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はじめに
●地域の観光資源の魅力を活かした「滞在プログラム」の意義
観光を通じた地域活性化を目指す上で、地域の特色である観光資源を活用していくことが必要
不可欠となっている。地域の観光資源の魅力を活かした旅行を推進する上で、旅行商品について
のマーケティング、商品造成、販売、商品改良等の活動は、PDCA サイクルを回し継続的に取り
組むことが重要となる。
滞在プログラムにより、その土地を訪れる多くの旅行者に、その地域ならではの体験・出会い
を提供することで地域の魅力が伝わり、旅行者の満足度が高まり、多くの旅行者に訪れていただ
くことが、地域の活性化につながり、旅行者と地域が Win―Win の関係構築が図れることを最
終的なゴールに見据え、地域の観光資源の魅力を活かした滞在プログラムの開発と品質向上の推
進が求められる。
地域の魅力を旅行者に提供することを通じて、滞在・再来訪の促進を図ることは、「住んでよ
し、訪れてよし」の地域づくりを推進する上でも大変重要である。

●プロモーション取り組みの重要性
観光庁は平成 23 年度及び 24 年度において「地域の観光資源の魅力を活かした顧客満足型旅行
商品推進事業」を通じ、地域の観光資源の魅力を活かした滞在プログラムの開発と品質向上の取
り組みを進めてきた。
しかし、滞在プログラムの実施事業者は小規模事業者が多く、プロモーション不足等により、
その認知度が低いことから、品質の高い旅行商品を造成しても十分な集客が出来ていない状況も
見受けられる。このような背景を踏まえ、品質の高い滞在プログラムの旅行商品を顧客に届ける
ため、その実施事業者・地域が行うべき効果的且つ効率的なプロモーションの展開が求められて
いる。
想定される顧客（ターゲット）に、商品を知ってもらい、興味を持ってもらい、体験してもら
い、リピーターとしてまた来てもらう観光の好循環を、商品創りと連動したプロモーション活動
の取り組みで実現することが求められている。

●本手引きの活用について
この『滞在プログラムにおけるプロモーションの手引き』は、地域資源の魅力を活かした滞在
プログラムを提供、事業展開しているにもかかわらず、誘客のためのプロモーション活動に課題
を抱えている事業者を対象に、限られた予算枠の中で効果的・効率的なプロモーションの取り組
みが出来るように配慮している。様々なプロモーション施策の中で、各事業者の置かれた状況や
課題に応じ、適宜そのアプローチ方法や媒体、対象エリアを選択し取り組んでいただきたい。
なお、前述の地域の観光資源の魅力を活かした滞在プログラムの開発と品質向上の取り組みに
ついては、「地域発 滞在プログラムの手引き」として商品造成を中心とした滞在プログラム推
進のための手引きを作成して公開しており、本手引きとあわせてご活用いただきたい。（資料は、
http://www.mlit.go.jp/kankocho/taizai_tebiki.pdf）
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【１】プロモーションに取り組むにあたり
１ プロモーションの取り組み実態
① 実施プロモーション活動
プロモーションの取り組みについて、昨年 10 月に実施した滞在プログラム実施事業者を対象
とした実態調査（注 1）によると、現状で取り組まれているプロモーション活動としては、
「web サイト/ブログ（PC サイト）」が一番多く、以下取り組みの多い活動は、「チラシ・パン
フレット・ポスター等の配布・掲示」、「マス媒体広告」といった活動がほぼ半数以上で行われ
ている。
また、今後力を入れたいプロモーションとしては、「web サイト/ブログ（PC サイト）」、
「Facebook」、「旅行代理店への情報発信、営業、商談会参加」、「企業・団体、学校等への
情報発信・営業」、「web サイト/ブログ（スマートフォン又は携帯電話サイト）」「チラシ・
パンフレット・ポスター等の配布・掲示」といった認識である。
図．滞在プログラムのプロモーションの媒体・手法
(調査数：455件)＜複数選択＞
0%

