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視 点 ３
持続可能な経営

モデルの確立

視 点 ４
地域との共生・

地域内外の回遊性
の向上

先進的観光案内所の「４つの視点」

① 旅行スタイルが個人旅行（FIT）
に移行し、旅行者からの多様なニ
ーズにきめ細かく応えることが必要

視 点 ２
先進機能を取り入れた新し
い情報提供機会の創造・
より魅力的なサービス提供

視 点 １
ホスピタリティ向上による
高い顧客満足度の獲得

1)施設面の工夫
2)提供コンテンツの工夫
3)最先端技術の活用
4)分野特化

1)収益向上の工夫
2)運営費の工夫

1)地域内外の周遊促進に
向けた連携

2)地域共生
1)旅行者とのコミュニケーション
2)案内所スタッフの育成

観光案内所の課題
② モノ消費からコト消費へ旅行動

態が変化する中で、最新かつ深
い観光情報の発信及びサービス
の質の向上が必要

③ 観光案内所の運営コスト、
収益性の確保が必要

④ 観光案内所が地域内の交流
拠点となり、地域内での存在
価値を高めることが必要

2

観光案内所の質の向上に向けた調査業務 調査概要

・ 観光案内所は、現地での情報収集の拠点として、地方部を旅する訪日外国人旅行者等の円滑な旅行に重要な役割を担っており、
その中で多様化するニーズに対して、提供するサービスも多様化が求められている。

・ 国内外において先進的な取組を行う観光案内所を調査し、今後のモデルとなる事例を抽出する
※先進的な観光案内所とは、ICT機器等を活用した高品質なサービスを提供し、持続的な施設運営ができる観光案内所

⇒視点１から４に基づき、観光案内所の取組として先進的な事例を既存の案内所や案内所参入予定事業者に発信し、
観光案内所の質向上を図る

観光案内所の現状・調査の目的
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■案内所スタッフの育成

スタッフ間のコミュニケーションを密に
行い、課題解決能力の向上を図る

社内日誌の
活用

スタッフ間で旅行者
への対応状況を確

認・評価
MTGで共有
（月1回）

案内所の声

課題解決能力の向上こそが、スタッフのホスピタリ
ティを高めるとの思いで取組を実施
FAQの作成や研修を行うよりも、手間がかからず、
取り組みやすい
スタッフ自身が自発的に考えるようになり、高いモチ
ベーションを持って観光案内業務に携わることにも
繋がる

Ⅰ ホスピタリティ向上の工夫

地方部へFITが増加する中、現地の的確な観光案内と高い旅行満足度を獲得するためには、高いホスピタリティが求められる
「旅行者とのコミュニケーション」・「案内所スタッフの育成」は、ホスピタリティ向上のためには重要な取組Point

案内所名 TIC TOKYO
（東京都千代田区）

JNTO
カテゴリー Ⅲ

特徴 スタッフ間で旅行者への対応状況を確認・評価
し、月1回のMTGで共有

導入の
ポイント

各観光地などの知識に加え、利用者のさまざま
なニーズに応えるための課題解決能力の向上を
図る上で有効な手段

留意点
良い点に力点を置いて評価しあうことや、エクセル
ベースの簡易的な方法により記入の手間を減ら
すなど、スタッフのモチベーション向上に繋げること
が必要

■旅行者とのコミュニケーション

親身な対応で、的確に詳細な情報を得られた
落ち着いた雰囲気の中、日本人とのコミュニケー
ションを楽しむことができた

利用者の声

利用者の方々は案内所スタッフとのコミュニケーショ
ンを求めており、おもてなしの一つとして、距離を縮
めたコミュニケーションを心掛けている
他にも、一部スタッフで近隣観光地でも観光案内
を実施し、案内所外での観光客への情報提供、
ニーズ把握も実施
「trip advisor」で奈良市内観光スポット中、第
１位の高評価につながっている（2018年1月現在）

案内所の声

案内所名 Nara Visitor Center & Inn
（奈良県奈良市）

JNTO
カテゴリー Ⅲ

特徴 ラウンジを活用し、会話を通じた観光案内でコミュニケーションの
満足度を向上

導入の
ポイント

利用者が非常に多く一人あたりの対応時間を短くする必要があ
る案内所よりも、一人あたりの対応時間に余裕がある案内所に
より有効な手段

留意点 迅速に情報のみを得たい利用者に対しては、カウンターでの案内
を誘導するなど、ニーズに合わせた対応が必要
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Ⅰホスピタリティ向上の工夫

【海外事例】目的特化型（ボランティアによる観光案内）
「Hong Kong Tourism Board Visitor Center」香港

グルメや歴史等の情報を知りたい観光客ニーズに対応し、各分野の知識を有するボランティアスタッフ・案内所スタッフとマッチング
サービスを提供Point

観光案内所HPの「Meet the Pals」のボランティア紹介

観光案内所の様子

運営主体 香港政府観光局

運営状況

営業時間：
• Hong Kong International Airport Visitor Centre
午前8時～午後9時、無休

• Hong Kong Island Visitor Centre
午前11時～午後8時、無休

• Kowloon Visitor Centre
午前8時～午後8時、無休

運営場所
香港国内では3箇所に設置：
• Hong Kong International Airport Visitor Centre
• Hong Kong Island Visitor Centre
• Kowloon Visitor Centre

導入サービス

• 多言語対応（主に英語、中国語で提供）
• ブックレット・地図の無料配布
• 旅行ツアーを提供
• 個別に合わせた旅行行程を提供
• ハイキングなどのアウトドアイベント等の情報

サービス内
容

概要 観光地に係る専門知識を有する地元住民が、観光客のニーズに
対応して、観光地のガイドを行う。

分野 ハイキング、バードウォッチング、昆虫ウォッチング、歴史的建築物
探検、骨董品、食文化体験、写真体験、等

予約方
法

旅行者がウェブサイトで各分野のプログラム（担当スタッフの紹介
あり）のスケジュールを確認しオンラインで申込み

料金 無料

出所）「Discover Hongkong」 http://www.discoverhongkong.com/au/about-hktb/hktb-and-the-
community/hong-kong-pals-form.jsp（閲覧日：2018年2月27日）

出所）「Discover Hongkong」 http://www.discoverhongkong.com/au/about-hktb/hktb-and-the-
community/hong-kong-pals-form.jsp（閲覧日：2018年2月27日） 出所）「Discover Hongkong」 http://www.discoverhongkong.com/au/about-hktb/hktb-and-the-community/hong-kong-pals-form.jsp

（閲覧日：2018年2月27日）

※出所）「Discover Hongkong」
http://www.discoverhongkong.com/jp/
plan-your-trip/traveller-info/visitor-
services-centre.jsp
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Ⅱ 先進機能 １）施設面の工夫

