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はじめに
～多様な日本の地域観光資源を再発見し、インバウンドに活用するために～
政府は、2020 年に訪日外国人 2,000 万人の達成に向け様々な施策を講じています。今後、訪日外国人
との交流を通じて地域経済を活性化するために、一部の地域だけの取り組みではなく、日本各地で外国
人旅行者を受け入れることが求められてきます。

この手引書は、
「住んでよし、訪れてよしの国づくり」に向け、近年めざましい伸びをみせる外国人観
光客を対象とした滞在型観光を推進するため、観光庁が先に公表した「地域発 滞在プログラムの手引
き」および「滞在プログラムにおけるプロモーションの手引き」をふまえ、インバウンドに取り組む全
国各地の事業者や、その事業者を支援する地方自治体や観光協会に向けて作成したものです。

「住んでよし、訪れてよしの国づくり」の理想を実現するためには、地域の観光資源をみつめ直し、
地元にとっては当たり前のものでも旅行者にとっては価値があると気づくことがまず必要です。そのな
かには、日本人ではなく外国人に特に支持されるものも少なからずあるはずです。
外国人旅行者のニーズは日本人のスケールだけでは計り知れない多様性を持っています。外国人旅行
者は、日本人観光客にとってのオフシーズンや平日といった観光地の弱点を埋めてくれることもあり、
地域経済の安定化にもつなげることができます。

外国人旅行者の旅のスタイルやパターンは年々変化しています。初めて日本を訪ねる外国人から、日
本を二度三度と訪れるリピーターまで多様化し、団体旅行から個人旅行へとシフトしています。そし
て、そうした変化にともない、有名観光地以外の日本各地を巡りたい、地域の生活や文化を体験し、住
民との交流を楽しみたいという「滞在交流型」観光を志向する旅行者も増えています。そのため、各地
域にとってインバウンド着地型観光への取り組みは、観光を通じたまちづくりのチャンスとも言えるの
です。

この手引書では、インバウンド着地型観光を進めていくうえでのポイントを、先行事例を交えて紹介
しています。ＰＤＣＡサイクルにのっとり、まずアクションを起こすべきレベルから記述してあります
が、インバウンドの取り組みは地域により様々であろうことから、どの部分から読み進めていただいて
も構いません。本手引書が、地域の活性化に役立てる一助となることを願っております。
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【コラム】 なぜ、今インバウンドが重要なのか
●もうすぐ訪日外国人旅客数はアクティブシニア層人口を越える
わが国では、観光を成長戦略として位置づけ、その重点施策として訪日外国人旅行（インバウンド）の
増大を図ってきており、その結果、訪日外国人数は着実に数値を伸ばし、2014 年には過去最高を更新す
る 1,341 万人に達している。
今後の人口減少による国内観光需要の減少が予測されるなか、インバウンドの推進は、地域観光収入の
増加、雇用の創出、地域経済の活性化につながり、地方創生の軸のひとつとして地域の発展に大きく寄与
することが期待される。今後、2020 年に 2,000 万人、2030 年には 3,000 万人の訪日外国人を目標として
いるが、その目標値を日本人の将来人口推計値と比較したとき、例えば、これまで国内観光旅行需要を支
えてきたと思われるアクティブシニア層（65～74 歳）の人口と逆転するばかりか、その倍の数値に達す
ることで、いかにその期待値が大きいか実感できることと思う。
（下図）
●２０１８年には訪日外国人数が６５～７4 歳人口数を越え、２０３０年には２倍に。
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図．訪日外国人目標数と日本人の将来人口推計値の比較
※単位：千人。年代別人口将来推計値は、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成 24 年 1 月推計）」の出生
中位・死亡中位仮定による推計値。訪日外国人は 2020 年に 2,000 万人、2030 年に 3,000 万人を目標とした際の想定値。
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１．インバウンド着地型観光の取り組み方
インバウンドの取り組みを通じた地域づくりを行う上では、ＰＤＣＡサイクルを活用するとよい。ＰＤ
ＣＡサイクルとは、品質改善や業務改善活動などで広く活用されているマネジメント手法のひとつであ
り、
「Ｐ：計画（Plan）
」
「Ｄ：実行（Do）
」
「Ｃ：評価（Check）」
「Ａ：改善（Action）
」のプロセスを順に、
繰り返し実施していくものである。
本手引きでは、インバウンド着地型観光を通じた地域づくりを目指し、ＰＤＣＡサイクルの流れを参考
として、そのうち「Ｄ：実行（Do）
」の部分を中心に、事例を交えてそのポイントを紹介している。
地域でインバウンドを進めるにあたっては、様々な誤解や障壁もあるだろう。そうした点の解決に取り
組み、インバウンドの集客に成功している地域もある。そうした先進地事例も参考にしてほしい。