20%

40%

60%

46.8

マス媒体広告（ＴＶ･ラジオ・新聞･雑誌等）

36.9

地域コミュニティ誌広告（タウン誌等）

今後注力
80%

32.1
23.1

お客様向け観光関連展示会･イベント等出展

18.9

13.6

マスメディア向け広報（記者クラブ等への広報）

18.0

15.4
6.4

15.2

屋外広告活動（屋外看板・ポスター等）

57.1 33.0

チラシ・パンフレット・ポスター等の配布・掲示

24.6

貴組織以外（観光協会、旅行業者等）作成ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ等への掲載

4.8
15.6

20.0

ダイレクトメール

42.9

旅行会社への情報発信、営業、商談会参加

33.4

企業・団体、学校等への情報発信、営業
webサイト/ブログ（PCサイト）

42.0

Facebook
貴組織以外のwebサイト（観光協会、地旅、旅行業者HP等）へ
の掲載

31.2
27.9

webサイト/ブログ（スマートフォン又は携帯電話サイト）

16.0

Twitter

37.8
37.6

事
業
者

62.0

89.0

41.3
7.9
37.4
12.3

YouTube等の動画配信サイト

11.0

14.9

E-mail、メールマガジン

10.3

7.9

LINE

0.7

6.6

その他SNS等

0.4

0.4
26.6

クーポン券等の料金割引の実施

15.4

記念品・ノベルティの贈呈
その他
実施したことがない/特にない

4.8
2.6

一
般
消
費
者

15.6

12.3

モニターツアーの実施（有償、無償を問わず）

マ
ス
メ
デ
ィ
ア

5.7

6.2

交通広告（車中吊り、駅ポスター等）

100%

14.7
11.2

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
活
用

動
機
付

2.2
11.0

注）図の「今後注力」に示した数値は、「今後注力したい媒体・手法」の回答割合を示す
（注 1）「滞在プログラムのプロモーションに関わる実態調査」（観光庁）：2013 年 9～10 月及び 2014 年 2～3
月にインターネットを用いた調査を実施。調査実施にあたり、事前に調査協力の承諾を得た全国滞在
プログラム実施事業者 1,600 件を対象に調査実施し、有効回答数 455 件の協力を得た調査である。
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一方、プロモーションに対する課題のベスト 5 は、「チラシ・パンフレット等の配布枚数が
増えても、参加者の増加に結びつかない」「当該地域全体の認知度を高めること（地域全体の誘
客力不足）」（共に 4 割弱）、「プロモーションによる効果が不明確・把握しにくいこと」（約
3 割）、「首都圏や大都市圏等の旅行会社・企業・学校等とのつながりがないこと」（3 割弱）、
「プロモーションに関する知識が不足していること」（2 割以上）などが挙げられており、これ
らの強化・改善への取り組みが求められている。
② プロモーション予算
回答のあった事業者の年間にかけるプロモーション予算は約 6 割が 30 万円未満で、予算 0 円
というところも 1 割以上あり、限られた予算で取り組まれていることが窺える。一方、2 割の事
業者では 100 万円以上の大きな予算で活動を行っている。
図．滞在プログラムのプロモーション年間予算
(サンプル数：443件)
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③ 需要エリア（主な顧客居住地域）
代表的な滞在プログラムの利用者の居住地域について 3 つまで選択した結果では、全国、近隣
県、県内がそれぞれ 4 割以上で主要な顧客の発地となっていることがわかる。
図．代表的な滞在プログラム：参加者の居住地
(調査数：455件)＜3つまで選択＞
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２ プロモーションの取り組み方法
商品造成とプロモーションは相互に関連する取り組みである。従って、プロモーションの取り組み
は、良い商品造成がなされていることが大前提であり、商品造成の段階で検討・設定された、「誰に
（ターゲット）」、「何を（滞在プログラムを通じて提供する自分達の価値＝他にはない独自性
等）」、「どのように（プロモーション施策）」といったことは、プロモーションの取り組みにおい
ても基本となる。
また、滞在プログラムに取り組む事業者も、他の産業と同様に、経営者としての経営マインドを持
ち、自らの事業を通じて収益を上げ、自律的・継続的な事業運営に努めることが求められている。他
方で、滞在プログラムは、地域資源を活用し、観光によるまちづくりを通じた地域の発展を担うとい
う公益性も有したシティプロモーション的な役割を担う場合もあり、その際は自治体との連携が重要
である。
以上を踏まえ、プロモーションを展開するにあたり必要となる取り組みは、「①基本方針の設

定」「②戦略の策定」「③プロモーション計画の策定」「④PDCA サイクルマネジメントの推進」
の 4 つである。
① 基本方針の設定
集客を促すプロモーションを検討するに当たり、上記の通り、商品造成の段階で検討された、
「何のために滞在プログラムを造っているのか」「このプログラムを提供する我々の使命は何か」
を改めて明確にしておく必要がある。その上で集客のための現状課題を明らかにし、課題解決の
方向性を見極め、取り組むべきプロモーションの方向性を示す基本方針を設定することが求めら
れる。
具体的には、提供する商品に対する消費者の状態・段階（図のピラミッド部分。例えば、商品
は認知されているが、まだ十分には興味を持たれていない等）を分析・検討し、現状の優先課題
を特定し、基本方針としての課題解決に向けたプロモーションの方向性を定めることになる。
図．消費者の状態とプロモーションの目的
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② 戦略の策定
基本方針のもと、プロモーション戦略の策定を行うことになる。戦略策定の手順としては、次
頁の「戦略策定のステップ」に示した 6 つのステップを検討する必要がある。
商品造成時に検討されたであろう提供プログラムの意義・目標を再確認した上で、その商品の
特徴・アピールポイントなど、消費者にとってその商品を利用することで得られる便益を明確に
し、メッセージの設計、実施手段の検討をすることになる。
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表．戦略策定のステップ
目的
Step1

ターゲットの明確化

概要
滞在プログラムに誘客したいターゲットを明確に定義
する
（例．年代、性別、居住エリア等）
ターゲットとする顧客像を捉えるために顧客の価値観
や生活行動様式、情報収集の特徴等を理解する
（例．グルメ志向、健康志向、歴史好き、SNS 情報重
視等）
前頁の図のピラミッドにおいて、分析・検討された消
費者と自分達の置かれている状態・段階から特定され
た課題解決の方向性に対し、何をすべきかを明確にす
る
（例．認知度を高める、商品理解を深める等）
滞在プログラムの特徴・アピールポイントなど、地域
資源と旅行者への行動提案による滞在プログラムを体
験することで得られる、楽しみや感動、出会い、よろ
こび、学び等の便益を明確にする
（例．青い空、澄んだ空気、美味しい水、そして大地
の豊かな恵みを●●で堪能し、心・身をリフレッシュ
するなど）

Step2

顧客の理解

Step3

訴求目的の明確化

Step4

提供価値の明確化

Step5

提供メッセージの設計

提供価値を伝えるメッセージを設計する

効果的提供方法の検討

提供価値を伝えるための効果的・効率的な提供方法を
検討する
（具体的には、アプローチ方法、使用媒体、対象エリ
アを決める）

Step6

③ プロモーション計画の策定
②で検討・策定されたプロモーション戦略に基づき、具体的なプロモーション実施計画を策定
して取り組むことになる。例えば、次頁のシート例のような計画書を用いて実施計画の大枠を規
定し、関係者との認識共有を図り取り組むとよい。
なお、プロモ－ション実施計画を作成・検討する際は、滞在プログラムの販売による売上（単
価×客数）や、固定的な運営経費等とのバランスを考慮しての取り組みが必要である。
次に、実施計画策定シートは、実施計画の大枠を規定しておくもので、個別のプロモーション
実施施策については、さらに詳細な計画書を作成して取り組むことになる。
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表．プロモーション計画策定時のシート例
プロモーション計画シート（例）
滞在プログラム名

●●歴史町並み散歩

活用資源

現代に残る、●●時代の歴史的な町並みと、古民
家、名跡・旧跡等の歴史的遺産

商品の特徴
（セールスポイント）

古き良き時代の町並みや建造物、名跡に触れるこ
とで心を豊かにすることができる

商品コンセプト

日常生活から異空間へ心のタイムスリップの旅

想定ターゲット

顧客属性

歴史や文化、建造物、街歩きの好きな人

居住地域

●～●代の大都市居住者

ターゲットの情 マス
報特性
パーソナル

都市や街づくりに関するニュースや記事情報

ターゲットへの訴求ポイント

心を豊かにするくつろぎの体験

コミュニケーションコンセプト

心のタイムスリップ

プロモーション課題・目標

認知度の向上

プロモーション予算

6０万円

サークル、歴史ブログ

・大学等の専門機関との共催による講演会
・2014年●月
・200名
・新聞・雑誌等との連携による企画記事での紹介
②パブリシティ ・2014年●月～●月
プロモーション
・●媒体（数）
実施施策
・解説付き地域マップ作成・配架
（実施計画の詳 ③ガイドブック ・2014年●月
細は別途）
・3000部
①イベント