コンビニエンスストアの併設

案内所名 ツーリストサービスカウンター TERMINAL 
GINZA（東京都中央区）

JNTO
カテゴリー －

運営状況

• GINZA SIXにおけるスーベニアの購入場所としての役割も担
う（商品全体の50％がスーベニアとなるよう、コンビニエンスス
トアと調整）

• スーベニアのセレクトは、クリエイターに依頼
• 案内所設置者は、コンビニエンスストアから賃貸借契約に基づ

き賃貸料を得ている

導入のポイント 観光案内のみならず、旅行者が求める多様なサービスを提供した
い場合、他業種との連携によって実現する有力な手段

留意点 全国一律サービスではなく、案内所のコンセプトと合わせたものと
するためには、運営ビジョンの調整が必要

利用者の声

案内所の声
外国人はコンビニに対してクールな印象を持っ
ている
旅行者の困り事の解決にはコンビニがベスト
コンビニ側とは、スーベニアの販売やPOP広告
の制限など、当案内所のコンセプトに合うよう
に運営面の工夫において連携

旅行に必要な身の回り品、スーベニ
アから観光案内まで充実したサービス
を受けられて便利
商品についても、外国語で教えてくれ
た

トイレ

エスカ
レーター

コンビニエンスストア・
スーベニア

(LAWSON)
24時間営業

観光
案内

9:00～21:00

喫煙室

免税ｶｳﾝﾀｰ
10:30～20:00

宅配便・
手荷物預かり
(佐川急便)
10:30～20:30

外貨両替
(三井住友銀行)
11:00～18:30(日祝休)

見取り図

訪日外国人旅行者にとって利便性が高い場所を目指すため、コンビニエンスストアを併設
旅行者が求めるサービスを「ワンストップ」で提供し、旅行者の交流の場を提供Point
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Ⅱ 先進機能 １）施設面の工夫

移動観光案内－移動式観光案内車「CoCO ふじ Go」
旅行者が集まる観光スポットへ改装した車両で出向き、今までアプローチできなかった旅行者への観光案内が可能に
常設の観光案内所を利用できない観光客の取り込みに成功し、市内の周遊促進を実現

案内所名 富士吉田市観光案内所
（山梨県富士吉田市）

JNTO
カテゴリー Ⅰ

運営状況 繁忙期（4～11月）：毎日運営
閑散期（12～3月）：土日祝日・イベント時のみ運営

運営場所 観光客の動線に応じて展開
例 AM：新倉山浅間公園 ⇒ PM：下吉田駅

導入コスト 約450万円（軽トラックの購入・改装費）
運営コスト 車体維持費、燃料代、回線使用料、人件費(スタッフ1名分)

導入のポイント 複数の観光スポットやイベントでの観光案内が必要な場合、安
価に地域内への周遊促進を図る有効な手段

留意点 観光スポットによってニーズが異なるため、案内の内容も変える必
要がある

Point

次の観光地への交通、飲食などの
案内が聞けて便利
フォルムが可愛い、記念に観光パ
ンフレットをもらいたい

利用者の声

常設案内所スタッフがローテー
ションし、1名体制で運用

パソコン・プリンターを搭載し、
必要に応じて、観光情報等を
検索し、資料を印刷して提供

車体後ろにはモニターを設置
し、市の観光PR動画も放映

案内所の声
現地に出向くことで、来訪者の実態やニーズを
拾えるようになった
移動式にすることで、初期費用や運営コストを
抑えることができ、観光シーズンや場所に応じ
た観光案内が可能となった

【常設】富士吉田市観光案内所
＜富士急行「富士山駅」＞

下吉田駅

新倉山浅間公園

移動式観光
案内車

SNSから人気に火が
つき、数年前から外
国人観光客が急増

＜観光案内車による案内方法＞
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Ⅱ 先進機能 １）施設面の工夫

スマートフォンの無料貸出サービス

案内所名 TRAVEL HUB MIX
（東京都千代田区）

JNTO
カテゴリー －

運営状況

• ホテルでのスマートフォン貸出サービスを提供している事業者と
連携

• 当該事業者負担により案内所において同サービスを展開中
※現在はあくまでも実証実験の位置付け

• 貸出期間は最大７日間
• 貸出返却は当該案内所内において行っている

導入のポイント 訪日外国人旅行者の快適な旅行環境を構築する上で、無料
Wi-FIスポットの整備とともに、有効な手段

留意点
• 神奈川県と連携し、県内案内所においても実証実験を実施

（2018年２月~３月）
• 実証実験段階であり、今後効果検証が必要

利用者の声

案内所の声

無料Wi-Fiアクセスポイント探しに
苦慮するため、このサービスは本当
に助かった
このサービスを使ったおかげで旅先
の観光情報が簡単に手に入り、
快適な旅行を楽しめた

旅行期間中、無料でスマートフォンをレンタル
できるサービス（日本初）
2018年1月から本格的にスタート

＜訪日外国人旅行者にとっての悩み＞
無料Wi-Fiアクセスポイントが少ない
無料Wi-Fiアクセスポイントを探して接続するのは大変

＜当該サービスのメリット＞
無料Wi-Fiアクセスポイントを探す必要がない
国内外の電話・インターネットを容易に利用可能

関連事業者と連携し、訪日外国人旅行者に対してスマートフォンの無料貸出サービスを提供
国内外の電話・インターネットの利用が容易に可能となり、快適な滞在環境の提供に寄与Point
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チケット販売機能の付加

案内所名 京都総合観光案内所
（京都府京都市）

JNTO
カテゴリー Ⅲ

チケット販売の
概要

＜背景＞
• 訪日外国人旅行者のニーズに応え満足度向上に繋げるととも

に、収益の確保のためチケットの取扱いを開始
＜取組内容＞
• 「をどり」などの伝統文化鑑賞などのチケット18種類を販売
• 特に「をどり」のチケットは、取扱い場所が限られており、訪日外

国人旅行者にとって当該案内所が一番アクセスしやすい

導入のポイント
案内所に導入することで、文化鑑賞に関する情報発信（鑑賞の
きっかけづくり）とチケット販売機能をワンストップで提供することが
でき、旅行者の利便性向上と地域内への周遊促進に繋がる

利用者の声

ｚ

案内所の声

案内所のポスターを見て、滞在中に鑑
賞できる舞妓「をどり」があることを知り、
チケットを購入
観光案内と併せて鑑賞方法などもきめ
細やかに説明していただいた

利用者にチケット内容を分かりやすく説明した上で
販売が可能なため、利便性向上に繋がる
チケット販売により、地域内への回遊を促進

鑑賞場所や日程、鑑賞方法等の情報が不足
情報を入手してもチケットの購入場所・方法が分から
ない

ニーズの高いコンテンツを案内所において集約・販売
鑑賞方法などの説明をしつつ販売することで、利便
性が向上

チケット情報を案内
所内にポスター掲示

＜訪日外国人旅行者に係る伝統文化鑑賞の課題＞

＜案内所におけるチケット販売＞

地域内で提供されている伝統文化鑑賞などのチケットを案内所で販売
訪日外国人旅行者にとってニーズが高いコンテンツを案内所において集約、販売することで、利便性が向上Point