① 現状把握

・地域の現状に関する危機感や可能性をディスカッション
・地域資源を洗い出し、棚卸しをしてみる

Ｐ

② 意識の共有

・交流人口増を通じた地域活性化について意識を共有

③ 手段の選択

・インバウンドに可能性を見出し、手段のひとつとして選択

④ 目標の設定

・ターゲットを設定し地域資源を編集する

⑤ 体制づくり

・目標達成に向けワーキングチームを含む受入体制を構築
・事業推進の中核となる人材を育成

Ｄ

⑥ 環境整備

・外国人が安心して、不便なく滞在できる環境づくり
・日本の文化や習慣に関する事前の情報発信

⑦ 手段の展開

・外国人目線で発案した商品造成および催行
・国内外でのプロモーション

Ｃ
Ａ

⑧目標と結果の比較

・目標の達成度を確認する

手段の実施
⑨ ふりかえり評価

・目標達成度に関する評価を行う

⑩ 改善提案

・目標の修正やさらなる有効な方法について改善を実施
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（１）Ｐ：計画（Plan）段階での重要ポイント
インバウンドの取り組みにあたっては、多くの地域にとって、その経験が少ないことから、当初は「で
きない理由」探しをしてしまうケースも少なくない。そうした取り組み初期の段階で必要なことは、日本
人ではなく「外国人目線」で考えることである。その地を訪問するのは、あくまで外国人旅行者であり、
外国人から見た地域は必ずしも日本人と同じとは限らない。
そうした視点を導くためにも、まず地域において、
「地域資源の洗い出し・棚卸し」、
「地域資源の編集」、
「ターゲット設定」を、取り組み当初の「Ｐ：計画（Plan）
」段階で実施するとよい。
地域資源の洗い出し・棚卸し
「わが地域には、外国人を呼べるような資源はない」。こうした意識が根強い地域も少なくない。こう
した状況の場合は、地域資源の洗い出し・棚卸し（あるもの探し）がスタートラインとなる。まずは、行
政・事業者・住民等のコアメンバーに集まってもらい、ワークショップ形式の会議でのブレーンストーミ
ング等を通じて、アイディア出しから開始する。更に外国人目線を通すことにより、新たな気づきを得る
ことができる。
例えば、本手引きを作成するにあたり実施した、2014 年度「インバウンドを見据えた着地型観光調査」
では、地域で磨き上げてきた観光資源を「日本在住の外国人」の目線を通すことで、日本人だけでは得ら
れなかった様々な知見を得ることができた（概要は事例で後述し紹介）。
外国人目線で見た時、地域の人が当たり前と思っている生活資源にこそ宝が眠っている。地域では厄介
ものと思っていたものに光を当てる「逆転の発想」がある。日本では当たり前でも海外では珍しいという
資源も少なくないことに着目したい。
地域資源の編集
次に、地域資源の編集（テーマ決めとシナリオ化）とターゲット設定を行う。地域資源を組み合わ
せ、滞在ストーリーとして編集し、ゆくゆくは滞在プログラムとなるべき原案を作っていく。その際、
地域資源をただ並べるだけではなく、特定のテーマを決めたほうがよい。テーマに沿って、効果的な演
出を考えながら、ストーリーとして編集していく。その際、外国人の文化的背景を踏まえたストーリー
にすることで、より受け入れられやすくする工夫も必要である。
ターゲットの設定
並行して、ターゲット設定も行う。第一には、地域への国際線直行便が運航されている国・地域はどこ
か。あるいは、観光資源が魅力的で差別化できるものであれば、成田や関空などのハブ空港からのルート
設定は可能か。また、国によって大型休暇の時期の相違から、入込みが最大となる月が違う（欧米等は春
と秋、中華圏は 10 月と 2 月、タイは 4 月、シンガポールは 11～12 月等）こともできれば意識したい。
海外からのアクセスや自らの地域のプログラムの季節感、そして各国の連休等を勘案して、ターゲティン
グを行っていく。
※上記、Ｐ段階における「地域資源の洗い出し・棚卸し」及び「地域資源の編集」、
「ターゲットの設定」
については、
『地域発 滞在プログラムの手引き』（観光庁）を参照いただきたい。
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（２）Ｄ：実行（Do）段階の取り組みポイント
前述「Ｐ：計画（Plan）段階での重要なポイント」の通り、棚卸し、ストーリーとターゲットが設定さ
れた後、具体的な取り組みに移行する。以下に地域がインバウンドの取り組みにおいて、直面する様々な
課題とそのポイント、及び課題解決に導いている先進地域の事例を紹介する。
受入体制の構築（７ページ以降参照）
インバウンドに関する意識の醸成と並行して取り組むべき課題として、人材育成など、地元での受
入体制の整備・構築が挙げられる。受入れ初期には行政が主体となり体制整備を行うことが多いか
と思われるが、地域の経済効果を上げるためには、民間の参加も欠かせない。
次章では、地域連携と人材育成を主眼として、そのポイントと事例を示した。
滞在環境の整備（１１ページ以降参照）
外国人旅行者の不便・不満で目立つものとして、多くの調査で「無料無線ＬＡＮ（wi-fi）環
境」や「両替やクレジットカードの利用環境」が挙げられている。外国語サインやツールを含めた
インフラ面での滞在環境整備も受入れにあたっての重要課題であり、次章ではこうした滞在環境整
備に関するポイントと事例を紹介する。
商品造成および催行（１６ページ以降参照）
地域におけるインバウンドのメリットとして、日本人観光客が手薄となる「平日」を利用、さらに「連
泊」してくれる利用者が比較的多い点がある。そのため、滞在の際、現地発着の着地型商品があると、
利用者にとっても地域にとってもメリットが多い。そのほか、トランジット等目的地ではないものの、
地域の観光資源に触れる機会を創ることも重要である。次章では、滞在型、トランジット型、アウト
ドア型商品に分け、それぞれの商品開発のポイントを示した。
プロモーション（１７ページ以降参照）
インバウンドにおいていかに地域の魅力を知ってもらうかは重要な活動である。海外旅行会社に
向けた商談会や Web プロモーションがメイン活動になるが、海外旅行会社や Web 発信力のあるブ
ロガー等のキーマンを招いたモニターツアー等も有効である。
※プロモーションについては、
『滞在プログラムにおけるプロモーションの手引き』（観光庁）
を参照いただきたい。国内需要を主眼とした手引書であるが、プロモーションの考え方について
参考にしていただきたい。
（３）Ｃ：評価（Check）とＡ：改善（Action）段階の重要性
Ｐ：計画（Plan）とＤ：実行（Do）は、なされたものの、Ｃ：評価（Check）とＡ：改善（Action）が、
とかく疎かになりがちである。最初から全てが上手く運ぶことなどないので、まずは実行した上で、アン
ケート等による顧客の声やデータに基づき、改善策や成功のカギとなる用意の仮説を立てる。そして、ふ
たたび実行することを繰り返し、成功に近づけていく。このＰＤＣＡサイクルは一度実施して終わるもの
ではなく、継続的に回していくことが何よりも重要である。
（４）観光地のイノベーション（２２ページ以降参照）
ＰＤＣＡサイクルを継続的に実践し、気付きを得ることで観光地自体に旧来型の商慣習やビジネ
スモデルを含めたイノベーションが起こり、新たな消費需要の喚起や雇用が生まれる。事象ではそ
の事例を紹介する。
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２．課題解決に向けた手順と事例
（１） 受入体制の構築
①地域の連携とワーキングチームの構築
インバウンド観光を推進する上で最初に必要なのは地域の協力体制の構築である。それは日本人向け
の観光推進の場合も同じだが、外国人へ向けた滞在プログラムを作成する場合は、さらに幅広い、多様な
人材や業界の連携と協力が求められる。まず行政がリーダーシップを取り、官民が連携した「協議会」等
を組成して域内のさまざまな立場の人たちの連携と意思疎通を図り、協力体制を構築することが必要で
ある。できるだけ多くの機会をとらえて研修会を開催し、インバウンドに取り組む意義や今後の営業やフ
ォロー体制について意見交換をしながら体制づくりを進めていく。
また、その過程において、具体的なアクションを展開するためには、主体となって実務を推進する「ワ
ーキングチーム」が必要となる。協議会の運営と並行して、ワーキングチームのリーダーとなり得るキー
マンを民間事業者から募り、官民や事業者・住民をつなぐパイプ役を果たしてもらう。そうしたワーキン
グチームの動きをフォローし、行政の窓口となり得る事務局も重要だ。
■ポイント
・官民・事業者（観光に限らず幅広く）
・NPO・住民など多様なメンバーで協議会を組成する
・民間より活動のキーマンを見つけ、その人材をリーダーに実動部隊としてワーキングチームを置く
【事例】伊勢鳥羽志摩インバウンド協議会 ～ワーキンググループが営業推進のエンジンに～
●女性がリーダーシップをとってワーキンググループを組成
鳥羽市（三重県）では、2005 年、商工会議所が中心となり、市や観光協会、民間事業者等で構成する
「伊勢鳥羽志摩インバウンド協議会」
（事務局：鳥羽商工会議所）を設立し、近隣市と連携しながら伊勢
志摩地域への外国人旅行者誘客に向けた体制整備を目指した。
インバウンド協議会では、2012 年、民間事業者のキーマンを中心として、実務的な作業を行う「ワー
キンググループ」を設立した。すると、協議会が一層機能し始めた。ワーキンググループは様々な強みと
なる分野を持つキーマンで構成されるが、インバウンド着地型観光に関してのキーマンとしては、エコツ
き

く

ーリズム商品の企画・販売を手がける有限会社オズ（海島遊民くらぶ）の江崎貴久さんがいる。同社は、
江崎さんをはじめ、4 名の女性常勤スタッフが運営する着地型旅行会社である。事務局の鳥羽商工会議所
で協議会を担当する岩崎織江さんとともに、女性も鳥羽市のインバウンド事業を活性化してきたといえ
よう。
●民間事業者の機動性を有機的に活用し、官との協力で好効果を
鳥羽市の現在の主力観光資源は、台湾のグループに向けた海女小屋体験と、欧米 FIT（個人旅行客）に
向けた小ロットのエコツアーである。その販路としては海外旅行会社やメディアが主力だが、岩崎さんが
海外での商談会等に参加する等、鳥羽市のインバウンドの営業と現地とのコーディネート業務を行って
いる。
鳥羽市が成功に向けて動き出した要因は、官民連携した協議会
を組成するだけではなく、
「実務部隊として民間事業者のワーキ
ンググループを作ったこと」
、
「受益者として実際の活動を行って
いる民間事業者がグループのキーマンとして機能したこと」、及
び「商工会議所が準専任者を設けてコーディネート業務を行って
いること」の３点が挙げられる。
（写真：海島遊民くらぶの兵頭さん(左)と鳥羽商工会議所の岩崎
さん）

