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統計データ算出方法

仮説の振り返り

1. コンテンツの拡充、2. 場の整備

5. プロモーション

6. 推進の仕組み

7. 労働

ナイトタイムエコノミー推進・活性化に向けたアプローチ方法

モデル事業一覧

資料編内容
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統計データ算出方法
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ロンドン（ウェストミンスター）のナイトタイムエコノミーの統計における経済効果と社会的コストの各項目の算出は、国の

統計データや各種データに係数を用いて行われている

ナイトタイムエコノミーにおける統計データ算出方法

出所：「Westminster ENTE Cost Benefit Analysis」 （Westminster Council）
「Hackney‘s Evening and Night Time Economy  a Cost Benefit Analysis_」（London Borough of Hackney）

経済効果（便益）

企業数 TBR社のナイトミックスイン
デックス（NMI）を使用して推
計雇用者数

GVA*

売上

税収 事業税
（Local Business

Rates）

コアENTE事業を対象に、
NMIのデータを基にウェストミ
ンスター提供データと調整の
上算出

所得税 （Income Tax) コアENTE事業を対象に、
Annual Population 

Survey(2012-2013)からフル
タイム雇用者数を算出
雇用者数と財務省に申告され
ている税収額をクロス集計の
上、雇用者当たりの平均税収
額を推計

消費税 （VAT） コアENTE事業の売上に対し
て税率20%を乗じて算出

社会的コスト（費用）

警察・司法
サービス

“Metropolitan Police Service (MPS)”による全
体支出に（￡3,486）からウェストミンスターの犯
罪発生率（8％）、ENTE時間帯（6pm-6am）にお
ける犯罪発生率を乗じて算出

救急・病院
サービス

アルコールによる救急搬送費と入院費の合計値

 “London Ambulance Services（LAS）”のウェ
ストミンスターのアルコールによる救急搬送件
数に1回あたりの搬送費を乗じて算出

 “National Health Service （英国の国民保険
サービス）”のアルコールによる入院費用に、
上記LASのウェストミンスターのアルコールに
よる救急搬送出動率（10.3％）を乗じて算出

公共交通
サービス

“Transport for London” のデータを用いて、ウェ
ストミンスター駅での利用率を割り出し、さらに、
TBR社が調査した日中とENTEの時間帯のコスト
比率を乗じて算出

その他公共
サービス

自治体提供のデータ

* ウェストミンスターの統計では公表されていないが、同社のHackney市のレポートにおいて、
GVAの1次間接効果、2次間接効果は、英国統計局の産業連関表を用いて算出しているとある
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ロンドンと同様にシドニーにおいても、ナイトタイムエコノミーの統計における経済コストと社会的コストの各項目の算出

は、国の統計データや各種データに係数用いて行われている

ナイトタイムエコノミーにおける統計データ算出方法

出所：「Sydney Night Time Economy: Cost Benefit Analysis」 (City of Sydney Council)

経済効果（便益）

企業数 TBR社のナイトミックスイン
デックス（NMI）を使用して推
計雇用者数

売上

税収 法人税
（Corporate Tax）

すべての課税所得に対して税
率30％

固定資産税
（Property Rates）

シドニー市議会から提供

給与支払い税
（Pay Roll Tax）

州政府によって労働コストの
割合として徴収。現行の税率
は企業に課される5.45％だが、
賃金が678,000ドルを超える
場合に限られるため、コア
NTEの2750事業の32.9％の
みがこの税の対象となると想
定

財・サービス税（GST） 税率10％

個人所得税
（Personal Tax）

所得額に応じた税率
（最高税率45％）

社会的コスト（費用）

警備サービス 人件費及び非人件費の最小値と最大値を推計し、
それぞれの中間値を合計して算出

最小値：夜間のアルコール関連の問題のみをカ
バー（パトロール等は含まない）
最大値：6pm~6amの全コストをカバー（NTEに無
関係な活動を含む）

医療サービス 自治体エリアの主要2病院におけるアルコール

関連の入院に係る費用を人件費から推計し、警
備サービスと同様に非人件費を推計のうえ、合
計して算出

交通サービス 鉄道、バス、フェリーそれぞれの夜間運行（6pm

以降）に係る推計コストを合計して算出

その他公共
サービス

自治体提供のデータ
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ロンドン（ウェストミンスター）のENTE市場（2013年）の経済効果と社会的コストの内訳

 2015年が最新であるが、コストの情報がないため2013年のデータを掲載

出所：「Westminster ENTE Cost Benefit Analysis」 （Westminster Council）

経済効果（便益） 社会的コスト（費用）

企業数（社） コア 3,875 

ノンコア 10,966 

コーポレ―ト 128 

合計 14,969 

雇用者数（人） コア 43,925 

ノンコア 164,836 

コーポレ―ト 11,828 

合計 220,589 

GVA（mil￡） コア 986 

ノンコア 6,444 

コーポレ―ト 296 

合計 7,726

売上（mil￡） コア 2,509 

ノンコア 20,616 

コーポレ―ト 1,353 

合計 24,478 

税収（mil￡） 事業税 123 

所得税 90 

消費税 500 

合計 713 

コスト(mil￡） 警察・司法サービス 29 

救急・病院サービス 37 

公共交通サービス 95 

自治体によるサービス 26 

合計 187 

ナイトタイムエコノミーにおける統計データ算出方法
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シドニーのNTE市場の経済効果と社会的コストの内訳（2009年）

 2015年が最新だが、コスト及び業種（小分類）毎の情報が取得できる2009年のデータを掲載

経済効果（便益） 社会的コスト（費用）

企業数（社） コア 2,750

ノンコア 4,491

サプライ -

合計 7,241

雇用者数（人） コア 27,115

ノンコア 80,717

サプライ -

合計 107,832

売上（mil AUD） コア 2702.1

ノンコア 12,478.4

サプライ -

合計 15,180.5

税収（mil AUD） 法人税（Corporate Tax） 81

（2008/9） 固定資産税（Property Rates） 30 

給与支払い税（Pay Roll Tax） 69

財・サービス税（GST） 57

個人所得税（Personal Tax） 227 

合計 457 *¹

コスト（mil AUD ） 警備サービス 24.8

医療サービス 4

輸送サービス

鉄道 ：50

バス ：5.2

フェリー：9.6

64.8

その他公共サービス 31 

合計 124.6

*1 合計値が単純計算値と異なるが理由は不明

出所：「Sydney Night Time Economy: Cost Benefit Analysis」 (City of Sydney Council)

ナイトタイムエコノミーにおける統計データ算出方法
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シドニーのNTEの統計におけるコアNTEに分類される業種の経済効果（2009年）

企業数、雇用者数、売上を掲載

出所：「Sydney Night Time Economy: Cost Benefit Analysis」 (City of Sydney Council)、「The Australian Night Time Economy 2015」（National Local Government Drug and Alcohol 

Committee, Ortus Economic Research）、 「Australian and New Zealand Standard Industrial Classification 2006」（Australian Bureau of Statistics）

業種（大分類） 業種コード 業種 （小分類） 企業数 （社） 雇用者数（人） 売上 (mil AUD)

Food

4511 Cafes and Restaurants 1,617 13,737 1,157.9

4512 Takeaway Food Services 525 2,974 250.6

Total 2,141 16,711 1,408.5

Drink

4520 Liquor Retailing 230 3,794 319.8

4123 Pubs, Taverns and Bars 57 387 105.2

Total 287 4,181 425.0

Entertainment

551 Motion Picture and Video Activities 8 208 85.0

900 Creative and Performing Arts Activities 123 2,067 286.4

911 Sports and Physical Recreation Activities 95 710 98.4

912 Horse and Dog Racing Activities 4 38 5.3

913 Amusement and Other Recreation Activities 6 20 2.8

920 Gambling Activities 27 2,218 307.4

4530 Clubs (Hospitality) 41 818 68.9

9534 Brothel Keeping and Prostitution 18 142 14.4

Total 322 6,222 868.6

Core Total 2,750 27,115 2,702.1

経済効果（便益）

ナイトタイムエコノミーにおける統計データ算出方法
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シドニーのNTEの統計におけるノンコアNTEに分類される業種の経済効果（2009年） 1/2

企業数、雇用者数、売上を掲載

業種（大分類） 業種コード 業種 （小分類） 企業数 （社） 雇用者数（人） 売上 (mil AUD)

Care

771 Public Order and Safety Services 14 2,353 226.1

840 Hospitals 19 3,409 219.1

Total 33 5,762 445.3

Cultural 601 Libraries and Archives 10 71 29.0

Design 692 Architectural, Engineering and Technical Services 709 9,943 1,722.7

Education 821 Adult, Community and Other Education 107 1,138 55

Food Retailing

411 Supermarket and Grocery Stores 293 1,540 418.9

412 Specialised Food Retailing 148 947 257.5

Total 441 2,487 676.4

Hospitality 4400 Accommodation 242 7,936 668.9

Infrastructure

29 Waste Collection, Treatment and Disposal Services 1 5 3.9

751 Central Government Administration 56 7,561 704.1

752 State Government Administration 118 15,030 1,399.6

753 Local Government Administration 27 1,210 112.7

9531 Laundry and Dry Cleaning Services 114 646 65.3

Total 316 24,452 2,285.6

経済効果（便益）

出所：「Sydney Night Time Economy: Cost Benefit Analysis」 (City of Sydney Council)、「The Australian Night Time Economy 2015」（National Local Government Drug and Alcohol 

Committee, Ortus Economic Research）、 「Australian and New Zealand Standard Industrial Classification 2006」（Australian Bureau of Statistics）

ナイトタイムエコノミーにおける統計データ算出方法
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シドニーのNTEの統計におけるノンコアNTEに分類される業種の経済効果（2009年） 2/2

企業数、雇用者数、売上を掲載

業種（大分類） 業種コード 業種 （小分類） 企業数 （社） 雇用者数（人） 売上 (mil AUD)

Promotion 694 Advertising Services 253 6,686 1,158.4

Research

692 Architectural, Engineering & Technical Services 1 6 1.0

695 Market Research and Statistical Services 129 3,168 548.8

Total 130 3,174 549.8

Other Retail

422 Electrical and Electronic Goods Retailing 153 1,179 320.6

424 Recreational Goods Retailing 291 2,024 550.3

425 Clothing, Footwear and Personal Accessory Retailing 1,211 7,396 2,011.2

426 Department Stores 37 1,141 310.3

427 Pharmaceutical and Other Store Based Retailing 481 2,809 763.7

Total 2,173 14,549 3,956.1

Transport

462 Road Passenger Transport 27 688 144.8

472 Rail Passenger Transport 13 3,436 724.0

482 Water Passenger Transport 8 204 43.0

9533 Parking Services 29 192 19.5

Total 77 4,520 931.2

Non-Core Total 4,491 80,717 12,478.4

経済効果（便益）

出所：「Sydney Night Time Economy: Cost Benefit Analysis」 (City of Sydney Council)、「The Australian Night Time Economy 2015」（National Local Government Drug and Alcohol 

Committee, Ortus Economic Research）、 「Australian and New Zealand Standard Industrial Classification 2006」（Australian Bureau of Statistics）

ナイトタイムエコノミーにおける統計データ算出方法



11

ロンドン、シドニーにおけるENTE（NTE）の統計における、時間帯、業種の定義は以下の通り

ロンドン（ウェストミンスター） シドニー

時間 6 p.m. - 6 a.m. 6 p.m. - 6 a.m.

