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２－１ ＣＳ調査ツアーの実施 

ニューツーリズムを外国人向けに試行的に造成・催行するＣＳ調査ツアーを募集し、平

成 23年 9月～平成 24年 2 月に全国で 31 件のＣＳ調査ツアーを実施した。 

（１）ＣＳ調査ツアーの催行概要 

 【ＣＳ調査参加者の国籍別一覧】 

第２章 ＣＳ調査の実施結果 

国　籍 参加人数 国　籍 参加人数 国　籍 参加人数 国　籍 参加人数 国　籍 参加人数

中国 183 ロシア 9 マレーシア 3 ブラジル 2 セルビア 1

韓国 80 タイ 8 ポーランド 3 ボリビア 2 ニカラグア 1

台湾 56 ネパール 7 エジプト 2 アイルランド 1 ノルウェー 1

アメリカ 42 ドイツ 6 カンボジア 2 アルゼンチン 1 フィンランド 1

インド 31 フランス 6 ギリシャ 2 ウクライナ 1 ペルー 1

ベトナム 23 イラン 4 コスタリカ 2 ウルグアイ 1 モルドバ 1

オーストラリア 15 ハンガリー 4 シリア 2 エストニア 1 ルーマニア 1

インドネシア 14 ベルギー 4 チュニジア 2 エル・サルバドル 1 香港 1

カナダ 13 メキシコ 4 パキスタン 2 スウェーデン 1 南アフリカ 1

イギリス 10 ニュージーランド 3 フィリピン 2 スペイン 1 合　計 565
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ブロック 都道府県 ツアータイトル 体験・交流メニュー、セールスポイントセールスポイント
募集
人数