④
⑤
プロモーション活動成果指標

・講演会参加者数
・企画記事での資料請求件数

外部協力支援体制

・大学●●研究室

④ PDCA サイクルマネジメントの推進
品質の維持・向上・継続的な業務改善を行うマネジメント手法の 1 つである、PDCA サイクル
に基づいたプロモーション施策の展開を推進することが求められる。PDCA サイクルは 1 度で終
わることなく、最後の A（Action）により、当初設定した P（Plan）に対する改善・見直しを再
検討し、次のマネジメントプロセスのスタートとなる P（Plan）に引き継がれて新たな PDCA
のサイクルを回し続ける継続的な取り組みである。
図．PDCA サイクル
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Ｃ
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計画の実施
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結果の評価
目標との差異分析
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Ａ
Action
改善
見直し・改善
改善計画の指針

３ プロモーションのアプローチ対象
観光プロモーションを考える際は、下記の図のそれぞれの矢印で示した対象へ向けてのプロモ
ーション活動が存在し、各事業者等のプロモーション課題に応じた対応を行うことが求められる。
消費者直のプロモーション以外の対象は、間接的な消費者プロモーションと認識して取り組む必
要がある。
図．プロモーションにおける関係者相互の関連概要
消費者

消費者

①
流通

①
消費者向け
プロモーション

流通向け
プロモーション

①
観光関連
事業者

② ③ 観光関連業者向け
プロモーション

メディア

④

メディア向け
プロモーション

ニューツーリズム事業者・団体等

それぞれの対象に向けたプロモーションの概要は、以下の通りである。
① 消費者向けプロモーション
商品の最終利用者である消費者に向けたもので、チラシやパンフレット、ダイレクトメール、
メールマガジンなどで直接的に消費者に情報を届ける方法と、広報 PR 活動によってメディア
を通じたものや、流通・観光関連事業者を介して間接的に届ける方法がある。また、消費者自
らが情報検索を行いホームページ等の情報にアクセスするプル型対応のプロモーションもある。
なお、新規顧客の獲得のみならず、リピーター対応についての施策も重要である。
② 流通向けプロモーション
特に潜在的顧客を多数抱える大都市等の発地における旅行会社等（OTA:Online travel
agency 含む）が対象で、これら商品流通会社を介し、彼らの商品告知・募集媒体を通じて消
費者に情報提供（商品紹介）を行い、集客につなげるためのプロモーション活動を行う対象と
して位置付けられる。着地の旅行会社等も同様の対象となる。
③ 観光関連事業者向けプロモーション
旅行客が着地において接点を持ちやすい、主に着地及びその近隣にある宿泊施設や飲食・物
販店舗、観光案内所、交通機関等の観光関連事業者を通じた消費者向けの情報提供・誘客につ
なげるためのプロモーション活動を行う対象として位置付けられる。着地のみならず、発地に
おける観光関連事業者もその対象となる。
④ メディア向けプロモーション
発地におけるマスメディア、着地における地域メディアを通じて情報発信（記事、番組等）
し、消費者への商品の認知や興味・関心を醸成するための有力な情報媒体として位置付けられ
る。メディアへのアプローチは、他の広告宣伝とは異なり、情報の取捨選択権はメディア側に
あり、プログラムの提供者側の思い通りにはコントロールできない対象である。多くは不特定
多数を対象とするが、メディアの特性（主要読者、視聴者層等）によっては情報伝達の対象が
絞られるメディアもある。
-8-

４．プロモーションの体系
魅力ある商品造成が出来れば、次に『どのように（対象とアプローチ手法）』認知・利用を促
進させていくかがプロモーションに求められる役割である。
前述した「3.プロモーションのアプローチ対象」で紹介した、プロモーション対象における全
体フレームを整理したものが、下表の「プロモーションの体系」である。以下では、各プロモー
ション展開における、①アプローチ方法、②媒体特性、③対象エリアについて取り上げたい。
表．プロモーションの体系

認知

②流通

③観光関連事業者

④メディア

旅行会社、OTA

宿泊施設、飲食・小売、交通、観
光案内、観光協会等

マスコミ、ミニコミ
（地域メディア）

発地
着地
全国・大都市マ
地元マスコミ取
広報（パブリ リアル スコミ取材報
材報道・記事等
道・記事等
シティ）・ＰＲ
ネット ニュースサイト記事等

広告宣伝

獲
得

販売促進/
営業活動

マス広告、交通 地域コミュニティ
広告、屋外広 誌広告、交通広
リアル 告、DM、チラ
告、屋外広告、
シ・パンフ配架 DM、チラシ・パ
等
ンフ配架等
インターネット広告、旅行会社等
ネット のメルマガ、ブロガー等
観光展示会・イ
ベント出展、
キャンペーン、
キャンペーン、 モニターツ
アー、クーポン、
リアル モニターツ
アー、クーポン、 記念品・ノベル
記念品・ノベル ティ等
ティ等

ネット
維持

①消費者
個人、団体（企業・学校等）
（新規、リピーター）

HP、メルマガ、Facebook、
Twitter、動画サイト等

発地
着地
発地
着地
発地/着地
全国・大都市マ
全国・大都市マ
地元マスコミ取
地元マスコミ取
スコミ取材報
スコミ取材報
材報道・記事等
材報道、記事等 ニュースリリー
道、記事等
道、記事等
ス、取材対応等
ニュースサイト記事等
ニュースサイト記事等

流通向けパンフ・チラシ、ファムツ 観光事業者向けパンフ・チラシ、
アー、営業、商談会等
営業、ファムツアー等

情報交換会（記
者懇親会など）、
ファムツアー等

HP、メルマガ、Facebook、動画サ HP、メルマガ、Facebook、動画サ
メルマガ等
イト等
イト等

リアル 口コミ
消費者発信
ブログ、SNS、予約サイトのクチコ
情報
ネット ミ投稿等

① アプローチ方法
各プロモーション対象に対するアプローチ手法を考えると「広報（パブリシティ）・PR」
「広告宣伝」「販売促進/営業活動」の 3 つの機能に分けることが出来る。また、近年の情報化
の進展、特にソーシャルメディアの普及に伴う消費者自身による情報発信機能についても留意し
た取り組みが益々重要になってきている。昨年 11 月に観光庁が実施した旅行に関する消費者調
査の結果（注 2）によると、旅行に行っている人の 48%が SNS を利用しており、その内の 57%
（全体ベースは 27%）の人が旅先での旅行体験情報を SNS で発信している。特に若年層におい
ては SNS が仲間との重要なコミュニケーション手段として普及していることを考えると、今後
は消費者自身の情報発信による情報共有を間接的なプロモーションの手段として意識した取り組
みを考慮する必要性が高まってきているといえる。
（注 2）旅行に関するアンケート（観光庁）：2013 年 11 月に実施したインターネット調査で、全国 3,000 名
（高校生～60 代）のうち、直近 1 年以内に宿泊を伴う国内旅行あるいは海外旅行に行った回答者 1,500
名による回答結果である。

