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はじめに：ナレッジ集 参考資料の位置づけ
ナレッジ集 参考資料は、ナレッジ集で取り上げた課題解決の方向性について具体的に検討する際の国内外事例を紹
介する。

参考資料の
位置づけ
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ナレッジ集では触れなかった
自然体験型観光が盛んな国における、自然体験型観光の概観や実践され
ている取組について知識を得る
特に、海外で提供されている自然体験型観光コンテンツ（グローバルスタン
ダードのコンテンツ）の幅、種類について触れることで、自地域・自事業でコ
ンテンツの開発や提供を検討する際の視野を広げる / 検討の幅を広げる
ナレッジ集で触れた
『「自然体験型観光コンテンツ充実」に向けた課題と対応の方向性』の3カテ
ゴリー（「事業環境整備」「コンテンツ提供」「ルール形成」）を横断的に扱った
日本国内・海外における事例を理解し、観光充実の具体的な取組推進の際
のヒントを得る

第1.自然体験型観光/コンテンツの概観
1.自然体験型観光における先進国の取組
2. 海外と日本国内におけるコンテンツの分類とコンテンツの開発視点
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自然体験型観光における先進国
アドベンチャーツーリズム（自然体験型観光と捉える）の成長市場として、特にニュージーランド、オーストラリアは世界
的に注目されている。
上記2カ国に加え、近年自然体験型観光が国策として活発化しているスイスやアイスランドの現状や取組を紹介する。
アドベンチャーツーリズム成長市場としてのオーストラリア、ニュージーランド
オーストラリア、ニュージーランドは、アドベンチャーツーリズム旅行者の増加が著しく、広大な海岸、山岳など様々な自然体験アクティビ
ティを有していることから、今後大きく成長が見込まれるエリアである。

出所：Allied Market Research「Adventure Tourism Market – Global Opportunity Analysis and Industry Forecast,2017-2023」
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ニュージーランド （業界発展概略）
観光業界は年間129億NZドル-GDP比率5.6%-を創出し、188,000人-人口比率7.5%-を雇用している（2016年）。
主要な産業衰退を機に、 90年代に政府がトップダウンで観光産業発展をけん引した。
人身事故を機に、政府は安全性・品質担保に関する法規制・政策を加速し、ステークホルダーと一体運営を行っている。
●主要なイベント

90年代以前

90年代

00年代

イベント・
環境変化

●主要産業衰退

事業者・
個人

●個人・小規模事業者として
自然体験観光に従事

10年代

直近

●08年人身事故

●“100%
PURE NZ”開始

●安全性、品質担保機運急上昇
レピュテーション維持＝業界発展のKSF

●国立公園内
アクティビティ提供加速

●事業者はロングテール型

●リスクマネジメント、BCPの観点で
規制、ガイドライン、積極遵守
●安全性、品質担保の
マインド、スキルセット人材重視

●大規模事業者拡大

業界

●アウトドア分野の業界毎
にルール策定

★政府、業界団体、ガイド、エキスパート
協働で法規制、ガイドラインを整備

★業界急拡大

（エリア、アウトドア分野の業界毎に制定、策定）

●13年WORKSAFE発足

政府

●観光業界発展本格化
●MBIE、Ministry of Tourism
トップダウンで旗振り

●法規制強化、ガイドライン浸透、
監査、認定プログラム拡大
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ニュージーランド
ニュージーランドを訪問した外国人観光客の約5割が壮大な自然や景観を目的に訪れているほか、自然環境やアク
ティビティに対する満足度が高い。
ニュージーランドを訪れる動機

ニュージーランドでの体験満足度（スコア10点中）

Spectacular landscapes/
Natural scenery

46

NZ’s natural and built
environment

9.2

Sense of safety
Always wanted to visit

29

Visit friends/family

Activities

28

Friends, family or colleague
recommendation

27

Somewhere new
/never been there before

9.1
8.8

Primary accommodation

8.6

Customer service

8.6

Shopping

8.6
8.5

Experience at iSITE

25

8.4

Commercial transportation

Environmentally
friendly image

21
16

Walking and hiking
The Hobbit trilogy movies

14
0

10

20

8.3

Maori activities
All accommodation

8.1

Food & beverage

8.1
8.0

Tour guide

30

40

50
（%）

出所：Tourism Newzealand 「Visitor Experience Market information about our Visitors and our Active Considerers」
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7.0

7.5

8.0

8.5

9.0

9.5

ニュージーランド
近年の旅行消費総額は増加傾向にあり、そのうち娯楽サービス相当費の消費額も年々増加している。
政府観光局の公式ウェブサイトは、”Things to do”のページ内で、アクティビティやエリアごとにツアーやコンテンツ事業
者が多数掲載され、リンク先にアクセスすることで予約が可能であり、プラットフォームの機能を有している。
政府観光局公式ウェブサイト
旅行消費総額の内訳
“100% PURE NEW ZEALAND”
2014-2017年にかけて旅行消費総額は増加している。Cultural,
recreation and gambling servicesの消費額も増加傾向にあり、
特に、2016年は前年比15.1%の増加となっている。

ニュージーランド政府観光局の公式ウェブサイト”100% PURE
NEW ZEALAND”では、”Things to do”のページ内で、アクティ
ビティやエリアごとにツアーやコンテンツ事業者が多数掲載さ
れ、予約可能な外部サイトにリンクしている。

出所：Stats NZ; Tourism satellite account:2017, 100% PURE NEW ZEALAND HP
9

オーストラリア
オーストラリアは政府主導のグローバル観光キャンペーンにて、2016年より海や水辺における観光を訴求している。

観光キャンペーン「There’s Nothing Like Australia 」
「There’s Nothing Like Australia」は、オーストラリアのグローバル観光キャンペーンでオーストラリアの最も優れたアトラクションとエクスペリアンスを紹介している。

Aquatic and Coastal

オーストラリアは海洋生物、遠方のビーチ、都市に近いビーチというカテゴ
リで世界一にランキングされている

2016年よりThere’s Nothing like Australiaでは、Aquatic and Coastal
の重要性を認識し、この領域のツーリズムを強化している
インバウンド旅行者の7割近くがAquatic&Coastalの経験を楽しんでお
り、またオーストラリアの観光調査において、Aquatic and Coastalにお
ける経験が、オーストラリアの国際的な観光客需要の最大の要因であ
ることが示されている
総額4000万豪ドル（約31億円）を投じてオーストラリアの美しいビーチ
など、水にちなんだ観光資源を世界に向けて訴求している

出所：Tourism Australia HP、Travel Voice
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オーストラリアのトップ10アトラクションのうち6つはAquatic and Coastal
の領域であり、人気の高さがうかがえる

オーストラリア
オーストラリアで自然体験型観光(Nature-based Tourism)に参加する人は多く、2017年は外国人旅行者の約7割が自
然アクティビティを体験している。
政府観光局の公式ウェブサイトでは、”Experience”のカテゴリ内で多様な自然アクティビティを掲載し紹介している。
政府観光局公式ウェブサイト”Visit Australia”

オーストラリアの自然体験
概要

オーストラリア政府観光局の公式ウェブサイトでは、”Things to
do”のうち”Experiences”として、以下の分類別にコンテンツや
アクティビティを掲載している。
・Nature and wildlife
・Aquatic and coastal
・Food and wine
・Aboriginal Australia
・Signature Experiences of Australia

オーストラリアのNature-based Tourismは、オーストラリアのインバウ
ンド市場で大きな存在であり、世界的にも優位な観光資源である
スキューバダイビングやブッシュウォーキング(トレッキング)、ビーチだ
けでなく、動物とのふれあいやエコツーリズムなど、オーストラリア独自
の自然を生かしたコンテンツを多く提供している

