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■EICRの概要
非営利団体。主な組織概要は下記のとおり。
○目的：欧州における文化観光ルート形成支援
○設立年：1998年設立
○資金：欧州理事会（European Council）と欧
州委員会（European Commission）が資金支援

■EICRが認定する文化観光ルート
2013年時点で24の文化観光ルートを認定。
文化観光ルートの認定要件は下記のとおり。
共通する文化遺産・テーマを有する地域が協働して取り組むこと
少なくとも3つ以上の国をまたいだ取組みであること
文化遺産等のストーリーを人々に伝えていくこと
※文化遺産・テーマは、宗教、ワインや食文化、音楽（モーツァルト）、

産業遺産、温泉、建築、等様々で多岐にわたる。

１．European Institute of Cultural Routes : EICR（欧州文化観光ルート機関）

出典
地域のビジネスとして発展するインバウンド観光（日本政策投資銀行） ：http://www.dbj.jp/pdf/investigate/etc/pdf/book1303_02.pdf

European Institute of Cultural Routes ：http://www.culture-routes.lu/

■文化観光ルートの要件
文化ルートを運営する主体に求められる要件は下記のとおり。
○組織としての要件
調整役を置くこと
文化遺産の技術委員会（scientific committee）を置くこと
文化ルートの品質維持を遂行する運営委員会（steering

committee）を置くこと
○取組み面での要件

観光関連の業界団体や行政機関とのネットワークの構築等に取組
むこと

図：EICR認定の文化観光ルートのリスト
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2.パッケージツアー（アウトバウンド商品）に関するヒアリング

１９６８年

•（株）日本交通公社と日本通運（株）が共同で海外主催旅行ルック発表

１９７０年代

～８０年代

•ニーズ：「海外旅行」自体が目的。（例：海外旅行へ行ってみたい、ヨーロッパに行ってみたい等）

•商品：主要都市を空路で回る点々コース（例：ロンドン～パリ～ローマ、ニューヨーク～ナイアガラ～カナディアンロッキー～ラスベガス、北京～西安～上海～桂林 等）

１９９０年代

•ニーズ：「見たい」「行きたい」等のこだわりが増加。（例：○○美術館に行きたい、チューリップが見たい、本場のフランス料理が食べたい等）

•商品：観光は点から線に変わり、陸路で移動するコース（例：ロマンチック街道～スイス・パリ、メープル街道、シルクロード、三峡下り 等）

現在

•ニーズ：海外旅行経験値の増加に伴い、一ヵ国一地域観光など「テーマ性」の時代。（例：世界遺産、中世の街並み、食の魅力、絵画、鑑賞、高級ホテル、自由行動等）

•商品：一ヵ国をバスで周遊するコース（例：イタリア周遊、スペイン周遊、湖水地方とコッツウォルズを巡る旅）、中東欧、中近東、都市滞在はＦＩＴ（個人旅行）化

アウトバウンドにおける顧客ニーズと商品内容の変遷

パッケージツアー商品化における留意点

顧客ニーズの把握 プロモーション

ポイント！ 顧客となる日本人の趣味趣向に沿った商品づくりと顧客が認識出来る
プロモーションのマッチングが重要。

• 紅葉好きな日本人のニーズと政府観光局、航空会社、
旅行会社のタイアッププロモーションがうまくマッチ。

メープル街道

（カナダ）

• ヨーロッパらしい街並みを見たいという日本人のニーズと
ドイツ観光局の積極的なプロモーションがマッチング。

ロマンチック街道

（ドイツ）

顧客ニーズとプロモーションがうまくマッチした成功事例 印象づくり テーマ性／ストーリー性

ポイント！ 顧客ニーズは旅行マーケットを取り巻く様々な環境や成熟度合いに応じて、
変化し続けている。常に定番商品を産み出してはいるものの、顧客ニーズが
変われば賞味期限切れとなる為、新たな定番商品を創り続ける必要がある。

テーマ性・・・・・旅行経験値が増加する中では、非常に重要な要素。エリア分けだけでは

なくニーズに合わせたテーマ性商品の需要はより一層高まる。

ストーリー性・・・訪問する価値を高める為には、非常に重要。且つ、商品に連続性を

持たせる事により、リピーター対策にも繋がる。

ポイント！ 商品次第で訪問国のイメージが確立される為、創り手側の
“交流文化”という観点も重要。テーマ性／ストーリー性を持
たせる事により価値の向上を図る事も出来る。

ポイント！ プロモーションは観光局・航空会社・旅行会社等が連携し、
マーケットへの露出効果を高めると成功に繋げやすい。

お客様が何を求めているのか？
本質的なニーズを捉える事が最重要。

「そこへ行ってみたい」と思わせる販売
促進、流通、露出強化の実施が大事。

株式会社ＪＴＢワールドバケーションズ 東日本販売本部 欧米部欧米企画第１チーム チームマネージャー宮崎弘太様よりヒアリング

現地観光局等
のプロモーション・

企画提案

• 現地の観光局等から観光素材や観光ルートのプロモー
ションは非常に多いが、外国人の作るモデルコースは日本
人のニーズと合致しないケースが多く、商品化は難しい事
が多い。日本側でお客様ニーズと現地情報、日本側での
流行等を勘案し、商品化に至るケースが殆どと思われる。
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（２．参考）顧客ニーズとプロモーションがマッチした諸外国における観光街道の例

諸外国においても各地域の魅力ある観光資源を活かし、広域でテーマ性・ストーリー性を持った観光街道を設
定することで観光客の集客に成功した事例がある。

ロマンチック街道（ドイツ）

概要：中世の古城や宗教建築等歴史情緒を感じら

れる観光ルート

効果：年間2400万人が来訪し宿泊数は500万泊超

認定制度等：明確な選考基準はなく行政に加えて

民間が認定する場合もある

メープル街道（カナダ）

概要：州高速道路や郡道、地域道、市町村道を活
用して、自然景観に優れた地区や文化的・歴史的
遺産、街並を結ぶ800kmに渡る観光ルート

カナダ政府観光局はHP上にて日本人観光局向け
の専用サイトを立ち上げてプロモーションを実施

効果：不明(※日本人向けツアー商品は多数あり)

※出典：ロマンチック街道HP、松山雄馬（2008）諸外国における“道”をテーマとした観光・地域振興の取り組み 4



2019年9月～10月予定 （約7週間）

20チーム

予選プール 5チーム×4プール（プール内総当たり戦） 40試合
決勝トーナメント 準々決勝、準決勝、3位決定戦、決勝 8試合
総計48試合

全国12都市
札幌市、岩手県・釜石市、埼玉県・熊谷市、東京都、
神奈川県・横浜市、静岡県、愛知県・豊田市、
大阪府・東大阪市、神戸市、福岡市、熊本県・熊本市、大分県

1. 知名度の向上、外国人旅行者の増加
2. 国際都市としてのブランド力UP

3. スポーツ振興都市としての発展
4. 地域住民、地域経済の活性化

2015年3月2日 開催都市発表
2015年9月～10月 RWC 2015イングランド大会

10月 ロンドンにてJapan Pavilion実施
2016年春以降予定 チームキャンプ地選定プロセス発表
2016年後半予定 RWC 2019組合せ抽選会
2017年～2018年 RWC 2019試合日程発表