② 媒体特性
アプローチ方法の中をさらに媒体特性に分けて捉えることが重要である。媒体特性としては、情報
化の進展に伴い普及拡大しているインターネットを活用したネット媒体と、ネット以外の従来から用
いられているリアル媒体に分類して考えることができる。
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③ 対象エリア

旅行者の滞在プログラムを認知する状況を考慮すると、主に旅行者の出発地である「発地」に
向けたものと、旅行者が旅先に到着した後の地域内である「着地」において実施するものに分け
て捉えておく必要がある。提供するプログラムの特性によって発地の捉え方は様々で、比較的近
隣エリアを対象とする場合は隣接する地域（市・県等）を、遠方エリアを対象とする場合は、需
要規模の大きい大都市や地域の中核都市が対象となる。
滞在プログラムのプロモーションを考えるにあたり、「何の為に滞在プログラムを造っている
のか」という根幹である提供プログラムの意義・目標を明確にしなくてはならない。その上で、
前述したプロモーション体系を念頭に置きながら、当該プログラム提供事業者の特性として、多
くは小規模体制での取り組みでありながら、広域（大消費地）からの集客を実現しなくてはなら
ない課題を有していることを踏まえる必要がある。これらの点を考慮すると、滞在プログラムに
おけるプロモーション展開上のポイントとして以下の 4 つが重要となっている。
1. コスト、発信情報の自由度の点から WEB(SNS を含む)の活用
2. 発地での集客力を有する旅行会社との関係構築（旅行会社へのアプローチ）
3. 地域（着地）における観光関連事業者との連携・アプローチ
4. 情報発信力を有するメディアの活用・アプローチ
図.滞在プログラムのプロモーションの基本フレーム

プロモーションは、狭義の
意味においては点線囲み内の
対象・媒体の活用となる。し
かし、滞在型プログラムにお
いては、旅行者にとって着地
における情報接触も見逃せな
い。この機会を活用すべく地
域内の観光関連事業者との連
携を図りながら、商品の認
知・理解を促進することが重
要となる。「住んでよし、訪
れてよし」のニューツーリズ
ム推進の滞在プログラムの提
供において、地域を巻き込ん
だプロモーションが有効で、
左図の通り本手引きでは広義
のプロモーション活動につい
て解説を行っている。
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【２】プロモーションの取り組み方
１．消費者向けプロモーション
◆消費者向けプロモーション取り組みのポイント
消費者向けプロモーションでは、①商品の認知向上、②商品理解の促進、③プログラム
への参加を促すための利用（販売）促進とリピート向上への取り組みが重要である。
これらの取り組みにおいては、プロモーションターゲットを特定し、そのターゲットに
適したアプローチ方法を選択し、計画的に実行することが大切である。

① 商品の認知向上
プロモーションを考えるにあたり、自組織におけるプロモーション上の課題を明らかにする必
要がある。多くの場合、まず商品の認知度をいかに向上させて消費者の興味関心を醸成するかが、
大きな課題となる。この認知向上のためには、事業者サイドから消費者に向けて情報発信を行う
いわゆる「プッシュ型」と、消費者自らが情報探索・情報収集を行う際に対応するいわゆる「プ
ル型」の 2 つのアプローチがある。1 つ目のアプローチである「プッシュ型」の代表として広告
宣伝や広報・PR 活動がある。少ない予算の中で、多くの消費者に商品を知っていただくにはこ
の広報・PR 活動を通じてメディアに取り上げてもらうことが重要である。メディアに取り上げ
てもらうためにはメディアが注目・関心を示す情報発信の工夫が求められ、発信情報の「新規性」
「意外性」「話題性」「季節性」「時代性」などを考慮したキーワードを用い、メディア担当者
の関心を引く必要がある。信州いいやまの「節電！涼山泊」は、時節と連動した話題性が受けた
事例である。なお、広報・PR 活動は、一般的にはニュースリリースを作成しメディアへ情報発
信を行うことになるが、所属する商工会議所や自治体の記者クラブへの投稿やインターネットの
プレスリリース配信サイトなどの活用が基本である。

事例①

信州いいやま観光局「節電！涼山泊」

信州いいやま観光局では、東日本大震災に伴う計画停電
など電力消費抑制が話題となった中で、夏場の電力需要抑
制という話題と連動した取り組みで成果を上げた。
長期滞在の節電プランとして「涼山泊」というキーワー
ドが省電力の必要性という時代（当時の状況）背景と連動
した話題性を提供し、マスコミに取り上げられ、消費者の
認知・関心度アップにつながった。

(URL: http://www.iiyama-ouendan.net/)

2 つ目の「プル型」のアプローチでは、旅行を検討している消費者が行き先を検討・検索して
いる際に、いかに検討対象として取り上げられるかが重要である。近年では、インターネットの
普及によりウェブによる情報収集（検索）を行う消費者が増えている。その検索対象は、旅行に
関するサイトや旅行の予約サイト、観光協会のホームページ等、様々である。検討段階では、具
体的な個別名称まで絞り込まれていないケースも多く、いかに検索されやすいキーワードを設定
するかという点と、検索の可能性を高めるために観光協会のサイトなど関連性の高い外部のサイ
トへのリンクを張ることが重要である。
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② 商品理解の促進
商品が認知されると多くの消費者は、インターネットを通じて情報収集を行うことになる。ネ
ット情報検索の窓口として、ホームページの出来栄えがその後の消費者のアクションを左右する
ことになる。ターゲットを意識した画面のイメージや雰囲気、わかりやすさやサイト内の情報の
探しやすさと共に、「行ってみたい」「体験してみたい」という気にさせることが必要で、「新
規性」「楽しさ」「ワクワク感」を伝えるコミュニケーションの工夫が求められる。文書だけで
なく写真はもちろん、商品プログラムの紹介にチラシやパンフレットの資料添付の他に、動画を
用いた紹介なども有効である。
魅力的なホームページを作成すると共に、訪問者数を向上させるために検索結果でより上位に
情報がアップするための SEO 対策（検索エンジン最適化：Search Engine Optimization の略 ）
を講じる必要もある。この対策は、Google や Yahoo!などの検索エンジンの検索結果としてより
上位に検索されるための対応で、具体的には「コンテンツの充実」で検索機会の頻度を上げ、コ
ンテンツに連動させた検索にかかりやすい「キーワードの設定」を行うことと、「情報更新の頻
度」を上げることが基本である。

