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美容・癒しを観光資源
として地域を活性化し
たい自治体・DMO・
観光団体関係者など

美容体験型観光コンテ
ンツを提供し、今後イ
ンバウンドの誘客を積
極的に検討している事
業者

美容体験型観光コンテ
ンツの販売等を支援し
ている事業者、業界団
体

はじめに
ナレッジ集のねらい
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世界的な「健康・美」への意識の高まりとともに、健康・美を取り扱うウェルネス
市場は拡大を続けており、観光分野においても、旅先で健康・美を意識した体験をす
る旅行者も拡大しています。一方、国内の美容関連事業の成長は緩やかに減少傾向に
あり、今後の市場維持・拡大に向けてインバウンドへの注目が集まっているところで
す。

そのような中、日本の高い美容技術や世界第一位の数を誇る温泉等は、日本ならで
はの健康・美を体験できる観光コンテンツの一つとして、インバウンドに向けて更な
る魅力向上が必要です。それらの観光資源としての有益性の認識拡大とともに、新た
な市場の消費拡大につながることを期待します。

美容体験型観光コンテンツを提供する事業者がインバウンド獲得のために取組む
ための示唆を紹介します。
関連する事業者や業界団体が、美容体験型観光コンテンツの販売を促進する具体
的な示唆を提示します。
地域活性化・観光消費の拡大のポイントに美容体験型観光コンテンツを据えた取
組を紹介し、地域や広域エリアで消費を拡大するための示唆を提示します。

■作成の背景

■ナレッジ集の目的

■想定される利用者

提供事業者

想定利用者のイメージ

本ナレッジ集は、自治体やDMO、事業者等の方々が、美容体験型観光コンテンツ
を観光資源として捉え、インバウンドの誘致・受け入れ環境の整備を検討する際
に利用いただくことを想定しています。主な想定利用者のイメージは以下の通り
です。

その他事業者 自治体等
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第1章「美容体験型観光コンテンツ」とは
1．「美容体験型観光コンテンツ」の定義
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■定義

本ナレッジ集でいう「美容体験型観光コンテンツ」（以下、美容コンテンツと
いう）とは、利用者が美容効果および癒し効果を得ることを目的に体験する、
直接身体に施されるサービス（スパ＆ビューティー）等を指します。具体的な
イメージは以下の通りです。（グレー表示は対象外）
本書では、美容コンテンツの充実に向けたナレッジについて、都市部・地方部、
それぞれで提供される特徴的なコンテンツに焦点をあて整理します。

健康・美容に寄与すると
イメージされるコンテンツ

スパ＆ビューティー

エコ＆
アドベンチャー
（自然体験）

ハイキング
サイクリング

自然とふれあう

マインドボディ

ヨガ
メディテーション

パーソナルケア

自己育成
ライフコーチ
ストレス解消

芸術鑑賞

健康

最新医療療法
薬

健康診断

スピリチュアル
体験

ボランティア
家族・友人と時間を

過ごす
一人の時間

健康食

栄養食
体重制限

デトックス
料理教室

フィットネス

ジム
フィットネスクラス

ストレッチ
ピラティス

都市部

ヘア＆
ネイルケア

地方部

温泉

リラクゼーション
ボディ＆

フェイシャルケア

「美容体験型観光コンテンツ」は、医療行為やそれに準ずるサービス
は含まない直接身体に行う施術サービス等を指します。また取り扱う
コンテンツの美容効果・効能を認めるものではありません。

“Point”
*出所：「GlobalWellnessEconomyMonitor October2018」を参考に作成



第1章「美容体験型観光コンテンツ」とは
1．「美容体験型観光コンテンツ」の定義
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■具体的なコンテンツのイメージ

主に都市部においてサロン等で提供されるコンテンツと、地方部に存在する温
泉等の地域資源を活用したコンテンツでは、それぞれ特徴が異なるものと想定
されます。エリアの定義とコンテンツの具体的なイメージは以下の通りです。