7

②中核人材の育成
インバウンドを推進していく上で、次に取り組むべき課題が、実務を担う中核人材の育成である。手法
としては、地域内の観光関係者向けの研修・セミナーが一般的である。内容としては、インバウンド全般
に関するものと、外国語会話をはじめとするおもてなしに関する実務的な研修に分けられる。後者に関し
ては、座学やロールプレイ等を組み合わせながら複数回実施することが望ましいが、通学講座が難しい場
合も多く、その場合は観光事業者向け「おもてなし英会話」等の通信教育を活用するのも一考である。
その他、中期的な育成手法ではあるが、行政職員の海外派遣等も外国語の習得や海外交流の促進を理解
する上で有効な人材育成手法である。今後、民間事業者においても、若年社員のワーキングホリデーへの
参加推奨等、これまでにない人材育成を検討する必要も生じてくるだろう。
若者・女性・外国人人材の育成と登用は、これからのインバウンド事業の成否を決める大きな要素とも
成り得る。
一方、課題として、こうした人材育成には継続的な実施が必要であるため、講師確保の問題がある。外
部講師を招聘するのが一般的であるが、地域内の大学や観光専門学校等と連携し、インバウンドや外国語
に関する学び直しをしたり、専門性の深化を図ることも一考である。将来的には幹部養成のための専門職
大学院等の設置を検討する自治体も出てくると思われる。また、外国語会話の学習に関しては、外国人社
員を通訳として雇用して外国語の講師を兼務してもらうことも一案である。
■ポイント
・研修・セミナーなどにより、インバウンドへの理解、語学や接客スキル獲得など「おもてなし」マイン
ドを備えた人材を積極的に育成する
・若者・女性・外国人スタッフの育成と思いきった登用は、今後の成功のカギともなる
【事例】京都市、横浜商科大学 ～観光と教育機関との連携～
●明日のインバウンド観光を担う人材を育成
京都市では、京都観光の発展に必要な人材を育成すべく、2012 年度より、京都大学において「京都観
光経営学講座」を開催している。プログラムは観光庁の観光経営マネジメント人材育成をもとに構成。受
講対象者は、「観光業界での実務に従事して
おり将来経営者になることを目指す社会人」
とし、旅館・ホテル業、旅行代理店業、飲食
業、観光施設など観光関連事業者から広く募
集を募った。科目は、経営戦略、マーケティ
ング、ICT 戦略などで、観光経営に必要なノ
ウハウを提供している。京都市では「京都観
光振興計画 2020」でも観光経営を学ぶ高等
教育機関の創設・誘致を目指している。
（写真：京都市募集リーフレット(右)と横浜
商科大学が編集・発行した「マイス・ビジネ
ス概論」
）
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●大学が連携して MICE による人材育成をめざす
また、横浜商科大学（横浜市）では、2014 年度、長崎国際大学（長崎）や一般財団法人日本ホテル教
育センター、神田外語学院等（東京）と連携し、「地域産業活性化のためのインバウンド観光人材」事業
を実施。MICE に特化した人材育成を目指し、その行動特性調査や学生向け教材「マイス・ビジネス概
論」
、教員養成のための「インバウンド観光人材育成指導者用テキスト」等を開発した。この事業は、文
部科学省「成長分野等における中核的専門人材養成等の戦略的推進事業（観光分野）
」に採択されたもの
である。
いずれも大学と連携して文部科学省事業を観光分野に活用した事例であり、地元高等教育機関との協
力も重要であることがわかる。

