食観光とＯＭＯＴＥＮＡＳＨＩ日本一を目指すフードツーリズム推進事業（北海道別海町、羅臼町）
～カメラ女子も冒険女子も美食女子も集まれ！日本最東端の別世界を体験するプレミアム女子旅～

観光地ビジネス創出の総合支援事業

事業概要
○ 既存ターゲットの「カメラ女子」の枠を拡大し「女子旅」をコンセプトにツアー造成。「食」を中心とした商品開発支援、イベント
のブランディング等を行い、ビジネスを拡大。
○ 「強い観光協会をつくる」をテーマに、別海町観光協会が観光地づくりの主体として将来ビジョンを検討。ターゲットを見据え、
プロモーションや商品開発等具体的な事業を検証し、自主財源確保の仕組み構築を目指す。

事業全体イメージ
徹底的な話題創出力、
高い情報発信力、
魅力的なブランド力を発揮する

観光地ビジネスの進捗状況
食イベントのビジュアル刷新で集客UP
地場産の食材を活かした商品開発
「別海りょウシくん」グッズ開発

「食」を活用した魅力開発

「強い観光協会づくり」
北海道観光の期待を裏切らない

「日本最東端の女子旅の聖地」を目指し、
観光地ビジネスを活性化
地域をあげて観光地を
確立するための
観光スポット総点検による

「OMOTENASHIのまちづくり」

Facebookのファン（潜在的な顧客）は
2年前の3倍以上に（1200→3800）

モニターツアーの概要
◇ツアー名：野村半島星空巡りツアー
◇ツアーのポイント
○プロカメラマンサポートのプレミアム女子旅
○日本最東端の別世界の景観
○「カメラで遊ぶ」という体験メニュー
○エンターテイメント性のある居酒屋を夕食会場とした

○体験型商品「女子旅」ツアー造成
→ターゲットである「女子」によるツアー開発
等、複数の切り口で商品の磨き上げを実施。
体験商品のパッケージ化へ繋げる。周辺4町
の女性スタッフによる連携が発現

○食イベントのビジュアルブランディング
→観光協会が通年で主催する食イベント「別海
マルシェ」をデザインの力で磨き上げ。集客
アップを果たした。
(H25年度1,000人→H26年度1,600人)

○ご当地キャラクターを活用したグッズ開発
→観光協会公式キャラクター「別海りょウシく
ん」の自由帳、マスキングテープ等が会員企
業により開発。販売数を伸ばす。町外の販売
チャネルも開拓。

○地場産の食材を活かした商品開発
→会員企業において、「べつかい雪みつソフト
クリーム」等の新商品を開発。同外の北海道
物産展で計4,000千円を売上。

カワイイファッションでもっと北海道を楽しもう！「カワイイ北海道ツーリズム」（北海道札幌市・小樽市） 観光地ビジネス創出の総合支援事業

事業概要
○ 「“ロリィタ・カワイイ”を核としたポップカルチャーの聖地としての小樽・札幌の確立」を目指し、着地型商品を開発。積極的な「受地づくり」の開拓・
強化で、商品力を高め、事業収入の拡充を推進。
○ 地域が元来保有している観光資源（歴史的建造物・食・景観・体験など）に、ロリィタファッションを核にしたカワイイファッション という新しいエッセ
ンスをプラスすることにより、従来の観光資源に新しい魅力と価値を創造したツアーを実現した。
○ ウェブを活用し、ターゲットが望む体験メニューやサービス、観光地域づくりへ向けた調査を実施。満足度と情報発信力を高めた。

事業全体イメージ
「歴史文化」と
ロリィタ・カワイイ

スイーツメニューや
体験メニューの開発

観光地ビジネスの進捗状況
○ 本商品の取扱エージェントの拡大

イベントの開催
ロリカワスポットの
ガイドマップ作成

ロリィタ・カワイイファッション
にうってつけの撮影スポット

「北海道産食材」と
カワイイ

ロリィタ
ミーティング開催

公式サイトやSNSで
情報発信

“ロリィタ・カワイイ”を核としたポップカルチャーの聖地 小樽・札幌の魅力体験ツアーを造成

→ 本商品を取り扱っていただける旅行エージェントを
増やし、送客力を拡大することにより、地域に対す
る経済効果へつなげるための準備を行う。

○ 受地づくりの強化・開発の拡大
→ 事業化（収入）につながる「受け地づくり」の
整備が進み、８種類の着地型商品を開発。
・カワイイファッション体験
・ティーパーティー（お茶会）のセッティング

モニターツアーの概要
◇ツアー名：小樽kawaiiティーパーティー バスツアー
◇ツアーのポイント
○ 異国情緒あふれる「函館」と大正ロマンの香り漂う 「小樽」を「カワイイ」
ファッションで楽しむ
○ 小樽や函館の素敵な洋館や教会での撮影会
○ ミシュラングリーンガイド1つ星「小樽天狗山・展望台で 夜景を見ながらの
晩餐会
○ 有形文化財・五島軒での晩餐会
○ 旧イギリス領事館ティールームで特製スイーツの ティータイム

等

○ 口コミ拡散を誘発するネットワークを構築
→ 公式WEB、Facebook、YouTubeで積極的な情報発信を
続けることにより継続的に観光客を誘致する。

○ 得られた収益による運営体制の強化
→ 収益向上により専従できる人材の確保を行うことで、
更なる運営体制の強化する。

北海道の地域資源を活かしたサイクリング観光ビジネス創出事業（北海道） 観光地ビジネス創出の総合支援事業

事業概要
○「どこまでも広い大地と空」「梅雨のない冷涼な気候」「整備の行き届いた広い道路」 等、スポーツサイクリングに最適な環境
を活かし、ロングサイクリングや宿泊を伴う広域でのサイクリングを可能にする旅行商品を造成。
○インバウンド向けサイクリングガイドの認定制度やコース沿線のレストランや商店を対象としたサポーター会員制度などに
より、サイクリング観光客へのコーディネートサービスを有償提供できるワンストップ窓口を目指す。

事業全体イメージ
「市場動向把握」

観光地ビジネスの進捗状況
「受入体制整備」

ターゲットを絞った商品を市場ニーズを
踏まえた商品開発
①富裕層
②未経験者
③インバウンド団体

【シンポジウム】

【市場調査】

・サイクリングガイド育成研修の実施
・将来的なインバウンド向けサイクリング
ガイド認定制度導入の検討

国内富裕層のニーズ調査、インバウンド
についての事業者ヒアリング調査

新たにサイクリング観光客の誘致の取り
組む地域にシン ポジウムを開催し、サイ
クリング観光客誘致の機運醸成を図る。

【ガイド育成】

【モニターツアー商品造成】

モニターツアーの概要
◇ツアー名：日帰りサイクリングinFURANO
◇ツアーのポイント
〇自転車レンタル代込み!
ガイド同行で、安心して体験！
〇昼食時にガイドより自転車の選び方等レクチャーを実施！
〇富良野地区の綺麗な景色を楽しみながらのサイクリング体験！

○ 広告・スポンサー収入など、自治体以外の
収入源確保の道筋の確立
→ 広告収入など、自治体以外の収入源確保の道筋がで
きた。今後、ＨＰのバナー広告等、民間からの収入
確保をさらに進めていく。
→ 展示会の出展、ＨＰ・パンフレット等の発行などにより、
認知度を高める。

○ シンポジウム等を通じてのサイクリング観
光客の潜在的経済効果への理解を得る
→ サイクリング観光客誘致を応援するレストランや商
店などの民間事業者を対象としたサポーター会員制
度の創設を検討する。

○ 道外市場調査を通じて国内外における事
業者やサイクリストとのつながりを深める
→ 販売促進などの実績を重ねていくことにより、連絡
会のプレゼンスを高めることで広告収入や会費収入
の増加を目指す

奥津軽文化のルーツ青森ひば材で栄えた明治の豪商を探るトレイルの旅のビジネス化（青森県五所川原市）観光地ビジネス創出の総合支援事業

事業概要
〇青森ひば林・森林鉄道軌道跡という新たな奥津軽の観光資源で奥津軽全域をつなげ、トレイルルートを開発していくことで、
おもてなしをしていく機運を醸成し、北海道新幹線開通に向け、滞在交流型の受入基盤づくりを推進する。
○今年は「奥津軽トレイル倶楽部」を設立し、日本三大美林「青森ひば林」と、奥津軽に眠る近代化遺産「旧津軽森林鉄道軌道
跡」をテーマに新たなトレイルルートを開発しガイドツアーを実施、バラエティに富んだトレイルを展開していく。

事業全体イメージ

観光地ビジネスの進捗状況
○ トレイルルートの質の向上及び新コースの
開発・整備
津軽鉄道
（日本初の森林鉄道）

→ 関係市町村との連絡を密にし、歩道や標識などの
整備。案内標識設置やパンフレットを作成。

「太宰治記念館（斜陽館）」 立佞武多

奥津軽トレイル
青森ひば
森林鉄道軌道跡
津軽三味線

ストーブ列車

青森ひば材

明治の豪商

モニターツアーの概要
◇ツアー名：奥津軽トレイルガイドツアー
◇ツアーのポイント
〇 日本三大美林「青森ひば林」と、近代化遺産「旧津軽
森林鉄道軌道跡」をテーマにした新たなトレイルルート。
○ 開発昨年までの3コースに加え、新たな3コース及び喜良市川支線コースの延長
コースを設定。
○ 四季折々に様々な顔を見せてくれるパワースポットで溢れるマイナスイオンを味
わうことができる 初心者にお勧めなトレッキングコース。

○ ガイドスキルの向上・養成及び受入地域の
おもてなし機運の醸成
→様々な体験メニューも加え、養成講座も頻繁に開催。
→ 滞在交流型ツアーで目指している民泊やグリーン
ツーリズムとの連携を図っていく。

○ 本地域の特性、特産を活用した商品開発
による観光地ビジネスの拡大
→ 森林資源を活かした体験メニューや食文化を楽しむ
取組などを盛り込んだ商品開発を進める。
→ 自分の足で歩くという目的達成型の旅を通して、
土地の歴史文化や青森ひばの森を効果的にＰＲする。
→ スノーシューを履きながらの散策が可能であること
を実証し、さらに1コース追加冬の集客をスタート。

北限の海女が潜るまち 海女的北三陸探訪 シーズン２（岩手県久慈市、洋野町、野田町、普代村）

観光地ビジネス創出の総合支援事業

事業概要
○ 「北限の海女」が暮らすまち、北三陸。「海女・三鉄・琥珀・ウニ」を核に、地域の「ヒト」と「コト」を素材とした、北三陸地域ならではの
「知る」、「見る」、「感じる」を体感できる10のプログラムを開発し、受託販売手数料収受の仕組み構築を目指す。
○ これまで地域内には、収入に結び付く仕組みがほぼ存在しなかったが、取り手側と提供側に対し自らプログラムの立案及び提案す
る能力が、事業を通じて開花。企画プログラムの販売体制は整ったため、販売強化に取り組みビジネス拡大を目指す。

事業全体イメージ

観光地ビジネスの進捗状況
○ 受託販売手数料（特産品、観光施設等受
託）の仕組みを地域内に提案

海 女

三陸鉄道

ウ ニ

琥 珀

ロケ地巡り

三陸鉄道北リアス線乗車ガイド 北三陸流おもてなし体験 「あまちゃん」ロケ地!! 小袖海岸周辺案内
「あまちゃん」のロケ地 北三陸・久慈 街歩きガイド
古民家でブレイクタイム
北三陸小正月伝統 来訪神行事“なもみ”出張実演
一瞬の時を一生の思い出に 海からエールを送ります
自分の願いを込めたお守り作り Ｍｙお守りの御祈祷
心とカラダにト・キ・メ・キを 「美食フレンチ」と「琥珀ネイル」
世界にひとつだけの奇跡の贈り物 幸せを運ぶ「琥珀ネイル」

テレビドラマの影響に加え「地域側提案能力」の向上で、入込客数が増加

モニターツアーの概要
◇ツアー名：
『三陸鉄道「こたつ列車」乗車と北三陸”こびる”（おやつ）体験の日帰りツアー』
◇ツアーのポイント
○ 2014年に４シーズンぶりに全線運行となった三陸鉄道。新型のお座敷列車
「さんりくはまかぜ」をこたつ仕様で運行
○ 「大漁旗振りおもてなし体験＆なもみ体感」では、三陸鉄道に向かって大漁
旗を振り、おもてなし行動を実際に体験。北三陸の風習「なもみ」も体感。

→これまで、地域内では収入に結び付く仕組みがほぼ
無かったが、プログラムの立案及び提案（取り手側
と提供側に対する）することができた。
（海女・三陸鉄道・琥珀テーマの10のプログラム企画）

○ 企画力を備える地域人材の育成
→企画提案の可能（各種対応）な人材として10名を育
成することもでき、受入体制整備と情報発信につい
て、今後に向けた体制が整備できた。

○ 入込客数が、２年間で約２倍に増加
→平成24年592,754人→平成26年1,130,154人と増加し、
テレビドラマの影響もあるが、「地域側提案能力」
が着実に誘客に結びついた。「来る者拒まずの精
神。」、「是非、来ていただきたい。」の気持ちを
地域の関係者が共有できた。

七時雨・アウトドアと短角牛の美味しい関係♪体験プロジェクト（岩手県八幡平市）

観光地ビジネス創出の総合支援事業

事業概要
○ トレイルランニングのフィールドとしての魅力に加え、「七時雨でしか食べられない」「七時雨でしか体験できない」楽しみづくりを地
域の生産者や事業者と連携し推進。 “アウトドアの聖地”として、地域に眠る地域資源の発掘・磨き上げ・商品化に取組む。
○ 初心者から上級者までレベルに合わせる配慮をした短角牛バーベキューも楽しめる「七時雨トレイルランニングツアー」を造成。

事業全体イメージ

観光地ビジネスの進捗状況

七時雨の魅力を伝える
トレイルランニングのコースづくり

トレイル以外の
資源の磨き上げ

ファン層の拡大に向けたツアー造成

ここでしか食べられない・
体験できない楽しみを提供

○ 大会における収益増加策の検討・実施
→大会オリジナルグッズ（ロゴ入りTシャツ、オリジ
ナルキーホルダー）の販売、地元特産品販売のマル
シェ、写真撮影販売などを行い、収益が増加した
→ 自主財源率は、前年度より高い値を達成した。

○ 周辺産業との連携ビジネスモデルの検討
北東北ならではの
牧草地の景観

七時雨山の
カルデラ地形

地元との交流

モニターツアーの概要
◇ツアー名：秋の七時雨トレイルランツアー
◇ツアーのポイント
○秋の七時雨トレイルを楽しむコース
○初心者から上級者まで楽しめる
○短角牛バーベキューをはじめ地元の食を堪能できる
○タイムトライアル（試走会）も開催