チケット概要発表・販売開始
ボランティア概要発表・募集開始

2019年9月～10月 RWC 2019本大会

開催時期

札幌市

岩手県・
釜石市

埼玉県・
熊谷市

東京都
神奈川県・
横浜市

静岡県

愛知県・
豊田市

大阪・
東大阪市

大分県

福岡市

神戸市

熊本県・
熊本市

海外からの渡航客 46万6,000人
海外からの観客による支出総額 8億6,900万ポンド

（日本円1,564億2,000万円）
経済効果 22億ポンド

（日本円3,960億円）
※1ポンド180円にて算出

参加チーム

試合形式

開催都市への効果

スケジュール

開催都市

イングランド大会経済効果予測

3.ラグビーワールドカップ2019大会概要

（Ernst&Young推計）
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4-1．文化プログラム

＜考え方＞ 以下のような目標の下に、文化プログラムに向けた支援等を進める。
[2020年までの目標]
✔ 魅力ある文化プログラムを全国津々浦々で展開

（国内外の人々を魅了するプログラムへ2020年に向けブラッシュアップ）
→ そのための[重点施策]は、以下のとおり。（関係省庁と連携）

[2030年までの目標]
✔ 真の『文化芸術立国』実現へ

（2020年を越えて、2030年には真の『文化芸術立国』を実現するとともに、さらに
日本の文化を求めて来日する外国人を増加させる。）

重点施策① 文化プログラムの育成
重点施策② 文化プログラムに向けた環境整備
重点施策③ 文化プログラムに向けた発信強化

＜スケジュール（イメージ）＞
2016年 2020年 2030年

リ
オ
大
会

ス
ポ
ー
ツ
・

文
化
・ワ
ー
ル
ド
・

フ
ォ
ー
ラ
ム
（仮
称
）

東
京
大
会

2015年

文化プログラムに向け
た準備・プレイベント

文化
プログラム

日本の文化を求め
て訪日する外国人
が年々増加

（２６年度予算額 １１,０７５百万円）
２７年度予定額 １２,００８百万円

真
の

『文
化
芸
術
立
国
』

実
現

２０２０年の文化プログラムに向けて
～史上最大規模の「文化プログラム」の実現～
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以下のように、 「文化プログラム」の実施は、オリンピック開催国の義務である。

◆「オリンピック憲章」より
・オリンピズムは、人生哲学であり、肉体と意思と知性の資質を高めて融合させた、均衡のとれた総体としての人間を目指すもので

ある。スポーツを文化と教育と融合させることで、オリンピズムが求めるものは、努力のうちに見出される喜び、よい手本となる教育

的価値、社会的責任、普遍的・基本的・倫理的諸原則の尊重に基づいた生き方の創造である。（根本原則）

・オリンピック競技大会組織委員会は、短くともオリンピック村の開村期間、複数の文化イベントのプログラムを計画しなければなら

ない。このプログラムは、ＩＯＣ理事会に提出して事前の承認を得るものとする。 （第５章・第３９条）

【近代オリンピックにおける文化の取り上げ方】
※ 近年の『文化プログラム』は、規模・質ともに、五輪開催期間を超えて、長期化・大規模化している。→ オリンピックは、

「スポーツと文化の祭典」となってきている。
① 文化的要素がない（第１回アテネ～第４回ロンドン）〔1896～1908年〕
② 芸術競技の時代（第５回ストックホルム～第１４回ロンドン）〔1912～1948年〕
③ 芸術展示の時代（第１５回ヘルシンキ～第２４回ソウル）〔1952～1988年〕
④ 文化プログラムの時代（第２５回バルセロナ～第２９回北京）〔1992～2008年〕

（過去最大規模の文化プログラムの実施（第３０回ロンドン）〔2012年〕

4-2．オリンピックにおける『文化プログラム』の位置づけ

吉本光宏氏作成「ニッセイ基礎研究所 基礎研レポート2012-09-05 文化の祭典 ロ
ンドンオリンピック－東京オリンピック2020に向けて」を参考に、文化庁にて作成

ロンドンオリンピック（2012）の『文化プログラム』
◆開催時期：北京五輪終了時（2008年9月）からロンドン五輪終了時（2012年9月）まで
＜集中開催：2012年6月21日（五輪開催１か月前）～9月9日（五輪閉幕日）の12週間＞
◆参加国・地域数：２０４（オリンピック・パラリンピックの参加国・地域数）
◆開催場所：英国全土で１,０００箇所以上
◆事業数：約６００件 イベント総数：１７７,７１７件 （音楽、演劇、ダンス、美術、文学、ファッション、映画、展示会、ワークショップ等）
◆参加アーティスト数：４０,４６４人（うち６,１６０人が若手、８０６人が障害者）
◆新作委嘱：５,３７０作品
◆関係機関間の連携（文化芸術団体、教育機関、企業等）：１０,９４０件
◆総参加者数：約４,３４０万人
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5．ユネスコ クリエイティブ・シティーズ・ネットワークの概要

１．目的
・文学、映画、音楽、芸術などの分野において、
都市間でパートナーシップを結び相互に経験・知
識の共有を図る。

・国際的なネットワークを活用して国内・国際市
場における文化的産物の普及を促進する。

・文化産業の強化による都市の活性化及び文化
多様性への理解増進を図る。

出典 文部科学省：
http://www.mext.go.jp/unesco/002/006/002/004/shiryo/attach/1349269.htm

出典 創造都市ネットワーク日本HP： http://ccn-j.net/

２．創設年
平成16年（2004年）

３．申請方法及び選考手続き
・所定の申請書をユネスコへ提出する。
・ユネスコは事務的な審査の後、審査基準を
満たしていると判断した場合には、各国ユネス
コ国内委員会に対して照会を行う。
・専門家による審査を経て、ユネスコ事務局長
が裁定する。

クリエイティブ・シティーズ・ネットワーク：世界各地の文化産業が潜在的に有している可能性を都市間の戦略
的連携により最大限に発揮させるためのユネスコの取組み。なお、文化芸術と産業経済との創造性に富んだ都市
をクリエイティブ・シティーとしてユネスコが認定。条約に基づくものでなく、ユネスコが主体として実施する一事業。