業
種

コア ナイトタイムエコノミーの活動に直接寄与する以下の
業種（業種の詳細はP18-19 表1参照）

 Food：店舗内外で食事の提供を主におこなってい
る業態 （例：カフェ、レストラン、テイクアウト等）

 Drink：アルコール、飲料の提供を主に行っている
業態 （例：パブ、バー、ナイトクラブ等）

 Entertainment：エンターテインメントを主に提供す
る業態 （例：パフォーマンス、スポーツ、リクリエー
ション施設等）

コア ナイトタイムエコノミーの活動に直接寄与する以下の
業種（業種の詳細はP21 表3参照）

 Food：店舗内外で食事の提供を主におこなってい
る業態 （例：カフェ、レストラン、テイクアウト等）

 Drink：アルコール、飲料の提供を主に行っている
業態 （例：パブ、バー、酒屋等）

 Entertainment：エンターテインメントを主に提供す
る業態 （例：クラブ、パフォーマンス、スポーツ、レ
クリエーション施設等）

ノンコア ナイトタイムエコノミーに間接的に寄与する業種
（業種の詳細はP20 表2参照）

例：主要な提供時間が昼間の小売店、ホテル等

ノンコア ナイトタイムエコノミーに間接的に寄与する業種
（業種の詳細はP22-23表4参照）

例：主要な提供時間が昼間の小売店、ホテル等

コーポ
レート

業種の分類としてはコアに属するが、ビジネスの範囲
がウェストミンスターに限定されず、広範囲な業態

例：パブ、レスランチェーンの本社等

サプライ コア及びノンコアをサポートするサプライチェーンを行
う業種 （業種の詳細はP24 表5参照）

例：飲料メーカー、食品メーカー、音楽出版社等

出所：「Westminster ENTE Cost Benefit Analysis」 （Westminster Council）
「The Australian Night Time Economy 2015」（National Local Government Drug and Alcohol Committee, Ortus Economic Research）

ナイトタイムエコノミーにおける統計データ算出方法
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ロンドンのENTEの統計におけるコアENTEに分類される業種の詳細

業種
（大分類）

業種
コード

業種
（小分類）

詳細

Food

56101 Licensed Restaurants
顧客への飲食サービスの提供。一般的に施設内での消費であり、食事に付随するアルコー
ル飲料が提供可能

56102
Unlicensed Restaurants & 

Cafes

顧客への飲食サービスの提供。一般的に施設内での消費であり、アルコール飲料が提供不
可

56103
Take away food shops and 

mobile food stands
テイクアウト、移動販売等

Drink

56301 Licensed Clubs ナイトクラブ、社交クラブ

56302 Public Houses & Bars
バー、居酒屋、カクテルラウンジ、飲料の提供を主としたディスコ（ライセンス有り）、ビアホー
ル

Entertainment

59140
Motion Picture Projection 

Activities
屋外・専用施設内の映画鑑賞、シネクラブ

90040 Operation of Arts Facilities コンサート、シアターホール、芸術施設の運営

93210
Activities of amusement parks 

and theme parks
アミューズメント施設、テーマパークの運営

93290
Other amusement and 

recreation activities

コインゲーム、リクリエーション施設運営（宿泊施設が附属されていない施設）、リクリエー
ション用交通の運営（マリーナ等）、スキー場運営、リクリエーション用具のレンタル、リクリ
エーション目的のイベント・ショー、海水浴場でのアクティビティ、ダンスフロア運営
※アミューズメント施設、テーマパークの運営に含まれるものは除外

【コアENTE業種（表1） 1/2】

出所：「Westminster ENTE Cost Benefit Analysis」 （Westminster Council）, 「UK Standard Industrial Classification of Economic Activities 2007」 (Office for National Statistics)

ナイトタイムエコノミーにおける統計データ算出方法
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ロンドンのENTEの統計におけるコアENTEに分類される業種の詳細

出所：「Westminster ENTE Cost Benefit Analysis」 （Westminster Council）, 「UK Standard Industrial Classification of Economic Activities 2007」 (Office for National Statistics)

業種
（大分類）

業種
コード

業種
（小分類）

詳細

Entertainment

92000 Gambling and betting activities
宝くじ販売、コインゲームの運営、オンラインカジノサイトの運営、ブックメーカー、場外馬券
運営、カジノ運営

93110 Operation of Sports Facilities

屋内外のスポーツイベント施設の運営（サッカー、ホッケー、クリケット、ラグビー、レースト
ラック、犬・猫・馬レース、競泳プール、スタジアム、競技場、ウィンタースポーツアリーナ、ア
イスホッケー場、ボクシングアリーナ、ゴルフコース、ボーリング場
プロ・アマチュアスポーツ選手の試合・イベントの運営

93120 Activities of sports clubs
スポーツクラブに活動（サッカー、ボーリング、水泳、ゴルフ、ボクシング、ウィンタースポーツ、
チェス、陸上競技、射撃 等）

93130 Fitness Facilities フィットネスジム

【コアENTE業種（表1） 2/2】

ナイトタイムエコノミーにおける統計データ算出方法
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ロンドンのENTEの統計におけるノンコアENTEに分類される業種の詳細

業種
（大分類）

詳細
（参考）

Care 病院、警察サービス等

Cultural 図書館、美術館、文化施設の運営 等

Design 建築デザイン、エンジニアリングデザイン 等

Education スポーツ・レクリエーション指導、芸術教育 等

Food レストラン、カフェ、屋台、テイクアウトサービス 等

Hospitality 宿泊施設 等

Infrastructure 環境整備、タウンセンターマネジメント 等

Promotion 広告サービス 等

Research 市場調査 等

Retail
スポーツ用品の小売業、エンターテイメントメディアの小売業、玩具・ゲームの小売業、新聞・本の小売業、スーパーマー
ケット、たばこの小売業、電化製品の小売業、ファッションの小売業、ヘルスケア関連小売業、家庭用品の小売業 等

Sports Education スポーツ指導 等

Transport タクシー、駐車サービス 等

【ノンコアENTE業種（表2）】

出所：「Westminster ENTE Cost Benefit Analysis」 （Westminster Council）, 「UK Standard Industrial Classification of Economic Activities 2007」 (Office for National Statistics)、
「The Australian Night Time Economy 2015」（National Local Government Drug and Alcohol Committee, Ortus Economic Research）を基にデロイトトーマツ作成

ナイトタイムエコノミーにおける統計データ算出方法
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シドニーのNTEの統計におけるコアNTEに分類される業種の詳細

業種
（大分類）

業種
コード

業種
（小分類）

詳細
（参考）

Food
4511 Cafes and Restaurants カフェ、レストラン

4512 Takeaway Food Services テイクアウトフードサービス

Drink
4123 Liquor Retailing 酒類の小売店

4520 Pubs, Taverns and Bars パブ、居酒屋、バー

Entertainment

551 Motion Picture and Video Activities 映画、ビデオの制作、配信、上映、その他関連活動

900 Creative and Performing Arts Activities 舞台芸術・施設の運営、クリエイター、ミュージシャン、作家、パフォーマー

911 Sports and Physical Recreation Activities

ヘルス・フィットネスセンター、ジムの運営
スポーツ・フィジカルレクリエーションクラブ、スポーツプロフェッショナル
スポーツ・フィジカルレクリエーション施設、敷地と施設の運営
スポーツ・フィジカルレクリエーション行政サービス

912 Horse and Dog Racing Activities ホース・ドッグレースの管理とコース運営、その他関連活動

913 Amusement and Other Recreation Activities アミューズメントパーク・センターの運営、その他のレクリエーション活動

920 Gambling Activities カジノ運営、宝くじ運営、その他ギャンブル関連活動

4530 Clubs (Hospitality) クラブ（ホスピタリティ）

9534 Brothel Keeping and Prostitution 売春宿の管理と売春サービス

【コアNTE業種（表3）】

出所：「The Australian Night Time Economy 2015」（National Local Government Drug and Alcohol Committee, Ortus Economic Research）、 「Australian and New Zealand Standard 

Industrial Classification 2006」（Australian Bureau of Statistics）

ナイトタイムエコノミーにおける統計データ算出方法
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シドニーのNTEの統計におけるノンコアNTEに分類される業種の詳細

業種
（大分類）

業種
コード

業種
（小分類）

詳細
（参考）

Care
771 Public Order and Safety Services

警察、捜査・セキュリティサービス、防火・その他の緊急サービス、矯正・拘留
サービス、その他の公共秩序・安全サービス

840 Hospitals 病院、精神病院

Cultural 601 Libraries and Archives ライブラリ、アーカイブ

Design 692
Architectural, Engineering and Technical 

Services

建築サービス、測量およびマッピングサービス、エンジニアリングデザイン、エン
ジニアリングコンサルティングサービス、その他の専門デザインサービス、科学的
なテスト、分析サービス

Education 821 Adult, Community and Other Education スポーツ・レクリエーション指導、芸術教育、大人、地域社会、その他の教育

Food Retailing

411 Supermarket and Grocery Stores スーパーマーケット、食料品店

412 Specialised Food Retailing
新鮮な肉・魚・家禽の小売業、果物・野菜の小売業、酒類の小売業、その他の専
門食品の小売業

Hospitality 4400 Accommodation 宿泊施設

Infrastructure

29
Waste Collection, Treatment and Disposal 

Services
廃棄物収集サービス、固形廃棄物収集サービス、その他の廃棄物収集サービス

751 Central Government Administration 廃棄物処理・廃棄、廃棄物の修復・材料回収サービス

753 Local Government Administration 地方行政

772 Regulatory Services 規制サービス（便益分析レポートには当該業種が含まれていないが理由は不明）

9531 Laundry and Dry Cleaning Services 洗濯・ドライクリーニングサービス

【ノンコアNTE業種（表4）1/2】

出所：「The Australian Night Time Economy 2015」（National Local Government Drug and Alcohol Committee, Ortus Economic Research）、 「Australian and New Zealand Standard 

Industrial Classification 2006」（Australian Bureau of Statistics）

ナイトタイムエコノミーにおける統計データ算出方法
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シドニーのNTEの統計におけるノンコアNTEに分類される業種の詳細

業種
（大分類）

業種
コード

業種
（小分類）

詳細
（参考）

Promotion 694 Advertising Services 広告サービス

Research 695 Market Research and Statistical Services 市場調査、統計サービス

Other Retail

422 Electrical and Electronic Goods Retailing
電気・電子・ガス器具の小売業、コンピューター・周辺機器の小売業、その他の
電気・電子製品の小売業

424 Recreational Goods Retailing
スポーツ・キャンプ用品の小売業、エンターテイメントメディアの小売業、玩具・
ゲームの小売業、新聞・本の小売業、海洋機器の小売業

425
Clothing, Footwear and Personal Accessory 

Retailing

衣料品の小売業、靴の小売業、腕時計・ジュエリーの小売業、その他アクセサ
リーの小売業

426 Department Stores 百貨店

427
Pharmaceutical and Other Store Based 

Retailing

製薬・化粧品・トイレタリーの小売業、文房具の小売業、アンティーク・中古品の
小売業、花の小売業、その他の店舗ベースの小売業

Transport

462 Road Passenger Transport
郊外・地方バス輸送、都市バス輸送（路面電車を含む）、タクシー・その他の道
路輸送

472 Rail Passenger Transport 鉄道旅客輸送

482 Water Passenger Transport 水上旅客輸送

9533 Parking Services 駐車サービス

【ノンコアNTE業種（表4）2/2】

出所：「The Australian Night Time Economy 2015」（National Local Government Drug and Alcohol Committee, Ortus Economic Research）、 「Australian and New Zealand Standard 

Industrial Classification 2006」（Australian Bureau of Statistics）

ナイトタイムエコノミーにおける統計データ算出方法
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シドニーのNTEの統計におけるサプライNTEに分類される業種の詳細

業種
（大分類）

業種
コード

業種
（小分類）

詳細
（参考）

Drink
12

Beverage and Tobacco Product 

Manufacturing
飲料製造業（ソフトドリンク・コーディアル・シロップ製造業、ビール製造業、スピ
リッツ製造業、ワイン・その他のアルコール飲料製造業）、タバコ製品の製造業

3606 Liquor and Tobacco Product Wholesaling 酒類・タバコ製品の卸売業

Entertainment 552 Sound Recording and Music Publishing 音楽出版、音楽・その他の録音活動

Food
11 Food Product Manufacturing

肉製品の製造（肉加工、家禽の加工、加工肉、小物入れ製造）、シーフード加工、
乳製品製造業（ミルク・クリーム加工、アイスクリーム製造、チーズ・その他の乳
製品製造）、果物・野菜の加工、油脂製造、穀物製粉・穀物製品製造（穀物製粉
製品の製造、穀物・パスタ・調整粉製造）、ベーカリー製品の製造（パン製造[工
場ベース]、ケーキ・ペストリー製造[工場ベース]、ビスケット製造[工場ベース]、
ベーカリー製品製造[工場ベース以外]）、砂糖・菓子製造（砂糖製造、菓子製
造）、その他の食品製造（ジャガイモ・トウモロコシ・その他クリスプの製造、動
物・鳥類の飼料製造、その他食品の製造）

4513 Catering Services ケータリングサービス

【サプライNTE業種（表5）】

出所：「The Australian Night Time Economy 2015」（National Local Government Drug and Alcohol Committee, Ortus Economic Research）、 「Australian and New Zealand Standard 

Industrial Classification 2006」（Australian Bureau of Statistics）

ナイトタイムエコノミーにおける統計データ算出方法
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仮説の振り返り
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 生活者（住民、雇用主、労働者…）
 来街者（訪日外国人／国内観光客…）
 企業・商店（立地／来街企業、産業分野…）