事例②

NPO 森林ウォーカーズゆとり

ホームページを作成する際に消費者が情報を探し
やすいようにホームページのデザインや情報配置の
画面構成を工夫している。
具体的には、一般的な消費者が日頃からよく見て
いる、あるいは見慣れていると考えられるホームペ
ージ（例えば、アップル社や Facebook 等）のデザイ
ンや構成を参考としている。ちなみに、ゆとりのホ
ームページは、アップル社のホームページのデザイ
ンを意識して作成している。
消費者にとって普段見慣れたデザインや画面構成を用いることで、情報を探しやすくすると
いう配慮を行っている。（URL: http://www3.tokai.or.jp/yutori/）
◆コラム：ホームページのコンテンツの充実方法
どうしたら、1 人でも多くの消費者にホームページを訪れていただけるか。その工夫として
以下の 3 つの基本的なルールについて解説します。
1） CMS を導入する(Contents Management System)
CMS はホームページ作成の専門知識がない初心者でも、簡単にホームページが制作でき
るホームページ自動構築のソフトです。あらかじめ設定されたレイアウトに、掲載したい
テキストや画像をあてはめることでホームページの体裁を保ったままページの追加・変
更・削除ができます。有益なコンテンツを充実させることで、ユーザーや検索エンジンに
評価されやすくなります。自社で情報更新が可能となり、経費削減にもつながります。
2） こまめにサイトの更新を行う
検索エンジンでは情報の鮮度が優先され、サイト情報の更新頻度は多いほど良いとされ
ています。自分達の適切な範囲で適宜情報更新を行ってください。その際に、検索キーワ
ードを意識して更新することが大切で、中でもタイトルが重要となります。
3） SNS と連動させる
Facebook、Twitter、Google+、YouTube などの SNS と連動させ、第三者が情報拡散で
きる仕組みを活用することが大切です。SNS 経由でのサイトへの誘導が可能となり、情報
の窓口を広げることができます。
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③ 利用（販売）促進とリピート向上
最後に利用の促進、リピートを促す施策の検討が必要である。利用促進には、キャンペーンや
利用特典の付与、記念品等の進呈などが考えられる。また、リピートを促すためには、利用する
度にスタンプの押印やシールを配り、規定回数に達すると記念品等を進呈するスタンプラリーの
活用などは取り組みやすい方法である。「遊び心」や「お得感」、「思い出（記念）」になるよ
うな企画が求められる。
また、いわゆる口コミ効果を期待した情報活用も、利用促進やリピートを図る上で有効である。
Facebook や Twitter 等、利用者参画型のコミュニケーションツールを活用し、新規の利用者開
拓と共に、利用経験者のリピートを促すことを意識した情報発信を考慮して取り組む必要がある。
一度滞在プログラムを体験していただいた顧客を、再訪するリピーター（ファン）になってい
ただくために、商品情報や地域情報（イベント情報や地域での出来事等）など、また行ってみよ
うかなと思っていただける情報を、定期的にご本人宛にダイレクトで発信することが重要である。
そのためには、顧客の滞在プログラムの申込時やプログラム終了後の利用者アンケートを通じ、
顧客情報（住所、氏名、メールアドレス、電話・FAX 番号）を収集・管理し、いつでも活用で
きるようにする必要がある。
また、ネット情報の世界では、発信する情報が一般の消費者に影響力を持つブロガーが存在す
る。有力なブロガーをモニターツアーに招待し、その体験談を情報発信してもらうことも有効な
方法と言える。

事例③

まいまい京都

まいまい京都では、少ない予算の中で、地域メ
ディアへのリリースによる情報発信とホームペー
ジを中心に Facebook、Twitter、スタッフブログを
用いた SNS を重視した取り組みを行っている。
SNS に注力しているのは参加者自身による口コ
ミを期待するもので、参加者メンバー同士による
コミュニティも作られている。
様々な年代層が参加するプログラムであるが、
現在特に女性層を意識した取り組みとして、ホー
ムページやチラシのデザイン・色使い、ツアーの
様子の写真紹介、ガイドの紹介など、想定対象者
に親しみを感じてもらえる工夫を凝らしている。
また、若者へのアプローチとして、若い人が立
ち寄るカフェへのチラシの配架を実施。リピータ
ー創りには、スタンプ帳を作成しコース終了のシ
ールを貼り、5 枚集めるとファン認定グッズを進
呈する販促策を展開している。
（URL: http://www.maimai-kyoto.jp/）
Facebook
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【着地における商品認知向上及び商品理解の促進】
なお、着地において滞在プランを検討する旅行者も多く、着地における旅行客の情報接点を考
慮した商品紹介のチラシやパンフレット等のツールの適切な配架が求められる。地域の状況によ
って異なるが、宿泊施設や飲食・物販店舗など、旅行客が立ち寄る機会が多い店舗における観光
情報提供は重要である。これらの施設においては、施設の特性から主要な利用客が絞られること
もあり、提供するプログラムのターゲットとの適性を見極めて、施設をセレクトすることで効果
を高めることも可能である。
上記以外では、地域の観光案内所や駅・空港・道の駅等の交通拠点も観光情報に触れる接点と
して有効に活用すべきである。
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２．流通向けプロモーション
◆流通向けプロモーションの狙い
発地や着地の旅行会社に対し、情報提供や直接的な営業活動を行って商品を取り扱っても
らい、旅行会社の営業力を活用して集客を図るアプローチである。

利用顧客の集客として、旅行会社の営業力は見逃すことはできない。消費者調査（P10 注 2 参
照）によると旅行情報の入手方法として、4 人に１人は「旅行会社のホームページ」「旅行会社
のパンフレットやチラシ」を利用している。旅行会社との連携・協働を深めることで、発地にお
ける商品認知の向上と、安定的な集客・送客を期待することができる。
① 観光情報の提供方法
流通向けの対応として大きく 2 つのアプローチがある。1 つは企画商品の提案・持ち込みによ
るもので、もう 1 つは、旅行会社による商品企画のための商品素材としてのプログラム情報の提
供である。
まず、企画商品の提案では、プログラムの内容の他、全体の旅行計画のイメージが伝わりやす
い、商品を企画する旅行会社の立場に立った情報の提供が求められる。『かごしまグリーン・ツ
ーリズム協議会』も旅行会社向けのパンフレットを活用し利用者を増やしている。パンフレット
では農家宿泊の体験プログラム商品の紹介に工夫を凝らしている。