都市部 地方部

ヘアサロン
ネイルサロン

リラクゼーション
サロン

ホテルスパ
デイスパ

温泉

その他
温浴施設

リゾートスパ

イメージ写真（砂蒸しな
ど）

イメージ写真

これまで国内向けに提供されているサービスが多い分野ですが、イン
バウンド向けの取組を開始し、市場開拓をすることも重要です。

“Point”

交通の拠点や都市観光コンテンツが
集積したエリア

温泉地など、地域資源を活用し美
容・癒し体験型観光コンテンツを提
供するエリア

*出所：Pixabay、玉造温泉旅館協同組合



第1章「美容体験型観光コンテンツ」とは
2．ポテンシャル
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■関連市場規模・ポテンシャル

美容・アンチエイジングの市場規模は2013年から2017年の間に約573億ドル
増加し、成長している市場です。また健康・美にまつわる体験を含んだツーリ
ズム（ウェルネスツーリズム）の市場は2022年までに年平均＋7.5％で拡大す
るものと予測されています。

494.1 

563.2 

639.4 

919.4 

1025.6 

999.0 

1082.9 

574.2 

647.8 

702.1 

446.4 

542.0 

595.4 

432.7 

534.3 

574.8 

186.7 

199.0 

359.7 

94.0 

98.6 

118.8 

3367.8 

3724.4 

4220.2 

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000

2013年

2015年

2017年

2022年（予測）

健康・美容関連市場規模の推移

ウェルネスツーリズム 健康施設建設 スパファシリティ
温泉 職場の健康対策 セルフケア・美容・アンチエイジング
健康食・ダイエット食品 フィットネス＆マインドボディ 予防医療・健康管理
代替医療 スパ市場

また、日本の温泉においては世界
第一位の数を誇り、その観光活用
のバリエーションとして美容・癒
し体験としての訴求をすることで
市場を大きく拡大できる可能性が
あります。

近年市場も拡大しており、注目されている分野です。我が国固有の地
域資源を活かすことで、特色ある美容コンテンツ組成が見込まれま
す。

“Point”

*出所：「GlobalWellnessEconomyMonitor October2018」を参考に作成

*出所：「GlobalWellnessEconomyMonitor October2018」を参考に作成

17,653 17,328
20,972

2013年 2015年 2017年

温泉・温浴施設の設置数（上位5か国）

Japan China Germany Russia Italy

2位以下
合計4,957

2位以下
合計5,048

2位以下
合計6,771

(十億ドル)

＋約573億ドル

＋年平均7.5％の成長
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2．ポテンシャル
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■ポテンシャル

日本固有のコンテンツを「体験したい」意向が全体的に高く、特に「温泉」は
「体験したい」が全体の39.2％とすべてのコンテンツの中でも高い意向となっ
ています。 また、「実際に体験した」が28.7％と、「体験したい」と「実際
に体験した」の需給ギャップが約10.5%と大きいことも特徴です。リラクゼー
ションの需給ギャップも6.4%と比較的大きい状況です。

温泉、リラクゼーションいずれも、インバウンド需要に対して供給が
追い付いておらず、需給ギャップを埋める余地があると言えます。

“Point”

*出所：WEBアンケート実施結果（観光庁 2018年度最先端観光コンテンツ インキュベーター事業において実施）

ギャップ

ギャップが小さい

「日本で体験したい」 n=9,921人
「日本で体験した」 n=5,045人 （訪日経験者ベース）

ギャップが大きい
日本固有
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第2章「美容体験型観光コンテンツ」充実に向けた方策
1．充実に向けた課題と対応の方向性（1/2）
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■「美容体験型観光コンテンツ」充実に向けた課題と対応

提供事業者各々が、美容体験型観光コンテンツの課題を把握した上
で、自らが置かれた状況に合わせた解決策の検討を行う必要がありま
す。

“Point”