市場概況
2017年6月期は、69％（約540万人）のインバウンド旅行者が何らかの
nature-based activityに関わった。
2014年には約420万人nature-based visitorがオーストラリアに訪れて
おり、2010年以来年間4％で成長を続けている
Nature-based activityのインバウンド市場の上位国は、中国（17％）、
英国（10％）、ニュージーランド（10％）、米国（9％）である
Nature-based tourismに参加するツーリストは他の旅行者よりも若い
世代が多く、滞在期間・消費額ともに高い傾向にある
オーストラリアへの旅行を検討する際、インバウンド旅行者の7割にお
いてNatural-based tourismが大きな動機となっている
中国人旅行者のNature-based tourismへの参加が増えており、8割近
くの中国人旅行者がNatural-based activityに参加している
出所：eco Tourism Australia 「Nature based Tourism in Australia Manifesto」, Visit Australia HP
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スイス
スイスもアドベンチャートラベル立国として近年人気が高まっている。
レジャー・観光向けの交通網として、ハイキング、サイクリング、マウンテンバイク、スケート、カヌーのルートが国内全
体に整備されている。
SwitzerlandMobility
利用者数・売上高（2013年）
車を使用しないレジャー・観光向けの交通網として、ハイキン
グ、サイクリング、マウンテンバイク、スケート、カヌーのルート
が国内全体に整備されており、各ルートは公共交通機関と結
びついている。

国内
利用者数

外国人
利用者数

売上(CHF)

ハイキング

920,000

101,000

300 million

サイクリング

750,000

75,000

355 million

マウンテン
バイク

160,000

16,000

75 million

合計

1,830,000

192,000

680 million

ルート数（2016年）

出所：STV FST「SWISS TOURISM IN FIGURES 2016」
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National
routes

Regional
routes

Local
routes

全長(km)

ハイキング

7

63

287

12,000

サイクリング

9

55

68

12,000

マウンテン
バイク

3

16

192

9,000

スケート

3

13

2

1,000

カヌー

1

8

23

350

合計

23

155

572

34,350

スイス
スイス政府観光局は、Digital Marketingなど4つの柱に基づいてマーケティングを展開しており、各項目でKPIを設定し
効果測定を行っている。
効果測定は、ターゲットとして定めている国別に数値を計測している。
スイス政府観光局のマーケティングモデル①
スイス政府観光局のマーケティングは、以下の4つの柱に基づ
いており、各項目でKPIを設定し効果測定を行っている。
Digital Marketing
Key Account Management(KAM)
Key Media Management(KMM)
Promotion

2017年は公式ウェブサイト”MySwitzerland.com”の完全モバ
イル版をリリースしている。
公式ウェブサイト閲覧数、ニュースレター購読者数、モバイルア
プリダウンロード数、SNSのフォロワー数等の数値を測定して
いる。2017年は、いずれも前年比増加している。

ターゲットは、”Priority Markets”,” Active Markets”, “Strategic
Growth Markets”に各国を分類し、国別にマーケティングの各
項目の効果測定値を計測している。
Priority Markets
Germany, China, France, Italy, Benelux, USA, UK

2016年

Strategic Growth Markets
Gulf states, India, Southeast Asia(Indonesia, Malasia,
Singapore, Thailand)

2017年

1日あたりウェブサイト閲覧数（回）

82,650

83,500

年間ウェブサイト閲覧数（百万回）

30.17

30.48

876,000

940,000

15.52

17.76

モバイルアプリのダウンロード数（百万回）

2.78

3.08

SNS*のフォロワー数（百万人）

2.66

3.03

ニュースレター購読者数（件）

Active Markets
Australia, Brasil, Japan, Canada, South Korea, The
Nordic countries(Denmark, Finland, Norway, Sweden),
Austria, Poland, Russia, Spain, Czech Republic

出所：Switzerland Tourism; Annual Report 2017
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Digital Marketing

ニュースレター送信件数（百万件）

*Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest, Instagram, Tumblr, LinkedIn, Vine, Weibo, Ren Ren, Google+, WeChat

スイス
ツアーオペレーター、メディア、カスタマーとの接点を増やし、デスティネーションとしてのプレゼンスを高めるための取
組を展開するとともに、KPIを設定し効果測定を行っている。
スイス政府観光局のマーケティングモデル②
Key Account Management(KAM)

Promotion

ツアーオペレーターと定期的に接点を持ち、オンライン・オフライン
でのプレゼンスを高めるための取組をしている。
2017年は旅行商談会「Switzerland Travel Mart」の実施や、米大
手旅行雑誌「Travel+Leisure」との連携強化を行っている。
2016年

2017年

KAMに関連する旅行宿泊者数（百万人）

4.70

5.45

KAMに関連する旅行売上高（CHF billion）

1.13

1.35

2017年はバケーションのデスティネーションとして、夏と冬の
キャンペーン広告を展開し、ベルリンのスイス大使館でのライ
ブキャンペーンなども行っている。
2016年

2017年

広告宣伝費（十億円）

6.25

6.13

カスタマーコンタクト*（百万回）

6.34

6.67

Key Media Management(KMM)
2017年はプレス向けツアーを11回開催し、計138の新聞・雑誌
などのメディアが参加している。
ストーリー性のあるインセンティブ旅行の雑誌記事などは、各
種メディアへのメディアコンタクトの増加につながっている。
2016年

2017年

メディアコンタクト（十億回）

10.76

12.03

メディアカンファレンス（回）

115

106

出所：Switzerland Tourism; Annual Report 2017
フィードバック数、Twitterフォロワー数など
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*ニュースレター購読者数、電話・メール回数、パンフレットダウンロード数、ウェブサイトブックマーク数、アプリダウンロード数、Facebook

アイスランド
アイスランドは近年自然体験型観光立国として人気が出ている。
を訪れる外国人旅行者は、約8割が「自然」を目的としている。
人気のコンテンツは、地熱プール、美術館やホエールウォッチング、ガイドツアーやオーロラツアーなど通年型である。
アイスランドを訪れる目的・きっかけ

アイスランドで体験したアクティビティの種類
74

Icelandic nature

Geothermal
swimming pool

83

35

Museum

57
56

Always wanted to visit

62
61

10

Whale watching

34
32

Icelandic culture or history

Price offer/Low airfare

8
9

Special event in Iceland

10

20

Guided hiking
or mountain trip

17
13

Friends/Relatives

34

13
13

Northern lights tour

5

13

0

Winter

35

2

Glacier/snowmobile trip

Summer

25

12
14

Art gallery

Winter

51

31

Spa/Wellness

14
13

Spa/Wellness

22

Guided tour

19

Stopover opportunity

35

Bathing
in nature bath

37

43

Summer

16

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85
出所：Icelandic Tourist Board 「TOURISM IN ICELAND IN FIGURES JUNE 2017」
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アイスランド
アイスランドの観光プロモーションは、2010年の火山噴火によるダメージを起点に、SNSやメディアを有効活用し展開
してきた。
アイスランドの観光プロモーションの変遷
CHAPTER 1

CHAPTER 2

CHAPTER 3

2008～2010年

2011～2012年

2013～2015年

2016年～

危機マネジメント

方向性のイメージ改良

方向性のイメージ改良

方向性のイメージ改良

季節性の低減

季節性の低減

季節性の低減

訪問客当たりの支出増加

訪問客当たりの支出増加

CHAPTER 1
2010年に火山噴火の影響で観光客が激減
アイスランド政府はマイナスイメージの払拭す
べく、アイスランドの魅力を発信しポジティブな
印象をもたらすために「Inspired by Iceland
Campaign」を展開
• Iceland Hour
• Iceland Inspires Concert 等
このキャンペーンは世界中で反響を呼び、
ICCA Awards2010をはじめとする様々な賞
にノミネート、受賞を果たした
グローバルメディアからの関心も高まり、
2011年USA Today誌「2011年のトップ観光
地」、ロンリープラネット「2011年に訪問すべ
きTOP10」に選ばれる等、世界中で特集され
た
出所：ISLANDSSTOFA(Promote Iceland), Inspired by Iceland
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CHAPTER 2
キャンペーンの成功を受け、引き続き官民協
業によるキャンペーンの継続を決定
2011-2014にかけ、オフシーズンの観光客の
誘客に焦点を当て、季節性を減少させること
により、観光業界においてより多くの雇用を創
出することを目指した
• 2011：Iceland Invitations
• 2012：Iceland by Another Name
• 2013：Share the Secret
• 2014：Secret Tour of Iceland
2015年には世界で初めてのヒューマンサー
チエンジン「AskGuðmundur」をローンチ。究
極のアイスランド体験を望む観光客にアイス
ランドの7つの地域の代表が知識、アドバイス、
地元の秘密を提供するもの

