テーマの斬新さ 

 

理由： 

 2 価格 

 

理由： 

 3 スポーツ観戦の内容 

 

理由： 

 4 スポーツ体験・参加の内容 

  

理由： 

 5 自然・景観・温泉・文化など訪問

する地域の魅力 

理由： 

 6 その地域で参加・体験できる、観光 

などスポーツ以外のプログラムの内容 

理由： 

 7 スポーツと観光が組み合わさって

いるプログラム内容 

理由： 

 8 ツアー全体のスポーツ要素の割合

が尐なすぎた 

理由： 

 9 スポーツ要素のレベルや知識が合

わなかった 

理由： 

10 食事の内容 

 

理由： 

11 宿泊施設 

 

理由： 

12 実施時期が適当であった 

 

理由： 

13 その他 

                      

理由： 

14 特にない 

 

理由： 

 

Q12．今回のツアーで、スポーツの参加・体験・観戦・忚援を行うことで、その地域の魅力の発見や、興

味・関心の高まり、愛着を感じ、その地域に「もう一度訪れたい！」と思いましたか。 

1 

非常に 

思った 

2 

思った 

3 

やや 

思った 

4 

どちらとも 

いえない 

5 

あまり思わ

なかった 

６ 

思わなかっ

た 

7 

全く思わな

かった 

 

Q13．今回のツアーでスポーツの参加・体験・観戦・忚援をすることで、そのスポーツの 

新しい発見や、興味・関心の高まり、愛着を感じ、今後継続的にそのスポーツをやり 

たい、観戦・忚援がしたいと思いましたか。 

1 

非常に 

思った 

2 

思った 

3 

やや 

思った 

4 

どちらとも 

いえない 

5 

あまり思わ

なかった 

６ 

思わなかっ

た 

7 

全く思わな

かった 



51 

 

◆ツアー中の出費についてお伺いします。 

                           

Q14．ツアー中のお支払いについてお伺いします。下記の項目それぞれに対して 

ツアー代金以外に支払った金額はいくらくらいですか。 

①飲食費       
円位 

②スポーツ関係で購入したもの       
円位 

③土産・買い物などスポーツ以外で購入したもの       
円位 

④交通費       
円位 

⑤その他（             ）       円位 

 

Q15．今回のツアー参加に向けて、スポーツ用品や旅行用品、その他の準備などで 

購入した金額はいくらくらいですか。 

ツアー前の購入金額合計 
      

円位 

 

Q1６．今後、同じようなツアーが企画された場合、今回のツアー代金に加えていくら 

位まで支払ってもよいと思いますか。 

今回のツアー代金に加えて 
      

円位まで支払ってもよい 

 

Q1７．あなたが今後、同様のツアーに参加した場合のツアー代金についてお伺いします。 

①このツアーについて、いくら位から「高い」 

と感じはじめますか。 

      
円位 

②このツアーについて、いくら位から「高すぎ 

て買えない」と感じ始めますか。  

      

円位 

③このツアーについて、いくら位から「安い｣ 

と感じはじめますか。 

      

円位 

④このツアーについて、いくら位から「安す 

ぎて尐し不安」と感じ始めますか。 

      
円位 

 

Q1８．今回のツアーで訪れた地域を、今後どの程度訪れたいと思いますか。 

1 

ぜひ 

訪れたい 

２ 

できれば 

訪れたい 

3 

どちらとも 

いえない 

4 

あまり訪れたい 

と思わない 

5 

訪れたいと 

思わない 
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Q19．あなたは、スポーツや旅行について、普段どこから情報を得ていますか。 

（スポーツ、旅行それぞれの番号に○をつけてご回筓ください。○はいくつでも） 

 スポーツ 

↓ 

旅行 

↓ 

①チームや競技団体、選手などの公式ホームページ 1 1 

②Yahoo!などのポータルサイト 2 2 

③個人で運営している、ファンサイトやブログ、SNS、掲示板 

サイトなど 
3 3 

④企業の運営する、旅行会社のサイトや旅行情報サイトなど ４ ４ 

⑤テレビ ５ ５ 

⑥ラジオ ６ ６ 

⑦新聞 ７ ７ 

⑧本・雑誌 ８ ８ 

⑨プレイガイド、コンビニなどチケット取扱い店舗にある店頭 

ポスターやチラシパンフレットなど 
９ ９ 

⑩競技施設、競技団体が運営する事務所や店舗、スポーツ用品 

グッズ販売店などにある店頭ポスターやちらし、パンフレットなど 
１０ １０ 

⑪観光案内所 １１ １１ 

⑫旅行会社の店頭 １２ １２ 

⑬駅や街頭などその他のところにおいてあるポスターやちらし 

パンフレットなど 
１３ １３ 

⑭家族・友人・知人からの情報（口コミ） １４ １４ 

⑮その他 スポーツの情報（                 ）  

       旅行の情報（                 ） 
１５ １５ 

 

Q20．今後参加してみたいスポーツツーリズムのテーマをお知らせください。 

   （○はいくつでも） 

1 自分がスポーツを観戦すること 

2 自分がスポーツを観戦することに加えて、選手などとの交流や体験があること 

3 自分がスポーツに参加・体験すること 

4 自分がスポーツに参加・体験し、地元住民交流や自然への理解が深まること 

5 自分のスポーツのレベルを高められること 

6 スポーツを愛好する人たちの集いやイベントに参加すること 

7 スポーツを通じて、共通の価値観や趣味を持った仲間作りや男女の出会いがあること 

8 ボランティアとして、大会やイベントをサポートすること 

9 スポーツチームやスポーツ施設がある地域の活性化に財献できること 

10 その他（具体的に：                         ） 

11 特にない 
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Q21．スポーツを旅行先で楽しむ上であったらよいと思うサービスはどんなことですか。 

     （番号に○をつけてご回筓ください。○はいくつでも） 

1 スポーツに対する解説や説明 

2 その地域やスポーツに精通したガイドの案内 

3 宿泊先でのスポーツ情報の提供 

4 プロフェッショナルなインストラクターの帯同・派遣 

5 スポーツを行う場所までの送迎 

6 スポーツ観戦や体験のチケットや大会参加などの現地受付 

7 スポーツグッズやスポーツ用品・用具等の販売 

8 レンタサイクルの充実 

9 ランニングシューズやスポーツ用品、ウェア、スポーツ用具のレンタル 

10 旅行者が着替えやシャワーなどで使える施設 

11 現地の駅などでのスポーツ専門の案内所の設置 

12 その他 具体的に： 

                                          

13 特にない 

 

Q22．今後、スポーツツーリズムを行う上でどんな情報があれば良いと思いますか。 

     （番号に○をつけてご回筓ください。○はいくつでも結構です） 

1 全国のスポーツ体験やアクティビティができる場所の情報 

2 スポーツジャンル毎にそのスポーツに適した地域や場所の情報 

3 季節によって楽しめるスポーツの情報 

  （そのスポーツの旪の時期、快適に楽しめる期間、季節限定のスポーツなど） 

4 用具やグッズのレンタル（レンタサイクル、ウェア、シューズなど）が出来る宿泊施設・地

域の案内 

5 着替えやシャワーなどで使える宿泊施設・地域の案内 

6 全国の観戦スポーツのスケジュール情報 

  （プロスポーツ、アマチュアスポーツなど全ての観戦スポーツ） 

7 全国の観戦スポーツのチケット購入方法の情報 

  （プロスポーツ、アマチュアスポーツなど全ての観戦スポーツ） 

8 一年間に参加、体験、観戦・忚援できるスポーツ大会・イベントなどのスケジュールや開催

期間の情報 

9 地域のスポーツ体験やアクティビティの口コミ 

10 スポーツの楽しみ方や安全性などの情報 

11 スポーツツーリズムをテーマとしたツアーの案内、情報 

12 その他 具体的に： 

                                          

13 特にない 
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Ｑ23．あなたが現在、参加・体験している、観戦・忚援している競技やイベント、また、 

今後参加・体験したい、観戦・忚援してみたい競技及びイベントを全てお知らせください。 

（それぞれの項目の番号に○をつけてご回筓ください。○はいくつでも結構です） 

 
現在、参加・体

験している 

現在、観戦・忚

援している 

今後、参加・体

験してみたい 

今後、観戦・忚

援してみたい 

(1)野球 1 1 1 1 

(2)サッカー 2 2 2 2 

(3)フットサル 3 3 3 3 

(4)アメリカンフットボール 4 4 4 4 

(5)ラグビー 5 5 5 5 

(6)アイスホッケー 6 6 6 6 

(7)バスケットボール 7 7 7 7 

(8)バレーボール 8 8 8 8 

(9)ソフトボール 9 9 9 9 

(10)卓球 10 10 10 10 

(11)テニス 11 11 11 11 

(12)カーリング 12 12 12 12 

(13)ゴルフ 13 13 13 13 

(14)バドミントン 14 14 14 14 

(15)乗馬 15 15 15 15 

(16)サイクリング 16 16 16 16 

(17)マラソン 17 17 17 17 

(18)トライアスロン 18 18 18 18 

(19)ウォーキング 19 19 19 19 

(20)陸上トラック競技（短距離走など） 20 20 20 20 

(21)陸上ﾌｨｰﾙﾄﾞ競技（ﾊﾝﾏｰ投げ、高飛びなど） 21 21 21 21 

(22)モータースポーツ 22 22 22 22 

(23)スカイスポーツ（ﾊﾟﾗｸﾞﾗｲﾀﾞｰ、気球等） 23 23 23 23 

(24)スキー 24 24 24 24 

(25)スノーボード 25 25 25 25 

(26)スノートレッキング、スノーシュー 26 26 26 26 

(27)ノルディックスキー 27 27 27 27 

(28)スケート 28 28 28 28 

(29)フィギュアスケート 29 29 29 29 

(30)体操 30 30 30 30 

(31)水泳 31 31 31 31 

(32)スクーバダイビング（ﾌﾘｰﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞ） 32 32 32 32 

(33)ビーチスポーツ（ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰ、ﾋﾞｰﾁﾌﾗｯｸﾞ等） 33 33 33 33 

(34)シンクロナイズドスイミング 34 34 34 34 

(35)相撲 35 35 35 35 

(36)柔道 36 36 36 36 

(37)空手 37 37 37 37 

(38)剣道 38 38 38 38 

(39)レスリング 39 39 39 39 

(40)プロレス 40 40 40 40 

(41)総合格闘技 41 41 41 41 

(42)競馬 42 42 42 42 

(43)競輪 43 43 43 43 

(44)ボートレース（競艇） 44 44 44 44 

(45)オートレース 45 45 45 45 

(46)その他 （         ） 

      （         ） 

      （         ） 

46 46 46 46 
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Ｑ24．このツアーの感想やスポーツツーリズム全体に関するご意見などがありましたら、 

  お聞かせください。 

  

 

 

Q25．おおよそ、最近１年間で「スポーツ」の参加・体験・観戦・忚援を行った頻度、年間 

   でお支払いになった金額をお知らせください。 

 

行った頻度 

1 ほぼ毎日 5 ２～３ヶ月に１回 

2 ２日～１週間に１回 6 ４～５ヵ月に１回 

3 ２～３週間に１回 7 半年に１回以下 

4 １ヵ月に１回  

年間で支払

った金額 

        

円位 

※ 金額に関しては、スポーツ参加・体験・観戦・忚援にともなう直接的な費用に加え、会費・交通費・宿

泊費・飲食などの費用や、スポーツグッズ、忚援グッズの購入など、広くあなたの生活の中でスポーツ

をきっかけに消費をした、おおよその概算費用を記入してください。 

 

Q26．おおよそ、最近１年間で観光目的での国内旅行（日帰りを含む）に行かれた回数と 

のべ宿泊数をお教えください。 

   また、年間でお支払いになった金額をお教えください。 

国内旅行回数  （      ）回 

のべ宿泊数  （      ）泊 

年間で支払った金

額 

        

円位 

 

最後にあなたご自身についてお伺いします。 

F1 性別  1 男性  2 女性 F2 年齢  （   ）才 

F3 未既婚  1 未婚  2 既婚 

F4 職業 1 勤め人 

（会社員、公務員など） 

2 経営者 

3 自営業 

4 パート・アルバイト 

5 自由業 

6 中学生 

7 高校生 

8 大学・短大・専門学校生 

9  専業主婦・主夫・家事手伝い 

10  無職 

11 その他（         ） 

お住い  都道府県名：（       ） 市区町村名：（        ） 

ご協力大変ありがとうございました！
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しつもん１．あなたがやったことがあるスポーツはなんですか。また、これから、みてみたい、おうえ

んしたい、やってみたいスポーツはなんですか。（それぞれ○はいくつでも） 

 

やった

ことが

ある 

やって

みたい 

みてみたい 

おうえん 

したい 

(1)野球（やきゅう） 1 1 1 

(2)サッカー 2 2 2 

(3)フットサル 3 3 3 

(4)アメリカンフットボール 4 4 4 

(5)ラグビー 5 5 5 

(6)アイスホッケー 6 6 6 

(7)バスケットボール 7 7 7 

(8)バレーボール 8 8 8 

(9)ソフトボール 9 9 9 

(10)卓球（たっきゅう） 10 10 10 

(11)テニス 11 11 11 

(12)カーリング 12 12 12 

(13)ゴルフ 13 13 13 

(14)バドミントン 14 14 14 

(15)乗馬（じょうば） 15 15 15 

(16)サイクリング 16 16 16 

(17)マラソン 17 17 17 

(18)トライアスロン 18 18 18 

(19)ウォーキング 19 19 19 

(20)陸上（りくじょう）トラック 短距離走（たんきょりそう）など 20 20 20 

(21)陸上（りくじょう）フィールド ﾊﾝﾏｰ投げ（なげ）、高飛び（たかとび）など 21 21 21 

(22)モータースポーツ 22 22 22 

(23)スカイスポーツ（ﾊﾟﾗｸﾞﾗｲﾀﾞｰ、気球（ききゅう）など） 23 23 23 

(24)スキー 24 24 24 

(25)スノーボード 25 25 25 

(26)スノートレッキング、スノーシュー 26 26 26 

(27)ノルディックスキー 27 27 27 

(28)スケート 28 28 28 

(29)フィギュアスケート 29 29 29 

(30)体操（たいそう） 30 30 30 

(31)水泳（すいえい） 31 31 31 

(32)スクーバダイビング（フリーダイビング） 32 32 32 

(33)ビーチスポーツ（ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰ、ﾋﾞｰﾁﾌﾗｯｸﾞなど） 33 33 33 

(34)シンクロナイズドスイミング 34 34 34 

(35)相撲（すもう） 35 35 35 

(36)柔道（じゅうどう） 36 36 36 

(37)空手（からて） 37 37 37 

(38)剣道（けんどう） 38 38 38 

(39)レスリング 39 39 39 

(40)プロレス 40 40 40 

(41)総合格闘技（そうごうかくとうぎ） 41 41 41 

(42)競馬（けいば） 42 42 42 

(43)競輪（けいりん） 43 43 43 

(44)ボートレース（競艇） 44 44 44 

(45)オートレース 45 45 45 

(46)そのた（         ） 

     （         ） 

     （         ） 

46 46 46 
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しつもん２．このツアーはどうでしたか。（たのしかったことはなんですか） 

 

 

 

 

しつもん３．あなたのことをおしえてください。 

 ①おとこのこですか、おんなのこですか？  1 おとこのこ  2 おんなのこ 

 ②なんさいですか？ （   ）さい 

 ③おうちはどこですか？ 都道府県（とどうふけん：       ） 

             市区町村（しくちょうそん：        ） 
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・ツアー実施報告書 

 各ツアー採択者には、ツアー実施の原則１週間以上前の段階で、以下のツアー実施報告書の雛形をお

送りし、ツアー終了後、速やかな報告の依頼を行った。 

 

ツアー実施報告書目次案 

 