③ガイドや通訳案内士の育成
外国人旅行者に対して、外国語を用いて有償でガイドをするには、通訳案内士の資格が必要であると、
通訳案内士法で定められている。しかし、通訳案内士が都市部や英語に集中していることや、急増するイ
ンバウンドの需要に追い付いていない等の理由により、通訳案内士法の特例を措置し、通訳案内士・地域
限定通訳案内士ではない者であっても、一定の区域内において、地方公共団体の実施する研修を終了する
ことで有償ガイド行為を可能とする規制緩和が行われている。
●分野別の地域のガイド育成を促進
一例として、京都市では、2015 年から市内限定特例通訳案内士の養成を独自に検討している。2014 年
末時点で府内の通訳案内士は約 700 人いるが、実際に稼働しているのは 4 分の 1 程度。増え続ける外国
人客に追いつかず、多様な言語、ニーズにも対応できていない現状があり、質量とも充実した通訳ガイド
の確保が課題となっている。伝統産業、伝統文化・芸術、文化財、食文化など専門性の高い研修を実施し
て分野別のガイドを育て市の人材バンクに登録し観光施設や団体などに派遣する。2016 年度には 100 人
程度の規模でスタートを予定し、英語に偏らず、中国語や韓国語など、なるべく多くの言語に対応できる
ようにする。
各地域においても、インバウンドの需要がガイドの供給量を上回ってから緊急的に対応するのではな
く、来るべきインバウンドの増加に備え、官民をあげて、自施設やプログラムにおける通訳ガイドを育成
していくことも推進、もしくは推進を支援していくべき時代になってきた。
■ポイント
・地元住民など地域に精通した人材からガイドの育成を
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【事例】鹿児島市 ～言語・非言語のコミュニケーション力アップが観光資源評価向上に直結～
●コミュニケーションの満足度が観光資源評価を高める
鹿児島市では、2014 年度「インバウンドを見据えた着地型観光調査」におけるモデル地域として、外
国人モニターツアーを行い、通訳ガイドが付かずに外国人だけで市内めぐりをした際の、受入体制や観光
資源に関する満足度調査を実施した。その結果、言語あるいは非言語（サイン等の）コミュニケーション
に対する満足度と受入体制の満足度は比例することがわかった。同時に、観光資源の評価も受入体制の満
足度と相関しており、
「コミュニケーションの満足度が観光資源評価にもつながっている」可能性が明ら
かになった。
●伝えようとする姿勢や「おもてなし」のこころが好評価に
一方、流暢な英語で対応した個所と、ボランティアガイドが対応した個所では、受入体制の満足度は変
わらず、英語の流暢さよりも、丁寧に伝えようとする姿勢やホスピタリティが評価につながった。特に、
かごしま水族館では、英語ではなく日本語でのガイドとなったが、英語のサインがあったことやガイドの
一生懸命さが通じたためか、言語コミュニケーションの評価は低かったが、受入体制評価は最高点に近か
った。報告会では、モニター参加者より「着地型観光に関しては流暢な英語よりその分野の専門性が重要」
とのコメントもされ、
各事
業者の言語・非言語のコミ
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（２）滞在環境の整備
①無料公衆無線 LAN（Wi-fi）の整備
観光庁では総務省と協力し、「観光立国実現に向けたアクションプログラム 2014」において無料公衆
無線 LAN 環境の整備促進のための体制づくりを目指し、官民協働の「無料公衆無線ＬＡＮ整備促進協議
会」を立ち上げ、無料公衆無線 LAN の整備促進、周知・広報と、利用手続きの簡素化のための認証の連
携を進めている。企業・自治体で協議会のメンバーとして入会すると、プロジェクトの進捗状況やセミナ
ーの案内等がメールで送られてくるので、会員になることを勧めたい。
また、総務省では「地方自治体における公衆無線 LAN 環境整備の手引き（平成 26 年）
」を公表してい
るので、地方自治体においては導入の手引きとして参照するとよい。
（http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/top/local_support/ict/index.html）
●無線 LAN 導入に際して留意すべきこと
注意したいのは、既に「導入済」と認識しているが、外国人旅行者の満足レベルに達していないケース
もある点である。例えば、
「無線ではなく、有線である（タブレットやスマートフォンには LAN 回線コネ
クターが付いていないので使えない）
」
、
「建物の一部（例えばロビーだけ）の接続で客室では通じない（夜
間等もその都度ロビーに行かなくてはならない）」
、
「接続時間が短時間に限定されており、例えば一日 30
分しか無料接続できない（外国人旅行者には別途無料接続できる ID カードの手交が必要）
」、
「認証のた
めに登録が必要で、登録のために通信環境が求められるので、そもそも登録できない」等である。そのた
め、無料公衆無線 LAN が普及するまで、自らのスマートフォン等の端末に挿入し、通話やテザリング（イ
ンターネット通信）のできる「SIM カード」を、空港や観光案内所で月額数百円程度の安価で販売するケ
ースも並行して増えてきた。公衆無線 LAN 導入まで時間のかかる場合、外国人旅行者向けに SIM カー
ドの販売を検討するのも一考である。
■ポイント
・早期の無線 LAN 導入が難しい場合は、SIM カードの販売も有効
【事例】高山市 ～無料公衆無線 LAN をマーケティングにも活用～
高山市では外国人等の観光客に向けて、2014 年 8 月より市内中
心部において無料公衆無線 LAN 環境「Free Wi-Fi TAKAYAMA」
をスタートさせた。高山市を訪れる観光客が登録から 7 日間、無料
で容易にインターネットに接続できるようにすることにより、観光
客の利便性の向上を図るとともに、SNS 等による高山市の魅力の発
信を促す。利用に際し、アンケートに回答してもらうことで、居住
国・地域やメールアドレス等の情報を入手し、観光情報や緊急情報
等を提供するとともに、その後のマーケティングや誘客活動にも活
かすこととしている。
（図：利用可能エリア図）
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②外国語ツールの充実
外国人旅行者は訪日前にも様々な日本の情報を収集するが、インターネットでの情報収集が多い。
そのため、各地域で行政が中心となり、地域観光情報のポータルサイトを作り、
「外国人旅行者向けの
様々な外国語での案内書」を用意し、来訪を予定している外国人が閲覧したり、ダウンロードできるよ
うにしておくことが望ましい。また、そこには旅行者向けの情報だけではなく、外国人に接する「事業
者向けのマニュアルやサイン類」もサポートツールとして準備しておくとなおよい。
インバウンド受入れの初期に「外国人を受けると、日本の習慣を知らないので、マナーが悪い」とい
う声を聞くことがあるが、これは事前や現地での情報提供不足と考えることもでき、そうしたケースが
多い場合は情報提供のあり方を見直すことも必要である。
■ポイント
・外国語での地域観光情報ポータルサイトは有効な PR 手段
・事業者向けサポートツールや外国語看板などもできるだけ充実させる
【事例】沖縄観光コンベンションビューロー ～旅行者と同時に県内事業者にも情報提供～
●外国人旅行者向け情報サイト、受入側向け情報サイト共に充実させて高い効果を
一般財団法人沖縄観光コンベンションビューローでは、外国人旅行者の利便性向上のため、事業者や
旅行者向けに各種資料提供を行っ
ている。
宿泊・飲食・交通・商業・観光
施設等事業者向けには、
「沖縄イン
バウンドネット」
http://www.visitokinawa.jp/oin/）
にて様々なインバウンド関連情報
やニュースを発信するとともに、
「めんそーれ沖縄」サイト（右写
真）
http://www.visitokinawa.jp/oin/
manual/mensawlei/）
においては、各種接遇マニュアル
や実践者のインタビュー動画、と
っさの一言会話集、等を提供し、
自由にダウンロードできるように
している。
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旅行者に対しては、沖縄観光情報発信サイト「Be.OKINAWA」にて 11 言語の観光情報提供を行って
いるほか、事業者向けサイトからは旅行者向けの沖縄ハンドブック「DISCOVER OKINAWA」をダウ
ンロードし、各事業者にて配布可能としている。
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③ワンストップ予約とクレジット電子決済
外国人旅行者は、日本に来てからも情報収集はインターネットをフル活用する。現地での「予約」に関
しても例外ではなく、航空予約やＪＲの座席指定、宿泊はもとより、着地型観光においても外国語表記の
予約専用サイトで予約する。その際、宿泊や旅行のような小規模事業者の悩みは、インターネット予約の
場合、
「連絡なき不泊（業界でノウショウと呼ぶ）
」が発生するおそれがあることである。そのため、予約
と同時にクレジットカードでの電子決済機能を付けておくことが望まれる。
しかし、着地型旅行業等の小規模事業者の場合、予約・決済システムを構築すること自体の費用捻出が
難しい場合が多い。その際は、地方自治体等がコーディネートして、一括予約・決済できるシステムの構
築を支援することが望ましい場合もある。各エリアでは、こうした予約・決済システムの構築も含め、地
域内の滞在観光を推進し、地域事業者と旅行者をつなぎ、商品企画・地域コーディネート・販売機能を担
う「観光地域づくりプラットフォーム」の設置が期待されている。
●クレジットカード対応、タブレット端末決済への対応を
また、外国人旅行者は、現地でも、現金ではなくクレジットカードで支払いを行うニーズが高い。その
ため、クレジットカード会社の加盟店契約をしていない場合、現地精算できない事態が発生することがあ
る。クレジット会社の CAT（精算レジ）を購入・リースできない場合、i-pad 等のタブレット端末にカー
ドリーダーを付け、カード決済できるアプリケーションも開発されている。
（例：アプリケーション提供
の一社である square の場合、初期費用はなし、決済手数料は 2015 年 3 月現在 3.25～3.75％。プリンタ
ーにつなげば決済内容の印刷も可能。入金は翌日または翌々日となっている。）
こうした機能を紹介・提供・普及させることも観光地域づくりプラットフォームの役割であろう。
【事例】田辺市熊野ツーリズムビューロー ～予約・決済機能を付けたシステムの構築
●旅行サイトがインバウンド予約増加に確実に寄与
世界遺産・熊野古道エリアを含む歴史遺産に恵まれた田辺市
では、観光地域づくりプラットフォームとして「一般社団法人
田辺市熊野ツーリズムビューロー」を設立し、観光案内所のほ
か、旅行業第 2 種「熊野トラベル」を運営している。
ビューローが運営する旅行サイト「KUMANO TRAVEL（日
英）
」では、利用者数の約 8 割が欧米を中心とした外国人旅行者
である。熊野古道を歩くコース、宿泊施設、その他オプション
（弁当、荷物デリバリー等）などから組み合わせる形式の募集
型企画旅行を一括予約することができる。現地（宿泊施設など）
への手配はアナログ（電話や FAX）なので、受注発注の全てが
システム上で完結するわけではないが、本システムがあること
によってインバウンドの予約は着実に増えている。加えて、全
ての予約が事前クレジットカード決済のため、ノウショウ率は
低く、キャンセルをした場合でもキャンセル料を確実に収受で
きるので、宿泊施設やツアー催行者からの信頼や協力体制が得
られやすい体制となっている。
（写真：KUMANO トラベル 日本語版／英語版に切り替え可能）
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④免税店の設置と外貨両替
外国人旅行者のショッピングによる消費促進に向け、2014 年 10 月から新しい外客免税制度が始まっ
た。外国人向けの免税サービスには、関税等の免税（DUTY FREE）と消費税の免税（TAX FREE）が
ある。今回の免税制度改正で全品免税となり、インバウンド消費を積極的に進めようというのは後者の
「消費税免税」である。とりわけ今回の制度改正のポイントは、既存の免税対象物品であった「一般物
品」
（消耗品以外の電化製品等）以外に、新たに「消耗品（食品、酒類、化粧品、薬品等）
」が免税対象
として加わったことである。
（ただし１人１日１店舗あたり、一般物品は 10,001 円以上、消耗品は
5,001 円以上 50 万円未満の購入に限られる。一般物品と消耗品の合算はできない。）
●地方にとっての免税店ビジネスチャンスも広がる
今回の改正で地方にとって影響が大きいのが、消耗品を販売する小売店や宿泊施設の売店にまで、免
税店として許可を得られる可能性が広がった点である。すなわち、各地域の農産品や加工品、銘菓や地
酒等まで免税範囲が広がった。
免税店としての許可を得るには、納税地の所管税務署に「輸入物品販売場許可申請」を行う。この
際、販売場の所在地が「非居住者の利用度が高いと認められる場所」であることや、
「非居住者に対する
販売に必要な人員の配置」及び「物的施設(例えば非居住者向特設売場等)を有する」ものであることが
条件となる。詳しくは、観光庁の「さあ、免税店事業者になろう」特設サイト
（http://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/index.html）を参照すると詳細に解説されている。
●免税店での支払い決済の留意点
また、免税店の場合、クレジットカードまたは外貨での支払いニーズも生じる場合がある。クレジッ
トカード加盟店になっていない場合は、10 ページで前述の「square」等のアプリケーションを使ったタ
ブレット端末決済で対応ができる。外貨両替については、小規模な宿泊施設や商店では、両替ニーズの
規模が小さく、高価な両替機能付きの ATM を設置するメリットはあまりない。しかし、旅館向けには
大手旅行業（JTB）により 2015 年 4 月から両替代行サービスが開始される。小型の紙幣判別機をレン
タルし、両替の都度手数料を支払う方式で、受け取った外貨の為替変動リスクを抑えられる。
今後、地方の事業者に関して、免税制度改正と合わせて、最新の ICT 技術を使った決済・両替サービ
スについても広く理解を促し、インバウンド消費を一層拡大していくことが期待されている。
【事例】各地の旅館が免税店を開設 ～今後は一括カウンター整備により商店街にも拡大見込～
新しい外客免税制度のスタートにより、全国の旅館やホテル
が自らの売店を免税店として許可を得るケースが増えている。
主要商品は、今回新たに消費税免税となった消耗品で、菓子
類、酒類等が中心だ。
免税店として許可を得るには、外国人の相当数の需要が見込
めること、外国人に接客できる要員がいること、手続きカウンターがあること等のほか、利用者側の旅
券等の提示、旅券への記録票の貼付、誓約書類の記入、指定包装が義務付けられており、一定程度の需
要開拓と並行して申請することが求められる。これまで、許可を得た旅館は、花びしホテル（函館湯の
川温泉）
、鬼怒川グランドホテル夢の季（鬼怒川温泉）、塔ノ沢一の湯本館（箱根塔ノ沢温泉）等があ
る。2015 年 4 月からは、商店街や物産センター等で手続きを一括化する「一括カウンター」も認められ
ることとなり（店舗の合算も可能）
、商店街等での免税店申請の増加も見込まれる。
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（３）商品造成および催行
①滞在型観光地での着地型商品
地域にとってインバウンドの特長として、
「平日に来ていただけること」や「（とりわけ欧米人や個人
旅行者は）連泊・滞在してくれる」点がある。連泊すると、当然、現地発着の着地型観光のニーズが高
まる。訪日外国人消費動向調査（平成 25 年）によると、平均約 12 泊もしている。
これまで、着地型観光の問題点として、あまり連泊をしない（もしくは日帰りの）日本人をターゲッ
トとしていたこともあり、短時間の体験プログラムやウォーキングツアーが多く、「集客が難しい」
「儲
からない」と言われることも少なくなかった。
しかし、着地型観光が最もその集客効果が見込めるのが、滞在観光地の場合だ。そのため、理想とし
ては全ての観光地が連泊・滞在型観光地を目指すべきである。そのためにも、インバウンドに取り組む
意義がある。
滞在型観光地における「滞在プログラム」の企画に関しては、観光資源の洗い出し、磨き上げ、実施
計画の策定、関係者との交渉等の考え方について、2014 年度に観光庁が作成した「地域発 滞在プログ
ラムの手引き」に記しているので参照されたい。
■ポイント
・連泊・滞在型の外国人に対応する「滞在プログラム」への取り組みは重要
→平成２５年版 観光庁「地域発 滞在プログラムの手引き」を参照のこと
【事例】白馬村 ～滞在型観光地でのインバウンド着地型観光ツアーのモデル～
●体験型プログラムの充実で連泊外国人客を呼び込む
冬期間に、豪州や欧米を中心としてスキーヤーが集まり、インバウンド先進地として脚光を浴びてい
る白馬村（長野県）
。ほぼ全ての外国人客が連泊・滞在するため、着地型観光ツアーも多く、中には外国
人が経営する旅行会社もある。最も売れ行きがよいのが「地獄谷温泉のスノーモンキー見学バスツア
ー」
。白馬村から 2 時間程度かかるが、目的が魅力的であれば旅行者は距離や時間をあまり意識しない。
また、太鼓や茶立て体験、料理教室等、実際に「体験する」プログラムの人気が高い。

