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大塚駅周辺エリアにおけるナイトタイムコンテンツ発掘／訪日外国人向け消費喚起事業「全体
概要」(1/7)

夜間資源

事業の様子

事業主体 豊島区

構成団体
（株）JTBコミュニケーションデザイン、オリジナル株式会社
/Time out Tokyo

実施内容

豊島区大塚駅周辺のイメージ向上、魅力度を伝えるため
の情報発信
豊島区大塚駅周辺において利用可能なトートバック付き
バウチャー（有料:3,000円）の作成・配布
ナイトタイム観光ガイド（兼犯罪防止ガードマン）の配置

実施エリア 大塚駅周辺エリア（東京都豊島区）

実査期間
（ｺﾝﾃﾝﾂ提供期間）

2018年12月21～12月27日

1．事業の概要 2．まとめ

本事業の目的
大塚エリアにおいてナイトタイムにおけるコンテンツを訪日外国人旅行者向けに実施し、当該地域への訪日外国人旅
行者のさらなる観光誘客・消費拡大を図る事業モデルの検証

実施結果・
検証事項

大塚エリアへの再訪意欲や雰囲気・交流環境の評価は高く、参加者数
については目標値を達成したが、複数店舗回遊者数や追加消費額の
増加、バウチャーの販売枚数・売上額などについては課題が残る結果
となった
大塚エリアに再訪したいと回答した人の割合：90%
大塚エリアや地元の人々の雰囲気・交流環境について肯定的な回答をした
人の割合：90%
訪日外国人旅行者の参加者数：131名
2店舗以上利用した参加者数の割合：25%
⇒1軒目は食事、2軒目ではカフェ・バーなどへ行く傾向がみられた
通常時に比べて外国人の一週間の売上は約8,500円増加
バウチャーの販売枚数・売上額：45枚・135,000円

3．参考となるポイント

考察

大塚のまちの雰囲気・交流環境は全体的に高評価であり、カフェ・バー
の拡充によりさらなる消費の向上が想定されることから、次の新宿ゴー
ルデン街になり得る可能性を秘めている
訪日外国人旅行者にとって時間を有効に使いたいという声が多い。食
べたいもの、行きたい施設のヒアリングを行い、その上で提携している
お店や施設に状況を確認し、誘導する方が効率的且つ満足度が高く、
消費拡大が図れると想定される

事業継続によりバウチャー購入のメリットを訪日外国人旅行者のニー
ズに合わせて調整することが必要

訪日外国人旅行者向け常時メニューの造成・提供
短期的・単発なイベントではなく、その地域の特性を持つ訪日外国人旅行者向けの常
時メニューの造成・提供が必要である
地域と連携した推進体制の構築
実行委員会の形成と指示系統の確立
企業や国、自治体の費用的スポンサードの獲得

外国人だけでなく、日本人も含めて参加できる仕組みづくり
また、実施期間においては地域の状況を考慮することも重要。必ずしも外国人旅行者の
ニーズと参加施設のニーズが一致しない事もあり、それらを調整する団体や組織が必要
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参加事業者を募るにあたり、地域の実態を考慮するとともに各担当の意見や要望に配慮した調整が重要である

ターゲット設定においては、インバウンドに関するデータの取得及び集約する仕組みが必要となる

販促ツール（トートバック付きバウチャーとガイドマップ、他ツール類）の作成は余裕を持った準備期間が必要となる

大塚駅周辺エリアにおけるナイトタイムコンテンツ発掘／訪日外国人向け消費喚起事業「実施
内容」(2/7)

4.実施内容の詳細及び考察
分類 # タスク名称及び詳細 課題と対応方法 考察

準備 1 現地での受入れ準備
（参加事業者との調整、ガイド調整等）

当該事業への参加店舗を豊島区、
大塚地元商店街協会、JTBコミュニ
ケーションデザイン、Time out 
Tokyoで参加店舗の候補選定、声
掛け、全体の集約を実施

参加店舗選定、参加店舗声掛けに
時間を要した

店舗への合同説明会などを実施し
て参加店舗を集約予定であったが、
繁忙期にあたる事などから実現で
きず、全店舗へそれぞれ回り声掛
けする事になった。30店舗への声
掛けを行い20店舗に決定した

地元商店街と参加事業者とのつなぎ
役が必要。イベントの告知のような一
方的な告知ではなく、区として商店街
を巻き込むよう店舗全体に働きかけ
ることが重要と推察

2 ターゲット設定
周辺ホテルへの聞き込みから宿泊
客割合が高い台湾在住者をター
ゲットとし、Time out Tokyoの強み
を活かして「英語」と「中国語（繁体
字）」版を作成する事を決定

豊島区において訪日外国人旅行者
に関する詳細なデータが少なく、情
報収集に苦戦した

ホテルへの聞き込みやオープン
データにて収集を実施した

訪日外国人旅行者に関するデータを
すぐに取り出せる方法など情報が集
約される仕組みが必要

3 販促ツールの作成

トートバック付きバウチャー、ガ
イドマップ、ツール類の作成
Time out Tokyoを中心に豊島区
と協議の上、3,000円にて販売
をしたバウチャーと配布用のパ
ンフレットを製作