CHAPTER 3
これまでのキャンペーンが功を奏し、アイスラ
ンドの観光市場は大きく拡大した一方で、自
然破壊などの課題が増え、社会問題化してき
た
2016年に「Iceland Academy」と呼ばれるア
イスランド人の講師より成る特別チームを結
成。安全かつ責任ある観光の方法やアイスラ
ンドにおけるさまざまな体験へのアドバイスに
ついて観光客へ啓蒙・提供することを目的に、
オンラインで教育を提供している

アイスランド
アメリカからの旅行者が大きく増加しており、要因としては、欧米路線の中継ぎ地点としての路線編成と7日間のストッ
プオーバーやメディアの活用が大きく作用している。
欧米からの集客増加の要因

北米向け観光ポータル「Iceland Naturally」

Hub & SpokeとFree Stopover
アイスランドは北米と欧州の中間地点にあたるため、両エリアの乗り継
ぎ地点としての路線編成を行っている
また、アイスランド航空が欧米路線におけるストップオーバーを7日間
無料で提供していることから、アイスランドへの訪問者が急増。さらに
アイスランド航空がUSを中心に路線を増やしたことにより、2011年に
は前年比48%増のビジターを記録している
アイスランド航空の他に、LCCであるWOW Airも同様に7日間のフリー
ストップオーバーを提供している

メディアを活用した誘客
アメリカの人気ドラマ「Game of Thrones」のロケ地となっていたことか
ら観光客が増加。その他映画等のロケ地として多く利用されている。
アイスランドでは映画やドラマ等の製作費払い戻し制度があり、製作費
の25%を財務省から払い戻すことができる
また、前頁に挙げたプロモーションの効果も観光客増に大きく寄与して
いる

「Iceland Naturally」は、北米を対象としたアイスランドの観光、サービ
ス、製品を促進する共同コミュニケーションプログラムである
このプログラムは、アイスランド政府の支援を受けて、アイスランドの宣
伝活動を統括しており、アイスランド外務省の他、ブルーラグーン、レイ
キャビク市などのメンバーが参画している

出所：The Official Gateway to Iceland, ISLANDSSTOFA(Promote Iceland) HP、PKF「Promote Iceland Long-term strategy for the Icelandic tourism industry February 2013」、Guide
to Iceland HP
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第1.自然体験型観光/コンテンツの概観
1.自然体験型観光における先進国の取組
2.海外と日本国内におけるコンテンツの分類とコンテンツの開発視点
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海外におけるコンテンツの分類例（1/2）
アドベンチャーツーリズムの主要機関であるAdventure Travel Trade Association（ATTA）の定義や、海外レポートで
は大きく以下の通りコンテンツの分類が整理されている。
ATTAによるAdventure Travelの定義

「Global Adventure Tourism Market, 2017-2023」での
コンテンツの分類例

Adventure Tourismとは、以下の3要素のうち、
2つ以上で構成される旅行のことを指す。

Adventure Tourismは、アクティビティを行う場所及び
タイプによって分類することができる。

1) アクティビティ（physical activity）
2) 自然（a connection to nature and the environment）
3) 異文化体験（an immersive cultural experience）

分類

「
自然体験」における
調査対象

分類
自然×アクティビティ

自然×異文化体験

アクティビティを行う
場所ベースでの分類

除外

アクティビティ×異文化体験

アクティビティの
タイプによる分類

陸地（Land）、水辺（Water）、
空（Air）の3つをベースにした
アクティビティ

主にハード（リスク・難易度高）ソフ
ト（リスク・難易度低）と、
その他のアクティビティ

出所：Adventure Travel Trade Association, ATTA VALUES STATEMENT, FEBRUARY 2013
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海外におけるコンテンツの分類例（2/2）
海外では下記のような自然体験型観光コンテンツが提供されている。
海外だからこそ提供できるコンテンツは多いものの、自社や自地域で体験し得る/体験してもらいたいと思えるものを検
討する際は、海外各国の観光サイトやレポートで扱われている“Things to Do”の視点を取り入れることが重要である。
海外で提供されているコンテンツの場所別分類
陸

雪

川・湖

山・森

空

海

田舎暮らし

アイススケート

SUP

アブセイリング

ウィングスーツ

SUP

ウォーキング

犬ぞり

アイススケート

ウォーキング

スカイダイビング

アイランドクルーズ

オーロラ鑑賞

オーロラ鑑賞

アブセイリング

オフロードバイク

セスナ

ウォータースキー

オフロードバイク

ガイドツアー

ウォータースキー

オフロードバギー

熱気球

カヤック

オフロードバギー

スキー・スノーボード

ガイドツアー

オフロードバギー

パラグライディング

グラスボート

オリエンティアリング

スノーシュー

カヌー

ガイドツアー

パラシュート

サーフィン

ガイドツアー

スノーモービル

カヤック

キャンピング

パラセイリング

魚釣り

火山ツアー

ヘリスキー

キャニオリング

先住民体験

ハンググライダー

ジェットボート

キャンピング

雪遊び

グラスボート

ジップライン

ヘリスキー

シュノーケリング

クライミング

雪山登山

ヘリツアー

スキューバダイビング

ケイビング

洞窟探検

懸垂下降

魚釣り

登山

セイリング

国立公園ツアー

ジェットボート

トレッキング

ダイビング

サイクリング

シュノーケリング

ナイトアウトドア

パドリング

サファリ

スキューバダイビング

バードウォッチング

パラセイリング

サンドボード

セイリング

ハイキング

パワーボート

乗馬トレッキング

パドリング

ハンティング

氷河体験

地熱スパ

氷河体験

フルーツ狩り

ホエールウォッチング

チュービング

ボート

星空ウォッチング

ボートクルーズ

天体観測

ボートサファリ

マウンテンバイク

無人島ツアー

トレッキング

ヨット

ヨット

ナイトアウトドア

ラフティング

ラフティング

ナイトサファリ
ハイキング
バンジージャンプ
ハンティング
ファームステイ（農業体験）
フルーツ狩り

提供するコンテンツを
検討する際のポイント

①海外で提供されているコン
テンツの幅、種類を把握する

②リサーチを通じてどのよう
なコンテンツがよく提供され
ているか、体験者に人気が
あるのかを認識する

パラセイリング

③自社や自地域で物理的に
提供し得る/提供したいと思
えるコンテンツを特定する

プレイグラウンド（遊具）
モーターバイクツアー
野生動物観察・ふれあい
ロッククライミング
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Allied Market Research 「Global Adventure Tourism Market, 2017-2023」レポート、ニュージーランドやオーストラリア、カナダ等の自然体験型観光が充実している国の政府観光局
サイト等をもとに作成。 “Things to Do”とは、「旅行時に体験するべきおススメなコンテンツ」を指す。

コンテンツの開発視点と分類
海外で提供されている自然体験型コンテンツを参考に、開発視点（資源の発掘・特定、活用方法の検討、提供時のリ
ソースの検討）やコンテンツのタイプを踏まえ、コンテンツ提供に向けた取組を推進する。
コンテンツの開発視点
活用に向けた開発視点

地域資源の
発掘・特定を通じて
「コンテンツ化」する
対象を特定

コンテンツの分類（タイプ）

体験場所

×
提供したい「体験価値」を
念頭に置いてコンテンツの
活用方法を検討

川・湖

空

山・森

陸
アクティビティ

体験目的

体験難易度

雪

（スポーツやレクレーションなど、主に体を動かすことが目的のもの）

異文化体験
（見る・ふれあう・知る・出会うなど、主に心を動かすことが目的のもの）

×
提供に必要なリソース
（人材、ノウハウ、機材）
の検討

海

ハード
（資格や専門知識、専門器具・設備等を必要とし、体験ハードルが高いもの）

ソフト
（上記のスキル・資格等がなくとも、誰もが楽しめる体験ハードルが低いもの）
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コンテンツ開発視点、コンテンツタイプを念頭に置き
自地域・自社で提供していくコンテンツの選定・開発を進めていく

第2.事例紹介
1.事例一覧
2.「事業環境整備」事例
3.「コンテンツ提供」事例
4.「ルール形成」事例

22

1.事例一覧

No.