Ⅱ 先進機能 １）施設面の工夫
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Ⅱ 先進機能 １）施設面の工夫

地域資源を活かした付加的サービス（ワインサーバーの設置）

案内所名 笛吹市石和温泉駅観光案内所
（山梨県笛吹市）

JNTO
カテゴリー Ⅱ

運営状況
• 市内12ヵ所のワイナリーで醸造している日本ワインの試飲を

200円～400円で提供
• 常時観光客が利用し、混雑する週末にはアルバイトスタッフを

雇い対応

導入のポイント 地域の特産品の情報発信及び地域内への回遊促進を図る上
で有効な手段

留意点
案内所での取組に加え、地域内での関連事業との相乗効果を
図ることが重要
※当該地域ではワイナリーを回遊する「ワインタクシー」を展開

利用者の声

案内所の声

少量少額で試飲できるため、お土
産選びに最適
多くの種類から好みに合うワインが
見つかり、製造元のワイナリーを訪
問した

ワイナリー訪問やワイン購入に繋がるよう、
イベントを開催する等、PRの要として活用
目的は地域の特産品のPR、地域内への
回遊促進であるが、収益により運営費の
一部を賄っている

案内所 利用者

どこの
ワイナリーに
行こうかな？

ワイン試飲を
提供

市内各ワイナリー

案内所
ワイナリー

市内周遊を促進

案内所内にワインサーバーを設置し、市内に12ヵ所あるワイナリーのワインの試飲を提供
地域の特産品であるワインの試飲を提供することで、地域内への回遊促進、販売促進に寄与Point
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Ⅱ 先進機能 １）施設面の工夫

【海外事例】移動型観光案内所（自転車・観光案内人）

自転車を活用した期間限定での移動型の観光案内所
Info Bikesに付属するラックに企業が有料でパンフレットを設
置することができる

「Info Bikes」ロンドン 「移動式観光案内所」（ソウル）
観光案内スタッフが弘大エリアやソウルワールドカップ競技場等で
エリアを歩きながら案内業務を実施
周辺エリアの詳細情報（例:店舗の閉店・移転や休業等)を提供

Point

運営主体 ロンドン観光局

運営状況 夏季の休日祝日限定：6月～9月の中旬(週末)、7月～8月(平日)

運営場所 サウスバンク、バンクサイド、ロンドン橋エリアで観光客の案内を実施

導入サービス
• 観光情報（周辺の観光情報、イベント等）を提供
• 一般の観光案内所が提供している情報以外にもローカルなイベン

ト情報や、おすすめのレストランやお店などの情報も提供
• スタッフは常に2名配置

運営主体 Seoul Tourism Organization 

運営状況
始業時間は9:30～12:00、終業時間は18:30～20:00
※上記は明洞の場合であり、場所により運営時間が異なる。

なお、明洞は、旧正月・秋夕（チュソク）の当日は休業
運営場所 明洞、東大門などの約10ヵ所のソウル主要観光地で活動

導入サービス

• ガイドは職員とボランティアによって構成されている
• 周辺エリアの詳細情報（お店やホテルの案内等）や、迷子、落し

物などの対応を行う
• 多言語対応（英語、日本語、中国語で提供）
• 観光や言語に関しての指導、またロールプレイングを通した研修も実

施してガイドの教育を徹底

Point

出所）Impact「Impact(InfoBikes)」
https://impactideas.co.uk/services/infobikes/
（閲覧日：2018年2月27日）

出所）South Bank BID」 http://southbankbid.co.uk/destination-marketing/w
hat-we-offer/（閲覧日：2018年2月27日）

出所）韓国旅行情報コネスト「KONEST（ソウルグローバル文化体験センター）」
https://www.konest.com/contents/korean_life_detail.html?id=9495
（閲覧日：2018年2月27日）

出所）「VISIT Bankside」 http://www.visitbankside.com/infobikes
（閲覧日：2018年2月27日）
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Ⅱ 先進機能 ２）提供コンテンツの工夫

外国人目線による、地域資源を活かしたコンテンツ開発

案内所名 日本橋案内所（東京都中央区） JNTO
カテゴリー Ⅱ

体験型
コンテンツ

＜食文化体験ツアー＞ ※料金：大人1,000円
• 施設内店舗での和菓子などの試食体験
＜日本文化体験ツアー＞ ※料金：大人1,000円
• 施設内店舗での金箔、刃物などの紹介・デモンストレーション
＜ワークショップ＞ ※料金：内容により異なる
• 折り紙教室、判子づくり、水引細工、切り絵和紙など

導入のポイント スタッフがコンテンツ開発やツアーガイド、接客対応などを兼ねてい
る場合、人員配置に配慮が必要

留意点
多くの国籍のスタッフを雇用する場合、仕事の仕方や食べ物など
様々なギャップが存在
ただし、適切な他国文化の理解につながる側面もある

日本の食と文化を短時間に学べ
て素晴らしかった
スタッフもフレンドリーで知識豊富
だった

利用者の声

ｚ

案内所の声
外国人に馴染みのない出汁を、ロシア人スタッ
フが詳細な調理方法とともに紹介したところ、
ツアー参加者に大好評
集客や売り上げ増に繋がることで、店舗側の
満足度も高い
口コミやSNSを見て、体験ツアー目当てに来
訪する外国人も多い

外国人スタッフを雇用、そのスタッフが外国人目線を活かして文化体験ツアーなどのコンテンツを開発
訪日外国人旅行者に伝わり楽しめる内容とすることで、旅行者の満足度を向上させるとともに、周辺店舗への回遊に繋げるPoint

＜英語による文化体験ツアー＞

出所）三井不動産「まち日本橋（日本橋案内所）」 http://www.nihonbashi-
tokyo.jp/information_center/ （閲覧日：2018年2月27日）

出所）三井不動産「Nihonbashi（Culture Experience Tour）」
http://www.nihonbashi-tokyo.jp/en/event/20170410.html
（閲覧日：2018年2月27日）

出所）NIHONBASHI Information Center「Omotenashi Nihonbashi
（Best of Japan Gourmet Tour）」 http://www.nihonbashi-
info.jp/omotenashi/gourmet.html （閲覧日：2018年2月27日）

特に欧米系旅行者に好評
国別の趣向にあわせて体験内容を変更

ex.欧米系→箸体験、中国系→金箔体験 など
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現場スタッフの創意工夫による体験型コンテンツの提供

