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全 体 73.4 72.7 59.7 47.5 47.1 46.8 42.5 41.7 39.0 36.6 35.5 28.8 26.0 22.0 0.3
中国(北京、上
海) 67.5 79.9 44.4 26.6 23.1 40.8 57.4 50.9 50.9 46.7 45.6 24.9 18.3 29.0 0.6
香港 61.9 75.6 39.8 26.7 35.2 29.5 44.3 63.6 23.9 41.5 56.8 35.8 11.4 30.7 0.6
韓国 58.7 86.6 46.5 10.5 45.3 25.0 29.1 55.8 40.7 21.5 14.0 12.2 4.7 16.3 0.0
台湾 73.5 68.1 43.8 34.6 45.9 43.2 49.7 60.5 36.8 54.6 45.9 23.2 14.6 33.5 0.0
シンガポール 74.9 76.6 69.7 42.3 48.0 36.6 39.4 62.9 35.4 33.7 48.0 34.3 34.3 26.3 0.0
マレーシア 80.6 81.7 57.0 29.0 54.8 48.4 37.6 52.7 31.2 37.6 29.0 44.6 34.9 26.3 0.0
タイ 73.0 72.5 60.3 37.0 48.1 27.0 50.8 57.7 34.4 27.0 36.0 30.2 25.4 29.6 0.0
インドネシア 78.6 67.2 62.0 27.1 56.3 58.9 56.8 52.6 31.8 44.8 47.4 30.2 16.7 26.0 0.5
ベトナム 49.5 83.5 53.1 53.6 57.2 49.0 54.6 33.5 62.4 36.1 44.8 29.9 17.0 43.8 0.0
オーストラリア 71.3 75.0 73.1 62.5 61.3 52.5 41.3 27.5 46.3 24.4 38.1 25.6 33.8 21.9 0.0
アメリカ 62.5 65.4 61.0 51.5 61.0 48.5 30.9 32.4 39.0 26.5 33.1 24.3 23.5 13.2 0.0
イギリス 65.5 66.2 73.8 57.9 40.0 49.0 24.8 24.8 37.2 20.0 35.9 17.9 31.0 8.3 0.0
フランス 77.0 46.6 62.2 45.9 32.4 43.9 22.3 14.2 22.3 35.8 33.8 28.4 29.7 6.8 2.0
ドイツ 81.1 70.5 56.6 66.4 23.8 41.0 31.1 18.9 38.5 30.3 40.2 27.0 32.8 11.5 0.0

●米国計 ｎ=120

順位 観光資源名 カテゴリ名
体験意欲

(%)

1位 喜多方ラーメン グルメ／郷土料理 60.0

2位 草津（湯畑） 温泉 53.3

3位 上越寿司 グルメ／郷土料理 52.5

3位 長岡まつり大花火大会 祭り・イベント 52.5

3位 日立さくら祭り 祭り・イベント 52.5

6位 いちごの里 グルメ／郷土料理 51.7

6位 鶴ヶ城 歴史的観光資源 51.7

8位 大洗アクアワールド 施設・テーマパーク 49.2

9位
日本一の米魚沼産コシヒカリ

（新潟の幸と日本一ごはん）
グルメ／郷土料理 48.3

9位 つくばサイエンスツアー 施設・テーマパーク 48.3

11位 蔵造りの町並み 歴史的観光資源 47.5

【広域観光周遊ルート名】モデルコース名（１）
【対象市場】
最重点市場：米国
重点市場：イギリス、フランス、豪州
その他市場：東ｱｼﾞｱ

【コンセプト】
自然大回廊（日本海）コースは、冬は厳しい自然であるが故にそれに伴う豊か
な食文化等を体験でき、太平洋側と異なる豊かさを感じられる地域です。厳しい
自然をくぐり抜けた、豊かな食材等を満喫していただける旅です。

【対象市場の設定理由】

【モデルコース名】自然大回廊（日本海）コース

［重点市場：イギリス、フランス、豪州］
• イギリス、フランス、豪州等は自然について人気が高く、スノーモンキー等の自然を
主要に、他にスキーなどのアクティビティなど楽しめる事をPRすることにより、周遊
、宿泊の増加が大きく期待できる。