1. ツアーの概要 

・ 下記を記載 

 催行日  

 催行日程（目的地、出発地、宿泊地、帰着地、日数）  

 参加人数  

 

2. ツアーの募集方法 

（１） 募集方法（メディア、ツール、告知先、販売先（店頭、ネット）など） 

（２） 募集期間 

 

3. ツアーの実施内容 

・ ツアーの具体的な内容を記載 

 具体的なスポーツ内容 

 具体的な観光地 

 ツアー行程報告 

・ ツアー日程表 

         

4. ツアーの振り返り 

（１） ツアー企画に対する自己評価  

 事前に想定していたツアーの狙い・目的 

 ツアーを終えての狙いに対しての評価 

 

（２） ツアー造成面での取り組み・課題について 

 ツアーの内容（メニューなど）について 

 評価（5 段階）と評価の理由 

 実際の取り組み方 

 取り組みに関しての今後の課題 

 

（３） ツアーの募集面での取り組み・課題について 

 ツアーのターゲット設定について 

 評価（5段階） 

 ツアー前に想定していたユーザーニーズとそれに基づくターゲット設定 

 ユーザーへのセールスポイント 

 評価の理由 

 今後の課題 
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 募集方法（メディア、ツール、告知先、販売先（店頭、ネット）など）について 

 評価（5段階）と評価の理由 

 募集時に発生した問題点、その解決方法など 

 今後の課題 

 

（４） ツアー実施の取り組み・課題について 

 ツアーを行う地域が連携し、役割を担えたか？ 

 評価（5段階）と評価の理由 

 実際の取り組み方 

 取り組みに関しての今後の課題 

 

 地域固有の魅力を活用し、経済効果を高める取り組みが出来たか？ 

 評価（5段階）と評価の理由 

 実際の取り組み方 

 取り組みに関しての今後の課題 

 

 今後も継続性が高く、拡張性のあるツアーとなるか？ 

 評価（5段階）と評価の理由 

 実際の取り組み方 

 取り組みに関しての今後の課題 

 今後のツアー造成の意向 

       

 ツアーの価格設定について 

 評価（5段階）と評価の理由 

 実際の取り組み方 

 取り組みに関しての今後の課題 

 

 ツアーが与える地域への効果など 

 

（５） 今後のツアー造成の意向 

 ツアー造成意向があるか、ないか 

 ツアー造成意向がある場合は、どのようなツアーを造成したいか。 

 

（６） 今回のツアーが一般の旅行商品であった場合の販売価格について 

 最少催行人数と目標募集人数 

 販売価格 

 その理由 

 

（７） その他、自由な感想など 
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・マニュアルの作成 

 各ツアー採択者には、採択決定後、その後のツアー実施、または報告までの流れを説明するためのマ

ニュアルを作成し、マニュアルに沿った内容の実施を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ツゕー主催者様

国内スポーツ観光顧客満足度調査業務

ツゕー実施に際しての手続きマニュゕル

国内スポーツ観光顧客満足度調査業務事務局

ツゕー実施に際しての手続き等の流れ

ツゕーを実施するにあたり、いくつかの手続き等が必要となります。その手続き等の流
れは、以下のようになります。

ツゕーの実施内容の確定

ツゕーの予定支援金額の決定

ツゕーに関する契約の締結

ツゕーの準備

ツゕーの実施

ツゕーの成果物の提出

ツゕーの支援金額の確定

ツゕーの支援金額の支払い

モニターツゕー（以後、ツゕーと称します）の実施に当たり、必要な手続き
や履行事項、提出物などがありますので、本マニュゕルの各項目と手法など
の内容を熟読して、手続きや履行事項を実施してください。

１１１１

２２２２

３３３３

４４４４

５５５５

６６６６

７７７７

８８８８
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ツゕーの実施内容の決定と金額の確定

１１ ツゕー実施内容の確定１１ ツゕー実施内容の確定

ツゕーの申請された内容に対して、選定委員会および観光庁から、要望事項が出ている場合があります。事
務局から、要望事項をお伝えしますので、要望を実施内容に反映できるかどうかを検討して下さい。
その後、事務局と協議の上、実施内容を確定して下さい。なお、事務局との協議方法は、メールや電話でか
まいません。

内容の決定とともに、その内容に沿ってツゕー終了後にお支払いする支援金額の予定額が決定しますので、
ご確認ください。また、要望事項が出ていない主催者につきましては、内容、支援金額は、申請通りに決定
ということになります。

２２ ツゕーの予定支援金額の確定２２ ツゕーの予定支援金額の確定

Webサイト掲載内容の確認
選定されたモニターツゕーは、公式サイトにて、ダイ
ジェストページとツゕー詳細ページに掲載がされます。
決定後、広報を担当する株式会社セットゕップより、掲
載内容のご確認の連絡をさせて頂きますのでご協力をお
願いいたします。

なお、ツゕー個別の問合せは全てツゕー主催旅行会社で
対応をお願いいたします。

▼ツゕーダイジェストページ

▼ツゕー詳細ページ

契約の締結

３３ ツゕーに関する契約の締結３３ ツゕーに関する契約の締結

ツゕーを実施するため、事務局の窓口である株式会社JTB法人東京と、業務委託契約を締結していただきま
す。契約締結者は、必ずしも、申請者である必要はありませんが、申請時に提出された体制図に記載されて
いる申請者、主催旅行会社、これ以外のパートナー企業のいずれかにして下さい。

契約の詳細な事務手続きなどは、株式会社JTB法人東京の方から、改めて指示しますので、その指示に従っ
て、速やかに契約を締結して下さい。なお、支援金額のお支払いは、この契約締結者になりますので、申請
者と契約締結者が異なる場合などは、ご留意ください。

契約書雛形（張り込み）

捺印

捺印

【１】ツゕー実施内容、金額の確定

【２】契約書をJTB法人東京より送付
契約書を２通作成し、郵送にてお送りいたします

【３】契約印の捺印、印紙貼り付け（２通とも）

【４】契約書のご返信（２通とも）

【５】捺印済契約書をJTB法人東京より送付
ご送付した契約者は保管をお願いいたします
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実施に向けた準備

４４ ツゕーの準備４４ ツゕーの準備

【１】ツゕーの造成とツゕーの参加者の募集

ツゕー参加者の募集に際しては、本プロジェクトがスポーツ観光という商品の認知
向上を目的の一つとしていることから、出来る限り公平に、かつ広く告知・募集を
行ってください。
また、その際事務局から観光庁のロゴデータと、スポーツツーリズムのロゴデータ
の支給をさせて頂きますので、ツゕー告知に係る全てのWeb、印刷物など、告知媒体
への掲載をしたうえで、「国内スポーツ観光顧客満足度調査業務」で行うモニター
ツゕーである旨明示してください。

【２】ゕンケートの作成・印刷

参加者へのゕンケート調査では、事務局から提示した項目以外に、ツゕー申請者が独自に調査したい項目も盛
り込むことができます。ツゕー独自の調査項目の追加を希望する場合には、その内容を事務局に連絡してくだ
さい。事務局と相談の上、追加する項目を確定し、事務局で追加項目をゕンケート調査票に記載して、電子
フゔイルを提供いたします。
事務局から確定したゕンケート調査票を電子フゔイルで提供いたしますので、催行人員数分のゕンケート調査
票の印刷を行ってください。

【３】事務局への報告

ツゕーが目標募集人数に届かなかった場合は、人数に応じて変動する費用項目に対して支援金額が変更になる
可能性があります。特に、最少催行人数に満たない形でツゕーを実施する場合には、最少催行人数を大きく下
回った場合には、ツゕーそのものが成立していないとして、支援金額をお支払いできない場合も考えられます
ので、最少催行人員を下回る可能性が出てきた場合には、すぐに事務局に報告をして、相談しながら、ツゕー
を進めてください。
また、目標ツゕー募集人員を上回る場合も同じく、事務局への報告をしてください。

ツゕー催行に関する確認事項

５５ ツゕーの実施５５ ツゕーの実施

【１】記録の撮影・保存

ツゕーの実施に際しては、後でツゕーが事前の合意通りに、実施されているかを確認できるように、参加者
がスポーツをしているシーンや、訪問した観光地ごとの参加者様子などを、できる限り、写真に記録するよ
うにして下さい。また、参加者人数の確認のため、訪問地での集合写真なども、できる限り撮るようにして
ください。そのようなことが不可能な場合には、事前に事務局に連絡して、対応策を協議して下さい。

【２】ゕンケートの実施

ツゕーの参加者に対して、ゕンケート調査を実施してください。原則、参加者全員からのゕンケート調査票
回収を義務としますが、乳幼児など参加者が自分で回答できない場合は調査対象者から除いてかまいません。

ただし、ゕンケート調査票の回収数が、ツゕー参加者数とみなしますので、原則中学生以上の回答可能な参
加者からは、全員回収できるように、記入時間や記入場所の確保などの手当てをしてください。事務局から
全ツゕーへの共通の項目として、統一形式のゕンケート調査票（分量はA4両面で４枚程度）として提示しま
す。また、小学生以下の参加者には、お子様向けのゕンケートの配布と回収をお願いいたします。

【３】国内観光振興キャンペーンリーフレットの配布

全ての参加者の皆様に、事務局から送付する、国内観光振興キャンペーン
のリーフレットの配布を、必ずお一人様一部づつ配布をしてください。

【４】実施報告書作成に向けたメモ・チェック

ツゕー実施後に作成する「実施報告書」の作成に向け、ツゕー実施前に「実施報告書の雛形」をよくお読み
いただき、ツゕー実施中に内容のメモやチェック項目の確認をしてください。
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ツゕー実施後の提出資料

６６ ツゕー成果物の提出６６ ツゕー成果物の提出

ツゕー終了後、申請者または契約締結者は、ツゕー実施の成果物として以下を事務局
に提出してください。

【１】参加者ゕンケート調査で回収した回答済みゕンケート調査票

回答済みのゕンケート調査票上部に、主催者側で、ゕンケート番号（単にゕンケート調査票を区別し票
数を把握するための番号です）に、連続した番号を記入して下さい。

ゕンケート調査票を提出する前に、回収したゕンケート調査票の票数を数えて、控えておいてください。
ゕンケート調査票は、事務局でデータ入力後、お返しいたします。参加人数の証憑となりますので、大
切に保管していて下さい。

※原則、ツゕー実施後３営業日以内に事務局必着でお送りください

【２】ツゕー実施報告書

ツゕーについての報告書を記載して、提出していただきます。報告書は電子フゔイルで、メールでの提
出でかまいません。報告書はMS-Word形式としますが、その様式や目次案については、事務局からお送
りする、雛形のフゔイルを参照してください。

※原則、ツゕー実施後５営業日以内に事務局必着でお送りください

原則、平成24年3月1２日（月）までに、成果物の提出の全てを完了してください。

ツゕー精算業務

７７ ツゕーの支援金額の確定７７ ツゕーの支援金額の確定

支援金額の支払い金額を確定するために、申請者より提出されたツゕー報告書
に基づき、ツゕーの実施内容の調査を行います。

支払い金額の収支状況を確認するために、費用精算書の作成をして、提出して
ください。費用精算書は、実際に実施したツゕーの内容で作成してください。

また、その収支の証拠となる領収書や旅行契約書などの証拠書類・証憑の整理
もお願いします。なお、費用精算書の雛形は、MS-Excel形式の電子フゔイル
で事務局から提供します。

精算書や証拠書類のコピーも、「⑥のツゕー成果物の提出」後、提出していた
だきます。

費用積算書

８８ ツゕーの支援金額の支払い８８ ツゕーの支援金額の支払い

支援金額が確定したら、事務局から、完了通知書を発行します。

この完了通知を受領後、支払い請求書を発行し、事務局に送付して下さい。
請求書の日付は完了通知日以降にして下さい。

支援金の実際の支払いは、ツゕーが全て終了し、本事業全体が終了した後、
本業務全体の支払い額が観光庁により確定し、観光庁から支払い額が本調査
業務の受託者に支払われた後、個々のツゕーの契約締結者に支払う形となり
ます。具体的な支払い時期としては、平成24年4月下旬から5月上旬を予定し
ています。

完了通知書
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【支援金額の確定に関する重要な注意事項】

・ゕンケート調査票の回収数をツゕー参加者数とみなしますので、ゕンケート調査票の回収および保管は、くれ
ぐれもしっかり行ってください。仮に、旅行契約書が30人分あっても、回収したゕンケート調査票が25人分し
かなかった場合には、ツゕー参加者は25人としますので、くれぐれも注意してください。
証拠書類・証憑が不備である場合には、支援金額が変更になる可能性があります。

・ツゕーが目標募集人数に届かなかった場合は、人数に応じて変動する費用項目に対して支援金額が変更になる
可能性があります。

・最少催行人数に満たない形でツゕーを実施した場合にも、目標募集人数に届かなかった場合と同様に、人数に
応じて変動する費用項目に対して支援金額が変更になる可能性があります。また、最少催行人数を大きく下
回った場合には、ツゕーそのものが成立していないとして、支援金額をお支払いできない場合もありますので、
最少催行人員を下回る可能性が出てきた場合には、すぐに事務局に報告をして、相談しながら、ツゕーを進め
てください。

・上記のように、支払金額の確定には、証拠書類、証憑が大変重要なので、ツゕーの準備を開始した後は、ツ
ゕーの支援金の対象となった支払いの領収書や参加者の負担金の証憑となる旅行契約書などは、全て大事に保
管して下さい。

※領収書に関しては、宿泊費など人数等で変動する費用については、購入した数量がわかるように、数量
も記載されている領収書を受領して保管して下さい。

※人件費については、出退勤記録などが証憑となります。

・なお、今回のツゕーの費用に対して、領収書がどうしても入手できない場合には、その代わりとして、支払い
証明書を提出してください。支払い証明書の雛型は事務局から提供いたしますが、必ず、支出が発生した日付、
支払い先、社名、社判を押印して、提出してください。

※領収書がもらえない場合としては、例えば、交通費や宿泊費を年間でまとめて精算しており、個別ケー
スで領収書が発行できないなどの場合

ツゕー精算業務
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７．モニターツアー参加者の募集 
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・ツアー募集サイトの開設 

 ツアー採択後、速やかに各ツアーと連携を取り、具体的なツアー内容やツアーの写真などを収集し、

募集サイトを立ち上げ、ツアー告知を開始した。 

 また、ツアー募集サイトでは、利用者が希望のツアーを探しやすいように、各ツアーを「エリアから

探す」「種類から探す」「日程から探す」の３つの方法で検索出来るようにした。 

 

＜ツアー募集サイトトップページ＞ 
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＜一覧ページ＞ エリアから探す 
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＜一覧ページ＞種類から探す 
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＜一覧ページ＞日程から探す 

 



70 

＜ツアー詳細ページ＞ 

 掲載を行った全５１ツアーの詳細ページを作成し、ツアーの日程や出発日、料金だけでなく、ツアー

の特徴やポイントも掲載した。 

 また、行程表も詳細に記載し、このサイトだけでどんなツアー内容であるかが理解できるようにした。

また、問い合わせ先やリンクも設置し、ダイレクトにツアー実施者にアクセスできる設計とした。 
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・ツアー募集サイトの開設 

 サイトのアクセス数は、昨年のユニークユーザー１万人を倍以上上回り、２万４千人のユニークユー

ザーとなった。告知効果としては、一定の成果を挙げたと考えられる。 

 その理由としては、告知方法をＷｅｂに特化して行ったことで、特殊性があり、魅力的なスポーツツ

ーリズムのツアー情報を伝え、ダイレクトにＷｅｂに誘導出来たことが大きい。 

 

また、告知の山として、ツアーが開始される２月初旪に設定をし、さらに後半のツアーの募集申し込

みが行われる、２月中旪に向けて告知を投下したことが、ダイレクトに以下のアクセス数の表に現れて

いる。 

 