ナイトタイムエコノミー（NTE）のまちづくりの観点を整理し、あるべき姿の検討アプローチを導出する

先進事例の調査にあたり、はじめに検討アプローチから導き出した仮説を策定する

仮説を国内外先進事例調査およびマーケティング調査（アンケート）により検証する

ナイトタイムエコノミーの日本のあるべき姿（仮説）

インフラ（基盤）

制度の設計、規制の強化・緩和

ナイトタイムエコノミーのまちづくりの観点

NTEのまちづくりコンセプト（ブランディング）
- 24時間快適な活動が実現され、

訪日外国人の消費額が上がるまち -

生活者 来街者（訪日外国人等） 企業

イベント1
アクティ
ビティ1 アクティ

ビティ2
イベント2

商店2
商店1

多言語
対応

安全
安心

交通
アクセス

IT

プロモーション

決済基盤

まちをNTE対応する主な目的は？

 まちのインバウンド誘客による経済競争力の向上

 まちの持続可能性（サステイナビリティ）の向上

 まちの生活の質（Quality of Life）の向上…

目的

コンテンツ提供に必要なインフラは？
 24時間交通（電車、バス）
 IoTデバイス（センサー・カメラ等）
 Wi-Fi環境、自動翻訳
 キャッシュレス環境

インフラ

ターゲット*が求めるコンテンツは？

コンテンツ

ターゲット
（受益者）

これらを
感じられる

お店やイベント

制度
法規制

NTEのまちづくりに必要な制度、法規制は？
 ナイトメイヤー制度、パープルフラッグ制度
 柔軟な官民連携制度、手続きの簡素化
 騒音、光害規制条例の条件付き緩和
 外国人労働者の長期滞在、就労条件の緩和…

*訪日外国人

日本固有性
Culture

地域との繋がり
Connect

親近感
Comfortable

最先端
Cutting 

Edge
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まちに呼び込みたいターゲット（受益者）は？

4C

第1回協議会の再掲



ナイトタイムエコノミー推進の要素を、ナイトタイムエコノミー議連の提言を参考に7つの要素に分類する
 7つの要素のうち、本事業において重点的に検討すべき要素に強弱をつけ、本事業では特に「コンテンツの拡充」、「場
の整備」、「推進の仕組み」についての検討を進める

ナイトタイムエコノミー推進の7つの要素

★：仮説を検証した上で、各自治体が夜間観光を推進するための具体的なアプローチ方法をパターン別に紹介
●：仮説を検証した上で、各自治体が夜間観光を推進するための具体的なアプローチ方法を紹介
▲：仮説を検証するための国内外の取組み及び事例の紹介

ナイトタイムエコノミー
推進の要素

訪日外国人のニーズを捉えたコンテンツの開発、開拓、活用が必要

夜間コンテンツを開催する施設等を適切に活用する

訪日外国人が快適に夜間の観光を楽しめる交通インフラの整備が必要

生活者、訪日外国人等全てのステークホルダーが夜間を安心安全に楽しめる環境の整備が必
要

訪日外国人向けのプロモーション（チケッティングの仕組みの構築）が必要

複数のステークホルダーが関係するため、効果的なナイトタイムエコノミー推進の仕組みの
整備が必要

夜間観光を推進するための労働力の確保、維持、労働者の補助等が必要

要素の概要

コンテンツ

コンテンツ

インフラ

制度・法規制

インフラ

制度・法規制

インフラ

制度・法規制

コンテンツ

制度・法規制

コンテンツ

インフラ

制度・法規制

ターゲット

ターゲット

ターゲット

コンテンツ（プロモーション含む）

ターゲット

目的
1. コンテンツの拡充

2. 場の整備

3. 交通アクセス

4. 安心安全の確保

5. プロモーション

6. 推進の仕組み

7. 労働

★

●

★

★

●

▲

▲

ナイトタイムエコノミーの
まちづくりの観点

22
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 コンテンツの拡充としては、訪日外国人が求める多様性のあるコンテンツの開発・発掘が必要となる

場の整備としては、ユニークベニュー、遊休施設、公共空間等を有効活用しやすい環境の整備が必要となる

1.コンテンツの拡充、2.場の整備
ナイトタイムエコノミー推進の課題解決の方向性（詳細）

推進の課題

既存コンテンツを活かしきれていないため、
機会損失が生じている

1. コンテンツ
の拡充

2. 場の整備

② 昼間のアクティビティの夜間営業が限定的

訪日外国人訪問時の上演コンテンツ不足

夜間景観を楽しむコンテンツの不足

文化芸能に係る観光資源の保全状態が不十分

法令・条例等の規制により夜間コンテンツが
限定的

① 観光資源として利用価値のある施設等が未活用

② 遊休施設・公共空間（公園・道路等）が未活用

仮設建築物の設置期間が短く、長期活用が不可

法令・条例等の規制による営業地域や営業時間
の制限に事業者のニーズとの乖離

課題解決の方向性（仮説）

① 訪日外国人に人気なコンテンツの拡充

② 昼間のアクティビティの夜間営業を延長

③ ロングラン公演や常設のコンテンツの拡充

④ 夜間景観を楽しむコンテンツの拡充

文化芸能や既存施設の保護・活性化に寄与する
コンテンツの拡充

法令・条例等の規制の緩和による夜間コンテンツの
拡充

① ユニークベニューの有効活用

② 遊休施設・公共空間の有効活用

③ 仮設建築物の設置期間の規制緩和

④ 法令・条例等の規制を緩和し、現場の実態・運用に
適した営業地域、営業時間を可能とした制度を導入

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

実施主体

国 自治体 事業者

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

ナイトタイム
エコノミーの要素

ナイトタイムエコノミーの推進の課題と課題解決の方向性

第1回協議会の再掲
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1. コンテンツの拡充、2. 場の整備

25
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訪日外国人に馴染みがあり親近感がある飲食店等（バー、パブ等）をどのまちにもA.共通コンテンツとして整備し、文化

施設（美術館・博物館等）や文化体験の夜間営業などB.各地域固有文化を感じられる固有コンテンツを整備すること

 さらに、公共空間等を活用した、 C.イベントを毎年一定期間開催し地域全体のプロモーション効果を図ることが重要

1.コンテンツの拡充、2.場の整備
夜間コンテンツ調査サマリー

各まちで整備を推奨するコンテンツ体系（3パターン）

コンテンツイメージ

各地域の固有性

体系の観点
（訪日外国人が求める観点（4C）より）

訪日外国人への親近感と地域との繋がり

日本およびまち特有の観光資源を活用したコンテンツ

例）美術館・博物館の夜間営業や夜間活用したイベントなど

どのまちでも主要なナイトタイムエコノミーコンテンツとして活用される
コンテンツ
 訪日外国人の母国でも認知され慣れ親しんでいるコンテンツ
 体験時に言語の壁が低く、気軽に楽しめるコンテンツ

例）パブ・バー、ショー、ミュージックライブ、ナイトクラブなど

官民および事業者同士の連携により、まち自体のプロモーション効果
による活性化を図るコンテンツ

例）まち全体のプロジェクションマッピングイベントやナイトマーケット
など

地域自体のプロモーション効果

固有コンテンツ

体系

共通コンテンツ

イベント型コンテンツ

A

B

C

日本固有性
Culture

地域との繋がり
Connect

親近感
Comfortable

最先端
Cutting Edge

日本固有性
Culture

地域との繋がり
Connect

親近感
Comfortable

最先端
Cutting Edge

日本固有性
Culture

地域との繋がり
Connect

親近感
Comfortable

最先端
Cutting Edge
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日本の既存コンテンツと比較すると、海外コンテンツにおいては、あまり日本ではみられない内容や取組が行われてお

り、訪日外国人を呼び込むために参考となる

1.コンテンツの拡充、2.場の整備
夜間コンテンツ調査サマリー

体系ごとの海外コンテンツの特徴的な取組事例

コンテンツ

•外から賑わいが見える店づくり（シドニー、ロン
ドン）

•訪日外国人がバーで気軽にカラオケが楽しめ
る（ニューヨーク）

•最終公演時間が20時以降開始（ニューヨーク、
ロンドン）

•定期的な公演を継続することで、「演劇が観ら
れるまち」という認識を定着（ニューヨーク）

•顧客が身に付けたリストバンドにてキャッシュ
レスによる支払いを可能とするシステムを導入
し、消費を促す（ニューヨーク）

• 365日24時間営業のライセンスを取得（アムス
テルダム）

•世界クラスのDJと共にローカルタレントをブッ
キング（アムステルダム）

内容・取組

パブ＆バー

ナイトクラブ

エンターテインメン
ショー、ライブ

美術館活用イベント

コンテンツ

•世界最大規模のファッションの祭典『METガラ』。
メトロポリタン美術館に豪華絢爛なファッション
に身を包んだセレブが集う毎年恒例イベント。
同美術館衣装研究所の資金集めイベントであ
り、集金額は毎年約1千万ドル。招待客は無料
だが、チケット価格は1枚約30,000ドル～
275,000ドル（ニューヨーク）

Nuit Blanche（トロント）

•街中のビルを利用したアートなど、町全体で現
代アートを祝う毎年恒例のイベント

•日没から夜明けまで開催
• イベント日は地下鉄24時間、バスや電車も特
別営業

•ニューヨーク近代美術館（MoMA）は民間企業
とスポンサー契約を締結し、毎週金曜日午後4

時から午後8時までのMoMA入館料を無料に
するプログラムを実施（ニューヨーク）

•企業はMoMAの展示作品とタイアップした商品
を美術館のHP等で販売することにより、マーケ
ティング効果が期待できる（ニューヨーク）

内容・取組

企業による美術館へ
のスポンサーシップ

官民連携（交通事業
者含む）した街全体
でのナイトイベント

A

A

A

B

B

C

出所：メトロポリタン美術館ウェブサイト等、ニューヨーク近代美術館ウェブサイト等、Nuit Blanche Torontoウェブサイト等、海外調査等を基に作成
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訪日外国人に人気のエンターテイメントショーの夜間営業や各種ツアーによる夜間コンテンツの拡充を期待する

街全体（公共空間）を夜間活用した継続性のあるイベント誘致による夜間コンテンツの拡充とプロモーション効果を期待

する

1.コンテンツの拡充、2.場の整備
文化資源：エンターテイメントショーの利活用夜間コンテンツ 調査サマリー

エンターテイメント
（ショー、ライブ、ク
ラブ）の夜間営業

事例種類
課題
解決の
方向性

Broadway Show（ニューヨーク）

【特徴】
• 世界一のミュージカルの集積地
• 使用言語が英語である

• ショーの前後に夕食を食べる（プレ・ア
フターディナー）ことが一つのコンテン
ツ化

事例（国内外）
カスタマイズ・拡充方法（案）

• 親近感
Comfortable

訪日外国人が
求める観点
（4C）

モノ消費

コト消費

施設

ソフト・ハード

ノンバーバルエン
ターテイメントショー
の夜間営業

Siam Niramit Show（バンコク）

【特徴】
• 毎日20時から開催

• タイの歴史と文化を伝えるノンバーバ
ルショー

• スクリーン上でストーリーラインを字幕
で表示（多言語対応）

• 日本固有性
Culture

• 親近感
Comfortable

モノ消費

コト消費

施設

• 海外の著名なミュージカルを招き公演

• 公演時間を従来より遅らせ、海外と同
程度とする

• 定期的なミュージカル公演を継続する
ことで、「演劇が観られるまち」という認
識を定着させる

• 和食を用いた「プレ・アフターディナー」
を開発、提供する

• 訪日外国人に人気のあるノンバーバ
ルエンターテイメントショーの公演時間
を夜間まで延長

• ノンバーバル公演とすることで、訪日
外国人への多言語対応が不要

訪日外国人
に親近感が
ある共通コン
テンツ

体系

訪日外国人
に親近感が
ある共通コン
テンツ

名称・特徴

A

A長期型

オール
シーズン

夜間営業
（早朝含
む）

期間・時間

長期型

オール
シーズン

夜間営業
（早朝含
む）

文化資源：エンターテイメントショーの利活用夜間コンテンツ

1

3

1-

1-

51-

1

2

1-

1-

3

5

1-

1-

官民連携の街全体
でのナイトイベント

Vivid Sydney（シドニー）
【特徴】

• シンボリックなオペラハウス等のプロ
ジェクションマッピング

• 毎年3週間開催（当初より長期化）

• 観光閑散期の時期に毎年テーマを変
えて開催。集客力・経済効果の高い観
光資源に醸成

• 歴史的建造物と日本文化・アニメを用
いたプロジェクションマッピングを毎年
1か月間程度開催し、海外プロモー
ション可能なコンテンツとする

• 毎年開催することで、地域自体のプロ
モーション効果を発揮し、地方の経済
波及効果を生み出す

• 日本固有性
Culture

• 地域との繋が
り Connect

• 最先端
Cutting Edge

1

4

1-

1-

12-

モノ消費

コト消費

施設

空間22-

地域自体の
プロモーショ
ン効果を狙っ
たイベント型
コンテンツ

C
短期型

夜間営業
（早朝含
む）

32-

第1回協議会の再掲

出所：Pixabay

出所：タイ国政府観光庁
※イメージ

出所：Pixabay

出所：BROADWAY.COMウェブサイト等、 Siam Niramit Showウェブサイト等、 Vivid Sydneyウェブサイト等を基に作成
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歴史的建造物と日本文化・アニメを用いたプロジェクションマッピングを毎年1か月間程度開催し、海外プロモーション可