分野 都市名 国名 登録年月 分野 都市名 国名 登録年月

エディンバラ イギリス 2004年10月 ブエノスアイレス アルゼンチン 2005年8月

メルボルン オーストラリア 2008年8月 ベルリン ドイツ 2005年11月

アイオワシティ アメリカ 2008年11月 モントリオール カナダ 2006年5月

ダブリン アイルランド 2010年7月 神戸 日本 2008年10月

レイキャヴィク アイスランド 2011年8月 名古屋 日本 2008年10月

ノリッチ イギリス 2012年5月 深圳 中国 2008年11月

クラクフ ポーランド 2013年10月 上海 中国 2010年2月

ダニーデン ニュージーランド 2014年12月 ソウル 韓国 2010年7月

グラナダ スペイン 2014年12月 サンテティエンヌ フランス 2010年11月

ハイデルベルグ ドイツ 2014年12月 グラーツ オーストリア 2011年3月

プラハ チェコ 2014年12月 北京 中国 2012年5月

ブラッドフォード イギリス 2009年6月 ビルバオ スペイン 2014年12月

シドニー オーストラリア 2010年12月 クリチバ ブラジル 2014年12月

釜山 韓国 2014年12月 ダンディー イギリス 2014年12月

ゴールウェイ アイルランド 2014年12月 ヘルシンキ フィンランド 2014年12月

ソフィア ブルガリア 2014年12月 トリノ イタリア 2014年12月

セビリア スペイン 2006年3月 リヨン フランス 2008年6月

ボローニャ イタリア 2006年5月 アンギャン＝レ＝バン フランス 2013年11月

グラスゴー イギリス 2008年8月 札幌 日本 2013年11月

ゲント ベルギー 2009年6月 ダカール セネガル 2014年12月

ボゴタ コロンビア 2012年3月 光州 韓国 2014年12月

ブラザビル コンゴ共和国 2013年10月 リンツ オーストリア 2014年12月

浜松 日本 2014年12月 テルアビブ イスラエル 2014年12月

ハノーファー ドイツ 2014年12月 ヨーク イギリス 2014年12月

マンハイム ドイツ 2014年12月 ポパヤン コロンビア 2005年8月

サンタフェ アメリカ 2005年7月 成都 中国 2010年2月

アスワン エジプト 2005年9月 エステルスンド スウェーデン 2010年7月

金沢 日本 2009年6月 全州 韓国 2012年5月

利川 韓国 2010年7月 ザーレ レバノン 2013年10月

杭州 中国 2012年4月 順徳 中国 2014年12月

ファブリアーノ イタリア 2013年10月 フロリアノーポリス ブラジル 2014年12月

パデューカ アメリカ 2013年11月 鶴岡 日本 2014年12月

ジャクメル ハイチ 2014年12月

景徳鎮 中国 2014年12月

蘇州 中国 2014年12月

ナッソー バハマ 2014年12月

プカロンガン インドネシア 2014年12月

食
文
化

ｸ
ﾗ
ﾌ
ﾄ
&
ﾌ
ｫ

ｰ

ｸ
ｱ

ｰ

ﾄ

メ
デ

ィ
ア
ア
ー

ト

映
画

文
学

デ
ザ
イ
ン

音
楽

４．創造都市ネットワーク加盟都市
2014年12月現在 32カ国 69都市
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6．口コミで選ぶ外国人に人気の日本の観光スポット

出典：
http://www.tripadvisor.jp/pages/InboundAttraction_2014.html

評価方法：
2013年4月〜2014年3月の1年間にトリップアドバイザー上の日本の観光スポットに投稿された日本語以外の口コミ
を、星評価（5段階）の平均、投稿数などをもとに、独自のアルゴリズムで集計。

順位 観光スポット 所在地

1 伏見稲荷大社 京都府京都市

2 広島平和記念資料館（原爆ドーム、平和公園） 広島県広島市

3 厳島神社 広島県廿日市市

4 金閣寺 京都府京都市

5 東大寺 奈良県奈良市

6 高野山 奥野院 和歌山県高野町

7 清水寺 京都府京都市

8 新宿御苑 東京都新宿区

9 箱根彫刻の森美術館 神奈川県箱根町

10 成田山新勝寺 千葉県成田市

11 沖縄 美ら海水族館 沖縄県本部町

12 松本城 長野県松本市

13 三十三間堂 京都府京都市

14 嵐山モンキーパークいわたやま 京都府京都市

15 兼六園 石川県金沢市

順位 観光スポット 所在地

16 ロボットレストラン 東京都新宿区

17 二条城 京都府京都市

18 長崎原爆資料館 長崎県長崎市

19 森美術館 東京都港区

20 明治神宮 東京都渋谷区

21 地獄谷野猿公苑 長野県山ノ内町

22 奈良公園 奈良県奈良市

23 道頓堀 大阪府大阪市

24 渋谷センター街 東京都渋谷区

25 浅草寺 東京都台東区

26 海遊館 大阪府大阪市

27 ビデオゲームバースペースステーション 大阪府大阪市

28 トヨタテクノミュージアム産業技術記念館 愛知県名古屋市

29 京都錦市場 京都府京都市

30 心斎橋 大阪府大阪市

9
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7-1．訪日外国人旅行者向けの割引運賃の概要

航空会社 名称 制度概要 適用条件

ANA Visit Japan 
Fare

国内線を2-5区間利用する場合、どの
区間も13,000円／区間（消費税別）で
提供

・日本国外に居住していること
・出発前に国外で購入（予約センター又は旅行会社で購入、国外
居住の証明が必要）
・最初の区間は予約が必要（変更不可）
・夏季（7-8月）、年末年始、春季（3月）に設定除外期間あり

※oneworld Yokoso/Visit Tohoku Fare
東北路線に限り5,000円／区間（消費税別）

JAL Welcome to 
Japan Fare

ANA Star Alliance
Japan Air 
Pass

アライアンス加盟各会社便で、日本へ
渡航する旅客に対し、国内線を1-5区
間（他社運航のコードシェア便含む）
利用する場合、どの区間も10,000円
／区間（消費税別）で提供

JAL oneworld
Yokoso/Visit 
Japan Fare

アライアンス加盟各会社便で、日本へ
渡航する旅客に対し、国内線を1-5区
間利用する場合、どの区間も10,000
円／区間（消費税別）で提供

ANA Experience 
JAPAN
FARE

国内線を利用する場合、どの区間も
10,000円／区間（消費税別）で提供
日本へ渡航する際の航空会社の制
限なし（LCCでも利用可能）
購入可能区間の制限なし

・日本国外に居住していること
・ANA SKY WEB（海外サイト）のみで購入可能
・搭乗3日前までに予約が必要
・全区間で予約変更、払い戻し不可

ソラシドエア VISIT 
JAPAN

「短期滞在」で日本へ渡航する旅客に
対し、ソラシドエア全区間を10,500円
／区間（消費税込）で提供

・国内のソラシドエア空港カウンター又は旅行会社で購入
・短期滞在のスタンプ／シールを受けたパスポートの提示が必要
・予約不可、当日空席がある場合に利用可

10
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7-2．地域と連携して行っている取り組み

TASTES OF JAPAN by ANA

JAPAN
PROJECT

(JAL)

昇龍道のワイン街道との提携

航空会社 広域地域連携 プロジェクト名 広域地域連携の取組概要

ANA 中部北陸９県 昇龍道プロジェクト 中部空港利用促進協議会と連携し、愛知県・岐阜県・三重県・名古屋市
への昇龍道ブランドを生かした国内旅行商品を強化。
昇龍道日本銘酒街道整備に向け、フランスのアルザスワイン街道と友好
提携。フランスでの日本酒・蔵元の情報発信や観光客の相互誘客につな
げる。中経連等と連携し街道の創設に向けた仕組み作りに協力。

ANA 地方自治体等
と連携

TASTES OF 
JAPAN by ANA

「日本が誇る、日本の価値」を機内やラウンジ等にて体感してもらう取り組
みを展開。日本全国の魅力を「食」・「酒」・「スイーツ」・「文化」などをテー
マに、3つの都道府県を3ヶ月サイクルで紹介。2015年3月から5月は第7
弾として福島・大阪・鳥取を特集中。

JAL 地域企業や
地方自治体等
と連携

JAPAN PROJECT 2011年5月から開始した「日本の素晴らしさ」を発信していく地域活性化プ
ロジェクトで、第45弾となる2015年3月は「滋賀」。
毎月、地域企業や地方自治体等と連携しながら、機内誌、機内ビデオ、
機内食等の媒体を通して日本各地の魅力を国内、世界に発信中。