結果として、今回の告知期間で１日あたり最大のアクセス数を獲得したのは、２月１１日、１２日の

２，３００人であった。 

 

 

 

 

Ｗｅｂサイトの流入経路 

 

 

 

↓２月１１日、１２日 ２，３００人 
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・Ｗｅｂ告知メディア 

  

【ニュースリリース】 

 （１）共同通信 PR ワイヤー ニュースリリース 

 

目的・ねらい 

広告ではなく、ニュースとしてのスポーツツーリズムモニターツアーの告知 

実施期間 

平成２４年２月１０日配信 

 

実施内容 

 共同通信社のネットワークを活用し、７００社を超えるマスコミに、以下のニュースを配信し、Ｗｅ

ｂを中心としたメディア露出を目指した。 

  

ターゲット 

 【属性】旅行・スポーツ関心層のインターネットユーザー、など 

 【需要】新規 

 

実施内容 
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結果・効果 

リリースの結果、以下のサイトに掲載された。 

  

エキサイトニュース             goo ビジネス 

 

  

マイナビニュース             ぽたるニュース 

 

 

【その他、以下のサイトでも掲載】 

【47NEWS】http://www.47news.jp/topics/prwire/2012/02/225514.html 

【FIDELI】http://press.fideli.com/press/m/detail/bid/2577/eid/9317/index.html 

【Infoseek ニュース】http://news.infoseek.co.jp/article/kyodopr201202102369 

【livedoor ニュース】http://news.livedoor.com/article/detail/6268462/ 

【SEOTOOLS】http://www.seotools.jp/news/id_prw_201202102369.html 

【YUCASEE MEDIA】http://media.yucasee.jp/r/detail/110522 

【河北 Biz ナビ】http://biz-kahoku.jp/?p=prw&id=201202102369 

【共同通信社】http://www.kyodo.co.jp/articles/2012-02-10_40834/ 

【共同通信デジタル】http://corp.kyodo-d.jp/btob/prwire/detail/1/all/201202102369/ 

【徳島新聞】http://www.topics.or.jp/press/news/2012/02/PRwire201202102369.html 

【ぽたるニュース】http://potaru.com/news/article/kyodoPrw-20070012099.html 
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【リスティング広告】 

 （２）Yahoo!JAPAN、google 

 

目的・ねらい 

旅行・スポーツに関連するキーワードで検索したユーザーへセグメントした情報訴求 

実施期間 

平成２４年１月２７日～２月１７日 

 

実施内容 

 Ｙａｈｏｏ！ＪＡＰＡＮ、ｇｏｏｇｌｅの検索において旅行・スポーツ関連キーワード１，３６７個

を検索したユーザーに対し、テキスト広告を掲出しサイトへ誘導した。 

  

ターゲット 

 【属性】旅行・スポーツ関心層のインターネットユーザー 

 【需要】新規 

 

実施内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

結果・効果 

クリック数：１６，５６８ 表示回数：１５，３６６，９６８回 

 

 

 

 

 

・その他の広告文 
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【バナー広告】 

 （３）フォートラベルトップ／ディスプレイ 

 

目的・ねらい 

旅行関心層へセグメントした情報訴求 

実施期間 

平成２４年１月２７日～３１日、２月１５日～２１日 

実施内容 

 旅行のクチコミサイト「フォートラベル」のトップページ右上部枠へのバナー掲載。 

ターゲット 

 【属性】旅行関心層のインターネットユーザー 

 【需要】新規 

実施内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

結果・効果 

クリック数：４６１ 表示回数：１７４，４５９回 

媒体紹介 
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【メール配信】 

 （４）ヴィクトリアメールマガジン 

（スポーツ用品店会員宛のメルマガ） 

 

目的・ねらい 

スポーツツーリズムとの親和性の深い、スポーツ用品購入者である大手スポーツ量販店の会員に向け、

有益な情報をダイレクトに訴求した。 

 

実施期間 

 平成２４年２月２８日 

 

実施内容 

首都圏在住ヴィクトリアカード会員及びポイントカード会員 

合計１５１，６３４件 

 

ターゲット 

【属性】女性・ファミリー・シニア・大学生 

【需要】リピーター 

 

実施内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ゼビオ・ヴィクトリアＥメールマガジン２月２８日号 
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【メール配信】 

 （５）OZ mall Ｅメールサービス（メルマガ会員） 

 

目的・ねらい 

旅行・おでかけ情報への感度の高い女性をセグメントした情報訴求 

 

実施期間 

平成２４年２月９日配信 

 

実施内容 

 ＯＺ ｍａｌｌ会員のうち、東京・神奈川・埼玉・千葉居住の女性へ２０，０００通 

  

ターゲット 

 【属性】女性 

 【需要】新規 

 

実施内容 
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結果・効果 

クリック数：９０４ 

 

媒体紹介 
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・チラシの配布 

 スポーツツーリズムのツアーの魅力を紹介したチラシを作成し、スポーツクラブの「ルネサンス」や

「東横イン」に協力をいただき７，０００部を配布。Ｗｅｂだけでなく直接のユーザー獲得策も実施し

た。 

 

＜チラシデザイン＞ 
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８．全ツアーの実施概要ダイジェスト 
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ツアーNO ０１－３９ 

ツアータイトル ～ソフトバンクホークス プロ野球日本一記念～ 

「OBM 野球教室」&「オープン戦観戦」と E まちめぐりツアー 

申請者 福岡西部Ｅまちづくり協議会 

主催催行旅行会社 大分交通株式会社 

実施日 平成２４年３月２４日（土）～３月２５日（日） 

参加者貟担金 大人 15,000 円 子供 10,000 円（ABコース共） 

参加人数 大人 22人 子供 22人 

ツアータイプ みる／する 

 

ツアー日程表 

1 日目 【Ａコース】 

(大分駅前）８：００・・・交通手段【貸し切りバス】・・・（別府北浜） 

８：３０・・・９：３０(福岡ヤフードーム到着） 

９：３０～１０：４０（Aコース先着４０名様サプライズ企画。当日のお楽しみ） 

【Ｂコース】 

（国東）６：３０・・・交通手段【貸し切りバス】・・・（豊後高田） 

７：３０・・・（宇佐）８：００・・・（中津）８：３０ 

・・・１０：３０(福岡ヤフードーム到着） 

１０：５０（ホームタウンでのお買物＆フリー昼食）～１２：２０ 

１２：３０（福岡ヤフードーム オープン戦観戦 １３：００試合開始  

ソフトバンクホークス vs広島東洋カープ ※内野指定席） 

１６：００（野球教室と王貞治ベースボールミュージアム見学）※試合終了～王貞治ベースボールミュー

ジアム見学【王貞治歴史館／王貞治記録館／ 

89スタジオ（体感・体験エリア）】 

※１７：００～尐年野球教室（OBM内 89スタジオ）／小学生を対象（保護者は見学のみ）【講師（ホーク

ス OB）紹介／準備体操／野球教室①（ラダー）②（バッティング）③（ゴロキャッチ）④（ストラック

アウト）／質問コーナー、記念撮影】 

１８：００ホテル（ヒルトン福岡シーホーク） 

食事 朝：× 昼：× 夜：× 

2 日目 

 

(ホテルロビー集合）９：００・・・交通手段【徒歩】・・・ 

９：２０～(まもるーむ福岡着）まもるーむ福岡見学【地球環境クイズ／ 

ミラクルラボ（環境実験）／研究学習ゾーン見学】～１０：２０ 

１０：３０（ロボスクエア）ロボスクエア見学【ロボットショー／ホークスロボットも登場／最先端ロボ

ット＆工学システム見学】～１１：１５ 

１１：２０（福岡タワー）福岡タワー見学【日本一の海浜タワー（全長 234m）／福岡の街並みを 360 度

パノラマで一望）】～１２：００ 

１２：００（海浜公園／マリゾン ※昼食＆買物含む）シーサイドももち海浜公園／マリゾン【サザエさ

ん発祥の地（ももち）の海を体感／夢松原 

（市民運動による松原の復元）＆風レンズ風車（風力発電による携帯充電）／マリゾン＆福岡タワー等で

の昼食＆お買い物】～１３：２０ 

１３：３０（福岡市民防災センター）【地震体験／強風体験／消火訓練など】～１４：３０ 

１４：３０～（アンケート）アンケート記入・回収～１５：００ 

【Ａコース】 

（福岡市民防災センター）・・・交通手段【貸し切りバス】・・・１７：３０（大分市内） 

【Ｂコース】 

(福岡市民防災センター）・・・交通手段【貸し切りバス】・・・１７：００ 

(中津）・・・１７：３０（宇佐）・・・１８：００（豊後高田）・・・ 

１９：００（国東） 

(福岡市民防災センター）・・・交通手段【貸し切りバス】・・・１７：００ 

(別府北浜）・・・１７：３０（大分駅前） 

食事 朝：○ 昼：○ 夜：× 
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ツアーNO ０２－６１ 

ツアータイトル 美ら島サッカーキャンプ 2012 「サンフレッチェ広島＆FC 琉球サッカ

ー交流 バスツアー in OKINAWA」 

申請者 ＦＣ琉球（株式会社沖縄ドリームファクトリー） 

主催催行旅行会社 株式会社 JTB 沖縄 

実施日 平成２４年２月５日（日） 日帰り 

参加者貟担金 大人 3,000 円  子ども 2,000 円 

参加人数 大人 37 人 子供 9人 

ツアータイプ みる／する 

 

 

ツアー日程表 

1 日目 (那覇・DFS 前）8：00・・・交通手段【貸切バス】・・・10：30 

(本部町／もとぶ元気村「海洋自然体験 ドルフィンガイドツアー 

（入場 見学）」11：30・・・交通手段【貸切バス】・・・11：45 

(「沖縄そばの町」本部町・八重岳付近 桜まつりとそばの昼食  

※提携店舗にて使用可能な「食事券」を配布。各自好きな店舗での食事となります）

13：45・・・交通手段【貸切バス】・・・13：50 

(本部町営グランド／「サンフレッチェ広島 vs FC 琉球  

トレーニングマッチ観戦」14:00～15:45 頃予定） 

試合終了後 

「サンフレッチェ×FC 琉球 presents サッカークリニック」16:00～17:30 頃予定

（内容：両チームの選手・コーチと参加児童（小学生）とのサッカークリニック、

基本練習とミニゲーム等を行います）  

 

＜持ち物＞着替え、タオル、色紙等、カメラ、水筒 

＜服装＞運動に適した格好、運動靴（※スパイク不可）  

 

17：30・・・交通手段【貸切バス】（※帰路バス車内にてアンケート記入）・・・

19：30（那覇・DFS 前着） 
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ツアーNO ０３－６２ 

ツアータイトル 特別室で観る JRA競馬観戦と武蔵野ビール工場見学 

申請者 日本中央競馬会 

主催催行旅行会社 株式会社 JTB法人東京 

実施日 平成 24年２月１１日（土） 

参加者貟担金 大人 3,000 円 ※20 才以上の男女 

参加人数 大人 40人 

ツアータイプ みる 

 

 

ツアー日程表 

1 日目 (新宿）09：00・・・交通手段【貸切バス】・・・10：10(府中・サントリー武蔵野ビ

ール工場/工場見学）11：40・・・交通手段【貸切バス】・・・12：00（府中・東京

競馬場/競馬講座・競馬観戦・場内ツアー）17：00・・・交通手段【貸切バス】・・・

18：00(新宿）※解散 
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ツアーNO ０４－１０１ 

ツアータイトル トラベルママ運動 スノーキャンプ in岩原 

申請者 トラベル mama運動 実行委員会 

主催催行旅行会社 株式会社 JTB法人東京 

実施日 平成２４年２月１８日（土）～２月１９日（日） 

参加者貟担金 大人 7,400 円 子供 8,400 円 

参加人数 大人 30人 子供 7人 

ツアータイプ する 

 

 

ツアー日程表 

1 日目 ※東京鍛冶橋駐車場 9：15 ご集合 

9：30 東京駅出発・・・交通手段【バス】・・・途中、昼食休憩 

（自由昼食）・・・13：30 頃 岩原スキー場到着 

14：30～16：00 スキー教室 （スポンジ・ボブスノーキャンプ） 

☆18：00～【宿泊ホテルにて夕食】 ☆夕食会 

宿泊：岩原スキー場ゲレンデ内もしくは山麓地区 

2 日目 

 

朝：宿泊ホテルにて朝食（10：00 チェックアウト） 

10：00～11：30 スキー教室 （スポンジ・ボブスノーキャンプ） 

12：00 頃 岩原スキー場出発・・・途中、昼食休憩（自由昼食）・・・アンケート記

入・・・16：00 頃 東京駅着 （到着後、解散）（東京駅） 

 

【スポンジ・ボブスノーキャンプ】 

キッズレッスン 対象年齢：３～６歳 

ジュニアレッスン 対象年齢：６～１２歳 

 

【レンタルのご案内】 

・スキーセット （身長 70cm～、靴 15cm～） 

・スノーボードセット（身長 110cm～、靴 20cm～） 

・ウェア（身長 90cm～） 

※グローブ、ゴーグル、帽子などの小物類のレンタルはございませんので、お客様ご

自身でご用意ください。 
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ツアーNO ０５－９１ 

ツアータイトル 第一回きょなん頼朝桜リレーマラソンバスツアー 

申請者 鋸单クロススポーツ協議会 

主催催行旅行会社 株式会社 日本旅行 

実施日 平成２４年３月 10 日（土）～１１日（日） 

参加者貟担金 日帰りツアー 1,000 円 宿泊ツアー 3,000 円 

参加人数 大人 68人 

ツアータイプ する 

 

ツアー日程表 

宿泊 

プラン 

1 日目 

7:00-関東各地集合（東京駅、横浜駅、千葉駅） 

7:10-バス出発 

8:30-佐久間ダム到着 

8:30-9:00 受付 

9:30-10:00 開会式 

10:00-競技開始 

・鋸单名物頼朝桜花見 ・リレーマラソン ・地産物出店 

12:00-昼食（地産物弁当） 

15:00-競技終了 

15:00-16:00 閉会式 

16:00-鋸单町宿泊施設へ移動 

18:30-食事 

20:00-フリータイム 

2 日目 

 

7:00-朝食 

9:00-11:00 近隣のランニングコースをジョギング 

12:00-鋸单町出発 ・アンケート記入 

13:30-関東各地解散場所 到着・解散 

※ツアー参加費に含まれるもの：バス代、宿泊費（食事つき）、地産物弁当、入浴代等 

参加条件： 

・小学生以上で 1 周 2km を走ることができる方。 

・健康に自信があり自己の健康に異常がないことを確認した方。 

・未成年については保護者の署名捺印が必要です。 

・車椅子での出場はできません。 

・服装は各自、マラソンに適したウェア・シューズをご準備ください。 

日帰り 

プラン 

(3／10) 

7:00-関東各地集合（東京駅、横浜駅、千葉駅） 

7:10-バス出発 

8:30-佐久間ダム到着 

8:30-9:00 受付  

9:30-10:00 開会式 

10:00-競技開始 

・鋸单名物頼朝桜花見 ・リレーマラソン ・地産物出店 

12:00-昼食（地産物弁当） 

15:00-競技終了 

15:00-16:00 閉会式 

16:00-入浴施設へ移動・入浴 

17:30-鋸单町出発 

・アンケート記入 

19:00－関東各地解散場所 到着・解散 
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ツアーNO ０６－８０ 