１.コンテンツ・受入体制の充実
における課題

(1).ターゲットの理解不足

顧客とのコミュニケーションが一層必要な
領域であるが、ターゲットの理解と設定が
十分に出来ておらず、具体的な対応策に落
とし込めていない

解決の
方向性

(1).ターゲットの設定・理解

主要なターゲットを設定し、特性・求
めるものを理解する

(2).商品企画のミスマッチ

観光コンテンツとして訴求できるポイント
を事業者が理解できておらず、インバウン
ド誘客に取組む事業者が少ない

(3).受入環境の未整備

受入環境整備において、事業者単体でも対
応可能なツールが把握されておらず、どこ
から手を付けてよいかわからない

提供事業者

担い手

(2).適切な商品企画

商品企画時に意識すべき顧客ニーズを
理解する

(3).受入環境整備

受入対応として優先的に対応するコ
ミュニケーション手段を理解する

「美容体験型観光コンテンツ」充実に必要な観点ごとに解決すべき課題および
解決の方向性は下記が挙げられます。



第2章「美容体験型観光コンテンツ」充実に向けた方策
1．充実に向けた課題と対応の方向性（２/2）
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■「美容体験型観光コンテンツ」充実に向けた課題と対応

「美容体験型観光コンテンツ」充実に必要な観点ごとに解決すべき課題および
解決の方向性は下記が挙げられます。

美容体験型観光コンテンツの提供事業者のみならず、業界や自治体
も、置かれた状況に合わせた解決策の検討を行う必要があります。

“Point”

２.ネットワーク基盤の充実
における課題

(1).プラットフォームの未整備

旅中での情報収集ができるプラットフォー
ムが整備されていない

解決の
方向性

(1).プラットフォームの活用

既存の情報プラットフォーム活用による
PR手法のポイントを理解する

(2).パッケージコンテンツの不足

観光コンテンツとしてのニーズ把握の不足
から、ツアーや他のコンテンツと連携した
訴求が少ない

その他事業者

担い手

(2).パッケージコンテンツの企画

同一エリア内で提供されるコンテンツと
連携して提供し、満足度を高める

３.エリア戦略の存在
における課題

(1).事業者連携／広域連携の不足

提供事業者は小規模な事業体が多く、独自
での領域活性化は難しい

解決の
方向性

(1).事業者連携／広域連携

エリア全体での消費を増大させるための
連携を図る

(2).ブランディング取組の不足

各地域の持つ特色あるサービス等を訴求で
きていない

自治体等

担い手

(2).地域のブランディング

ブランディングの主要な要素として美容
や癒しを位置付けし、エリア自体の認知
を拡大する
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第2章「美容体験型観光コンテンツ」活用に向けた方策
3．ナレッジ集
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1. コンテンツの充実・受入体制
(1)ターゲットの理解・設定
ターゲットを設定し、その特徴や趣向を理解するための項目には以下のような
ものがあります。また、特に美容コンテンツでは宗教等への理解も重要です。

ターゲット設定・理解する項目の例

×
滞在エリア

出身国
／地域

所得層
滞在期間
体験時間

情報収集源

年齢層 性別

同伴者 訪日目的

設定

理解 宗教

提供事業者

獲得を目指すターゲットは、個別に設定し十分なマーケティングを行う必要が
ありますが、ここでは美容コンテンツ提供時に特に留意すべき観点を紹介しま
す。

宗教や主義、文化に関わる留意点①

ターゲットを理解し詳細に設定することで、誘客における訴求ポイン
トや、受入れのために必要な環境整備が明確となります。

“Point”