能なコンテンツとする

毎年開催することで、地域自体のプロモーション効果を発揮し、地方の経済波及効果を生み出す

1.コンテンツの拡充、2.場の整備
コンテンツ事例（シドニー）

Vivid Sydney

料金

アクセス

時間

入場料無料
クルーズ：AUD$69(約5,700円)

セントラル駅より徒歩圏内
タウンホール駅より徒歩圏内

2018/5/25-2018/6/16 23日間
18:00-23:00

事業者 自治体(Destination NSW, the NSW 

Government’s tourism and major events agency)

まちの
類型

文化資源：エンターテイメントショー（官民連携の街全
体でのナイトイベント）

導入課題

ヒト 各種演出準備作業や管理スタッフの雇用、委託

モノ 各建物との連携構築、各種演出機材調達

カネ 各種演出に係る初期投資及びランニングコスト

地域自体のプロモーション効果を狙ったイベント型コンテンツC

11-

41-

訪日外国人に人気なコンテンツの拡充

夜間景観を楽しむコンテンツの拡充

課題解決の方向性検証

• シンボリックなオペラハウスや歴史的建造物等をイ
ルミネーション、プロジェクションマッピング、音楽を
使ってエンターテイメント化

• 観光閑散期の時期に毎年テーマを変えて開催
• 2017年、期間23日間で233万人が来場、州経済に1

億4300万ドルの経済効果（2009年開始当初は18日
間で25万人が来場）

概要

12-

22-

ユニークベニューの有効活用

遊休施設・公共空間の有効活用

日本固有性
Culture

地域との繋がり
Connect

親近感
Comfortable

最先端
Cutting Edge

出所：Pixabay

出所：Vivid Sydneyウェブサイト等を基に作成
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訪日外国人に人気の最先端トレンドコンテンツの夜間営業による夜間コンテンツの拡充を期待する

海外では既存のものであっても、日本では新規導入となるようなコンテンツにおいては、最新技術や独特の文化等を組

み合わせることにより、日本固有の最先端トレンドとして夜間コンテンツの拡充とプロモーション効果を期待する

1.コンテンツの拡充、2.場の整備
文化資源：最先端トレンドの利活用夜間コンテンツ 調査サマリー

市内観光とショー
の融合バスツアー
（夜間営業）

事例種類
課題
解決の
方向性

The Ride （ニューヨーク）

【特徴】
• バスの乗客全員の席が横向きで窓側
を見るように乗車

• マンハッタンの街中を案内しつつ、街
自体を劇場化しストリートに配置され
た役者のパフォーマンスを観劇

事例（国内外）
カスタマイズ・拡充方法（案）

• 日本固有性
Culture

• 地域との繋が
り Connect

• 最先端
Cutting Edge

訪日外国人が
求める観点
（4C）

モノ消費

コト消費

施設

空間

ソフト・ハード

IR（統合型リゾー
ト）の夜間営業

Marina Bay Sands（シンガポール）

【特徴】

• ゲーミング施設、宿泊施設、飲食施設、
MICE施設、商業施設などが集積した
IR（統合型リゾート）

• ゲーミングなどは24時間営業

• 訪日外国人には日本の観光スポットを
巡るバスツアーが人気だが、エリアを
限定したバスツアーにて、各所でバス
の中から伝統芸能などがガイド付きで
観劇できるようなカスタマイズが可能

• 訪日外国人対策として、音声ガイドな
どの多言語対応が必要

• 2018年7月、特定複合観光施設区域
整備法が成立し、日本においてもIR

（統合型リゾート）の導入が予定されて
いるが、訪日外国人の夜間消費額増
加を期待する主要コンテンツとして、
ゲーミングだけでなく、ナイトクラブな
ど夜間帯営業のコンテンツを整備する
ことが必要

• 日本固有性
Culture

• 地域との繋が
り Connect

• 親近感
Comfortable

• 最先端
Cutting Edge

モノ消費

コト消費

施設

空間

各地域固有
文化を感じら
れる固有コン
テンツ

体系

各地域固有
文化を感じら
れる固有コン
テンツ

名称・特徴

B

B

長期型

オール
シーズン

昼夜
営業

期間・時間

長期型

オール
シーズン

昼夜
営業

文化資源：最先端トレンドの利活用夜間コンテンツ

1

3

1-

1-

1

3

1-

1-

41-

41-

22-

51-

トラムカー乗車と飲
食の融合ツアーの
夜間営業

The Colonial Tramcar Restaurant（メ
ルボルン）
【特徴】

• 車窓から街を眺める路面電車の中で、
コース料理と豪州のワインを含むお酒
（飲み放題）を楽しむ

• 1927年に街を走っていた最古の路面
電車を改装

• 日本固有性
Culture

• 地域との繋が
り Connect

• 最先端
Cutting Edge

モノ消費

コト消費

施設

空間

• 日本の路面電車を歴史を彷彿させる
空間に改装し、各都市の特産品や地
酒を提供することで、訪日外国人に特
別なディナーを提供

• 路面電車の存在する地方に誘客可能

• 訪日外国人対策として、バイリンガル
スタッフや携帯翻訳機の利用などによ
る多言語対応が必要

各地域固有
文化を感じら
れる固有コン
テンツ

B長期型

オール
シーズン

昼夜
営業

1

4

1-

1-

12-

出所：Pixabay

出所： The Rideウェブサイト等、 Marina Bay Sandsウェブサイト等、 The Colonial Tramcar Restaurantウェブサイト等を基に作成
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日本の路面電車を歴史を彷彿させる空間に改装し、各都市の特産品や地酒を提供することで、特別なディナーを提供

路面電車の存在する地方に誘客可能

訪日外国人対策として、バイリンガルスタッフや携帯翻訳機の利用などによる多言語対応が必要

1.コンテンツの拡充、2.場の整備
コンテンツ事例（メルボルン）

The Colonial Tramcar Restaurant

料金

主要駅から
のアクセス

時間

Early dinner: AUD$90(約7,500円)

Late dinner : AUD$130(約11,000円)

フリンダーストリート駅からトラムで約12分
メルボルンセントラル駅からトラムで約17分

Early dinner :17:45 – 19:15 

Late dinner : 20:35 – 23:30 

事業者
民間事業者
(Colonial Tramcar Restaurant)

導入課題

ヒト 多言語対応可能なスタッフの雇用

モノ 路面電車や飲食物の調達

カネ 路面電車改装等初期投資、ランニングコスト

日本固有性
Culture

地域との繋がり
Connect

親近感
Comfortable

最先端
Cutting Edge

課題解決の
方向性検証

B

11-

41-

訪日外国人に人気なコンテンツの拡充

夜間景観を楽しむコンテンツの拡充

各地域固有文化を感じられる固有コンテンツ

まちの
類型

文化資源：最先端トレンド（トラムカー乗車と飲食の融
合ツアーの夜間営業）

• 車窓から街を眺める路面電車の中で、コース料理と
豪州のワインを含むお酒（飲み放題）を楽しむ

• 走るルートはその日により異なる
• ルートの一例として、都心から出発し、ビーチで一旦
降車して写真撮影を行い出発地点の都心まで戻る

• 1927年に街を走っていた最古の路面電車を改装
• 車内は19世紀の英国植民地時代を彷彿させる空間
• 各路面電車につき36人まで収容

概要

12- ユニークベニューの有効活用

出所： The Colonial Tramcar Restaurantウェブサイト等を基に作成
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訪日外国人に人気のアミューズメント施設の夜間営業やツアーによる夜間コンテンツの拡充を期待する

アミューズメント施設において、ナイトクラブイベント等の夜間イベント開催による夜間コンテンツの拡充と施設プロモー

ション効果を期待する

1.コンテンツの拡充、2.場の整備
文化資源：アミューズメント施設の利活用夜間コンテンツ調査サマリー

事例種類
課題
解決の
方向性

事例（国内外）
カスタマイズ・拡充方法（案）

訪日外国人が
求める観点
（4C）ソフト・ハード

体系
名称・特徴 期間・時間

文化資源：アミューズメント施設の利活用夜間コンテンツ

複合施設、テーマ
パークの夜間活用

De School（アムステルダム）
【特徴】
• 専門学校の跡地を改築した複合施設

• バー、ナイトクラブ、ギャラリー、ジム、
コンサートスペースなどの店舗が集積

• 365日24時間営業のライセンスを取得
• ナイトクラブにて世界クラスのDJと共
にローカルタレントをブッキング

• 日本固有性
Culture

• 地域との繋が
り Connect

• 親近感
Comfortable

モノ消費

コト消費

施設

• 各都市のテーマパークや複合施設に
おいて、ナイトクラブイベント等を開催

• 集客力のある有名DJなどを誘致し、

各地域のタレントなどを一緒に出演さ
せるなど、地域経済活性化に寄与

• 騒音が課題となり実施できない場合は、
サイレントディスコにて開催可能

地域自体の
プロモーショ
ン効果を狙っ
たイベント型
コンテンツ

C長期型

オール
シーズン

昼夜
営業

1

6

1-

1-

22-

42-

水族館の夜間営業
おとまりスクール＆ナイトツアー（大阪）
【特徴】

• 飼育員が閉館後＆開館前の海遊館を
案内し、生物の夜の姿を解説

• ジンベエザメやカマイルカが泳ぐ水槽
の前で眠る特別体験

• その場で色々な質問ができ、生物の
特徴や飼育員たちの工夫にふれる

• 日本固有性
Culture

• 地域との繋が
り Connect

• 親近感
Comfortable

モノ消費

コト消費

施設

動物園の夜間活用

Night Safari（シンガポール）
【特徴】
• 世界初の夜行性動物のための動物園

• 昼間は見ることのできない自然に近い
姿や、絶滅危惧種をトラムに乗車し間
近で観察

• 英語トラムと日本語トラムを整備
• 夜行性動物のショーも公演

• 各都市に存在する水族館の閉館後か
ら開館前の時間を有効活用し、管理
可能な人数に限定したツアーにて受
入が可能

• 訪日外国人対策として、バイリンガル
スタッフや携帯翻訳機の利用などによ
る多言語対応が必要

• 各都市の動物園やサファリパークなど
において、夜行性動物のエリアに限定
するなどした夜間営業を行う

• 管理可能な人数に限定したツアー型
式とするか、トラム等を整備し回転を
管理する

• 訪日外国人対策として、音声ガイドな
どの多言語対応が必要

• 日本固有性
Culture

• 地域との繋が
り Connect

• 親近感
Comfortable

モノ消費

コト消費

施設

空間

各地域固有
文化を感じら
れる固有コン
テンツ

各地域固有
文化を感じら
れる固有コン
テンツ

B

B

長期型

オール
シーズン

夜間営業
（早朝含
む）

長期型

オール
シーズン

夜間営業
（早朝含
む）

1

2

1-

1-

12-

1

2

1-

1-

12-

出所：シンガポール政府観光局

出所：Pixabay ※イメージ

出所：海遊館ウェブサイト等、Night Safariウェブサイト等、 De Schoolウェブサイト等を基に作成
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各都市のテーマパークや複合施設において、ナイトクラブイベント等を開催

集客力のある有名DJなどを誘致し、各地域のタレントなどを一緒に出演させるなど、地域経済活性化に寄与

騒音が課題となり実施できない場合は、サイレントディスコにて開催可能

1.コンテンツの拡充、2.場の整備
コンテンツ事例（アムステルダム）

De School

料金

主要駅から
のアクセス

時間

レストラン：平均予算：€46（約6,000円）
クラブ：入場料：€17.9（約2,300円）

アムステルダム中央駅からバスで約23分

レストラン：18:00-22:00

ナイトクラブ：23:00-オープンクローズ

事業者
民間事業者
(Post CS BV)

導入課題

ヒト 多言語対応可能なスタッフの雇用

モノ ナイトイベントコンテンツの誘致

カネ 誘致イベント内容次第

日本固有性
Culture

地域との繋がり
Connect

親近感
Comfortable

最先端
Cutting Edge

まちの
類型

文化資源：アミューズメント施設（複合施設、テーマ
パークの夜間活用）

地域自体のプロモーション効果を狙ったイベント型コンテンツC

11-

61-

訪日外国人に人気なコンテンツの拡充

法令・条例等の規制の緩和による夜間コンテンツの拡充

課題解決の
方向性検証

22-

42-

遊休施設・公共空間の有効活用

法令・条例等の規制を緩和し、現場の実態・運用に適
した営業地域、営業時間を可能とした制度を導入

• 1970年代の廃校舎をリノベーションした複合施設
• 学校の椅子やトイレはそのままの状態
• バー、クラブ、ギャラリー、ジム、コンサートスペース
などの店舗を集積

• 365日24時間営業のライセンスを取得
• 都内のナイトクラブが4amで終わるのに対しオープ
ンクローズ（閉館時間が定まっていない）

• 毎週末のチケットは完売

概要

出所：De Schoolウェブサイト等を基に作成
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歴史的建造物のライトアップやプロジェクションマッピングによる夜間景観を楽しむ夜間コンテンツの拡充を期待する