ツアータイトル イケメン保障付きインストラクターとバートン開発の 

初心者向けボード無料レンタルで上達＆満足のガールズ 

ツアー＆雪の世界で、彼・彼女は３割以上輝いて見える！ 

「雪コン」ツアー（男子＆肉食女子には、プチ技習得 

レッスンあり！） 

申請者 株式会社星野リゾート 

主催催行旅行会社 株式会社 ドキドキ旅行 

実施日 

（全 4 回） 

①平成２４年２月７日（火）～８日（水） 

②平成２４年２月２１日（火）～２２日（水） 

③平成２４年３月１日（木）～２日（金） 

④平成２４年３月８日（木）～９日（金） 

参加者貟担金 1,900円 19歳～22 歳の方限定 

参加人数 58人 

ツアータイプ みる／する 

 

 

ツアー日程表 

1 日目 新宿西口ＷＩＬＬＥＲターミナル 23：30 頃発・・・(バス・車中泊） 

2 日目 

 

アルツ磐梯 7：00 到着予定 到着後出発時間まで各自自由行動 

(各ツアーオプションプラン体験） 

※終了後、出発時間までフリー(アンケートをご記入ください） 

アルツ磐梯 16：00 発・・・(バス）・・・新宿 21：00 頃到着 
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ツアーNO ０７－１９ 

ツアータイトル BLACK＆WHITE～黒耀スノートレイル 

申請者 信州・長和町観光協会 

主催催行旅行会社 親和観光有限会社 

実施日 平成 24年３月１日（木） 

参加者貟担金 大人 5,500 円 小人 4,500 円 

参加人数 大人 21人 

ツアータイプ する 

 

 

ツアー日程表 

1 日目 08：00道の駅マルメロの駅ながと集合･･･【バス】･･･ブランシュたかやまスキーリゾ

ート･･･【リフト】･･･山頂･･･（9：30～11：30）･･･スノーシューをはいて冬山散策･･･

11：30 昼食･･･【バス】･･･13：20 黒耀石体験ミュージアム見学･･･モニターツアーア

ンケートの記入にご協力ください･･･【バス】･･･15：40 道の駅 マルメロの駅ながと

到着 解散  
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ツアーNO ０８－９５ 

ツアータイトル 絶景三陸の豊かな漁場 釜石・根浜海岸の海でスポーツ 

フィッシング！ 

申請者 株式会社 全旅 

主催催行旅行会社 株式会社 全旅 

実施日 平成 24年 3月 3日（土）～3月 4日（日） 

参加者貟担金 大人（中学生以上） 10,000 円  

子ども（6～12歳未満） 7,000円 

参加人数 大人 14人 

ツアータイプ する 

 

 

ツアー日程表 

1 日目 (東京駅）08：40 発・・・交通手段【新幹線】・・・11：14 着(一ノ関駅）11：30・・・

交通手段【貸切バス】・・・12：25『世界文化遺産』平泉・中尊寺見学（昼食）15：00 

(遠野）・・・交通手段【貸切バス】・・・（釜石）18：00頃 

2 日目 (釜石/宝来館）06：30頃・・・交通手段【貸切バス】・・・『三陸海岸沖にてフィッシン

グ体験（7：00～11：00）』（レンタル竿・餌付）・・・ 

旅館（釣った魚を調理し、昼食）・・・・(サン・フィッシュ釜石/市場 

にて地元の新鮮な特産品のお買い物）・・・交通手段【貸切バス】・・・ 

(遠野・風の丘［道の駅］／ショッピング）※バス車内にてアンケートをご記入いただき

ます・・・・・・・・・・・16：00頃（新花巻駅） 

16：35発・・・交通手段【新幹線】・・・・（東京駅）19：24着 
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ツアーNO ０９－１０４ 

ツアータイトル 伊豆大島ランニングコース認定ツアー 

申請者 株式会社ＲＩＧＨＴＳ． 

主催催行旅行会社 株式会社 JTB 法人東京 

実施日 平成 24年 2月 19日（日）～2月 20日（月） 

参加者貟担金 大人 19,900 円 

参加人数 大人 18人 

ツアータイプ する 

 

 

ツアー日程表 

1 日目 東京（竹芝）08:00 発・・・【高速ジェット船】・・・大島（元町）10:20 着 元町港・・・

【バス】・・・ホテル 

11:30～12:30 ランチ・説明会（伊豆大島の外周コース約 50Kmを有森裕子さんと 2日間か

けて 1 周します。夜の会食では公認するランニングコースの打ち合わせや、有森裕子さん

によるランニングのレクチャーもございます） 

14:00～17:00 RUN(約２６ｋｍ）  

17:15～ バスにてホテルへ移動 

17:45～ 入浴 

18:45～ 夕食・懇親会 

2 日目 

 

07:00～ 朝食 

08:45～ バスにてスタート地点へ移動 

09:30～12:00 ＲＵＮ（約２０ｋｍ） 

12:15～ 入浴 

13:00～ 昼食 

14:00～ コース認定式 

ホテル・・・【バス】・・・元町港 

大島（元町）15:30発・・・【高速ジェット船】・・・ 

東京（竹芝）17:30着 
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ツアーNO １０－５２ 

ツアータイトル 世界クオリティー「白馬の冬体験」スノーボードデビューと、雪上ピクニ

ック（スノーシュー＆雪の上のチーズ・チョコフォンデュ）、夜は白馬の

魅力を知りつくした外国人（デイビットさん）による企画も！ 

申請者 生活協同組合連合会 大学生活協同組合東京事業連合 

主催催行旅行会社 生活協同組合連合会 大学生活協同組合東京事業連合 

実施日 

（全５班） 

①平成 24年 2月 13日（月）～ 2月 14日（火） 

②平成 24年 2月 14日（火）～ 2月 15日（水） 

③平成 24年 2月 15日（水）～ 2月 16日（木） 

④平成 24年 2月 20日（月）～ 2月 21日（火） 

⑤平成 24年 2月 21日（火）～ 2月 22日（水） 

参加者貟担金 大人 6,900円（3名 1室以上）※大学生限定 

参加人数 大人 92人 

ツアータイプ みる／する 

 

 

ツアー日程表 

1 日目 新宿７：１０集合７：３０発・・・【バス】・・・１３：００頃・白馬八方尾根着（★到

着後、チェックイン・夕食までフリー。ボード＆スキーをお楽しみください）・・・夜・

交流イベント（★夜の雪山企画★～白馬で外国人観光客向けにオリジナルメニューを提

供するデイビッド氏の企画による、日本の若者向けプログラム～・プチ夜の雪山体験・

キャンプファイヤー・露店温泉入浴）・・・白馬八方尾根地区・ペンションクラス宿泊 

2 日目 朝食・・・★雪上ピクニック★・スノーシュー、スノーラフティング・雪上チーズフォ

ンデュ＆チョコフォンデュの軽食付き（スノーアクティビティ後に雪山の自然に抱かれ

ながらの軽食は格別です） 

※終了後、出発時間までフリー（アンケートをご記入ください）・・・ 

白馬八方尾根発１６：００頃・・・【バス】・・・新宿着２２：００頃 
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ツアーNO １１－４７ 

ツアータイトル ヨコスカ「海と緑のジョギング×観光」モニターツアー  

申請者 横須賀集客促進実行委員会 

主催催行旅行会社 株式会社 JTB法人東京 法人営業横須賀支店 

実施日 平成 24年３月１１日（日） 日帰り 

参加者貟担金 大人 2,200 円 

参加人数 大人 147人 子供 2人 

ツアータイプ する 

 

ツアー日程表 

横須賀市内 馬掘海岸公園プール／集合 8：30 集合後着替え（着替え室をご用意しております。

着替えた後の貴重品以外の荷物は昼食会場まで車両にて輸送いいたします。）  

 

馬堀海岸・走水 8：30～9：00ストレッチ運動など  

9:00～時間差をつけてスタート ・・・・・馬堀海岸沿いプロムナードをジョギング（約４ キロ） 

東京湾とは思えない景観を「楽しみながら海沿いのコースをジョギング ※ペースメーカーの伴走

もいたします。  

 

・・・・・走水エリアをウォーキング（約１キロ）  

横須賀百選である「水道水源地（横須賀市水道発祥の地、名水で人気）」を休憩地点として名水「走

水の湧水」を味わって頂きます。  

 

・・・・・観音崎公園エリアをジョギング（約３キロ）  

幕末期より砲台として歴史を刻み、ゴジラが上陸した公園としても有名な観音崎公園を観ながらジ

ョギング  

 

・・・・・11：00～12：30頃に到着（観音崎京急ホテル／昼食・入浴）  

到着した方から荷物を受け取り、昼食・入浴。「絶景美術館」全国トップ 5 にランクインした横須

賀 美術館を各自で見学。（ホテルより徒歩 2 分。入場券をお渡しいたします。）パワースポットと

して脚光を浴びている走水神社を各自で見学（ホテルより徒歩 8 分）。昼食はおなじみの横須賀ご

当地グルメ「よこすか海軍カレー」飲料水は「走水」。 味覚でも横須賀をお楽しみいただけます。 

自由時間中にホテルにてモニターアンケート記入  

 

観音崎京急ホテル 15：10・・・・・移動【徒歩】・・・・・（観音崎港）15：20・・・・・移動【貸

切船舶】チャーター船にて東京湾クルーズを楽しみ ながら猿島へ・・・・・15：40猿島／東京湾

唯一の自然島かつ無人島を散策。 

17：00・・・・・移動【定期船舶】17：10（三笠桟橋／解散） 
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ツアーNO １２－３５ 

ツアータイトル サイクルツーリズム inちば ～アースライド＆ 

サイクルトレイン～ 

申請者 株式会社ツーリズム・マーケテイング研究所 

主催催行旅行会社 株式会社 JTB法人東京 法人営業千葉支店 

実施日 平成 24年 3月 10日（土）～3月 11日（日）  

参加者貟担金 大人 8,500円（中学生以上）※子どもの参加不可 

参加人数 大人 29人 

ツアータイプ する 

 

 

ツアー日程表 

1 日目 各自自宅からサイクリングで出発 

（指定チェックポイントを 4か所通過） 

御宿海のホテルに集合（ゴール受付時間 13:00～16:00） 

ゴール手続き後、ホテルチェックイン 

2 日目 

 

09:00 朝のサイクリング 

11:00 御宿海のホテル出発 グループ別：3 グループ 

11:30 勝浦朝市駐車場（サイクルラックの配置） 

昼食 各自勝浦タンタンメン（勝浦市内指定店舗：食券） 

12:30 勝浦朝市駐車場出発 グループ別：3 グループ 大多喜町経由 

14:30 頃 上総中野駅到着 

15:01 上総中野駅発（小湊鉄道サイクルトレイン） 

車内でアンケート調査の実施 

五井駅到着後、解散 
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ツアーNO １３－５１ 

ツアータイトル 氷都「苫小牧」 ブルームボール体験プレーと 

アイスホッケーアジアリーグ観戦ツアー   

申請者 株式会社ＪＴＢ北海道 

主催催行旅行会社 株式会社ＪＴＢ北海道 

実施日 Ａ班：平成 24年 2月 18日（土） 

目的地：苫小牧市 

出発、帰着地：新冠町      

Ｂ班：平成 24年 2月 19日（日） 

目的地：苫小牧市 

  出発、帰着地：札幌市  

参加者貟担金 大人 3,800 円 ※20 歳以上の男女（子どもの参加不可） 

参加人数 大人 42人 

ツアータイプ みる／する 

 

 

ツアー日程表 

1 日目 （江別駅前／乗車）08：00・・・08：50（新札幌駅前／乗車）09：00・・・10：

15（苫小牧市ときわスケートセンター／ブルームボール体験） 

12：15・・・12：40（海の駅ぷらっとみなと市場／地元名産の北寄貝を使ったホッ

キカレーの昼食と海産物ショッピング）13：30・・・13：40（苫小牧白鳥アリーナ

／アイスホッケーアジアリーグ公式ゲーム観戦 

王子イーグルスＶＳ東北フリーブレイズ） 

16：00・・・（※バス車内にてアンケートをご記入いただきます）・・・17：00（新

札幌駅前／下車）17：10・・・18：00（江別駅前／下車） 
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ツアーNO １４－６９ 

ツアータイトル 伝統の日本を感じよう！ 

東京名所観光と力士の生活をのぞく 

申請者 一般社団法人 RE-BORN47 

主催催行旅行会社 株式会社 日本旅行 

実施日 平成２４年２月１８日（土） 

参加者貟担金 大人 4,500 円 子供 4,500 円（小学生以上） 

参加人数 大人 31人 子供 9人 

ツアータイプ みる／する 

 

 

ツアー日程表 

1 日目 新宿駅西口集合（７：３０）・・・（８：００）貴乃花部屋 稽古見学（９：００）・・・

（１０：００）ちゃんこなべ試食（１１：００）・・・（１１：１０）貴乃花部屋 DVD

鑑賞（１１：３０）・・・（１１：４０）おかみさんからの講話（１２：００）・・・

（１２：１０）記念撮影（１２：３０）・・・（１３：００）浅草散策後、現地にて

解散（１５：３０） 

※解散前にアンケート記入をしていただきます。 
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ツアーNO １５－３２ 

ツアータイトル 茶のくに八女・奥八女の「和心」体験ツアー 

申請者 株式会社 JTBコミュニケーションズ九州 

主催催行旅行会社 株式会社 JTB九州 福岡支店 

実施日 平成 24年２月１８日（土）～２月１９日（日） 

参加者貟担金 大人 3,000 円（中学生以上※子供参加不可） 

参加人数 大人 19人 

ツアータイプ する 

 

 

ツアー日程表 

1 日目 ９：１０（天神出発）･･･交通手段【バス】･･･１０：３０(八女市役所到着）･･･１

０：４０（八女茶道体験）･･･１２：３０（昼食）･･･ 

１３：３０（弓道体験） 

１５：３０弓道会場出発【バス】･･･１６：００（ホテル到着）･･･ 

１８：３０（八女市関係者との懇親会）･･･２０：３０（懇親会終了）･･･２２：３

０（就寝） 

２日目 ８：００朝食･･･９：００【バス】（宿舎発）･･･９：４０（八女伝統工芸館到着）･･･

９：４５（八女和紙作り体験）･･･１０：５０（八女福島のまちあるき）･･･１２：

００昼食･･･１３：２０（観梅会）･･･【バス】 

１５：００（道の駅たちばな到着）（ショッピング）･･･【バス】 

１６：００八女市出発･･･１７：３０（天神到着） 
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ツアーNO １６－５３ 

ツアータイトル 湯ったり。食べて。歩いて。飲んで。癒される。 

津市森林セラピーリラクゼーションツアー 

申請者 津市森林セラピー基地運営協議会 

主催催行旅行会社 楽天トラベル 

実施日 平成 24年 3月 11日（日）～3月 18日（日） 

(1泊 2日×7日) 

参加者貟担金 大人 9,800 円  

子ども 7,350 円(6歳～12歳未満/小学生から） 

参加人数 大人 100人 

ツアータイプ する 

 

 

ツアー日程表 

●3月 11日～16日宿泊 パターン 

1 日目 11：15～14：15(名古屋駅前～美杉リゾート)・・・交通手段【貸切バス】チェックイ

ン時に温泉リラクゼーション、星空観賞などの案内後、各自由行動。※その他の地域

からの参加者は電車、又は自家用車を利用 

2 日目 

 

10：15～12：15 森林セラピーロード「火の谷温泉コース」or「伊勢本街道歴史巡り

コース」をノルディックウォーキングで歩く。 

12：15～12：45アンケート記入 

14：30～16：30（美杉リゾート～名古屋駅前）・・・交通手段【貸切バス】 

 ※3月 11 日のみ 15時から 2時間ウォーキングを実施。 

 

●3月 17日宿泊 パターン 

1 日目 11：15～14：15(名古屋駅前～美杉リゾート)・・・交通手段【貸切バス】チェックイ

ン時に温泉リラクゼーション、星空観賞などの案内後、各自由行動。 

 ※その他の地域からの参加者は電車、又は自家用車を利用 

2 日目 

 