（2013年12月28日 日本経済新聞）
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7-3．地域と連携して行っている取り組み

航空会社 広域地域連携 プロジェクト名 広域地域連携の取組概要

ソラシドエア チーム沖縄
やんばる ※1

空恋プロジェクト
「やんばる花めぐり
号」

ソラシドエアの機体を活用した地域振興プロジェクト「空恋」を実施。
チーム沖縄やんばるが開催する他地方でのイベントに共同で参加。
チーム沖縄やんばると連携し、観光地を含めた地域一帯の魅力を発信。
沖縄やんばるへの誘客を目的としたPR活動を実施。

ソラシドエア 宮崎県北部9
市町村

天孫降臨ひむか共
和国 ※2

ソラシドエアの機体を活用した地域振興プロジェクト「空恋」を実施。
道の駅 北川はゆま×延岡学園×ソラシドエアで、宮崎の素材を使った
「かまっ茶チーズケーキ」を共同で開発。
東九州自動車道開通による宮崎県北部地域への誘客を目的に地域の魅
力を自治体と一緒に発信。

※1 チーム沖縄やんばる ： 沖縄本島北部に位置する7市町村（本部町、名護市、今帰仁村、国頭村、大宜味村、東村、伊江村）、一般財団法人沖縄美ら島財団
※2 天孫降臨ひむか共和国 ： 宮崎県北部に位置する9市町村（延岡市、日向市、門川町、諸塚町、椎葉村、美郷町、高千穂村、日之影町、五ヶ瀬町）

「やんばる花めぐり号」

12
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7-4．航空会社の訪日需要喚起に向けた取り組み①海外での情報発信

取り組み概要（コンセプト）

ANA IS JAPAN COOL? 訪日旅行需要の活性化を目的に2012年にサイトを開設し、日本文化や特色ある都市の魅力
などを独自の視点で掘り下げて世界に発信中（アクセス数：2015年1月時点で260万PV、
Facebook 49,000Likes）。
世界文化遺産となった「和食」への世間の注目や、ミラノ万博のテーマである食と文化の話題
性から、2015年上期のメインコンテンツとして「WASHOKU」を世界に発信中（3月24日リリース）。

JAL Guide to Japan 訪日外国人向け情報案内サイトを2005年に開設し、海外26地域のJALホームページで海外の
お客様に日本の新しい“驚き”と“楽しさ”を発信。
日本の四季、伝統、歴史等の基本情報、トラベルインフォメーション、“Omotenashi”、温泉、グ
ルメ、世界遺産情報を提供。
2011年5月から開始した「日本の素晴らしさ」を発信していく地域活性化プロジェクト「JAPAN 
PROJECT」の情報と連動させた地域の魅力を発信。

Guide to Japan (JAL)IS JAPAN COOL? (ANA)
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7-5．航空会社の訪日需要喚起に向けた取り組み②その他

取り組み 概要

H.I.S. ANA ナビゲーションジャパン
（旅行会社設立）

訪日旅行需要の創出と日本各地の活性化を目的とした旅行会社を設立。
ANA国内線とH.I.S.の宿泊予約サイト『スマ旅』を通じた日本国内のホテルなどを自由に組み
合わせ、訪日外国人の多様なニーズに対応する、個人型の国内旅行を提供。

訪日外国人向けに携帯電話のSIM
カードをANA機内で販売

プリペイド型のSIMカード入りパッケージ「Japan Travel SIM powered by IIJmio」の機内販売
を3月1日から開始。日本発着の中・長距離路線限定発売で、SIMカードの種類はnanoSIMの
みの取り扱い。機内で受け渡しが可能なプリペイドSIMカードの販売は国内初。

JTB×JAL共同企画
「エクスペリエンスジャパン」
（商品ブランド展開）

アジアからのお客様を中心としたリピーター向けに体験型、グルメ、ショッピングなどの素材
や地方商品を中心にそろえたブランド「エクスペリエンスジャパン」において、「JALスペシャ
ルパッケージ」を「エクスペリエンスジャパン」ブランドの商品として設定。

JR東日本グループとJALグループ
の連携（旅行会社の共同運営）

JAL国際線ネットワークを活用したアジアからの訪日需要獲得を目的にJR東日本グループ
との連携を強化。「東日本版ゴールデンルート」の構築等により鉄道利用の個人型旅行商品
をはじめとする訪日旅行商品の付加価値向上への取り組みを実施。

ANA3月号国際線
機内販売雑誌 エクスペリエンスジャパンツアー例

HIS ANAナビゲーションジャパン設立
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制度創設 平成５年

｢道の駅｣登録数は、全国1,040駅

8-1.広く浸透し、地域活性化の拠点となる｢道の駅｣

全国各地で、「道の駅」を地域活性化の拠点とする取組が進展

○ 「道の駅」は

主に市町村が設置し、国土交通省が登録する道路休憩施設 トイレ

情報提供
休憩施設 地域振興施設

駐車場駐車場やトイレのほか、情報提供・休憩施設や地域振興施設を備え、

地域の情報発信や交流の場として活用されている。

（施設イメージ）

中山間地に立地し、地場産品を扱いながら、

年間売上額約2,100億円は、コンビニ第5位にも相当
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8-2.「道の駅」の新たな展開 ～重点「道の駅」の選定～

・地域活性化の拠点として、特に優れた機能を

継続的に発揮していると認められるもの

全国モデル「道の駅」

・地域活性化の拠点となる優れた企画があり、

今後の重点支援で効果的な取組が期待

できるもの

重点「道の駅」

・地域活性化の拠点となる企画の具体化に向け、

地域での意欲的な取組が期待できるもの

重点「道の駅」候補

・全国的なモデルとして成果を広く周知すると
ともに、さらなる機能発揮を重点支援

・取組を広く周知するとともに、取組の実現に
向けて、関係機関が連携し、重点支援

・関係機関が連携し、企画検討等を支援

6 箇所

35 箇所

今回選定

〇 「道の駅」を、好循環の地方拡大の強力なツール、 地方創生を進めるための「小さな拠点」と
位置づけ、各省庁と連携して、特に優れた取組を選定し、重点支援する取組を実施。