温泉では湯あみ着を用意して
いるところもあるが、それで
は不十分。更衣室がみんな一
緒では意味がない。

親子など近親者であっても、
施術前の着替えスペースは分
けて欲しいという要望があっ
た。

観光団体

スパサロン

✧ 着替えを伴うサービスでは、施術前後も
含めた対策を検討する必要があります。

ムスリムの中には、アルコール飲料の摂
取だけでなく、アルコール製品自体を避
ける方もおり、肌に触れる施術などにお
いても留意が必要です。

✧ トリートメントなど施術に使用する製品
などの配慮が必要か、利用者個々に事前
に確認をすることが重要です。

✧ 付加価値として、お茶菓子などの提供を
することがありますが、これらについて
も宗教や主義により、口にできない食品
を含む場合があることに留意しましょ
う。

宗教や主義、文化に関わる留意点②
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日本慣れしているアジア人女性層
滞在期間は決して長くないが、海外旅行ではゆっくり
と時間をかけてホテルやリゾート等の滞在を楽しむ
出身国・地域について、リラクゼーションは、「シン
ガポール」「中国」「香港」「オーストラリア」が多
く、美容サロン等では、 「オーストラリア」 「シン
ガポール」「韓国」「台湾」が比較的多い。

海外旅行時の特徴

海外での滞在期間はそこまで長くなく、「4日～6日間」と回答する割合が多く、美容サ
ロン等ではもう少し短い傾向がある
「リラグゼーションを目的とした体験」「動物と触れ合う体験」「ナイトコンテンツ・
イルミネーション」等の体験をすることが多い
体験を実施した上位の理由は「健康のために良いと思ったから」が最も多く、その他
「同伴者に誘われたから」「趣味のため」「旅行中にやっているのを見たから」「ホテ
ルや観光案内所でおすすめしてもらい魅力を感じたから」など

訪日旅行時の特徴

日本には「恋人・配偶者」や「一人」で来ることが多い
日本でも「リラグゼーション」「温泉」「ビューティネイル・ヘアケア等の美容」を目
的とした体験を最も楽しんでいる。一方、「ガイドツアー」「着物や人力車等の伝統文
化体験」「城観光」等は体験していない
泊まることの多い宿泊形態は「標準的なホテル」「高級ホテル」「高級旅館」などで、
滞在時に上質な体験を求める割合が多い
日本渡航時参考にする情報源は「テレビ」「ラジオ」「Weibo」「WeChat」
「Michelin Travel」等が相対的に高い

リラクゼーションとセルフケアで、お金を惜しまずに贅沢な体験をす
る一定の層がいることが、美容体験型観光コンテンツの特徴です。

“Point”

第2章「美容体験型観光コンテンツ」活用に向けた方策
3．ナレッジ集

1. コンテンツの充実・受入体制
(1)ターゲットの理解・設定【参考】
2018年度最先端観光コンテンツ インキュベーター事業において実施したWEB
アンケート調査では、海外旅行時に「美容」や「リラクゼーション」の体験を
好む層に下記のような特徴が見られます。

ターゲット像

*出所：Pixabay
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第2章「美容体験型観光コンテンツ」活用に向けた方策
3．ナレッジ集

14

1. コンテンツの充実・受入体制
(2)適切な商品企画
ターゲットに対する配慮に加えて、美容コンテンツのインバウンド利用拡大の
ためには、以下のポイントを取り入れた商品設計が有効と考えられます。

美容・癒しの体験を実施した理由
は「健康のために良いと思ったか
ら」が第１位（42.2％）

提供事業者

提供するエリアにより、インバウンドが求めるニーズが異なります。
ニーズを把握し、適切な商品企画とPRを行う必要があります。

“Point”