事業名/事業主体名/制度名

分類

特徴

1

事業環境整備-事業者の育成

一般社団法人信州いいやま観光局

地域一体で事業者が活躍しやすい環境・受け皿構築に成功

2

事業環境整備-事業者の育成

アソビュー株式会社

訪日外国人旅行者受入れ事業者の意識醸成・スキルアップをサポー
ト

3

事業環境整備-人材の確保

Nelson Marlborough Institute of
Technology

NZ政府認定専門人材育成機関

4

事業環境整備-人材の確保

北海道アウトドア資格制度

国内初アウトドア人材の資格認定制度

5

事業環境整備-受入れ環境インフラの整備

阿里巴巴集団（アリババ集団）

グローバル基準のキャッシュレスプラットフォーム提供事業者

6

コンテンツ提供-商品造成、流通・販路 ほか

合同会社小樽カナルボート

訪日外国人旅行者目線でニーズに合ったガイドツアーを提供

7

コンテンツ提供-商品造成、流通・販路 ほか

SATOYAMA EXPERIENCE

訪日外国人旅行者目線でニーズに合ったカスタマイズドツアーを提供

8

コンテンツ提供-商品造成、流通・販路 ほか

Guided Cycling Tour 美瑛

訪日外国人旅行者目線でニーズに合った体験プランを提供

9

コンテンツ提供-商品造成、情報発信 ほか

Down Under Tours

AUSの大自然と先住民族の文化を掛け合わせたツアーを提供

10

コンテンツ提供-商品造成、情報発信 ほか

Real Journeys

人材育成からツアー提供まで心がける大規模事業者

11

コンテンツ提供-商品造成、価格設定 ほか

有限会社サクセス観光

唯一無二の自然体験の工夫と価値化に成功

12

コンテンツ提供-商品造成、情報発信 ほか

株式会社B.B.A.

海外諸国と連携したガイド人材獲得スキームの実践

13

コンテンツ提供-流通・販路 情報発信 ほか

Go Orange

Wayfare傘下のアウトドアツアー提供事業

14

ルール形成-安全性確保

Adventure Activity Regulations
2011

危険度の高いアクティビティの監査基準となる安全性の規制

15

ルール形成-安全性確保

Adventure Activity Standards

アドベンチャーアクティビティの安全性に関するガイドライン

16

ルール形成-品質担保

QUALMARK

幅広い体験サービスを対象とした品質基準

17

ルール形成-品質担保、環境・観光資源保全

ECO Tourism Australia

エコツーリズム実践事業者に対するECO Certification認定機関
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2.「事業環境整備」事例：（一社）信州いいやま観光局「全体概要（1/3）」
頭打ちとなったスキー産業に代わる産業や事業の育成を官民一体で目指すべく、観光協会を法人化した。
観光局を中心に、域外の視点を取り入れながら、域内で事業者の育成と観光コンテンツ開発を推進した。
旅行業登録済の観光協会が地域一体の事業者/コンテンツをまとめ、対外的に営業活動・プロモートを行う。
- 1.事例の概要 組織名

- 2.事例のイメージ -

一般社団法人信州いいやま観光局

取組の概要

官民一体で、地域の観光産業を創造するべ
く、DMO*1機能を有する観光局設立や地域
事業者の連携と協力を進めた

取組の特徴

・既存産業の落ち込み（スキー）に対する危
機感から、新産業を育てる機運が上昇
・民宿事業者が集い、集客を目的とした夏場
のコンテンツ開発に取り組んだ
・エリアの複数の観光協会が観光局の会員
化、一体的なマーケティング活動に取り組ん
だ
・県外出身者と地元住民とが連携し、観光客
に受容される自然資源のコンテンツ化を推
進した
・着地型旅行商品の開発、販売プラット
フォームの整備等に取組、訪日外国人旅行
者向けコンテンツを整備した

・官民連携を通じた事業/事業者育成の環境
を整備する
（合意形成、事業推進のかじ取りを行う母
取組の採用イメージ 体として法人化を検討）
・域外出身者の視点を取り入れた観光資源
に資する潜在的コンテンツの棚卸、資源のコ
ンテンツ化を推進する
24 出所：http://www.iiyama-ouendan.net/

- 3.関連する課題と本事例のポイント 関連課題

ポイント

訪日外国人旅行者受入れ事業者の不在
訪日外国人旅行者受入れ環境整備
商品造成、一体的な販売

地域一体で事業/事業者育成はできる
域外の視点を投入しつつ、事業育成に向けた合意
形成と域内連携の環境を整備する
マーケティング視点に基づいて、資源の棚卸、コンテ
ンツ化を地域で一体的に推進する

*1：DMOとは地域の「稼ぐ力」を引き出すとともに地域への誇りと愛着を醸成する「観光地経営」の視点に立った観光地域づくりの舵取り役として、多様な関係者と協同しながら、明確なコンセプトに基づいた観光地
域づくりを実現するための戦略を策定するとともに、戦略を着実に実施するための調整機能を備えた法人。Destination Management Organizationの頭文字の略。

2.「事業環境整備」事例：（一社）信州いいやま観光局「詳細情報（2/3）」
観光局をハブとした、官民一体の事業/事業者育成プロセスおよびマーケティング活動の推進が飯山一体の振興に欠
かせなかった。
- 4.事業/事業者育成のプロセス きっかけ
法人化
（2007年～）

スキー観光客の減少

- 5.事業/事業者育成、コンテンツ造成のポイントポイント①
域内で育成・造成

域内の宿泊施設や農家民宿事業者がス
キー観光の落ち込みに対応すべく、夏場
のコンテンツ造成に取り組んだ

ポイント②
協働で造成

事業者が集い、勉強会や視察会を通じて
協働しながらコンテンツ造成を進めた

・飯山市観光協会の法人化
（地域の一体的な情報発信と誘客を狙う）

・一般社団法人信州いいやま観光局を設立
（飯山市観光協会と飯山市振興公社）
観光局設立とコンテ
・地域の観光協会（斑尾高原観光協会、信
ンツ開発
濃平観光協会、戸狩観光協会、北竜湖観光
（2010年～）
協会）が会員化
・信越トレイル開通（2008年9月全線開通）
着地型旅行商品サイト「飯山旅々。」の立ち
着地型募集旅行企 上げ
画
（観光局主体で、地元住民と外部視点を持
（2011年～）
つ移住者が協働でコンテンツ開発に取り組
む環境を整備）
・観光局が信越9市町村をエリアとする日本
版DMO候補法人登録（2016年2月）
日本版DMO候補法
・「信越自然郷エリアのアクティビティプログ
人登録
ラム」、「アクティビティグッズレンタル」などコ
（2012年～）
ンテンツ拡充を進める
・法人として登録（2018年3月）

ポイント③
主事業のための
集客コンテンツ

民宿や農家民宿等の宿泊業をメインとする
事業者は、宿泊客の誘客を主眼に置きな
がら、エリア一体の体験価値を高めるべく
コンテンツの開発と販売に取り組んだ

ポイント④
エリアで一体的な
マーケティング

地域で造成したコンテンツの対外的なプロ
モート、営業、販売ルート整備は観光局と
地元の観光協会が一体的に行った（DMO
の機能を担った）

25 出所：http://www.tabi-tabi.com/

2.「事業環境整備」事例：（一社）信州いいやま観光局「参考情報（3/3）」
年間を通じて幅広いコンテンツの提供を実現している。

- 6.幅広いコンテンツのラインアップ-

四季を通じてあらゆるコンテンツが体
験できる環境が整っている。
自然資源の掛け合わせが土地ならで
はのユニークなコンテンツ造成にもつ
ながる。

積雪地帯であることから、冬の
シーズンには、かまくらの中で郷
土料理「のろし鍋」を楽しむプラン
を提供している。

豊かな自然と共生する「農泊」
体験先として訪日外国人旅行
者受入れが進んでいる。

26 出所：http://www.tabi-tabi.com/

2.「事業環境整備」事例：アソビュー株式会社「全体概要」
訪日外国人旅行者の受入れを推進するために必要な意識醸成やスキルセットの習得機会を提供する。
ワークショップや勉強会、コミュニティ作りを通じて地域や事業者の自然体験型観光コンテンツの提供能力を高める。
国内最大級のオンラインプラットフォーマーとして、自然体験を含むコンテンツやプランの紹介・予約サイトを運営する。
- 1.事例の概要 組織名