それ自体がユニークベニューとなる歴史的建造物（城・神社・仏閣）の夜間活用による夜間コンテンツの拡充と施設プロ

モーション効果を期待する

1.コンテンツの拡充、2.場の整備
文化資源：歴史的建造物の利活用夜間コンテンツ調査サマリー

事例種類
課題
解決の
方向性

事例（国内外）
カスタマイズ・拡充方法（案）

訪日外国人が
求める観点
（4C）ソフト・ハード

象徴的建造物（橋）
の夜間活用

シドニー・ブリッジのナイトクライム（シド
ニー）
【特徴】

• シドニーのランドマークであるハー
バーブリッジ（高さ134m）を安全具を
装着して登るガイド付きツアー

• ナイトクライムではシドニーの夜景が
楽しめる

• 日本固有性
Culture

• 地域との繋が
り Connect

モノ消費

コト消費

施設

• 橋や高層ビルなど、各都市に存在す
るランドマークとなる建造物を夜間活
用し、登れて夜景が楽しめるツアーを
開発

• 安全対策の完備が必須

• 訪日外国人対策として、バイリンガル
スタッフや携帯翻訳機の利用などによ
る多言語対応が必要

体系

各地域固有
文化を感じら
れる固有コン
テンツ

名称・特徴

B

期間・時間

長期型

オール
シーズン

昼夜
営業

文化資源：歴史的建造物の利活用夜間コンテンツ

1

4

1-

1-

12-

教会跡地の夜間活
用

Gattopardo（ミラノ）

【特徴】

• 教会跡を改装してバー、ナイトクラブと
して朝まで営業

• ライブイベントも開催

• 日本の各自治体の遊休施設をバーや
ナイトクラブ等の夜間施設として活用

• ユニークベニューとしてプロモーション
効果も期待

• ナイトクラブ等への活用について、騒
音が課題となり実施できない場合は
サイレントディスコ専用化などにて対
応

• 日本固有性
Culture

• 地域との繋が
り Connect

• 親近感
Comfortable

モノ消費

コト消費

施設

訪日外国人
に親近感が
ある共通コン
テンツ

A長期型

オール
シーズン

夜間営業
（早朝含
む）

1

1

1-

2-

22-

ビル等の夜間活
用

Nuit Blanche（トロント）
【特徴】

• トロントの街中のビルを利用したアート
など、町全体で現代アートを祝う毎年
恒例のイベント

• 日没から夜明けまで開催
• イベント日は地下鉄24時間、バスや電
車も特別営業

• 日本固有性
Culture

• 地域との繋が
り Connect

• 最先端
Cutting Edge

モノ消費

コト消費

施設

空間

• 日本の城や神社などを活用し、プロ
ジェクションマッピング等のイベントに
よる夜間コンテンツ化が可能

• 日本でも既に大阪城イルミナージュな
ど、城を活用したイルミネーションイベ
ント等が開催されているが、短期間で
も毎年開催することにより、訪日外国
人への認知を生み出す

地域自体の
プロモーショ
ン効果を狙っ
たイベント型
コンテンツ

C
短期型

夜間営業
（早朝含
む）

1

4

1-

1-

12-

22-

出所：Pixabay ※イメージ

出所：ニュー・サウス・ウェールズ
州政府観光局

出所：トロント観光局

出所： Gattopardo Milanoウェブサイト等、Sydney Harbour Bridge Climbウェブサイト等、 Nuit Blanche Torontoウェブサイト等を基に作成
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日本の城や神社などを活用し、プロジェクションマッピング等のイベントによる夜間コンテンツ化が可能

日本でも既に大阪城イルミナージュなど、城を活用したイルミネーションイベント等が開催されているが、短期間でも毎

年開催することにより、訪日外国人への認知を生み出す

1.コンテンツの拡充、2.場の整備
コンテンツ事例（トロント）

料金

主要駅から
のアクセス

時間

入場料無料
＊周辺の飲食店で消費を促す

ユニオン駅から電車で約10分
ブロア・ヤング駅から電車で約2分

日没から日の出
昨年度：2017/9/30 一夜のみ
（バーは4amまで）

事業者 自治体と民間事業者（City of Toronto 

collaboration with Toronto’s arts community ）

導入課題

ヒト 展示品を作成するアーティストの確保

モノ 展示品の調達、各種演出機材等の用意

カネ 人件費、各種演出に係る費用

Nuit Blanche

日本固有性
Culture

地域との繋がり
Connect

親近感
Comfortable

最先端
Cutting Edge

まちの
類型 文化資源：歴史的建造物（ビル等の夜間活用）

地域自体のプロモーション効果を狙ったイベント型コンテンツC

11-

41-

訪日外国人に人気なコンテンツの拡充

夜間景観を楽しむコンテンツの拡充

課題解決の
方向性検証

12- ユニークベニューの有効活用

22- 遊休施設・公共空間の有効活用

• トロントの街中のビルを利用したアートなど、町全体
で現代アートを祝う毎年恒例のイベント

• バーやレストランも営業し、アート好きが交流
• 4,900人程度のアーティストが作成した1,400近くの
ローカル、国内、国際的な芸術品が展示

• イベント日は地下鉄24時間、バスや電車も特別営業
• 2006年より毎年開催され、2017年には市外から約

20万人もの観光客が訪れ、CND$311million（約
260億円）の経済効果

概要

出所：トロント観光局

出所： Nuit Blanche Torontoウェブサイト等を基に作成
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訪日外国人に人気でユニークな自然現象の夜間活用による夜間コンテンツの拡充

1.コンテンツの拡充、2.場の整備
自然資源：自然現象の利活用夜間コンテンツ 調査サマリー

事例種類
課題
解決の
方向性

事例（国内外）
カスタマイズ・拡充方法（案）

訪日外国人が
求める観点
（4C）ソフト・ハード

紅葉の夜間活用 永観堂：夜の紅葉ライトアップ（京都）

【特徴】
• 約3,000本のもみじがライトアップ
• 歴史的建造物との融合
• ホームページの多言語対応（英語）
• 夜間の特別拝観プログラムを実施

• 日本固有性
Culture

• 地域との繋が
り Connect

モノ消費

コト消費

施設

空間

• 日本の各都市の紅葉を、夜間におい
ても楽しむことができるように、ライト
アップを実施

• 消費を生み出す施策として、施設で拝
観料を徴収するものや、紅葉スポット
を巡るツアーの開催などが考えられる

• 訪日外国人対策として、多言語対応に
よる認知やガイドなどは必須

体系

各地域固有
文化を感じら
れる固有コン
テンツ

名称・特徴

B

期間・時間

短期型

夜間営業
（早朝含
む）

自然資源：自然現象の利活用夜間コンテンツ

1

4

1-

1-

星空の夜間活用 星空観察ツアー（ケアンズ）
【特徴】

• 南十字星をはじめ、日本では見られな
い南半球の星々や星座を観察

• ケアンズ郊外で観るツアーや、年間晴
天率の高いグラネット渓谷で観るツ
アーなどがある

• 日本語ガイド付きもある

• 北半球でしか観ることのできない星座
などを分析し、南半球からの訪日外国
人へアプローチ

• 各都市で星空が綺麗に観察できるス
ポットを巡るツアーやクルーズツアー
などを訪日外国人向けに開発

• 訪日外国人対策として、多言語対応に
よる認知やガイドなどは必須

• 地域との繋が
り Connect

• 親近感
Comfortable

モノ消費

コト消費

空間

訪日外国人
に親近感が
ある共通コン
テンツ

A長期型

オール
シーズン

夜間営業
（早朝含
む）

1

4

1-

1-

雪の夜間活用 スノーキャッスル（フィンランド・ケミ）
【特徴】
• 雪の城「ルミリンナ」が造られる
• 毎年デザインやコンセプトが違い、2ヶ
月間以上開催

• 雪と氷で造られたレストランやホテル、
チャペルなどがあり、雪のホテルでは
宿泊も可能

• 日本固有性
Culture

• 地域との繋が
り Connect

モノ消費

コト消費

施設

空間

• 日本でも既にさっぽろ雪まつりなどのイ
ベントやトマムのアイスヴィレッジなどの
施設があるが、各都市の雪を有効活用
し、同時にプロジェクションマッピングや
ライトアップなどを行うことで、夜間帯の
コンテンツとして拡充可能

• 毎年テーマ別に開催することで、地域自
体のプロモーション効果を発揮し、地方
の経済波及効果を生み出す

地域自体の
プロモーショ
ン効果を狙っ
たイベント型
コンテンツ

C
短期型

昼夜
営業

1

4

1-

1-

12-

出所：Pixabay ※イメージ

出所：Pixabay ※イメージ

出所：Pixabay ※イメージ

出所： Veltra等、永観堂ウェブサイト等、Snow Castle of Kemiウェブサイト等を基に作成
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日本でも既にさっぽろ雪まつりなどのイベントやトマムのアイスヴィレッジなどの施設があるが、各都市の雪を有効活用

し、同時にプロジェクションマッピングやライトアップなどを行うことで、夜間帯のコンテンツとして拡充可能

毎年テーマ別に開催することで、地域自体のプロモーション効果を発揮し、地方の経済波及効果を生み出す

1.コンテンツの拡充、2.場の整備
コンテンツ事例（ケミ）

料金

主要駅から
のアクセス

時間

20ユーロ（大人） 12ユーロ（4〜11歳）
3歳以下は無料

ユニオン駅から電車で約10分
ブロア・ヤング駅から電車で約2分

2018年1月20日（土）〜4月14日（土）
午前10時〜午後6時

事業者 自治体と民間事業者（City of Toronto 

collaboration with Toronto’s arts community ）

導入課題

ヒト 展示品を作成するアーティストの確保

モノ 展示品の調達、各種演出機材等の用意

カネ 人件費、各種演出に係る費用

The SnowCastle of Kemi

日本固有性
Culture

地域との繋がり
Connect

親近感
Comfortable

最先端
Cutting Edge

まちの
類型 自然資源：自然現象（雪の夜間活用）

地域自体のプロモーション効果を狙ったイベント型コンテンツC

11-

41-

訪日外国人に人気なコンテンツの拡充

夜間景観を楽しむコンテンツの拡充

課題解決の
方向性検証

12- ユニークベニューの有効活用

• 2018年で23回目を迎え、毎年異なるデザインやコンセプ
トで、地元の制作者による雪と氷でできた彫刻や雪の城
が登場

• 毎年2ヶ月間以上開催
• 夕暮れにライトアップされ、真っ白な作品が幻想的に輝く

• 雪と氷で造られたレストランやホテル、チャペルなどがあ
り、雪のホテルでは宿泊も可能

• レストランでの夕食は午後7時に設定されており、リクエ
ストに応じて屋外でも食事が楽しめる

概要

出所：Pixabay ※イメージ

出所： Veltra等を基に作成
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インバウンド観光客に人気でユニークな生物（動物・植物）の夜間活用による夜間コンテンツの拡充

ユニークな生物が存在するロケーションについては、ユニークベニューとしても思い出深い体験の提供が可能

1.コンテンツの拡充、2.場の整備
自然資源：生物の利活用夜間コンテンツ調査サマリー

夜行性動物の活用

事例種類
課題
解決の
方向性

夜行性動物探索ツアー（ケアンズ）
【特徴】

• コアラやカンガルー、ワラビーなど、
オーストラリア特有の夜行性動物を探
索するツアー

• 夜の動物園を探検するツアーや熱帯
雨林に分け入って探検するツアーが
ある

事例（国内外）
カスタマイズ・拡充方法（案）

• 日本固有性
Culture

• 地域との繋が
り Connect

訪日外国人が
求める観点
（4C）

モノ消費

コト消費

空間

ソフト・ハード

希少生物の夜間活
用

土ボタルツアー（ゴールドコースト）
【特徴】

• 世界でもオーストラリアとニュージーラ
ンドにしか生息しないと言われる土ボ
タルを鑑賞

• 世界遺産に指定された地域に属する
国立公園の地区を訪れ、夜にジャング
ル散策をする非日常体験ができる

• 日本固有性
Culture

• 地域との繋が
り Connect

モノ消費

コト消費

空間

動植物の夜間活用 熱帯雨林探索ツアー（ケアンズ）

【特徴】

• 夜行性動物探索と組み合わせ、ケア
ンズの世界遺産である世界最古の熱
帯雨林の夜間散策を楽しめるツアー

• 日本でも既に同様のツアーやサファリ
パーク等でのナイトサファリが存在す
るが、夜行性の動物を夜間活用し、飲
食などと絡めた訪日外国人向けのツ
アー等の開催による拡充が可能