事例④

かごしまグリーン・ツーリズム協議会

同協議会では、旅行会社向け商品紹介パンフレット
を作成し、旅行会社に営業を行っている。
パンフレットは複数種あり、目的別（泊る、交流な
ど）にどのような体験を実施できるかを明記している。
地域別に体験できる農作業や季節毎の収穫物が記載さ
れており、旅行会社が計画を立てやすくなっている。
特にパンフレット作成上で意識されているのは、ガ
イドを担う受入側の人を写真付きで紹介することで商
品プログラムの雰囲気を伝え、旅行会社は旅行計画の
イメージが膨らみやすくなるように配慮している。
このように情報を利用する旅行会社側の立場に立っ
た取り組みを行っていることもあり、参加者の増加に
寄与している。(http://kagoshima-gt.net/)

また、企画ネタとしてのメニュー情報の提供では、旅行会社の造成する商品企画に適した旅行
日程に組み込みやすい観光素材のパーツ化と、組み合せの自由度の高い素材の提供が求められる。
『道の駅とみうら枇杷倶楽部』では、首都圏の旅行会社向けに商品素材を掲載したパンフレット
を作成し、バスツアーの需要創出に向けた営業活動によって成果を上げている。
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事例⑤

道の駅とみうら枇杷倶楽部

首都圏の旅行会社のバスツアー企画商品への組み込みを想定
した旅行会社向けのＡ4 判 8 ページパンフレット「年間ツアー
ガイド」を作成し活用している。パンフレットには、体験プロ
グラムメニュー、食事案内、年間行事など旅行会社が使いやす
い観光素材情報を掲載し利用の便を図ると共に、自ら「南房総
のランドオペレーター」と名乗り個別に旅行会社のツアー企画
の支援も行っている。
果物狩り体験プログラムの実施時期の半年前頃より旅行会社
に対して営業活動を実施し、当該シーズンのバスツアーでの取
扱いの依頼を行っている。
また、ホームページには旅行会社向け専用に詳細なツアー情
報を掲載、案内している。（URL: http://www.biwakurabu.jp/）

② 営業活動の仕方
旅行会社による募集活動は、季節性の展開を図っている。従って、各旅行シーズン向けの募集
営業ツール作成の企画検討段階のタイミングに間に合う営業アプローチが求められる。実際には
各旅行会社の商品企画スケジュールを調べた上での対応となる。道の駅とみうら枇杷倶楽部では
プログラム実施時期の半年前頃より営業活動を行っており、これが一つの目安となる。
また、商品特性や顧客ターゲットに合わせて営業アプローチ先を考慮する必要がある。商品企
画部門の他、修学旅行商品のような場合は、その専門部署にアプローチすることが重要である。
なお、これまでに旅行会社との接点がないところは、業界団体である一般社団法人日本旅行業
協会（JATA）が、旅行会社との連携等に対する各種相談・支援を行っているので相談してみる
のもよい。
『知床ネイチャークルーズ』では、プログラムの閑散期を利用して道内及び首都圏の旅行会社
へ毎年、集中的に専用のツールを用いて営業をかけている。

事例⑥

知床ネイチャークルーズ（SNC）

SNC は、クルーズ船 Ever Green によるクルーズプ
ログラムで年間利用客が初年度（H18 開業）の 5 倍に
拡大、多数の TV 番組・雑誌でも取り上げられた。現
在 11 月～2 月の閑散期に近隣旅館はもちろんのこと、
道内や首都圏の旅行会社に対して定期的・集中的な訪
問活動を継続して行い誘客につなげている。
訪問活動の際に重要なツールとして、知床が誇る天
然記念物（オジロワシ、オオワシ、エゾシマフクロウ
等）や、鯨類の動画を概ね 15 分程度に編集した専用
の DVD が活用されている。また、TV 番組で取り上げられた録画の DVD も添えて配布してい
る。DVD を用いることで、パンフレットによる口頭の説明では中々伝えることが難しいライ
ブ感を伝えることと、担当者が不在でも旅行会社内で情報共有しやすくなり、結果的にツアー
組み込みの機会拡大に寄与している。(URL: http://www.e-shiretoko.com/)
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３．観光関連事業者向けプロモーション
◆観光事業者向けプロモーションの狙い
着地に訪問してきた旅行客が、地域内で観光情報に触れる機会の多い接点として、宿
泊施設や飲食・物販店舗、駅・空港等の交通機関の拠点、バス・タクシー等の交通事
業者、観光案内所などがある。こうした地域内の観光関連事業者を通じた商品プログ
ラムの紹介・情報提供を行い、誘客の機会を作るアプローチである。
個人旅行者が旅先で参考にしている情報は、「紙メディア」と「人的メディア」が高いことは
下図で示した通りであり、着地で入手する「チラシ・冊子」や「地図」の有効性を示している。
また、「人的メディア」に着目すると「宿泊施設」が最も高く、滞在プログラム提供事業者にお
いても「宿泊施設」と連携・活用することが重要であることを示していると言える。

図．着地（旅行先）で参考になった情報（全体 複数回答）
調査数：1,000名
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3.9

現地のお店（CVS・飲食店・お土産屋等）の店員

1.0
2.6
1.9

情報に接触していない・覚えていない・分からない

資料）じゃらんリサーチセンター「旅行検討プロセスにおける情報接触調査」2011 より
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また、下図で見る通り、個人旅行者の旅行先での行動は、4 割強は着地に来てから決めており、
約 7 割は着地での追加・変更をしている。
以上のことから、着地における情報提供の在り方として、ホテル・旅館宿泊施設等の地元観光
関連事業者と旅行者との接点における紙媒体の情報提供と共に、人的な情報提供が重要であり、
旅行者からも期待されていることが窺える。
図．出発前の予定追加・変更（調査数：1,000名)
予定の追加・変更がたくさんある

予定の追加・変更がいくつかある

予定の追加・変更が少しある

予定の追加・変更がほとんどない
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資料）じゃらんリサーチセンター「旅行検討プロセスにおける情報接触調査」2011 より