新鮮な地場産物

→ 地域チケットとしてマルシェで使えるクーポンを
発行し、使用率約70%を達成した。
→ トレランの交通手段や、オリジナルグッズの販売
提案などを行った。

○ 地元の参加促進・担い手育成に向けた
セミナーの開催
→ トレイルランニングを通した観光まちづくりの担い
手育成や、地元の仲間集めへの取り組みを行った。
→ 地元住民を対象とした目利きによるセミナー開催。

○ ブランドイメージアップに向けて、広報や
プロモーションを強化
→ スポーツ店でのイベント実施、facebookページや
WEBサイトの更新頻度アップ等を行っていく。

発酵女子会inみやぎ大崎 働き女子の旅サプリ（宮城県大﨑市）

観光地ビジネス創出の総合支援事業

事業概要
○働き女子の方へ「発酵」をテーマに体験・交流・そして新しい形の「女子会」（街あるきガイドツアー）を企画し、リピーターの確保を目指す。
○豊かな自然、農業、市内に集積する酒蔵や味噌蔵などの発酵産業、鳴子温泉などを、総合的に関連させて、発酵ツーリズムで観光活性化を図る。
○「日本酒スタイリスト手島麻記子氏による発酵食プレートのペアリング講座」「大崎まちかどコンシェルジュによるまちあるき」「大崎の地元酒蔵見学」
「地元の伝統文化“里神楽”を古民家で舞う」といった発酵美人になって頂く女子会ツアーを中心に新たなるビジネスを創出する。

事業全体イメージ

観光地ビジネスの進捗状況
○ 街歩きプログラムの改善
→ ６回のまち歩きを行い、今回は、冬場に集中した。
→ 四季に対応したコースのプログラムは10種類作成した。
発酵文化

温泉で癒される

女性を中心とした
体験・交流型の街歩きツアー

○ 商店、事業所の観光客受け入れ研修
→ 商品の試食方法、解説方法などについて、街角コンシェ
ルジュとともに、研修を実施したことで、
購買意欲を高める工夫が成される店舗が増えた。

○ 街歩き観光の推進体制づくり
→ 大崎市、みやぎ大崎観光公社、鳴子温泉の旅館組合、商
店会、地域の公民館などへ事業に関しての周知を図った。
地元食

モニターツアーの概要
◇ツアー名：発酵美人旅inみやぎ・大崎
◇ツアーのポイント：女子だけの特別メニュー
〇この日だけ！古民家で舞う神楽鑑賞
〇美酒と美食！発酵食をたしなむ
〇地元コンシェルジュと交流型まち歩き
〇オリジナル発酵食プレートでペアリングにトライ
〇一般非公開の酒蔵で試飲・見学

発酵美人

○ 発酵料理と日本酒のマリアージュの開発
→ 発酵料理と日本酒を組み合わせて楽しむプログラムと企
画運営可能なコンシェルジュの育成をし、モニターツ
アーでのおもてなしを行った。

○ モニターツアーの実施
→ 発酵料理と日本酒を組み合わせて楽しむプログラムと企
画運営可能なコンシェルジュの育成をし、モニターツ
アーでのおもてなしを行った。

○ SNSを活用した情報発信
→ みやぎ大崎ふつふつ共和国ＨＰにおいて、四季折々の大
崎と発酵を発信連携したまち歩きを行った。

東北に生まれる新しい観光資源“純国産の綿花”が繋ぐ未来「Tattonプロジェクト」体感ツアー（宮城県東松島市） 観光地ビジネス創出の総合支援事業

事業概要
○ 東日本大震災での塩害からの復興を目指す宮城県東松島市で、純国産の綿花栽培を体験できるツアーを開発。地元農家
の人々との交流、被災地を身近に感じてもらい、支援活動の継続とビジネス化による地域経済の復興を目指す。
〇 綿花のブランド価値を高めるとともに、新しいグリーンツーリズムの形を確立していく。特に、東松島の綿花を活用した着地
型旅行商品は安定的な収益確保を目的として、特に企業のCSR活動をターゲットとして開発を進める。

事業全体イメージ

観光地ビジネスの進捗状況

１
継続的な収益確保
による
自立した事務局運営

受け入れ体制強化のための人財育成
農業法人・観光関係事業者等との勉強会開催
東京でのシンポジウム開催

２
３

マーケティングデータの獲得
モニターツアーによる顧客調査
WEBアクセス解析 事業者ヒアリング調査

集客性・収益性の高い独自商品の開発
純国産綿花を活用、地域の独自性を創出
販路の検討（限定と拡散）

モニターツアーの概要
◇ツアー名：T a t t o n 体感ツアー（収穫）
◇ツアーのポイント
○宮城県東松島市に広がる土地で、綿花収穫体験
○被災地見学ツアー
○東松島カキまつり
○地元のアンテナショップでお買物

○ 「受け入れ体制強化のための人財育成
→「企業・個人・地域が連携したＣＳＲ利活用勉強会及
びビジネス創出のための勉強会」を行い、地域での
受入れ体制強化と企業への周知を図ることができた。

○集客性・収益性の高い独自商品の開発
→純国産の綿花を活用し、地域の独自性を出す商品開
発。松下奈緒さんのデザインＴシャツや、有名メー
カーとのコラボレーションパーカーの製作販売など
新しい商品開発も手掛けた。また、持続性あるお客
さまとの関係構築と収益の確保を目的に、圃場の
オーナー制度も展開。

○マーケティングデータの獲得
→モニターツアーによる顧客調査では、コスト面の課
題を抽出。今後、お土産や地域との深い交流体験等
の工夫してコスト面での満足度を高めていく。
→ＷＥＢアクセス解析を実施。（合計ページビュー
8,474件）Tattonに賛同いただいたアーティストと
のタイアップツアーの告知等が効果的だと解析。
→事業者ヒアリング調査では、東松島市内における観
光の拠点が必要であるという意見を多く得た。

行ってみる？来てみて！ほット（温かい人）しあ（会）える旅。
（にかほ市観光振興プロジェクトチーム） 観光地ビジネス創出の総合支援事業
（旅行代理店の商品造成サポートによる観光ビジネスプロジェクト）

事業概要
○ 観光案内所の販売商品を市の地域産品中心に見直し、新規事業として県内外のイベントでの物販を行うことにより、単なる
観光ＰＲから、物販を伴う観光ＰＲを行う。これにより、これまで以上に、市のＰＲへとげることで事業体制を強化する。
○ 協会職員の意識を高め、各方面で、自主財源率の向上への取り組みを確立する。
○ 地域産品の販売・宣伝について、関係団体（由利地域食農観推進ＧＰ、商工会等）と連携して取り組み、全体拡販を目指す。

事業全体イメージ
地域を巻き込んだ
受け入れ態勢の強化と
プロモーションの拡大

風土
再生可能

地域の

ｴﾈﾙｷﾞｰ 特色ある

自然

資源

食

観光地ビジネスの進捗状況

歴史

地域産品の販売拡大
・観光案内所の品揃えを
地域産品中心に見直し
・県内外イベント物販(新規)
によるPR力の強化
２次交通事業の拡大
・レンタサイクルの有料化
・受付のマニュアル化

自主財源率の
向上

モニターツアーの概要
◇ツアー名：太陽と風のまち「にかほ」満喫ツアー
◇ツアーのポイント
○鳥海山に抱かれ、広く日本海を望む地域
○「奥の細道」、松尾芭蕉が最遠の目的地として訪れた海に浮かぶ島々
○道の駅象潟「ねむの丘」を訪ねたり、地引網体験の後のBBQランチ
○自然あふれる獅子が鼻湿原トレッキング後は、牧場での昼食など

○ サポート体制及び受け入れ体制強化
→おもてなしの体制向上と、クレームと対策
の共有を徹底することによる総合的に体制
を強化
→商品造成と催行率の向上、リピーター、口
コミの増加による知名度アップを目指す。

○ 広域的な観光振興の奨励
→情報発信・観光プロモーション等、秋田県、
由利本荘市をはじめ、山形県遊佐町など庄内
地域との連携軸を活用することで観光振興を
広域化する。

○ 更なる自主財源の拡大
→あらゆる角度から観光客増加を図ることで、
自主財源を拡大する。
→二次交通事業関係者への事業説明会を開催。
更なる利用促進を図る。

目指せ！フラワー長井線ランド（山形県：白鷹町、長井市、川西町、南陽市）

観光地ビジネス創出の総合支援事業

事業概要
○山形鉄道(株)がプラットフォームとなり、「着地型観光商品」のビジネスモデルを創出し、利益を沿線地域に還元させる仕組み
づくりを構築。
〇走るレストラン等の鉄道を活用した企画に加え、さくらんぼ狩りや高畠ワイナリー、パワースポット熊野大社巡りなど、多彩な
山形の魅力を１日の間に存分に味わえるツアー等を開発、二次交通の課題にも取り組み経済波及効果の拡大を目指す。

事業全体イメージ
農商工連携

山形鉄道「フラワー長井線」

地元産品を使った
地元ワイン 連携
オリジナル駅弁

観光地ビジネスの進捗状況
沿線の観光資源の活用

活用

さくらんぼ狩り

○ 多彩なオリジナル新企画で集客規模拡大
→走るレストラン（ワイン列車・酒造列車等）を定期
的に開催し沿線地域への興味関心を促し、フラワー
長井線だけでなく、周辺地域の散策や周遊による沿
線地域への経済効果の波及を図った。

○二次交通の課題を解消し個人型商品を展開
100周年記念

福袋

うさぎ駅長
昔ながらの駅舎 （もっちぃ） 方言ガイド

日本三熊野の一つ
「熊野大社」

山形鉄道を核とし、沿線地域の多彩な魅力を提供。地域に広がる経済波及効果

モニターツアーの概要
◇ツアー名：ワインとぶどうの物語 南陽市・赤湯温泉「冬のワインの饗宴」
◇ツアーのポイント
○高畠ワイナリー（ワインの購入、試飲）
○さくらんぼ果樹園（さくらんぼ狩り・さくらんぼ食べ放題）
○３羽の伝説日本３大熊野のひとつ熊野大社
○あやめ園（長井あやめ祭り）
○長井線オリジナル駅弁ご賞味

→商店街全体で「おもてなし」をテーマに、地域連携
の体制づくりを実施。H25年度に発行したパスポー
トの協力店70店舗に個人の観光客を誘致。また、幻
の最上川鉄道ツアーを実施し、周辺地域を巻き込み、
各駅を発着地とする２次交通（ロンドンタクシーや
レトロバス）の活用を行った個人・小グループ向け
旅行を実施。

○オリジナル商品の開発/販売
→名産品を詰め合わせにしたオリジナル福袋や、100周
年記念弁当をツアーにセット。また、うさぎのもっ
ちぃ駅長グッズをはじめとするオリジナルグッズに
ついて、車内での販売、アンテナショップの開設、
WEB販売とチャンネルを増やし売上を拡大した。

ワインとぶどうの物語 見て、ふれて、食べて感じる赤湯温泉（山形県南陽市）

観光地ビジネス創出の総合支援事業

事業概要
○ 観光協会の橋渡しで、観光資源である赤湯温泉と温泉街に点在するワイナリーの関係団体、地元商工会等
が連携し、地域全体による「ワインの饗宴～おもてなし～」を創出、独自性のある商品を展開。
○ 地域の食材を利用した新メニュー開発による地産地消の拡大を目指す。
○ 温泉とワイナリーのみならず、南陽の歴史や地理に詳しいガイドの育成を図り、誘客を推進する。
事業全体イメージ

観光地ビジネスの進捗状況
体験する

● 既存のオリジナルラベルづくりやビン詰め体験
● ブドウの絞りかすを活用したワイン染め体験
● ブドウ畑を見渡せる場所での南陽市のブドウが美味しく
なる秘密講座

見る

若旦那ご案内によるワイナリー見学

美味しく食べる

地域の食材を活かした赤湯ワインに合うメニューの開発
(例)米沢牛×南陽産フルーツを活用したフルーツソース

モニターツアーの概要
◇ツアー名：ワインとぶどうの物語 南陽市・赤湯温泉「冬のワインの饗宴」
◇ツアーのポイント
○ワインとマッチングした食材を揃え季節感を考えた南陽市赤湯温泉の
「ぶどうの物語」を見せる
○「冬ワインの饗宴」郷土の冬の味覚:飲食の夕べを開催
（ワイン・赤すき・赤ぶたしゃぶ・地野菜・新米・生ぶどうジェラード等を堪能）

○「駅の駅なんよう」でPRと特産品販売
→観光案内所わきに売店「駅の駅なんよう」
を設置し、地元物産のＰＲと販売に取り組
む。さらなる利益で収入を確保するために、
今後朝どり野菜の販売など地元農家の方な
どと連携した仕組みづくりを構築中。

○ お土産の開発と販売
→会員である地元菓子店と協働で、納得でき
る商品開発を目指し、更なる開発に取り組
んでいく。

○ ボランティアガイド団体連絡協議会
→複数のボランティアガイドの団体が連絡協議
会を組織し、有料でガイドを行なう仕組みが
機能しはじめている。
→今後、既存イベントでもガイドの強化を図り、
誘客拡大とおもてなしの強化に取り組む。

観光地ビジネス創出の総合支援事業

「幸」って不幸なすがた？ （福島県喜多方市）

事業概要
○ 「漢字、古代文字の街づくり」活動を通じて、街全体が漢字のまちとして認知されるための取組を実施。
○ 「漢字看板の設置」「漢字ガイドの育成」「市内外への取組の紹介（フォーラム）」を行い、その取組を昇華させたものとして
ツアーの造成を図る。
○ 県内の小中高校や会津地域を訪れる修学旅行団体をターゲットとして、「漢字街歩き」を教育旅行という選択肢を構築する。

事業全体イメージ
喜多方既存の魅力

古代文字看板

喜多方ラーメン

漢字看板と街歩きに
よる喜多方ツアー

観光地ビジネスの進捗状況
取組内容
・ 「ミステリーウォーク」開催
（街歩きツアーイベント）
・ 街歩きガイド（漢字ガイド）
活用 の養成講座の開催
・ 個人・教育旅行向け体験
商品の造成
・ 本取組の紹介を目的とした
「漢字フォーラム」の開催

○ 古代文字をコアとした派生プラン
→古代文字の実質的主体である「喜多方を漢字
のまちにする会」のビジネスとなりえる仕組み
の準備が行われている。
→漢字をキーアイテムとして、オトナから子供ま
で楽しめる観光地づくりを考案。
→オリジナル商品を販売、年度目標以上の売り
上げを達成。