案内所名 Nara Visitor Center & Inn
（奈良県奈良市）

JNTO
カテゴリー Ⅲ

体験型
コンテンツ

＜茶道体験＞（2,000円）
• 併設する茶室にて通訳案内士の資格を持つ茶道の先生によ

る対応
＜書道体験＞（1,000円）
• 案内所併設のワークショップ会場にて毎週実施
＜体験型コンテンツ＞（無料）
• 折り紙体験、相撲・着物などの着ぐるみ体験などとともに、季

節に合わせた体験メニューを提供

導入のポイント 設置主体と現場スタッフの密な意思疎通により、現場スタッフのモ
チベーションアップに繋げることが、創意工夫を促す手段の一つ

留意点 利用者からの評価を見えるようにすることも、スタッフのモチベーショ
ンアップに必要

Ⅱ 先進機能 ２）提供コンテンツの工夫

県（設置主体）と現場スタッフで毎週ミー
ティングを行い、情報を共有
県の意思を伝えた上で、現場スタッフの創意
工夫を活かし各種取組にトライしている

＜体験メニュー等への参加＞ ＜手紙・メッセージの掲示＞

案内所内に
利用者からの
手紙やメッ

セージを掲示

利用者からのメッセージや手紙を案内所内に掲示し、
スタッフのモチベーションアップに繋げている

茶道・書道の日本文化体験や体験型コンテンツを提供
現場スタッフの創意工夫・試行錯誤により様々なコンテンツを開発し、旅行者からの満足度も向上Point

出所）奈良県「NARA Visitor Center & Inn 
（Traditional Japanese Tea Ceremony）」
https://www.sarusawa.nara.jp/tea-ceremony
（閲覧日：2018年2月27日）

出所）奈良県「NARA Visitor Center & Inn 
（Traditional Japanese Calligraphy）」
https://www.sarusawa.nara.jp/calligraphy
（閲覧日：2018年2月27日）

利用者の声

案内所の声

本格的な茶室での茶道体験や、相撲の
コスチュームを着て写真を撮ることが出来
て大満足
正月にはコタツが用意してあり、日本なら
ではの暮らしを体験することができた
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満足度の高い和文化体験の開催

利用者の声

案内所の声

Ⅱ 先進機能 ２）提供コンテンツの工夫

旅行者の気持ちを汲んだサービスを
臨機応変に提供いただき、対応もフ
レンドリーで素晴らしい
アンケートでは、10点満点中平均
9.8と満足度が高い

利用者の視点に立ち、ホスピタリティの高い
サービスの提供を心がけている
ワークショップがより魅力的なものになるよう、
外国人スタッフからも意見を募り、反映

案内所名 SUiTO FUKUOKA
（福岡県福岡市）

JNTO
カテゴリー Ⅱ

和文化体験
着付け、寿司づくり、たこ焼きづくり、日本酒利き酒、明太子食べ
比べ、折り紙・書道等の日本文化体験、博多人形絵付けなど
【対象：外国人旅行者・在住外国人・日本人】

導入のポイント 利用者アンケートや外国人スタッフの意見などにより訪日外国人
旅行者のニーズを把握することが重要

留意点 体験型コンテンツの造成において、地域の店舗・事業者と連携す
ることで地域内回遊性の向上に繋げることも可能

＜着付け体験における工夫＞

利用者ニーズは、「着物を着て、
外を出歩きたい」

単純な着付けのみならず、着物
を着て、近くの神社に行き、お参
りの仕方、おみくじの引き方など
をレクチャーしつつ、景色の良い
場所で記念写真を撮影

利用者の視点に立った工夫で、ホスピタリティ・満足度の高い多彩な体験型コンテンツを提供
地域の事業者と連携した体験プログラム造成により、地域内の周遊促進に繋がる
地域における外国人旅行者・在住外国人・日本人の交流の場となり、地域活性化に寄与

Point

出所）SUiTO FUKUOKA 「SUiTO FUKUOKA（福岡に来たらこれ！）」
https://suito.inboundhub.jp/ja/experiences?page=2
（閲覧日：2018年2月27日）

出所）SUiTO FUKUOKA 「SUiTO FUKUOKA（福岡に来たらこれ！）」
https://suito.inboundhub.jp/ja/experiences?page=3
（閲覧日：2018年2月27日）
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VRの活用

案内所名 TRAVEL HUB MIX（東京都千代田区）

運営状況
• 地域外の観光地を疑似体験することで、

周遊に繋げることを目的に設置
• ２種類（Google Earth、鎌倉）のコ

ンテンツを提供
利用者の
反応

• 案内所での導入事例が少なく、VR自
体を体験できて良かったとの評価あり

課題
• エンターテイメント性の向上が必要
• 各観光地のコンテンツ開発が必要であ

るが、ノウハウ不足・コスト負担が課題

Ⅱ 先進機能 3）最先端技術の活用

提供コンテンツが限られている
実際の誘導効果について検証が必要

現状の
課題案内所名 大津駅観光案内所OTSURY

（滋賀県大津市）

運営状況
• 地域内観光地を疑似体験することで、

周遊に繋げることを目的に設置
• びわ湖バレイのジップライン体験が閲覧

できるコンテンツを提供
利用者の
反応

• 実際に体験している様子を閲覧でき、
「面白い」、「行ってみたい」との声がある

課題
• 実際の観光地への誘導効果は検証が

必要
• コンテンツの種類拡大が必要

効果を検証しつつ、提供コンテンツの種類及
び観光コンテンツとしての付加価値向上（対
象となる観光資源の効果的な選定、付加
価値の高いコンテンツ開発等）に向けた取
組が求められる

今後の
方向性

■案内所におけるVR活用事例 想定される案内所におけるVR活用例
• 地域内外の観光スポットに関する詳細な情報について、VRを

活用して利用者に提供
• まちづくりと連動させ、昔の景観を疑似体験できるコンテンツを

VRを活用し利用者に提供

観光資源の魅力を発信、現地への周遊を促進

訪日外国人旅行者に対し、観光資源の魅力を発信し現地への周遊を促す上で、VR機器の活用は手段の一つ
国内において観光案内所におけるVR活用事例が存在
今後、周遊促進への効果の検証、提供コンテンツの種類及び魅力の向上に向けた取組が必要

Point
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Ⅱ 先進機能 3)最先端技術の活用

【海外事例】VR・ARの活用

先進的な技術を導入した観光案内所、VR技術を使った体験型や、ドローンを使用したメディアサービスを導入
観光案内所内に韓国の医療観光に関する案内センターも設置

「 K-Style HUB 」ソウル

運営主体 韓国観光公社

運営状況 観光・医療観光・旅行会社案内：9:00～20:00
（年中無休）

運営場所 大韓民国ソウル特別市

導入サービ
ス

• 観光案内デスク（英語、日本語、中国語で提供）
• 観光情報の地図や、パンフレット等を提供
• 韓国全国の観光地に関する情報を提供
• Wi-Fi、SIMカード
• トラベラーカフェ
• 礼拝室