• また、自然、郷土料理等に関心が高い傾向があるため、佐渡金銀山やかまくら村
等の観光資源を訴求する。

［最重点市場：米国］
• 米国は日本の食に関心が高く、また、冬のコンテンツであるスノーモンキーなどの
• 「自然・景勝地・自然公園」が米国からの指向が強い。
• 米国では、他の市場と比較して広域関東エリアの認知が比較的十分でないため、
• 「空港から近い」イメージを強化しつつ、自然が生み出す豊かな日本食等の体験を
していただき、地域へのリピーターにつなげる。

• JNTOの訪日プロモーション方針に沿って富裕層・中間所得層をターゲットとする。

広域関東周遊ルート【東京圏大回廊～Around Tokyo~】自然大回廊（日本海）コース

【コンセプトを体現する主たる観光資源】

N=120 米国

【自然・景勝地・自然公園】 88.3
【施設・テーマパーク】 85.0
【グルメ／郷土料理】 84.2
【スポーツ・アクティビティ】 80.8
【伝統工芸・伝統文化】 80.8
【歴史的観光資源】 73.3
【祭り・イベント】 69.2
【寺社仏閣】 69.2
【温泉】 61.7
【インフラツーリズム】 50.8
【世界遺産】 50.0

糸魚川海岸（夏）
（新潟県糸魚川市）

世界ジオパーク。様々なト
レッキング等体験メニューが
楽しめる。

H28「広域関東に関する4カ国調査」関東運輸局実施
中国、台湾、タイ、米国を対象にH28年11月WEBアンケートにより、広域関東地域に
訪日した際の個別の体験意向を調査し、カテゴリー別に集計したもの。
対象者：海外在住の米国人120人（複数回答有）