○ 蔵、ラーメンの活用によるＰＲ

蔵の街

モニターツアーの概要
◇ツアー名：きたかた漢じるフェスタ・ミステリーウォーク
◇ツアーのポイント
○古代文字を使った謎解きミステリーツアー
○初級から上級まで、世代・知識に合わせ楽しめるコース
○漢じるフェスタで漢字の面白さと奥深さを知り、喜多方の新たな魅力を知る
○喜多方市内ラーメン店にて昼食（各自好みのお店で）

→周遊型観光として、蔵、ラーメンを活用、地域商
工業者及び市民が一体となり、地域全体で
観光客にお金を落としてもらう観光地ビジ
ネスとする。

○ 対外国人向けの漢字講座
→2020年の東京オリンピックを見据えた、対外
国人向けの漢字講座（名前を、生い立ちから
イメージした漢字への変換）などを開催して、
外国人観光客の誘客を図る。

未来空間での街歩き～セグウェイシティツアーinつくば～

（茨城県つくば市）

観光地ビジネス創出の総合支援事業

事業概要
○ 日本で唯一「モビリティロボット実験特区」の認定を受け、モビリティロボットを公道で走行させることができる「つくば」。この
特性を活かして、つくばの四季折々の風景の中、きれいな街並み、最先端技術を肌で感じられるツアーを造成。
○旅行会社と連携し販売を進め、大きな需要を開拓。自主財源率100％を達成した。催行規模拡大に向けた体制構築を進める。

事業全体イメージ
付加価値を創出

観光地ビジネスの進捗状況

核となる観光素材

地域との連携
レストランや宿泊施設
との連携を強化

宿泊付や、ランチ付ツアー、
英語ツアー等の開発で、
付加価値を上げる

人気フレンチ店を
コースに取り入れた

市場開拓
つくば国際会議場と
連携し、コンベンションの
来場者用に特化した
プランを開発

人材育成
日本で唯一公道を走行できる

セグウェイシティツアー

観光客の増加に対応する
ために、インストラクター
の育成やスタッフの確保
を行う

モニターツアーの概要
◇ツアー名：セグウェイシティツアーin つくば（ランチ付）
◇ツアーのポイント
○公道でセグウェイに乗れる唯一の地域でセグウェイ体験
○はじめてでも安心、乗車講習付
○つくば市街をシティツアー
○人気フレンチ「ブラッスリー ドゥ・プラ」にてランチ

○収益率の高い体験パッケージの開発
→収益率が高く、催行すれば高収益につなが
る体験商品を開発した。
(ランチ付プラン:75%/宿泊付プラン:41％)
需要が大きく収益率の高いランチ付プラン
をレギュラー化予定。ランチの種類を増や
し、リピーターを飽きさせない工夫も計画。

○好調な売上で自主財源率100％を達成
→目標入込客数
400名 ⇒ 結果 514名
自主財源率目標 65.3% ⇒ 結果 100％

○催行規模拡大に向けた施策
→催行人数が1回6名と少なく、また、英語ツ
アーのニーズも高い。規模拡大のため受入
体制強化を進めていく。
・インストラクター育成（日本語／英語）
・本年度作成した、英語マニュアルの活用

魅力発掘・足利銘仙プロジェクト“足利道楽・楽ジュアリーツアー” （栃木県足利市）

観光地ビジネス創出の総合支援事業

事業概要
○ 「足利道楽」を基軸に、体験メニュー等をオプションとして整備、市内観光拠点を提案していくことで、トータルで「足利道楽」
という「足利」で楽しむ観光商品を開発。地域全体で事業を推進できる体制を構築する。
○ 足利商工会議所を中心に、強い推進力で事業は進捗。今後、近隣４市と連携体制を構築し、更なる事業拡大に向かう。

事業全体イメージ

観光地ビジネスの進捗状況

足利道楽
地域資源“足利銘仙”を活用した「着物（銘仙）を着て街歩きを楽しんでもらう事業」
着付け
ﾍｱﾒｲｸ

人力車

和の
体験

茶の湯
ｻｰﾋﾞｽ

ランチ付
ワイナリー見学ツアー

「着物を着て街歩きを
中心に魅力あるオプ
ションを展開

銘仙グッズの販売

地域コミュニティと
観光客の交流
→足利ファンの増加
歴史情緒ある街並みを
着物姿の観光客が歩く
→観光客へのPR効果
織物産業が盛んな
近隣都市との連携強化
→広範囲な事業効果

モニターツアーの概要
◇ツアー名：足利道楽・楽ジュアリーツアー秋
◇ツアーのポイント
○「着道楽」、「食い道楽」、「学び道楽」３つの道楽を楽しめるツアー
○歴史を感じる街並みや石畳みの通りを「足利銘仙」で散策
○着物レンタル・着付・無料写真撮影
○茶の湯サービス、ツアー後のコーヒー付
○人力車、和の体験等、豊富なオプショナル体験ツアーを用意

○オプショナルツアーの更なる整備
→自主財源を確保に向けた施策として、魅力
あるオプショナルツアーの整備を進め、客
単価を増加。
・コサージュづくり等「和の体験」拡充
・先進地調査(鎌倉)でヘアメイク種類拡充

○おもてなし講座の開催
→地域のおもてなし向上によるリピーター増
のために、着付けスタッフ、足利市内の商
店・飲食店を対象とした「おもてなし講
座」を開催。

○広域連携のシンポジウムで機運醸成
→近隣で織物産業が有名な群馬県桐生市、伊
勢崎市、栃木市との連携強化を図るためシ
ンポジウムを２月に実施。参加４市にて「両
毛地域着物道楽協議会（仮称）」を立ち上げる
計画。

八ッ場ふるさとエコツアーを軸にした草津温泉との観光連携ビジネス

（群馬県吾妻郡長野原町）

観光地ビジネス創出の総合支援事業

事業概要
○ 八ツ場ダムによる知名度向上と、近年取り組んできたエコツアーを契機に、地域でも自らの魅力を再発見。車で30分程度
の草津温泉や北軽井沢観光協会との連携関係を構築し、訴求力を強化した商品づくりを実施。
○ 八ッ場ふるさとエコツアー実行委員会が中心となり、「ダム+エコツアー」を核としたオプショナル商品の開発。旅行会社への
販売促進等ビジネス化に取り組む。

事業全体イメージ
八ッ場ダムによる
知名度向上

近年取り組んできた、
八ッ場ふるさとエコツアー

建設中の八ッ場ダム

観光地ビジネスの進捗状況
草津温泉
との連携

有名観光地との
コラボレーションで、
広域的な観光浮揚

地域人財
の活用

地元の人材を
ガイドとして育成
人材の確保と
地域全体の活性化

ｱｲﾃﾞｨｱで
財源確保

ダムカレー付き体験
プログラム開発
売りやすいオプショナルツアー
ホタル観賞会での物販

モニターツアーの概要
◇ツアー名：草津温泉の散策と八ッ場ふるさとエコツアー
◇ツアーのポイント
○インフラツーリズム・エコツアー
○吾妻渓谷、諏訪神社、不動の滝
○ダム予定地にかかる不動大橋からの壮大な眺め
○道の駅「八ッ場ふるさと館」、 「あがつま峡」
○草津温泉（御座の湯、湯畑、西の河原公園など散策）

○ダム+エコツアーを活用した商品開発
→道の駅オリジナルダムカレーとダム見学、
八ッ場レクチャーを組み合わせた商品を開
発。地元ガイドを活用し、満足度の高いツ
アーを実施。

○集客力の高い周辺地域との連携構築
→草津温泉や同じ町内の北軽井沢観光協会と
の連携を構築。各地における消費が確認で
きた。草津温泉の宿泊客を八ッ場のホタル
鑑賞に送迎する旅館のサービスも出現。
→北軽井沢を巻き込んで長野原町全体として
取り組める「八ッ場‐草津-北軽井沢スタン
プラリー」を実施

○販路開拓の取組
→商談会や草津温泉との連携で発掘した、旅
行業者へ情報提供することを計画。道の駅
のwebを活用した情報の提供を行う。

観光地ビジネス創出の総合支援事業

"ブラジル文化"と”日本文化歴史”の異文化交流ツアー（群馬県大泉町）

事業概要
○ 人口の約15％が日系ブラジル人などの外国人という大泉町。まちの中にはポルトガル語の看板も多くあり、東京から90分
のロケーションでブラジルの雰囲気を味わえる。通年で対応ができ、日帰りでも楽しめるブラジル体験ツアーを開発。
○ 大泉町主導の元、インナーブランディングを強化し、地元の受入意識の醸成。新たなブラジル体験を拡充し、展開を拡大。

事業全体イメージ
ブラジル文化体験

観光商品や
特産品の開発

観光地ビジネスの進捗状況
ブラジルの
食衣料品店散策

ブラジル料理
を満喫

○ブラジル文化のパッケージ化
→１人1,500円～2,000円のブラジル料理とガ
イド料による収入を得る仕組みを構築。ま
た、モニターツアーの中でブラジルショッ
プへの立ち寄りを設定するなどして、特産
品の販売含め地域経済への貢献にも繋げた。

いつでも「ブラジル」が楽しめる町、大泉町
ブラジル文化をコンテンツ化し、独自性の高い観光商品として販売

モニターツアーの概要
◇ツアー名：ブラジルタウンミニツアー
◇ツアーのポイント
○地元ブラジル人に交じって、ブラジルの家庭料理の他シュラスコを味わう
○ブラジルショップめぐり
○チーズ工場見学（ブラジルミナス地方のチーズ製法の見学、試食付）
○大泉野菜工場 安心・安全レタス向上見学

○受け入れ態勢の強化による商品発掘
→受入体制向上のため。勉強会やワーク
ショップを中心とした内部強化の取組を
行った。その結果、従来の観光資源である
サンバに加え、ボサノバやバテリア体験な
ど、新しい観光商品の発掘にも繋がった。

○ブラジル人ガイドの育成
→ブラジル人、日系ブラジル人によるガイド
育成のために、ガイドをサポートする冊子
を作成中。品質向上で収益化を目指す。

いすみスタイル体験プランによる観光ビジネス創出事業（千葉県いすみ市）

観光地ビジネス創出の総合支援事業

事業概要
○訴求力の高い、「いすみ鉄道」「大原漁港 港の朝市」といった「コア的資源」と、いすみらしい魅力を味わうことができる着地
型体験観光プログラム（＝「個別資源」）を組み合わせたツアー商品の開発。
○観光協会への観光情報の集約・発信と販売の仕組み（サイクル）づくりに取り組み、昨年度より導入した販売システムを本格
稼働することで、販売手数料の収益化を実現。観光協会を軸とした「観光プラットフォーム」の更なる構築を進めていく。

事業全体イメージ
豊かな山海の幸を体験

観光地ビジネスの進捗状況
里山の魅力に触れる

新鮮な魚介類を
活かした食事
「波の伊八めし」

太巻き寿司
づくり体験

収穫体験や古
民家での食事な
ど里山の暮らし
を体感

首都圏でありながら、豊かな海や里山がある外房の強みで観光開発

モニターツアーの概要
◇ツアー名：外房いすみ市の里海里山満喫ドライブプラン
◇ツアーのポイント
○港の朝市でお買い物（外房ならではの新鮮な魚介類と地元特産の食材）
○限定のBBQ用海鮮詰合せセットと、朝市で買ったものでバーベキュー
○ご当地グルメ「波の伊八めしの会」加盟店で使えるサービス券付
〇「旧千町保育所」のたき火と焼き芋体験参加券付

○外房の資源を活用したツアー開発
→「いすみ鉄道」「港の朝市」といった人気
の観光資源とツアー造成を組み合わせたツ
アー造成が実現。旅行会社から販売手数料
を収受する仕組みを試行。

○マイカー客をターゲットとした商品開発
→ＪＡＦと連携し、マイカープランのモデル
ツアーを実施。バスツアーより労力削減/省
コストで商品造成を実現。輸送を含まない
ため、観光協会が直接販売することが可能。

○ASPシステムを活用した体験プラン販売
→昨年度導入したASPシステムを活用し、「い
すみスタイル体験プラン」による販売を実
施し、販売手数料を収益化することが出来
た。

伊豆大島『ネイチャー・テーマパーク化』構想 （伊豆大島ジオパーク馬車プロジェクト） （東京都大島町）

観光地ビジネス創出の総合支援事業

事業概要
○ 伊豆大島の中心である三原山内輪山は、特別保護区域のため原動機付車両が通行できない。観光馬車の復活により、交
通の利便性と観光付加価値を同時に上げることで、その弱点を強みに転換。高齢者や交通弱者等、誰もが気軽に三原山
を楽しめる着地型旅行商品の整備を図った。ホスピタリティ向上と「食」分野の体験プログラム開発も取組み、収益化を実現。
○ （一社）大島観光協会主導の元、商品造成と体制づくりが進み、来年度からは営業に重点をシフトし、販売拡大を狙う。

事業全体イメージ

観光地ビジネスの進捗状況
新しいスタイルの
ツアーを開発

関東地方初の
ジオパークとし
て認定された
自然環境

べっこう
寿司 あしたば
天ぷら

大島の魅力
郷土料理

受入環境整備
・おもてなし研修 ・ガイド勉強会

観光馬車復活で
大自然の
バリアフリー化

島全体が
テーマパーク

運営体制構築
・馬の飼育管理、営業体制構築

モニターツアーの概要
◇ツアー名：まるごと！伊豆大島ジオパークツアー
◇ツアーのポイント
○相模湾を一望できる海岸線で観光馬車の乗車体験
○ネイチャーガイドによる、大島の歴史やストーリー解説付、ジオパークツアー
○人気の「星空観賞ツアー」
〇夕食はヘルシーな椿油を使った「オイルフォンデュ」
○大島の郷土料理（べっこう寿司、たたき揚げ）作り体験

○観光馬車の復活と「食」分野の向上
→観光馬車の営業と馬の飼育管理に関して運
営体制を構築した。不定期で観光馬車及び
乗馬営業を行い、収益で人件費を補填。
→大島の魅力を深く理解してもらうために、
郷土料理づくり体験（べっこう寿司やあし
たば天ぷら作り）をツアーに組み込んだ。

○受け入れ環境整備/人材育成
→ホスピタリティ向上のため、島内の観光従
事者を対象にしたおもてなし講座と、ガイ
ド勉強会を実施。結果、モニターツアーで
のガイド満足度100％となり、今後収益化に
繫げていく意味でも有益な取組であった。

○旅行会社へのプロモーション
→商品開発と運営体制が整った為、既存の伊
豆大島旅行を扱う旅行会社へ営業開始予定。

本物を知る！！「お江戸満喫 まち歩き」拡充事業（東京都中央区）

観光地ビジネス創出の総合支援事業

事業概要
○ 江戸時代より町人の街として文化が栄えてきた中央区では、老舗が軒を連ね、この地発祥のグルメや伝統工芸品が多く存
在する。これらを観光資源として活かし、地域を回遊する「まち歩き」の魅力を創出するため、江戸の伝統文化の魅力を磨き
上げ、ストーリー仕立てで江戸を体感できる、舟運を活かしたツアー７コースを造成。併せてオリジナル商品の開発も実施。
○ 中央区観光協会が中心となり、昨年度構築した旅行会社からの企画料徴収の仕組みを運用開始。収益に繋げた。