○ （重点「道の駅」等として合計９０箇所を選定）

インバウンド観光の促進

地域の観光総合窓口機能

地方移住等の促進

ゲートウェイ型

地域外から活力を呼ぶ「道の駅」

・外国人案内所、免税店

・地域全体の観光案内

・宿泊予約窓口 等

・地方移住のワンストップ窓口

・ふるさと納税の情報提供 等

・無料公衆無線、ＬＡＮ

・海外対応ATM 等

地域の産業振興

地域福祉の向上

高度な防災機能

地域センター型

地域の元気を創る「道の駅」

・地方特産品のブランド化

・６次産業化 等

・診療所、役場機能

・高齢者住宅 等

・広域支援の後方支援拠点

・防災教育 等

地方創生拠点として設定した機能類型 支援対象として設定した区分

（国土交通大臣選定）

（国土交通大臣選定）

（地方整備局長等選定）

今回選定

49 箇所

今回選定
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川場田園プラザ

象潟

那須高原友愛の森

遠野風の丘

もてぎ

ゆうひパーク浜田

ニセコビュープラザ

内子フレッシュパークからり

うきは

高田松原

あったか・あいろーど

当別

小国

鹿島

ゆすはら

とみうら

神話の里白うさぎ

萩しーまーと

あ・ら・伊達な道の駅

よねざわ

いなわしろ

常陸太田

つどいの郷むつざわ

発酵の里こうざき

あおき

瀬替えの郷せんだ

大野

結の故郷

神戸北

たいじ

すさみ

にちなん

蛍街道西ノ市

天城越え

花の三聖苑伊豆松崎

伊東マリンタウン

開国下田みなと

伊豆のへそ 下賀茂温泉 湯の花
くるら戸田

函南

＜伊豆道の駅ネットワーク＞

かわうその里すさき

田切の里

（北海道石狩市）

（北海道当別町）

（佐賀県鹿島市）

（島根県浜田市）

（福岡県うきは市）

（熊本県小国町）

（山口県萩市）

（鳥取県日南町）

（鳥取県鳥取市）

（山口県下関市）

（福井県大野市）

（長野県青木村）

（高知県梼原町）

（新潟県十日町市）

（山形県米沢市） （秋田県にかほ市）

（岩手県陸前高田市）

（宮城県大崎市）

（栃木県那須町）

（茨城県常陸太田市）

（栃木県茂木町）

（千葉県神崎町）

（千葉県睦沢町）

（千葉県南房総市）

（和歌山県太地町）

（和歌山県すさみ町）（高知県須崎市）

（愛媛県内子町）

（長野県飯島町）

（群馬県川場村）

（岐阜県大野町）

（兵庫県神戸市）

（岩手県遠野市）

（静岡県伊東市、下田市、伊豆市、伊豆の国市、
南伊豆町、松崎町、沼津市、函南町）

（北海道ニセコ町）

しまなみの駅御島

よしうみいきいき館

伯方Ｓ・Ｃパーク
今治湯ノ浦温泉

今治市多々羅しまなみ公園

＜しまなみ海道周辺「道の駅」＞

クロスロードみつぎ
（広島県尾道市）

但馬のまほろぼ
（兵庫県朝来市）

（福島県猪苗代町）

あらい
（新潟県妙高市）

どんぐりの里いなぶ
（愛知県豊田市）

凡 例

全国モデル「道の駅」 ６箇所

重点「道の駅」 ３５箇所

○○

○○

8-3.重点「道の駅」の選定 （H27.1.30公表）
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345 479 
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14,000 

16,000 

18,000 

H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25

新千歳空港周辺貸出台数 北海道地区全体

○ 地方を巡るドライブ観光など、外国人観光客のニーズは多様化。

（北海道の外国人へのレンタカー貸出は5年前と比して約2倍）

○ 多言語に対応した外国人案内所や地域の特産品が購入できる免税店、無線ＬＡＮ、海外対応ATMなど、

外国人観光客のニーズが高いサービスを提供する｢道の駅」が拠点となり、訪日観光を促進。

外国人への年間レンタカー
貸出台数は５年前に比べて
約２倍に

（観光庁調べ）

北海道では外国人へのレンタカー貸し出し台数は５年前に比べ、約２倍に増加した

▼外国人へのレンタカー貸出台数の推移

（北海道地区レンタカー協会調べ）

▼訪日外国人観光客が感じる不平・不満

外国人観光客のニーズ

約２倍

などへのニーズが高い

36.7%

24.0%

20.0%

17.1%

16.1%

11.5%

10.2%

9.8%

9.4%

6.5%

無料公衆無線LAN環境

コミュニケーション

目的地までの公共交通の

経路情報の入手

公共交通の利用方法(乗り方)、利用料金

クレジットカード・両替

飲食店情報の入手

公共交通の乗り場情報の入手

地図、パンフレット(多言語)が少ない

割引チケット・フリー切符の情報の入手

飲食店の予約

：無線LAN環境

：情報・案内関係

：両替・ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ利用環境

無料公衆無線LAN

飲食店の予約

公共交通経路情報

公共交通利用方法、料金

クレジットカード・両替

飲食店情報の入手

公共交通の
乗り場情報の入手

地図、パンフレット
(多言語)が少ない

割引チケット・フリー切符
の情報の入手

コミュニケーション

新千歳空港近郊での
外国人へのレンタカー貸し出し状況

無料公衆無線LAN環境

・無線LAN

・多言語に対応した案内

・クレジットカードや両替

外国人観光客からは・・

8-4.インバウンド観光を促進する取組

○道路交通情報 （道路ライブ画像）
○周辺の「道の駅」情報

○周辺観光情報
○その他 （各「道の駅」が作成するオリジナル）

＜道の駅スポット（仮称）で提供するメニュー（案）＞

【H25.12】

265駅／1014駅（26%）

【H26.12】

419駅／1040駅（40%）

１年間で約1.6倍に増加

無料公衆無線LAN
設置済み駅数

「道の駅スポット（仮称）」のイメージ

１２カ所登録済み（H26.12時点）

免税店の登録状況

外国人観光案内所の認定状況

【H26.12】 【H26年度内（予定）】
６カ所認定 約７０箇所認定

約６０カ所追加認定予定



9-1．企画乗車券の利便性向上（広域周遊乗車券の開発・改善）

これまでの取組み

○ 観光立国実現に向けたアクション2014の策定（6月）以降、観光庁・鉄道局とJR及び大手民鉄をメンバーとする訪日外国人増加に向けた鉄道利
用の整備等に関する連絡会を設置し（7月）、更にその下に乗車券WGを設置して（9月）、各事業者の取組みを促してきたところ、以下のとおり、広

域的に周遊するための企画乗車券の開発・改善が進んでいる。

訪日外国人の更なる増加が見込まれる中で、鉄道が広域移動の受け皿として、利便性の高いサービスを提供できるよう、連絡会等での協議
等 を通じて、引続き各社のフリーパスの改善を進める。

●外国人の利用実態に応じたエリア、有効期間の見直し
●旅行代理店以外の新たな販売チャンネルの開拓
●ＪＲと民鉄の連携促進

「のぞみ」「みずほ」が利用可能な「ツーリストパス」を発売（H26.10） 【ＪＲ東海・ＪＲ西日本】
「Takayama-Hokuriku Area Tourist Pass」の発売(H26.10) 【ＪＲ東海・ＪＲ西日本】

「山陰・岡山エリアパス」に智頭急行を追加。有効期間を拡大（3日間→4日間） （H27.4） 【ＪＲ西日本】
「JR EAST PASS」に北陸新幹線（長野～上越妙高）を追加（H27.3） 【ＪＲ東日本】

JR EAST Travel Centerを新宿駅に開設（H26.12 成田、羽田、東京駅に続く4カ所目）【ＪＲ東日本】
香港ＬＣＣ機内で「九州レールパス」を販売（H27.1） 【ＪＲ九州】

今後の進め方

新規商品の開発

サービスの拡充

販路の拡大

平成25年度10万枚
販売

ＪＲと民鉄のタイ
アップで実現

「のぞみ」のフリー
乗車券は初めて

広域周遊乗車券の更なる開発・改善

改善の方向性

昇龍道を巡るﾌﾘｰ
乗車券
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首都圏の民鉄各社において多種多様な企画乗車券が販売されて
いるが、 利用可能範囲が自社エリアにとどまるため、 外国人の移
動ニーズに必ずしも合っておらず、新規需要を創出するような効果
が生まれにくい。