都市部の観点 地方部の観点

人気繁華街には、美容サービ
ス店が集積しており、交通基
点（空港等）にある店舗には
多数の外国人が訪れている

OTA

移動や、宿泊先での隙間時間に利用
できる、体験時間が比較的短く、気
軽に気分転換ができるコンテンツ

WEB
アンケート

施術やサービスのみならず、環境も
生かし心身ともに癒され、健康や美
容目的の体験であることを明確に示
した長期滞在も可能なコンテンツ

*出所：（株）リクルートライフスタイルWEBアンケート
実施結果（観光庁 2018年度最先端観光コンテンツ イン
キュベーター事業モデル事業において実施）

*出所：松江インキュベーター事業実行委員会WEBアン
ケート実施結果（観光庁 2018年度最先端観光コンテンツ
インキュベーター事業モデル事業において実施）

n=300 n=401（台湾在住者のみ）

*出所：WEBアンケート実施結果（観光庁 2018年度最先
端観光コンテンツ インキュベーター事業において実施）

91%

73%

69%

64%

45%

4%

リラクゼーション

健康・湯治

美容・美肌

文化体験

リフレッシュ・気分転換

その他

日本の温泉に期待していること
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1. コンテンツの充実・受入体制
(2)適切な商品企画
前項で示した商品企画の観点を取り入れた事例を紹介します。独自に付加価値
として工夫している点も参考になります。

提供事業者

ターゲットをしっかり設定することで、きめ細やかなで特徴的な商品
企画が可能となります。

“Point”

都市部の事例 地方部の事例

ウェルネスイマージョン（AMANEMU）

温泉を設置した世界初のアマンリゾート。繁忙
期を除く期間には、顧客それぞれの健康や美へ
のニーズを反映した長期滞在型プランを販売
し、リピーター獲得につながっている。

トレンド紹介

WASPA（ミス・パリ）

日本を五感で体験できるよう、空間・トリート
メント内容・付加価値サービスに和を意識した
コンテンツ。メニューにより提供時間が60分
～180分から選べるようになっているが、要望
により提供時間のアレンジも可能である。

玉造温泉

温泉街の特徴を「美肌温泉」に限定し、ター
ゲットも20代～30代女性に限定。プロモー
ションも「美肌温泉」を強調して行っており、
コミュニケーション手段もターゲットを意識し
たデザイン統一・モデル起用など徹底した戦略
を推進している。

Chiva-som（タイ）

タイ王族の保養地であるホアヒンのビーチに建
つ、高級ウェルネスリゾート。カウンセリング
を基にプログラムを各個人毎に組まれ、質の高
いサービスを受けられる為、富裕層から人気が
ある。

*出所：玉造温泉旅館協同組合ホームページ

*出所：Chiva-somホームページ*出所：AMANEMUホームページ



サービス提供の流れ、注意事項、メニュー内容などを４言語に翻
訳して、店舗内に配置することで事前周知をした。また提供シー
ンごとに想定される会話をとりまとめ、４言語で翻訳した指差し
確認ツールを制作したことで、スタッフのインバウンド受け入れ
への心理的ハードルが低くなったとの感想が多くあった。

観光地での隙間時間における多言語コミュニケーションツールを活用した『リラクゼーショ
ンサービス業』への導入検証事業（リクルートライフスタイル）
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1. コンテンツの充実・受入体制
(3)受入環境整備
インバウンド対応ができないことにより、受入機会損失、事業成長機会損失に
つながってしまいます。またコミュニケーション不足により、観光客が期待す
るサービスが提供できない事態も生じています。コンテンツ利用の満足度向上
に向け、都市部のリラクゼーションサロン等の施設においては、以下のような
様々なコミュニケーション手段を検討することが必要です。

事例

提供事業者

都市部

メニュー
多様なサービスが組合せ可能な場合が多いため、施術内容と料金
形態を明確にしましょう

カウンセリング
シート

利用NGの製品・飲食物などを予め把握し、対応を変更することも
可能です

指差し
ツール

サービス特有のフレーズや確認事項を予め翻訳しておくとスムー
ズです

店内マナー
日本人客との摩擦を防ぐため、あらかじめお願いしたいマナーに
ついて周知を図りましょう

項目 ポイント

提供コンテンツの特徴をきちんと事前に伝えることが、受け入れる側
の負担軽減と、利用者の期待ギャップを緩和することに繋がります。

“Point”

*観光庁 2018年度最先端観光コンテンツ インキュベーター事業におけるモデル事業
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1. コンテンツの充実・受入体制
(3)受入環境整備