（写真）白馬のツアー例。全て 2 時間～1 日の日帰りで、一人 5,000～10,000 円。
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②トランジット型観光地での着地型商品
外国人旅行者を対象とした着地型観光の可能性は、滞在型観光地ばかりではない。日本を乗り継ぎ地
点として利用するトランジット客も着地型観光の対象となり得る。その先進地が、シンガポールのチャ
ンギ国際空港だ。乗降客数の約 30％がトランジット客といわれる同空港では、5,370 万人（2013 年）
の乗降客のうち、1,611 万人ものトランジット客が存在すると推測されている。そうしたトランジット
客に対して、同空港では「フリーシンガポールツアー」を提供している。トランジットである限り、滞
在時間は必ずしも長くはないが、ゆくゆくは目的地として来訪いただくための魅力を提供していると考
えると着地型観光の役割は重要である。
■ポイント
・乗り継ぎ時間の長い欧米の旅行者向けに着地型商品提供の可能性は大きい
・時間の限られたトランジット客だからこそ提供できる「ミニ町歩き」や体験型資源を探れ
【事例】成田市 ～トランジット協議会と農観連携プロジェクトとのコラボレーション～
●年間７０万人の長時間トランジット客をターゲットとした体験プログラム
成田（新東京国際）空港のトランジット客は年間約 280 万人。市内に入れる 4 時間以上の旅客はその
うち 24％の約 70 万人である。そこで、成田市では「成田トランジットプログラム」として、成田山新
勝寺やショッピングセンターへのコースのほか、外国語の観光タクシー（千葉交タクシー）を使った有
料の体験プログラム（イチゴ狩りツアー）を用意している。
2014 年度には「インバウンドを見据えた着地型観光調査」を活用し、成田空港周辺における農観連携
プロジェクト検討会と協力して、料理教室（太巻き寿司作り体験）と「房総のむら」での日本の伝統的
な生活様式（煎餅焼き、茶道体験、畳のコースター作り、等）を体験するファムトリップを実施した。
事業を通じて、農業体験をプログラムに入れることは有効だが、利用者にとって「衣服が汚れ靴に泥が
付着しない」ことや「その場で農産物を消費してもらう農業体験とする」ことが必要との意見も出さ
れ、今後の具体的なツアー化に向けた受入体制の整備等、その取組みが開始された。