9-2．企画乗車券の利便性向上（首都圏近郊を巡る企画乗車券の開発）

自社の販売ルート（自社のターミナル駅、系列ホテル等）での販売が
中心で、外国人からみると、地域内でどのような企画乗車券がどこで販
売されているのかについて全体像を把握することが困難(一覧性の欠
如）で、かつ入手も面倒。

○ 各社が企画乗車券を個別に販売しており、外国人に分かりにくい状況を
改善するため、乗車券ＷＧにおいて、以下の事項を検討

・外国人の移動ニーズに合わせて各社の企画乗車券を組み合わせて販売
・各社の企画乗車券をWebや空港駅で一元化して販売

○各社の乗車券を比較検討できない○各社の連携が不足

改善の方向性

今後の進め方

訪日外国人増加に向けた鉄道利用の整備等に関する連絡会、乗車券WGにおいて、訪日外国人の利便性向上に資する首都圏近郊
を巡る企画乗車券について検討を行ってきている。

これまでの取組み

東京メトロ＆都営地下鉄が乗り放題である企画乗車券と成田空港・羽田空港と都心を結ぶ鉄道を
組み合わせた商品の開発・販売 「Keisei Sky Liner&Tokyo Subway Ticket」、「Welcome! Tokyo Subway Tciket」

（H26.7） 【京成・京急・東京メトロ・都交】
新宿・髙田馬場から川越を結ぶ企画乗車券「Kawagoe Access Ticket」の開発・販売、特急ﾚｯﾄﾞｱﾛｰ
とﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙを組み合わせた商品であり、ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙでも購入可 （H26.10） 【西武】

ﾀｲ･ｴｱｱｼﾞｱX、Spring Japan LＣＣ機内で「ｽｶｲﾗｲﾅｰﾊﾞﾘｭｰﾁｹｯﾄ」を販売 （H26.8、H26.12）【京成】

ニーズにマッチした連携商品

自社の強みを生かした商品開発

販路の拡大

宿泊客の６割を外国
人が占める新宿ﾌﾟﾘﾝ
ｽﾎﾃﾙの強みを活用

地下鉄を2社で運営

している不便さを解
消、ヒット商品に

【主な外国人向け企画乗車券】
○Tokyo Subway Ticket（東京メトロ、都営地下鉄）

・東京メトロと都営地下鉄の全線フリー
・空港アクセス（京急線、京成線）と連続した商品も発売

○TOBU RAILWAY DISCOUNT PASS（東武鉄道）
・浅草駅から日光駅、日光駅発の東武バスがフリー

○Sｋｙliner e-ticket（京成電鉄）
・成田空港駅から日暮里・上野までの片道のスカイライナー乗車券

○高尾山切符（京王電鉄）
・京王線沿線の駅から高尾駅までの往復乗車券と高尾山

ケーブルカー、リフトの乗車券

○Kawagoe Access Ticket（西武鉄道）
・西武新宿駅・高田馬場駅から本川越駅までの往復 の
レッドアロー号の乗車券

○Hakone Free pass（小田急電鉄）
・小田急線各駅から小田原までの往復の特急ロマンスカーの乗車券

首都圏を巡る企画乗車券の課題

改善の方向性
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（9.参考）ＪＲ旅客各社が販売するエリアパス①

鉄道事業者 商品名 商品概要 販売方法、商品取得方法等 その他

JR6社
【JAPAN RAIL PASS】
（ジャパンレールパス）

■ＪＲ全線がフリー乗車
■新幹線を含む特急列車（指定席可）
※新幹線「のぞみ」「みずほ」には乗車不可
■有効期間：7、14、21日間（3種類）
■グリーン車用、普通車用
■発売額：29,110円（7日間の場合）

〔海外のみ〕
■JRの海外事務所や海外の取扱指定旅行
会社等の事務所等で販売（購入者は取扱指
定旅行会社等との間で現金、クレジット等の
決済を行い、引換券を取得する。来日後、引
換指定場所で引換券を提示してJRPと引換）

■昭和56年に発売開始

JR北海道
【Hokkaido Rail Pass】
（北海道レールパス）

■ＪＲ北海道全線がフリー乗車
■特急列車（指定席可）
■有効期間：3、5、7日間、フレキシブル4日
間（10日間のうち）（4種類）
■グリーン車用、普通車用
■発売額：15,430円（3日間の場合）

〔海外及び国内〕
■海外の指定旅行会社で購入の引換証をＪ
Ｒ北海道の引換箇所に持参するほか、引換
箇所で直接購入可能
■引換箇所
新千歳空港・札幌・網走の各駅、釧路・帯広・
旭川・網走・札幌・函館の各旅行センター

■「短期滞在」の在留許可があるパスポート
が必要

JR東日本

【JR EAST PASS】
（ＪＲ東日本パス）

■ＪＲ東日本全線及び伊豆急行、北越急行、
青い森鉄道、ＩＧＲいわて銀河鉄道、東京モノ
レール、仙台空港鉄道、東京臨海高速鉄道、
東武鉄道（JR直通特急等）がフリー乗車
■新幹線を含む特急列車（指定席可）
■有効期間：フレキシブル5日間（14日間中）
■発売額22,000円

〔海外及び国内〕
■引換証発売箇所
海外の旅行会社、旅行代理店、ＪＲ東日本外
国語ホームページ
■国内引換箇所
仙台・山形・福島・秋田・八戸・新青森の各
びゅうプラザ、仙台空港鉄道仙台空港駅

■外国のパスポートを所持している外国籍の
者（日本滞在日数が90 日以内の短期滞在
者）のみを対象とし、引換時にパスポートにて
確認

【JR Kanto Area Pass】
（ＪＲ関東エリアパス）

■エリア内のＪＲ東日本全線及び富士急行、
伊豆急行、東京モノレール、上信電鉄、埼玉
新都市交通（ニューシャトル：大宮～鉄道博
物館間」）
■新幹線を含む特急列車（指定席可）
※「はやぶさ」への乗車には特急券等が必要
■有効期間：3日間
■発売額：8,300円

〔国内のみ〕
■取扱箇所
JR East Travel Service Center（成田空港駅、
空港第2ビル駅、東京モノレール線羽田空港
国際線ビル駅に所在）、東京、成田空港、空
港第２ビルの各駅、及び品川、新宿、渋谷、
池袋、上野、横浜の各びゅうプラザ

■外国のパスポートを所持している外国籍の
者のみを対象（日本滞在期間は不問）
■発売時に外国のパスポートを所持している
ことを確認

【N’EX TOKYO Direct Ticket（One-way）】
（N’EX東京ダイレクトきっぷ）

■成田空港から東京電車特定区間（境界駅：
大宮、取手、千葉、高尾、大船等）までの
「N’EX」 の片道きっぷ（乗車券＋特急券）
■有効期間：1日間
■発売額：1,500円

〔国内のみ〕
■発売箇所
JR East Travel Service Center）、成田空港
駅、空港第2ビル駅

■外国のパスポートを所持している外国籍の
者のみを対象（日本滞在期間は不問）
■発売時に外国のパスポートを所持している
ことを確認

【JR旅客各社が発売する訪日外国人向けの企画乗車券】
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鉄道事業者 商品名 商品概要 販売方法、商品取得方法等 その他