• 訪日外国人対策として、多言語対応に
よる認知やガイドなどは必須

• 日本でもホタル観賞のツアーなどが存
在するが、地方固有の飲食や夜景観
賞などと組み合わせることにより、訪
日外国人向けに訴求可能な夜間コン
テンツとなり得る

• 訪日外国人対策として、多言語対応に
よる認知やガイドなどは必須

• 日本でも夜のマングローブをカヌーで
クルーズするツアーなどが存在するが、
日本固有の植物地帯と動物の鑑賞を
組み合わせたツアー等は各都市で検
討可能

• 訪日外国人対策として、多言語対応に
よる認知やガイドなどは必須

• 日本固有性
Culture

• 地域との繋が
り Connect

モノ消費

コト消費

空間

各地域固有
文化を感じら
れる固有コン
テンツ

体系

各地域固有
文化を感じら
れる固有コン
テンツ

各地域固有
文化を感じら
れる固有コン
テンツ

名称・特徴

B

B

B

長期型

オール
シーズン

夜間営業
（早朝含
む）

期間・時間

長期型

オール
シーズン

夜間営業
（早朝含
む）

長期型

オール
シーズン

夜間営業
（早朝含
む）

1

4

1-

1-

1

4

1-

1-

1

4

1-

1-

12-

自然資源：生物の利活用夜間コンテンツ

出所：Pixabay ※イメージ

出所：Pixabay ※イメージ

出所：Pixabay ※イメージ

出所： Veltra等、Glow Worm Tourウェブサイト等、Visit Cairnsウェブサイト等を基に作成
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日本でも既にナイトサファリ等があるが、夜行性の動物を活用し、飲食などと絡めた訪日外国人向けのツアー等の開催

による拡充が可能

訪日外国人対策として、バイリンガルスタッフや携帯翻訳機の利用などによる多言語対応が必要

1.コンテンツの拡充、2.場の整備
コンテンツ事例（ケアンズ）

料金

主要駅から
のアクセス

時間

42ドル（大人） 31ドル（4〜14歳）
大人2人＋子供2人のファミリーは115ドル

ケアンズからシャトルバスで約50分
ノーザン・ビーチからシャトルバスで約35分

毎週月、水、金曜日の17:15～19:30に
開催

事業者 民間事業者(Wildlife habitat)

導入課題

ヒト 多言語対応可能なスタッフの雇用

モノ 夜行性動物の確保

カネ 夜間営業に当たる運営コスト、人件費

まちの
類型 自然資源：生物（夜行性動物の活用）

各地域固有文化を感じられる固有コンテンツB

11-

41-

訪日外国人に人気なコンテンツの拡充

夜間景観を楽しむコンテンツの拡充

課題解決の
方向性検証

概要
Cairns WildNIGHT Nocturnal Tour • 動物園閉園後に、夜行性動物を観察できるツアー

• 少人数で開催されるツアーで、知識豊富なガイドが
夜行性動物の生活や、習慣等を説明する

• 夕暮れ時にオーストラリアの有名な動物であるカン
ガルーやワラビーと触れ合える

• 閉園後にしか見ることができないフクロウやモモンガ
等が活発に動く姿を観察でき、餌付けをすることも
可能である

日本固有性
Culture

地域との繋がり
Connect

親近感
Comfortable

最先端
Cutting Edge

出所：Pixabay ※イメージ

出所： Veltra等を基に作成
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訪日外国人に馴染みがあり親近感がある飲食店等（バー、パブ等）をどのまちにもA.共通コンテンツとして整備する

1.コンテンツの拡充、2.場の整備
夜間コンテンツ調査サマリー

各まちで整備を推奨する共通コンテンツ事例（日本国内）

体系

共通コンテンツ

A

事例種類
課題
解決の
方向性

パブ＆バーの夜間
活用（ツアー）

東京パブクロール（赤坂、六本木）
【特徴】
•スタッフがグループを取り仕切り、友達
同士、初対面同士、旅行者が共にバー
を巡りながら一晩の交流をはかる

•参加者は訪日外国人が7割以上
• 1人で参加する観光客が多い

1

5

1-

1-

名称・特徴
海外コンテンツとの比較等に基づく

日本での拡充方法（案）

•日本にある老舗のバー・居酒屋や商店街にあ
る個店などの周遊ツアーを夜間開催し、既存施
設の活性化を促進

•各都市の歴史や文化等を説明（シドニー）
•外から賑わいが見える店づくり（シドニー、ロン
ドン）

•訪日外国人対策として、バイリンガルスタッフや
携帯翻訳機の利用などによる多言語対応

既存ナイトクラブの
活用

Osaka Nightclub Pass（大阪）

【特徴】
•大阪の繁華街「キタ」（大阪駅・梅田駅周
辺）と「ミナミ」（心斎橋～難波駅周辺）の
ナイトクラブ10店の共通入場パス

11-

51-

•訪日外国人にとってナイトライフの主要コンテン
ツであるナイトクラブの周遊パスを販売すること
により、各都市の既存施設の活性化を促進

•顧客が身に付けたリストバンドにてキャッシュレ
スによる支払いを可能とするシステムを導入し、
消費を促す（ニューヨーク）

エンターテイメント
（ショー、ライブ）の
夜間営業

シルク・ドゥ・ソレイユ（各地）

【特徴】
•世界最高峰のエンターテイメント集団の
来日公演

•基本的にはテントで実施し、東京、大阪、
名古屋、福岡、仙台等で期間限定公演

• 海外の著名なショー・コンサートなどを招致
• 最終公演時間を20時以降開始とする（ニューヨー
ク、ロンドン）

• 定期的な公演を継続することで、「演劇が観られ
るまち」という認識を定着させる（ニューヨーク）

• 仮設劇場においても、1年以上のロングラン公演
を可能とする法令・条例等の規制緩和の検討

1

2

1-

1-

31-

32-

（）内は実例のある都市名

出所：Pixabay ※イメージ

出所：Pixabay ※イメージ

出所：Pixabay

出所：東京パブクロールウェブサイト等、 Osaka Nightclub Passウェブサイト等、 Cirque du Soleilウェブサイト等を基に作成
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老舗のバー・居酒屋や商店街にある個店などの周遊ツアーを夜間開催し、既存施設の活性化を促進

バイリンガルスタッフや携帯翻訳機の利用などによる多言語対応の上、各都市の歴史や文化等を説明

外から賑わいが見える店づくりを行い、訪日外国人が入店しやすい雰囲気を整備

1.コンテンツの拡充、2.場の整備
コンテンツ事例（東京）

料金

主要駅から
のアクセス

時間

事業者

導入課題

ヒト 多言語対応のガイドの採用

モノ 地元の多種類の店舗の有無

カネ 多様な決済方法の用意

まちの
類型

A

課題解決の
方向性検証

概要
Tokyo Pub Crawl

11-

1-

訪日外国人に人気なコンテンツの拡充

文化芸能や既存施設の保護・活性化に寄与するコンテン
ツの拡充

5

訪日外国人への親近感と地域との繋がり

最先端
Cutting Edge

親近感
Comfortable

地域との繋がり
Connect

日本固有性
Culture

• ガイドを含む少人数のグループでバーやパブ、
居酒屋を数件回るバーホッピングのツアー

• ツアーによっては英語、スペイン語、イタリア語、
ポルトガル語等の様々な言語に対応

• 現地の日本人やツアーに参加した他の旅行者
と親しくなれるほか、地元の酒や料理を楽しむこ
とができる

• 参加者は訪日外国人が7割以上
• 1人で参加する観光客が多い

女性：1,500円
男性：2,500円

19:00よりスタート
（所要時間は4.5時間との記載があるが、朝まで
バー等に残ることも可能）

民間事業者（Tokyo Pub Crawl）

六本木駅より徒歩3分（集合場所）

文化資源：グルメ・ショッピング（パブ＆バーの夜間
活用（ツアー））

出所：Pixabay ※イメージ

出所：東京パブクロールウェブサイト等を基に作成
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文化施設（美術館・博物館等）や文化体験の夜間営業などB.各地域固有文化を感じられる固有コンテンツを整備する

1.コンテンツの拡充、2.場の整備
夜間コンテンツ調査サマリー

各まちで整備を推奨する固有コンテンツ事例（日本国内）

固有コンテンツ

体系

B ショーレストランの
夜間営業

ロボットレストラン（新宿）
【特徴】

•ロボットやダンサーによるショーを見なが
ら食事ができる非日常体験

• 1日4回公演開催（最終21:45スタート）
•派手な内装で訪日外国人による写真撮
影・SNS拡散を助長

1

3

1-

1-

•珍しいショー・コンサート等と飲食を同時に楽し
める非日常体験の提供

•最終公演時間を20時以降開始とする（ニュー
ヨーク、ロンドン）

•写真撮影・SNS拡散を助長する内装やスポット
の整備

エンターテイメント
（ショー、ライブ）の
夜間営業

2.5次元ミュージカル（各地）
【特徴】
•漫画やアニメ、ゲームなどを原作・原案
とした舞台芸術

•舞台を収録した映像のパッケージ販売
など映像の2次利用、関連グッズの販売
などにおいても大きな収益を上げる

•最終公演時間を20時以降開始とする（ニュー
ヨーク、ロンドン）

• メガネ型多言語字幕システムなどによる多言語
対応

•ホームページの多言語対応
•仮設劇場などにおける地方展開

紅葉の夜間活用 永観堂：夜の紅葉ライトアップ（京都）

【特徴】
•約3,000本のもみじがライトアップ
•歴史的建造物との融合
•ホームページの多言語対応（英語）
•夜間の特別拝観プログラムを実施

1

4

1-

1-

12-

22-

•日本の各都市の紅葉を、夜間においても楽しむ
ことができるように、ライトアップを実施

•消費を生み出す施策として、施設で拝観料を徴
収するものや、紅葉スポットを巡るツアーの開
催などが考えられる

•訪日外国人対策として、多言語対応による認知
やガイドなどは必須

事例種類
課題
解決の
方向性

名称・特徴
海外コンテンツとの比較等に基づく

日本での拡充方法（案）

1

2

1-

1-

31-

32-

51-

（）内は実例のある都市名

出所：Pixabay ※イメージ

出所：Pixabay ※イメージ

出所：ロボットレストランウェブサイト等、日本2.5次元ミュージカル協会ウェブサイト等、永観堂ウェブサイト等を基に作成
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珍しいショー・コンサート等と飲食を同時に楽しめる非日常体験の提供

最終公演時間を20時以降開始とする（ニューヨーク、ロンドン）

写真撮影・SNS拡散を助長する内装やスポットの整備

1.コンテンツの拡充、2.場の整備
コンテンツ事例（東京）

料金

主要駅から
のアクセス

時間

事業者

導入課題

ヒト 夜間勤務従業員の一定数確保

モノ 話題を呼ぶ独特なテーマの設定

カネ 既存コンテンツがない場合の新設コスト

まちの
類型

B

課題解決の
方向性検証

概要
ロボットレストラン

11-

31-

訪日外国人に人気なコンテンツの拡充

ロングラン公演や常設のコンテンツの拡充

ショー入場料：8,000円
※料理、飲み物は別料金

16:00-23:00

ショー開始時間は16:00/17:55/19:50/21:45の1日
4公演

株式会社ジョセンミュージアム

各地域固有文化を感じられる固有コンテンツ

日本固有性
Culture

地域との繋がり
Connect

親近感
Comfortable

最先端
Cutting Edge

新宿駅から徒歩5分

• ロボットとダンサーが独特なパフォーマンスを披
露するショー

• ショーは御神輿や和太鼓といった、日本の伝統
芸能、文化をテーマにしている

• 食事をしながら鑑賞できる
• 店内はシャンデリアやカラフルなライト、ミラー等
を至るところに使用し、思わず写真を撮りたくな
るような内装

文化資源：最先端トレンド（ショーレストラン）

出所：ロボットレストランウェブサイト等を基に作成
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公共空間等を活用した、 C.イベントを毎年一定期間開催し地域全体のプロモーション効果を図る

1.コンテンツの拡充、2.場の整備
夜間コンテンツ調査サマリー

各まちで整備を推奨するイベント型コンテンツ事例（日本国内）

体系

イベント型コンテンツ

C 官民連携の街全体
でのナイトイベント

さっぽろ雪まつり（札幌）
【特徴】
• 札幌市内の複数の会場で毎年2月上旬
に開催される雪と氷の祭典

• 大小の雪像・氷像、北海道の食、ステー
ジイベント等が楽しめる

• 夜間のライトアップは23：00まで

1

4

1-

1-

12-

22-

• 各都市の雪を有効活用し、同時にプロジェクショ
ンマッピングやライトアップなどを行うことで、夜間
帯のコンテンツとして拡充可能

• 雪と氷で作られたレストランやホテルなどにより話
題性を高める（フィンランド・ケミ）

• 毎年テーマ別に開催することで、地域自体のプロ
モーション効果を発揮し、地方の経済波及効果を
生み出す

各都市同時期に開
催されるナイトイベ
ント

熱海海上花火大会（熱海）
【特徴】
• 毎年ほぼ毎月定期的に開催し、一年を通
して楽しむことができる

• 打ち上げ数は3千~5千発
• ホームページが多言語対応
• 多くの近隣ホテルの予約受付開始は花火
大会開催日の一年前

1

4

1-

1-

22-

• 開催日、有料の観覧席や屋形船、ホテル客室な
ど、訪日外国人向けのチケッティング施策が必要

• 日本各地において主に毎年夏季に開催されるこ
とが多いため、それぞれの花火大会がホーム
ページの多言語対応などをはじめとした訪日外国
人へのプロモーションを実施し、滞在時に複数の
花火大会の回遊ができるよう整備