ポスター、チラシは、検討段階では英
語版のみの制作であったが、日本人
協力者の周知用として日本語版の製
作も必要となった
急遽、日本語版を作成した

訪日外国人旅行者向けの事業で
あったが、日本人協力者等への周知
を徹底するため、多言語対応に加え、
日本語版も製作すると受入れ側の周
知も徹底出来ると推察

夜間資源
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事業名「OTSUKA AFTER DARK」として12月21日～27日（7日間）で実施。参加施設20店舗。参加者数131名
事前告知とバウチャー販売にあたり、当初の予定よりも地元商店街の意向もあり、実施規模が大きくなった事から費用

の拡大が課題となったため、意見を集約する実行委員会といった推進体制の構築が重要となる

大塚駅周辺エリアにおけるナイトタイムコンテンツ発掘／訪日外国人向け消費喚起事業「実施
内容」(3/7)

4.実施内容の詳細及び考察
分類 # タスク名称及び詳細 課題と対応方法 考察

実施 4 広報、ツール配布、実施
（事業名「OTSUKA AFTER DARK」と
して12月21日～27日の7日間実施）
事前の告知をタイムアウト東京で
行い、トリップアドバイザー（Viator）
でバウチャーを販売した

当初予定していた内容よりも地元商
店街グループの意向もあり実施規模
が大きくなり、費用が大きく膨らんだ

各参加施設に対して説明し、各所
への金額調整を実施した

プレーヤーが多数となり、意見の集
約と決定権を持つ人間が曖昧になる
事から、実行委員会の事前の形成
が必要
地元商店街へ一定の金額が落ちる
仕組みが必要

スポンサードなども入れ込む仕組み
づくりが必要

5 インフォメーションセンター

大塚駅前にインフォメーションセ
ンターを設置し留学生スタッフが
接遇を行った

１年間で最大の繁忙期に当たる為、
お店を紹介しても満席という事が続
いた

事前に空き状況を電話にてヒアリン
グを行い、お店への誘導を実施した

訪日外国人旅行者にとって時間を有
効に使いたいという声が多い。食べ
たいもの、行きたい施設のヒアリング
を行い、その上で提携しているお店
や施設に空き状況を確認し、誘導す
る方が効率的且つ満足度が高いと
推察

6 セーフシティ作戦
街の安心安全を訴求するために
セーフシティ作戦として大塚駅周辺
を商店街グループと警察とスタッフ
が歩き、外国人に「困った事はあり
ませんか？」と声がけを行った

商店街に周知が徹底されていない期
間があった

人員の薄い時間帯は運営スタッフ
が中心に対応しつつ、協力者の対
応可能な時間を各自電話でコミュニ
ケーションを取りながら確認し、人員
の調整を臨機応変に行った

安心安全の確保に向けては、横での
連携が必要であるため、指示系統と
意見集約を相互に行う事の出来る実
行委員会の形成が必要

夜間資源
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114名の外国人参加者に対してアンケート、協力店舗20店舗に対してヒアリング調査を実施
約90%の人について大塚エリアの再訪意欲があり、まちの雰囲気や交流環境が起因していると想定される
店舗回遊という点においては、今後、カフェ・バーの拡充により、さらなる消費の向上が想定される

大塚駅周辺エリアにおけるナイトタイムコンテンツ発掘／訪日外国人向け消費喚起事業「分析
結果」(4/7)

5.分析結果

調査
手法

参加者に対しWEBアンケートを実施
協力店舗に対しヒアリングを実施

ﾓﾆﾀｰ数
（男女比）

アンケート回答者 114名（男性37：女性77）
店舗 20店舗

39%

49%

10%2%
是非再訪したい

機会があれば再訪した

い

どちらとも言えない

行きたいとは思わない

-大塚エリアへの再訪意欲について-

54%36%

7% 3%
素晴らしい

まあよかった

普通

悪かった

51%39%

10%

素晴らしい

まあよかった

普通
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-大塚のまちの雰囲気について-

大塚のまちの雰囲気や地元の人々の雰囲気・交流環境については90%以上
と評価が高かった

-1軒目で訪れた店舗-

1軒目で食事をしてから2軒目ではバーなどの酒場へ行く傾向が見られた
2軒目の訪問先として有力なカフェ・バーの拡充により、さらなる消費の向上
が想定される
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-2軒目で訪れた店舗-

-地元の人々の雰囲気・交流環境-

大塚のまちへの再訪意欲については約90%の人が再訪したいと回答

夜間資源
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店舗側が訪日外国人旅行者受入れのためには、多言語対応やキャッシュレス対応など必要とする共通課題がある

参加者の86%が夜間交通利用意向を示しており、夜間交通への高い需要が見込まれる一方、店舗側は、人員確保等
の懸念から深夜時間帯に夜間交通が運行される場合の営業時間の延長意向が少なかった