事業全体イメージ

観光地ビジネスの進捗状況
オリジナル商品の
開発・販売

老舗巡り

「まち歩き」を中心にした
中央区内の観光コンテンツの充実

オリジナル手ぬぐい

○企画費徴収体制の運用開始
→昨年度からの継続的な取組みにより、旅行
会社からのツアー受付が可能となった。
旅行会社からツアー設定に関する問い合わ
せは20件で、そのうち10件303名が決定。

○事業実施エリアの拡大
→江東区とも連携しモニターツアーを実施、
広域連携を図り双方の収益に繫げられた。
伝統文化に触れて、学ぶ

舟運を活かした観光コース

モニターツアーの概要
◇ツアー名：築地・東京湾岸ゆらてく
～築地場外市場お店巡りと東京湾岸の歴史クルーズ～
◇ツアーのポイント
○築地場外市場お店巡りで試食体験 ○文明開化が薫るまち“明石町” 散策
○絶景ホテルのレストランで築地エリアを見下ろしながら昼食
○東京水辺ライン「カワセミ」で東京湾岸エリア歴史クルーズ
（人気の中川番所久染次長によるガイド）

○商品開発/人材育成ワークショップ開催
→まち歩きＷＳ（おもてなし講座含む）/
オリジナル商品ＷＳ/お土産事業のＷＳ
舟運ＷＳ/危機管理ワークショップ
→ＷＳに参加した中央区観光協会の派遣員に
よるガイドの評価が高かった。
→中央区観光協会オリジナル商品（手ぬぐ
い）の開発により売上拡大の土台ができた。

城下町＆宿場町の魅力満喫！今日は「小田原まち歩き」（神奈川県小田原市）

観光地ビジネス創出の総合支援事業

事業概要
○ 知名度の高い「城」「戦国武将北条五代」という観光資源を生かしつつ、城下町・宿場町ならではの農商工業の「なりわい」
と、近代に栄えた「邸園文化」に焦点をあて、自然や歴史に裏打ちされた「本物・本場」ならではの体験を味わえる旅を企画。
○ 旅行会社からのオファーで、商品化し販売を実施。観光協会がまち歩きプログラムと観光資源をアレンジして卸販売を行い、
収益化することができた。

事業全体イメージ

観光地ビジネスの進捗状況

小田原のなりわいを実感できるまち歩きツアーを開発
小田原城

庭園文化

小田原城の城下町で今も息づく“邸園文化”

なりわい

城下町・宿場町ならではの農商工業の「なりわい」

小田原城下の「なりわい」と「邸園」の他、花・食・歴史・伝統工芸・アートなど
多種多様で本物を体験できるツアー（自由散策、ガイドツアー、体験学習など）を提案

モニターツアーの概要
◇ツアー名：小田原なりわいまち歩き
◇ツアーのポイント
○地元ガイドの案内で、小田原のなりわいを実感できるまち歩きツアー
○市に街かど博物館として認定された老舗等をはしご（松坂屋、だるま料理店等）
○明治時代に活躍した黒田長成(ながしげ)侯爵の別邸清閑亭
○11月オープンの小田原地下街「ハルネ小田原」
○歴史ある松原神社、海岸・竜宮神社

○クラブツーリズム (株) で商品化
→モニターツアー以外で、クラブツーリズム
催行による小田原まち歩きと観光素材を盛
り込んだオリジナル商品を造成、複数班募
集した。結果12/3（水）30名にて催行。観
光協会がアレンジして卸販売を行い、収益
に結びつけることができた。

○オリジナルグッズの販売
→小田原ちょうちん材料やオリジナルカレン
ダーの製作販売を行ってきたが、25年度ノ
ベルティ製作したオリジナルグッズを協会
主催行事で販売。関連商品の売上が748,890
円となった。

○コーディネート体制構築の重要性を確認
→観光協会が窓口となり、観光客や旅行会社
等へまち歩きやガイドのコーディネートが
できる仕組み作りが必要。

≪河口湖～新御坂トンネル～笛吹≫やまなしウェルネス街道（仮称）（富士山および富士河口湖町・笛吹市） 観光地ビジネス創出の総合支援事業
女 性 に や さ し い 「 美 と 健 康 と 癒し」

事業概要
○ 日本が世界に誇る富士山を有する富士河口湖町と、桃・ぶどうの生産日本一の笛吹市がノルディックウォークを通じて、美
と健康と癒しの観光文化を発信。河口湖畔の食や温泉等の観光資源を組み合わせ、訴求力の高い商品を開発。
○ 河口湖町と笛吹市が連動した観光コンテンツづくりに取組み、収益性向上と受け入れ体制整備を進め、事業拡大を目指す。

事業全体イメージ
女性にやさしい 美

観光地ビジネスの進捗状況

健康 癒し
温 泉

地域連携

フルーツ

「食」の魅力向上
ノルディックイベント開催

富士山野菜

ノルディックウォーク

河口湖

地域の観光資源

収益モデルの構築
やる気ある事業者の集約

※２本のポールを使った
ウォーキングのこと

モニターツアーの概要
◇ツアー名：河口湖～石和温泉 ノルディックウォークで美と健康と癒し
◇ツアーのポイント
○ノルディックウォークのワークショップおよび湖畔をウォーキング
○河口湖 河口湖湖畔での清掃活動
○ 「富士山やさい」を用いた河口湖名物料理「富士山鍋」と「かっぱめし」

○収入確保の施策
→ノルディックウォークに欠かせないポール
販売／レンタル、インストラクター派遣、
自主イベントによる参加費および補助金な
どで、収入を確保。

○受入体制の構築
→関係者が参加した先進地視察（長野県佐久
市）で地域間連携の機運醸成。また、指導
者講習を実施してインストラクターを19名
養成し、その成果としてモデルコース（河
口湖７コース、笛吹２コース）を兼ねた指
導者向けガイドマップも製作。

○ターゲットが集まるイベントでPR
→笛吹市で実施される「富士山眺望トレイル
ラン＆ウォーク」会場にてノルディック
ウォークブース出展等を実施し、地域一体
での取組の機運を醸成した。

にいがた「夏の雪旅」ビジネスの創出事業

（上越市、妙高市、十日町市、及び周辺地域）

観光地ビジネス創出の総合支援事業

事業概要
○ 夏季に新潟豪雪地帯の各所で開催されてきた約20ヶ所の真夏の雪まつりを、点から面のイベントとしてとらえ、かつ雪室グ
ルメに象徴される地域がもつ文化習慣と、地域が保有する自然環境を観光資源として組み合わせることで、観光コンテンツ
化。付加価値の高い着地型観光商品を開発した。
○ にいがた「夏の雪旅」推進協議会により、プロモーションを実施。集客拡大による地域経済活性化を導いた。

事業全体イメージ

観光地ビジネスの進捗状況

夏季約２０か所開催される真夏の雪まつり
夏の雪遊び

雪室

食

自然・文化

○首都圏マーケット調査実施
→立川昭和記念公園にて、「にいがた夏の雪
旅」イベントを開催。首都圏マーケット調
査（新潟夏の雪旅の認知度把握等）を実施。

○おもてなし調査とWSの開催
夏に本物の「雪」に触 雪室に代表する雪の
れることでオンリーワ 有効利用の現場を
ンの雪遊びを体験
見学することでの体
験学習を提供

雪室により熟成された
食材を使った料理や
新潟の地酒の提供

里山と風景や暮ら
しと国際現代アー
トの組み合わせに
よる地域づくり

観光資源をプラスして、着地型観光商品化

→イベント会場でのおもてなし現状調査と、
「おもてなしのスキルアップ」ワーク
ショップを実施。受入態勢向上の意識醸成
を図った。

○Webを活用した調査と情報発信
モニターツアーの概要
◇ツアー名：夏の天空雪まつりＩＮ八海山・日帰りコース
◇ツアーのポイント
○「夏の天空雪祭りIN八海山」に参加
○ 真夏の雪遊び（夏の雪山そり遊びや雪上宝探し）
○新潟の「食」体験（八色スイカ、地野菜とイワナの炭火焼き、魚沼きのこ汁）
○ RYUTist＆ゆるきゃらグッズ販売
○八海山ロープウェイ

→「首都圏在住のファミリー向け夏休み行動
の調査」、「Facebook ページを中心とした
Webマーケティング調査」を実施。
→『にいがた「夏の雪旅」プロジェクト』
Facebookページにて、『にいがた「夏の雪
旅」』情報の発信及び、『にいがた「夏の
雪旅」』関連各所運営Facebookページの投
稿をシェアして発信した。

地域誘客×大学生 “星に一番近いリゾート”立山キャンパス開講！

（富山県立山町）

観光地ビジネス創出の総合支援事業

事業概要
○ 世界的な山岳観光地である「立山」。このフィールドを「立山キャンパス」と命名し、若年層をターゲットとした“新たな立山の
魅力創出”を図るべく、大学生の感想や発想を活かし地域資源の磨き上げ、滞在型誘客メニューや体験プログラムを商品化。
○ 立山町が設立した(株)たてやまが持つ旅行業免許の活用を開始。本事業でツアー造成、販売チャネル開発などに取り組み、
次年度からの旅行業収入の仕組みが構築された。

事業全体イメージ

観光地ビジネスの進捗状況

若年層をターゲットとし、大学生による発想で開発

ワーク
ショップ

フィールド
ワーク

プログラム
開発

コンペ
ティション

新たな立山の魅力創出

ブランド化
「立山キャンパス」

星に一番近いリゾート
「立山」

○合宿誘致に向けて旅行会社とのタイ
アップ
→合宿誘致用PRツールを作成し、旅行会社を
通じて首都圏の大学ゼミにセールス展開。

○旅行業免許を活用した販売体制の構築
→これまで旅行業としての収入は無かったが、
ツアー造成、販売チャネルの開発等に取組
み、旅行業としての収入の仕組みを構築。
・「旅の発見」で４種のツアー・体験プログラム販売

モニターツアーの概要
◇ツアー名：立山キャンパス”雲上”プログラム 山岳トレッキングツアー
◇ツアーのポイント
○経験豊富な現地ガイドの解説を聞きながらの山岳トレッキング
○自然環境保護の取組説明、動植物の観察についてレクチャー
○登れば、見える景色が変わる山学ツアー

○インターカレッジコンペティションの活用
→H24から立山町が実施する、県外の大学生を
誘致し、立山の地域おこしに関する企画を参
加大学が競い合うコンペティション。本年
度は大学生による、着地型ツアー造成プラ
ンを企画が発表された。この大会を契機に、
首都圏大学ゼミの更なる合宿誘致を図る。

金沢プレミアム ほんものの工芸にふれる旅

観光地ビジネス創出の総合支援事業

（石川県金沢市）

事業概要
○加賀友禅や金箔製品に代表される工芸品が広く知られている金沢。これらの伝統工芸は26業種に及んでおり、全国有数の
多彩さを誇る。この金沢に受け継がれた「ほんもの」の魅力を旅行プランとして楽しめるツアープラン「金沢一期一会」を企画。
○金沢観光協会が、金沢市、金沢市工芸協会と連携。伝統工芸作家との調整を実現し、訴求力の高いコーディネート体制を構
築。旅行会社への販売による、収益拡大を狙う。

事業全体イメージ
近年のﾆｰｽﾞ
特別感のある
上質な旅

ターゲット

富裕者層

観光地ビジネスの進捗状況

「金沢」の地域特性

金沢一期一会

「ほんもの」の
伝統工芸

「ほんもの」の魅力を楽しめる
工夫を凝らしたツアープラン
工房・作家による
特別な体験

コンセプト
加賀友禅

「特別感」「ほんもの指向」
「上質」な旅

金箔製品

金沢市
観光協会が
コーディネート

参加者

旅行会社

モニターツアーの概要
◇ツアー名： 金沢一期一会モニターツアー 十代大樋長左衛門窯の世界にふれる旅
◇ツアーのポイント
○石川県立美術館で、加賀藩の歴史と工芸を知る（学芸員解説付き）
○老舗料亭つば甚でもてなしの宴（加賀会席・芸妓の舞鑑賞）
○加賀藩御茶碗師大樋焼の名宝歴代茶碗によるお茶のもてなし
○茶人創設の美術館で茶室と加賀蒔絵鑑賞
○金沢市民の台所近江町市場でお買物、金沢ひがし茶屋街「懐華樓」見学

○旅行会社と連携し、商品販売を開始
→大人の休日倶楽部 金沢プレミアムツアーを
販売。観光協会が依頼を受け、ツアーコー
ディネートを行い、受け入れ態勢を整備。来
年度以降、コーディネートの有料化を目指す。

○来年度にかけて、ツアー催行が決定
→事業期間内にコーディネートしたツアーが、
３月下旬以降、３種類 計４回催行予定。
・３月：350年の伝統加賀藩御茶碗師大樋焼と茶の湯のつながりにふれる
・６月：金沢百万石祭りと金沢伝統工芸”加賀友禅の歴史”にせまる！友禅
作家工房と非公開加賀友禅を鑑賞
・６、７月：金沢の名所・名匠に出会う 伝統が育む優美 加賀友禅と金沢漆器

○受入工房データベースの作成
→工房・メニュー発掘調査として、受入工房の
詳細をまとめたデータベースを作成。プログ
ラム開発に活用する。その過程で若手から中
堅作家へのヒアリングも行い、伝統工芸の巨
匠以外の今の「金沢」をつくる人たちの重要
性も発見。

知ること多き半島 恵み旅 “ちためぐ”

（半田市・常滑市・東海市・大府市・知多市
・阿久比町・東浦町・南知多町・美浜町・武豊町）

観光地ビジネス創出の総合支援事業

事業概要
○ 食・文化・歴史という知多半島の地域資源を凝縮した、着地型ツアーを中心展開。
○ 酒蔵のある半田市、常滑市、東浦町、阿久比町をはじめ、知多半島の広域連携で事業を推進。
○ 半田商工会議所が半田酒造協同組合の調整役となることで、酒蔵の観光コンテンツ化を実現。地元の受入体制／意識醸
成と、送客による企画料徴収の仕組みづくりでwin-winな関係を作り、継続的なビジネスモデルを目指す。

