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「今夜は温泉へ帰ろう♪２００９」
～一人旅の受け入れと食事形態の多様化に
よる新規需要創出事業

湯河原温泉旅館協同組合

佐 藤 光 明
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本事業は、昨年度、湯河原温泉旅館が共同で実施した「今夜
は温泉へ帰ろう♪プロジェクト」を更に進化させるために、温泉旅
館を中心とした湯河原温泉旅館協同組合だけではなく、地域内
の飲食店も多く加盟する「湯河原温泉観光協会」との連携により、
カスタマーの細かいニーズに対応することを実現する。

そして更なる満足度の拡充を目指す。具体的方針としては、「１
人旅」と「食事形態の選択」を拡充させる商品を開発する。それに
より昨年度開拓できた「平日宿泊需要」、主として首都圏の消費
者（勤労者層）の需要開拓を一層図るものである。

実施方針：事業実施の背景
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事業のフロー：実施体制（関係者の役割分担）

湯河原温泉旅館協同組合30軒～40軒

湯河原温泉観光協会加盟飲食店15軒～20軒
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事業の具体的内容：検討経緯

◆「今夜は温泉へ帰ろう♪2009」プロジェクトの概要

昨年度実施した「今夜は温泉へ帰ろう♪」は、仮説通り一定の成
果を残すことが出来た(首都圏を中心とする労働者の休日は分散

しているため、深夜の「チェックイン」に対応し、且つバリエーション
の多い宿泊サービスを湯河原温泉が提供することにより新たなマ
ーケットを獲得できた)。

そこで、今年度は昨年度実証できたマーケットの拡充を図るため
新たに飲食店も多く加盟する「湯河原温泉観光協会」もコンソーシ
アムに加え、地域の連動を伴った実証事業を展開する。

具体的には、カスタマーが夕食や昼食を旅館以外で取りたいと
いうニーズにより対応する商品を販売する。これは湯河原観光の
楽しみ方が温泉旅館だけではなく地域の地元飲食店を新たな魅
力の一つとして更なる集客を目指して、本実証事業に取り組む。
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事業の具体的内容：検討経緯

■具体的には、

昨年度の深夜の「チェックイン」を商品の共通ルールとし「素泊まり」「
１泊朝食」「１泊ブランチ」「１泊翌日夕食」等、カスタマーの様々なニー
ズに応える商品開発を各温泉旅館が取り組んでいる。が、一方この商
品は２名以上の宿泊客をターゲットとしていた。最近の傾向を鑑みると
、１人旅（特に女性）が増加傾向にあるのも事実である。従来温泉旅
館は１人で利用できないというイメージがあるのも事実である。

そこで今年度は従来の商品に加え新たに「１人旅」をターゲットとした
商品を開発し広く広報する。

更に、深夜にチェックインしたカスタマーが「朝食はゆっくり食事を取り
たい」との要望が多かったことから「１泊朝食」を利用するカスタマーの
満足度向上・細かい要望へ対応する。それは、朝食時間を従来より約
１時間程度遅くとることが出来る「いつもより遅めに朝食が摂れる宿」
といった新商品を旅館共同で展開する。具体的に朝9時～11時の時

間を目安とする。
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事業の具体的内容：検討経緯

旅行者の「旅」の中における「食事」の期待値は非常に高い。だからこ
そ、湯河原温泉へ宿泊するカスタマーは地元の飲食店情報を旅館に聞
く傾向は非常に高い。

そこで今年度はその「グルメ情報」を湯河原観光協会が中心となり積
極的にカスタマーに開示した。情報開示の内容は、「夕食」「ブランチ」「
昼食」とカテゴリー別にお勧めする飲食店の情報を公開した。湯河原の
「温泉旅館」と 「飲食店」の連携を高め、地域全体の販売を実現する。

多くの旅館の参加が得られ、かつターゲットに販売効果のあがる手法
を考えた時、温泉内で最も契約軒数の多い「じゃらんネット」と共同して
専用サイトを制作し、販売した。又、飲食店情報など旅のコンテンツを
熟知しているじゃらんと共同で飲食店情報をインターネットを通じ情報
開示した。アンケートについては、「じゃらんリサーチセンター」にて集計
を行った。また、湯河原温泉旅館協同組合のホームページにも「今夜は
温泉へ帰ろう♪」コンテンツを作成、自社サイトでも同商品を販売・予
約促進を行った。
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事業の具体的内容：事業実施期間