大塚駅周辺エリアにおけるナイトタイムコンテンツ発掘／訪日外国人向け消費喚起事業「分析
結果」(5/7)

5.分析結果
-深夜交通の利用意向-

■もし深夜(0:00～6:00)の間に公共交通機関が使えたとしたら宿泊先へ帰るのに利用
しますか

■もし今、深夜時間帯（AM0：00～AM6：00）に公共交通機関（電車、地下鉄、バスな
ど）が運行しているとしたら、営業時間を延長すると思いますか

39%

47%

9%

3%

3%

とても利用したい

利用したい

どちらとも言えない

そんなに利用したくはない

全く利用しない

35%

25%

20%

15%

5%

延長したいとは思わない

全く延長したいとは思わない

どちらとも言えない

延長したいと思う

是非延長したいと思う

とても利用したい・利用したいが全体の86%

延長したいと思わない・全く延長したいと思わないが全体の60％

-外国人の集客において今後改善が望まれること-

■外国人の集客に関して国や自治体、観光協会等に期待することをお答えください
（店舗）

多言語対応： 英語接客講座の開催、外国語案内作成支援

キャッシュレス対応： キャッシュレス決済機器の購入支援

プロモーション： 英語表記で「スポットや店」の紹介をしてほしい、まちのガイド
ブックを宿泊施設に常備できるようにしてほしい

外国人旅行者への教育： 飲食店でのモラルやマナーを教育してほしい

夜間資源

-動員力・評価が高かった店舗の傾向-

■提携店舗でのクーポン利用数(利用数合計:131枚)
クーポン利用数が多く、動員力が高かった店舗の傾向として以下が考えられた

■どの場所に最も興味がありましたか

上記の質問に対する回答数が多く、評価が高かった店舗の傾向として以下が考えられた

クーポン利用数：28枚
店舗ジャンル：スモークビアファクトリー

動員力が高かった店舗A

駅から比較的距離があるが、ガイドマッ
プの食べ物の写真が参加者の興味を
引き、また、地元のビールが呑めるとい
特徴が動員に繋がったと考えられる

考察

回答者数：15名
店舗ジャンル：ショットバー

評価が高かった店舗B

リーズナブルでありながら本格的なイタ
リアンが食べられることや写真映えの
する料理が多いことが、高評価に繋
がったと考えられる

考察

17
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外国人集客数や参加者数については目標値を達成したが、複数店舗回遊者数、追加消費額の増加、バウチャーの販

売枚数・売上額については課題が残る結果となった

大塚駅周辺エリアにおけるナイトタイムコンテンツ発掘／訪日外国人向け消費喚起事業「検証
結果」(6/7)

# 検証項目 検証目的 結果 考察

1 外国人旅行者集客
数

本事業の外国人旅
行者集客数の増加
への貢献度を検証
するため（店舗への
ヒアリング）

1店舗1週間平均16.7人から実施期間
は1店舗1週間平均21.3人へと増加

当該事業におけるメニュー（コンテンツ）
の提供が周辺エリアへの集客の一つの
トリガーとなることを確認できた

2 複数店舗回遊 本事業の回遊の効
果を測定するため
（店舗及び参加者
へのヒアリング）

2店舗以上の利用者26名 2店舗に行く人は限定的であったが、コ
ンテンツの拡充により、回遊性を高める
ことができれば誘客効果が期待できる

3 追加消費額の増加 追加消費額の検証
のため（店舗及び
参加者へのヒアリン
グ）

実施期間45,300円 追加消費額については、カフェ・バーの
拡充により、さらなる消費額増加の余地
がある

4 バウチャーの販売
枚数・売上額

本事業のバウ
チャーの売上実績
と目標値の乖離を
検証するため（販売
状況を確認）

販売枚数45枚
（1グループ平均3名に対して1枚のバウ
チャー購入）
参加者数131人
売上額135,000円

事業継続によりバウチャー購入のメリッ
トを訪日外国人旅行者のニーズに合わ
せて調整することが必要

6.検証結果

夜間資源
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当該事業を街全体で盛り上げ機運の醸成を図り、街や参加店舗さらには宿泊に対して多くの経済効果が見込まれた

店舗の受入れ体制（キャッシュレス対応、禁煙、多言語）や実施期間の設定、協力体制は街を含めた継続的な取組が

必要

大塚駅周辺エリアにおけるナイトタイムコンテンツ発掘／訪日外国人向け消費喚起事業「参考
情報」(7/7)

7.参考となる成果物 8.実施時の様子

トートバックとクーポン、ガイドマップ、パンフレット

参画店舗において、クーポンを利用したサービス
提供及びのぼり・ポスター・ガイドマップ・Tシャツな
どにより当該事業の一体感を演出

地域住民や区の防犯パトロール隊と連携し、外国人
旅行者への案内と併せ、駅周辺のパトロールを実施

オープニングセレモニー、イベント

夜間資源