事業全体イメージ

観光地ビジネスの進捗状況

知多半島の蔵元と地域資源を訪ねるツアー開発
５市５町が連携

半島の魅力をパッケージ化
【澤田酒造】

食

→蔵元へ送客した人数に基づいた企画料の徴収
を実施。地元受け入れ施設の観光客受け入れ
意識も醸成。

酒
「醸造」を中心に
知多半島を
ギュッと体感

【野菜ソムリエによる
野菜の話と昼食】

文化

○企画料徴収の仕組みを構築

知多の魅力が
詰まった酒蔵ツアー

歴史
【知多四国霊場】
特典：限定納経帳

モニターツアーの概要
◇ツアー名：知多の食と文化と歴史にふれる旅
◇ツアーのポイント
○知多の食・文化・歴史を体験できるツアー
○地元産野菜を使った昼食と、野菜ソムリエによる野菜の解説
○酒蔵での試飲と酒造り見学
○知多四国霊場の3ヶ寺を巡礼（オリジナル納経帳付）

地元との連携
ガイド養成
情報発信

○限定商品の開発
→知多四国霊場めぐりで使用した新たな納経帳を、
ツアー限定商品として高付加価値化。
地元企業に収益の出る仕組みを構築した。

○ツアー受入体制改良、販路拡大を計画
→催行規模に応じ地元旅行会社やバスの小型化
による企画側の手数料を最小限にする等、継続
可能な収支を再考し、新たに法人向けの販路
拡大、ＨＰ拡充を計画。観光振興組織の整備
も進み、組織的な観光振興の実施体制も強化
中。

青のレストラン「リストランテ・フィールド・答志島」ツアー（三重県鳥羽市）

観光地ビジネス創出の総合支援事業

事業概要
○ 答志島の青い空と海のロケーションをベースに、御食国ならではの豊かな海鮮食材を使用した西洋創作料理をメインに、
高級レストランのしつらえを用意した「リストランテ」を開催。全国的に知名度の高いシェフのブランド力も付与し、離島とラグ
ジュアリーのギャップによる差別化を図り、訴求力と競争力のある旅行商品を開発する。
○ 鳥羽商工会議所が推進役を担い、答志島旅館組合が実施体制を構築。地元人材と地域資源の活用により事業化を目指す。

事業全体イメージ
推進体制
鳥羽商工
会議所

観光地ビジネスの進捗状況
資源を活用したツアーの造成

○地域の連携協力体制構築

全体総括・事業推進

答志島
旅館組合

企画実行
・レストラン運営
・サービスの提供

調理師
専門学校

料理開発
・海鮮食材を利用
・西洋風のメニュー

目利き

ノウハウの伝授
・資源の磨き上げ
・市場ニーズ

ブルーフィールドの鑑賞 青い空と海、夕日の鑑賞

→仕組みづくりとして、旅館組合有志を中心に
地域の連携協力体制ができた。

×
御食国（みけつくに）とは？
朝廷・皇室等へ米以外の贄（にえ）を許された国。
日本で当地域・淡路・若狭の三国しか許されていない。

西洋創作メニュー開発 海鮮食材を活用したコース料理

モニターツアーの概要
◇ツアー名：青のレストラン「リストランテ・フィールド・答志島」ツアー
◇ツアーのポイント
○空と海、美しい自然をパノラマに眺望できる『答志島ブルーフィールド』
○どこまでも青いアウトドアレストラン リストランテ答志島で食事
－『杉山忍シェフ』監修、地元料理人によるオシャレなイタリア風の料理
○街歩き（ガイド付き）

○収益率向上に向けた原価削減
→料理人が手隙時間を有効活用し、料理提供、
仕入、調理を行い人件費を抑え、また、未利
用魚など市場で低価格で取引されている珍し
い食材を活用し、食材費を最低限に抑えた。
同時に未利用魚のブランド向上効果も上げた。

○コストをかけない情報発信の成功
→無料のSNSなどを通し、効果的な動的ＰＲが
でき、島全体のブランディング・情報発信に
つながった。効果的な情報発信と、観光資源
に関して島民の間での意識の統一のために、
答志島の観光コンテンツを網羅するホーム
ページを作成することを計画中。

観光地ビジネス創出の総合支援事業

ビワイチ！トレイルランニングプロジェクト（滋賀県全域）

事業概要
○ 琵琶湖を中心に豊かな自然に恵まれた滋賀県でトレイルランニングをフックとしたスポーツツーリズムに取り組む。琵琶湖
の周囲でも特に自然に恵まれた湖西・高島にスポットを当て、トップランナー鏑木毅氏の協力でトレイルランニング大会の高
付加価値化し、高い集客力を持つ商品開発に成功。宿泊を伴う新たな顧客層の開拓ができた。
○ これまで個別に取り組んできた事業者が、ビワイチ！トレイルランニング協議会として推進体制を構築、事業拡大を継続する。

事業全体イメージ

観光地ビジネスの進捗状況

トレイルランニングプロジェクト
トレイルランニング大会を核に、地域の魅力を集約。宿泊を伴った新たな顧客層を開拓
トレラン大会を中心とし
たツアー開発

今年度
新規の宿泊需要開拓

県内外への訴求・浸透

地域の推進体制構築

有名ランナー協力で
ブランド力強化
トレランコースMAPの制
作販売

大会ロゴ開発

びわ湖高島トレイル
ランニング in くつき

次年度～
グッズ（スポーツ関連/
特産品お土産）開発 等
プロモーションの拡充等

モニターツアーの概要
◇ツアー名：FAIRY TRAIL びわ湖高島ﾄﾚｲﾙﾗﾝﾆﾝｸﾞｉｎくつき
◇ツアーのポイント
○日本トップクラスのトレイルランナー鏑木毅選手プロデュース
○ショートコースと、累積標高3000mを越える、骨のあるロングコース
○高島・朽木の郷土料理と、鏑木毅氏のトークが楽しめる前夜祭

○７百名超の集客で目標以上の収益達成
→収益の大きな柱である大会参加費が、定員を
上回る参加により予算を超える収入が得られ、
自主財源率の目標も達成。大会参加者という
まったく新規の宿泊需要を開拓できた。
(参加727人/自主財源率66.6％)

○地域をあげた推進体制の構築
→協議会で総会や研修会等を開催。協同して事
業に取組み、実行力のある推進体制を構築。

○ＷＥＢを活用したプロモーション活動
→大会オフィシャルＨＰを立ち上げ、告知に活
用。また、大会プロデューサー鏑木氏による
Facebookの活用で閲覧数を伸ばし、指標を上
回ることができた。(目標2,000/月⇒2,560/月)

○トレランコースＭＡＰの制作販売

富田林寺内町及び周辺地域における観光ビジネス創出事業

（大阪府富田林市寺内町
及び周辺農村）

観光地ビジネス創出の総合支援事業

事業概要
○ 大阪府唯一の重要伝統的建造物群保存地区である富田林市寺内町。旧家のお献立を再現したランチや、利き酒師が選ん
だ日本酒の飲み比べが楽しめる「じないまち」散策（地元ガイドの案内付）および、特産品を使った商品開発を実施。
○ 「農と食と観光まちづくり推進協議会」が、森林組合や酒造等のネットワークを構築し、未活用の地域資源を発掘。商品開
発、観光プログラムの造成を進めていく。

事業全体イメージ

観光地ビジネスの進捗状況
旅行会社

まち歩きツアー
体験イベント（楽食楽まちじないまち）

じゃらん
楽天
ｸﾗﾌﾞﾂｰﾘｽﾞﾑ
ＪＴＢ 等

【構成】
寺内町の店舗/大阪ワイナリー

販売

ブランド化
「富田林 楽食楽まちじないまち」

観光ボランティア/周辺宿泊施設

地域産品開発
木や土を活用した産品開発
農産品を活用した産品開発

○産官学民連携のネットワーク構築
販売

実施主体：農と食と観光まちづくり推進協議会

○「富田林 楽食楽まちじないまち」の
ブランド化 商標登録
○共通ロゴデザイン
○希望する事業者への認証・付与

【構成】

森林組合/工房飛鳥
自然農法根っ子の会 等

販売

販売

販売店等
富田林寺内町
文化トラスト
観光協会 等

販売

モニターツアーの概要
◇ツアー名：富田林「じないまち」散策と元酒蔵での利き酒体験
◇ツアーのポイント
○大阪府唯一の伝統建造物保存群「富田林じないまち」を歩くガイドツアー
○重要文化財「旧杉山家住宅」、登録有形文化財「旧田中家住宅」
○昼食は旧家の献立を再現した「じないまち御膳」
○かつての旧酒蔵「万里春酒造」にて利き酒体験

ユー ザ ー

観光プログラム開発

→プログラム開発や、特産品開発の取り組みで、
森林組合との連携や、酒蔵および地元飲食店
とのネットワークを構築。今後の観光プログ
ラムの展開につなげていく

○「寺内町」ブランドの開発
→「寺内町」ブランドの認証の仕組みづくりに
よるロイヤリティ収入の為に、ロゴを開発。
今後、特産品等に活用する仕組みを構築し、
ブランド化と自主財源増加を目指す。

○今後の事業展開について
→観光プログラムは①訪日外国人向け日本文化
体験プログラム ②小中高生向け日本文化体
験プログラム等、平日の活用が望める対象者
への開発や、ＰＲツールの製作を検討。また、
商品開発については、寺内町の街の雰囲気と
の連携に共感できるコラボ先を発掘する。

おさかなリゾート「和歌山加太」～魅力アップ・元気アップ作戦～ （和歌山県和歌山市加太）

観光地ビジネス創出の総合支援事業

事業概要
○ 漁業を活かした観光拠点施設『おさかな創庫』を拠点に、加太の魚、漁法を活かしたツアー旅行プログラムを研究・開発し、
観光客誘致に取り組む。また、『おさかな創庫』を中心に、加太ならではの土産品の開発販売、観光客と地域住民が触れ合
えるようなイベントを開催することで、地域雇用を促進・拡大し、更に観光地としての魅力のアップに繋げていく。
○ 天候に左右されない魅力のある観光地としての加太中心ツアーを新しい観光客誘致の軸とし、安定した誘客を目指す。

事業全体イメージ

観光地ビジネスの進捗状況

○「おさかな創庫」を活用しての地産地消
お魚創庫の活用
地元の語り部に
よる解説の
クルーズツアー
等の実施

自分で選んだ魚を観光
している間にお好みの
料理方法で調理

募集型旅行への集客を図るために必要な旅行業法上の資格の
取得や観光圏の指定を受けることなども視野に入れて活動

モニターツアーの概要
◇ツアー名：和歌山・加太のお魚を食べるツアー
◇ツアーのポイント
○加太鮮魚センターで、浜値（仲買さんが買い付ける
価格）で生きてる魚を選んでのお買い物
○購入後プロが「活け〆」、旅館の料理人がお好みに調理
○加太の街を語り部と散策可能

→倉庫を観光拠点とすることで加太ならではの
土産品販売を促進。魚を買い付け、旅館等で
調理するモニターツアーを実施、好評を得た。
→独自の名物開発と生産体制の構築への取り組
みで一定の成果を達成。更なる開発実行中。

○ツアー旅行プログラムの研究・開発
→モニターツアーや留学生向けの見学会を実現。
継続・発展に向けての取り組みを行う。
→新たな販売チャンネルへ働きかけられる地元宿
泊施設と着地型旅行商品のセット商品を作成。

○加太の知名度アップによる集客促進
→加太観光協会のウェブサイト充実により、加
太活性化協議会での議論発展形にてまちづく
り会社を設立準備を行っている。
→観光協会とまちづくり会社の関係を整理し、
着地型ツアー販売につながるウェブを構築。

伝統が息づく筏流しとじゃばらを活用した北山村自主財源創出プロジェクト（和歌山県北山村）

観光地ビジネス創出の総合支援事業

事業概要
○筏師の村「北山村」で、「筏流し」を中心として未商品化の地域の宝を融合した旅行商品を造成。併せて文化・自然・味覚のＰ
Ｒ活動を行ない、地域の魅力や商品知名度アップに加え、当地の特産果実じゃばら商品の拡販を目指す。
○旅行会社の団体営業や商品造成担当者を現地に招き、現地研修の実施等連携を構築。商品造成から販売までのストー
リーづくりを目指す。また、ガイド等の地域人財の発掘も進んでおり、観光地ビジネスの継続拡大を進める。

事業全体イメージ
北山村だけに自生していた柑橘系果実
「じゃばら」花粉症抑制効果も

観光地ビジネスの進捗状況
ラフティング

○旅行者への販売チャンスを逃さず、
特産品開発/販売で地域経済を活性化
→メインコンテンツ以外の観光資源と商品収益
源（じゃばら商品等）を開発、売店等での購
入機会を増加させた。

○現地研修及び定番的な旅行商品造成
筏師による
郷土料理の提供

筏師の道ウォーク

観光筏下り

ジェット船

筏流しと筏師の道を活用した「ウォーキング」をテーマにした客層の開発

モニターツアーの概要
◇ツアー名：第２回北山村モニターツアー
◇ツアーのポイント
○日本で唯一の「飛び地」、北山村の歴史を学んで体験してもらうツアー
○600年の伝統を誇る筏流し乗船、瀞峡小舟遊覧、郷土料理などの文化体験
○夜空に煌めく満点の星空など自然を満喫、その後はおくとろ温泉でゆっくり
○じゃばら収穫体験

→旅行会社の団体営業マンや商品造成担当者を
現地に招いた現地研修会を実行。認知度向上
に向けての活動を行っている。
→定番的旅行商品造成とリピーターの獲得を目
指した新コンテンツに取り組み、観光地とし
ての受け皿の拡大を行った。

○地域のガイド役の育成
→「ウォーキング」をテーマにした顧客層の開
発、熟年層を中心に顧客を獲得。
→地域の人がガイド役を行うなど地域の人的資
源の再発見を行った。

神戸発・日本初“イルカたちと過ごす感動の二日間”

（兵庫県神戸市須磨区）

観光地ビジネス創出の総合支援事業

事業概要
○観光資源としてのイルカ（都市地域における海域飼育）が大きな話題性により、地域から大きな支持を得ている。このコンテ
ンツを中心に観光事業として地域の素材を集約し、継続的集客を図る。
○地域資源の特性を考慮した着地型観光商品（ご当地ツアー）を企画・造成し販売。また、SDC来訪者向けの新たな地域特産
品の開発や、商店街・飲食店等との連携による、ロイヤリティ収受の仕組みを構築。安定した自主財源の確保・増加を目指す。