■１０月２０日 キックオフミーティング（旅館協同組合・観光協会内で募集開始）

サイト制作開始、アンケート設計開始

参加旅館及び旅館、参加飲食店ごとの内容・料金決定

↓

自社ホームページ・旅館協同組合ホームページ・じゃらんネットにて販売開始

↓

アンケート調査開始

■ １１月１５日 サイト完成・アップ（じゃらんネット予約システムとリンク）

■ １２月１５日 雑誌（じゃらん）による広報開始

■ ２月下旬 アンケート調査終了

アクセスログ・予約状況・顧客アンケートの集計・分析
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２００９年度、「今夜は温泉に帰ろう♪」プランバリエーション強化!!
■ １人宿泊プランの追加

■ 朝寝坊プラン（朝の食事時間を１時間遅めに）の追加
■ 食事バリエーションの強化⇒お薦めの食事処を広報

2008年度、休日休みが１日しかない人への湯河原温泉の新しい過ごし方の提案

レイトチェックインが可能！だから 「今夜は温泉に帰ろう♪」⇒平日宿泊の促進

就労者の約32.8％が「完全週休二日制以外の週休二日制」

※平成19年「就労条件総合調査」（厚生労働省）

その多くは「平日の休日+土または日曜日の休日」など

２００９年度 『今夜は温泉に帰ろう♪』 プロジェクト概要
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プロモーション展開概要

じゃらん
本誌



行政フォーマット

 レイトチェックイン～翌
日の過ごし方提案

 湯河原の楽しみ方を紹
介

 （可能なら）いくつかの
宿泊施設情報

を伝える

じゃらん
ｎｅｔ 

神奈川ページに

バナー広告掲載

メール
マガジン

 メール広告掲載

湯河原温泉
旅館組合ＨＰ

+
情報センター


『じゃらんネット』

にリンク

今夜は温泉に帰ろう♪

食

浸

訪

泊

宿泊施設情報

今夜は温泉に帰ろう♪リ
ン
ク

じゃらん
ｎｅｔ内の
各宿予約
ページへリ

ン
ク

関東版：７６．３万部配信 リンク

リンク “宿泊施設の予約はこちら”

興味・欲求を持った読者は・・・

①（宿泊施設情報を見て）そのまま電話で予
約

②じゃらんｎｅｔでさらに情報収集
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湯河原温泉旅館協同組合HP改修内容

②

③

①

≪組合≪組合TOPTOPページページ

≫≫

≪今回追加になる専用ページ≫≪今回追加になる専用ページ≫
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湯河原温泉旅館協同組合HP改修内容～飲食店紹介ページ

≪飲食店紹介ページ≫≪飲食店紹介ページ≫

紹介した宿泊施設へリンク
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プラン
内容

■21時以降チェックＩ
Ｎ

■１泊2食付プラン

・翌日朝食付

・翌日昼食or夕食付

※滞在時間・プラン特
典は各施設によって
異なる

■21時以降チェックＩＮ

■１泊朝食付プラン

・翌日朝食付

※滞在時間・プラン特
典は各施設によって
異なる

■21時以降チェックＩＮ

■１泊素泊まりプラン

・食事なし

※滞在時間・プラン特
典は各施設によって
異なる

■21時以降チェックＩＮ

■おひとり様OK
★１泊2食付プラン

・翌日朝食付

・翌日昼食or夕食付

★１泊朝食付プラン

・翌日朝食付

★１泊素泊まりプラン

・食事なし

※滞在時間・プラン特典は各施設に
よって異なる

■21時以降チェックＩＮ可

■翌日ブランチ

※滞在時間・プラン特典
は各施設によって異なる

参画
数 19 40 32

翌日 朝食 素泊

96 12 14

組合HPプラン参画状況（2010年2月10日現在）
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プロモーション実施内容 ≪じゃらんnetバナー広告≫

■１月４日～１５日■１月４日～１５日

【メインターゲット】

休みが1日しかないが温泉でゆっくりしたい２０～３０代の女性。

（日帰り温泉は利用している）

【課題】

平日の集客を増やしたい

仕事帰りでもチェックイン可能な『今夜は温泉に帰ろう♪』企画の告知。

企画のしばりは”21時以降のチェックイン”のみ。プランは素泊り、

1泊朝食、1泊朝食+昼食、1泊朝食+夕食（夕食付日帰りプラン）、

連泊プランなど、各宿対応可能なプランを販売予定。

特に紹介したいのは、、

1泊朝食+昼食、1泊朝食+夕食（夕食付日帰りプラン）など、

1日しか休みがない人も温泉旅館でゆったり過ごせる新しい宿泊プラン。

現状認知度の低い宿泊プランの紹介。
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プロモーション実施結果～プラン利用者アンケート結果