参加
人数

参加者国籍別数

北海道 北海道 　「自然遺産・歴史遺産」人類の営みに触れる旅

活動が盛んな火山に近接する場所でこれほど多くの人々が暮らす地域は世界でも稀であり、火山と人間との関わりや、

火山活動に起因する壮大なスケールの自然景観などを体感できる。また、この火山がもたらした恵みのもとに発展した

先住民族の生活や歴史を知ることができる。

15 15

イギリス1/フランス1/アメリカ3/カナダ1/エジプト

2/カンボジア2/チュニジア2/シリア2/エストニア

1

北海道 北海道
　「農・水・畜・ものづくり」産業　食べて学んで体験する秋を満喫

ツアー

中国に絶大な人気を誇る「本物」「高品質」「安全」な道産品食材を産する本圏域の農・水・畜産業の豊富な体験メ

ニューや秋の味覚を体験してもらう。また、ものづくりのまち室蘭での「ボルタ製作体験」や、日本の伝統の技「日本刀の

製作実演」の見学など、ものづくりの文化を満喫してもらう。

15 15 韓国1/中国14

北海道 北海道 函館＜グルメ・自然・文化＞探訪の旅

平成16年から函館市で開催されている、スペインの飲食文化を函館の西部地区に再現し、全国的な注目を集める

「函館バル街」。このバル街を主催し、世界料理学会でも日本の大きな先導役を担っている函館在住のスペイン料理

人深谷氏を中心に、当圏域における食の賢人達で構成する「クラブガストロノミーバリアドス」の存在は、函館/みなみ北

海道地域の食のブランド化を大きく牽引しており、彼等の手がける料理は、地元だけではなく、訪れる観光客をも魅了し

ている。今回は、秋バルに標準を合わせ、そのイベントに参加することによって、函館市民との日常のふれあい交流が

生まれ旅情を深いものにしてくれる。また、食の賢人のレストラン「バスク」でゆっくりと寛ぎ、地産地消の食材を活用した

料理を味わうことができる。

15 11
中国2/マレーシア2/アメリカ2/カナダ3/オースト

ラリア2

東北 青森県 冬の白神山地・十二湖で雪遊び＆かんじきトレッキング

冬の白神山地は安全性を考慮してゲートが閉じら一般客の入山は難しい状況であるが、現地ガイドを同行しての雪中ト

レッキングが一部可能なことから、なかなか体験できない冬のスノートレッキングの魅力を創出。また平泉の世界遺産

登録後再び見直されつつある白神山地の自然世界遺産を年間を通した魅力あるポイントである。

20 19
アメリカ8/中国5/ベトナム3/イギリス1/オースト

ラリア1/ニュージーランド1

東北 青森県 ふかうら雪人参収穫体験
 ブルー＆グリー・ツーリズムを実施　（繭玉細工体験、磯遊びと岩ガキ体験、笹巻きづくり体験、遊佐刺し子体験、炭焼

き体験等）
20 10 韓国5/中国3/ベトナム2

東北 山形県 鳥海山を歩こう！Enjoy!　二の滝氷柱探勝会

極寒（雪国の吹雪）の中での「ふかうら雪人参」の収穫を体験。ふかうら雪人参は、野菜づくりに必要な養分をしっかりと

蓄えた世界自然遺産「白神山地」の麓に広がる農場で、収穫を冬まで遅らせることによって糖分が蓄えられ、野菜とは

思えないほどのフルーティな甘さをもったブランド人参です。そんなふかうら雪人参の収穫を体験し、掘り起こしたばかり

の人参で作る生絞りジュースと地元料理をその場で堪能する地産地消と観光を組み合わせた魅力あるメニューとなっ

てます。

30 37 韓国37

東北 山形県 日本の田舎に泊まろう
農家民宿宿泊体験、花笠づくり、つる細工、スノーモービル体験、雪原散策などの日本の暮らしと豊かな自然景観が

満喫できる。また、昔懐かしい生活と雪を使った雪上体験等は魅力的なメニューとなっている。
20 20 台湾20

東北 福島県
《福島応援！》

裏磐梯/会津を巡る日本文化民宿体験ツア－
農業郷土文化体験・アウトドア体験と民宿宿泊体験 16 7 台湾1/ロシア5/中国1

東北 福島県
日本の文化に触れる旅

～昭和時代の日本文化と仏都会津を巡るたび～

団塊世代が通ったかつての学校が、今、あちこちで廃校になり、空洞化しています。継ぎ接ぎだらけの廊下、色の違う

ガラス窓、色あせたオルゴールなどその物を見ると遠く昔の思い出が蘇ってくるこの木造校舎は、かつて地域の核でし

た。これらの廃校校舎は、重要な資源でもあり地域の活力を維持する上でも有効に活用するべきだと考えます。その方

法として廃校の教室を利用し、外国人の方々に昭和時代の日本の現風景を体験していただくと同時になかなか体験で

きない木造校舎での工作体験を催す企画です。ここで外国人の方々に地元に残る風習をコラボレーションさせ、地元

の食材を多く取り入れたその地ならではの「お祝い膳」にて、その地に住む人々との心のふれあいを通して、会津の文

化を発信出来ればと思います。また、２日目は、カーボンオフセット法衣をまとい会津の国宝級の寺社、仏閣の中から

「ころり三観音」といわれる仏都巡りと地産地消の農家レストランでの昼食の体験をしていただきます。

15 10
イギリス1/アメリカ3/カナダ1/オーストラリア2/

ニュージーランド1/メキシコ1/ボリビア1

◆ＣＳ調査ツアー催行結果（１）



4 

ブロック 都道府県 ツアータイトル 体験・交流メニュー、セールスポイントセールスポイント
募集
人数

参加
人数

参加者国籍別数

関東 群馬県 恋の病以外はなんでも癒す草津温泉のNEW TOUJl Tour

表面的な温泉体験から、「効能」「泉質」「かけ流し」という日本の温泉文化の深みに近づけるプログラムで、健康維持
の効能に共感いただく。全国を代表して草津で表現し温泉旅行という日本定番をランクアップする波及効果を狙う。連

宿滞在を必須とし、宿の温泉以外に、時間湯等公共の湯に入浴する本来の治療の意味を体感してもらう。また、ヘル
スツーリズムを意識して、健康になるための運動メニューとして、スノーシューを提案（スキーも可能）。春～秋は、草津
白根山周辺のハイキング、グラススキーやサイクリング等スポーツプランに置き換え通年で実施可能。今回泊食分離

を試行。夕食は地産地消の飲食店マップを用意し、外で食事と温泉落語等（通訳）を楽しんでもらい地元との交流も実
現。昔ながらの時間湯の説明や実際に身体を癒した方のお話、草津温泉の蘊蓄も勉強し、日本文化である温泉を体
験でなく健康維持のためとして取り入れている日本人の伝統文化を伝える。

20 19
韓国1/中国10/タイ1/インド2/ベトナム1/ハンガ
リー4

関東 栃木県 ECO　RlDE　＆　WALK

奥日光の自然と悠久の世界遺産を体験する内容。また、専門ガイドが同行し、日光の自然、歴史、景観が共存してい
る取組みを見ていただく。初日は、戦場ヶ原にて専門ガイドとともに1泊のハイキングツアーを行う。奥日光は、市街地に

比べて標高が約1,000ｍ高く、夏季は涼しく、快適にすごすことができる。大正時代から昭和初期にかけて、大使館の
別荘が立ち並び「夏は外務省が日光に移った」といわれるほど海外の人には好評である。また、2005年ラムサール条
約における野生の水鳥の生息地として「奥日光の湿原」が登録され、自然と環境が調和している地域である。翌日は、

世界遺産「日光の社寺」を見学する。1999年ユネスコの世界遺産に登録された、世界遺産「日光の社寺」は、日光二
荒山神社、日光東照宮、日光山輪王寺など103棟の建造物群とそれらをとりまく文化的景観である。このツアーは、特
にアジアの亜熱帯地域の方々を対象にしたもので、奥日光の高原の自然、エコロジーな生活を体験することにより、避
暑地日光のすばらしさを味わうことが可能となるものである。また、日光市は修学旅行地として認知されており、受入体

制が整備されている。それを外国人教育旅行にも転用するため、宿泊施設、交通事業者等が連携し、メニューを展開
する。

20 19 インド16/イギリス2/パキスタン1

関東 栃木県 「Enjoy! Japanese Local  Festival at Autumn」

"那須は新幹線で１時間少々の近さにあり外国人にとってはJRパスで気軽に楽しみに来ていただける土地。皇室ゆかり

のハイレベルなリゾートであり自然保護にも熱心で美しい景観が愛されている。この高品質な土地を外国人に知ってい
ただくきっかけとして紅葉時期にその美しさを背景に地元のお祭りへの参加を組み合わせます。
祭りとは歴史文化の集大成であり地元の個性を最大限に表現するものであり、人とのふれあいが最も簡単にできるも
の。栃木には多くのローカルな祭りがありそこへ外国の方々も普通に訪れていただける土地として親しみを持っていただ

ければと願いを込める。欲張りながら人気の益子焼きにも触れて欲しい。
地元の人々が長年伝えてきたローカル色豊かな祭りへの参加／皇室の保養地那須を体感する御用邸から国立公園
となった公園の散策／日本焼き物のメッカ益子で焼き物体験

20 19 中国14/ロシア4/アメリカ1

関東 栃木県
「鯉のいる街、蔵の街」 とちぎで自然と歴史、日本の生活にふれ
る旅

外国人向け割引店（見学施設・お土産店）、各種体験（例：うずま川船頭体験、蔵めぐり、太平山参拝など） 15 15
韓国1/中国5/ベトナム3/フランス3/ロシア1/ブ
ラジル2

中部 山梨県 スローフィットネス・スローフード　in　富士

紅葉真っ盛りの11月上旬に河口湖町で始めて開催される国際交流イベント「スローフィットネス河口湖」。日本人も外
国人も一緒に新しい河口湖の過ごし方を提案する企画。運動と食事両面からリフレッシュする舞台は目の前に富士山

の迫る河口湖町。慌しいバス観光でない富士の魅力と麓の自然の素晴らしさを知っていただきたい。
①欧米では一般的になったノルディックウォーキングにヨガを組み入れたカラダを目覚めさせるプログラムイベント
②富士五湖地域の古来の復活食材や地産池消の食材を活用して取組むマクロビオティックの食事を頂く
③バスで来て5合目でお土産を買って帰る富士山ではなく、澄んだ高原の空気を深呼吸しながら歩いて美しい姿を堪

能

40 53
ベトナム8/インド7/韓国13/メキシコ1/タイ1/

中国14/台湾7/フランス1/インドネシア1

北陸
信越

新潟県 アートを道しるべに里山を巡る旅

平成12年より3年に一度開催される現代美術の祭典「大地の芸術祭　越後妻有アートトリエンナーレ」。国内外から延
べ約50の国や地域、国内外のアーティストが参加し、開催から10年の月日を経て、200点近い作品が760k㎡の広大
な里山に点在している。過疎高齢化が進む地域が抱えている空家や廃校が、アーティストの力によって息を吹き返し

ている。作品となった空家を地元の住民が運営し来訪者を出迎えたり、かつての小学校が宿となり旅人を受け入れ集
落の行事に参加したりと、他の地域にはない体験を提供することができる。また、アーティストによるワークショップや、地
元名士指導のもと農業体験などのプログラムも開催している。日本の原風景が残る十日町市では、日本を代表するブ