- 2.事例のイメージ -

アソビュー株式会社

取組の概要

日本国内の体験事業者が提供する体験・ア
クティビティをオンライン上のマーケットプレ
イスで公開する他、自治体、観光協会、
DMOやコンテンツ提供事業者を対象とした
コンサルティング、ワークショップを提供

取組の特徴

・地域の事業者間のコミュニティ形成やワー
クショップ・勉強会の開催を通して、マーケ
ティング手法やKPI・価格設定など基本的な
ビジネススキルや、他事業者の成功事例や
知見をシェアする環境づくりを促している
・プラットフォームからの予約増加に向けて
事業者がすぐに取組めるように、ウェブサイ
トで映える写真のスマホでの撮影方法や、利
用客へのレビューコメントの投稿依頼や
Instagramハッシュタグの投稿依頼など、具
体的な実践方法を事業者にレクチャーして
いる

・地域内での横連携の組織形成やワーク
ショップ等開催により、事業者に必要なビジ
取組の採用イメージ
ネススキルや成功事例を共有することで、事
業者の育成、底上げにつなげる

- 3.関連する課題と本事例のポイント 関連課題

ポイント

地域の事業者間のコミュニティの形成
事業者のビジネススキル・マインドの向上
商品造成、販売に関するノウハウの提供

地域の事業者間の横連携のきっかけをつくる
事業者がビジネススキルや成功事例、知見を習得
する機会を提供する
プラットフォームの活用を含めて流通販路を広げる

27 出所：https://www.asoview.com/

2.「事業環境整備」事例：ガイド人材育成機関NMIT 「全体概要（1/2）」
自然体験型観光産業が確立しているニュージーランドは、政府が認定し、ガイド資格を付与する専門職業学校（準修士
扱い）があり、後にコンテンツ提供事業者を構成するガイドやインストラクターの育成と産業拡大に寄与している。
ガイド人材はオフシーズン時に海外で実践やトレーニング機会を探ることが多く、獲得人材候補と考えられる。
- 1.事例の概要 教育機関名

教育機関の概要

Nelson Marlborough Institute of
Technology
NZ政府が認定するガイドの国家資格付与を
行う3つの専門職業学校の一つであり、後に
事業者としてコンテンツの提供に従事するガ
イド人材を輩出する

・NZの観光産業（自然体験型）に従事する事
業者やガイド人材を安定的かつ恒常的に輩
出する政府公認育成機関として、産業成長
教育期間の存在意
に大きく貢献する
義と社会に対する役
・コンテンツ提供時の高い品質を守り、体験
割
者の安全性を第一に優先する高い意識を
持ったガイド人材と事業者の輩出を通じて、
産業自体の持続的発展を全うしている

利用イメージ

- 2.事例のイメージ -

・就学中、就学を終えて実践トレーニングに
従事するガイド人材を南半球のオフシーズン
に誘致し、国内で彼らが求める実践機会を
提供することで、人手不足に悩む国内事業
者の人材獲得も達成する
・NMIT等のような教育機関と提携することで、
人材交流やノウハウの共有、良質なコンテン
ツ体験先進国が保有するイメージを活用した
レピュテーション作りを進める

28 出所：https://www.nmit.ac.nz/

- 3.関連する課題と本事例のポイント 関連課題

ポイント

訪日外国人旅行者の受入れ意志やスキルを持つ人
材の不足
外国語対応可能人材の不足

自国内あるいは自社内でガイド人材が育成できない
際に調達することが可能
期間人材として彼らを受入れることで、彼らが求める
恒常的なトレーニング機会を作ることができる
教育機関との提携を通じて人材交流やナレッジ共有、
レピュテーション作りが可能となる

2.「事業環境整備」事例：ガイド人材育成機関NMIT 「参考情報(2/2)」
ガイド人材の輩出を通じて産業の発展に貢献する教育機関は、国、各種業界団体、事業者と強いつながりを持ってい
る。
- 4.教育を通じてトレーニングを積むガイド人材-

- 5.ガイド人材のキャリアパス-

“LIFE LONG LEARNING”
事業者として従事し、
オフシーズン時には
海外諸国で事業者として
雇用される
（日本国内でガイド人材として
活躍したいと考える
人材は多い）
上：学校に戻りインストラクター
として学校に戻り、従事する卒業生

就業 訓練

現場を経験しつつ
インストラクター、監査役、
シニアインストラクターに
キャリアップするための
訓練と教育を重ねる

教育

左：教育機関と提携して生徒の
実践トレーニングに取り組む
事業者

NMIT等教育機関にて教育を
受けてガイド人材としての資格取得
（教育機関は産業と強いつながりを持っている）

29 出所：NMIT

2.「事業環境整備」事例：北海道アウトドア資格制度「全体概要」
アウトドア活動をより多くの人に楽しんでもらうことを目的として、北海道が創設したガイド資格認定制度である。
利用者にアウトドア活動の魅力を伝え、自然環境の保全に配慮しながら、安全で質の高いサービスを提供するガイド
の認定を行っている。
- 1.事例の概要 制度名

北海道アウトドア資格制度

取組の概要

多くの講習や試験をクリアしたガイドを、安
全・安心なアウトドア活動を行うための知識
や技術を備えたプロとして、北海道知事が認
定する制度

取組の特徴

・アウトドアガイドの能力を資格として認定す
る全国初の制度
・5つの専門分野（山岳、自然、カヌー、ラフ
ティング、トレイルライディング）があり、それ
ぞれ筆記試験・実技試験に合格することで
各分野の「北海道アウトドアガイド」として認
定される
・10年以上の経験を重ねて一定の要件を満
たしている場合、自薦・他薦により審査を経
て「マスターガイド」として認定・登録
・アウトドア事業者が資格取得者の適正な人
員配置・安全対策等、一定の要件を満たして
いる場合、申請により審査を経て「北海道ア
ウトドア優良事業者」として認定・登録

利用イメージ

- 2.事例のイメージ -

・公的機関が認証した専門的な知見を有す
る人材であることのお墨付きを得て、事業者
の強みとしてアピールする
・ガイド人材を外注する場合に、能力を担保
する基準として活用する

30 出所：http://do-taiken.jp/

- 3.関連する課題と本事例のポイント 関連課題

訪日外国人旅行者の受入れ意志やスキルを持つ人
材の不足

ポイント

自社全体、エリア全体でのガイド人材のスキル底上
げにつながる
ガイド人材を外注する際に、各人の知識やスキルを
判断する基準として利用することが可能

2.「事業環境整備」事例：スマホアプリ電子決済サービス 「全体概要(1/2)」
スマートフォンの普及拡大や紐づく電子決済の急成長により、訪日外国人旅行者は現金を使わずにキャッシュレスで
決済をすることが日常的になりつつある中、来日時に現金決済しか受け付けない環境を敬遠する傾向もあり、顧客体
験向上、誘客加速において簡易に取り組める電子決済環境整備が肝要となっている。
- 1.事例の概要 事業名
事業主体

- 2.事例のイメージ -

支付宝 Alipay（アリペイ）
阿里巴巴集団（アリババ集団）

サービスの概要

店頭決済の際に、利用者が登録しているス
マホアプリのアカウントから残高が引かれ、
電子的に決済が済むキャッシュレスサービス

サービスの特徴

・全世界で7億人が利用する電子決済プラッ
トフォームとして、利用者も導入社も急拡大
しており、導入における初期投資が少なく、
利用者の個人信用評価も取り入れるため、
安全性利便性の高いサービスとして浸透し
ている

サービスの展開
イメージ

・日本国内では浸透が限られている中、事業
者のみならず、地域一体でアリペイ導入を進
め、決済の利便性が高い地域といったレピュ
テーション作りが可能になる

利用イメージ

・店頭では利用者のスマホアプリに表示され
たQRコードやバーコードをレジで読み取り、
利用者のアカウントの残高から支払う
・店舗が呈示するQRコードを読み取って購
入金額を利用者が入力し、決済終了画面を
店員に見せるということもできる