9：20～ノルディックウォーキング（君ヶ野ダム湖畔コース） 

12：00～各自昼食、物産展示販売等、アンケート記入（30分間） 

14：30～16：30（美杉リゾート～名古屋駅前）・・・交通手段【貸切バス】 

14：30～15：30（東京農工大学客員教授による地域づくりに関する講演会）※希望者

のみ 

各自解散 
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ツアーNO １７－９７ 

ツアータイトル 温泉卓球（ラージボール卓球）合宿モニターツアー 

申請者 岡谷市観光協会 

主催催行旅行会社 近畿日本ツーリスト株式会社 

実施日 平成 24年 3月 1日（木）～3月 2日（金） 

参加者貟担金 費用 12,000 円  

参加人数 67人 

ツアータイプ する／支える 

 

 

ツアー日程表 

1 日目 (新宿）8：15 分集合／8：30 出発・・・交通手段【貸切バス】・・・ 

12：00（岡谷）観光荘≪昼食・信州岡谷名物うなぎ料理≫  

スポーツの前にスタミナを！うなぎのまち岡谷では、「寒の土用の丑の日」を PR し

ています。 

13：00・・・交通手段【貸切バス】・・・13：30（岡谷）岡谷市民総合体育館（スワ

ンドーム） ラージボール卓球講習会・交流戦  

全国ラージボール卓球チャンピオン講師陣によるストレッチ体操の方法や、ラージボ

ール卓球の基本から上達の秘訣などの講習と実践  

★ラージボール卓球の用具はレンタルも可能です。体育館シューズは各自でご持参く

ださい。 

17：30・・・交通手段【貸切バス】・・・18：00(上諏訪）信州上諏訪温泉 浜の湯

≪宿泊≫名湯上諏訪温泉にて疲れた体をリフレッシュ≪懇親夕食会・地域愛好家を含

めた交流夕食会≫ 観光宣伝大使との卓球対戦や諏訪太鼓の実演パフォーマンスに

より、親睦や交流を深めます。 

2 日目 (上諏訪）信州上諏訪温泉 浜の湯≪朝食≫ 8：30・・・交通手段 

【貸切バス】・・・9：00（岡谷）岡谷市民総合体育館（スワンドーム） 

ラージボール卓球交流戦 ≪昼食・弁当≫ ラージボール卓球の地域愛好家も交え

て、団体交流戦を実施、地域特産品の商品も！ 

13：00・・・交通手段【貸切バス】・・・13：30（岡谷）旧林家住宅≪見学・地域歴

史文化施設≫ 

国重要文化負・近代産業遺産、生糸の都として日本の近代化を支えてきた岡谷の代表

建築物 14：15・・・交通手段【貸切バス】・・・14：30（下諏訪）諏訪大社下秋宮

≪拝観・「いつまでも健康を」祈願して参拝≫日本最古の神社のひとつと言われ、全

国各地にある諏訪大社の本社です。御柱祭でも有名です。 15：30・・・交通手段

【貸切バス】・・・（帰路地元名産品お買い物にご案内）・・・19：00（新宿） 

≪車内にてアンケート記入後解散≫ モニターツアーのアンケートにご協力いただ

きます。回収時にちょっぴりプレゼントも！ 
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ツアーNO １８－８８ 

ツアータイトル 気仙沼 クリーンアップダイビングモニターツアー 

申請者 近畿日本ツーリスト株式会社 

主催催行旅行会社 近畿日本ツーリスト株式会社 

実施日 平成 24年 3月 2日（金）～3月 4日（日） 1泊 3日 

参加者貟担金 大人 25,000 円 

参加人数 大人 16人 

ツアータイプ する／支える 

 

 

ツアー日程表 

1 日目 ２３：００ 東京 鍛冶橋駐車場 集合 

２３：３０ 東京 鍛冶橋駐車場 出発 

交通手段【専用バス】・・・夜行走行にて気仙沼へ（車中泊） 

※途中、2～3 時間目安に休憩 

2 日目 ・・・夜間走行・・・※途中 SA エリアや道の駅にて各自朝食購入 

１０：００頃 気仙沼 気仙沼プラザホテル到着 

ホテル到着後、宴会場にて休憩・クリーンアップダイビング活動説明 

１１：００ 休憩後、ホテル宴会場にて昼食 

１２：００ 昼食後、【専用バス】にてクリーンアップダイビング会場 

（沿岸部）へ移動 

１３：００頃 沿岸部到着後、クリーンアップダイビング活動開始  

１５：００頃 一日目：クリーンアップダイビング活動終了 

１５：３０頃 【専用バス】にてホテルへ移動。 

１６：３０頃 ホテル到着。到着後チェックイン 

１８：００頃 ホテルにて夕食（ホテル泊） 

3 日目 ０８：００ ホテルにて各自朝食 

０８：３０ 朝食後、【専用バス】にてクリーンアップダイビング会場 

へ移動 

０９：３０ 沿岸部到着後、クリーンアップダイビング活動開始 

途中、昼食休憩あり 

１４：００ 二日目：クリーンアップダイビング活動終了【専用バス】にて帰宅の途

へ 

１４：３０ 専用バス乗車中、アンケート回筓（所要時間約３０分） 

２２：３０頃 東京駅到着。到着後、解散。 
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ツアーNO ２０－５０ 

ツアータイトル ASTC トライアスロンアジア選手権（2012/館山）事前キャンプ～特別イ

ンストラクターに学ぶレース攻略法～ 

申請者 ASTCトライアスロンアジア選手権 

（2012/館山）実行委員会 

主催催行旅行会社 近畿日本ツーリスト株式会社 

実施日 平成 24年 3月 3日（土）～3月 4日（日） 

参加者貟担金 大人 13,500 円 

参加人数 大人 20人 

ツアータイプ する 

 

 

ツアー日程表 

1 日目 (東京駅）9：00・・・交通手段【専用バス】・・・11：00(館山）ファミリーオ館山 到着

後、オリエンテーション レースに向けた座学、シーズン初めの大会に向けた取り組み等

（予定） ・・・12：00 ランチ （館山の海の幸をお楽しみください） ・・・13:00 ホ

テルチェックイン 13：30 

■BIKE に関する講義  

・トレーニング＜バイクトレーニングのノウハウ＞（予定）  

・バイクの乗車前点検 ・ブレーキング  

・集団走行 等 ＜トランジッションについて＞（予定） 

・バイク→ランへの練習 ・着替えやセッティングについて  

・トランジッションエリアでのバイクのスムーズな操作方法 等 ・・・ 

18:00 夕食＆懇親会 トライアスリート向けの食事をご用意！  

レースに向けた栄養の取り方や、普段の食生活について等解説トライアスロンに関する疑

問・不安点を解消！ （ファミリーオ館山・泊）  

食事 ：朝 ×  昼 ○  夜 ○ 

2 日目 6：30 

■ＲＵＮに関する講義 

・トレーニング等（予定） ・ランニングの正しいフォームや走り方について  

・フォーム矯正 ・バイクの後のランの練習 等 ・・・ 

7：30 (ホテルにて 朝食 ）・・・8：30（チェックアウト）・・・9：30  

■ＳＷＩＭに関する講義。トレーニング（予定）  

・海で泳ぐポイント  

・ウェットスーツでの泳ぎ方 ・スタート時のポイント ・集団での泳ぎ方  

・ターンの仕方 ・寒い海で泳ぐときのポイント 等  

■ミニトライアスロンレース   

12：30 ファミリーオ館山大浴場にてお風呂 13：30 ホテル内レストランで昼食 モニ

ターツアーアンケート時間 14：30・・・専用車にてイチゴ狩りへ 15：00 イチゴ狩り 

16：00（館山）・・・交通手段【専用バス】・・・18：00（東京駅）到着後解散 

食事 ：朝 ○  昼 ○  夜 × 
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ツアーNO ２１－７３ 

ツアータイトル サッカーの街さいたまを満喫！ 

さいたま市サッカー尽くしツアー 

申請者 さいたまスポーツコミッション 

主催催行旅行会社 近畿日本ツーリスト株式会社 

実施日 平成 24年 3月 17日（土）～18 日（日）1泊 2日 

参加者貟担金 大人 14,800 円 子供 9,800 円（小学生） 

参加人数 大人 12人 子供 9 人 

ツアータイプ みる／する 

 

 

ツアー日程表 

1 日目 8：00 仙台駅発・・・【貸切バス】大型バスでさいたま市へ（車内でお弁当）・・・13：

00 埼玉スタジアム到着 14：00～16:00 J リーグ 

≪浦和レッズ対柏レイソル≫観戦・・・16:15 試合終了後バスで移動・・・ 17：00 ホ

テルチェックイン 夕食は各自自由。 

浦和名物うなぎの蒲焼がおすすめです。 

（さいたま市内 泊） 食事：朝 × 昼 ○ 夜 × 

2 日目 9:45 ホテル出発・・・10:00 浦和駅周辺到着 浦和レッズオフィシャルショップ「レ

ッドボルテージ」訪問 ・・・11：00 ≪フリースタイルフットボール体験≫※フリ

ースタイルフットボールは、 サッカーの基本技術であるリフティングを始めとしたボ

ール扱いの技術を高め、誰もが気軽に始められ、自由な発想で楽しめる新しいスポーツ

です。  

※体験をされる方はボールを蹴りやすい靴をご用意ください。  

自由に浦和駅周辺にてお買い物やお食事をお楽しみください。   

13：30 浦和駅周辺出発・・・【貸切バス】・・・14：00 埼玉スタジアム スタジア

ムツアー終了後アンケート記入 15：30・・・仙台へ出発・・・【貸切バス】・・・20：

30 仙台駅着   

食事：朝 ○ 昼 × 夜 × 
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ツアーNO ２２－７４ 

ツアータイトル DEEP観戦と、現役格闘家と行く静岡グルメツアー 

申請者 株式会社リアルエンターテインメント 

主催催行旅行会社 株式会社アルファポイント 

実施日 平成 24年 2月 4日（土）～2月 5日（日） 

参加者貟担金 大人 13,500円 

参加人数 大人 10人 

ツアータイプ みる／する／支える 

 

ツアー日程表 

1 日目 10：00 名古屋駅太閤通口集合  

10：05 出発・・・交通手段【貸切バス】 途中適時休憩・・・12：50 沼津さかなセンター到着（昼

食と買物）60 分お寿司食べ放題コース  

昼食後お買物 

14：30 出発・・・・交通手段【貸切バス】・・・15：30 駿府公園到着 園内散策  

16：30 出発・・・交通手段【貸切バス】・・・17：00 ホテル到着 

18：00 各自移動にて夕食会場へ 18：30 佐伯社長＆ゲストスペシャルトークディナー 

 

味の店 乃だや 静岡県静岡市葵区七間町 16-10（翌日の大会見どころを解説しながらの会食）  

静岡名物の「静岡おでん」の店で夕食をとり、翌日観戦する試合のカードを主催者であるＤＥＥＰ佐

伯社長が発表、この試合に決定した背景と両選手に期待するところを聞きます。 また、各試合の見

所を日本人現役総合格闘家の 2 名が（同行・解説プロ格闘：水野竜也、白井祐矢） 

 

お互いの立場から各選手の長所・短所などプロの目から見た見どころを解説、ファン目線では感じる

ことのできない技術的な解説を事前に聞き、観戦のポイントを学習、観戦動機のさらなる向上を図り

ます。 

水野竜也：メジャーデビュー戦のＤＲＥＡＭ１でいきなりミルコ・クロコップと戦った日本格闘技界

ライトヘビー級のエース。オランダの強豪メルビン・マヌーフを柔道仕込みのサブミッションで下し

評価を高めた。オランダ、韓国、アメリカなど世界各国からのオファーも多い国際的な総合格闘家。 

 

白井祐矢（予定）：国学院大学で鍛えられた柔道、全日本選手権を制したこともあるサンボをベース

に 03 年 9 月のＤＥＥＰ12』でプロデビュー以降 5 連勝と快進撃を続け、一躍注目を集める存在とな

る。柔道仕込みの投げ技や、安定しグラウンドテクニック、強靭な肉体に破壊力満点の打撃も兼ね備

えた攻撃力で 2010 年 10 月にはＤＥＥP ウェルター級王者となり現在に至る。 

2 日目 9：30 ホテルにて朝食 10：30 ホテル出発・・・交通手段【貸切バス】・・・ 

11：10 富久屋到着（イチゴ狩り） 

久能海岸沿いの国道 150 号・通称「いちごライン」でイチゴ狩りを堪能していただきます。石を斜め

に積み上げて細長い石垣を 6000 列築き、すき間にイチゴの苗を植える独特の栽培方法で「章姫」と

「紅ほっぺ」を栽培している「富久屋」で旪を迎えているイチゴ狩りを行います。 

13：00 富久屋出発 ・・・交通手段【貸切バス】・・・13：30 ツインメッセ静岡 格闘技 DEEPIMPACT

観戦 プロ格闘家ＤＲＥAM 選手・水野竜也、ＤＥＥＰウェルター級王者白井祐矢（予定）と観戦 

 

＜対戦カード＞ 

・花井岳文（総合格闘技道場ＴＷＩST）VS 植田豊（GRABAKA) 

・牧野泰斗（総合格闘技道場ＴＷＩST）VS 恒村俊範（GRABAKA) 

・ヘンリ・垣内・ヴォルベリン（HARＤ COMBAT）VS 須崎ジオング康文（GARABAKA）   

・ウィリアム・ジュニオ・ダシルバ（HARＤ COMBAT）VS 永瀬功（GARABAKA）  

・山本大介（YAMA GYM）VS 小池秀信（GARABAKA） 

・拓 MAX（TEAM HAMBOLT）VS 高橋憲二郎（マッハ道場） 

・前川武振（ボンサイ柔術）VS 小林拓伍（フリー） 

17：30 ツインメッセ静岡出発・・・交通手段【貸切バス】・・・ 

18：00 バス車内にてアンケート調査記入（30 分）・・・ 

20：10 名古屋駅到着 解散 
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ツアーNO ２４－３０ 

ツアータイトル ≪女子限定≫フルーツ、エキソサイズ&ダイアローグ!!  