ランド米「魚沼コシヒカリ」や布海苔をつなぎに使った「へぎそば」、古来から地元で食されている山菜料理など、地域で
育まれてきた様々な食文化にも触れることができる。

20 9
タイ2/ギリシャ2/ニカラグア1/パキスタン1/
ウルグアイ1/エル・サルバドル1/ノルウェー1

◆ＣＳ調査ツアー催行結果（２）
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ブロック 都道府県 ツアータイトル 体験・交流メニュー、セールスポイントセールスポイント
募集
人数

参加
人数

参加者国籍別数

北陸
信越

富山県
日本の伝統とあたたかさに触れる旅
山あいの小さな世界遺産「五箇山」

昔ながらの日本の原風景を呈し、歴史的建造物「合掌造り」集落が点在する本地域は、ミシュラングリーンガイドで三つ
星を獲得している他、世界遺産に登録されている。民芸品の製作体験や郷土の民謡に触れ、実際に合掌造りの民宿

に宿泊すること等々を通じ、伝統的集落の生活文化をより身近に感じることが出来る。

12 10 アメリカ5/カナダ3/オーストラリア2

北陸
信越

新潟県
YUKlGUNl NllGATA 冬でもあったかい「本当の日本」を体験する
モニターツアー

在日富裕層およびアジア近隣諸国からの日本文化を簡単に体験できるプランの提案。東京から新幹線で1本というア
クセスと、先般の震災の影響が少ない点をアピール。大都市では体験できない雪まつりを軸とした地域（人）との交流を
さまざまな体験を通じて、YUKlGUNlに見る「日本人のやさしさと触れ合う機会」を創造し、訪れるべき価値を表現しま
す。

20 25

中国6/韓国1/インド4/インドネシア2/タイ2/メキ
シコ2/
ボリビア1/コスタリカ1/アルゼンチン1/セルビア

1/
スペイン1/アメリカ2/ペルー1

北陸
信越

長野県
秋の信州の味覚を味わう善光寺朝参り　～Autumn local food in
SHlNSHU & morning visit of ZENKOJl Temple～

秋の信州郷土料理を毎食取り入れ、善光寺（ミシュラン三つ星）のお朝事体験・座禅体験と朝粥体験、小布施町の北
斎館（ミシュラン二つ星）、パワースポット戸隠にある忍者資料館を見学します

15 9 中国4/タイ2/インドネシア1/インド2

中部 静岡県 富士山の恵みを体験

外国人旅行者に富士登山は、体力、装備が必要となるので、観光客にも富士登山経験ができる宝永火口トレッキン

グ。富士市大渕の農家にある茶畑レストランで、地元の食材を使った料理を食べ、お茶摘み体験を行う。夕食は駿河
湾の幸が味わえる外国人に人気の寿司。翌朝は、田子の浦で揚がったしらすを茹で上げた熱々の釜揚げしらすの工場
見学と試食。午後は、富士山の水が流れ込む富士川でラフティング体験。

6 9
韓国2/中国4/インドネシア1/ドイツ1/アイルラン
ド1

中部 愛知県 蔵のまち半田と陶芸の常滑、海の幸満喫の知多半島を巡る旅
知多半島ならではの醸造発酵（ミツカン酢の里、酒の博物館、味噌蔵など）や、蔵のまち半田の散策、常滑の陶芸等
のものづくり文化に触れ、作陶体験などを通じて日本独特の魅力的な文化を体感していただき、地元で獲れたての新
鮮な海の幸料理を満喫していただく。

30 20
韓国2/中国4/マレーシア1/ベトナム5/イギリス
1/
オーストラリア1/ネパール5/コスタリカ1

中部
愛知県/

三重県

感動！伊勢志摩

杜の国 海女の国文化体験ツアー

全国の祭りが伊勢神宮に集結する伊勢神宮でも最も重要とされる祭儀「神嘗奉祝祭（かんなめほうしゅくさい）」におけ
る日本の祭り体験と、伊勢神宮「お伊勢さん観光案内人」、鳥羽相差での漁村「地引網体験」、「海女小屋体験」によ
る日本文化体験、海女小屋体験、ミキモト真珠島見学による海女文化体験。

20 20 中国20

中部 三重県 鳥羽で体感！森は海の恋人ツアー

潮騒の音を聞きながらの森歩きと鳥羽ならではの離島体験や、海女小屋体験が五感で楽しめる。また、山・森・川・海

を通して美しく栄養豊富な水ができる繊細な日本の自然環境の仕組みは、美しい日本の奥深い魅力として忘れられな
い感動となる。全体的に海洋立国を体感することをテーマとして、世界遺産を目指す海女文化だけではなく、ツアー全
体を通して素朴で奥深い海洋民族としての日本人の側面に触れるツアーは日本へのリピーターに新たな感動を生み
出すことができる。森歩きや離島ツアーが人気の昨今、伊勢志摩だからこそできるその2つの融合が地域性となった品
質の高い、また、顧客の社会的賛成度の高いツアーである。また、地元の複数のガイド団体や、海女さんなどの住民と
直接関わることにより、地域経済への波及効果とともに、地域への想いが伝わり地元商品の付加価値向上効果も見込

める。

20 20
アメリカ12/カナダ4/オーストラリア2/
ニュージーランド１/南アフリカ１

近畿 和歌山県
　「ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン」三つ星獲得記念！　「み
かん狩り（農事）体験＆世界遺産熊野古道を歩く癒しと蘇りツ
アー」

1日目は紀南地方の名産である「みかん」の収穫をはじめとした農事体験ができます。2日目は「ミシュラン・グリーンガイ
ド・ジャポン」で三つ星を獲得した世界遺産熊野古道を熊野セラピストとともに歩き、熊野本宮大社に参拝。併せて、熊
野本宮温泉郷の温泉を活用した健康プログラムを体験することで身も心も癒されます。

15 20
オーストラリア5/インドネシア4/アメリカ3/
ベルギー2/イラン2/イギリス1/スウェーデン1/
中国1/カナダ1

近畿 和歌山県 フリープラン　世界遺産　高野山　１／２日

外国のお客様が個人的に観光されるだけでは、十分に理解いただけない「高野山」の魅力を、パッケージツアーとして
設定することで、高野山観光協会が用意している多言語での音声ガイドをおつけし、理解を深めていただきます。また
宿泊個所の宿坊では英語でのご案内を実施する他、朝のお勤めの体験もしていただき、より深い高野山の魅力にふ
れていただきます。

25
10

7
0

アメリカ2/香港1/ドイツ1/中国3

◆ＣＳ調査ツアー催行結果（３）
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ブロック 都道府県 ツアータイトル 体験・交流メニュー、セールスポイントセールスポイント
募集
人数