- 3.関連する課題と本事例のポイント 関連課題

ポイント

決済時の利便性の低さ

日常的に現金を持ち歩かない訪日外国人旅行者の
受入れ環境整備は、利用者の利便性向上、顧客体
験の充実に寄与する
地域一体でキャッシュレス対応を進めれば、それだ
けで国内における他エリアに比べた際のレピュテー
ション作りができる

31 出所：https://intl.alipay.com

2.「事業環境整備」事例：スマホアプリ電子決済サービス 「詳細情報(2/2)」
初期投資や月次の固定費削減が可能であり、店頭導入方法も選べる自由度の高い即時決済サービスである。
販売代理店経由でAlipay導入が可能であり、販売店によって提供サービスが異なると同時に、決済時の手数料が変
わる。
- 4.サービスの詳細 項目

内容

導入プロセス

・Alipay認定代理店と契約

導入メリット

・簡単に瞬時に決済完了
・未払いリスクゼロ
・初期投資が不要

導入コスト

・初期投資：多くの場合無料
・月次固定費：多くの場合無料
・決済時手数料：1.5%～3.5%程度で、販売店によっ
て異なる

アリペイの仕組み
（詳細）

・店舗の専用アプリと買物客のアプリとが、Alipay
データセンター内でリアルタイム連動
・店舗が提示した決済代金は、買物客のAlipay口座
から即時に引き去りされる
（クレジットカードのような未払いリスクゼロ）
・現金販売と同様、買物した時点で売り上げが確定

店頭導入形態

端末型、タブレット型、ステッカー型など利用環境に
応じて形態が選べる

32 出所：https://www.japancoupon.com、https://www.alibaba.co.jp

- 5.支払いプロセスと販売代理店例-

3.「コンテンツ提供」事例：小樽カナルボート「全体概要(1/2)」
外国人スタッフを通年で雇用して小樽の風光明媚な自然と、文化的コンテキストに触れられる体験を提供している。

- 1.事例の概要 事業名
事業主体

小樽運河クルーズ
合同会社小樽カナルボート

サービスの概要

・小樽湾沿いの運河を舞台に、ボートクルー
ズを展開している
・台湾や韓国等の訪日外国人旅行者を受入
れており、夏場は3割、冬場は過半数を超え
る外国人比率を誇る日もある

サービスの特徴

・欧米、韓国や台湾等からの外国人スタッフ
を雇用しており、ガイドの組み立てに取り組
んでいる
・外国人向けには外国人スタッフがニーズに
併せて商品を造成している
・風光明媚な自然環境のみならず、文化や
街の背景の説明も加えたガイドが高評価さ
れている
・母国語話者の音声ガイドが更なる口コミの
発生に寄与している

その他の工夫

- 2.事例のイメージ -

・宿泊先ホテルでの紹介、現地予約に加え、
KKDAYやVeltra等のOTA*1を活用して多
チャネルで販売している
・アリペイやウィーチャット等のキャッシュレス
決済サービスの導入実験に取り組んでいる

33 出所：https://otaru.cc

- 3.関連する課題と本事例のポイント 関連課題

ポイント

外国語対応可能人材の不足
素材売りではない、付加価値付与コンテンツ
多チャネルを活用した販売促進

多言語対応可能なスタッフが、ターゲット特性を理解
して商品造成に取り組んでいる
外国人向けツアーは日本人向けツアーとは異なる
位置づけとして、一から設計している
自然×文化理解を多言語ガイドが促し、満足度アッ
プにつなげている

*1：OTAとはインターネット上だけで取引を行う旅行会社のこと。Online Travel Agentの頭文字の略。

3.「コンテンツ提供」事例：小樽カナルボート「参考情報(2/2)」
商品設計の多様性、現地の情報に精通した外国人スタッフによるガイドが高い評価を得ている。

- 4.ツアーの豊富な楽しみ方-

• 年間を通じて小樽の様々な楽しみ方提案に取り組んでいる
• 自然のみならず、歴史や文化に関するガイドも行っている

34 出所：https://otaru.cc

- 5.外国人スタッフの特徴-

• 外国人ガイドも歴史話や地域の情報に精通している
• 欧米に加え、韓国や台湾等のアジア圏からの受入れ
対応、コンテンツの提供に従事してる

3.「コンテンツ提供」事例：SATOYAMA EXPERIENCE「全体概要」
日本のどこにでもあるような里山を舞台とし、英語に対応したガイドによる質の高いサイクリングツアーを提供している。
訪日外国人旅行者を中心に高い評価を獲得している。
地域全体の活性化を目的とし、BtoBビジネスも行うことで地元企業をとりまとめるリーディング役も担当している。
- 1.事例の概要 事業名
事業主体

- 2.事例のイメージ -

SATOYAMA EXPERIENCE
株式会社美ら地球

サービスの概要

・岐阜県飛騨市にて、ガイド（英語対応）と共
に古い街並みや里山を自転車で巡るサイク
リングツアーを展開している
・冬季には、雪山をハイキングするスノー
シューツアーを実施

サービスの特徴

・特別な史跡や風景があるわけではない、日
本のありふれた農村の暮らしを旅するツアー
を提供
・Trip Advisorにおいて訪日外国人旅行者か
ら高い評価を得ており、一定の基準を満たし
た施設に贈られる「エクセレンス認証」を獲得

その他の工夫

・地域全体の活性化を目的とするため、地元
企業との競合を避け、BtoB業務（コンサル
ティング業）も行うなどして地域一体となった
取組の旗振り役を担当

- 3.関連する課題と本事例のポイント 関連課題

ポイント

外国語対応可能人材の不足
素材売りではない、付加価値付与コンテンツ
多チャネルを活用した販売促進

多言語対応可能なスタッフが、ターゲット特性を理解
して商品造成に取り組んでいる
自然×文化理解を多言語ガイドが促し、満足度アッ
プにつなげている

35 出所：https://satoyama-experience.com/、https://www.tripadvisor.jp/

3.「コンテンツ提供」事例：Guided Cycling Tour美瑛「全体概要」
美瑛の美しい自然環境の中で、体験者のニーズを汲み取ったカスタマイズサイクリングツアーを提供している。
OTAの積極活用を通じて誘客を図っている。
- 1.事例の概要 事業名

Guided Cycling Tour 美瑛

事業主体

美瑛の丘サイクリングツアー

サービスの概要

・美瑛町を舞台とする自然豊かな環境で訪
日外国人旅行者にも対応したサイクリングツ
アーを提供する
・商品造成、流通・販路戦略、情報発信全て
において工夫を施している

サービスの特徴

・申込時にどのようなツアーを希望するかを
一緒に検討し、コースを決定する
・所得水準によって希望するツアーが異なる
ため、選別してツアーの設計を行う
・事前コミュニケーションにより、受入れオペ
レーションがスムーズになるとともに、顧客
満足度の大幅向上が図れる
・世界最大のOTA（TripAdvisor）から自社サ
イトに遷移させる予約申し込みルートを確立
している

その他の工夫

・InstagramやFacebookを活用しながらツ
アー参加意欲を高めている
・満足度の高い体験者のポジティブな口コミ
や評価を生かして更なる誘客に生かしてい
る

36 出所：https://field-north.com/biei.html

- 2.事例のイメージ -

- 3.関連する課題と本事例のポイント 関連課題

ポイント

コンテンツのカスタマイズ
SNSとOTAを活用した直接的な情報発信
販路の確立

体験者と一緒に希望するツアー、ルートを設計する
ことで特別感と顧客満足度アップを図っている
OTA上では体験者の良質な口コミを活用してコンテ
ンツのPRに取組つつ、InstagramやFacebook等の
SNSで直接的な情報発信にも取り組む
OTAと自社サイトを連携させ、拡販に成功している

3.「コンテンツ提供」事例：Daintree Walkabout「全体概要」
自然×伝統文化・土地の歴史背景等、複数のテーマを組合せることにより、顧客の体験を深化させ、満足度を高める
新規コンテンツ造成に取り組んでいる。
サイトからSkype電話、オンラインチャットでのやり取りが可能であり、国籍を問わず直接問合せができる。
- 1.事例の概要 事業名
事業主体

Daintree Walkabout
Down Under Tours(Australia)