女子力 UPで、キレイになる紀の里ツアー   

申請者 吉本興業株式会社 

主催催行旅行会社 株式会社 JTB法人東京  

実施日 平成２４年３月４日（日）～３月５日（月） 

参加者貟担金 大人 16,800 円 

参加人数 大人 10人 

ツアータイプ する 

 

 

ツアー日程表 

1 日目 （大阪発）08：30 頃・・・【専用バス】・・・11:00 頃 華岡青洲顕彰施設「青洲の里」

体験／●生家「春林軒」や関連施設見学後、健康おもてなしバイキング料理の昼食 

12：30 頃・・・青洲の里出発・・・【専用バス】・・・13：00 頃 紀の川市／●ノルデ

ィックウォーキング体験  

※よしもと芸人も同行して盛り上げます。 

※服装の準備 動きやすく着脱が容易な服装と運動靴を着用の上ご参加ください。 

16：00 頃・・・【専用バス】・・・17：00 頃ホテル着 

ホテルにて夕食、紀州黒潮温泉を堪能後は●アロマヨガ体験 

※服装の準備 ジャージ、スパッツなどを着用の上ご参加ください。 

※マットあり 

●インターネットカフェ＠紀の里～シェアリングタイム～で一日の思い出を共有 

▲和歌山マリーナシティロイヤルパインズホテル泊  

2 日目 

 

ホテルにて朝食 和歌山市発）09：00 頃・・・【専用バス】・・・10：00 頃 紀の川市

／●JA 紀の里流通センターで柑橘の選果見学体験 

●JA 紀の里めっけもん広場にてお買い物 よしもと芸人もサポート 

11：30 頃・・・【専用バス】・・・12：00 頃 紀の川市内自由散策 

※紀の川うまいもんプロジェクト"スタンプラリー"「地産・地食」の食べ歩き 

13：00 頃・・・【専用バス】・・・13：30 頃 紀の川市内／●紀の川「食」体験、桃ジ

ャムと八朔マーマレードづくり体験 

15：40 頃・・・【専用バス】・・・16：00 頃 貴志駅／●「たま駅長」 

表敬訪問 

16：30・・・【和歌山電鉄●たま電車乗車体験】・・・17：04 頃・・・ 

【専用バス】・・・19：00 頃（大阪着）到着後解散 
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ツアーNO ２５－７７ 

ツアータイトル 「走ろう！若草山」 若草山ヒルクライム参加ツアー 

申請者 近畿日本ツーリスト株式会社  

主催催行旅行会社 近畿日本ツーリスト株式会社  

実施日 平成 24年 2月 25日（土）～2月 26日（日） 

参加者貟担金 大人 12,000 円 

参加人数 大人 22人 

ツアータイプ する 

 

 

ツアー日程表 

1 日目 9：20 東京駅発・・【のぞみ 217 号】・・11：41 京都駅着・・ 

12：05 京都駅発・・【近鉄特急】・・12：39 近鉄奈良駅着（昼食） 

14：00～16：00 自転車にて奈良市内観光（サイクリングロードの一部を通って、平城

宮跡や東大寺などを巡ります） 

夕食は各自自由食・・奈良市内泊  

 

食事：朝× 昼○ 夜× 

2 日目 6：00 ホテルにて朝食・・8:00～11：00 頃『若草山ヒルクライム』高円山ドライブウ

ェイ～奈良春日山原始林オフロードサイクリングに参加 

この日にしか走れない自動車専用道路と世界遺産奈良春日山の原始林をマウンテンバ

イクで走ります！ 

※本イベントは、競技性が高いものではなく、マウンテンバイクでのサイクリングを楽

しむイベントです。 

※マウンテンバイクはレンタル可能です。 

※ヘルメット、グローブ、ひじあて、ひざあて等はご自身でご用意ください。（ヘルメ

ットのみレンタルも可能ですが、数に限りがございますのでご了承ください） 

※イベントは雤天決行しますが、荒天時や自然災害等により開催縮小・中止になる可能

性もございます。 

※若草山ドライブウェイサイクルロードレースには参加しません。 

※イベントの参加資格に伴い、ご参加は中学生以上の方に限られます。 

終了した参加者から各自観光やお買い物をお楽しみ下さい。 

17：30 近鉄奈良駅発・・【近鉄特急】・・18：06 京都駅着（京都駅までの車内にてア

ンケート記入にご協力をお願いします） 

18：32 京都駅発・・【のぞみ 48 号】・・ 20：53 東京駅着  

 

食事：朝○ 昼× 夜× 
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ツアーNO ２６－８１ 

ツアータイトル 日本カーリングの聖地『常呂』でレッツカーリング！   

～オリンピックの『テクニック』を観て感じて体験する 

２日間  

申請者 北海道カーリング協会 

主催催行旅行会社 株式会社日本旅行北海道 

実施日 平成 24年３月４日（日）～３月５日（月） 

参加者貟担金 大人 10,000円 

参加人数 大人 40人 

ツアータイプ みる／する 

 

 

ツアー日程表 

1 日目 (札幌駅北口）０８：００・・・【貸切バス】・・・１２：４５（昼食）・・・１３：４５ 

カーリングホール着(≪MIX ダブルス決勝観戦≫  

１５：００・・・常呂観光へ 民芸館、オホーツク海の写真スポット、漁組販売店な

ど（予定） （延長戦の場合は決勝観戦） 

１６：４５ ホテルチェックイン  

１８：００ カーリング選手との交流会・夕食会（カーリング説明等を含む） 

2 日目 (ホテル）朝食 ０８：４５ チェックアウト後ホテル出発・・・交通手段【貸切バス】・・・

カーリングホール≪カーリング体験とミニゲーム 

（３時間３０分）≫ 

１３：００・・・昼食 アンケート記入  

１４：００・・・札幌へ向けて出発・・・交通手段【貸切バス】・・・ 

(札幌駅）１９：３０到着 
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ツアーNO ２７－８９ 

ツアータイトル ”よしもと住みます芸人”も同行 ワンコと一緒に 

エクササイズ! 「ペットとスポーツ」ツアー   

申請者 株式会社よしもとクリエイティブ・エージェンシー 

主催催行旅行会社 株式会社 JTB法人東京  

実施日 平成 24年 3月 16日（金）～17日（土）の１泊２日 

参加者貟担金 大人（Aプラン）10,000円 大人（Bプラン）5,000 円 

参加人数 大人 9人 

ツアータイプ する 

 

 

ツアー日程表 

1 日目 ※交通手段はすべて専用バスとなります。 

8:30 頃（大阪発）・・・9:30 頃（たつの市着） 

★エクストリーム（注１）体験…関西初、エクストリーム競技の練習ができるドックラ

ン「ワンふれんず WAN FRIENDS」にて体験。総合競技に使用する障害も設置してお

ります。 

11:30 頃（たつの市発）・・・12:30 頃（鴻ノ池 SA 着） 

★ドッグラン休憩…上り約 440 ㎡、下り約 800 ㎡の広さ十分芝生のドッグラン。専用水

飲み場とごみ箱も設置（昼食は各自にて）。 

13:30 頃（鴻ノ池 SA 発）・・・15:00 頃（琴平町着） 

★ワンコと満濃トレッキング…自然いっぱい「讃岐まんのう公園」にて花道や湖畔の森、

芝生広場をトレッキング！・・・16:30 頃（琴平グランドホテル着） 

★意見交換会…ペットツーリズムの促進・受入環境整備のための意見交換会・・・17:30

頃（ホテル着） 

★A プラン：琴平グランドホテル桜の抄（泊）※ワンコは別泊となります。 

★B プラン：虎丸旅館（泊）※ワンコ同泊となります。  

［琴平温泉 泊］ 

［食事条件］朝：× 昼：× 夕：○ 

2 日目 

 

※交通手段はすべて専用バスとなります。 

9:00 頃（ホテル発）ホテルにて朝食。ワンコを迎えに出発・・・10:00 頃（金刀比羅宮

滞在） 

★ワンコと"こんぴら"トレッキング…「さぬきこんぴらさん」で有名な金刀比羅宮。参

道から口から御本宮までは 785 段、奥社までは 1368 段の石段があります。参道には旧

跡や文化負がたくさん。四季折々に変化する裏参道などを、ワンコと一緒にトレッキン

グ！☆こんぴら狗のお参りもお忘れなく！（江戸時代、金毘羅参りをしたくても、金毘

羅宮は遠い。そのため、自分の飼い犬に代わりに代参させることが流行した。犬はちゃ

んと、金毘羅でおまいりを済まし、飼い犬の元にかえって来たそうです。） 

13:30 頃（金刀比羅宮発）・・・一路、帰路の途へ・・・14:00 頃（鴻ノ池 SA）★ドッ

グラン休憩（アンケート記入の時間を含め 30 分程度） 

18:00 頃（大阪着）着後、解散  

 

［食事条件］朝：○ 昼：× 夕：× 
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ツアーNO ２９－０２ 

ツアータイトル 冬のみなかみ大満喫！ 

エアボード＆スノーシューで雪あそび体験 2 日間  

申請者 有限会社カッパ CLUB  

主催催行旅行会社 三浦観光 

実施日 平成 24年 3月 2日（金）～3月 3日（土） 

参加者貟担金 大人 18,800円 子ども 14,800円（5～12歳未満） 

参加人数 大人 10人 子ども 3人 

ツアータイプ する 

 

 

ツアー日程表 

1 日目 (新宿駅西口）８：４５集合／９：００発・・・【貸切観光バス 関越道】  

高坂 SA（トイレ休憩）１０：００～１０：２０ ・・・月夜野 IC(昼食) 

食事処「竹」 １１：３０～１２：２０ 群馬名物「おっきりこみ」をご用意。地場野菜

と太麺うどんを煮込んだ郷土料理・・・ノルン水上スキー場（スノーシュー体験）  

 

１３：００～１６：００ アウトドアガイドが同行し、西洋かんじきを履いて、雪原を歩

きます。動物の足跡を追ったり、運が良ければ野生動物に遭遇したり、春を待つ植物観察

や雪の中にダイブしたり、五感を使って体いっぱいに冬の自然散策を楽しめます。 

水上温泉／ひがきホテル（宿泊）・・・１６：２０ 

2 日目 

 

(ホテル）9：00・・・交通手段【貸切観光バス】・・・10：00～13：00 

（みなかみ町営赤沢スキー場／エアーボード体験＆アウトドアランチ） 

 

スキー場をツアー用に特別貸切！日本上陸約 10 年の比較的新しいウインタースポーツで

す。エッジの付いたゴム製のソリで、ゲレンデを滑走します。 

雪面スレスレを滑るスリルと爽快感が人気の今話題のスポーツです。専門ガイドが滑り方

の基礎から丁寧に教えます。 

 

エアボードの後は、アウトドアランチの昼食、地場食材を使ったあったか鍋料理をご用意。

ゲレンデを目の前に野外で解放感たっぷりに食べよう！ 

まんてん星の湯（日帰り温泉入浴・アンケート配布） 14：00～15：30 

みなかみ町の２大温泉の 1つ「猿ヶ京温泉」にある日帰り温泉施設。露天風呂からは、眼

下に赤谷湖の眺望を楽しめ、地元客のみならず、スキーヤーにも人気の温泉施設。 泉質

は、肌にやさしいナトリウム塩化物泉。みなかみ町特製「温泉入浴セット」をご参加のか

た全員にプレゼント。 

 

たくみの里（おみやげショッピング）15：50～16：20 

旧三国街道「須川宿」に伝統工芸などの体験が楽しまる約 20 軒のたくみの家が点在する

里山のテーマパーク。 今回は、旧街道の風情と農産物などのショッピングを楽しむこと

ができます。地元ならではのちょこっとグルメを楽しむこともできます。 

 

【貸切観光バス 関越道 月夜野 IC～練馬 IC】（バス車内でアンケート記入 16：30～17：

00） 上里 SA（トイレ休憩）17：40～18：00・・・新宿駅西口 19：00 到着・解散 
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ツアーNO ３０－２２ 

ツアータイトル スポーツ雪合戦体験と高野農家でのおもてなしツアー 

申請者 高野地域づくり未来塾 

主催催行旅行会社 株式会社 JTB 中国四国 福山支店 

実施日 平成２４年２月２５日（土）〜２６日（日） 

参加者貟担金 大人 9,000円 子ども 4,000円（6～12歳/小学生対象） 

参加人数 大人 19人 子ども 8人 

ツアータイプ する 

 

ツアー日程表 

1 日目 (広島駅）０９：００集合／０９：３０出発・・・交通手段【貸切バス】・・・１２：

００(昼食）高野町「農家レストランりんご畑」 

☆高野野菜をふんだんに使ったランチビュッフェ  

１３：００・・・交通手段【貸切ﾊﾞｽ】・・・１３：１５ 大鬼谷オートキャンプ場 

☆公式ルールに則ったスポーツ雪合戦を体験（2 時間） 

1 チーム 7 名で１セット 3 分間で争います。コート内のシェルター（壁）に身をかく

しながら、相手チームの選手めがけて雪玉を投げ合う、スリルたっぷりの団体スポ

ーツです。 

☆スノーキャンドル作り☆夕食は、かまくらの中で鍋料理をお楽しみください。☆

途中休憩をはさみながら、ゆっくり雪遊びを満喫できます！！ 

１９：００・・・交通手段【貸切バス】・・・１９：１５高野温泉「神之瀬の湯」☆

温泉でゆっくり疲れを癒してください。 ２０：１５・・・交通手段【貸切バス】・・・

２０：３０大鬼谷オートキャンプ場（泊） 

食事：朝 × 昼 ○ランチビュッフェ 夕 ○鍋料理 

2 日目 

 

(大鬼谷オートキャンプ場）０７：３０・・・交通手段【貸切バス】・・・０７：４５

（朝食）ふるさと茶屋  

☆高野米のおにぎりなどをお召し上がりいただきます。  

０８：４５・・・交通手段【貸切バス】・・・０９：００大坂農園 

☆農家との交流とりんごジャム作り体験 

☆「スノーシュー」または「かんじき」を履き、スノートレッキング 

（スノーシュー、かんじきはご用意いたします。） 

１１：３０・・・交通手段【貸切バス】 

１２：００ ファーマーズマーケット 

☆高野野菜のシチューをお召し上がりいただきます。☆雪を使ったアイスクリーム

づくりも体験できます。☆アンケートにご記入いただきます。 

１４：００・・・交通手段【貸切バス】・・・（広島駅）１７：００到着・解散 

食事：朝 ○和食 昼 ○シチュー 夕 × 
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ツアーNO ３１－８３ 

ツアータイトル ノベ☆スタと行く神秘の島と山幸彦の里でスピリチュアルトレッキ

ング 

申請者 一般社団法人 延岡観光協会 

主催催行旅行会社 一般社団法人 延岡観光協会 

実施日 平成 24年 3月 1日（木）～3月 2日（金） 

参加者貟担金 大人 4,900円 子ども 3,800円 

参加人数 大人 32人 

ツアータイプ する 

 

 

ツアー日程表 

1 日目 （博多駅）07：33・・・交通手段【JR 特急】・・・12：08（延岡駅） 

12：20・・・交通手段【送迎車】・・・13：00 北浦町道の駅・・・交通手段【送迎

車】・・・13：10 阿蘇港 13：20・・・交通手段【船】（島野浦一周クルージング）・・・

14：00 島野浦島・・・（遠見場山スピリチュアルウォーキング）・・・17：00（離

島センター／夕食）19：00・・・交通手段【船】・・・19：10 阿蘇港・・・交通手

段【送迎車】・・・ 

19：40 ホテル着 

2 日目 （ホテル）08：15・・・交通手段【送迎車】・・・09：15（祝子川温泉前）・・・（神

様山スピリチュアルウォーキング）・・・11：00（祝子川温泉美人の湯／入浴・昼

食 ※アンケートをご記入いただきます） 

12：50・・・交通手段【送迎車】・・・13：50 着（延岡駅）14：09・・・交通手段

【JR 特急】・・・15：23（博多駅） 
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ツアーNO ３２－１０２ 

ツアータイトル 伊勢神宮参拝と鈴鹿サーキット 50 周年ファン感謝デー 

申請者 株式会社モビリティランド 

主催催行旅行会社 近畿日本ツーリスト株式会社 

実施日 平成 24 年 3 月 3 日（土）～3 月 4 日（日） 

参加者貟担金 大人 9,800 円  子ども 9,800 円 

参加人数 大人 27 人  子ども 2 人 

ツアータイプ みる 

 

 

ツアー日程表 

1 日目 (東京駅）8：40・・・【新幹線 のぞみ 211 号（集合）】にて名古屋へ・・・10：24

（名古屋駅着）・・・交通手段【バス】・・・（伊勢神宮／観光） 

12：30 ★おはらい町で自由観光・各自昼食 14：00  

★伊勢神宮内の見学 15：00 ★二見浦の見学 

15：30・・・交通手段【バス】にて鈴鹿サーキットへ・・・16：30 鈴鹿サーキット  

★鈴鹿サーキット 50周年ファン感謝デーの参加 専用バスでレーシングコースを遊

覧走行（予定） 

18：00・・・交通手段【バス】・・・ホテルへ（鈴鹿泊）チェックイン後解散 

2 日目 (伊勢市内ホテル）ホテルにて朝食 9：00・・・交通手段【バス】・・・★鈴鹿サー

キット 50 周年ファン感謝デーの参加  

15：00・・・交通手段【バス】名古屋へ  

バス車内にてアンケートの記載をお願いいたします。 

・・・（名古屋駅）17：00【新幹線 のぞみ 242 号】・・・18：43（東京駅）到着後、

解散。 

 