参加
人数

参加者国籍別数

近畿 兵庫県 六甲山で紅葉と夜景満喫の2日間
六甲山ならではの魅力である、眺望（夜景）と秋の自然を満喫していただくため、紅葉ガイドと夜景鑑賞ハイキングを実

施する。また、日本文化体験として、摩耶山天上寺で坐禅瞑想体験も行い、心身ともに六甲山の秋を満喫していただく

ツアー。
15 15 中国12/ドイツ3

近畿 京都府 宇治茶歴史街道「文化的景観茶畑の道」宿泊プラン

お茶の原点である産地を見て、「自然の恵みと生産者（先人）の知恵」を体感していただくことで、日本文化の神髄とも

言える茶文化＝おもてなし文化の奥深さをさらに感じて頂く機会となります。また、ツアーの前段では、日本の原風景を

留めた田舎空間を満喫、特に生業の茶畑景観は、世界のどこにもないここだけで味わえる景観です。茶の伝統技法や

日本の歴史を体験、ツアーの後半では、茶の湯の文化に通ずる万福寺での煎茶道体験・清水焼の窯元を訪ね、締め

くくりにシティホテルのシェフが地産（京野菜と和束茶）の材料による料理でもてなしをするという企画は、正に五感で味

わうお茶の旅です。ツアー参加者に時空を超えた感覚を味わっていただけると考えます。

10 3 ポーランド3

中国 鳥取県 鳥取中部韓国人気ＴＶドラマロケ地満喫ツアー

韓国TVドラマ「アテナ」のロケ地を回るツアーであり、週3回（月水土）の運行で、本年１月末以来877人（1便平均15.1

人）に利用頂いている。なお、3月以降積極的に行ったプロモーションの成果により、東日本大震災前（１便当たり9.6

人）よりも、大震災後（同17.4人）の方が利用が多くなっている。4つのロケ地（倉吉市・三朝町・湯梨浜町・琴浦町）を

巡るとともに、人気マンガ「名探偵コナン」の聖地「青山剛昌ふるさと館」に立ち寄る。また、昼食は地元B級グルメ「鳥

取牛骨ラーメン」にする等、地域の観光資源を満喫できる内容となっている。利用者アンケート（回答率87.0％）では、

外国人・日本人とも「非常によい」「よい」が9割を超え、また外国人は「再び訪問したい所がある」という回答が７割を超

えていることから、特に外国人誘客において大きな役割を果たしている。また、本地域において、伝統文化体験メ

ニュー造成（絣・浴衣等）（倉吉市）、「グルメストリート」と銘打った食文化の観光化（琴浦町）、県境を越えた観光連携

（倉吉市－岡山県蒜山地域）が進行しており、また来年度は鳥取県で「2012年国際マンガサミット鳥取大会」が開催

予定であることから、このような地域の最先端の取組との連携によるツアーメニューの充実強化も検討する。

各20

（計80）
71 中国43/台湾28

中国 鳥取県
サイクリング＆カヤックで、日本の海岸・森観光地・温泉まで、一

気に体験！「皆生・大山エキサイティングツアー」

ここでしか体験できない、あなただけのサイクリングコースを提案します。日本名峰第３位「大山」周辺コース、中海一周

コース、観光地巡りコースなど、魅力的なコースが満載です。山陰の名湯「皆生温泉」に宿泊し、美肌と健康の湯として

評価が高い「皆生温泉」。スポーツで疲れた心身を海の見える温泉で癒してください。「温泉＆食＆スポーツ」で体脂

肪減少を目指します。皆生温泉では、脂肪燃焼効果に優れた「温泉」と地元素材を使った「健康食」とシーカヤックなど

のエコツアー、「体験」による滞在型プログラム「スリミングステイ～３％美しくなる旅」を体験できます。

10 7 韓国6/フランス1

四国 香川県
勇壮華麗な祭礼「さぬき豊浜ちょうさ祭」と懐かしさ漂う「銭形の

まち」を巡る旅

20数台の太鼓台「ちょうさ」と呼ばれる山車の一種には、金糸、銀糸を用い「龍」などの神話の生物等が高度な刺繍で

華麗に彩られている。古くから台湾の寺院の屋根には「龍」が装飾されており、また、朝鮮では守護神とされる「白龍」、

古来、中国においては神秘的で特別な存在として位置づけられてきた 「龍」、そうした「龍」の刺繍をまとった豪華な太

鼓台「ちょうさ」が、東アジアの観光客の興味を引くこと間違いなし。特に、中国においては、中日国交正常化の功労

者・大平正芳元首相の生誕の地であることも興味を引くものと考えている。また、瀬戸内の青い海と豊かな緑と自然が

残る讃岐山脈に抱かれ、ゆったりとした時間が流れる「銭形のまち」の散策は、癒し効果が抜群。

20 22
韓国5/中国9/イギリス3/ロシア1/アメリカ1/
ネパール1/ルーマニア1/モルドバ1

四国 徳島県
伝説・伝承に彩られた「日本の原風景・ほんものの田舎」を巡る

旅

①深山幽谷の景観と妖怪伝承による文化・エコツーリズム→既存の定期観光バスを利用した平家伝説、妖怪伝承な

ど地域の自然、暮らしと結びついた伝説伝承の地を巡る。②歴史的建造物・景観を活かした歴史文化観光→重要伝

統的建造物群保存地区や重要文化財などに指定された、独特の景観や歴史的建造物などをガイドとともに巡る。
15 14

インドネシア5/フィリピン2/ベトナム1/ドイツ1/

ベルギー2/フィンランド1/イラン2

◆ＣＳ調査ツアー催行結果（４）
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ブロック 都道府県 ツアータイトル 体験・交流メニュー、セールスポイントセールスポイント
募集
人数

参加
人数

参加者国籍別数

九州 宮崎県
アジアの森 プロジェクト
（Project　of ASlA Forest )

「ありのままを体験」。国内需要と全くことなるのがインバウンドの特性です。当該地域では①飾らない②自然と共存③
心を繋ぐ　をポイントに、現在新しいコンテンツとして開発中なのが「アジアの森プロジェクト」です。人間が生きるために必
要な「水や酸素」を作りだす森。その森は年々失われつつあります。中国主要都市やシンガポールでは、今や「森」を見
る場所はありません。そこに生まれた子供達は、「森」が存在する意味さえも知らないのです。今、必要なことは、単に
「観光」に訪れるのではなく、そこで生み出すプラスアルファの「貢献」だと考えます。このプロジェクトは、単なる「植樹」で
はなく、翌年、翌々年へと繋がるように、訪日外国人に「自分達で森を造ってもらうこと」をコンセプトにしています。そし
て、その参加費用の一部は、全世界の学校へ行けない子供達へ寄付されます。未来を創る子供達に必要なものは
「教育」だと考え、そのバックヤードを整えることを広域地域で支え行うように考えています。さらに、大きなセールスポイ
ントが、この地域にある農家で、そこに息づく「複合家族」との出会いです。農作業を通じ、複合家族の意味を知り、家族
の一員になります。日本各地で急激に増えつつある「グリーンツーリズム」ですが、当該地域は「ありのままの姿」を基本
姿勢にしています。多くのグリーンツーリズムと異なり、一家庭に多くの家族が同居する「複合家族」の農家形態です。一
番多い家族は三世代同居という農家があります。