図．旅行先での旅行計画（調査数：1,000名)
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資料）じゃらんリサーチセンター「旅行検討プロセスにおける情報接触調査」2011 より

観光関連事業者向けのプロモーションとしては、「情報提供型」と「コラボレーション型」の
アプローチがある。
① 情報提供型
チラシやパンフレット、ポスターといった情報ツールの配架・掲示と合わせ、特に宿泊施設や
飲食・物販店舗などの接客の機会にスタッフを通じたお薦め情報として、口コミによる商品の紹
介・推奨の効果は大きい。そのためにも、自分達のプログラムをこれら地域の人々にも認知、理
解してもらうことが大切である。地元関係者向けに商品紹介の体験プログラムの実施、商品説明
会の開催、あるいはプロモーション用の DVD やネットでの動画紹介などを利用するのも良い方
法である。
また、単なる情報提供と商品理解のための活動に留まらず、積極的に顧客の送客を促進する仕
組みとして営業フィー（紹介手数料）をインセンティブとして支払い、協力を仰ぐ方法もある。
なお、消費者が旅行情報を得るために候補地の観光案内サイトや観光協会のホームページ、自
治体のホームページの観光案内情報を参考にすることも多い。これらの地域観光情報に関わるサ
イトにリンクを張ることも大切である。

- 18 -

事例⑦

ニセコアドベンチャーセンター「NAC」

自社のホームページからの予約・集客の他に、
近隣のペンションに対する営業活動も実施してお
り、NAC の利用目的ではないニセコ来訪者の利用
促進にも力を入れている。
具体的には、広報専任のスタッフが、ペンショ
ン宿泊客向けのプログラム紹介の手作りチラシを
作成し、最盛期にペンションを訪問配布している。
送客してもらったペンションに対しては、一定の
営業フィーも支払っている。ペンションからの送
客は夏季に限定されるが、年間利用者の数％を占める。(URL: http://www.nac-web.com/)

地域の事情によるが、具体的には、地域の観光協会の会員になることで、リンクを張ることが
可能となる。他にも温泉旅館組合等の地域の観光関連事業者団体のホームページへのリンクの可
能性もある。まずはこれら地域の現状を確認した上で、アプローチすることが必要である。
② コラボレーション型
前述した通り、観光関連事業者向けのプロモーションとして、まずは旅行客への情報提供の場
としての利用・提携を行うことになるが、さらに相互の関係を深め、より Win-Win の関係を構
築するために、提携先とのコラボレーションを意識した取り組みも求められる。例えば、単なる
顧客の紹介ではなく、提携先の宿泊施設のアクティビティメニューとして、宿泊施設のホームペ
ージにプログラム情報の提供を行う方法もある。また、飲食・物販店舗の情報を自らのウェブサ
イトや情報ツールで紹介し、利用者特典を付与するなど双方にとって誘客メリットに繋がる施策
の企画展開も有効である。
なお、地域の観光関連事業者への協力依頼を行うには、飛び込みで個別事業者に当たる方法も
あるが、例えば地域の旅館組合や商工会等のアプローチ先の団体組織の代表者等に事前に挨拶や
説明を行い、承諾や紹介を得てから各事業者にコンタクトを取ると理解を得やすい。
観光関連事業者向けの活動では、着地の他に、都市部に設置されている県の観光案内所や地域
料理を提供している飲食店舗など、発地における着地に関係する観光関連事業者を対象としたプ
ロモーション活動も考慮しておく必要がある。
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４．メディア向けプロモーション
◆メディア向けプロモーションの狙い
消費者や流通、観光関連事業者などの関係者に対し、自分達の商品を認知・関心を持っ
てもらうために、マスメディアや地域メディアに対する情報発信活動を行い、記事や番
組などで取り上げてもらうことを通じて商品の認知度を向上させるアプローチである。

多くの消費者に提供するプログラムを認知させるにはマスメディア（テレビ、ラジオ、新聞、
雑誌等）による商品紹介の効果は大きく、誘客効果も期待される。また、地域のメディアでの紹
介は地域での認知拡大と共に、地域発の情報が全国への情報発信の足掛かりとなる効果も期待さ
れる。マスメディアを利用した広告宣伝は、確実に情報の発信は出来るものの多大な費用を要す
る活動でもあり、十分な予算が組めない場合には、メディアに対するニュースリリース等を用い
たパブリシティ活動を地道に展開することが大切である。
① 顧客ターゲットとメディア特性
メディアも一般紙の記事やテレビのニュースなどのように、不特定多数に情報発信されるもの
と、業界紙や特定のジャンルの雑誌（趣味系）、男性誌・女性誌など限定された読者層に情報発
信されるものがある。また、同じメディアでも着地向けの情報発信に適したメディアか、発地向
けに適したものか、といった地域性も考慮する必要がある。提供する商品の想定顧客ターゲット
層（属性や居住地域等）に、最も効果的に情報伝達されると思われるメディアを選びアプローチ
することが重要である。
② メディアに取り上げられる工夫
メディアに取り上げられる工夫として、「新規性」「意外性」「話題性」「季節性」「時代性」
などを考慮し、取り上げるに値すると判断されるようなキーワードを用いた情報の提供・発信が
求められる。メディアに向けた継続的な情報発信を行うためには、「商品ラインアップの拡大」
「商品のリニューアル・マイナーチェンジ」「新サービスの開発」「新しい取り組み」など、情
報の発信ネタを計画的に創ることが大切である。
前出の『森林ウォーカーズゆとり』では、接点を持った担当者から、そのメディアで記事掲載
しやすい表現やキャッチ等の情報を入手し活用している。パブリシティを行う際にはプログラム
紹介のみならず、メディア側が記事掲載しやすいように掲載文面も合わせて作成して送付してい
る。その際に「日本初」などの冠言葉を付け、メディア掲載されやすい工夫を行っている。