Point

HMD（Head Mount 
Display）を利用し、韓国の
主要観光地である済州島、
明洞、南怡島、景福宮、北
村などへ実際に行ったかのよう
な映像を見ることができる。

平昌オリンピックに関連してス
キージャンプのVR体験ができ
る。

料理体験プログラムは有料で
開館日に毎日実施している。

プログラム内容は時間帯によっ
てレベル別（初級、中級、高
級）に設定されている。

出所）Korea Tourism Organization「Imagine Your Korea（Travel Highlights）」
http://english.visitkorea.or.kr/enu/ATR/SI_EN_3_6.jsp?cid=2388770
（閲覧日：2018年2月27日）

出所）韓ガールの韓国ソウル観光・コスメ・芸能ニュース「韓ガールの韓国ソウル観光・コスメ・芸能
ニュース（韓国の観光を一目で見れる「K-Style Hub」）」
http://drte.net/post-9573-9573.html
（閲覧日：2018年2月27日）
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Ⅱ 先進機能 ４）分野特化

基幹産業（木工業）に特化した観光案内

案内所名 大川市観光・インテリア情報ステーション
大川TERRAZA（福岡県大川市）

JNTO
カテゴリー －

運営状況 家具コンシェルジュによるニーズに応じた案内など、家具の情報を
重点的に案内

家具に特化し
た案内

• 家具コンシェルジュによる家具工房の紹介
• 木工商品の販売
• 組子体験などの木工ワークショップ

導入のポイント 案内所を新設する際に、コンセプト段階から地域産業振興の視
点を盛り込み、分野特化機能を付与することが望ましい

留意点 基幹産業の案内とともに、地域の飲食店情報などの紹介により、
地域全体の活性化に繋がる

好みにあった家具屋が見つかった
センスのよいインテリアも販売していて
好印象
話題の「ネコ家具」がかわいくて、是非
欲しい

利用者の声

案内所の声
市内の家具工房をデータベース化、アプリをつくり、
タブレット端末で利用者に案内
紹介した家具関連事業者からも高い満足度を得
ている
家具や木工商品のアンテナショップ的役割を担い、
地域内周遊や家具購入に繋げている

家具
コンシェルジュ 利用者

○○な家具を
探しているん

だけど？

○○案内所のコ
ンシェルジュがお

伝えします

詳細なニーズの
聞き取り

タブレットを使い
ニーズにあった家
具工房に誘導

地域の基幹産業の認知度向上の拠点として、木工業（大川家具）の情報を積極的に案内
家具コンシェルジュを配置し、利用者のニーズに応じた家具工房を紹介・案内し、地域内周遊や家具購入を促進Point
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Ⅱ 先進機能 4)分野特化

【海外事例】目的特化型案内所（文化・芸術チケット販売）

パリで上映されるキャバレーや、ミュージカル、演劇の
当日券を半額で販売

「Kiosque Culture」パリ 「TKTS」ニューヨークシティ

運営主体 パリ市

運営状況 営業時間：火曜日～土曜日 12:30～19:30
日曜日 12:30～15:45

運営場所
マドレーヌ、モンパルナス、テルヌに設置
• Kiosque Madeleine (15 Place de la Madeleine, Paris 8ème)
• Kiosque Montparnasse (Place Raoul Dautry, Paris 15ème)
• Kiosque Ternes (Place des Ternes, Paris 17ème)

導入サービス
• パリで上演されるキャバレー、ミュージカル、演劇等の当日券を半

額で販売
• 観光客向けのチケットやクーポンを販売

ニューヨークシティのブロードウェイや演劇の当日券を
20％～50％オフの価格で販売Point

運営主体 Theatre Development Fund 
(ニューヨークシティの演劇業界を支えるNPO団体）

運営状況 営業時間：始業時間は10:00～12:00、終業時間は17:00～20:00
※場所により異なる

運営場所

ニューヨークシティ内4ヶ所にある
• Times Square
• South Street Seaport
• Downtown Brooklyn
• Lincoln Center
※他、ロンドンにも地元団体が運営するTKTSがある

導入サービス

• ニューヨークシティのブロードウェイ、オフ・ブロードウェイ、コンサート、
ダンスなどの当日券を20％～50％オフで販売。有料会員になると
チケット価格が最大70％オフになる。

• 毎日売り出されるショーやチケットの種類が異なるため、当日チケッ
トブースに行って内容を確認する必要がある。なお、無料のスマー
トフォンアプリでもラインナップを確認できる。

Point

出所）Le Kiosque Culture 「Culture Kiosque」
http://www.kiosqueculture.com/
（閲覧日2018年2月27日）

出所）Theatre Development Fund「tdf (TKTS Discount Booths)」 https://www.tdf.org/nyc/7/TKTS-ticket-booths/ （閲覧日：2018年2月27日）

出所）Theatre Development Fund「tdf (TKTS Discount Booths)」
https://www.tdf.org/nyc/7/TKTS-ticket-booths/
（閲覧日：2018年2月27日）

出所）MRI撮影 出所）MRI撮影
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Ⅱ 先進機能 4)分野特化
【海外事例】目的特化型案内所（アクティビティ）

「Icelandic Travel Market」アイスランド

大手アウトドア企業と連携し、ハイキングやオフロードなど短期間ツアーの予約受付及びインフォーメーションセンターとして機能
アイスランド観光事業の公式な品質保証団体（Vakinn）の認証を受けている

運営主体 アイスランドのアウトドアアクティビティ企業「Icelandic Mountain 
Guides」によって運営

運営状況 営業時間： 8:00-21:00（6月-8月）9:00-19:00（9月-5月）

運営場所 アイスランドの首都レイキャヴィークに設置

導入サービス
• 周辺観光スポットの案内や、現地の天気の情報を提供
• 宿泊予約手続きや、荷物預かりサービスを提供
• アウトドアツアーの販売（バスツアー、ジープツアー、氷河トレッキ

ング、乗馬、鯨ウォッチング、ゴールデンサークルなど）

Point

【Vakinn認定の目的】
・アイスランドの観光において、事業者の品質、安全、環境に関する意識を高め、
顧客に対し保証すること。

Icelandic Travel Market は
旅行サービスのカテゴリーで認
定を受け、更にエコフレンド
リーな商品（ツアー等）を提
供している事業者としても認
定を受けている。

旅行サービスの認定ロゴ 環境審査認定ロゴ
（シルバーランク）

出所）ITM-Tourist Information 「ITM(top page)」
http://www.icelandictravelmarket.is/
（閲覧日：2018年2月27日）

出所）ITM-Tourist Information 「ITM(top page)」
http://www.icelandictravelmarket.is/
（閲覧日：2018年2月27日）

出所）VAKINN」
https://www.vakinn.is/en/certified-companies
（閲覧日2018年2月27日
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地方観光地との加盟契約による広域観光案内
地方観光地の関係団体と加盟団体契約を締結
加盟金の対価としてパンフレット設置スペース、ポスター掲示、動画放映、マーケティング情報を提供Point