20 15 中国8/韓国6/ネパール1

◆ＣＳ調査ツアー催行結果（５）
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（２）ＣＳ調査ツアー別の在日・訪日外国人の割合 

※割合については四捨五入して表記したため合計が 100にならないことがある
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（３）ＣＳ調査ツアー参加者の属性 

ＣＳ調査ツアーの参加者の職業は「学生」が約 4割となっている。本事業においては、

多くのツアーが在日外国人をターゲットとして設定し、大学・日本語学校・各地の国際交

流協会など外国人の多い組織・団体に PR をかけた結果と推測される。参加者の年代は学生

が多いこともあり 20 代が最も多く、ついで 30 代と比較的若年層の参加が多い結果となっ

た。 

【参加者の職業（n=565）】

【参加者の年代（n=565）】

※割合については四捨五入して表記したため合計が 100 にならないことがある
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２－２ ＣＳ調査参加者へのアンケート調査結果 

ニューツーリズム旅行商品（着地型旅行商品）の外国人旅行者受入環境整備に向け、全

国で実施されたＣＳ調査ツアー参加者に対し、日本国内の旅行（訪日旅行）の状況に関す

るアンケートを実施した。 

（１）日本国内の旅行（訪日旅行）に行きたいと思うきっかけ（MA  n=565） 

・日本国内の旅行（訪日旅行）に行きたいと思うきっかけとして、「家族・友人・知人の

口コミ」が最も多く、ついで「旅行情報雑誌・ガイドブック」「テレビ」「ブログ・ネ

ット上の口コミ」が続いている。口コミ、地域のイメージを視覚的に伝える媒体が旅

行への動機づけとして影響力を持っている。 

【国別の日本国内の旅行（訪日旅行）に行きたいと思うきっかけ】 

家族・友

人・知人の

口コミ

旅行情報

雑誌・ガイド

ブック

テレビ
ブログ・ネッ

ト上の口コミ

旅行関係の

総合情報サ

イト

旅行会社

主催のイベ

ント

旅行会社の

パンフ

一般雑誌の

旅行特集

記事

映画

旅行博・物

産展などの

イベント

新聞広告
ダイレクト

メール
ラジオ その他 特にない 無回答

韓国 (n=80) 25.0 18.8 16.3 22.5 7.5 8.8 8.8 10.0 7.5 2.5 1.3 2.5 -- 1.3 1.3 38.8

中国 (n=183) 32.8 21.3 19.1 12.6 13.1 19.1 13.7 4.4 11.5 3.3 8.2 6.6 -- 4.4 -- 29.0

台湾 (n=56) 16.1 23.2 26.8 17.9 16.1 17.9 21.4 5.4 5.4 12.5 5.4 -- -- 3.6 -- 53.6

香港 (n=1) -- 100.0 -- -- -- -- 100.0 -- -- -- -- -- -- -- -- --

タイ (n=8) 25.0 25.0 25.0 -- 12.5 25.0 -- -- 25.0 12.5 -- 12.5 -- -- -- 25.0

マレーシア (n=3) 33.3 -- -- -- -- 33.3 -- -- -- 33.3 -- -- -- -- -- 66.7

インド (n=31) 51.6 16.1 12.9 22.6 45.2 19.4 22.6 6.5 12.9 9.7 3.2 19.4 -- 3.2 -- 19.4

イギリス (n=10) 70.0 30.0 40.0 20.0 20.0 20.0 -- 30.0 20.0 20.0 -- -- -- 10.0 -- 10.0

フランス (n=6) 16.7 16.7 16.7 -- 16.7 16.7 -- -- 50.0 16.7 -- -- -- 33.3 16.7 --

ドイツ (n=6) 66.7 33.3 -- 16.7 16.7 -- 16.7 33.3 16.7 -- -- -- -- 33.3 -- 16.7

ロシア (n=9) 55.6 11.1 33.3 44.4 55.6 33.3 33.3 -- 11.1 -- 11.1 -- -- 11.1 -- 22.2

アメリカ (n=42) 64.3 28.6 31.0 45.2 26.2 11.9 11.9 31.0 9.5 21.4 4.8 -- -- 16.7 7.1 9.5

カナダ (n=13) 61.5 46.2 23.1 38.5 38.5 15.4 15.4 38.5 30.8 15.4 -- -- -- 15.4 -- 23.1

オーストラリア (n=15) 40.0 20.0 26.7 13.3 13.3 -- 6.7 13.3 6.7 20.0 -- -- -- 13.3 -- 40.0

その他 (n=102) 46.1 25.5 24.5 23.5 25.5 14.7 18.6 22.5 12.7 14.7 6.9 3.9 1.0 9.8 2.0 19.6

全体 (n=565) 37.7 22.8 21.6 20.4 18.9 15.8 14.7 12.2 11.5 9.2 5.3 4.4 0.2 6.9 1.2 28.5

(単位：％) 

※割合については四捨五入して表記したため合計が 100 にならないことがある
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（２）日本国内の旅行（訪日旅行）を計画するときの情報入手手段（MA  n=565） 

 ・日本国内の旅行（訪日旅行）を計画する段階になると、「家族・友人・知人の口コミ」

「旅行情報雑誌・ガイドブック」「ブログ・ネット上の口コミ」は依然として多いが、

「旅行会社」「旅行関係の総合サイト」が上位にあがってくる。旅行を計画する段階に

なると、より具体的に旅行に関する情報（価格など）を求める傾向が強くなることが

伺える。 

【国別の日本国内の旅行（訪日旅行）を計画するときの情報入手手段】 

家族・友人・知

人の口コミ

旅行情報誌・

ガイドブック
旅行会社

ブログ・ネット

上の口コミ

旅行関係の総

合情報サイト

旅行先の観光

協会（団体）サ

イト

テレビ
一般雑誌の旅

行特集記事

旅行先の観光

協会（団体）へ

電話・メール

新聞広告 ラジオ 特にない その他 無回答

韓国 (n=80) 13.8 18.8 21.3 27.5 11.3 8.8 2.5 5.0 -- -- -- 1.3 1.3 45.0

中国 (n=183) 34.4 24.0 27.9 19.1 23.5 12.0 8.7 2.7 2.7 4.9 0.5 -- 2.7 27.9

台湾 (n=56) 19.6 21.4 32.1 14.3 12.5 8.9 12.5 5.4 1.8 -- -- -- -- 48.2

香港 (n=1) -- -- 100.0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

タイ (n=8) 25.0 25.0 -- 37.5 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 25.0