（各国N=200）

H28「広域関東に関する4カ国調査」関東運輸局実施
中国、台湾、タイ、米国を対象にH28 年11月WEBアンケートにより、訪日した際の体験
意向を調査

「ジャパンブランド調査2015」
世界20カ国・地域を対象にWEBを活用し訪日及び訪日意向アンケートを実施

（単位：％）
（単位：％）

出典：電通アドギア 「ジャパンブランド調査」 H28 4月～５月

たらい舟（夏）
（新潟県佐渡市）

たらい舟を使った漁は磯
ねぎと呼ばれ、小木港など
で乗船体験ができる。

昇仙峡（山梨県甲府市）

新日本観光地百選 渓谷の部
第一位に選ばれた渓谷美。紅
葉の名所としても知られている。

春には野生のミズバショ
ウが楽しめる。また，池か
ら見る妙高山は絶景。

いもり池（夏）
（新潟県妙高市）

レストランかまくら村（冬）
（長野県飯山市）

冬季1ヶ月程度の期間限定。
かまくらの中で地元の食材を
使った料理を楽しめる。

スノーモンキー（冬）
（長野県山ノ内町）

地獄谷野猿公苑のサル。世
界各国から観光客が訪れる。

上高地（夏）
（長野県松本市）

清らかな梓川に架かる河童
橋からは雄大な穂高連峰が
望める。 18



1日目 羽田・成田空港 ＝＝ ＝＝ 弘法山ハイキング ＝＝ ＝＝ 飯山温泉 （泊）

2日目 飯山温泉 ＝＝ ＝＝ 高尾山 ＝＝ ＝＝ リニア見学センター ＝＝ ＝＝ 石和温泉 （泊）
（厚木飯山桜まつり）

3日目 石和温泉 ＝＝ ＝＝ ワイナリー巡り（甲州市内） 大善寺＝＝ ＝＝ 昇仙峡 ＝＝ ＝＝
（ブドウ狩り）

湯村温泉 （泊）

4日目 湯村温泉 ＝＝ ＝＝松本（松本城）＝＝ ＝＝ 上高地 ＝＝ ＝＝ 長野（泊）

5日目 長野（善光寺） ＝＝ ＝＝ 糸魚川ユネスコ世界ジオパーク（糸魚川海岸） ＝＝ ＝＝ いもり池 ＝＝

＝＝鵜の浜温泉 （泊）

6日目 鵜の浜温泉 ＝＝ ＝＝ たらい舟（佐渡） ＝＝ ＝＝ 佐渡金銀山 ＝＝ ＝＝ 新潟市内（泊）

7日目 新潟市内 ＝＝ ＝＝ 大地の芸術祭（まつだい「農舞台」） ＝＝ ＝＝湯沢高原アルプの里・湯沢高原ロープウェイ 越後湯沢温泉（泊）

8日目 越後湯沢温泉 ＝＝ ＝＝ キャニオニング（みなかみ町） ＝＝ ＝＝ 成田・羽田

広域関東周遊ルート【東京圏大回廊～Around Tokyo~】自然大回廊（日本海）コース

（70分）

（120分）

（140分）

【凡例】

・・鉄道 ・・フェリー

・・バス ・・ロープウェイ等

・・タクシー

【自然大回廊（日本海）コースその他の観光資源】

（120分）

（130分）

（130分）

（40分） （60分）

（70分）（130分） （90分）

（30分） （60分）
（30分）

（30分） （140分）

（100分）

○勝沼ワイナリー
（山梨県甲州市）

（180分）

（120分）

（150分） （60分）

（180分） （60分） （150分）

（120分）

（60分）（120分）

（90分）

（120分） （90分）

【夏コース】

（90分）

（50分）
（90分）

（50分）
（180分）

〇佐渡金銀山
（新潟県佐渡市）

〇善光寺
（長野県長野市）

〇高尾山
（東京都八王子市）

〇ブドウ狩り
（山梨県甲州市）

（90分）

（180分）
（150分）

〇松本城
（長野県松本市）
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1日目 羽田・成田空港 ＝＝ ＝＝ 弘法山ハイキング ＝＝ ＝＝ 飯山温泉 （泊）

2日目 飯山温泉 ＝＝ ＝＝ 高尾山 ＝＝ ＝＝ リニア見学センター ＝＝ ＝＝ 石和温泉 （泊）

3日目 石和温泉 ＝＝ ＝＝ ワイナリー巡り（甲州市内） 大善寺＝＝ ＝＝ 昇仙峡 ＝＝ ＝＝

湯村温泉（泊）

4日目 湯村温泉 ＝＝ ＝＝ 飯山市（レストランかまくら村） ＝＝ ＝＝ スノーモンキー（地獄谷野猿公苑） ＝＝

＝＝ 湯田中・渋温泉（泊）

5日目 湯田中・渋温泉 ＝＝ ＝＝ マリンドリーム能生（道の駅） ＝＝ ＝＝高田雁木通り（雪国・角巻体験） ＝＝

＝＝赤倉温泉 （雪酒バー）（泊）

6日目 赤倉温泉 ＝＝ ＝＝ 福島潟（野鳥観察） ＝＝ ＝＝ イヨボヤ会館（鮭観察） ＝＝ ＝＝ 瀬波温泉（鮭文化）（泊）

7日目 瀬波温泉 ＝＝ ＝＝ 道の駅南魚沼雪あかり ＝＝ ＝＝ ＧＡＬＡ湯沢スキー場 ＝＝ ＝＝越後湯沢温泉（泊）

8日目 越後湯沢温泉＝＝ ＝＝ スノーキャニオニング（みなかみ町） ＝＝ ＝＝ 成田・羽田

広域関東周遊ルート【東京圏大回廊～Around Tokyo~】自然大回廊（日本海）コース

（30分）

（210分）

【凡例】

・・鉄道 ・・フェリー

・・バス ・・ロープウェイ等

・・タクシー

【自然大回廊（日本海）コースその他の観光資源】

（30分） （30分）

（80分）

（40分） （60分）

（70分）（130分） （90分）

（30分） （60分） （25分）

（120分）
（70分）

○高田雁木通り
（新潟県上越市）

（120分）

（150分） （60分）

（180分） （60分） （150分）

（90分） （90分）

（150分）（60分）

（50分）

（60分） （210分）

○ ＧＡＬＡ湯沢
（新潟県湯沢町）

○ﾏﾘﾝﾄﾞﾘｰﾑ能生
（新潟県糸魚川市）

○福島潟
（新潟県新潟市）

【冬コース】

（60分）

（15分）

（160分） （20分）

（180分）（50分）
（180分）

（180分）

（６０分）
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