提供事業者

地方部

利用制限
禁忌事項

タトゥなど、利用制限がある場合には事前周知の徹底により、イ
メージ低下を防ぐことが重要です

マナー
日本人客との摩擦を防ぐため、あらかじめお願いしたいマナーに
ついて、日本人・インバウンドともに周知を図りましょう

指差し
ツール

サービス特有のフレーズや確認事項を予め翻訳しておくとスムー
ズです

決済環境
ATM設置や、設置場所の案内のほか、クレジットカードやアプリ
決済導入も有効です

項目 ポイント

日本人旅行者、訪日外国人旅行者双方が気持ちよく利用できる環境整
備が重要です。

“Point”

インバウンド対応ができないことにより、受入機会損失、事業成長機会損失に
つながってしまいます。またコミュニケーション不足により、観光客が期待す
るサービスが提供できない事態も生じています。コンテンツ利用の満足度向上
に向け、地方部の温泉地等は、地域一帯の取組として、以下のような様々なコ
ミュニケーション手段を検討することも必要です。

事例

ENJOY ONSEN

別府市が開設した欧米豪向け情報サイト「ENJOY ONSEN」で
はGoogleマップ上にて、その制限ごとに施設が色分けされ、
場所と利用方法が確認できるようになっている。また各温泉施
設ごとにプライベートバスの有無や、タトゥの制限、設置され
ている備品などがアイコンで確認できるパンフレットも多言語
で作成して周知を図っている。

*出所：別府市ホームページ



利用
場面

課題

オ
ン
ラ
イ
ン

多言語化は利用者の安心感につなが
るが、同時に流入経路を確保する必
要がある。

自治体等の場合、PR・情報を統括
する存在が必要となる。

美容・癒し分野の取扱いや特化した
サイト自体が少ない状況。

情報の精査や、口コミの書き込み依
頼などを積極的に行う必要がある。

体験者からの発信効果が高い。
イメージアップにつながる投稿や継
続が重要。

リアル
な接点

情報連携が不足しており、紹介して
もらうための関係構築が重要
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2. ネットワーク基盤の充実
(1)プラットフォームの活用
現在、インバウンドに向けた情報発信には様々な手段があります。提供するコ
ンテンツにより、いつターゲットに情報を見て欲しいか検討しましょう。

提供事業者
その他事業者

ターゲットの設定に応じて、適切なコミュニケーション手段を判断し、
優先度とメリハリをつけた対応・連携強化を図ることが重要です。

“Point”

旅前 旅後旅中

自社サイトの多言語化
予約獲得

インバウンドが慣れ親しんだ
OTAによる情報発信

（TripAdvisor,Expedia等）

アクティビティ
予約サイト

（viator,asoview等）

SNSによる情報発信
（Facebook,Instagram,WeChat等）

旅行情報サイトに
よる情報発信
(JNTOサイト等）

観光案内所
ｺﾝｼｪﾙｼﾞｭ

コミュニケーション手段

都市部では、旅中の時間活用にも対応可能な
コミュニケーション手段の対応着手が重要

地方部では、事前に認知してもらいその地域に呼び込
むことが必要なため、旅前での情報発信に強いコミュ
ニケーション手段への対応着手が重要

整備により拡大
の可能性はある

OTA

事前に行程が決まっ
ており、現地で興味
をもった体験をする
時間を確保できない

モデル事業*2

適切だと思う
情報源
SNS(48.2％)
OTA(47.0％)
宿泊施設お奨
め(38.7％)

モデル事業*1

*1出所：（株）リクルートライフスタイルアンケート実施結果、 *2出所：松江インキュベーター事業実行委員会ヒアリング
結果（いずれも観光庁 2018年度最先端観光コンテンツ インキュベーター事業モデル事業において実施）
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2. ネットワーク基盤の充実
(2)パッケージコンテンツの企画
美容サービスは、旅の副次的要素が強いコンテンツです。そのため、同一エリ
ア内で提供されるコンテンツと上手に組合せたパッケージコンテンツの企画へ
の取組には以下のようなものがあります。