サービスの概要

先住民族のガイドとともに洞窟絵画の歴史
や伝統技法を体験する熱帯雨林ウォーキン
グのほか、ワニが生息する川を下るリバーク
ルーズを含む日帰りツアーを提供

サービスの特徴

・国立公園内の熱帯雨林をウォーキングす
るだけでなく、先住民族のガイドから伝統文
化、歴史背景を直接教えてもらい、昼食には
伝統的料理を食べるなど、地域ならではの
本物の文化体験に触れ合うことができる
・ワニや野生動物が生息する川をリバーク
ルーズにより出発地点に戻ることで、水上コ
ンテンツを組み合わせ、商品の体験付加価
値、参加者の満足度を高めている
(催行時間7:00am-5:30pm, 価格AU$216)

その他の工夫

- 2.事例のイメージ -

・ウェブサイトからSkype電話、チャットを通し
て直接担当者とリアルタイムに問合せが可
能である

- 3.関連する課題と本事例のポイント 関連課題

ポイント

複数コンテンツの活用
SNSを活用した直接的な情報発信

熱帯雨林×先住民族文化体験×リバークルーズな
ど複数のコンテンツを組合せ、ツアーの体験付加価
値を高めている
Skype電話、チャットなど無料通信手段の活用によ
り、国籍問わず気軽にリアルタイムな問合せが可能

37 出所： https://www.downundertours.com/

3.「コンテンツ提供」事例：Real Journeys「全体概要」
ガイドの9割は従業員であり、入社後に徹底的な実践研修によりガイド人材として育て上げている。
マーケティング調査やトレンド分析をもとに需要を見据えたコンテンツ開発を行い、中長期視点で先行投資を行う。
他事業者との連携も含めてコンテンツ・サービスの充実化を図り、多様なチャネルを活用して販売している。
- 1.事例の概要 組織名

- 2.事例のイメージ -

Real Journeys(New Zealand)

取組の概要

主に国立公園を活用した自然体験型コンテ
ンツを提供する大手アクティビティ事業者

取組の特徴

・従業員は入社後に徹底的に実践研修を行
い、ガイドとして育て上げる
・コンテンツ開発はマーケティング調査やトレ
ンド分析を常に行い、10-20年単位でコンテ
ンツ提供が継続できるよう先行投資を行う
（主に既存の固定・遊休資産を活用）
・クルーズ+ハイキングツアーなど他事業者
と連携した共同コンテンツも提供している
・体験時間や食事サービスの充実化により、
価格競争を行わず顧客満足に繋がっている
・販売チャネルは店舗案内所、飲食店、海外
エージェント、オンラインなど幅広い（店舗案
内所では他社商品も取り扱う）

・ガイド研修のプログラム化
・ターゲットやトレンドを踏まえた、需要が見
込めるエリア・アクティビティのコンテンツ化
取組の採用イメージ
・体験コンテンツや時間、食事などサービス
内容の充実化による高価格帯での商品提供
・販売チャネルの多様化
38 出所：https://www.realjourneys.co.nz/en/

- 3.関連する課題と本事例のポイント 関連課題

ポイント

ガイド人材の育成・研修
コンテンツの造成・販売

社内外の研修プログラムによるガイド育成
需要を見据えたコンテンツ化
他事業者との連携も含めた幅広いコンテンツ、
サービスの充実化による商品の高価格化
店舗、オンライン、外部事業者との連携など
販売チャネルの多様化

3.「コンテンツ提供」事例：ノースサファリサッポロ「全体概要(1/2)」
動物園事業を起点とし、ここでしか体験できないユニークで特別な体験を提供すべくコンテンツ造成に取り組んでいる。
特別体験を通じて体験者の価格納得性を作る。
海外のインフルエンサーや海外メディアの取材受入れなど、訪日外国人旅行者誘客の機会創出を図っている。
- 1.事例の概要 事業名

ノースサファリサッポロ

事業主体

有限会社サクセス観光

- 2.事例のイメージ -

サービスの概要

・動物園事業から多角化し、閑散期でもアド
ベンチャーアクティビティを含めて常に新しい
コンテンツ提供を通じて価値づくりに取り組
む

サービスの特徴

・海外の動物園から着想を得てコンテンツの
発展に取り組んでいる
・犬ぞりや世界初のアニマルグランピング、
アドベンチャーアクティビティのジップライン
等通年で楽しめる商品造成に注力している
・動物のエサやり体験やアニマルグランピン
グは付加価値コンテンツとしてアップセルに
寄与する
・Voyagin等のOTAを活用し、個人・団体の
受入れに取り組んでいる
・海外のTVの取材を積極的に活用したり拡
散力の高いユーチューバーを情報発信の一
環して活用する

その他の工夫

・多言語対応の取組として指差し説明表や
看板の積極導入が挙げられる

- 3.関連する課題と本事例のポイント 関連課題

ポイント

特別感を持たせたコンテンツ
アップセル
インフルエンサーやOTA活用による発信、販促
訪日外国人旅行者受入れ環境整備

通年で新しい体験価値を作るための商品造成を心
がける
唯一無二の体験により価格納得性を作る
影響力のあるインフルエンサーや海外露出機会を
最大限生かし、OTAへの流入・予約を図っている

39 出所：http://www.north-safari.com/

3.「コンテンツ提供」事例：ノースサファリサッポロ「詳細情報 (2/2)」
国内外でも珍しいコンテンツが顧客の体験価値を大幅に高めている。
ユニークなコンテンツの認知向上・興味喚起・体験意向醸成のためにSNSを活用している。
- 4.数々のユニークなコンテンツの造成 -

動物園でグランピング

動物と一緒に寝泊まりできるアニマルグランピング
40 出所：http://www.north-safari.com/

水陸両用ジャングル探検体験

アドベンチャーアクティビティに分類
されるジップライン

- 5. インフルエンサーによる情報発信-

台湾のインフルエンサーの活用

3.「コンテンツ提供」事例：UraUra Tour「全体概要」
京都を中心に自然、文化、伝統を複合的に体験できる幅広いツアーを提供している。
ツアーコンテンツ造成時にターゲット国を想定し、内容をカスタマイズすることで唯一無二の体験として価値化している。
出身国が異なるガイドと契約しており、海外の会社と連携してガイドの貸し借りに取り組んでいる。
- 1.事例の概要 事業名
事業主体

UraUra Tour
株式会社B.B.A.

サービスの概要

・訪日外国人旅行者の嗜好、ニーズに併せ
て、ツアーコンテンツを設計し、適切なガイド
人材をアサインすることで体験の価値を高め
る

サービスの特徴

・自然、文化、伝統、歴史など、様々な要素
を踏まえたガイドツアーを提供している
・ターゲットの出身国によって嗜好の違いが
あるため、ツアーコンテンツ造成段階でター
ゲットを絞る
・集客は旅行代理店や海外OTAを積極的に
活用している
・事前クレジットカード集金等のリスク管理に
も取り組んでいる
・広告宣伝は自社サイト、SNSに加え、フォト
ジェニックトラベラーを起用した情報発信に
取り組む

その他の工夫

- 2.事例のイメージ -

・コンテンツによって適切なガイド人材をアサ
インできるよう、提携5カ国と連携し、ガイドの
貸し借りに取り組んでいる

- 3.関連する課題と本事例のポイント 関連課題

ポイント

訪日外国人旅行者受入れ環境整備
カスタマイズコンテンツ
海外OTAの活用
インフルエンサーやOTA活用による発信、販促

ターゲットの嗜好やニーズに併せたコンテンツ造成
を実践
自然×歴史等のテーマを設定したコンテンツを造成
ガイド人材の外部調達を通じて、コンテンツの体験
価値、満足度を高める

41 出所：https://www.urauratour.com/

3.「コンテンツ提供」事例：Go Orange「全体概要」
若年層をターゲットとして定め、複数のコンテンツを組み合わせることで商品の多様化と単価アップを図っている。
店頭窓口から自社ウェブサイト、海外OTAを活用して販売チャネルを広げている。
SNSアカウント、シェア機能を活用した情報発信、情報拡散を行っている。
- 1.事例の概要 事業主体

Go Orange(New Zealand)