事業全体イメージ

観光地ビジネスの進捗状況
強い魅力
稀少性

自然海域で
イルカを飼育する
プロジェクト
Suma Dolphin Coast
Project （SDC）

体験
の充実

食
の充実

イルカふれあい体験
プログラムの拡充
着地型観光商品として、
ご当地アーの企画
SDC来訪者向け飲食
サービスの企画・開発

観光協会の
財源確保
須磨地域の
活性化

泊
の充実

買
の充実

情報
の充実

「えらべる宿」宿泊
パッケージの造成
SDC来訪者向け地域
特産品の企画・開発

消費行動の
促進
環境保全/教育
の推進

イルカ飼育環境
の向上
ご当地ｷｬﾗを活用した、
子供向け観光MAP

モニターツアーの概要
◇ツアー名：イルカたちと出逢う感動の親子旅
◇ツアーのポイント
泊
「えらべる宿」宿泊
イルカふれあい体験
体験
○市街地のすぐそこでイルカとともに遊べる
の充実 パッケージの造成
の充実 プログラムの拡充
○須磨ドルフィンコーストでイルカと海でのふれあいを体験
着地型観光商品として、
ご当地アーの企画
○イルカライブ観覧の後、普段は入れない水中指令室でのレクチャー
○海の学べる手ぬぐい、ピンバッチ、お土産もプレゼント

○オリジナル商品（土産品）の企画制作
→オリジナル商品（土産品）を複数企画制作し、
須磨観光協会会員施設（宿泊施設、観光施設
等）で販売を実施。
→一部商品にはロイヤリティを設定、着地型観
光の財源確保に寄与する仕組みを構築した。

○ イルカふれあい体験プログラム
（エサやり体験等）
→イルカふれあい体験プログラム（エサやり体
験等）を新たに拡充した。ご当地ツアー（５
コース程度）の企画、また、飲食サービスや
地域特産品の企画・開発に取り組み、情報発
信、販売可能な特産品開発を行った。

○須磨海岸エリアからの回遊性の向上
→次シーズン（夏期：７～８月）の地域全体と
しての観光客数の底上げ、消費行動の促進へ
の取り組みの準備ができた。

「住まうように旅する」リフレッシュ、リチャージ鳥取スタイルエコツーリズム進化への挑戦
（大山町、伯耆町、伯耆町、江府町、米子市、境港市）

観光地ビジネス創出の総合支援事業

事業概要
○ 一般社団法人大山観光局が実施主体となり、鳥取県西部を中心に広域観光推進組織の牽引役として、滞在型ツアー“住まうように旅する”をコ
ンセプトに魅力的なツアーを造成。首都圏からの誘客を目指して、着地型観光のコンテンツ開発から流通までつなげた。
○ また、研修会を開催し、新たな地域のお土産を15商品開発。旅行業・物販・受託販売手数料の３つを大きな収入源とし、自主財源の拡大と経済
活性化による地域の魅力増進、ひいては定住促進にまで繋げていく。

事業全体イメージ
スポーツツーリズム

エコツーリズム

観光地ビジネスの進捗状況
食ツーリズム

○首都圏からの魅力あるツアー造成拡大
→目利きの活動や商談会を通じて首都圏発の旅
行商品の造成を大手旅行会社へ働きかけ、
ANAセールスとモンベルの共同企画によるツ
アー販売を実現。

雄大な自然環境が集積
したフィールドを活用

自然・歴史・文化をコンテンツ
とした体験型プログラム造成

国内有数の「天然水」処での
新しい旅行スタイルを実現

エコツーリズムを基軸とし、スポーツ・食を織り交ぜながら、新たな「鳥取ツーリズム」を形成

モニターツアーの概要
◇ツアー名：とっとり花回廊イルミネーション
◇ツアーのポイント
○全長１ｋｍに渡る展望回廊の100万球のイルミネーション見学
○花と光のコラボレーションと200発の花火を楽しみます
○蒜山高原センターでのお買い物も楽しめます

○大山が舞台の新たな人気土産品開発
→本事業の連携先の４つの事業者が新土産品の
ビジネス化のためのワークショップを牽引。
→関係者対象のお土産物開発の研修会を開催。
「大山町おいしいもん」15商品が完成した。

○ＪＴＢの着地型旅行決済システムを利用
→公式ポータルサイト「神々のふるさと山陰」
とＪＴＢの着地型旅行決済システムをリンク
させ、旅マエ、旅ナカの現地体験観光需要を
間接的に取り込む仕組みを構築中。現在最終
調整段階。H27年度中にリリース予定。

「出雲の地、まつえ縁の旅」

観光地ビジネス創出の総合支援事業

（島根県松江市）

事業概要
○ 「雨」というネガティブなイメージを、松江の女子高生の発想から生まれた 「縁雫（えにしずく）」というコンセプトでポジティブ
に転化。ご縁を巡るまち歩き、身体に優しい味覚、日本最古の美肌温泉「玉造温泉」を楽しめる女性限定ツアーを造成。
○ 松江観光協会が初の着地型観光商品を造成。地域を巻き込み、参加者からの反響も大きかったため、今後継続してター
ゲットを絞り込んだユニークな商品開発、関連商品の開発／販売を拡大していく。

事業全体イメージ

観光地ビジネスの進捗状況

「 縁結びの地、水 の 都 」 松 江
「官民協働した魅力ある
観光地の再建・強化事業」
開発コンテンツ

「雨粒御伝」

美容

雨粒御伝巡り～ツキノシズクを巡る旅

エステ

松江の雨は心をリセットし、ステキな縁を
運ぶ雨「縁雫」とし、雨をポジティブな
価値に転化

温泉

「縁雫」商品

磨 き 上 げ

「縁切り」

関連商品

絵馬販売
約1,200枚
縁雫ハガキ 約2,400枚

関連商品の展開

「雨の多いまち」という、ネガティブ要素をプラス要素に捉える
『縁雫（えにしずく）』をコンセプトとしたツアー開発

モニターツアーの概要
◇ツアー名：美と幸せを運ぶ「松江ご縁の旅」
◇ツアーのポイント
○美と食とご縁を、体感できる女性限定ツアー
○雨粒御伝めぐり～8体のしあわせ運ぶモニュメント巡り
○八重垣神社～鏡の池で恋占い
○玉造温泉～有名旅館にて美肌日本一を感じる入浴タイム 等

○第３種旅行業免許を活用した商品造成
→保有していた旅行業の資格を活かし、
「縁の旅」「縁雫」というユニークなコンセ
プトで、ターゲットを絞った旅行商品を開発。
対前年比を大幅に上回る集客数・収入を得た。

○「ツキノシズクを巡る旅」ＰＲの成功
→市内各ホテルへの営業強化、マスコミへの
ニュースリリース強化、旅行会社への営業強
化行い、集客効果を得た。収益ベースである
300名以上の数値目標を設定し、来年度以降
よりＰＲを強化。

○「縁雫」を核に事業拡大を継続
→モニュメント、イラストストーリーブック
（発行／松江観光協会）や、パワーストーン
を使った新たな収益グッズ製作を関連団体と
進めており、近日完成予定。

まちのいいね！をかたちにする世羅高原観光まちづくりラボラトリー事業（広島県世羅町とその周辺地域）

観光地ビジネス創出の総合支援事業

事業概要
○ カメラ撮影に適した観光資源の多い世羅高原で、カメラ女子をターゲットに、専門家の随行により商品価値を高めた「カメラ
女子旅」を展開。サービス・商品のブラッシュアップ・新商品開発には地域人財による「まちコンシェルジュ」が活躍。人材確
保とネットワークづくりも併せて実施した。
○ 企業とのコラボレーション等、カメラ業界を巻き込み「写真」を核とした六次産業化を推進していく。

事業全体イメージ

世羅高原

○旅行業免許を持つ地元バス会社と連携

高原の気候をいかした
農園、果樹園など
豊かな自然観光資源

既存の観光資源を活用し、地域の魅力を写真をテーマに女性目線で再発見
・インターネットでのシェア、口
コミを誘発しやすい「写真」を
活用した旅行者自身による
情報発信
・SNSを活用することで旅の後
も参加者とつながる仕組み
づくり→リピータへ

観光地ビジネスの進捗状況

→ツアーの販売、交通手配は地元企業が行い、
企画費を収受するスキームを構築。

○本取組をきっかけにビジネスが拡大
キャメラびととめぐる

カメラ女子旅
「写真」を核とした事業が拡大中

モニターツアーの概要
◇ツアー名：キャメラびととめぐるカメラ女子旅 in世羅高原
◇ツアーのポイント
○人気写真家ユニット「キャメラびと」によるワークショップ/参加者の写真講評
○ 100万本のひまわり畑/風物詩・夜の梨畑で防蛾灯風景/田園風景 撮影
○野菜収穫体験と、採れたて野菜の食体験
○地元コンシェルジュによる観光資源の紹介

→写真撮影やパンフレット製作、企画運営、撮
影会講師等の業務委託が発生、拡大進行中。

○企業とのコラボレーションの可能性
→本取組みに端を発し、フィルムメーカー主催
の写真撮影会とのコラボツアーの企画が進行
（検討中）。

○地域の参画者を拡大し商品造成を計画
→世羅町内の「世羅高原６次産業ネットワー
ク」（72団体が加入）における着地型ツアー
造成を計画。

幸せますのまち防府 ”大河ドラマの世界観” 発見ツアー

（山口県防府市）

観光地ビジネス創出の総合支援事業

事業概要
○ 「笑う」「願う」「歩く」「食す」といった「幸せます」(防府の地域ブランド)を磨き上げ、トレンドである2015大河ドラマ「花燃ゆ」ゆ
かりの地をレンタサイクルでめぐるツアーを造成。想定以上の集客となり、次年度以降の着地型商品展開の礎となった。
○ （一社）防府市観光協会が主体となり、 「幸せます」を旗印に商工会議所や地域団体・飲食店、市等の地域が一体となって、
地域アイデンティティの確立を促進するとともに、ツアーを含めた「幸せます」関連商品の販売拡大を推進する。

事業全体イメージ

観光地ビジネスの進捗状況

幸せますのまち防府 “大河ドラマの世界観”発見ツアー開発

トレンド
「お笑い体操」体験
「お笑い三笑」体験

2015大河ドラマ
「花燃ゆ」

笑う

願う

歩く
食す

明治維新関連の
観光資源のブラッ
シュアップ

食の強化

ストーリー性
ストーリー性のある周遊
モデルルートを、ソフトと
ハードの面から磨き上げ

おもてなしの心

『幸せます』のまち防府」
を観光客に印象づけるた
鱧料理のお弁当の め、「おもてなし」の心を
勉強会や、「食」の 醸成することを目的とし
た講習会を開催。
磨き上げWS

モニターツアーの概要
◇ツアー名：レンタサイクルで幸せます「志士闊歩の地 防府」
楫取夫妻 ゆかりの地めぐり
◇ツアーのポイント
○2015大河ドラマ 「花燃ゆ」ゆかりの地を訪れる
○レンタサイクルで、交通網が届いていない名所も見学
○おもてなし新メニュー楫取夫妻の好物「玉子かけ」

○集客力の高い魅力あるツアーを開発
→モニターツアー（散策、サイクリング）では
定員を上回る申し込みがあり、次年度以降
着地型商品を展開する上での礎となった。

○地域ブランドを核に事業展開
→地域ブランド「幸せます」を中心に、
ツアー開発や地域の連携体制構築づくり、
商品販売等のビジネス展開を実施。

○ユーザビリティの向上施策の検討
→多くの旅行者に防府市の事を知ってもらい、
訪問してもらうにはワンストップで観光・
イベント情報、着地商品申込み、特産品販売
等を行える機能が必要。この機能として、
「幸せます観光まちづくりプラットフォーム
（仮称）」の設置を検討。

観光地ビジネス創出の総合支援事業

忽那諸島のしまみがきと瀬戸内海テーマクルーズ（愛媛県・広島県）

事業概要
○ 瀬戸内海が持つ、食・歴史・景観等の観光資源を周遊できる、これまでにない「テーマ型広域周遊クルーズ商品」の開発。
○ 広島県内と愛媛県内の自治体と交通事業者、旅行会社によるコンソーシアム、瀬戸内・松山ツーリズム推進会議が主体と
なることで、地域や交通の壁を越えた、商品力の強い事業を拡大していく。

事業全体イメージ

観光地ビジネスの進捗状況

テーマ型広域周遊クルーズ商品「瀬戸内」の開発
あの時の「瀬戸内・大和」クルーズ

パワースポットクルーズ
神の島

宮 島

大山祇神社
巨大ｸｽﾉｷ

瀬戸内の
多島美
「海の道」

陸奥記念館

大和
ミュージアム

食・歴史・景観等の
地域資源を凝縮

広域の官民が連携し、テーマ性のある広域的なクルーズ商品を開発し、
市場が望む完成度の高い商品化を図る

モニターツアーの概要
◇ツアー名：瀬戸内海テーマクルーズ
（パワースポットクルーズ／あの時の「瀬戸内・大和」クルーズ）
◇ツアーのポイント
○クルーズ船銀河での瀬戸内海周遊旅行
○テーマを設定したツアー構成（宮島等パワースポット／大和や戦艦「陸奥」の足跡巡り）
○瀬戸内の食材をふんだんに使ったランチメニュー

○産官による広域連携で新たな旅の価値
の創造
→テーマ性を持ちながら瀬戸内の複数県にまた
がる観光資源を周遊できる、テーマ型クルー
ズ商品や、定期航路としまなみ海道などの陸
路を組み合わせた商品など、瀬戸内海に新た
な旅の価値を創造した。

○特産品の新たな販路を創出
→定期航路船内でしまの柑橘などの物販販売を
開始することで、新たなビジネスを創出。
Ｈ27.5から船内で「みかんうどん」の実食
販売も決定。

○顧客満足度向上の取組
→テーマクルーズ事業における顧客満足度の
向上のために、テーマ解説者=マリンガイド
の育成・養成を計画。

「ベースボール国際交流ツーリズムを創造する」
～夢追い人国際交流・応援プロジェクトwith越知町～

（高知県高岡郡越知町）

観光地ビジネス創出の総合支援事業

事業概要
○ 高知ファイティングドッグス球団の外国人選手・練習生を軸として、様々な国際文化交流を図ることで波及効果をもたらし、
新しいベースボールツーリズムの確立・普及を推進する。
○ 国内外の外国人、ならびにスポーツに興味のある層へターゲットを絞り、鋭角な商品開発/プロモーションを実施。約５割と
いう高い自主財源率を達成した。来年度以降も継続して事業の磨き上げ、収益の拡大を目指す。

事業全体イメージ
ターゲットの発掘
球団外国人選手・練習生
の出身各国・各都市の日
本内外のコミュニティ、及
び国内ファン

７か国

対象：世界

西アフリカ・ブルキナファソ、ドミニカ共和国、
中国、スペイン、フランス、ブラジル、アメリカ

外国人選手応援・交流／
文化交流
交流・応援ツアー
・スポーツ交流
・球団オリジナルの田畑で農作業
等

文化交流イベント

観光地ビジネスの進捗状況
外国人選手の観光特使化
応援、交流により「高知」へ
の郷土愛を醸成。野球を通
して出身国・都市への伝道
師となり、出身国＆越知町の
観光ＰＲ特使の役割を担う。