（写真）成田トランジットプログラムのチラシ中身
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③アウトドア型着地型商品
日本でインバウンド（個人客）が伸びた一要素に、南半球からの訪日外国人が、ニセコ（北海道）等
の日本のスキーリゾートを目指し、滞在したというケースがある。スキーの他にも、サイクリング、ト
レッキング、ラフティング、カヌー等、国別にも傾向はあるが、外国のお客様は全般的にアウトドアラ
イフを好む傾向がある。
日本ではまだ数が多くないアウトドアメニューとしても、例えば、ホースバックライディングツアー
（乗馬でのトレイル）
、グランピング（リッチに滞在できるキャンプやバーベキュー）
、カラーラン（カ
ラーパウダーを浴び、色に染まりながら楽しむランニング）等があり、インバウンド誘致のためのコン
テンツとしての可能性が高い。
■ポイント
・アウトドア愛好者に絞り込んだ体験型プログラムで地域の特色を
・春夏秋冬、四季を通じたさまざまなアウトドアスポーツ提供の可能性あり
【事例】飯豊町、富士市 ～アウトドアを観光資源とした取組み
●スノーモービル・雪遊びと民泊体験をセットに
飯豊町（山形県）の主軸の商品は、雪遊びをメインとした
スノーモービル体験だ。飯豊町には、以前よりスノーモービ
ルを楽しむ愛好家が多く、JSSA 認定のインストラクターも
多い。飯豊町観光協会がインバウンド誘致のためのコンテン
ツを「雪」と決めてから（当初は「雪遊び」から始めた）、台
湾グループを受け入れる初期段階まで彼らの協力なしでは成
し得なかった。
特に、飯豊町を台湾で有名にしたのは、スノーモービルに
乗り、台湾旗を振りながらバスを見送る光景だ。ＳＮＳ等を
通じて台湾じゅうに拡散され、台湾では、今や雪国体験とい
えば飯豊町というブランドが定着した。現在は農家民宿での
宿泊とセットにしたアウトドア体験が同町のインバウンドの
基本コースとなっている。
（右写真：台湾のお客様誘致のための自作チラシ）
●富士山登山客をねらいサイクリングで市内回遊へ誘引
また、富士市（静岡県）では、2014 年度「インバウンドを見据えた着地型観光調査」を活用し、富士
山観光交流ビューローが中心となり、サイクリングでの富士山観光をテーマとしてモニターを招いての
ファムトリップを実施した。サイクリングと言ってもスポーツとしてではなく、新幹線「新富士」駅を
途中下車した外国人に徒歩圏内にはない周辺スポットで、富士山の風景の写真を撮りながら富士市を周
遊してもらおうという趣向から、ツアー化に向けた観光資源の評価を行った。（下写真）
ファムトリップにおいてモニターからは、
「車の通行量の多い道はコースとしては適当ではない」
「英
語でのコミュニケーションができればなおよいが、英語のマップとガイドは必要」「旧東海道の通る蒲原
地区は魅力が高く、自転車の乗り捨てができるとよい」
「なぜ製紙工
場が多いのか（富士山のきれいな湧水があるから）という解説もある
とよい」
「シラス等の食も魅力的」等のコメントが寄せられた。アウ
トドアを活用してどのような体験を提供するのか、自らの資源評価か
らまず始め、編集・ツアー化、プロモーション、リピートの仕組みの
構築と計画的に実行するのがよい。
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（４）プロモーション
①商談会参加
基本的に「ツーリズム」とは「２way」
、つまり海外国と日本との相互交流・訪問があってこそ成り立
つ。例えば、海外から来ていただくための航空機の座席を効率的に埋めるには、インバウンドを強化す
るだけではなく、日本からの海外旅行も活性化させ、バランスを保つことが重要である。そうした意味
でも「プロモーション（将来の販売促進のための営業活動）
」の根底には、相手国を訪ね、その文化や人
間性を知ると同時に、日本や地域のことも知っていただき、ゆくゆくは訪問していただくという相互交
流の意識が流れていなくてはならない。
そうしたインバウンド活性化に向けた相互交流の第一歩となるのが、プロモーションとしての「商談
会」である。商談会には、大きく「日本（東京等）に来ていただく商談会」と「海外を訪問して実施す
る商談会」
、
「毎年海外各地で開催される特定市場（例えば富裕層向け）の商談会」がある。
日本で開催されるインバウンド向けの代表的な商談会が「VISIT JAPAN トラベルマート（VJTM）
／MICE マート」
（観光庁、日本政府観光局主催）である。VJTM は、347 社の海外バイヤー（旅行代
理店等）と 12 社の海外メディアが参加（いずれも 2014 年実績）する日本最大級の商談会である。
●人脈づくりも商談会参加の目的
海外で実施される商談会には、日本政府観光局や都道府県単位で主催するケースと自治体単独で訪問
するケースがある。まだ海外商談会の経験が少ない地域であれば、前者の機会を活かして参加するのが
よい。いずれも訪問国は、地方空港に直行便で結ばれている地域が最優先となることが多いが、国内の
アクセスも向上していることから、ゆくゆくは成田・羽田・関空・中部・福岡等の「日本のハブ空港」
発の新たなコース提案を持参し、訪ねることも視野に入れておきたい。なお、商談会参加の初期のうち
に目標とすべきことは人脈作りであり、コミュニケーションを図るための事前知識を十分に学習してか
ら行くという点は言うまでもない。
■ポイント
・有効なプロモーションのためには相手国をよく知ること
・商談会は人脈づくりの絶好の場でもある
【事例】佐世保市観光コンベンション協会 ～ターゲットを定めたプロモーション～
●直行便のある東南アジア国からの誘致に注力
一例として、インバウンド誘致に熱心な佐世保市（長崎県）の事例を挙げる。同市では日本政府観光
局（JNTO）等が主催する商談会を活用し、2014 年には、主として東南アジアの新興国をターゲットと
して参加している。すでに、中国や台湾は充分に対応できていることから、新規マーケット開拓が目的
だ。まずは、福岡空港に直行便のあるフィリピンやベトナムを優先しつつ、直行便のないインドネシア
にも初参加。また、国内での商談会では、通常営業に行けない欧米のバイヤーへの営業が目的。こうし
た商談会で得た感触と人脈をもとに有望な市場を開拓し、継続営業していく予定だ。
期 間

主 催

1

2014.6.25～6.27

九州運輸局、九州観光推進機構

2

2014.8.18～8.21

日本政府観光局（JNTO）

2014 VISIT JAPAN TRAVEL TRADE MEET
インドネシア３都市セミナー・商談会

3

2014.9.11

観光庁、日本政府観光局（JNTO）

2014 VISIT JAPAN
韓国市場商談会in釜山

4

2014.9.24～9.26

日本観光振興協会、日本旅行業協会

JAPAN トラベルマート 2014（日本開催）

（図：佐世保市観光コンベンション
協会の 2014 年の参加商談会。写
真：商談会参加の一場面）

名 称
タイ、シンガポール、マレーシア、インドネシアに
おける九州観光説明会・商談会

5

2014.10.22～10.24 日本政府観光局（JNTO）

2014 VISIT JAPAN TRAVEL TRADE MEET
ベトナム２都市セミナー・商談会

6

2014.11.19～11.21 日本政府観光局（JNTO）

2014 VISIT JAPAN TRAVEL TRADE MEET
フィリピン２都市セミナー・商談会
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②ファムトリップやプレスツアーの実施
商談会で海外との人脈ができた後、今度は相手国のキーマンを自らの地域に招聘するツアーを実施す
る。主として海外旅行会社（エージェント）を招くツアーを「ファムトリップ」
、海外メディア（編集者
や制作担当者）やライターを招くツアーを「プレスツアー」と称することが多い。近年では、ブロガー
やキュレーター、Youtuber といった Web 上の特定媒体でサイト集客力のある個人を招くプレスツアー
も増えている。
いずれもプロモーションの一環であることから、航空券・滞在費等は計画的に予算化を図っておく。
ツアーの行程は、単にこちらが売り込みたい地域資源を羅列するのではなく、できれば相手国のニーズ
を知り、観光資源の選択と集中を図った上で設定するのが望ましい。その際、体験プログラムを入れる
ことがポイントである。観て歩くだけではなく、日本人がしていることや食べているもの、日本オリジ
ナルな習慣・文化にこそ、外国人は興味を示す。
また、ツアーに際してはアンケートを実施し、観光資源や受入体制に関する評価を受けるのがよい。
観光資源の評価は日本人の評価と違うことも少なくない。
■ポイント
・海外旅行会社やメディアを招いたツアーでまず現地を体験してもらうこと
・そうしたツアーは外国人に魅力あるプログラムづくりのための有益な意見収集や改善のチャンスでも
ある
【事例】加賀地域連携推進会議 ～台湾の個人客をターゲットとしたファムトリップの事例～
●オール加賀５市１町が連携し、石川県西部の魅力をアピール
加賀地区（石川県）6 市町で構成される広域観光を推進する加賀地域連携推進会議では、2014 年度イ
ンバウンドを見据えた着地型観光調査を活用し、小松空港と直行便で結ばれた台湾からのモニターを招
き、1 泊 2 日のファムトリップを実施した。
1 日目は小松市の観光資源（安宅住吉神社、こまつ曳山交流館みよっさ等）を視察後、加賀市の橋立
漁港で海鮮バイキングを堪能、午後は山中温泉の散策等をして過ごし、山代温泉に宿泊した。2 日目は
「日本文化体感コース」と「雪国の生活文化体感コース」に分かれ、前者では、能美市の九谷陶芸村や
川北町の和紙漉き体験、野々市市のふるさと歴史館の視察を行った後、台湾でも有名でリクエストのあ
った松井秀樹ベースボールミュージアムを見学した。後者では、雪に埋もれた白山市・白峰地区を散策
し、雪だるま制作等で雪国を堪能した後、白山比咩神社に参拝、小堀酒造と那谷寺を見学した。昼食で
は、前者は川北町のご当地グルメ「みそ豚丼」、後者では白山麓の創作膳「白山百膳」を味わった。
ファムトリップによりこれまで気づかなかった点が様々明らかになるとともに、単独ではなく広域連
携しての受入れすることにより、他自治体と課題を共有できる等効果が高いことも実証できた。
【各自治体関係者のコメント（抜粋）
】
「施設側の視点で見ると、言語サポートの不十分さを痛感した。もっと
わかりやすい、きちんと伝わる説明やしくみが必要だし、スタッフの意
識づくりも課題と感じた」
。
「参加者から質問が出るなど焼き物に関心を
もってもらえた。中国語の掲示や案内の整備は予算的に厳しい面もあ
る。スマートフォンをかざせば映像で説明できるようなアプリやシステ
ムの整備も検討していきたい」
。「白峰の雪だるま体験で『現地の人と交
流できたのがよかった』という声をいただき、現地住民との交流が経験
の価値をより深めてくれるのだなということ実感した」
。
「個々の観光地
がそれぞれ別個に個人観光客を迎えるのではなく「面」として対応する
体制が不可欠なことを実感した」
。
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（写真：雪だるまづくりを
楽しむモニター）