※食事 朝：朝食 
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ツアーNO ３３－７０ 

ツアータイトル 八ヶ岳で初めての乗馬 

申請者 株式会社タビゼン 

主催催行旅行会社 株式会社タビゼン 

実施日 平成２４年２月２５日（土） 

参加者貟担金 大人 3,000円  ※小学 3年生以上参加可能 

参加人数 大人 9人 子ども 1人 

ツアータイプ する／支える 

 

 

ツアー日程表 

1 日目 11：15（JR 小淵沢駅）集合・・・交通手段【送迎車、タクシー】・・・11：40（レス

トランキースプリング）オリエンテーション、カウボーイが運ぶカウボーイランチ（甲

州ワインビーフを使用した八ヶ岳バーガーなど）・・・交通手段【送迎車、タクシー】・・・ 

13：00（カナディアンキャンプ八ヶ岳）乗馬、馬の基礎知識セミナー（乗馬 5級ライ

センス相当）・・・交通手段【送迎車、タクシー】・・・ 

17：10（アンケート）・・・17：40（軽食）山梨のワインまたはぶどうジュースと軽

食でお疲れさまと意見交換。・・・ 

18：10出発・・・交通手段【送迎車、タクシー】・・・18：30 解散 

 

 

 

 



112 

 

 

ツアーNO ３４－８２ 

ツアータイトル 関西最大級の本格的ダイビング合宿施設とまぼろしの魚｢天然本クエ｣

を食す 由良町ダイビングツアー 

申請者 神戸夙川学院大学 観光文化学部 

主催催行旅行会社 近畿日本ツーリスト株式会社 和歌山支店 

実施日 平成 24 年 3 月 3 日（土）～3 月 4 日（日） 

参加者貟担金 大人 10,000 円  子ども 10,000 円 

参加人数 大人 25人  子ども 4人 

ツアータイプ する／支える 

 

 

ツアー日程表 

1 日目 10：30（白崎海洋公園）各自集合・受付開始 

11：00 白崎海岸漁船クルーズ体験 

※美しい自然の絶景を、地元の漁師さんがご案内 

12：00（白崎海岸公園着）由良名物月見しらす丼の昼食 

13：15 白崎海洋公園内会議室にて事前ガイダンス 

14：00 スキューバダイビング体験（約 3時間） 

※インストラクター指導による施設内温水プールでダイビング体験。希望者には、由

良の海で本格的ダイビングもお楽しみいただけます。 

17：30（由良町内旅館着）各自宿泊施設へ 

18：00 夕食懇親会（天然本クエ鍋のお食事）  

【由良町 衣奈海岸 泊】 

2 日目 

 

08：00（宿舎発）宿泊施設で朝食後、各自出発 

08：30（白崎海洋公園着）スキューバダイビング体験（約 3時間） 

※インストラクター指導による施設内温水プールでダイビング体験。希望者には、由

良の海で本格的ダイビングもお楽しみいただけます。 

12：00（尐年自然の家）石窯ピザづくり体験＆交流会 

※事前に発酵した生地を延ばし自由に具材をトッピング。手製の焼窯で焼き上げま

す。自分の手で焼き上げたピザは本場地中海にも貟けない味わいでしょう。 

・地域との交流会  ・アンケート記入 

16：00（由良町）現地解散 

 



113 

 

 

ツアーNO ３５－８５ 

ツアータイトル ２０１４年ソチ冬季オリンピック競技をいち早く体験！ 

オリンピック選手と体験するウィンター・スポーツ IN 札幌 

申請者 （共同申請）社団法人北海道総合研究調査会［略称 HIT］ 

株式会社 北海道宝島旅行社  

主催催行旅行会社 北海道ツアーズ株式会社 

実施日 平成 24年 2月 24日（金）～平成 24年 2月 26日（日） 

参加者貟担金 大人 26400円 子ども 26400円（小学生以上） 

参加人数 大人 7人 

ツアータイプ みる 

 

 

ツアー日程表 

1 日目 羽田空港 09:00～10:00 発（羽田空港発）新千歳空港着 

サッポロファクトリービアケラー開拓使（昼食は北海道名物、鮭のチャンチャン焼き御膳

をご用意します） 

札幌市内 美香保体育館（カーリングのレクチャー後、実際に競技体験をいたします） 

宿泊施設 18:00 頃着 札幌市内泊  

 

朝食：× 昼食：○ 夕食：× 

宿泊：札幌エクセルホテル東急 

2 日目 

 

宿泊施設 09:00 発 札幌市内、藤野 Fus にてオリンピック競技リージュ体験（札幌オリ

ンピックで入賞を果たした小林優子さん＜旧姓 大高優子さん・愛称りんごちゃん＞がツ

アーの皆様に指導をしてくれます） 

昼食（何が食べられるかお楽しみ！道産子お勧めの隠れたメニューをご用意！） 

滝野スノーワールド（歩くスキーやスノーシューなど滝野公園内で雪のアクティビティと

冬景色を満喫していただきます） 

豊平峡温泉で入浴 又は 中山峠までバスツアー（ご旅行中に選択となります） 

宿泊施設到着 （18：30 頃）  

 

朝食：○ 昼食：○ 夕食：× 

宿泊：札幌エクセルホテル東急 

３日目 宿泊施設 08:30 発 札幌でオリンピック競技を観戦（ジャンプ競技又はモーグル競技を

どちらか選択していただき、観戦します） 

昼食（大倉山ラムダイニングにてジンギスカンをお楽しみください。 

ジンギスカンがお嫌いな方はカットステーキをご用意いたします） 

大倉山ウインタースポーツミュージアム（オリンピック競技を室内で疑似体験できま

す）・・・新千歳空港（16:00 着） 

※到着後、ツアーアンケートに筓えていただきます。  

新千歳空港 18:00～19:00 発 羽田空港 19:30～20:30 着  

 

朝食：○ 昼食：○ 夕食：× 
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ツアーNO ３６－０５ 

ツアータイトル 高島トレイル朽木 Local カントリーtour 

申請者 高島トレイル運営協議会 

主催催行旅行会社 （社）びわ湖高島観光協会 

実施日 平成 24年 2月 25日（土）～2月 26日（日） 

参加者貟担金 大人 10,000円 中学生 7,500円（小学生参加不可） 

参加人数 大人 28人 

ツアータイプ する 

 

 

ツアー日程表 

1 日目 JR 湖西線安曇川駅 9：00 集合受付【バス】・・・グリーンパーク想い出の森着・ネ

イチャースキー講習・・・BBQ にて昼食・・・ネイチャースキー林間クルージング

宿泊所着（グリーンパーク想い出の森）・・・朽木温泉てんくう入浴・・・夕食【鯖

街道 朽木 杣バイキング】・・・夜会【グリーンウォーカーズクラブ代表青木 繁氏 栃

の巨木ものがたり】  

2 日目 

 

7：15 グリーンパーク想い出の森出発【バス】・・・道の駅くつき新本陣着【朝市で

朝食】・・・針畑ルネッサンスセンター着・生杉集落からスノーシュートレッキン

グ・・・地蔵峠着 昼食【トレイル弁当、汁物】・・・地蔵峠周辺ブナ原生林巡り・・・

針畑ルネッサンスセンター着（休憩・アンケート記入）【バス】・・・18：30JR 湖西

線安曇川駅着・解散 
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ツアーNO ３８－２９ 

ツアータイトル ～「ノルディックウォーキング体験会」と「健康食メニュー」で元気

に！～海と温泉のまち・がまごおりで「健康計画」はじめよう！ 

申請者 蒲郡市観光協会 

主催催行旅行会社 クラブツーリズム株式会社 

実施日 平成２４年３月４日（日） 

参加者貟担金 大人 4,500円 子ども 3,500円 

参加人数 大人 143人  

ツアータイプ する 

 

 

ツアー日程表 

1 日目  (名古屋市内）各地＝＝＝蒲郡音羽インター 

１０：１５蒲郡オレンジパーク（イチゴ狩り体験・昼食） 

１１：４５ラグーナ蒲郡（昼食・買い物） 

１３：００ノルディックウォーキング体験会 

（講演会・実技：ラグーナビーチ） 

１６：００＝＝＝蒲郡音羽インター＝＝＝各地（名古屋市内） 
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ツアーNO ３９－３７ 

ツアータイトル ノルディック・ウォークでめぐる仁徳陵古墳＆商都・堺 

（千利休と与謝野晶子を偲ぶ道） 

申請者 株式会社日本旅行西日本 MICE 営業部  

主催催行旅行会社 株式会社日本旅行西日本 MICE 営業部  

実施日 

（全 4 回） 

第１回 平成 24年 2月 26日（日）日帰り 

第２回 平成 24年 2月 29日（水）日帰り 

第３回 平成 24年 3月 1日（木）日帰り 

第４回 平成 24年 3月 3日（土）～3月 4日（日） 

参加者貟担金 【1泊】大人 5,000円  子ども  3,000円  

【日帰り】大人 2,000円  子ども 1,000円 

参加人数 大人 87人 

ツアータイプ する 

 

 

ツアー日程表 

日帰り 

2月 26日（日）

2月 29日（水）

3月 1日（木） 

計３回 

(单海堺駅集合）11:00・・・交通手段【徒歩】 

11:15(シティホテルサンプラザ／オリエンテーション・昼食・着替え） 

13:15・・・交通手段【ノルディック・ウォーク】(美しい日本の歩きたくなるみち

５００選「商都堺・千利休と与謝野晶子を偲ぶ道） 

17:00 （シティホテルサンプラザ到着後アンケート記入 解散） 

 

1 泊 2 日 

3月 3日（土）

～  

3月 4日（日） 

＜一日目＞ 

(单海堺駅／集合）12:30・・・交通手段【貸切バス】・・・ 

12:40(シティホテルサンプラザ／オリエンテーション・昼食・着替え） 

14:40・・・交通手段【貸切バス】 

15:00(大仙公園／仁徳陵古墳観光＆歩行指導） 

17:20・・・交通手段【貸切バス】 

17:30 (シティホテルサンプラザ／宿泊 食事なし） 

※1日目食事条件 昼食：堺あなご膳。ツアー料金に含む。夕食なし。 

 

＜二日目＞ 

(シティホテルサンプラザ／朝食）9:00・・・交通手段【ノルディック・ウォーク】

(美しい日本の歩きたくなるみち５００選「商都堺・千利休と与謝野晶子を偲ぶ道」 

13:00（シティホテルサンプラザ到着後アンケート記入 解散） 
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ツアーNO ４０－４２ 

ツアータイトル アジアリーグアイスホッケー忚援・体験ツアー 

申請者 東北アイスホッケークラブ株式会社 

主催催行旅行会社 株式会社 JTB 法人東京 

実施日 平成 24年 2月 25日（土）～2月 26日（日） 

参加者貟担金 八戸から 大人 19,500 円  子ども 6,500 円 

郡山から 大人 10,500 円  子ども 5,000 円  

東京から(日帰り)  5,000 円 

参加人数 大人 20人 

ツアータイプ みる 

 

 

ツアー日程表 

1 日目 八戸（青森）10：57 発・・・【東北新幹線】・・・東京着 14：08・・・ 

郡山（福島）12：18 発・・・【東北新幹線】・・・東京着 13：56・・・ 

15：00 東京駅・・・【バス】・・・新宿駅・・・【バス】・・・16：30 

東伏見 

※東京駅、新宿駅から日帰り参加者が合流し、バス車内にて交流会 

（忚援グッズ配布・チーム地元サポーターによる忚援レクチャー・関連ＶＴＲ放映） 

18：30～アジアアイスホッケーリーグ観戦  

フリーブレイズ vs バックス（ダイドードリンコアイスアリーナ） 

※氷上体験イベント、アリーナツアー、試合観戦ポイント解説有り。 

東伏見・・・【バス】（バス車内にて、アンケートにご記入いただきます）・・・新宿駅・・・

【バス】・・・東京駅・・・【バス】・・・ホテル（水天宮） 

 

※日帰り参加者は新宿駅、東京駅にて解散。 

※東北からの参加者はホテルにて宿泊 

2 日目 

 

午前：地下鉄移動にて、東京スカイツリー（開業前）観光・浅草散策へご案内。浅草

散策後、人形町へ。人形町商店街にて各自昼食。 

※ホテル出発時に、ディスカバー江戸下町めぐりガイド、散歩ガイドを配布。 

午後：自由行動（各自東京観光をお楽しみ下さい） 

※ご希望の方には、オプションにて 16：30 からの「フリーブレイズ vs バックス戦（ﾀﾞ

ｲﾄﾞｰﾄﾞﾘﾝｺｱｲｽｱﾘｰﾅ）」の観戦券もご案内させていただきます。（東伏見まで往復は各自

移動となります。お帰りの新幹線の便を変更致しますのでお申し付け下さい。試合終

了まで観戦できない場合もございます） 

 

東京駅までは各自にて移動。 

東京 16：56 発・・・【東北新幹線】・・・八戸 20：05 着 

東京 17：40 発・・・【東北新幹線】・・・郡山 18：57 着 
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ツアーNO ４１－６５ 

ツアータイトル 女子限定『競輪体験といわき満喫＆震災復興ツアー』 

申請者 いわき市公営競技事務所 

主催催行旅行会社 近畿日本ツーリスト株式会社 

実施日 平成 24年 3月 10日（土）～3月 11（日） 

参加者貟担金 大人 9,000円 

参加人数 大人 11人 

ツアータイプ みる 

 

 

ツアー日程表 

1 日目 (都内）8:00・・・【専用バス】途中、昼食・・・午後(いわき平競輪場）ケイリン体験

（３～４レース観戦）競輪場スタッフによる解説付きで、初心者でもお楽しみいただ

けます。・・・【専用バス】・・・19:00 頃(ホテル）競輪選手との懇親会  

いわき泊 

食事 朝× 昼○ 夕○ 

2 日目 

 

朝（ホテル） 

ご希望の方にはヨガレッスンにご案内いたします。いわきフラオンパクとのコラボレ

ーション企画 ※ジャージなど動きやすい服装をご準備ください。 

9:00 頃（ホテル発）・・・【専用バス】・・・午前(いわき市内）アクアマリンパークに

立ち寄った後、被災地区（豊間、薄磯）を見学、昼食は名物あんこう鍋・・・午後 震

災セレモニー見学。途中、いわき名物スイーツを試食いただきます。※アンケートを

配布しますので、ご記入をお願いします。・・・【専用バス】都内へ・・・19:00頃（都

内着）  

食事 朝○ 昼○ 
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ツアーNO ４２－９２ 

ツアータイトル せらランニングツアー“Ｔｈｅ 修行” 

～駅伝の聖地で自分を追い込め！～   

申請者 世羅町観光協会 

主催催行旅行会社 株式会社ＪＴＢ西日本 神戸支店法人営業部 

実施日 平成 24年 3月 17日（土）～3月 18日（日） 

参加者貟担金 大人 5,000円 ※20歳以上の男女（子供の参加不可） 

参加人数 大人 5人 

ツアータイプ する 

 

 

ツアー日程表 

1 日目 10:00 新大阪駅集合 

10:39 新大阪駅発・・・交通手段【こだま 745号】 

12:41 新尾道駅着・・・12:50 新尾道駅発・・・交通手段【送迎バス】13:20 世羅町宿舎着 

14:00 世羅高校陸上部も練習で使用するクロスカントリーコースへ移動。準備体操（ウォー

ミングアップも兼ね、参加者全員ジョギングで、約 1.5km） 

 

14:30 レベルに合わせた、クロスカントリーコースを使用したトレーニング（※全長約５km

を 1～3往復。最初の 1往復は参加者全員で。初心者の方は、ランニングに必要な基礎的な

動きをまずは学び、全長 5km のコースを行きはウォーキング、帰りはランニングで） 

 