・各国地元文化と高知県越知町
の文化の交流

○野球選手/国際交流を核とした商品開発
→野球選手との交流という話題性の高いコンテ
ンツを核に、国際交流(JICA協力)、地域資源
の活用(田舎体験、特産品販売等)による相乗
効果で魅力が創出され、集客効果と満足度の
高い商品開発を実施。

協力

JICA
プロ野球を、魅力創出とプロモーション等、多角的に活用し商品開発

モニターツアーの概要
◇ツアー名：高知ファイティングドッグスの世界と手をつなごうモニターツアー
◇ツアーのポイント
○プロ野球選手との交流
○国際文化交流体験
○元青年海外協力隊員による派遣国紹介
○越知町地元食材を用いた、世界の料理作り体験
○JAL空の教室・紙飛行機大会

○観光物産館おち駅 利用客４０万人突破
→本事業、また勉強会、シンポジウムなどで県
内外への越知町のＰＲや地場産品の紹介など
の機会が増えたことも好況に寄与。広告収入
が大きく伸びた。

○話題作りで高いプロモーション効果
→球団が行う地域交流イベントや越知町ＰＲの
取組は話題性が高く、Facebookでの情報伝播
が活発に行われた。また、高知新聞やRKC高知
放送などのメディアにも多く取り上げられ、
広く取組が浸透。

福岡 恋と黄金 旅物語（観光ツアービジネスプラットフォーム）

（ 福岡県 筑前ｴﾘｱ（福岡市：志賀島地区、
当仁地区、百道浜地区）、筑後ｴﾘｱ（久留米市、
八女市、広川町））

観光地ビジネス創出の総合支援事業

事業概要
○新しいビジネスモデルの開発により、ソーシャルビジネスモデルとして、富裕層を中心ターゲットとした新しい着地型ツアーを
開発した。今後、持続可能モデルとして今後更なる集客に向け、各組織団体（旅行代理店、航空、JR等）との連携を図る。
○更なるマーケット拡大に向け、（一社）Eまちラボを中心とした全体コーディネートの下、新たに修学旅行などへの取り組みを
図り、継続的な事業モデルの構築を目指す。

事業全体イメージ
ターゲットの発掘
志賀島／百道浜地区
教育旅行 修学旅行生
当仁地区
歴史・大河ドラマファン

Webマーケティング/
募集ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ構築
ツアー募集WEBを開発
観光情報を集約、効率化
予約機能で、ビジネス性
を向上

筑後エリア
エグゼクティブ

観光地ビジネスの進捗状況
観光商品開発

域内移動モデル開発

伝統芸能や工芸を活用
し、新たな価値を付加し
た商品開発

地域間交通の隙間を埋
めるため、コミュニティ
サイクル（シーサイドバ
イク）、市営渡船 等を
活用

レンタサイクルを活用し
た商品等

○志賀海神社：奉納舞薪能イベント実施
→スポンサー協賛やチケット収入をもって、
数百万円の自立自走化。
・魅力ある集客コンテンツで持続可能モデルづくり

○早良区：スポーツフェスタ
→3,000人以上の集客を対象にグルメ販売
する自走ビジネスモデルを確立

課 題 各観光施設が個別ＰＲを行っており、連携不足のため、観光ルートが未発達

各地域・観光施設で構築されたブランディングとマーケティング戦略の連携を図り、
付加価値を効果的に組み合わせた、事業継続可能なビジネスモデルを確立

モニターツアーの概要
◇ツアー名：志賀海神社綿津見の神に捧げる「宵待之翁」薪能鑑賞
＆太宰府糸島歴史府ガイドツアー
◇ツアーのポイント
○ 博多港から、博多湾クルージングにて七夕の糸島へ
○ 舞の原点と称される「鞨鼓の舞」が伝えられる志賀海神社へ
○ 「ひとり翁」を伝える能楽師片山氏による「宵待之翁」を鑑賞後、黄檗賣茶流家元
中澤弘幸氏によるトークショー

・行政と地域住民諸団体連携イベントにおける
グルメ部門の引き受けを行った

○久留米地区：新ビジネスモデルの構築
→各参加組織や個人の結束力によりエグゼク
ティブ観光客をターゲットとした収益力の
高いツアー商品を開発した。

○修学旅行パッケージモデルの開発
→ランドオペレータとして2,500人を超える
集客と年間３百万円以上を売上げ。

世界遺産候補 長崎の教会群を訪れる“祈りと学びの旅”

（長崎県・長崎市・佐世保市・平戸市・五島市・
南島原市・新上五島町・小値賀町）

観光地ビジネス創出の総合支援事業

事業概要
○ 世界遺産候補「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」の中でも、離島にありなかなか行きづらい教会群を一気に巡る、長崎
におけるキリスト教の歴史を紐解く商品を開発。小値賀島・五島列島の観光・グルメも併せることで、商品の魅力強化。
○ 世界遺産登録後における一般観光客の急増を見据え、受入体制の整備と、世界遺産登録が地域への経済効果を生み出
す仕組みを構築。ツアーの高い潜在需要を確認し、来年度には本格的な商品化に臨む。

事業全体イメージ
「長崎の教会群」が
世界遺産候補へ
H28年6月登録予定
観光客増加の見通し

点在する教会群
アクセスと地域の
受入体制等の整備
が必要
経済波及効果を
生み出す仕組みの
必要性

観光地ビジネスの進捗状況
世界遺産候補 長崎の教会群を訪れる
"祈りと学びの旅"
長崎巡礼センター及び長崎県のコーディネートで
経済波及効果を生み出す組みを構築
教会群を巡る着地型商品
観光と信仰の調整
当地ならではの食

○商品開発、体制構築のためのWS開催
→事業参画各市町で、ワークショップを開催。
・無人島への入島ルール作り(環境協力税導入の検討)
・おもてなしとガイド、ガイド連携ビジネス
・漁師の島らしい食の提供

信徒との交流ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
地元ガイド活用
Web販売

行きづらさを逆手に取り、ツアー化することで商品の差別化を図る

モニターツアーの概要
◇ツアー名：世界遺産候補を巡る小値賀島・五島列島7島縦断の旅 2日間
◇ツアーのポイント
○世界遺産候補である長崎の教会群の内、特に離島にある教会を訪ねる
○普段、個人では行きづらい「旧野首教会」、「江上天主堂」、「旧五輪教会堂」
○海上タクシー等の船に乗り、離島を地元ガイドと巡る
○島の信徒さんのお話を聞ける“交流プログラム”
○名所見学や新鮮な海の幸など、小値賀島・五島列島の観光・グルメも満喫

○地元食材を活用した「食」の開発
→五島市奈留島における地元の産品を活用した
料理開発が決定。名称は「奈留魚御膳(刺身
付き)」提供価格は1,500円

○「五島列島キリシタンクルーズ」販売開始
→昨年度事業で計画した「五島列島キリシタン
クルーズ」の販売が実現。長崎の離島教会群
の周知・誘客へ効果が上がり継続実施が決定。
(H27は、４月～10月の土日祝に定期催行）

「味力全開！さいき結旅」推進体制確立プロジェクト（大分県佐伯市） 観光地ビジネス創出の総合支援事業

事業概要
○ 美と健康を求める「女性」をターゲットとし、「佐伯の塩」をテーマに地元の観光資源を組み合わせた着地型ツアーを展開。
○ （一社）佐伯市観光協会が中心となり、ツアー商品の企画・造成・販売を一気通貫で行えるよう、継続的なビジネスモデル
の構築を図ることにより、行政からの補助金に依存しない自主財源の拡充を目指す。

事業全体イメージ
関係団体

ガイド

商 店

行 政

観光地ビジネスの進捗状況
医 療

メディア

目利き

地域コンサル 旅行会社

○自ら「地域限定旅行業」の登録を実施
4つの製塩所
・自然に寄り添う塩づくりの現場
・暮らしの中の塩との付き合い
塩湯＋ヒーリングエステ
・心と身体の癒し
・温浴とエステによる体質改善

佐伯寿司
・塩で味わう佐伯寿司
・女性用ハーフカットの佐伯寿司

「塩」

をキーワードとした旅の造成

塩糀料理
・アンチエイジング
・代謝アップ

モニターツアーの概要
◇ツアー名：手塩にかけた佐伯の旅
◇ツアーのポイント
○製塩現場の見学
○地元の食材をたっぷり使った食事提供
○地元の郷土料理家などからの講和
○佐伯の塩で塩湯体験

癒しの自然林で美ウォーク体験
・自然の癒し力
・医療と連動したウィーキング
・疲労回復に塩の力

→H27.3に登録済み。実績を積み上げた上で、
今後は「第三種旅行業」登録も視野に活動。

○ツアー改良の検討体制の整備
→H26.8に「さいき結旅」プログラムツアー
造成会議を設立。ツアー内容の改良に向け
た検討体制として位置づけ。

○H27.4新設予定の直営店舗で販売
する商品の販路開拓
→北九州市にて試験販売を実施済。集計した
売れ筋商品等のデータ分析を行った上で、
継続販売に向けた仕組みや体制の構築を
検討中。

東九州自動車道の開通を契機とした ひむかの「神話物語」
､「伝統文化」をむすぶ旅 （宮崎県延岡市、門川町、日向市）

観光地ビジネス創出の総合支援事業

事業概要
○ 観光のメインコンテンツ「古代ロマンの地」に、魅力的な観光素材である伝統文化とひむかの「食」を加え、相乗効果で価値
を高めた観光商品を開発。伝統文化を体験できる「日向ひょっとこ夏祭り」や「延岡城山神楽祭り」等の祭りにあわせツアー
を実施し、地域の実行委員会や関係団体との協力体制のもと、ツアーを企画、実施。
○ 東九州自動車道の開通に向け、更なる観光地ビジネス体制の構築、新たな観光素材の掘り起しに取り組んでいく。

事業全体イメージ
神話/名所

観光地ビジネスの進捗状況
伝統文化

○プレミアム感を大事にしたツアー開発

食

→開発するツアーが特別なものというイメージ
を参加者に与える事を重要視。伝統文化を楽
しむための特別観覧席や地元の人々の協力に
よる特別な夕食企画などで収益に繋げた。
神武天皇お舟出の地

日向ひょっとこ夏祭り

絶景クルスの海 神話が息づく島々

延岡城山神楽祭り

歴史文化、パワー、
スピリチュアル体験

神話/祭りで
伝統文化体験

地元漁師料理浜焼きBBQ
鮎やなで鮎づくし

カキ小屋

地域が開発した
宮崎の食体験

モニターツアーの概要
◇ツアー名：延岡・城山神楽祭りと日向海道新発見
◇ツアーのポイント
○延岡・城山神楽まつり（特別桟敷席にて神楽鑑賞）
○宮崎の食を堪能（鮎やなで鮎づくし料理の夕食、カキ小屋で焼きカキの昼食）
○神話の場所、高千穂（真名井の滝など散策）等、神秘と自然を満喫
○島野浦島（しまのうらしま）を貸切クルージング

○地元住民の受入れ意識の高まり
→モニターツアーで、地元漁師料理浜焼きバー
ベキュー夕食交流を実施。町づくり協議会の
郷土料理おもてなし部会のお接待料理が好評
であった事から、今後の新たな活性化が期待。

○旅行会社による商品化や商談が増大
→ひょっとこ夏祭りの特別桟敷席ツアーへの反
応が良く、H27に新たな形で旅行会社が商品
設定。また、紫陽花鑑賞や新たな伝統行事体
験を踏まえた新企画で商品化や商談が進行中。

いぶすきの輝き再発見＆深発見！

（鹿児島県指宿市全域
及び周辺地域）
いぶすき海洋浴｢きら★旅｣体験で、日本人も外国人も女子力アップの旅づくり

観光地ビジネス創出の総合支援事業

事業概要
○ “美容”“健康”“癒し”の要素を有する資源から「指宿海洋浴」を開発。特に都会に住む女性をターゲットとして心の健康の
改善に重きを置いて、指宿で体験できる様々なプログラムを企画開発。
○ 。

事業全体イメージ

観光地ビジネスの進捗状況

「いぶすき海洋浴」を構成する３要素

１.「指宿タラソテラピー」 ２.海洋フィットネス
・健康効果、癒し効果、美容効果
は、鹿児島大学医学部等の専
門機関による調査・研究の結果
で証明済みの「天然砂むし温泉」
・「美人湯」として知られる指宿温泉
の塩湯

朝フラ、ビーチバレー、
ノルディックウォーキング、
ビーチヨガなど、心地よい
潮風に吹かれながらの
フィットネス

３. 癒しとレジャー
「日本のモンサンミッシェル」
と呼ばれ、再びこつ然と出現、
「流されても流されてもつなが
る島」として、「縁結び」「絆」の
象徴として認知されつつある
「知林ヶ島」の散策

モニターツアーの概要
◇ツアー名：美旅指宿～ひと息つきに、旅にでませんか～
◇ツアーのポイント
○“東洋のハワイ”指宿で過ごす、特別な２日間。（女性限定ツアー）
○砂むし温泉と海水パック体験
○東洋のハワイをイメージできる朝フラダンス体験
○指宿の貝殻や花を使った、レジン小物づくり
○芝生の上でお月見ストレッチ
○地元野菜の詰め放題等

○第３種旅行業を活用したツアー販売
→観光協会が体験プログラムの予約窓口や商品
の告知を行うことで、手数料をもらう体制を
つくり、旅行業免許を活用してツアーを実施。
（本年度４件45名）

○「きら★旅」プログラムの拡充と新規開発
→既存の16プログラムに加え、新規14プログラ
ムを開発。既存商品には付加価値を付け、内
容変更等磨き上げ。新規は女性や子どもを
ターゲットとした目新しいものが多く充実し
た開発となった。

○「いぶすき極上体験プログラム」の造成
→チケット制でお得に体験できる商品。指宿な
らではの商品がラインナップ。手数料16％。

○交通事業者、旅行会社と連携した販売強化
→複数社と連携し、集客に繋げることができた。

世界自然遺産登録の風を掴め！観光地域づくりでシマ（集落）をおこす！ （鹿児島県奄美市住用町）

観光地ビジネス創出の総合支援事業

事業概要
○ 奄美の魅力的な自然と独特の伝統・文化を、そこで暮らす人々との出会い・ふれあいを通して体験できるプログラムとして
商品化。他地域では味わえない満足感が得られるメニューづくりに地域住民一体となって取り組む。
○ NPO法人すみようヤムラランドが主体となり、付加価値のあるプログラム開発による持続可能な収益構造の構築を目指す。