③Web プロモーション
外国人は日本訪問に際し、Web メディアをフル活
用する。これまでは「ロンリープラネット」に代表
される旅行ガイドブック（英語版）が情報メディア
として旅行情報の流通を支えてきたが、現在では、
インターネットでの情報収集が最も多い。
インターネットメディアには、自らのホームペー
ジのように情報の送り手側が情報を発信するオウン
ドメディア（Owned media）
、ブログやＳＮＳのよ
うに情報の受け手側が情報発信するアーンドメディ
ア（Earned media）
、中間で情報流通を介在し、情
報のポータルとして機能して有料で広告や記事を発
信するペイドメディア（Paid media）の３つ（トリ
プルメディア）がある。
意識する順序としては、オウンド→アーンド→ペ
イドの順だが、どれかに偏るのではなく、トリプル
メディアのそれぞれを意識し、計画的・戦略的な情
報発信を実践することが望ましい。

（図）観光庁「訪日外国人消費動向調査」
（平成 25 年度）より抜粋。
「出発前に得た
旅行情報で役立ったもの」
。

■ポイント
・自らの HP、SNS、有料サイトの３フェーズを複合的に有効活用する
【事例】ジャパン・トラベル・ドットコム ～日本在住の外国人が記事を執筆するペイドメディア～
●日本に暮らす外国人が取材し記事を書き写真を撮る。徹底した外国人視線で各地を世界へ紹介
外国人が閲覧する代表的なペイドメディアに
「ジャパン・トラベル・ドットコム」がある。こ
のサイトは日本在住の外国人約 4,000 人がライタ
ーとして登録され、毎日 10 言語で日本の情報を発
信している。
最大の特徴として、
「外国人目線」で記事が発信
されていることが挙げられる。例えば、
「東京から
京都までは新幹線がよいか飛行機がよいか」
「東京
の無線 LAN を使う方法」等、日本人が気づきにく
い情報が網羅されている。そのため、毎月 190 か
国から約 55 万人の閲覧者を得ている（2014 年 11
月現在）
。
こうしたペイドメディアには、バナー広告や記
事広告等を掲載できるので、受入れ側として、特
定の情報を集中して発信したい時、オウンドメデ
ィアやアーンドメディアと合わせて活用すること
も一考である。
（写真）http://ja.japantravel.com/

21

（５）観光地のイノベーション
①滞在型を目指した泊食分離型観光地の構築
滞在型観光地を目指してインバウンドの受入れを進めていくと必ず直面するのが「泊食分離」の問題
である。これは、夕食等の食事を宿泊施設（特に旅館）ではなく、地域内で食べたいというニーズであ
る。私たち日本人も海外旅行に出かけた時、宿泊施設内で食べる時もあるが、連日というわけではな
く、外に出かけて地域固有の料理を食べることも少なくない。旅館においては、単価が下がるので夕食
は外せないという意見もあるが、今後のマーケット変化や平日稼働率の向上とのバランスにおいて柔軟
に選択肢を考える発想も重要になってくる。
今後は、日本人マーケットだけで成長してきた時代の慣習や制度を見直し、地域や事業経営のあり方
を見直す「イノベーション」が求められるようになる。
■ポイント
・地域の「食」や「酒」
、住民との触れ合いを求める滞在客も少なくない。
・「夕食」は地域や町を回遊させる絶好の機会
【事例】阿蘇市観光協会／阿蘇温泉観光旅館協同組合 ～外国人が街を回遊する仕組みを確立～
●商店街が連携して５カ国語のポスターやメニュー表記を整備。食べ歩きを促進
阿蘇内牧（熊本県）を襲った九州北部豪雨災害。温泉街は洪水に見舞われ、ほとんどの宿が床上浸水の被
害を被った。その後の改装をきっかけとして、今後の営業の基軸のひとつにインバウンドを据えた。インバ
ウンド（個人客）を受けてわかったのが、半数以上の外国人客が夕食を旅館外（地域）の飲食店に出かける
という事実である（インバウンドに積極的な旅館「蘇山郷」の場合、1 泊 2 食は 42％、1 泊朝食は 58％）。
しかし、いざ町に出かけた外国人からは、
「どこで何を食べられるかわからない」
「店の中が見えず入りづ
らい」「英語が通じず注文しにくい」
「クレジットカードが使えず不便」という声がアンケートで寄せられ
た。
そこで、宿泊業と商店街が組み、2020 年を目指して段階的に外国人に滞在しやすい町づくりを推し進める
「ふらっと内牧」をスタートさせた。
「もっと親切」で「ふらっと」来たくなる街を目指して最初に取り組ん
だのが、言葉の壁やわからない不便を解消するための「飲食店回遊の仕組み」だ。
旅館宿泊者に向け、５か国語（日英中韓仏）で内牧回遊を促すポスターを制作。言葉の壁をなくすため、
全店のメニューを多言語化した。５か国語のホームページには内牧の飲食店全店を画像、マップ、メニュ
ー、動画で紹介。飲み・食べ歩きしやすいよう３店分のセットメニューをチケット化した「あるこーるチケ
ット」も販売した。
●旅館客室にも「利用ガイド」を常設
さらに、旅館内の客室には、温泉地における「夜の楽しみ方」を網
羅した利用ガイド（ルールブック）を設置し、日本の慣習を解説。
楽しく過ごせるような配慮も行っている。また、クレジットカード
で精算できなかった店については、タブレットで使えるリクルート
の「エアレジ」という POS 機能アプリと、クレジット精算アプリで
ある「スクエア」
（11 ページでも紹介）を導入してクレジットカー
ド決済の環境を実現した。
今後、最終的には公衆無線 LAN の整備を目指し、まず無料 SIM
カードの配布に取り組む予定だ。