16:00 クールダウンを兼ねて、宿舎までジョギングで移動。夕食までの間、入浴等自由時間。 

17:30 夕食会開始（参加者同士の交流を積極的に行います。参加者全員に配られる地元特産

品の「赤梨」と駅伝の強豪校である世羅高校がコラボした「世羅っとした梨ランニングウ

ォーター」の PR も行います。また、翌日の「川土手タイムトライアル」の目標タイムを宣

言して頂き、目標タイムに近づけた方を翌日の昼食会で表彰します） 

 

20:00 希望者にはオプションとして、マッサージを用意（30分 3,000 円～） 

2 日目 

 

06:00 宿舎前集合（クロスカントリーコースの麓にある「修善院」に早朝散歩で移動） 

06:30 修善院にてプチ座禅体験及びトップアスリートの奉納されたシューズを拝観。参加者

には修善院特製の韋駄天お守りをプレゼント！ 

07:30 宿舎に戻り朝食・・・10:00 宿舎を出発し、川土手へ・・・交通手段【送迎バス】 

 

11:15 タイムトライアル【手動測定】10km または 5km（初級者向けには、1kmや 2kmの短い

距離のトライアルも実施します。世羅高校が普段の練習コースとしても使用し、昨年は青

山学院大学陸上部も合宿で使用したコース！） 

 

12:00 タイムトライアル終了。せら温泉までクールダウンを兼ねて移動。希望者はバスにて

移動・・・13:00 せら温泉出発・・・交通手段【送迎バス】 

 

13:30 せらワイナリー着。昼食会。地元の農業を営むパワフル母ちゃんたちが特産品をふん

だんに使った食事でおもてなし♪（例：猪鍋、せら高原野菜のてんぷら、揚げ餅、卵かけ

ごはん、せらワインなど）タイムトライアル表彰式も実施。 

 

14:30 隣接する産直市場「夢高原市場」やワイナリーショップでお買いもの 

 

14:50 アンケートの実施 

15:00 せらワイナリー発・・・交通手段【送迎バス】・・・15:50 新尾道駅着 

16:05 新尾道駅発・・・交通手段【こだま 746号】・・・18:05 新大阪駅着 解散 
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ツアーNO ４３－３４ 

ツアータイトル スポーツひのまるキッズ近畿小学生柔道大会 

申請者 株式会社ジャパンスポーツコミッション  

主催催行旅行会社 株式会社 JTB 法人東京 

実施日 平成２４年２月２５日（土）～２月２６日（日） 

参加者貟担金 大人 10,000円  子ども 5,000円 

参加人数 大人 17人  子ども 14人 

ツアータイプ みる／する／支える 

 

 

ツアー日程表 

1 日目 （盛岡）７：３０発・・・交通手段【新幹線はやて 12号】・・・ 

（仙台）８：１５発・・・（東京）０９：５１着（東京）１０：１０発・・・【新幹線

のぞみ 25 号】・・・(新大阪着）１２：４３着 ・・・新大阪・・・弁天町ホテルチ

ェックイン後、地下鉄にて大阪市中央体育館へ  

１４：００～１７：００ 小学生柔道大会 練習会 

練習終了後、地下鉄にてホテルへ。 

１７：００～２２：００ 大阪観光 

 

＜ご宿泊＞ホテル大阪ベイタワー（弁天町） 

＜食事条件＞昼食：× 夕食：×(大阪でのお食事を各親子でお楽しみください) 

2 日目 

 

ホテルにて朝食後、地下鉄にて大阪中央体育館へ 

９：００～ スポーツひのまるキッズ小学生柔道大会 

終了後、地下鉄、JRにて新大阪へ移動 

 

(新大阪）17：07発・・・【新幹線 のぞみ 25号】・・・（東京）19：43着（東京）20：

04 発・・・交通手段【新幹線はやて 41 号】・・・(仙台着）21：42 着・・・（盛岡）

22：27着 

 

＜食事条件＞朝食：○(ホテルにてバイキング) 昼食：× 夕食：× 
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ツアーNO ４４－５６ 

ツアータイトル 恋人の聖地でゴルコンツアー 

申請者 社団法人笠間観光協会 

主催催行旅行会社 笠間発見ツアーズ 

実施日 平成 24 年 3 月 6 日（火）～7 日（水） 

参加者貟担金 大人 6,500 円  

参加人数 大人 16人 

ツアータイプ する 

 

 

ツアー日程表 

1 日目 9:00 宍戸ヒルズカントリークラブ 集合・受付 

（くじにて組み分けを決めます） 

9:36～東 OUT（3組）IN（2組）コース 18ホールプレー 

18:30 ホテル イオ アルフェラッツ（宿泊） チェックイン 

ものみ茶屋（笠間焼の器で地元の食材をつかったメニューのお店） 

夕食（懇親会） 自己紹介やゲーム等で交流を深めます。  

 

昼食付 夕食付 

2 日目 

 

ホテル イオ アルフェラッツ（朝食） 

10:00 笠間工芸の丘 集合 

10:30 陶芸体験をしながら交流を深めます。 

12:00 レストラン風の丘 

（笠間焼の器で地元の食材をつかったメニューのお店） 

昼食（ご歓談をして交流を深めます） 

13:00 芸術の森公園・ギャラリーロード 恋人の聖地モニュメント前で集合写真を

撮ります。案内人同行で交流を深めます。 

14:30 いちご狩り（30分食べ放題） 

アンケート配布（必ず提出してください） 

解散 

 

朝食付 昼食付（ドリンク付き） 
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ツアーNO ４５－５９ 

ツアータイトル トップリーグオールスター FOR ALL  

チャリティーマッチ 2012 観戦と仙台観光  

申請者 負団法人日本ラグビーフットボール協会 

主催催行旅行会社 近畿日本ツーリスト株式会社 

実施日 平成 24 年 3 月 24 日（土）～3 月 25 日（日） 

参加者貟担金 東京発着 大人 19,800 円 

仙台発着 大人 9,800 円 

参加人数 大人 21人 

ツアータイプ みる 

 

 

ツアー日程表 

【1 日目】 

東京発着

コース 

（東京駅発）午前・・・交通手段【JR 新幹線】・・・午後(仙台駅着） 

東京＆仙

台発着コ

ース共通 

 

（仙台駅発）午後 ・・・交通手段【専用バス】ユアテックスタジアム仙台へ 

14：00 頃（ユアテックスタジアム仙台着）ラグビー関連イベント 

・タグラグビー体験教室（予定） 

内容：ルール説明、試合の見所紹介など（予定） 

・前日練習見学（予定）など 

（ユアテックスタジアム仙台発）15：00 頃・・・交通手段【専用バス】・・・ 

15：30 頃（仙台市内着）仙台市内観光 

・瑞鳳殿、青葉城など（予定） 

（仙台市内発）18：30 頃・・・交通手段【専用バス】・・・ 

19：00 頃（仙台市内ホテル着）ホテル到着後、チェックイン（仙台市内 泊） 

 

食事 朝：× 昼：× 夜：× 

【2 日目】 

東京＆仙

台発着コ

ース共通 

（仙台市内ホテル発）8：30 頃・・・交通手段【専用バス】 

仙台市内観光・大崎八幡宮など（予定）※伊達正宗公をはじめ、古来より必勝の神とし

て崇敬されていた社にて、お好きな選手やチームのご健闘を祈願！！ 

11：00 頃（ユアテックスタジアム仙台着）試合開始までラグビー関連イベント等でお楽

しみください。 

・選手トークショー（予定）・地元フードコートなど（予定） 

13：00 頃トップリーグオールスターFOR ALL チャリティーマッチ観戦 

17：00 頃（ユアテックスタジアム仙台発）試合終了後、専用バスにて仙台駅へ ※車

内にてアンケートのご記入 

17：30 頃（仙台駅着）※仙台発着は仙台駅にて解散  

 

食事 朝：○ 昼：× 夜：× 

東京発着

コース 

（仙台駅発）夜・・・交通手段【JR 新幹線】・・・夜(東京駅着）到着後、解散 
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ツアーNO ４６－６０ 

ツアータイトル ラグビー日本代表のレジェンズ達とラガーマンの聖地 

（東大阪市）満喫ツアー   

申請者 株式会社 JTB 九州 

主催催行旅行会社 株式会社 JTB 九州 

実施日 平成 24 年 2 月 26 日（日） 

参加者貟担金 大人 2,800 円 ※20 歳以上の男女（子どもの参加不可） 

参加人数 大人 78人 

ツアータイプ する 

 

 

ツアー日程表 

1 日目 新大阪駅（または大阪市内）10：30 発 ⇒⇒  シャトルバス ⇒⇒⇒ スクラムロード

花園 散策 ⇒⇒⇒ 近鉄花園ラグビー場見学 

 

12：00【近鉄花園ラグビー場】東大阪市ラグビーフェスティバル 

（ミニゴールデンオールディーズフェスタ） 

12：00～昼食（花園名物ラグビー弁当＋お茶） 

13：00～初心者でも分かる！ゴールデンオールディーズルールのレクチャー 

13：30タグ＆ラグビー体験（JAPAN LEGENDS によるデモンストレーション！） 

14：00～①第一ゲーム（前半 20 分）②第一ゲーム（後半 20分）③第二ゲーム（前半 20

分）④第二ゲーム（後半 20 分） 

 

17：00～18：30【東大阪市内 ホテルセイリュウ】アフターファンクション（懇親会）＆

ラグビーフォーラム 2012＆2019 

ラグビー元日本代表「JAPAN LEGENDS」の元木由紀雄氏と、ゴールデンオールディーズ実

行委員会事務局で同じく元日本代表の淵上宗志氏、東大阪市 W カップ誘致の担当者との今

後のラグビーを語り合う熱いトークショー！ 

※アンケートをご記入いただきます。  

終了後、新大阪駅へ 19：30 頃着予定 
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ツアーNO ４７－７９ 

ツアータイトル 鏑木毅選手と行く！  

熊野古道伊勢路・トレイルランニングの旅 

申請者 株式会社トレイルランニングワールド 

主催催行旅行会社 株式会社ＪＴＢ法人東京 法人営業新橋支店 

実施日 平成 24 年３月１０日（土）～３月１１日（日） 

参加者貟担金 大人 25,000 円  子ども  25,000 円 

参加人数 大人 30人 

ツアータイプ みる 

 

 

ツアー日程表 

1 日目 ８：００ 名古屋駅 専用バスで出発、東名阪自動車道、伊勢自動車道へ 

９：３０ 伊勢中川駅（近鉄線）にて大阪からの参加者をピックアップ 

 ＊大阪からの御参加者のアクセスは近鉄難波駅から近鉄特急で１時間３０分 

１１：００ 紀伊長島町着 

１２：３０ 「熊野古道伊勢路」を走る！ 

①栃古地区～ツヅラト峠～ツヅラト花広場 

②始神さくら広場～始神峠～馬瀬地区 

③鷲毛バス停～馬越峠～馬越公園 

１７：００ 三重県立熊野古道センター「夢古道の湯」で入浴。 

１８：３０ 三重県立熊野古道センターで歓迎レセプション 

２０：３０ バスで各宿泊施設へ。 

 

宿泊：尾鷲市内分宿 朝食：× 昼食：× 夕食：○ 

2 日目 

 

朝 朝食後、バスで集合場所へ 

０９：００ 「熊野古道伊勢路」を走る！ 

額田～羽後峠～三木峠～八鬼峠～八鬼山～熊野古道センター 

１３：００ 三重県立熊野古道センター「夢古道の湯」で入浴、昼食（お弁当） ＊

昼食は「熊野古道薬草弁当」です。 

１４：００ 閉講式、ランナーズインフォメーションコース認定式 

１５：００ 三重県立熊野古道センターを出発し、往路を伊勢中川駅 

（近鉄線）へ 

１７：００ 伊勢中川駅に立ち寄り、大阪組下車。その後、伊勢自動車道、東名阪自

動車道を通り、名古屋へ。 

【バス車内にてアンケート配布致しますので、ご記入をお願い致します。（約３０分）】 

１９：００ 名古屋駅着 

 

朝食：○ 昼食：○ 夕食：× 
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ツアーNO ４９－１０７ 

ツアータイトル 大学生限定バスで行く明日の蔵王を考えるスキーツアー 

申請者 株式会社アサツーディ・ケイ 

主催催行旅行会社 株式会社 JTB 法人東京 

実施日 平成 24 年 2 月 26 日（日）～2 月 29 日（水） 

参加者貟担金 大人 20,000 円 

参加人数 大人 48 人 

ツアータイプ する 

 

 

ツアー日程表 

1 日目 【1日目 2 月 26日（日）】 

集合時間 23:00・・・23:15発集合場所 東伏見駅周辺 （新宿駅東口）・・・交通手段【バ

ス】・・・中野長者橋 IC・・・（首都高速）・・・（東北自動車道）・・・（山形自動車道）・・・

山形蔵王 IC ※途中休憩 3回 

 

2 日目 

 

【2日目 2 月 27日（月）】 

07:00（ホテル）08:45・・・交通手段【徒歩】・・・09:00（蔵王スノーリゾート）スキー

教室 ※昼食時間を利用してアンケート調査  

16:30・・・交通手段【バス】・・・ 

17:30（ホテル）夕食後、地元の人たちとの交流会／グループワーク 

食事：朝○ 昼× 夜○ 

宿泊地：蔵王温泉 

3 日目 【3日目 2 月 28日（火）】 

（ホテル）08:45・・・交通手段【徒歩】・・・09:00（蔵王スノーリゾート）スキー教室

／地元の方々とかまくら作り 17:00・・・交通手段【徒歩】・・・（ホテル）地域の方々

に学生からプレゼンテーション発表  

食事：朝○ 昼× 夜○ 

宿泊：蔵王温泉 

4 日目 【4日目 2 月 29日（水）】 

（ホテル）08:30・・・交通手段【バス】・・・09:00（蔵王温泉地観光・昼食）※昼

食時アンケート記入 13:00・・・交通手段【バス】・・・ 

山形蔵王 IC・・・山形自動車道・・・東北自動車道・・・首都高速道路・・・19:00

（東伏見駅）着  

食事：朝○ 昼○  
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ツアーNO ５１－２７ 

ツアータイトル 「"熱気球〟"パラグライダー〟2 大スカイスポーツと〝宇宙〟を学ぶモ

ニター体験ツアー！」 

申請者 トップツアー株式会社 

主催催行旅行会社 トップツアー株式会社 

実施日 平成 24年２月１８日（土）～２月１９日（日） 

参加者貟担金 大人・子ども 6,800円 

参加人数 大人 29人 子ども 9人 

ツアータイプ する 

 

 

ツアー日程表 

1 日目 （08：45 集合）東京駅八重洲单口「鍛冶橋駐車場」（09：00 出発）・・・交通手段【貸

切バス】・・・（10：30）JAXA 筑波宇宙センター見学・・・（12：00）・・・交通手段

【貸切バス】・・・（12：30）昼食  

※ワイナリーにてガーデンバーベキュー 

（13：30）・・・交通手段【貸切バス】・・・（15：00）日立シビックセンター科学館・

天球劇場 （17：00）・・・交通手段【貸切バス】・・・（17：15）体験搭乗勉強 （17：

45）・・・（18：00）ホテルルートイン日立多賀（泊） 

 ※夕食：各自様にて隣接の地元割烹料亭 

2 日目 （5：30 出発）ホテルルートイン日立多賀・・・交通手段【貸切バス】・・・（6：00）

日立市浜の宮広場 

（7：00－9：00）熱気球体験搭乗 

（10：00－11：00）パラグライダー体験 

（11：00－12：00）熱気球教室 

（12：15）・・・交通手段【貸切バス】・・・ 

（12：45）昼食 ※昼食後アンケート記入  

（14：15）・・・交通手段【貸切バス】・・・日立おさかなセンター 

（15：15）・・・交通手段【貸切バス】・・・（17：15）東京駅着 

 

 

 