■今回ご宿泊いただいたプランの満足だった点■今回ご宿泊いただいたプランの満足だった点
・温泉がとても気持ち良かった。部屋も満足。手ぶらで温泉に行けるもの嬉しい・温泉がとても気持ち良かった。部屋も満足。手ぶらで温泉に行けるもの嬉しい[20[20代・男性代・男性]]
・施設が良い。部屋に温泉が引かれている点。チェックアウトがゆっくりで満足・施設が良い。部屋に温泉が引かれている点。チェックアウトがゆっくりで満足[40[40代・女性代・女性]]
・朝食がおいしかった・朝食がおいしかった[30[30代・男性代・男性]]
・イルミネーション・イルミネーション((冬ほたるイベント冬ほたるイベント))が良かったが良かった[20[20代・男性代・男性]]
・お風呂・朝食・接客・お風呂・朝食・接客[20[20代・女性代・女性]]
・朝食のボリュームがたっぷりで満足・朝食のボリュームがたっぷりで満足[20[20代・女性代・女性]]
・朝食がとてもおいしく量もちょうど良い。露天風呂から星空が見えて綺麗だった・朝食がとてもおいしく量もちょうど良い。露天風呂から星空が見えて綺麗だった[20[20代・女性代・女性]]
・対応が親切。サービスが良い。露天風呂が素敵・対応が親切。サービスが良い。露天風呂が素敵[20[20代・男性代・男性]]
・温泉がよかった・温泉がよかった[20[20代・男性代・男性]]
・アットホームな感覚で、静かな隠れ宿っぽさが良かった・アットホームな感覚で、静かな隠れ宿っぽさが良かった[30[30代・男性代・男性]]
・部屋が綺麗。対応が良い・部屋が綺麗。対応が良い[20[20代・女性代・女性]]
・朝食が良かった。露天風呂が良かった・朝食が良かった。露天風呂が良かった[30[30代・女性代・女性]]
・朝食が素晴らしかった・朝食が素晴らしかった!!!!お風呂や部屋が清潔お風呂や部屋が清潔[50[50代・女性代・女性]]
・レイトチェックインができたこと・レイトチェックインができたこと[20[20代・男性代・男性]]
・貸切風呂がよかった。天気も良く夜は冬の星空も楽しめた。料金も手ごろで良かった・貸切風呂がよかった。天気も良く夜は冬の星空も楽しめた。料金も手ごろで良かった[50[50代・男性代・男性]]

■今回ご宿泊いただいたプランの不満足だった点■今回ご宿泊いただいたプランの不満足だった点
・大浴場が循環式で残念・大浴場が循環式で残念[40[40代・女性代・女性]] ・エアコンが寒い・エアコンが寒い……[20[20代・女性代・女性]]
・シャンプーなどのアメニティをご当地のものにしてみたら更に良いかと・シャンプーなどのアメニティをご当地のものにしてみたら更に良いかと[20[20代・女性代・女性]]
・露天風呂は外から見られそうなので壁を高めにして欲しい・露天風呂は外から見られそうなので壁を高めにして欲しい[20[20代・女性代・女性]]
・部屋に加湿器が欲しい・部屋に加湿器が欲しい[20[20代・男性代・男性]]
・部屋の暖房が若干効きづらい・部屋の暖房が若干効きづらい[30[30代・男性代・男性]]
・館内をもう少し明るくしてほしい・館内をもう少し明るくしてほしい[20[20代・男性代・男性]]
・週末のチェックインだったのでチェックアウトも・週末のチェックインだったのでチェックアウトも1111時頃だとゆっくり感が出てよいと思う時頃だとゆっくり感が出てよいと思う[50[50代・男性代・男性]]

・朝食後も蒲団が敷いたままだと嬉しい・朝食後も蒲団が敷いたままだと嬉しい[50[50代・男性代・男性]]
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【【翌日夕食付プランの考察翌日夕食付プランの考察】】