事例⑧

NPO 法人体験村・たのはたネットワーク

地域メディアの担当者をツアーに招待し、実際のプログラ
ムを体験してもらうことを通して、メディアとの接点を構築
し、その後のネットワーク化に活用している。
担当者に実体験してもらうことで、以後のパブリシティが
しやすくなっている。
このようにして構築されたメディア担当者との接点を有効
に活用するため、定期的な連絡を欠かさず、リリースする情
報を取り上げてもらいやすい環境作りを行っている。
(URL: http://www.tanohata-taiken.jp/)
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旅行に関わる 1 つのメディアとして、旅行情報誌がある。代表的な旅行雑誌であるリクルー
ト「じゃらん」には、月平均 750 件程度のリリースが全国の観光関連事業者から寄せられている。
その中で取り上げる情報として、「主要読者である 30 代、子育てファミリーという主要読者層
に合致した情報か？」「キャッチコピーや資料の仕立てで編集者の関心を引く資料か？」「雑誌
制作のタイミングに合致した情報か？」といった視点で選別されている。従って、利用するメデ
ィアの特性を理解し、提供する滞在プログラムのターゲットがメディアのターゲットとマッチし
ているかを検討し、編集者のニーズに対応する情報提供を行う必要がある。
また、同誌の編集方針である、『読者に対し行きたいと思わせ、行動を促す』ためのポイント
として、「お得な情報」「旬の情報」「使える・役立つ情報」「選びたくなる情報」「動ける情
報」を重視している。これらのポイントは、いずれのメディアにおいても共通する留意点である。
近年は、パソコンやスマートフォンの普及に伴いネットニュースの利用が拡大している。
Yahoo! ニュースは、月間 80 億ページビュー（スマートフォンを含む）で、 購読者層は 20 代
（18％） 、30 代（29％）、40 代（25％）、50 代以上（22％）である（2013 年 8 月現在）。
例えば、Yahoo! ニュースのトピックスに掲載される記事は、契約しているニュース提供社から
毎日配信される約 3,500 本の記事を、編集部のメンバーが 24 時間 365 日体制でチェックして ニ
ュースバリューがあるものを見つけ、見出しをつけて掲載している。その掲載記事は、Yahoo!
ニュース編集部の判断で選ばれているが、ニュース提供社が記事を取り上げない限りは、Yahoo!
ニュースに取上げられることはない。
（Yahoo! ニュースへのニュース提供社は、http://headlines.yahoo.co.jp/docs/copyright.html より）

前出の『まいまい京都』では、地元新聞社や全国紙の京都拠点の他に、インターネットとの親
和性が高い若者層を想定した情報発信先として、地元のインターネット情報配信サービスも積極
的に活用している。このサイトで掲載された記事が何度か Yahoo!ニュースにおいても紹介され、
地方発、全国展開 への効果的な情報発信が行われている好例である。
③ メディア関係者との接点
記者との接点作りの方法としては、「記者発表会を開催する」「観光イベント等へ参加し取材
に来るメディア関係者とコンタクトを取る」「直接、メディアに飛び込みコンタクトを図る」
「自治体の広報部門や観光協会等から紹介してもらう」あるいは「メディア担当者を招待した体
験ツアーを開催する」などの方法がある。
一度接点を持った担当者とは日頃より接触を図り、情報提供の実施や相手からの情報収集を通
じてメディアの情報ニーズを探索するなどの活動も大切である。特に地元紙や地元放送局では、
地域情報の発信の役割も担っており、常に地域情報のネタを探していることを理解した上での対
応が求められる。
④ ニュースリリース情報の留意点
メディアへの情報発信ツールであるニュースリリースによる伝え方（編集者の目に留まりやす
い）として、原稿の 1 枚目のキャッチコピーには「話題の言葉や気になる言葉」を用い、目が行
くビジュアル（絵や写真等）を入れ、多くのリリース原稿の中からいかに注目を得るかがポイン
トとなる。また、ネタ選定の理由になる売りの情報を入れておくとよい。これらのポイントを意
識しながらリリースを取り上げる編集担当者のことを考慮し、「見やすく」「わかりやすい」原
稿を作成することが大切である。
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【３】プロモーションにおける PDCA
前述した通りプロモーション活動の実施においても、その品質の向上のために PDCA のサイ
クルを活用した取り組みが求められる。PDCA 各ステップのポイントは、下表に示した通りであ
る。
まず初めの『Plan』では、プロモーションターゲットや成果目標の設定と実施プロセスの設計
が主となり、商品造成時の基本要件を確認し、商品ターゲット（誰に）や訴求ポイント（何を）
を明確化して、ゴール設定などとあわせて Check の際の効果を確認するための定量的な成果指
標とその測定方法の設定を行うことになる。
2 番目の『Do』では、プロモーション活動を実際に行うための推進体制の構築と実施が主とな
る。
3 番目の『Check』では、計画と実績の差異による成果の確認と、振り返りによる課題の抽出
が主となる。具体的なプロモーション成果の測定方法としては、利用者アンケートによる情報入
手経路や満足度等による利用評価の把握、記事掲載件数、ホームページのアクセス数、リアルタ
イム検索など、客観的に成果の把握が可能な定量的な指標を用いた測定を行うことが重要である。
また、SNS での発信情報がどのように言及されているかの検証も必要である。
なお、施策の評価は、短期的、中長期的な視点での評価が必要で、効果の見込めない施策は、
以降の取り組みをやめることも視野に入れる必要がある。
測定された定量的な成果指標による効果検証と共に、関係者等による定性的な評価を行い、取
り組んだプロモーション活動の成果と課題を明らかにし、次期計画策定への活用を図る。
4 番目の『Action』では、Check によって導き出されたプロモーションの抽出課題に対する検
討と改善計画への反映が主となり、施策の見直しと共に、他地域での取り組み事例の研究などを
行い、より良いプロモーション活動の充実を図ることになる。
表．プロモーション活動における PDCA の概要
Step

概 要
■プロモーション実施計画案の策定
※ターゲットや成果目標の設定と、実施プロセスの設計
【ポイント/留意点】
・滞在プログラム造成時の基本要件の確認
Plan ・ターゲットとする想定顧客の行動様式等の明確化
・訴求ポイントの明確化
・プロモーション課題の明確化とゴールの設定
・効果的訴求方法の設計と取り組みの優先順位付け
・プロモーションの成果指標や測定方法の設定など
■実施体制の構築
※プロモーション実施体制の構築と実施
Do 【ポイント/留意点】
・単独展開あるいは地域連携による展開
・外部協力機関との連携による展開など
■実施プロモーションの計画と実績の差異確認
※成果の測定・評価と振り返りによる課題の抽出
【ポイント/留意点】
Check ・成果の測定とその評価
・関係者による定性評価、振り返りの実施
・外部専門家による評価支援・アドバイスなど
■プロモーション改善計画の指針策定
※抽出課題に対する改善（案）の検討と改善計画（次期Plan）への反映
Action 【ポイント/留意点】
・Checkの効果検証に基づく施策の見直しと棚卸
・他地域の取り組み研究など
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