マレーシア (n=3) 33.3 -- -- 33.3 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 66.7

インド (n=31) 38.7 16.1 32.3 19.4 29.0 6.5 3.2 6.5 9.7 -- -- -- 6.5 25.8

イギリス (n=10) 50.0 50.0 20.0 20.0 40.0 10.0 10.0 20.0 10.0 -- -- -- 10.0 10.0

フランス (n=6) 33.3 50.0 16.7 50.0 33.3 -- -- 16.7 -- -- -- -- 16.7 16.7

ドイツ (n=6) 33.3 16.7 -- -- 33.3 -- -- 33.3 -- -- -- 16.7 16.7 50.0

ロシア (n=9) 44.4 22.2 33.3 44.4 33.3 11.1 11.1 -- 22.2 -- -- -- 11.1 22.2

アメリカ (n=42) 66.7 38.1 16.7 45.2 40.5 11.9 9.5 7.1 7.1 -- -- -- 9.5 14.3

カナダ (n=13) 69.2 46.2 15.4 30.8 53.8 -- 15.4 30.8 -- 7.7 -- -- 23.1 23.1

オーストラリア (n=15) 33.3 20.0 13.3 6.7 26.7 6.7 13.3 -- -- -- -- -- 13.3 46.7

その他 (n=102) 46.1 30.4 22.5 27.5 26.5 9.8 8.8 11.8 5.9 2.9 -- -- 4.9 17.6

全体 (n=565) 35.8 25.7 24.2 24.1 23.7 9.6 8.0 6.7 3.7 2.3 0.2 0.4 4.6 29.6

(単位：％) 

※割合については四捨五入して表記したため合計が 100 にならないことがある
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（３）日本国内の旅行（訪日旅行の場合は日本国内の旅行手配）の手配方法（MA  n=565） 

 ・日本国内の旅行（訪日旅行の場合は日本国内の旅行手配）の手配方法として「旅行会

社の団体型パッケージツアーを利用（添乗員・ガイド同行）」が多い結果となった。こ

れは、本調査では団体型旅行が主流である中国の参加者が多いことによるものである。 

    【日本国内の旅行の手配方法（在日外国人を対象）】 

団体型パッ

ケージツアー

（添乗員・ガイ

ド同行）

フリープラン

（同行なし）

総合予約サイ

トを利用

個別に直接手

配
その他 無回答

韓国 (n=34) 11.8 29.4 14.7 55.9 -- --

中国 (n=127) 37.0 30.7 23.6 19.7 2.4 6.3

台湾 (n=8) 37.5 12.5 25.0 -- -- 25.0

香港 (n=1) 100.0 -- -- -- -- --

タイ (n=6) 50.0 -- -- 16.7 -- 33.3

マレーシア (n=3) 66.7 -- 33.3 -- -- --

インド (n=26) 57.7 15.4 7.7 38.5 -- 11.5

イギリス (n=9) 11.1 11.1 -- 100.0 -- --

フランス (n=6) 16.7 16.7 -- 66.7 -- --

ドイツ (n=4) -- 50.0 -- 100.0 -- --

ロシア (n=8) 37.5 37.5 -- 37.5 12.5 12.5

オーストラリア (n=12) -- 8.3 -- 83.3 8.3 8.3

その他 (n=90) 36.7 16.7 5.6 40.0 5.6 7.8

全体 (n=378) 31.7 23.3 12.2 39.7 2.9 6.9

※シンガポール、アメリカ、カナダ国籍の在日参加者はなし

(単位：％) 

※割合については四捨五入して表記したため合計が 100 にならないことがある
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（４）日本国内で旅行する場合の平均的な期間（訪日旅行の場合は日本国内の旅行期間）

（n=565） 

 ・日本国内で旅行する場合の平均的な期間は、「1泊 2日」「2泊 3日」で半数以上を占め

ている。本調査では在日外国人が約 7 割であったことから、日本人と同様に日本国内

の旅行期間が短い傾向になったものと考えられる。 

【在日外国人の日本国内で旅行する場合の平均的な期間（n=378）】 

※割合については四捨五入して表記したため合計が 100 にならないことがある
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（５）日本国内の旅行（訪日旅行）における多言語対応の重要度（n=565） 

 ・日本国内の旅行（訪日旅行）における多言語対応の重要度として最も高かったものは、

「観光案内所」であった。ついで「交通機関（駅・バスターミナルなど）」となってい

る。旅行先へのアクセス、現地での観光拠点での多言語化対応に関するニーズが高い。

また、「観光情報のパンフレット・地図」「訪問先の観光 web サイト」についても多言

語化を求めている割合が高くなっている。 

（６）日本国内の旅行先（目的地までの移動は除く）で主に利用する交通機関 

（MA  n=565） 

 ・日本国内の旅行先（目的地までの移動は除く）で主に利用する交通機関として「鉄道」

多く、ついで「貸切バス」となっている。日本人旅行者と異なり鉄道を利用する人が

多いことから、上記（５）の多言語化の重要度の結果とも連動するが、交通機関の拠

点やアクセスの案内に関する多言語対応が求められる。 

※割合については四捨五入して表記したため合計が 100 にならないことがある
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（７）日本国内の旅行先（目的地）での現地情報入手手段（MA  n=565） 

 ・日本国内の旅行先（目的地）での現地情報入手手段として、「インターネット（PC）」「観

光案内所」がほぼ同じぐらいの割合である。旅行先（宿泊先など）ではインターネッ

ト環境整備の重要性が高く、合わせて（５）の多言語化の重要度の結果とも連動する

が、観光案内所の多言語の対応が求められる。 

（８）日本国内の旅行先（目的地）で地域の特性を活かしたツアーへの参加経験（n=565） 

   ※「地域の特性を活かしたツアー」とは、地域の自然、歴史・文化、産業など地域

の持つ特徴を活かしたツアーのことを指す。 

 ・日本国内の旅行先（目的地）で地域の特性を活かしたツアーへの参加経験者は、約 4

割となっている。 

※割合については四捨五入して表記したため合計が 100 にならないことがある
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（９）日本国内の旅行先（目的地）で地域の特性を活かしたツアーの情報入手手段 