ナイトマーケットの
開催

ナイトマーケット「千年夜市」（福岡）
【特徴】
• 「旅とローカルの交差点」をテーマに、旅行
者も地元民も気軽に行ける「安心で安全
な夜の遊び場づくり」としてスタート

• 2013年からスタートし毎年開催
• グルメ、雑貨、マッサージ、ステージなど
• 天神・博多駅から徒歩圏内の公園

1

2

1-

1-

51-

22-

事例種類
課題
解決の
方向性

名称・特徴
海外コンテンツとの比較等に基づく

日本での拡充方法（案）

• 各地域の商店街などの事業者等が協力し出店
• 公園や道路等の公共空間を有効活用（バンコク）
• インスタ映えする装飾や写真スポット等を整備し

SNSによる拡散を狙う（バンコク）
• 毎年/毎月/毎週末など、定期開催することで、地
域自体のプロモーション効果を発揮し、地方の経
済波及効果を生み出す

31-

（）内は実例のある都市名

出所：Pixabay

出所：福岡市公式シティガイド

出所：熱海市

出所：さっぽろ雪まつりウェブサイト等、千年夜市ウェブサイト等、熱海海上花火大会ウェブサイト等を基に作成
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雪を有効活用し、雪氷像のライトアップやプロジェクションマッピングの開催により夜でもイベントを楽しめる

雪氷像の設置だけではなく、北海道の食を楽しめるイベント等を開催し地元の効果的なプロモーションにつなげる

会場ごとで異なる企画を実施することにより、まちの回遊を促す

1.コンテンツの拡充、2.場の整備
コンテンツ事例（北海道）

料金

主要駅から
のアクセス

時間

事業者

導入課題

ヒト 運営ボランティアの確保

モノ 地元の自然資源の有無

カネ イベントの運営コスト

まちの
類型

C

課題解決の
方向性検証

概要
さっぽろ 雪まつり

日本固有性
Culture

地域との繋がり
Connect

親近感
Comfortable

最先端
Cutting Edge

11-

41-

12-

22-

訪日外国人に人気なコンテンツの拡充

夜間景観を楽しむコンテンツの拡充

ユニークべニューの有効活用

遊休施設・公共空間の有効活用

地域自体のプロモーション効果を狙ったイベント型コンテンツ

2019年度は3会場で1月31日から2月11日まで開
催
日没から23時までは雪氷像をライトアップ

• 1950年から開催され、大小さまざまな雪氷像を
楽しむことができる北海道最大のイベント

• 札幌市内の3カ所で毎年開催される

• 国際雪像コンクールも同時開催され、世界各国
の雪像作りのプロの作品が見れる

• 雪氷像のプロジェクションマッピングの実施や、
アイスバー、滑り台の設置等、子供から大人ま
で楽しめる

大通会場：大通駅下車すぐ
つどーむ会場：豊線栄町駅より徒歩15分
すすきの会場：南北線すすきの駅下車すぐ

無料

自治体、民間事業者で構成される「さっぽろ雪まつ
り実行委員会」により企画・運営

自然資源：自然現象（雪の夜間活用）

出所：Pixabay

出所：さっぽろ雪まつりウェブサイト等を基に作成
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訪日外国人に馴染みがあり親近感があるA.共通コンテンツの要素とB.各地域固有文化を感じられる固有コンテンツの

要素を兼ね備えることが、訪日外国人に人気がある特徴的なコンテンツとなり得る

1.コンテンツの拡充、2.場の整備
夜間コンテンツ調査サマリー

各まちで整備を推奨する共通+固有コンテンツ事例（日本国内）

体系

共通+固有コンテンツ

A+B コンセプトカフェの
夜間営業

KAWAII MONSTER CAFÉ（原宿）
【特徴】
• ジャパニーズポップカルチャーの要素が凝
縮したカフェレストランで、夜はショーも開
催

• BGMは洋楽で、パフォーマンス自体はノ
ンバーバル

• 施設スタッフによる多言語対応

1

2

1-

1-

31-

51-

•訪日外国人に人気な日本アニメをコンセプトと
したカフェ等の営業時間を夜間延長

•閑散となりやすい夜間帯等にはショーを公演す
るなどして集客

•訪日外国人がリラックスできるBGMを整備
•訪日外国人対策として、バイリンガルスタッフや
携帯翻訳機の利用などによる多言語対応

既存飲み屋街の有
効活用

新宿ゴールデン街（新宿）

【特徴】
• 200軒以上の小さな飲食店が密集して
いるため、複数のお店を楽しみやすい

•老舗店など個性豊かな店も多く、日本の
飲み屋の雰囲気を味わえる

•豊富な種類のお酒と食事が楽しめる

1

5

1-

1-

事例種類
課題
解決の
方向性

名称・特徴
海外コンテンツとの比較等に基づく

日本での拡充方法（案）

•日本各地に存在する飲み屋街等のディープな
ナイトスポットの多言語プロモーション（歴史や
文化などについても周知）

• メニューの多言語化に加え、バイリンガルスタッ
フや携帯翻訳機の利用などによる多言語対応

•バーで気軽に歌うこと（カラオケ）が楽しめるな
ど、外国人が好む要素を取り入れる

出所：Pixabay ※イメージ

出所： KAWAII MONSTER CAFÉウェブサイト等、新宿ゴールデン街ウェブサイト等を基に作成
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訪日外国人に人気な日本アニメをコンセプトとしたカフェ等の営業時間を夜間延長

閑散となりやすい夜間帯等にはショーを公演するなどして集客

訪日外国人がリラックスできるBGMを整備

1.コンテンツの拡充、2.場の整備
コンテンツ事例（東京）

料金

主要駅から
のアクセス

時間
11:00-23:00

※20:00以降ショーは30分毎に5-10分程度

事業者

導入課題

ヒト 多言語対応できる従業員の採用

モノ 万人受けするテーマの設定

カネ 多様な決済方法の用意

まちの
類型

B

課題解決の
方向性検証

概要
KAWAII MONSTER CAFE

株式会社 バグース

ショー入場料：2,000円（1ドリンク付）
※料理は別料金

• ジャパニーズポップカルチャーの要素が凝縮さ
れた飲食店

• 日中はカフェレストランで、夜はショーも開催
• BGMは洋楽で、パフォーマンス自体はノンバー
バルのため国籍問わず誰でも楽しめる

• 施設スタッフは英語、中国語ができる人材を配
置

11-

21-

31-

51-

訪日外国人に人気なコンテンツの拡充

昼間のアクティビティの夜間営業を延長

ロングラン公演や常設のコンテンツの拡充

文化芸能や既存施設の保護・活性化に寄与するコン
テンツの拡充

各地域固有文化を感じられる固有コンテンツ

日本固有性
Culture

地域との繋がり
Connect

親近感
Comfortable

最先端
Cutting Edge

原宿駅から徒歩5分
明治神宮前駅から徒歩1分

文化資源：最先端トレンド（コンセプトカフェ＆ショー）

A 訪日外国人への親近感と地域との繋がり

出所： KAWAII MONSTER CAFÉウェブサイト等を基に作成



1. コンテンツの拡充、2. 場の整備
‐まち・コンテンツの類型化
‐訪日外国人が旅中に求める4つの観点

50
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まちづくりコンセプトの基礎として、訪日外国人に需要があると想定される観光資源により、まちを類型化する

各観光資源を主たる観光資源とし保有していると想定される都市（国内外）を抽出する

海外の想定都市からナイトタイムエコノミーコンテンツ事例を調査する（当該観光資源を活用したアクティビティを含む）

1.コンテンツの拡充、2.場の整備
まちの類型化

自然資源

まちの9類型（観光資源）

出所：日本交通公社の資料を基に作成

文化資源

ロケーション

自然現象

生物

アミューズメント施設

歴史的建造物

文化施設

エンターテイメント
ショー

グルメ・ショッピング

最先端トレンド

資源例（日本） 想定都市（日本）

海・湖・川・滝・山・森 等

雪・紅葉 等

動物・植物 等

テーマパーク・水族館 等

城・神社・仏閣・庭園 等

美術館・博物館 等

芸能・興行・イベント 等

日本食・土産 等

テクノロジー・建築・食 等

那覇・富士 等

札幌・ニセコ・長瀞 等

日光・知床 等

浦安・佐世保 等

京都・姫路 等

広島・安来（島根県） 等

宝塚・ひたちなか 等

大阪・博多 等

東京 等

想定都市（海外）

ハワイ・ニース 等

アンカレッジ 等

クライストチャーチ 等

ラスベガス・
オーランド 等

ローマ・アテネ 等

アムステルダム・
パリ 等

カンヌ・イビザ 等

香港・台湾 等

ロンドン・シドニー・
ニューヨーク 等

第1回協議会の再掲
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訪日外国人が旅中に求める4つの観点（日本固有性/地域とのつながり/親近感/最先端）を想定する

その上で、期間、時間、ソフト、ハードの組み合わせによりコンテンツを類型化し、ナイトタイムエコノミーのまちづくりコン

セプト毎に必要なナイトタイムエコノミーコンテンツを整理する

1.コンテンツの拡充、2.場の整備
コンテンツの類型化

時間期間 ハード（場所）ソフト（内容）

24時間営業

夜間営業

（早朝含む）

例）6:00pm – 6:00am

昼夜営業

例）9:00am – 11:00pm 空間（公/私）

（公園/道路等）

施設（公/私）

（商業ビル/公共施設等）

ユニークベニュー利用

（用途転用に係る施設
の活用等）

通常利用

（通常用途での施設利
用等）

観点（4C）

長期型

オールシーズン型

短期型

ユニークベニュー利用

（用途転用に係る施設
の活用等）

通常利用

（通常用途での施設利
用等）

モノ消費＆コト消費

モノ消費

コト消費

日本固有性
Culture

地域との繋がり
Connect

親近感
Comfortable

最先端
Cutting Edge

第1回協議会の再掲



訪日外国人が旅中に求める4つの観点（日本固有性/地域とのつながり/親近感/最先端）を4Cと定義する

1.コンテンツの拡充、2.場の整備
訪日外国人が旅中に求める4つの観点（4C）

具体例

日本固有性
Culture

地域との繋がり
Connect

親近感
Comfortable

最先端
Cutting Edge

日本固有の文化を感じることができる

日本の地域住民や従業員との交流ができ

る

自国にも存在するコンテンツで親しみを感

じることができる

最先端テクノロジーや建築などを体験でき

る

観点（4C） 説明

ポップカルチャー
（原宿・かわいいモンスターカフェ）

雪
（札幌・雪まつり）

温泉
（大分・湯布院）

日本食
（銀座・九兵衛）

バー・パブ
（新宿・HUB）

ナイトクラブ
（新木場・Ageha）

屋台
（福岡・中州）

ツアー・クルーズ
（品川・屋形船）

バー・パブ
（新宿・HUB）

カフェ
（渋谷・スターバックス）

ファストフード
（渋谷・マクドナルド）

スポーツ
（札幌・野球観戦）

高品質商品
（渋谷・ドラッグストア）

アトラクション
（新宿・VR ZONE）

最先端建築
（浅草・スカイツリー）
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1.コンテンツの拡充、2.場の整備
ナイトタイムエコノミー推進における課題解決の方向性について振り返り

論点：課題解決の方向性

54

1. コンテンツの
拡充

①各まちにおいて、以下体系のコンテンツを整備（既存コンテンツの応用・新規開発）
A)共通コンテンツ
B)固有コンテンツ
C)イベント型コンテンツ

②複数の夜間コンテンツを活用したまちづくりと回遊の仕組みづくり

2. 場の整備

①法令・条例等の規制緩和や各種申請プロセスの簡素化

例）・遊休施設や文化施設などを夜間にユニークベニューとして活用するため
・公共空間や余裕スペースを有効活用するため

ガイドライン策定にあたり、コンテンツの拡充及び場の整備において、観点が十分かご意見をいただいた

訪日外国人を惹きつけるコンテンツのパターンは、以下ABCで十分かご意見をいただいた

各コンテンツのパターンに該当する有力なコンテンツについてご意見をいただいた

第1回協議会の再掲
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飲酒、ナイトクラブだけがナイトタイムエコノミーではなく、多様な年代、嗜好の方に楽しんでもらえるコンテンツの整備が必要だ