地方観光地の声

案内所の声

Ⅲ 持続可能な経営 1）収益向上の工夫

案内所名 TIC TOKYO（東京都千代田区） JNTO
カテゴリー Ⅲ

運営状況

＜地方観光地への加盟契約サービス＞
• パンフレット設置スペースの提供、ポスター掲示、動画放映等
• マーケティング情報の提供

※パンフレット配布数、国別利用者数や質問事例等の
月次レポートの提供

＜加盟金＞
• １団体あたり120万円／年

導入のポイント 東京など都市部のほか、交通結節点など地域のハブ的役割を
担う案内所で展開可能

TIC TOKYO

地方観光地

地方観光地

地方観光地

TIC TOKYO
来訪者

地方観光地
の情報を提供

加盟金

マーケティング
情報の提供

＜ハブ的役割＞

利用者の関心にあわせ、加盟団体の地域情
報を案内
加盟団体は、総合観光プロモーション実現の
場として、当該案内所を活用
加盟金収入は収益の柱の一つ

訪日外国人旅行者が多く集まる
場所で、自らの地域のPRができ、
回遊促進に繋がった
当該案内所で収集されたマーケ
ティング情報は、地域の施策等に
活用

情報のアンテナショップ的利用
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提供サービスの多機能化による収益の向上
Ⅲ 持続可能な経営 1）収益向上の工夫

■レストランの併設
案内所の声

■レンタルオフィスの併設
案内所の声

案内所名 SUiTO FUKUOKA
（福岡県福岡市）

JNTO
カテゴリー Ⅱ

特徴
• 案内所にレストランや物販、レンタルスペースを併設
• レストラン収入を軸に黒字経営モデルを構築
• イニシャルコストについては、観光庁補助金を活用

導入のポイント 案内所を新設する際に、コンセプト段階からレストランなどの
多様な機能を付与することが望ましい

留意点
体験ワークショップにおいて併設レストランを活用することで、
本格的な料理のワークショップが実施可能になるなどの相乗
効果が生まれる

案内所名 INBOUND LEAGUE
（東京都新宿区）

JNTO
カテゴリー ー

特徴

• 案内所にレンタルオフィス、シェアハウス、レンタルスペース
などを併設

• レンタルオフィス収入を軸に経営モデルを構築
• 当該案内所をマーケティング拠点として活用することで、イ

ンバウンド関係業務の受託に繋げている

導入のポイント 案内所を新設する際に、コンセプト段階からレンタルオフィス
などの多様な機能を付与することが望ましい

留意点
観光案内や体験ワークショップなどにより訪日外国人が集ま
る場とすることで、レンタルオフィスなど他の収益事業への相乗
効果が生まれる

訪日外国人利用者やインバウンドに関心のある事
業者が集まるような、インバウンドのメッカを作ること
が目的
イベント、セミナーを通じて最新のインバウンド情報
の収集ができる場の提供
シェアハウスに入居する外国人利用者へのアンケー
ト調査や、体験ワークショップの開催などを通じ、入
居事業者や案内所管理者などが案内所をマーケ
ティング拠点として活用

案内所経営において収益が望めるモデルの構築を
目指している
地元産の食材を使った本格的な料理を提供でき
るレストランを併設し、収益の柱となっている
自治体や民間施設からの視察受け入れも多数、
他の案内所運営の受注にも繋がっている

レストランやレンタルオフィスの併設、インバウンド関係業務の受託など、案内所に多様な機能を付加し収益源を確保
収益の向上により、完全民間での経営モデルを構築Point
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Ⅲ 持続可能な経営 ２）運営費の工夫

商業施設内インフォメーションカウンターと観光案内所の一体的運営

案内所名 日本橋案内所（東京都中央区） JNTO
カテゴリー Ⅱ

収益事業

＜スーベニアショップ＞
• 日本橋エリアの老舗・名店の土産品、オリジナル商品の販売
＜カフェ＞
・ 日本橋エリアの逸品や各店とタイアップしたオリジナルドリンク、

スイーツを提供
＜文化体験ツアー、ワークショップ＞

導入のポイント 都市部のみならず、地方部の商業施設でも導入可能な経営ス
キーム

インフォメーションカウンターは、商業施設
に必須のもの
インフォメーションカウンターに観光案内
機能を付加することで、追加コストをかけ
ずに観光案内所の運営が可能

商業施設管理者の声

収益施設の併設
スーベニアショップ、カフェなどによる収益向上で、
更にコストを低減
単純にインフォメーションカウンターのみを運営
するより、業務委託費とテナント料が相殺する
ことでコストを下げられる可能性有

＜運営の仕組み＞

商業施設管理者

案内所運営者

インフォメーショ
ンカウンター

観光案内 スーベニア
ショップ

カフェ

業務委託契約 テナント契約

業務委託料 テナント料

商業施設からインフォメーションカ
ウンター・観光案内所運営を業務
委託を受ける一方、収益施設は
テナントとして入居

商業施設管理者は、収益施設
の収益に応じ、テナント料が得ら
れる

案内所運営者は、収益施設の
運営により、案内所の質及び収
益の向上を図ることができる

商業施設に必須であるインフォメーションカウンターに、観光案内所機能を付加し一体的に運営
スーベニアショップ、カフェなどの収益施設を併設することで、更にコストを低減Point

出所）三井不動産「まち日本橋（日本橋案内所）」
http://www.nihonbashi-tokyo.jp/information_center/
（閲覧日2018年2月27日）

出所）三井不動産「まち日本橋（日本橋案内所）」
http://www.nihonbashi-tokyo.jp/information_center/
（閲覧日2018年2月27日）
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交通事業者による観光案内所運営
Ⅲ 持続可能な経営 ２）運営費の工夫

■城崎温泉ツーリストインフォメーションSOZORO

設置場所 香川県仲多度郡琴平町 JNTO
カテゴリー －

設置の背景
• 自社の持ちビルの一階にあった土産屋を改修
• 地域貢献として、自社タクシーも活用しつつ、地域の発信

拠点となるよう案内所を設置

特徴

＜提供サービス＞
• タクシートリップなどの旅行プランの提案・予約手配
• 各種体験ワークショップ
• レンタサイクル
• カフェ
＜今後の方向性＞
• 今後はツアー販売を本格的に行う予定