サービスの概要

ジェットボート、ラフティング、カヤック、ク
ルーズなど湖・川のアクティビティを提供する
事業者

サービスの特徴

・若年層をターゲットとて定めてコンテンツを
提供している
・ジェットボート×ラフティングセットなど、コン
テンツを組み合わせることで商品の多様化と
ともに単価をアップしている
・販売チャネルはビジターセンターの店頭窓
口、電話、メール、自社ウェブサイト、海外
OTAのほか、ブログ、Instagram, Facebook,
YoutubeなどSNSアカウントでの情報発信や
シェア機能を活用している

その他の工夫

- 2.事例のイメージ -

・ガイドの雇用形態として、オフシーズンは他
国に渡って水上アクティビティのガイドとして
短期間就労するケースもある

42 出所：https://www.goorange.co.nz/

- 3.関連する課題と本事例のポイント 関連課題

コンテンツの組合せによる単価アップ
店舗、自社ウェブサイト、海外OTA活用による多様
な販売チャネル
SNS活用による情報発信、販促

ポイント

ターゲットを定めたコンテンツ造成
コンテンツの組合せによる商品の多様化、単価アッ
プ
店頭窓口からオンラインまで多様な販売チャネル
SNSアカウントを活用した情報発信、拡散

4.「ルール形成」事例：Adventure Activity Regulations 「全体概要」
アクティビティ事故の多発から、政府主導により、アクティビティ有識者等と協働して安全基準や安全監査体制の策定
を進めた。
事業者は安全監査認証を受けることで、事故抑止および事故発生時のリスクマネジメントとなっている。
- 1.事例の概要 制度名

- 2.事例のイメージ -

Adventure Activity Regulations 2011
(New Zealand)

取組の概要

リスクの高いアクティビティ(Adventure
Activity)の安全性に関する法整備のほか、
事業者に対して外部機関による安全性監査
を実施

取組の特徴

・アクティビティ事故の多発を受けて、安全基
準や法規制の整備を目的にWORKSAFEを
政府が発足し、アクティビティ有識者等と協
働して安全基準、監査基準の策定を進めた
・WORKSAFEが定めるリスクの高いアク
ティビティ提供事業者に対して、安全基準の
遵守状況を管理するため外部機関
(ex.AdventureMark)による安全監査が行わ
れる
・事業者は監査認証を受けることで、事故抑
止および事故発生時のリスクマネジメントに
つながっている

・安全基準策定時には業界の有識者等を交
えて現場に即した内容とする
取組の採用イメージ ・特にリスクの高いアクティビティ事業者は、
安全監査の認証を受けることがリスクマネジ
メントとなる

- 3.関連する課題と本事例のポイント 関連課題

ポイント

アクティビティの安全性確保

リスクの高いアクティビティに対する安全基準の明確
化
業界で広く活用されるためにアクティビティ有識者等
と協働して検討
事業者は監査認証を受けることでリスクマネジメント
体制を対外的に訴求可能

43 出所：https://www.adventuremark.co.nz/

4.「ルール形成」事例：Adventure Activity Standards「全体概要」
過去に発生したアクティビティ事故を受けて、自然体験観光産業全体で安全性向上に対する機運が高まり、事業者が
最低限遵守すべき事項を網羅したガイドラインが策定された。
ガイドラインは各州で策定されているが、国全体の統一したガイドラインを現在策定中である。
- 1.事例の概要 制度名

- 2.事例のイメージ -

Adventure Activity Standards(Australia)

取組の概要

事業者がアクティビティを提供する際に遵守
すべき安全確保、品質担保、環境・観光資源
保全関連事項が網羅されているガイドライン

取組の特徴

・約15年前にスキューバダイビング事故が発
生し、自然体験観光産業で安全性向上に対
する機運が高まり、ガイドライン策定を目的
に公益法人QORF(Queensland Outdoor
Recreation Federation)が発足した
・QORFが国立公園の管理者、アクティビ
ティ有識者、州、地方自治体等と連携・合意
形成をとりながら観光政策や関連法を加味
し、リスクの高いアクティビティ毎に最低限の
遵守基準を網羅するガイドラインを策定した
・各州単位でAASが策定されているが、州を
跨ぐアクティビティへの対応、混乱の防止か
ら国で統一したAASを現在策定中

・事業者がアクティビティ提供時に活用でき
るツールとするため、最低限遵守すべき事
取組の採用イメージ 項を明確化、網羅した内容とする
・アクティビティ有識者等の合意形成を諮り、
業界で広く活用できる内容とする
44 出所：https://qorf.org.au/industry/downloads-master/aas/

- 3.関連する課題と本事例のポイント 関連課題

ポイント

アクティビティの安全性確保

安全確保、品質担保、環境・観光資源保全面で最低
限遵守すべき事項を網羅した基準の策定
策定内容に関する各アクティビティの有識者、キー
プレーヤーとの連携・合意形成

4.「ルール形成」事例： QUALMARK「全体概要」
品質認証時の基準は、各分野の有識者・専門家等を交えて検証を行い、安全性に関する法規制に加えて、顧客体験
の質・満足度につながる高付加価値を提供する内容となっている。
事業者は認証を取得することでリスクコンプライアンス対策となるほか、旅行会社からも選ばれやすい。
- 1.事例の概要 制度名

- 2.事例のイメージ -

QUALMARK(New Zealand)

取組の概要

政府が品質認証組織を発足し、認証制度に
より事業者の高い品質基準を対外的に訴求

取組の特徴

・当初は政府機関の一つであったが、活動
の拡大にあたり財源は政府保証の公益組織
として独立した
・2010年代に入り様々な業界で、事業者とし
て”Health and Safety”を最重要視する習慣
が浸透し、安全性や品質に対する意識が高
まったことが時代背景としてあり、事業者は
事故時等のリスクコンプライアンスとして認
証を取得している
・品質基準は法規制と自主的に制定する基
準と二段階で定めている
・認証取得事業者は、国の公式観光ウェブ
サイトや観光案内所(i-SITE)で優先的に案
内されるほか、海外旅行会社も品質基準を
判断して優先的に選定する

・品質基準は各分野の有識者等と連携し、
取組の採用イメージ 基準の検証を行っている
・事業者も認証に対するメリットを感じている

- 3.関連する課題と本事例のポイント 関連課題

ポイント

アクティビティの品質保証

政府主導により品質認証制度の事業者への浸透を
促進
各分野の有識者等と協働した品質基準内容の策定
認証取得事業者のリスクコンプライアンスに対する
意識の醸成

45 出所：https://www.qualmark.co.nz/

4.「ルール形成」事例： ECO Certification「全体概要」
国立公園への観光客数の増加により、資源保全と観光活用の両立をめざす持続的なビジネスモデルとしてエコツーリ
ズムの概念が広がっている。
ECO Certification認証事業者は、行政、国立公園、旅行会社等から広く信用を得て優遇されている。
- 1.事例の概要 制度名

- 2.事例のイメージ -

ECO Certification(Australia)

取組の概要

主に国立公園で高い品質基準を満たすエコ
ツーリズム体験を提供する事業者に対する
認証制度

取組の特徴

・過去15年で国立公園への観光客数が2倍
に増加し、資源保全と観光活用に対する意
識が高まり、持続的なビジネスモデルとして
エコツーリズムの概念が広まった
・NPO団体のECO Tourism Australiaが
ECO Certificationの認証制度を運営し、
チェックリストに基づき高い基準を満たすエコ
ツーリズム提供事業者に対して認証を行っ
ている（認証事業者は500前後）
・認証事業者は、政府、州、国立公園、地方
自治体等から広く信用を得て、地域観光局
から推奨されたり旅行会社に取り上げられ
やすくなる

・資源保全が求められる国立公園でアクティ
ビティを提供する事業者に対して品質チェッ
取組の採用イメージ クを行う
・事業者は認証を取得することで、優良事業
者として対外的なアピールとなる
46 出所：https://www.ecotourism.org.au/

- 3.関連する課題と本事例のポイント 関連課題

ポイント

アクティビティの品質保証
環境・観光資源保全の推進

資源保全と観光活用を両立するための事業者に対
する品質認証
認証事業者に対する対外的な評価、優遇

地域の自然体験型観光コンテンツ充実に向けたナレッジ集
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