 ※（８）参加経験有と回答した人を対象（MA  n=231） 

 ・日本国内の旅行先（目的地）で地域の特性を活かしたツアーの情報入手手段として、「出

発前に家族・友人・知人から紹介された」が最も多く、（１）（２）の傾向とも連動す

るが、「家族・友人・知人から紹介」（口コミ）により旅行先を検討し、計画時には口

コミ情報だけでなく、旅行会社からの情報収集によって、旅行費用の検討や現地の滞

在計画を行っていることが推測される。 

（10）日本国内の旅行先（目的地）で地域の特性を活かしたツアーの申し込み方法 

※（８）で参加経験有と回答した人を対象（MA  n=231） 

 ・日本国内の旅行先（目的地）で地域の特性を活かしたツアーの申し込み方法は、「出発

前に旅行会社の店舗、WEB サイトで申込」が最も多く、次いで「出発前にインターネッ

ト・携帯サイトで申込」となっている。外国人旅行者は、旅行計画時に既に地域の特

性を活かしたツアーに申込を行う傾向が高い。 
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（11）日本国内の旅行で興味のある体験・ツアー（MA  n=565） 

 ・日本国内の旅行で興味のある体験・ツアーとして「伝統的な食文化体験」が最も多く、

ついで「農山村の風景を見学」「伝統的な町並み巡り」「安価で日常的に食される庶民

的な食文化」となっている。外国人旅行者は、伝統的な食文化体験に対する興味、日

本の農山村の風景、伝統的な町並み巡りへの興味が高い傾向を見ると、大都市だけで

なく日本の地方（田舎）に対する興味が高いことが伺える。 



18 

【参考】主な市場別の訪日観光客が訪日前に期待したこと （複数回答） 

（出展：JNTO 訪日外客訪問地調査 2010）

韓国

0

10

20

30

40

50
温泉

日本の食事

ショッピング

繁華街の見物

都市景観

自然景観

伝統的な景観、旧跡

伝統文化体験・鑑賞

テーマパーク

日本人の生活

現代文化体験・鑑賞

美術館・博物館

産業観光

スキー

中国

0

20

40

60

80
温泉

日本の食事

ショッピング

繁華街の見物

都市景観

自然景観

伝統的な景観、旧跡

伝統文化体験・鑑賞

テーマパーク

日本人の生活

現代文化体験・鑑賞

美術館・博物館

産業観光

スキー

台湾

0

20

40

60
温泉

日本の食事

ショッピング

繁華街の見物

都市景観

自然景観

伝統的な景観、旧跡

伝統文化体験・鑑賞

テーマパーク

日本人の生活

現代文化体験・鑑賞

美術館・博物館

産業観光

スキー

香港

0

20

40

60

80
温泉

日本の食事

ショッピング

繁華街の見物

都市景観

自然景観

伝統的な景観、旧跡

伝統文化体験・鑑賞

テーマパーク

日本人の生活

現代文化体験・鑑賞

美術館・博物館

産業観光

スキー

米国

0

20

40

60

80
温泉

日本の食事

ショッピング

繁華街の見物

都市景観

自然景観

伝統的な景観、旧跡

伝統文化体験・鑑賞

テーマパーク

日本人の生活

現代文化体験・鑑賞

美術館・博物館

産業観光

スキー

イギリス

0

20

40

60

80
温泉

日本の食事

ショッピング

繁華街の見物

都市景観

自然景観

伝統的な景観、旧跡

伝統文化体験・鑑賞

テーマパーク

日本人の生活

現代文化体験・鑑賞

美術館・博物館

産業観光

スキー
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（12）日本国内を旅行する際の旅行先（目的地）での地域の特性を活かしたツアーへの参

加意向（n=565） 

 ・日本国内を旅行する際の旅行先（目的地）での地域の特性を活かしたツアーへは、約 9

割以上が参加してみたいと回答している。そのため、（９）の傾向と連動するが、外国

人旅行者が旅行を計画する際に地域の特性を活かしたツアーに関する情報を得ること

ができるようにしておくことがポイントとなる。 

（13）地域の特性を活かしたツアーに参加してみたい理由  

※（12）で興味ありと回答した人を対象（MA  n=532） 

・地域の特性を活かしたツアーに参加してみたい理由として「個人では体験できないこ

とができる、行けない場所へ行ける」が最も多く、ついで「その地域を深く知ること

ができる」となっている。外国人旅行者の場合は、言語の壁もあるため、個人旅行で

はできない体験や見学スポットに行けることが、ツアーに参加の魅力となっている。

参加者からの口コミを誘発するためにも、ツアーを造成する際には、この点を意識す

ることが重要となる。 

※割合については四捨五入して表記したため合計が 100 にならないことがある
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（14）地域の特性を活かしたツアーに参加したくない理由 

※（12）で興味なしと回答した人を対象（MA  n=13） 

 ・地域の特性を活かしたツアーに参加したくない理由として「自分で観光するのが好き」

が最も多く、ついで「ツアーの価格が高い」となっている。 

（15）地域の特性を活かしたツアーに参加する際に不便に感じること（MA  n=565） 

 ・地域の特性を活かしたツアーに参加する際に不便に感じることとして、「外国語で案内

（情報発信）しているツアーが少ない」が最も多く、ついで、「ツアー情報をどこで入

手するのかがわからない」となっている。地域の特性を活かしたツアーは、国内向け

には進み始めているものの、外国人に対応したツアーが少ない状況である。また、既

に外国人に対応したツアーが造成されていても「ツアー情報をどこで入手するのかが

わからない」と回答があげられている通り、外国人旅行者に対して情報が伝わってい

ない可能性が高い。外国人が活用する旅行情報媒体などと連動し、積極的にツアー情

報を発信していくことが求められる。 
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２－３ 外国人旅行者向けニューツーリズム推進に向けたポイント 