設置場所 兵庫県豊岡市 JNTO
カテゴリー Ⅱ

設置の背景
• 駅前バス待合所の老朽化に伴う建替の検討がきっかけ
• 訪日外国人旅行者の増加によって、主力事業として展開し

ている長距離バスの売上の増加を企図し、案内所を設置

特徴

＜提供サービス＞
• 高速バスチケットの販売
• バスやタクシーを活用した着地型ツアーの案内・販売

※外国人向けコンテンツ有
• 物販 / レンタサイクル
＜今後の方向性＞
• コンテンツの磨き上げを図り、着地型ツアーの販売を伸ばす

■KOTOHIRA TRIP BASE-Kotori-

案内所の声

訪日外国人旅行者の増加は、長距離バス
事業などの売り上げに直結
当該交通事業者は、地域貢献に加え本業
への波及効果を狙い、案内所を設置・運営

導入のポイント
本業への波及効果を企図し、交通事業者が
案内所運営を行う場合、自社所有のバス・
タクシーの活用など、強みを活かした運営が
可能

留意点

案内所単体での収益状況を改善させていく
ためには、訪日外国人旅行者のニーズにあわ
せた着地型ツアーの造成・情報発信・販売が
必要

地域に拠点を置く交通事業者が、本業の利用客増加を企図し、案内所を運営
自社所有のバス・タクシーを活用した着地型ツアーの販売など、本業を活かしたサービス展開が可能Point
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地域ニーズに応じた民間主体での観光案内所運営

案内所名 京都・伏見インフォメーションセンター
伏見館（京都府京都市）

JNTO
カテゴリー ー

運営状況

＜運営収支の状況＞
• 事業収入により、案内所運営に係る追加コスト（家賃、専

任スタッフ１名の人件費など）を賄っている
＜収益事業の実施＞
• 利き酒処（1杯100円） ※地域内酒造の酒を紹介
• 街歩きツアー（3,000円~5,000円程度）
• フシミ大学（1,000円~6,500円程度）※カルチャースクール
• レンタルスペース（1,000円/h）

導入のポイント 利害の一致する事業者と連携することで、設置主体にとって設置
運営コスト（委託費）を抑えることができる

留意点 設置主体及び運営事業者がwin-winとなる運営形態とするため
には、両者の継続的なコミュニケーションが必要

京都駅－伏見稲荷から商店街への集客を
図るにあたり、訪日外国人旅行者の受入体
制強化の一環として、案内所を設置
以前より繋がりのあった広告代理店に運営を
依頼し、委託費なしでの運営を実現

商店街の声

運営事業者の声
本業である広告代理店の事務所を兼ねるこ
とで、運営コストを抑えることが可能
案内所運営を通じた地域事業者との繋がり
が増え、本業にもプラスの効果がある

Ⅲ 持続可能な経営 ２）運営費の工夫

商店街は、案内所設置費用の
みを負担

設置主体（商店街）

案内所運営事業者

案内所運営を依頼

運営事業者は、本業事務所を
兼ねることで、人件費などの追
加コストを低減
収益事業により案内所を運営＜委託費なしで案内所を運営＞

＜伏見館の運営形態＞

地元商店街からの要望に応え、地域と繋がりのあった広告代理店が事務所を兼ねる形で観光案内所を運営
利き酒サービスやレンタルスペースなどを展開しつつ、設置主体からの委託費なしでの運営を実現Point
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Ⅳ 地域共生・地域内外の回遊性 １）地域内外の周遊促進に向けた連携

Skype活用による目的地のリアルタイム情報の提供
パンフレットやコンシェルジュによる案内に加え、地方の観光案内所とSkypeで繋ぎ、現地情報を案内
桜開花状況・積雪状況などのリアルタイム情報、周辺スポットや交通案内などを提供し、現地への周遊を促進

案内所名 TIC TOKYO（東京都千代田区） JNTO
カテゴリー Ⅲ

運営状況 観光地の見どころやホテルなどを探している外国人旅行者に対し、
Skypeを活用し、地方案内所から観光情報・交通案内を提供

導入／運営コ
スト Skype設備導入費用／通信費

導入のポイント 東京など都市部のほか、交通結節点など地域のハブ的役割を
担う案内所で展開可能

留意点
実際にSkypeを繋ぐには、一旦現地の案内所に対応可能か確
認する必要があり時間を要するため、利用者の状況に応じた対
応が必要

Point

必要な情報を現地から直接得る
ことができ、その場で旅行プランを
決めることができた
来訪前に現地の人とコミュニケー
ションを楽しむことができた

利用者の声

案内所の声
当該案内所は、現地でしか得られない情報を
提供でき、利用者の満足度向上に繋がった
地方案内所は、総合観光プロモーションの場と
して当該案内所を活用でき、自地域への周
遊を促進できた

TIC TOKYO
コンシェルジュ

TIC TOKYO
来訪者

地方の案内所
コンシェルジュ

○○地域の
詳しい情報が

知りたい

○○案内所のコ
ンシェルジュがお

伝えします

○○地域の今のお
すすめ観光情報を

お伝えします

Skype接続

Skypeの活用によりシームレスに情報を提供
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観光客の地域への促進のためには、各地域の観光案内所のネットワーク化が必要
信越自然郷内９市町村の案内所と連携し、交通結節点に位置する当該案内所がハブ的役割を担うことで、広域観光案
内・周辺地域への周遊促進を実現

Point

信越自然郷内の案内所連携

案内所名 信越自然郷 飯山駅観光案内所
（長野県飯山市）

JNTO
カテゴリー Ⅱ

運営状況

• 北陸新幹線開業を機に、信越自然郷の玄関口となる飯山
駅に当該案内所を整備

• 案内所間で、イベント情報や季節の花、紅葉情報を収集し、
相互に情報提供

• 当該案内所において観光案内に加え、日帰りバスツアーの造
成・販売や、貸し切りタクシー手配、宿泊施設予約などを行
い、利用者の信越自然郷内への周遊を促進

導入のポイント 交通結節点など地域のハブ的役割を担う案内所で展開可能

留意点 観光案内に加え、バスツアーやタクシー手配など、コンテンツや周
遊手段を合わせて提供することが周遊促進において重要

スノーモンキーだけではなく、様々な
見どころ、アクティビティを教えてくれた
観光情報だけではなく、日帰り体験
ツアーも利用出来て便利

利用者の声

案内所の声
北陸新幹線開業を機に、従来連携が難しかっ
た近隣地域の案内所と連携し、ワンストップで観
光案内が可能になった
地域内外の宿泊施設等の事業者からも評価を
頂き、積極的に情報提供を頂けるようになった