（写真）ふらっと内牧――阿蘇

内牧夜のグルメガイド。http://www.flat-aso.com/
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②既存資源を活用した新ビジネスの構築
インバウンドの新規受け入れを検討するのと並行して、これまでになかった新たなビジネスを考える
ことも必要になってくる。地域の事業者が主体となり、既存資源を活用し、事業構想を行い、地域や事
業のイノベーションにつなげることも可能と思われる。例えば、ムスリムをターゲットとしたハラール
対応和食の加工や弁当の宅配、あるいは、主にインバウンドに向けた芸妓の復活とビジネス化、空き家
を活用したゲストハウスの開発とチェーン展開等、現在ある資源をインバウンド向けに再編集すること
で、新たなビジネスの芽が見えてくる。
その際のキーワードとなるのが「連携」で、地域の中で新たな連携を図れば新しい事業が見えてくる
ことも少なくない。着地型観光も地域内の連携なくしては成り立たない。地域ならではの人脈を駆使
し、他地域の人ではできないプログラムを開発することが期待されている。
■ポイント
・ビジネスの種はあらゆるところにある。
「インバウンド」をキーワードとして地域資源を再度見直せ
【事例】株式会社ホワイトリング ～旅館が協力して送迎バスを事業用に転換し周遊ツアーを実施～
●旅館送迎バスを活用して周遊ツアー化
2013 年に白山市（石川県）で創業した㈱ホワイトリングは着
地型ツアーを手がける旅行業と貸切バス事業を運営する。同社
は、一里野温泉・中宮温泉という白山麓に位置する小規模な温泉
地の」旅館 3 軒が設立したものである。
白山麓地域の同地区は、過疎化から路線バスの運行もなくな
り、送迎バスや貸切バスでの送客に頼らざるを得ない。さらに、
冬期間は休業する宿もある。
そうした環境のなか、白山ホワイトロード（旧名称は白山スー
パー林道、冬期閉鎖）をはさんだ白川郷や高山市でのインバウン
ドの賑わいが聞こえてくるとともに、北陸新幹線開業というチャ
ンスが到来した。そこで、3 軒は連携して、各社で１台ずつ保有
する中型・小型の送迎バスを事業用自動車に転用し、各社の経営
者が運行管理者となり、貸切バス業に進出した。同時に地域限定
旅行業に登録し着地型観光の企画・実施を開始することになっ
た。
●住民向けのコミュニティバスとしても機能
当初の発想は、送迎に観光を付け、有料化することであった。
しかし、それだけではなく、金沢駅から高山や白川郷への観光バ
ス需要に加え、冬期を除き、白山ホワイトロードを経て白山麓ま
で周遊する観光バスを運行することとなった。そのターゲットは
主として訪日外国人である。また、平日には地域のコミュニティ
バスとしての需要も芽生えた。
課題は人材であり、現在では緊急雇用事業で募集した英語堪能
な社員がその屋台骨を支えてくれているが、事業を発展・展開す
るためには、営業要員も必要であり、今後どのように販路を拡大
していくかが同社の課題となっている。
（写真）ホワイトリングホームページ http://whitering.co.jp/
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③ビジネスモデルの構築と人材確保
インバウンドを核にした地域イノベーションを図る上で、とりわけ重要なポイントは「ビジネスモデ
ルの構築」と「人材の確保」である。着地型観光の場合、流通の仕組みが改善されたとしても低収益性
の改善なくしてその普及はあり得ない。その点、行政主体から民間事業者主体へとシフトしていくこと
が期待される。加えて、ＢｔｏＣ事業の場合、広いマーケットに対する販路が十分に確保されていない
事業初期には収益が不安定になりがちになることもあり、資金繰りの面等から地元や特定業界に販路を
確保するＢｔｏＢ事業と組み合わせ、事業を構築する等の工夫も必要の場合もある。
また、ホスピタリティ産業といわれる観光ビジネスを推進していく上で最も重要な点が「優秀な人材
の確保と育成」である。
「地方創生」の流れを作るためにも、将来性と収益性が担保された魅力的な事業
を構築し、人材を地方に還流させていくことが必要である。そのためにも、地域行政は、先々を見据え
た観光ビジネスに関する創業支援や産業誘致を検討すべきで、そうした官民の連携が地域の将来につな
がっていく。
■ポイント
・ビジネスモデルの構築はまず行政がリードし、民間事業者主体へシフトするプロセスを
・「おもてなし」の主役は人材。観光ビジネスに留まらず、若者・女性・外国人も含めた幅広い人材育成
と登用を
ちゅ

ぼ

し

【事例】株式会社美ら地球 ～田舎をプロデュースするビジネスモデルを確立～
●独自のプログラムで観光人材を育成。初心者でも満足しやすい運営システムで人気
2007 年に飛騨市（岐阜県）で創業した㈱美ら地球（山田 拓社長）は、訪日外国人から高い支持を受け
る「SATOYAMA EXPERIENCE」ブランドの着地型ツアーを提供している。
「クールな田舎をプロデュ
ースする」を標榜する同社には、全員 1 年以上の海外経験を持つＩターン組の社員（2014 年現在 12
名）が企画からガイドまでをこなす。同社の強みは独自プログラムの研修システムによる人材育成にあ
り、事業にさきがけ地域雇用を優先した点が事業の成功につながっている。
同社の人気プログラムは「飛騨里山サイクリング」（写真）
。里山を 3 時間半かけてめぐるスタンダー
ドコース（ガイド付き、一人 7,300 円）は、古い街並みを抜け、農村集落を抜け、里山の美しい景色の
中を地元の方々との交流も楽しみながら走る 22km のコース。初心者でも高い満足度を獲得しやすい運
営システムのため参加者の満足度は高く、クチコミサイトでも最高の評価がされている。同社ではその
ほかにも、アート＆カルチャーを楽しむプログラムや、ウォーキングツアー等多彩なプログラムを用意
している。
ツアー参加者は、年々着実に増加しているが、特外国人の伸びが顕著で、年々倍増しており２０１３
年には外国人参加者数が日本人数を上回った。
国別には豪州や米国が主流で、以下、シンガポー
ル、英国、香港等ブリティッシュ系の国々の利用が多
い。
また、時間がかかるＢｔｏＣビジネスの収益化まで
の初期投資の確保手段として、古民家の再生やコンサ
ルティング、企業研修の受役等のＢｔｏＢ事業も手掛
けており、今後は、宿の再生や運営受託も手掛ける。
ほか、宿泊客の獲得の為の着地型旅行という意味合い
で、観光協会、旅館組合、行政からの費用負担も視野
に入れている。
（写真：飛騨里山サイクリングの一コマ）
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３．まとめ
本手引きでは、インバウンド着地型観光を展開・推進する上で、主として「Ｄ：実行（Do）」段階の
ポイント及び先進地事例について紹介した。こうした事例の多くで共通していた、地域における「イン
バウンド着地型観光の成功のポイント」について、最後にまとめておきたい。
①外国人目線での地域づくりを目指すこと。
インバウンドの取り組みは、これまで経験のない地域であればあるほど、様々な誤解が多い。その誤
解を解くためには、日本在住の外国人モニター（例えば、事例で紹介したジャパン・トラベル・ドット
コム等）を招聘する等して、
「外国人目線」で地域資源を評価してもらい、地元では見えていなかった新
しい可能性を見出すことが必要である。
②地域で連携して実践すること。
インバウンドの受入れは、これまでにない地域イノベーションにつながるケースも少なくない。しか
し、地域イノベーションは一者単独ではなし得ない。官民、地域、異業種・同業種が連携して、新たな
マーケットに対応していくことが必要である。
③中期的に取り組むこと。
インバウンドのＰＤＣＡは、一朝一夕にはなしえない。計画から実行して、一定の評価を得るまでに
は、少なくとも３～５年以上はかかるだろう。そのためには、中期計画として計画し、地道なプロモー
ションを通じて、小さな成功を実現し積み上げることで、地域に自信をつけることをまずは目指した
い。
④ビジネスとして持続化させること。
着地型観光は、企画当初は集客も少なく、収益を得るまでには一定の時間がかかる。例えば、個人向
けのＢｔｏＣビジネスのみならず、ＢｔｏＢビジネスを目指し、団体旅行を受入れる仕組みを構築す
る。或いは地域の飲食店や農商業関係者など他業種を巻き込み、利益を上げる仕組みを構築するなどし
て、収益性を確保したビジネスとして展開し、取り組みを持続化していくことも必要である。
⑤地元に誇りをもち、胸を張って世界へアピールすること。
外国人観光客を呼ぶためにもっとも大切なのは、
「わが地元はこんな魅力がある！ こんな素晴らしい
ものがある！ ぜひそれを見てほしい、体験してほしい」という地域が一体となった熱い思いや情熱で
ある。そうした思いが住民を輝かせ、地域を活気づけ、観光客を引きつけるパワー源となる。住む人が
生き生きと暮らす土地は、訪ねる人にとっても魅力的なのだ。地域住民と来訪者とが交流し、その相乗
作用でさらに魅力と活力にあふれた地域をつくりあげてゆく「住んでよし、訪ねてよしの国づくり」
を、インバウンド観光を通じて実現してほしい。
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