JR東海
ＪＲ西日本

【Tokaido-Sanyo Shinkansen Tourist 

Pass】
（東海道・山陽新幹線ツーリストパス）

■東海道・山陽新幹線全線・全列車の自由席、大
阪市内在来線にフリー乗車が可能（普通車指定
席も4回可）
■有効期間：5日間
■発売額：大人35,000円

〔海外のみ〕
海外の旅行会社で引換証を購入し、日本に入国後、
指定の駅でパス本券に引換え（※引換えの際には、
引換証の他、パスポートの提示が必要）

■乗車券のほか、沿線の魅力ある観光施
設（通天閣、大阪城、小田原城等）入館や
岡山電気軌道等の利用も可能
■東海道新幹線の開業５０周年事業（Ｈ
26.10.1～Ｈ27.6.26の販売予定）■日本国
以外の政府等が発行した旅券を有し、「短
期滞在」に該当する在留資格を有する者が
対象

【Takayama-Hokuriku Area Tourist 

Pass】
（高山・北陸エリアツーリストパス）

■名古屋～高山間、大阪～金沢間のJR の特急・
快速・普通列車（新幹線等を除く）の普通車自由
席フリー乗車（普通車指定席も4 回可）、高山市
内、高山～白川郷～金沢のﾊﾞｽにﾌﾘｰ乗車
■有効期間：5日間
■発売額：大人10,500円

■東海道新幹線の開業５０周年事業（Ｈ
26.10.1～Ｈ27.6.26の販売予定）
■日本国以外の政府等が発行した旅券を
有し、「短期滞在」に該当する在留資格を有
する者が対象（東海道・山陽新幹線ﾂｰﾘｽﾄ
ﾊﾟｽ】も同様）

JR西日本

【Kansai Area Pass】
（関西エリアパス）

■関西空港～大阪、京都、神戸、奈良ほか、特急
「はるか」と快速･普通列車の自由席がフリー乗車
■有効期間：1日間
■発売額：2,060円

〔海外及び国内〕
■海外
海外の旅行会社で引換証を購入し、日本に入国後、
指定の駅でパス本券に引換え（※引換えの際には、
引換証の他、パスポートの提示が必要）
■インターネット予約
JRウエストレールパスホームページ（英語、韓国語、
繁体字、簡体字）から申し込み
■国内
JRウエストレールパスエリア内の主な駅及び主な
旅行会社

■日本国以外の政府等が発行した旅券を
有し、「短期滞在」に該当する在留資格を有
する者が対象

【Kansai WIDE Area Pass】
（関西ワイドエリアパス）

■「関西ｴﾘｱ」に加えて、和歌山･白浜、岡山･倉敷、
滋賀、敦賀、北近畿ｴﾘｱ、エリア内の山陽新幹線、
特急列車、快速･普通列車の自由席がﾌﾘｰ乗車
■有効期間：4日間
■発売額：7,200円

【Kansai Hokuriku Aera Pass】
（関西・北陸エリアパス）

■「関西ｴﾘｱ」に加えて、北陸ｴﾘｱ、北陸新幹線
（金沢～上越妙高）、ｴﾘｱ内の特急、快速･普通列
車の自由席がﾌﾘｰ乗車
■有効期間：7日間
■発売額：15,000円（日本国外購入の場合）

【Sanyo Area Pass】
（山陽エリアパス）

■関西空港～大阪、岡山、広島、山口、博多へ山
陽新幹線、特急「はるか」、快速･普通列車の指定
席及び宮島ﾌｪﾘｰがﾌﾘｰ乗車
■有効期間：4、8日間の2種類
■発売額：20,570円（4日間の場合）

【Sanyo Okayama Pass】
(山陰・岡山パス）

■山陽・岡山エリアの特急・快速・普通列車に加
え、智頭急行線がﾌﾘｰ乗車
■有効期間：4日間
■発売額：4,500円（日本国外の場合）

（9.参考）ＪＲ旅客各社が販売するエリアパス②
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鉄道事業者 商品名 商品概要 販売方法、商品取得方法等 その他

JR四国
土佐くろしお
阿佐海岸
ことでん
伊予鉄

とさでん交通

【ALL SHIKOKU Rail Pass】
（オール四国レールパス）

■四国内の鉄道6社全線フリー乗車
■JR四国及び土佐くろしおの特急列車（指定席）、
全線フリー乗車
■有効期間：2、3、4、5日間の4種類
■発売額：6,300円（2日間の場合）

[海外及び国内〕
■海外で購入する場合
【引換証の購入】海外の日本航空(㈱)、全日本空輸
（㈱）、㈱ジェーティービー、㈱日本旅行、近畿日本
ツーリスト（㈱）、ﾄｯﾌﾟﾂｱｰ㈱、㈱ｼﾞｬﾙﾊﾟｯｸの支店等

■「短期滞在」の入国資格により日本を訪
れる外国人旅行者

JR九州

【JR Kyushu Rail Pass】
Northern Kyushu Area

（JR九州レールパス：
北部九州エリア）

■JR九州が運行する列車フリー乗車
■エリア内（熊本駅と大分駅を結ぶ豊肥本線以北
エリア）であれば、普通・快速列車に加え、特急列
車や九州新幹線にもﾌﾘｰ乗車
■有効期間：3、5日間
■発売額：7,200円（3日間の場合）

〔海外及び国内〕
■海外で購入する場合
【引換証の購入】
海外の指定旅行会社及び旅行代理店
【引換箇所】
小倉（旅行センター含む）・博多・佐賀・長崎・別府
（旅行センター含む）・大分・熊本・鹿児島中央・宮
崎・宮崎空港の各駅
■国内で購入する場合
海外で購入する場合の【引換箇所】に同じ
■LCC香港エクスプレスの機内

■日本国以外の国から「短期滞在」の入国
資格により観光目的で日本を訪れる外国人
旅行者

JR九州

【JR Kyushu Rail Pass】
All Kyushu Area

（JR九州レールパス：
オール九州エリア）

■JR九州が運行する列車にﾌﾘｰ乗車
■特急列車や九州新幹線にも乗車可能
■有効期間：3、5日間
■発売額：14,400円（3日間の場合）

西鉄
JR九州

福岡市地下鉄
【FUKUOKA TOURIST CITY PASS】
（福岡ツーリストシティパス）

■エリアによって2種類
・「福岡市内」西鉄バス：福岡都心フリーエリア
JR九州：竹下～香椎間、香椎～海ノ中道間福岡
市交通局：地下鉄全線 等
・「福岡市内＋大宰府（西鉄電車）」
■有効期間：1日間
■発売額：1,340円（＋大宰府の場合）

〔国内のみ〕
■販売箇所
天神バスセンター、博多バスターミナル、福岡空港
発着所、西鉄福岡（天神）駅、博多港国際ターミナ
ル総合案内所、博多駅総合案内所、天神観光案内
所、地下鉄お客様サービスセンター〔定期券うりば
（天神・博多）〕