事業全体イメージ
観光地域づくりへの
意識醸成
各シマ（集落）での説明会
目利きによる勉強会
住民向けモニターツアー

滞在型交流観光プラン
の造成と磨き上げ
各シマ（集落）での説明会
目利きによる勉強会
都市住民向けモニターツアー
旅行者向け地域産品開発

個人会員増で
増収を狙う

法人会員の参画を
促進

観光地ビジネスの進捗状況
住民ガイドの養成
ガイド養成講座の開講
目利きによるサポート支援
モニターツアーで実施検証

ツアーの品質向上
で実施件数増加

○会費による収入拡大の施策
→会費による増収の為、会員増加を目指し、
勉強会や説明会を開催。年間目標の34名
を上回る38名の増加を達成し、取組に賛
同する会員も増え、地域の機運醸成に繋
がった。

○新たな地域産品開発
６次産業化における新規ビジネスの展開

モニターツアーの概要
◇ツアー名：悪綱引き体験＆ソオ踊り見学ツアー
◇ツアーのポイント
○伝統行事体験 悪綱引き（綱を引いて悪払い・悪綱捨て体験）
○無形民俗文化財 西仲間ソオ踊りの見学・八月踊りの体験
○西仲間集落（シマ歩き）
○サン奄美（特産品販売所）

→ 「魚・パパイヤ・ひじきの佃煮」 等を試作。専
門家から、流通やブランディングについてのノ
ウハウを得る。

○受け入れ向上にむけた講座の開催
→地元を対象としたシマコンシェルジェ育
成講座（ボランティアガイド）を開催。
64名が参加し、地元受入組織の事前研修
として役立てた。また、まち歩きの専門
家を招き、ガイド育成講座も開催した。

観光地ビジネス創出の総合支援事業

田舎のおもてなしで心の贅沢を味わう旅in石垣（沖縄県石垣市）

事業概要
○ 石垣島の文化・歴史・生活と自然を活用し、豊かで伝統ある田舎暮らしをパッケージ化。都会の高額所得者をターゲットに
観光商品として展開した。
○ 石垣島田舎体験プロジェクト実行委員会が中心となり、コストバランスを大切にした事業推進で、自主財源率100％を達成。
今後、受け入れ態勢とプロモーションを強化し、更なる事業拡大を目指す。

事業全体イメージ

観光地ビジネスの進捗状況

都会に対する訴求力の高い、石垣島田舎体験ツアー
食文化

自 然

人

○仕入れコストの見直しによる、収益拡大
→仕入れコストを抑えて身近なハーブを取り
入れることで、収益に繋げた。補助金に
頼らない事業運営を目指し、自主財源のみ
での推進を実現。

医食同源の食文化
ハーブのおもてなし
地元食材による食事
泡盛利き酒
石垣牛

マングローブカヌーツアー
シュノーケリング
川平湾グラスボート
水牛車

農家民泊、農家体験
島のおじぃおばぁ
田舎のおもてなし
受け継がれてきた伝統

モニターツアーの概要
◇ツアー名：田舎のおもてなしで心の贅沢を味わう旅in石垣
◇ツアーのポイント
○石垣島にしかない、“食文化” “自然” “人”と出会えるツアー
○マングローブカヌーツアー
○地元農家との民謡交流
○農家民泊（民家にて石垣牛BBQ）
○ロードバイクにて島内一周

○地元の食材や商品を活用できる
体験プログラムの拡張
→本事業で地元の食材や産品の消費拡大に
つながる７つの体験プログラムを造成し、
展開を開始。

○農家民泊の受入品質向上の取組
→利用者目線に立った器の選択、屋外での雰囲
気のある食事機会づくり、利用者が滞在しや
すい環境構築などの観点を受け入れ民家に対
して指導するため、勉強会を実施し、農家民
泊の受入品質向上を図った。

草野球キャンプIn宮古島2014

観光地ビジネス創出の総合支援事業

（沖縄県宮古島市）

事業概要
○ プロが使用する充実した設備を備える宮古島で、プロ野球キャンプを観光資源に転化し、企業野球部等のアマ野球チーム
をターゲットとした着地型商品を造成。総合満足度100％の商品価値の高いツアーを実現した。
○ 総収入約１．２億円、自主財源率80％と目標57.1％を大きく超える、自走可能な事業モデルを構築。今後、本取組みを拡大
継続していく。

事業全体イメージ

観光地ビジネスの進捗状況

着地型商品造成・販売

オプション商品の提供

野球”が盛んな地域特性を
活用し、観光協会、協力会、
地元企業による独自性の高
い野球商品の開発

受入体制整備
人材育成及びワンストップ
窓口機能の整理
・勉強会／ワークショップ

カメラマンによる参加風景の撮影
観光オプショナルプランの提供
高い満足度
オリックス球団協力、特別メニュー開発
プロが使用する環境での練習・試合
田口壮氏の指導をまとめた
「草野球キャンプ教則DVD」の活用
オフィシャルトレーニングスタッフに
よる練習メニューのサポート

拡大する波及効果
参加者のインフルエンサー化
参加者数が、個人→チーム単位と
拡大する強い集客力

地域経済の活性

野球チームがターゲット、グループ単位の誘客で強力な集客効果

モニターツアーの概要
◇ツアー名：草野球キャンプIn宮古島2014
◇ツアーのポイント
○プロ野球OB選手や現役選手の監修によるプログラム
○プロ野球キャンプさながらの体験ツアー
○交流会&田口壮氏（元オリックス・バファローズ）トークショー
○

○本格的な野球キャンプ体験ツアー造成
→オリックス球団と元プロ野球選手の協力、並
びにプロが使用する設備の利用により、本格
的な野球キャンプ体験ができるツアーを開発。

○モニターツアー周辺の収益モデル構築
→参加費とは別に徴収可能な収益モデルとして
カメラマンによる参加風景の写真や、現地で
の観光オプショナルプランの提供などを行う
仕組みを構築し、検証が図られた。アンケー
トでは野球以外の観光ニーズも浮き彫りにな
り、ゴルフ、マリンレジャー、一般観光等の
オプショナルプランの追加を予定する。

○地元を巻き込む戦略的プロモーション
の拡大
→別目的で来島する団体旅行者、修学旅行生等
に展開を拡大予定。観光協会のみならず、地
元企業の参画を促進する。

ロングトレイルを活用した観光プラットフォームモデル創出事業 （中標津町）
（一社）なかしべつ観光協会を軸とした着地型旅行商品モデル創出に向けて

観光地ビジネス創出の総合支援事業

事業概要
○ 北根室の雄大な自然を活用したロングトレイル“北根室ランチウェイ”と、町の基幹産業である酪農を活用した独自性の高
い観光コンテンツを活用し、（一社）なかしべつ観光協会監修のもと、地元旅行会社との連携で着地型旅行商品の開発販売。
○ 観光協会による旅行業免許の早期取得を目指し、今後も商品改良、人材確保/育成、ウェブ等を活用したプロモーションを
進め、地域主導による観光ビジネスの拡大を推進する。

事業全体イメージ
独自性の高い観光コンテンツを商品化

ロングトレイル

基幹産業

酪農

“北根室ランチウェイ” ファームステイ
夏季に加え冬季も実施
様々な自然アクティビティ

乳製品の加工／製造体験
チーズ工場の活用
乳製品を用いた商品開発

観光地ビジネスの進捗状況
観光協会が主軸となる収益モデルの構築
H25より法人化した観光協会による監修の元、着
地型旅行商品を造成。観光客誘致力、滞在時間の
増加を目指す。旅行業免許の早期取得に向け、勉
強会の開催等取組中。

“北根室ランチウェイ”の付帯するインフラ整備
地元交通機関や宿泊施設、食事場所等との調整
により、来訪旅行者に対応できるインフラを整備。

人材育成
添乗員派遣会社と連携し、豊富な知識を有する
添乗員を確保。その後、アシスタントとして同行さ
せて地元ガイドを育成する。

北根室ランチウェイとは？
10年以上をかけ、地元ボランティアで整備された6コース
総延長71.4ｋｍのルート。東北海道の広大な牧草地と牧
場の中を歩くことができ、国内外からの人気を集める。

ITを活用したリアルタイムプロモーション
これまでに構築したHPやfacebookのページを用い、
オンデマンドに、リアルタイムな観光情報の発信

モニターツアーの概要
◇ツアー名：白いモアン山を歩く
◇ツアーのポイント
○モアン山周辺を巡る冬山散策
○雪上の新しいウォーキング道具
「スノーハイク」と「スノーシュー」
○360度視界が開ける北根室の雄大な景色

○観光資源としての酪農産業の活用
→基幹産業である酪農産業と連携。牧場と連携
し、通常入れないエリアをコースに取り入れ、
ツアーの付加価値を上げた。また、現在トレ
イル弁当を試作中。今後、酪農体験等の可能
性を拡大していく。

○同行ガイドの確保／育成施策
→豊富な知識を有する添乗員を手配し、地元ガ
イドをモニターツアー全３回に同行させ、人
材教育を実施。今後、山岳ガイド資格の取得
も目指し長期スパンで人材育成を継続。

○旅行会社への販売強化
→ 10月実施のスルーハイクツアーを、旅行会社が
商品化へむけ前向きに検討中。

○SNSを活用したリアルタイムプロモーション
→facedbook登録者：453人 ｲｲﾈ!：2,704ｲｲﾈ!

紀行家・菅江真澄が歩いた津軽路の四街道シリーズ

（青森市・五所川原市・つがる市・深浦町・鰺ヶ沢町・西目屋村・
板柳町・鶴田町・外ヶ浜町・今別町・蓬田村の11市町村）

観光地ビジネス創出の総合支援事業

事業概要
○津軽半島を歩いた菅江真澄が辿った11市町村内のコンテンツを発掘。プログラム開発を進め、ビジネス展開を図る。
○2016年春の北海道新幹線「奥津軽駅」の開業に向け、菅江真澄の認知度向上や情報の拡散活動を更に広げていく。
○２年後を目標に、新たに、農林漁業体験を取り入れた「農観ツーリズム」の観光プランを立ち上げ誘客促進を加速化させる。

事業全体イメージ
2016年春
北海道新幹線
「奥津軽駅」開業

農漁業
岩木川を中心とした
農水産業
歴史ある農文化

紀行家・菅江真澄が歩いた
津軽路の四街道シリーズ
「紀行家・菅江真澄」をフックに
津軽半島全体の魅力を繋ぐ
体験交流

里山・里海の魅力

モニターツアー

港町の歴史

農文化
アトラクション

津軽半島全体の
観光地域醸成
最大のチャンス

観光地ビジネスの進捗状況
地域資源
歴史と伝統
世界的な
ブランド力を
持つ白神山
津軽半島の景勝地
W
P
E
R
B

素朴な地元の和食
津軽弁 温泉

１１市町村が連携体制を構築し、価格競争力の強い商品づくりを実施

モニターツアーの概要
◇ツアー名：菅江真澄も廻った旅2 本草学を学んだ真澄の白神周辺をめぐる旅
◇ツアーのポイント
○世界遺産白神山地を堪能する（クマゲラの森など）
○菅江真澄が遺した図絵の地をめぐる
○津軽藩の歴史について、鰺ヶ沢町の学影印中田書矢氏に学ぶ
○白神自然学校にも宿泊

○価格競争力を高める工夫
→ターゲットとなる首都圏からの旅行者へ訴
求するため、低価格高品質な商品作りを実
施。移動コストを意識した業者選定、農家
民宿・簡易宿泊施設の有効活用、地元食材、
自然食材を活用する手配を行った。

○11市町村の広域連携体制構築
→今田伊貝やＷＳ、調査を通じて地元行政・
観光関係者の連携体制を構築。今後の活動
に繋げる。

○観光アプリ制作に向けコンテンツを整理
→スマフォ・カーナビで菅江真澄の立寄り箇
所を紹介するアプリ制作を計画。
菅江真澄が残した農文化の再現・アトラク
ションの開発を目指し、４街道を調査し、
図絵・景勝地・お土産・食べ物の具体的な
内容選定段階に入った。

江戸前の食文化の秘密探訪・・江戸前の食文化の解明と近傍の里海里浜、漁業の現場の訪問
（食文化×エコ＆ブルーツアー）

（東京都中央区千葉県沿岸部（主として市川市、船橋市、木更津市） ）

観光地ビジネス創出の総合支援事業

事業概要
○一見まったく異なる魅力を持つ日本橋と近傍の里海里浜が連携体制を構築。「巨大都市の生活と自然との共生。自然を慈し
み豊かにし、その恵みに感謝し楽しむ食文化」という共通点を介した観光開発に取り組み、「日本橋発・江戸前の食文化の
秘密探訪」を標語にしたエコツアーを開発。
○オリンピック・パラインピックに向け、「文化プログラム」として訪日外国人市場へターゲットを広げし、事業拡大を目指す。

事業全体イメージ

観光地ビジネスの進捗状況

「日本橋発・江戸前の食文化の秘密探訪」
江戸前

日本橋
連携

千葉県
沿岸部

自然との共生・和という
日本の文化力を活用
ストーリーをつくり、
文化を学び楽しむ、
プログラム開発

東京近傍の豊かな里海里浜と
それを守る活動や漁業の現場を知る

「東京湾型エコツアー」
夏）「簀立(すだて)と漁村文化を知る」
木更津コース
ｵﾌﾟｼｮﾝ

自然の恵みである江戸前の魚と
料理技法を知り試食する

「江戸前の食文化体験」
冬）「海苔漉き体験と東京沿岸の原風景
を見る」行徳コース

訪日外国人向け開発
日本文化の深みをツアーで
実体験し、「知的感動」を体験
・
・ヒアリング調査の実施

機運醸成
関係者/一般に広く事業を
周知
・シンポジウムの開催

ストーリーを深く伝える為、座学を開催

観光資源としての江戸前を、食・歴史・文化を一体的にしたツアー化

モニターツアーの概要
◇ツアー名：「海苔漉き体験と東京沿岸の原風景を見る」行徳コース
◇ツアーのポイント
○行徳海苔漉き体験（当日漉いたハート型海苔のお持ち帰り）
○普段立ち入れない行徳鳥獣保護区で、原風景を見る行徳緑地散策
○専門家による解説付き（１人に１台レシーバー支給）
○行徳産の生海苔と東京湾産の食材による、中華料理ランチ

○開発から販売までの体制整備
→旅行会社とツアーを実施する地域との連携
体制を構築。拡大販売の基盤ができた。

○「東京湾大感謝祭2014」でシンポジウ
ムを開催
→多くの東京湾関係者や東京湾に興味・関心
がある一般の方々へ、東京湾を観光資源と
した新たな旅行商品づくりの機運を醸成。

○訪日外国人向け市場開拓
→２０２０年のオリンピック・パラリンピッ
クの「文化プログラム」の一つの目玉とな
る可能性を持つため、外国人のニーズを把握。
・外国人参加者へのヒアリング調査を実施
・外国人向けＰＲツールの作成を計画