提供事業者
その他事業者

都市部ではより美容と親和性の高いコンテンツ、地方部では地域の特
性を生かしたコンテンツとの組合わせにより、利用者の満足度を高め
ることが必要です。

“Point”

連携方法の例

都市部事例 地方部事例

美容・癒しサービス
（コト消費）

都市観光コンテンツとの組み合わせ販売や、
都市観光の定番ルート上でのPR強化

親和性の高い商品（モノ）・体験との一体販売が
可能な環境整備、連携先の模索

複合施設化（エリア化）による滞在時間の延長、
訪問により目指す目的を明確化

WASPA（ミス・パリ）

スパにモノ販売を組み合わせて提供。和
の素材を使用したトリートメントを提供
し、使用製品の販売を行う。日本各地の
素材を利用し地方への興味も誘発。

SHISEIDO THE STORE 

化粧品販売、エステティック、
ヘアメイク、撮影サービス、
美容レッスンなど美に関わる
サービスを総合的に提供。

姫ラボ（玉造温泉）

松江市とまちづくり会社が開
発した美肌温泉を活用した基
礎化粧品。専門店のみの販売
によりブランド力を強化。

大紀町

美容コンテンツであるヨガと
まちの観光資源（特産品ラン
チ、グランピング等）を組み
合わせたツアーを販売。

*出所：各施設ホームページ、大紀町地域活性化協議会提供

*出所：Pixabay



海外のターゲット層

複合ウェルネスツーリズム
の周遊促進

美容

健診 食

温泉

アンチ
エイジング

スポーツ パワー
スポット

自然浴

大阪観光局による
プラットフォーム

共通プロモーション

統一ブランド確立・コンテンツの充実
受入体制の整備
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3. エリア戦略の存在
(1)事業者連携／広域連携
美容コンテンツの観光活性化のためには、事業者単体の取組に留まらず、もっ
と広い視点での取組方を検討しましょう。都市部では、以下のような連携範囲
が想定されます。

自治体等

都市部

美容コンテンツを提供する事業者・美容コンテンツと親和性の高いコ
ンテンツの提供事業者、そしてそれらが所在するエリア全体で連携を
強化し、エリア全体で消費を拡大していく取組が最も必要です。

“Point”

交通基点となる
空港や駅

行動拠点となる
宿泊施設

医療機関 ショッピング レストラン

親和性の高いコンテンツの提供事業者
（例）

自治体等

エリア内の事業者を
巻き込んでいく取組が必要

美容
コンテンツ

事例

大阪観光局

総合病院が集積するなど医療基盤が整っている
こと、空港や新幹線の駅があり交通のハブ拠点
である地域特性を生かし、「心と身体の健康」
をコンセプトに、ウェルネスツーリズムとして
大阪および関西圏の観光地を活性化させる取組
を行っている。
美容コンテンツとの連携として、大阪観光局が
エステ事業者等とともに、海外富裕層向けの検
診とエステのセットプランや、関西圏の観光地
を周遊する食事・エステ・パワースポット巡り
をセットとしたプランの企画も進めている。

*出所：大阪観光局ホームページ



地域経済の活性化のため、2013年に大紀町商
工会の下部組織として発足。地域の事業者を巻
き込みながら協議会が中心となって、観光コン
テンツ開発や特産品のブランド化に取り組んで
いる。
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3. エリア戦略の存在
(1)事業者連携／広域連携
地方部においては、近郊エリア内はもとより、より広域で捉えたエリアの連携
が有効です。親和性の高いコンテンツやツーリズムと連動し、我が国全体で消
費を拡大していく取組が考えられます。

自治体等

地方部

主体・地域を越えた連携創出の取組 地方部事例

効果の高いシナジーを生み出すには、地域の特徴と親和性が高いもの
を抽出し、相互に送客が可能な手段を検討していく必要があります。

“Point”