 全国で実施されたＣＳ調査ツアーの参加者アンケート結果、各ツアー実施報告書等か

ら得られた課題・評価をもとに外国人の視点を踏まえてニューツーリズム推進に向けたポ

イントを抽出した。外国人旅行者向けのニューツーリズム推進における各取り組み段階別

に、それぞれの段階で留意すべきポイントを＜外国人旅行者向けのニューツーリズム推進

に向けた視点＞と＜外国人旅行者向けニューツーリズムの取り組み項目＞で整理を行って

いる。  

＜外国人旅行者向けニューツーリズムの取り組み項目＞

◆：国内向けに推進されているニューツーリズム旅行商品（着地型旅行商品）を外

国人旅行者向けに活用するためのポイント

＜まずは外国人向けニューツーリズムに取り組んでみよう！＞

●：外国人旅行者を受け入れる際に考慮が必要となるポイント

＜ここは注意しよう！＞

▲：外国人旅行者の受け入れを更に強化していくために取り組むポイント

＜もっと満足してもらおう！＞

＜外国人旅行者向けのニューツーリズム推進に向けた視点＞

１．ニューツーリズム旅行商品企画・造成

 （１）地域資源の活用に向けたポイント

 （２）体験プログラムの構築に向けたポイント

 （３）旅行商品の行程作成に向けたポイント 

２．旅行商品化に向けた体制・オペレーション（ツアー催行）の対応

 （１）予約の受付、事前対応のポイント

（２）現地ガイド（通訳案内士）のポイント

（３）宿泊施設・食事のポイント

（４）地域内の連携・協力体制の構築のポイント

３．ニューツーリズム旅行商品の流通・広報

（１）ターゲットの設定・旅行商品の告知のポイント

（２）旅行会社との連携に向けたポイント

〔外国人旅行者向けのニューツーリズム推進に向けた視点〕× 

〔外国人旅行者向けニューツーリズムの取り組み項目〕 
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（１）地域資源の活用に向けたポイント 

◆日本の歴史文化、日本人の精神を感じることができる資源・体験は、国籍を問わず

外国人旅行者の関心が高い。(p25) 

◆日本では徐々に浸透しつつあるニューツーリズムのテーマでも、外国人には違和感

なく受け入れられるものもある。(p26) 

◆日本人向けに実施しているニューツーリズムの内容でも十分に楽しんでいただくこ

とができる。(p27) 

◆地域の生活やその土地ならではの営みの中で、地域の人々と素朴な交流をすること

は大きな魅力となる。(p28) 

▲日本らしいコンテンツも重要であるが、世界中で愛好者がいる趣味・スポーツをテ

ーマとすることも地域の魅力を伝える・外国人旅行者を集客する上で有効である。 

  (p29) 

（２）体験プログラムの構築に向けたポイント 

◆自らが体験することにより、理解が深まるとともに愛着や品質への安心感から関連

商品の購入につながる。(p30) 

◆体を動かす体験は言葉が通じなくても、動作で説明ができるため、外国人旅行者で

も十分に楽しむことができる。(p31) 

●危険が伴うアクティビティや体験を提供する場合や農家民泊のように分宿を伴う場

合は緊急時の対応を万全にしておくことが必要である。(p31) 

●旅行者が自ら体験して作った作品や商品などは、旅行中に完成して持ち帰りができ

ることが望ましい。(p32) 

（３）旅行商品の行程作成に向けたポイント   

◆集客力の高いエリアや観光スポット（コンテンツ）と組み合わせたコース設定が重

要である。(p33) 

●ツアーや体験プログラムの集合場所はわかりやすく、アクセスが容易であることが

重要である。(p35) 

●プログラムによっては天候により実施が不可能になることもある。そのため、天候

不良等で予定していたプログラムを実施できないときの代替プログラム、予備コー

スを用意しておくことが必要である。(p36) 

▲旅行商品には見学するだけでなく体験プログラムがあると旅行者の興味や満足度が

高まる。(p37) 

▲類似する体験プログラムや見学スポットを一つの旅行に入れると、日本人の視点で

は異なっていても外国人には重複していると感じられることもある。(p38) 

１．ニューツーリズム旅行商品企画・造成 
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（１）予約の受付、事前対応のポイント 

●異なる文化や習俗（食事、入浴等）に対する適切な配慮をするため、事前に参加者

の情報の収集が重要である。(p40) 

●気象条件や温度差を考慮して予め防寒対策などの事前の情報提供・受け入れ側での

準備が必要である。(p40) 

●外国と習慣（規制等も含む）が異なるものは、事故を防ぐために事前に詳細な説明

が必要である。(p41) 

▲インターネット、メールによる予約受付の体制の構築が必要である。(p42) 

（２）現地ガイド（通訳案内士）のポイント 

●外国人旅行者の属性や参加形態に合わせて、言語対応やガイド人数の検討が必要で

ある。(p43) 

●外国人旅行者へのガイドは、現地に詳しいだけでなく日本の歴史文化に対する一般

的な知識も求められる。(p43) 

●神社仏閣、史跡などについて解説する場合は、歴史背景を知らない前提で説明をす

ることが必要となる。(p44) 

▲地域固有の文化への理解が必要な解説や専門的知識に基づく自然の解説を行うため

に、外国語を話せるガイドの育成が重要である。(p45) 

▲ガイドは、一方的に話（解説）をするだけではなく、わかりやすく伝えるための工

夫が必要である。(p45) 

▲音声ガイドにより地域資源の多言語での解説が容易になるが、音声ガイドの活用の

方法、現地までのアクセスなどを十分に説明することが必要である。(p46) 

（３）宿泊施設・食事のポイント 

●参加者の好みや習慣・宗教に合った食事がとれるように、食事の選択肢を提供する

と良い。(p47) 

●日本の宿泊施設（旅館・民宿など）の習慣・設備に関する情報をわかりやすく伝え

ることが必要である。(p47) 

（４）地域内の連携・協力体制の構築のポイント 

◆受け入れ側の関係者の中には外国人の受け入れに不安を抱えるところもあったが、

実践してみることにより好印象を持った関係者が多い。(p48) 

▲飲食施設、土産店等でのクレジットカード支払いへの対応の充実が必要である。 

  (p49) 

▲夕食後に遊びに行く習慣が多く、夕食後に散策や買い物を楽しめるような案内が必

要である。(p49) 

２．旅行商品化に向けた体制・オペレーション（ツアー催行）の対応 
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（２）旅行会社との連携に向けたポイント 

▲旅行会社、ターゲット国の旅行会社との協力、連携が欠かせない。(p52) 

▲海外の旅行会社と連携をする場合、催行日を予め決定してから募集を図ると参加の

希望があっても調整が難しいことも多い。催行日の柔軟な対応が必要である。 

  (p52) 

（１）ターゲットの設定・旅行商品の告知のポイント 

◆海外の外国人をターゲットとするだけでなく、在日外国人をターゲットとすること

も地域の情報を発信する上で効果的である。(p50) 

●外国人旅行者は国・地域により、それぞれ興味の傾向が異なるため、ターゲットを

絞った取り組みが効果的である。(p50) 

●外国人が利用する媒体との連携、外国人が訪れる場所での情報発信が重要である。 

  (p51) 

●英語など多言語での情報発信は必須である。ただし翻訳する場合には、ネイティブ

のチェックを入れることが重要である。(p52) 

３．ニューツーリズム旅行商品の流通・広報 