■外国人旅行者限定（5カ国語対応：日本
語・英語・韓国語・簡体中文・繁体中文）
■パスポートを確認
※H24.9からの社会実験を踏まえ本格発売

（9.参考）ＪＲ旅客各社が販売するエリアパス③
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（9.参考）各鉄道事業者から発売されている企画乗車券の例（首都圏の大手民鉄の例①）

鉄道事業者 商品名 商品概要 販売方法、商品取得方法等

東武

【TOBU RAILWAY DISCOUNT PASS】
All Nikko Pass

（オール日光パス）

■浅草から下今市までの往復きっぷ（乗車券）
■エリア内（下今市～東武日光・新藤原）の東武線がフリー
■東武日光駅から中禅寺湖付近のバスがフリー
■特急券は別途購入（パスとの同時購入で20％引き）
■有効期間：4日間
■発売額：4,520円

〔海外及び国内〕
■インターネットでの予約は出発の4日前まで
■予約したチケット、特急券は、東武浅草駅東武外国人
旅行センターで引換え（チケット・特急券の郵送はない）
■東武浅草駅東武外国人旅行センターで購入可能

【TOBU RAILWAY DISCOUNT PASS】
2 day Nikko Pass

（ツーデー日光パス）

■浅草から下今市までの往復きっぷ（乗車券）
■エリア内（下今市～東武日光・新藤原）の東武線がフリー
■東武日光駅から東照宮付近のバスがフリー
■特急券は別途購入（パスとの同時購入で20％引き）
■有効期間：2日間
■発売額：2,670円

【TOBU RAILWAY DISCOUNT PASS】
Kinugawa Theme Park Pass

（鬼怒川テーマパークパス）

■浅草から下今市までの往復きっぷ（乗車券）
■エリア内（下今市～東武日光・新藤原）の東武線がフリー
■鬼怒川温泉駅から日光江戸村・東武ワールドスクエア間のバス
がフリー
■特急券は別途購入（パスとの同時購入で20％引き）
■有効期間：2日間
■日光江戸村、東武ワールドスクエアの入場券付き
■発売額：6,180円（日光江戸村の入場券付きの場合）

東京メトロ
都営地下鉄

【Tokyo Subway Ticket】
（東京サブウェイチケット）

■東京メトロ全線と都営地下鉄全線がフリー
■有効期間：1、2、3日間の3種類
■発売額：800円（1日有効の場合）

〔国内のみ〕
■販売箇所
・成田空港・羽田空港国際線ターミナル
・地方旅行代理店・ビックカメラ（東京の主な店舗）

京成

【Skyliner e-ticket】
（スカイライナーｅチケット）

■成田空港・空港第2ビルから日暮里・京成上野までの「スカイラ
イナー」片道きっぷ（乗車券＋特急券）
■有効期間：1日間
■発売額：2,200円

〔海外及び国内〕
■京成電鉄外国語webサイトにアクセスし、代金決済用
のクレジットカード情報などを入力後、引換番号を発行
■各駅のライナー券発売カウンターにて、パスポートとと
もに引換番号の掲示により、スカイライナー券と引き換え
■引換箇所
・成田空港、空港第2ビル、日暮里、京成上野の各駅のラ
イナー券発売カウンター等

【Keisei Skyliner & Tokyo Subway Ticket】
（京成スカイライナー＆東京サブウェイチケット）

■スカイライナー(特急券＋乗車券)(片道または往復)
■東京メトロ全線と都営地下鉄全線がフリー
■有効期間：1、2、3日間の3種類
■発売額：2,800円（ｽｶｲﾗｲﾅｰ片片道で1日有効の場合）

〔国内のみ〕
■ 成田空港駅及び空港第２ビル駅の京成線乗車券発売
カウンター
■パスポート等で外国人旅行者であることを確認
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鉄道事業者 商品名 商品概要 販売方法、商品取得方法等

京急
【WELCOME! Tokyo Subway Ticket】
（ウェルカム東京サブウェイチケット）

■京急線：羽田空港国内線ターミナル・羽田空港国際線ターミナ
ルから泉岳寺までの片道乗車券
■東京メトロ全線と都営地下鉄全線がフリー
■有効期間：1、2、3日間の3種類
■発売額：1,200円（1日有効の場合）

〔国内のみ〕
■販売箇所
京急ツーリストインフォメーションセンター（ＴＩＣ）

京王 【高尾山きっぷ】

■京王線各駅から高尾山口までの乗車券及びケーブルカーまた
はリフトの乗車券（片道、往復は選択可）乗車券
■有効期間１日間
■発売額：1,380円（新宿駅発の場合）

京王線・井の頭線の各駅自動券売機にて発売（高尾山口
駅を除く）

東急
【TRAIANGLE TICKET】
（トライアングルチケット）

■東横線（渋谷～自由が丘間）、田園都市線（渋谷～二子玉川
間）、大井町線（自由が丘～二子玉川間）が乗り降り自由
■有効期間：1日間
■発売額：400円

〔国内のみ〕
■発売箇所
東急線各駅（世田谷線、こどもの国線を除く）の自動券売
機

西武

【Kawagoe Access Ticket】
（川越アクセスきっぷ）

■西武新宿線（西武新宿・高田馬場～本川越間）の特急レッドア
ロー号「小江戸」の1往復（乗車券＋特急券）
■有効期間：1日間
■発売額：1,500円

〔国内のみ〕
■発売箇所
西武新宿駅、高田馬場駅
新宿プリンスホテル

【“プリンスホテルに泊まり、西武鉄道で行く、2 泊3 日 川越
の旅”】（宿泊＋乗車券セット）

■西武新宿駅から本川越駅までの往復の特急レッドアロー号「小
江戸」の1往復（乗車券＋特急券）
■新宿プリンスホテル、川越プリンスホテル各１泊
■有効期間（旅行期間）：3日間（2泊３日）
■発売額：16,400円～21,000円（2名1室、1名の料金・諸税込）

〔海外・国内〕
■発売箇所
西武トラベルまでメールで申込

【Hakone Freepass】
（箱根フリーパス）

■小田急線各駅から小田原までの往復乗車券（特急ロマンスカー
の利用には別途特急料金が必要）
■箱根エリアの乗り物が乗り降自由
（箱根登山線、箱根登山バス（指定区間）、箱根登山ケーブルカー、
箱根ロープウェイ、箱根海賊船、小田急箱根高速バス（指定区間）、
沼津登山東海バス（指定区間）、観光施設めぐりバス（箱根登山バ
ス）
■箱根エリアの施設優待、割引
■有効期間：2、3日間の2種類
■発売額：5,140円（新宿発着で2日間の場合）

〔国内のみ〕
■発売箇所
主な旅行代理店（ＪＴＢ、ＫＮＴ、日本旅行など）
小田急線各駅
小田急トラベル各営業所
相鉄線各駅、西武線各駅
インターネット窓口

小田急
富士急

京王バス
【富士箱根パス】

■小田急線（新宿駅～小田原駅）、中央高速バス（新宿～河口湖
ほか）：各１回
■富士エリアの富士急バス、小田原駅から先の箱根エリアの小田
急グループ各交通機関はフリー乗車
■美術館、寺社等の施設優待、割引
■有効期間：3日間
■発売額：7,200円（新宿発着の場合）

〔国内のみ〕
■発売箇所
小田急外国人旅行センター

（9.参考）各鉄道事業者から発売されている企画乗車券の例（首都圏の大手民鉄の例②）

小田急
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