スキー
ツーリズム

ガストロノミー
ツーリズム

ヘルスケア
ツーリズム

美容・癒し
ツーリズム

各ツーリズムを振興する
自治体等同士の連携が必要

ヘルスケア分野では、「ヘルス
ツーリズム認証制度」が始まり、
品質の見える化に取り組んでい
る。

自治体等

大紀町地域活化協議会

大紀町商工会

大紀町地域活性化協議会

大紀ブランド
認定委員会

民泊
部会

観光
部会

体験
部会

特産品
部会

大紀町
役場

協力
団体

連携

支援
連携

*出所：ヘルスツーリズム認証委員会ホームページ

「新・湯治」（環境省）の取組では、温泉入
浴だけでなく温泉地の多様な地域資源を活か
したプログラムを楽しむことで、心身のリフ
レッシュや温泉地のにぎわいを生み出してい
くことを目的として、自治体、団体、企業等
による多様なネットワークである「チーム
新・湯治」が形成されている。（2019年２月
末で200を超える団体が参加）

親和性の高いツーリズムの取組状況

*出所：環境省ホームページ
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3. エリア戦略の存在
(2)地域一体のブランディング
観光活性化に取組む際には、ブランディングの考え方が重要です。
効果的に推進するためには、以下の３つの要素が重要です。

自治体等

地域のブランディングでは、すべてのポイントを関連付けて一体的に
実施していくことが、高い効果を生みだします。

“Point”

顧客に伝えたい
価値・メッセージの明確化

• 来訪者にとっての価値や、来訪者に感じてほしい
メッセージ等を明確にすることが重要です

• 価値やメッセージの明確化の際には、ターゲットと
する来訪者の属性（出身国・地域、年齢、性別等）、
他エリアとの差別化、提案する体験の具体的方法等
をあわせて想定する必要があります

関係者間の認識の統一
• 明確化した価値やメッセージを関係者間で共有・徹

底し、情報の受け手に的確に伝達するよう、それぞ
れが取組むことが重要です

戦略的なプロモーションと
情報発信のコントロール

• 伝えたい価値・メッセージやそのターゲット等に応
じて最適な情報発信手段をとることが重要です

• 情報発信は、発信者、頻度、媒体等の様々な要素に
よって情報の受け手の印象が左右されるため、やみ
くもに情報発信を行うのではなく、伝えたい価値・
メッセージが的確に伝達できるものに限定し、情報
発信の質のコントロールも必要となります

ポイント
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3. エリア戦略の存在
(2)地域一体のブランディング
美容コンテンツを核としたブランディングに取組む事例を紹介します。取組の
ポイントを理解し、商品開発のための手法・プロモーション手法など、全部で
はなくひとつずつ参考にすることもできます。

自治体等

事例

地域としてブランディングに取組むことで、エリアとしての認知拡大
と消費効果の継続が期待できます。

“Point”

韓国

韓国観光公社は、おす
すめウェルネススポッ
トを紹介する本を作成、
配布するなど、ウェル
ネスに特化したプロ
モーションも行ってい
る。

玉造温泉

インド・ケララ州

アユールベーダセン
ター施設認定制度を州
政府監督のもと行い、
州一体となりブラン
ディングに取り組んで
いる。

タイ

タイ国政府観光庁のHP
では、言語ごとに掲載
内容を変更し、ター
ゲットに合わせたプロ
モーションを行ってい
る。

アメリカ・ビバリーヒルズ

市議会と観光局により、
地域における様々な
ウェルネスに特化した
コンテンツ(ヨガクラ
ス・スパ等）のプロ
モーションを行ってい
る。

地域特有の資源・価値として、1,300年前から言い伝えのある
「美肌温泉」を核とすることを決定。観光協会・温泉旅館協同組
合・まちづくり会社・ボランティアの各団体がシェアオフィスに
入居して連携を強化し、一体となって取組を推進している。ター
ゲットは20代～30代女性と絞り、商品開発、プロモーションも
すべて、ターゲットを意識したデザインテイストに統一。提供す
る情報も、若い女性の興味関心が高いものを厳選している。

*出所：玉造温泉旅館協同組合ホームページ
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