と認識している（自治体職員）

1.コンテンツの拡充、2.場の整備
論点集（国内外ヒアリングより抽出）

海外

国内

クラブ以外のレストランも遅くまでやってるなど、街全体の活性化が必要（旅行会社）

海外では、文化の発信地であるスモールべニューの保護を行うとともに、幅広い観光客に対応できるコンテンツ・場の整
備を行っている

国内では訪日外国人がいつ来ても常に楽しめる常設のコンテンツやそのための場（劇場）の整備の必要性に関する意
見が多く寄せられた

課題
解決の
方向性

1

5

1-

1-

2

1

1-

1-

11-

31-

51-

ヒアリング先 内容

新たな文化の醸成が行われるスモールベニューの保存、様々なアーティストが表現できる合法で安全な場所の提供もしくは提

供の支援が行政には求められる（ナイトメイヤー）

異文化を許容し、受け入れる場の整備づくりに注力すべきである（旅行代理店社員）

経済振興のみならず文化振興にも注力するという首長の決断が都市文化の保存には重要である（元ナイトメイヤー）

観光という顧客の一連の旅の流れでカスタマージャーニーという観点でナイトタイムエコノミーを見れていない（協議会有識者）

単発ではなくいつ来てもいつも常にやっている、常設のショーが必要（旅行会社、エンターテイメント事業者、自治体）

ノンバーバルのショーの開発が今後の課題（エンターテイメント事業者）

回遊性を促す仕組みづくり、既存店舗を使った夜間の活用など既存の資産や地元のアイディアを活用しながらコンテンツ企画

をしていく予定（自治体）

劇場が全国的に足りず、収益化するのにちょうどいいサイズの劇場の整備や予約時間の柔軟化が不足している（エンターテイ

メント事業者）

公道の使用、特別史跡エリアなどイベント時のみならず使用できるような規制緩和（エンターテイメント事業者、旅行会社）

日本のスナックやバーは行きづらく、海外の様な外から賑わいが見えるバーやパブなどがあるとよい（旅行会社）

31-

51-

32-

22-

11-

第1回協議会の再掲



5．プロモーション
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5.プロモーション
論点集（国内外ヒアリングより抽出）
海外では、多言語に対応し、オンライン決済環境も整っているポータルサイトが存在するため、旅行者がチケット購入ま
でをスムーズに行うことができる

国内では、クレジットカード決済や多言語対応などのインフラ面での対応に関する課題が多く挙がっている

57

ニューヨークでは観光局による多言語対応可能なポータルサイトが存在し、チケット購入まで可能である（在外日系

旅行代理店）

海外

国内

課題
解決の
方向性

15-

25-

ヒアリング先 内容

ニューヨークやシドニーでは基本的にEチケットが普及しており、オンライン決済環境が整っている（在外日系旅行代

理店）

プロモーション、情報発信は、官側で一括で行う仕組みづくりがあるとよい（旅行代理店）

換金性の高いビジネスが故に、ネット決済のセキュアな仕組みが必要である（チケット事業者）

15-

35-

25-

観光案内窓口で安心してチケットを購入できる仕組みの実証実験を開始した（自治体）

45- 人気のあるコンテンツは日本人で完売をするため、外国人まで回るようにするのは難しい（チケット事業者）



6．推進の仕組み
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主要都市のナイトメイヤーは、ナイトタイムエコノミー関連のビジネス経験のみならず、行政との活動経験を有している

選任方法は各都市の推進体制により異なるが、行政による任命か、有識者やオンラインによる一般投票で決定される

都市 アムステルダム ロンドン

ナイトメイヤー
（在任期間）

Mirik Milan (2012-2018) Amy Lamé (2016-) 

略歴

 2003年に、クラブイベントのプロモーターとして活動を始めて以来、
様々なアーティストや企業、行政とコラボレーションしたイベントを開
催

 現在は、その経験とネットワークを活用し、世界中のナイトタイムエ
コノミー関係者を集めて「ナイトメイヤーサミット」を開催している

 BBC Radioのアナウンサーとして知られている他、作家、放送出演者、
パフォーマー等の複数の肩書きを所有

 LGBTのための‘Duckie’ というクラブイベントを20年近く運営した経験
や、カムデン・ロンドン自治区の市長夫人を務めた経歴を持つ

人材要件
 国あるいは行政の公募・選任ではないため、具体的なスクリーニン
グ要件は公開されていないと思われる

 大ロンドン庁によると、下記の要件をすべて満たす候補者がナイトメイ
ヤーに望ましいとされている

• リーダーシップスキル、課題解決に対する推進力
• 政治に関連する分野での経験
• 夕方・夜間経済に関する業務経験もしくは協働経験
• 国家政策の枠組み、およびロンドンにおける文化と政策に関する知識
• ロンドンにおける行政とライセンスの枠組みに関する知識
• パブリックスピーキングの経験と文筆能力の高さ
• ロンドン市長が打ち出している各種マニフェストに対する理解

選任方法
 5人の委員からなる委員会（業界内外の識者で構成される）やオン
ラインでの一般投票（2000人ほどが参加）を実施し、最終的にはそ
の結果も踏まえて委員会が選考を行う

 志願者は、ロンドン議会に履歴書と志望動機を提出する
 ロンドン市の選考により、ロンドン市長が任命する

6.推進の仕組み
推進体制の整備（6/6）-ナイトメイヤーの略歴、人材要件ならびに選任方法

アムステルダムとロンドンにおけるナイトメイヤーの略歴、人材要件ならびに選任方法

出所：「【ナイト・メイヤーとは何か？】CCCC × ミリク・ミラン 対談」（クラブとカルチャーを守る会）、「NiGHT CZAR」（Mayor of London）、ヒアリング等を基に作成

第1回協議会の再掲



7．労働
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7.労働
論点集（国内外ヒアリングより抽出）
海外では、外国人労働者に対する受け入れが進んでいる上に、ナイトライフ文化醸成のための教育に力を入れていると
いうコメントが見られた

国内では、夜間に限らず人手不足であり、特に外国人労働者の確保に課題を多く感じている
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シドニーにおける外国人労働者に関して、サービス業における就労制限職業は存在しない（看護師等の特別な技能

を必要とする一部の職種においては資格取得が必要である）（シドニー市）

海外

国内

課題
解決の
方向性

17-

27-

ヒアリング先 内容

健全なナイトライフを育成するためには、実務に携わっている人々への教育とともに、これからその土地のナイトライ

フ文化を醸成する中心となる若者への教育が重要である（教育関係者）

夜間に限らず、観光産業全体で人手不足（観光局）

外国人労働者、留学生の労働に関する規制緩和が必要（クラブ運営事業者、自治体）

個人商店などの小規模事業者の各外国人を採用していくことのコスト面や精神面のハードル（商工会議所、自治体）

17-

27-

17-



ナイトタイムエコノミー推進・活性化に向けたアプローチ方法
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ナイトタイムエコノミー推進・活性化には、はじめに各自治体固有の課題認識とビジョンの策定が重要となる

次に、課題に対して自主性がある自治体が既存組織を応用した推進体制を構築し、中長期的なアクションプランの策定

と着実な推進が重要となる

ナイトタイムエコノミー推進・活性化に向けたアプローチ方法

ナイトタイムエコノミーの推進要素とアプローチ方法

推進体制の構築

アクションプラン策
定

アクションプラ
ン推進

経済効
果算出

課題認識とビジョンの策定

• マスタープランとまちづくりビジョンに合った、多様性（官民連携など）
と柔軟性（既存の慣習、法規制に縛られないなど）のある推進体制
（ナイトメイヤー選定、協議会設置など）を構築

• ナイトタイムエコノミー推進の7要素と各課題に対する解決に向けた中長期
アクションプランの策定＆推進

• サステナブルなナイトタイムエコノミーを実現するため、定量効果測定用のナイトタイ
ムエコノミー統計データ算出手法の開発と算出

• 推進体制メンバーに加え、国および周辺自治体、有識者、専門家を巻き込み、総合的な分
析を進め、策定したアクションプランをブラッシュアップ

• 各自治体固有課題の認識。課題解決に向けたマスタープラン（定量
＆定性）とまちづくりビジョンの作成

ナイトタイムエコノミー活性化

自治体の自主性
既存組織の応用

専門家による
原因の追究

期待成果と連動
した目標設定

成功のポイント

カスタマージャー
ニーを考慮した、
専門家による個別

に作りこむ
コンサルティング力

日本独自方法の
検討

1

2

5

4

3

6

1. 訪日外国人が求める4Cの観点を取り入れたコンテンツ開発
2. ユニークベニューや公共の場を活用した訪日外国人の誘客
3. 夜間交通アクセス整備
4. 安全性の確保のための雇用とテクノロジーの活用
5. 訪日外国人向けチケッティング環境整備
6. 行政手続きシンプル化と行政の柔軟な対応
7. 夜間雇用の確保とそのための規制緩和

■ 国際競争力維持 ■産業の低迷 ■過疎化による税収減

■ Creation （創造性、生産性）■ Flow （回遊性、変化率） ■ Growth （成長性）
■ Connection （官民連携度合、客とコンテンツ＆コンテンツ同士のつながり）

7要素と

課題解決の
方向性

分析の視点例

課題例

分析

第1回協議会の再掲
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海外先進事例では、ナイトタイムエコノミー推進にあたり、明確にビジョンを掲げ、ビジョンに基づいたアクションプランの

策定がなされている

ナイトタイムエコノミー推進・活性化に向けたアプローチ方法
ビジョンの策定

シドニーのナイトタイムエコノミービジョン

1. A Global Sydney – including innovative 

solutions, good governance and coordinated 

action.

2. A Connected Sydney – including connected 

transport and connecting visitors, business and 

events.

3. A Diverse Sydney – including diverse options 

and planned growth.

4. An Inviting and Safe Sydney – including 

welcoming public spaces and a more civilised

drinking culture.

5. A Responsive Sydney – including responsive 

regulation, cutting red tape, and precinct plans 

providing locally tailored solutions.

 上記ビジョンに基づき、詳細のアクションプ
ランを約250項目設定

 アクションごとに、アクションの責任者、予
算化の可否や目標期間などが定められて
いる

10 principles:

1. Be a global leader.

2. Provide vibrant opportunities for all 

Londoners, regardless of age, 

disability, gender, gender identity, 

race, religion, sexual orientation or 

means.

3. Promote all forms of cultural, 

leisure, retail and service activity.

4. Promote the safety and wellbeing 

of residents, workers and visitors.

5. Promote welcoming and accessible 

nightlife.

6. Promote and protect investment, 

activity and entrepreneurship.

7. Promote domestic and international 

visits to London.

8. Be strategically located across 

London to promote opportunity and 

minimise impact.

9. Become a 24-hour city that 

supports flexible lifestyles.

10. Take account of future global and 

domestic trends in leisure, 

migration, technology, employment 

and economics.

ロンドンのナイトタイムエコノミービジョン

5 Goals:

第1回協議会の再掲

出所：「Open Sydney」（City of Sydney）、「From good night to great night」（ Greater London Authority）を基に作成



時間帯により楽しむコンテンツは異なり、特に食後の20時から終電前のコンテンツを拡充（下記緑枠）することで、消費

額を増やすことが可能と想定される

本年アンケート結果とモデル事業より、回遊イメージを精緻化し、次年度以降のプロモーションに活かすことを想定する

ナイトタイムエコノミー推進・活性化に向けたアプローチ方法
時間帯別のまちの回遊イメージ（カスタマージャーニー）の精緻化について

ナイトタイムエコノミーのまちの回遊イメージ

フェーズ

思考

ナイトタイム

18:00 - 20:00 20:00 – 24:00

 迷わないだろうか？
美味しいか？売り切
れていないか？

 迷わないだろうか？
 面白いかな？
 終電大丈夫かな？

0:00 – 04:00 04:00 – 06:00 

 迷わないだろうか？
 面白いかな？
 安全かな？
 タクシー代高いかな？

 迷わないだろうか？
 安全かな？
 始発いつだろうか？
 口コミ投稿しよう

行動

 4Cを意識したコンテンツ整備が消費額に大きく影響する
 支払方法の簡便さ（キャッシュレス化）は消費額に大きく左右する
 安全なお店かどうかの情報提供は重要
 夜間の交通アクセスの実現は終電後の消費額に大きく貢献する

インサイト
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感情

 想定より美味しい
 欲しいものが買えて
うれしい

 無事目的地へ着いて良かった
 金額以上に楽しい、美味しい

 思ったより安全でよかった
 日本独特で楽しい

 お店が開いてて良
かった

 電車が混んでて嫌
だな

食事、ショッピン
グを楽しむ

終電が過ぎ更にアクティビティや
お酒を楽しむ

終電まで食後のアクティビティや
お酒を楽しむ

始発までの時間
を過ごす

- 18:00

 人気レストランは？
買いたい物はどこ？

 料金は？行き方
は？支払方法は？

 いろいろ選べて楽し
い

行先（飲食&遊
び）をリサーチ

デイタイム

アクションプラン推進4アクションプラン策定3
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