若いカップル若いカップル

≪プロフィール≫
■２０代～３０代
■自家用車ｏｒ電車+バス

≪きっかけ・動機≫
■じゃらんnet掲載プランを発見し、
興味を示して…

≪過ごし方≫
■ 到着早め、滞在時間の長さが魅

力■当日の夕食は湯河原内の飲
食店 ■翌日、午前中は館内で
■昼食は真鶴の飲食店
■夕食後、まっすぐ帰宅

子供連れファミリー子供連れファミリー

≪プロフィール≫
■３０代～４０代
■乳幼児・小学生連れ
■交通手段は圧倒的に自家用車
≪きっかけ・動機≫
■じゃらんnet掲載プランを発見

■宿泊施設の自社ＨＰを見て

≪過ごし方≫
■ 到着遅い（２１～２２時）

■当日の夕食は出発地・湯河原内
の飲食店・車中にて
■翌日、午前中は館内で
■昼食は湯河原・真鶴の飲食店、
もしくは宿で出前・弁当
■夕食後早めに帰宅（夕食時間早
めを希望）、もしくはもう1泊延泊

ご夫婦ご夫婦

≪プロフィール≫
■４０代・５０代・６０代のご夫婦のみ
■自家用車ｏｒ電車+バス

≪きっかけ・動機≫
■じゃらんnet掲載プランを発見

■宿泊施設の自社ＨＰを見て
■組合ＨＰを見て興味を示して…

≪過ごし方≫
■ 到着時間は様々、プランによる

■当日の夕食は湯河原の飲食店にて

■翌日、午前中より散策がてら出掛
けるケース、温泉に浸かるなど様々
■昼食は湯河原・真鶴の飲食店、も
しくは宿で出前・弁当
■夕食後早めに帰宅
※滞在中、部屋に篭りっきりの方
（ひたすらゴロゴロ？寝てる？）

プロモーション実施結果～『翌日夕食付プラン』宿泊者プロフィール

※『翌日夕食付プラン』販売施設に宿泊者のプロフィール・滞在中の過ごし方をヒアリング

■当初のメインターゲットとしていた若い女性グループよりも、子連れファミリーや年輩のご夫婦での利用率が高い■当初のメインターゲットとしていた若い女性グループよりも、子連れファミリーや年輩のご夫婦での利用率が高い
■この宿泊プラン利用者にヒアリングしたところ、「こんなプランを探して■この宿泊プラン利用者にヒアリングしたところ、「こんなプランを探していいた」「たいへん満足しました」との声が多かったた」「たいへん満足しました」との声が多かった

■翌日の滞在の仕方としては、時間ギリギリまでゆっくりするケースは少なく、早めの夕食で少し早めのチェックアウト■翌日の滞在の仕方としては、時間ギリギリまでゆっくりするケースは少なく、早めの夕食で少し早めのチェックアウト

■滞在中、何度も入浴するケースが多い（→温泉三昧するには最適のプラン、宿泊施設の入浴可能時間の工夫が必要）■滞在中、何度も入浴するケースが多い（→温泉三昧するには最適のプラン、宿泊施設の入浴可能時間の工夫が必要）
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２００９年度じゃらんnet人泊数の推移

※２００９年４月以降、湯河原エリアの伸びは昨年に比べ芳しくないのが現状ではあったが、１月・２月は昨年実
績を上回った。「今夜は温泉に帰ろう♪」の効果がどのように出ているか検証するのは難しいが、今回の実証
事業の効果も確実に現れていると考える。
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「今夜は温泉に帰ろう♪」じゃらんnet販売状況

※２００９年度、温泉旅館組合ＨＰの改修が遅れてしまった為、スタートのタイミングが昨年よりも遅れ気味になった。

「今夜は温泉に帰ろう♪」のじゃらんでの広告は１２月１５日から始まった。
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■２００８年度の仕掛けによりマスコミの注目度が高い商品であることがわ
かった。ニッチではあるが需要のあるマーケットであるので、湯河原にて利用で
きることをアピールしベースづくりをしていくことが必要。引き続き継続予定。
■１日休みのユーザーに温泉地でのんびり過ごしてもらう、というところに立ち
返り、来年度はチェックインではなくチェックアウトについても湯河原エリアとし
て仕掛けていきたい（“お昼(11時～12時）まで旅館でのんびり過ごせる温泉
地”など）。

定期的・継続的露出により、湯河原温泉でのしかけをアピール

09年度『今夜は温泉に帰ろう♪』プロジェクト振り返り

■旅館組合HP改修により、各施設自社HPからの予約受付可能
■じゃらんnet掲載プランバリエーション増加

予約受入れのためのインフラ構築完了
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■「一人旅」

上記の実績（じゃらんnet）にあるように、シングル利用の伸び率が11月以降

昨年実績を大きく上回っている。当初は各旅館の抵抗感（事故等の心配）も多少

はあったが、現在32プランにも増加した。今後一層の集客を図りたい。

09年度『今夜は温泉に帰ろう♪』プロジェクト新展開についての総括①
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■食事形態の多様化

旅館内での食事の選択肢が増加したことにより、カスタマーの満足度は非常に

向上した。＊大手マスコミにも多数取り上げられる。

現状では、旅館売上を大きく左右するほどのプラン（商品）にはなってはいないが

確実に増加傾向にはある。

一方で、湯河原温泉観光協会加盟の飲食店との連携については、焼き肉店等

との連携したプランも確実に増えてきているが、まだまだ少数である。

今後このタイアップの強化が課題である。

【プランの1例】 → ↓

09年度『今夜は温泉に帰ろう♪』プロジェクト新展開についての総括②
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■今回のプロジェクトを推進するための従業員のシフト等の動き方

基本的には、従業員のシフトの変更はしていない旅館が大多数。

ナイトフロント（夜警さん）がチェックイン業務を兼務してもらうことで

お客様の対応した。

⇒今まではナイトフロントの方はチェックインの対応はしていなかった。

遅めの朝食は当日の夕食の仕込み作業と同時に朝食の調理をすることで、

遅めの朝食を実現した。

⇒今までは、当日の夕食の仕込み作業のみであった。

09年度『今夜は温泉に帰ろう♪』プロジェクト新展開についての総括③
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成功のポイント

 21時以降のチェックイン可能だけを基本とした事

で各宿の負担を出来るだけ軽減。従業員のシフ
ト体制を変えないでプラン造成出来る内容にして
各宿が参画しやすい内容とした。

→朝食、夕食の時間はいつもの通り



23観光産業イノベーション推進セミナー（平成23年2月22日） 分科会１資料

じゃらんネットを活用

 じゃらんネットを中心に展開することでのメリット

→プラン造成をじゃらんネット担当を通じ各宿への説明し
て貰った。組合員が苦労する事がなかった。

→統一の目的プランでの湯河原温泉特集を組む事で
じゃらんネット上に多くの対応プランが掲載。旅館組合
の全体感を出す事が出来た。
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現 場 の 声

 翌日、遅い朝食でゆっくりできたが、昼食を食べ
られないので夕食を早くという希望があった。夕
食を食べて帰られる方は意外に車の人が多い。
（酒は飲まない）

 会社帰りの様子はなく、貴重な一日の休みを過
ごしに来ている感じが多い。

→スーツ姿のお客様はほとんどなかった。
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成 果

 実証事業後もプラン延長を続け、自社ホーム
ページでも積極的に販売するなど「今夜は温泉
に帰ろう♪」の考え方が定着した。

 15時チェックイン10時チェックアウトという定型の

過ごし方以外にも旅館を活用して頂けるという考
え方を持つようになり、プラン造成の幅が広がる
ヒントとなった。

→0泊2食や日帰り夕食休憩などの日帰り利用に

も対応する宿も増加している。
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勉強会が自発的に発足

 青年部を中心にネットエージェントを活用する勉
強会が発足。一回目の課題は「今夜は温泉に帰
ろう♪」でした。

 現在も二ヶ月に一回ほど定期的に自発的に集ま
り、管理画面を実際に開いてお互いのノウハウ
を勉強しあっている。

 青年部同士の連絡をメーリングリストにすること
で、情報伝達・共有を行っている。
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寺子屋会～とある日のメンバー集合写真～

 楽天ブログ「湯河原温泉へ行こう！」

 http://plaza.rakuten.co.jp/yugawaraonsen/

お互いに声掛け合ってネットエー
ジェントの勉強会を定期的に実施。
楽天トラベルの湯河原温泉特集
時には、共通アカウントで楽天ブ
ログを皆で順番に書き、湯河原
温泉の情報をUPしてきました。

現在もブログは続けており、各宿
の情報発信にも活用しています。
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今後の課題

 時間軸を変えることで新しい発想が生まれ、そこ
に需要があり、お客様が実際に動きました。今
回の実証事業において認識出来た結果ですが、
この宿泊スタイルがまだまだ知られていないの
が現状。

 実証事業後も続けている宿も多いことから、夜
のお客様の過ごし方を中心に新しい催しが出来
ないかを検討していく事で、本格的に定着させて
いければと思います。