Ⅳ 地域共生・地域内外の回遊性 １）地域内外の周遊促進に向けた連携

域内への来訪者

広域
観光情報

当該案内所
＜ハブ的役割＞

域内案内所

域内案内所

域内案内所

＜域内において相互に情報提供・連携＞

ツアー商品

玄関口＝新幹線駅

鉄道駅

温泉地など

高速道路IC付近
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タクシー事業者との連携

案内所名 鳥取市国際観光客サポートセンター
（鳥取県鳥取市）

JNTO
カテゴリー Ⅱ

運営状況

• 外国人旅行者に対して利便性の高い二次交通を提供するた
め、タクシー事業者と行政が連携し、2011年度から外国人
観光客周遊タクシーを提供

• 県と市の補助により2,000円（貸切３時間/人）で提供
• 2016年度利用実績：約3,400件

導入のポイント 二次交通が不足する地域において交通事業者との連携により、
旅行者にとって利便性の高いサービス提供が可能

留意点 行政予算を財源としているため、利用状況によっては補助額の調
整が必要であるとともに、地域内への波及効果の把握が重要

案内所で教えてもらった観光地に格
安で行くことができた
タクシードライバーも知識が豊富で、
鳥取観光を楽しむことができた

利用者の声

案内所の声

市内に観光地が点在しているが、二次交通が
充実していないことが課題であった
旅行者にとって利便性の高い周遊タクシーを
導入することで、地域内への周遊を促進

Ⅳ 地域共生・地域内外の回遊性 １）地域内外の周遊促進に向けた連携

訪日外国人旅行者向けの周遊タクシーを用意し、案内所にて手配
観光案内と観光地への送客をワンストップで行うことで、地域内への周遊を促進し、二次交通の問題も解消Point

＜外国人観光客周遊タクシー＞
案内所が手配を行うことで、観光案内と観光地への送客がワンストップで可能
となり、旅行者のニーズにあった目的地を紹介することで満足度が向上

ドライバーは、おもてなしの
心や観光地の歴史・文化
などを学んだ「鳥取観光マ
イスター」に限定

出所）鳥取市「鳥取市公式ウェブサイト（外国人観光客のための周遊タクシー）」
http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1374222847656/
（閲覧日：2018年2月27日）

出所）鳥取市「鳥取市公式ウェブサイト（鳥取市国際観光客サポートセンター）」
http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1336986251261/index.html （閲覧日：2018年2月27日）

出所）鳥取市「鳥取市公式ウェブサイト（外国人観光客のための周遊タクシー）」
http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1374222847656/
（閲覧日：2018年2月27日）
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Ⅳ 地域共生・地域内外の回遊性 ２）地域共生

観光案内所の地域交流拠点化

島の人も外の人もふらっと訪れ、
会話を楽しむことができる場所
観光案内を受けに来訪したが、案
内所でコーヒーを飲んでいる島の
人と仲良くなれた

利用者の声

案内所の声
親子連れが屋内ピクニックを行うなど、地域住
民の憩いの場として定着
明確な観光地ではないが、生活離島としての
魅力を発信できるよう、地域住民同士、観光
客と地域住民の交流の場、島の中と外との接
点となることを目指している＜地域交流の場＞

友達に会いに来るような感覚で来訪できるように工夫
地域住民が家にあるもの、作ったものを持ってきてくれることも

案内所名 大崎上島町観光案内所
（広島県豊田郡大崎上島町）

JNTO
カテゴリー －

地域交流機
能

観光案内
多目的イベントスペース
※地域住民向けワークショップ、セミナー、トークイベント開催

カフェ
特産品の販売
移住・定住相談窓口

導入条件 地域生活そのものを地域資源として活用する場合に有効な手段

留意点 ビジョンや取り組みについて関係者間の共通認識を継続的に醸成
していくことが重要

観光案内所を地域交流の場として活用、利用者の５割から９割が地域住民
通常のゲスト・ホストの関係ではなく、フレンドリーかつフラットな関係で、地域住民とともに観光案内を実施Point
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地域内交流拠点を活用した受入環境整備

案内所名 木屋旅館（愛媛県宇和島市） JNTO
カテゴリー Ⅱ

運営状況

• 外国人スタッフを施設のマネージャーとして採用
• ブータンデーなどを開催し、地域住民が外国文化に触れる機

会を設けることで、訪日外国人旅行者を迎え入れるきっかけ
づくりの場を提供

• 在住外国人の交流拠点とすることで、訪日外国人旅行者受
け入れに向けたアイディア獲得など地域内の連携の基礎づくり
を行っている

導入のポイント 案内所が地域内に対しても情報発信し、地域住民と交流するこ
とで、地域内の受入環境の向上に繋げることができる

留意点 在住外国人との連携体制を構築する上で、外国人スタッフを通
じたコミュニケーションも有効な手段

地域からの声

案内所の声
案内所を地域のイベントや展示スペースとし
て利用してもらい、地域住民・在住外国人・
旅行者の交流の場としている
地域住民のホスピタリティ向上や、在住外国
人の力を借りたインバウンド対策を目指して
いる

Ⅳ 地域共生・地域内外の回遊性 ２）地域共生

当該案内所

地域住民

在住外国人
来訪者

地域住民のホスピタリティ向上

外国文化の
情報発信

＜案内所を中心に地域内受入環境を整備＞

在住外国人との連携

アイディアの
獲得、連携

観光案内

情報発信

地域内交流拠点

イベントを通じて、外国の文化を知ることがで
きた
当該案内所がマネージャーが外国人スタッフ
であり、在住外国人の拠り所になっている

市と連携し、地域における情報発信・交流の重要な拠点として活用
地域住民の外国人への理解促進や在住外国人からのアイディア獲得など、地域全体の受入環境整備に繋げているPoint



大類型 小類型 トピック 案内所名 Ｐ
Ⅰホスピタリティ
向上の工夫

旅行者とのコミュニケーション Nara Visitor Center & Inn
P.3

案内所スタッフの育成 TIC TOKYO

【海外事例】目的特化型（ボランティアによる観光案内） 「Hong Kong Tourism Board Visitor Center」香港 P.4
Ⅱ先進機能 1)施設面の工

夫
コンビニエンスストアの併設 ツーリストサービスカウンター TERMINAL GINZA P.5

移動観光案内－移動式観光案内車「CoCO ふじ Go」 富士吉田市観光案内所 P.6

スマートフォンの無料貸出サービス TRAVEL HUB MIX P.7

チケット販売機能の付加 京都総合観光案内所 P.8

地域資源を活かした付加的サービス（ワインサーバーの設置） 笛吹市石和温泉駅観光案内所 P.9

【海外事例】移動型観光案内所（自転車・観光案内人）
「Info Bikes」ロンドン

P.10
「移動式観光案内所」（ソウル）

2)提供コンテン
ツの工夫

外国人目線による、地域資源を活かしたコンテンツ開発 日本橋案内所 P.11

現場スタッフの創意工夫による体験型コンテンツの提供 Nara Visitor Center & Inn P.12

満足度の高い和文化体験の開催 SUiTO FUKUOKA P.13

3)最先端技術
の活用 VRの活用

TRAVEL HUB MIX
P.14

大津駅観光案内所OTSURY

【海外事例】VR・ARの活用 「 K-Style HUB 」ソウル P.15
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トピック整理表（2/2）

大類型 小類型 トピック 案内所名 Ｐ
Ⅱ先進機能 4)分野特化 基幹産業（木工業）に特化した観光案内 大川市観光･インテリア情報ステーション 大川TERRAZZA P.16

【海外事例】目的特化型案内所（文化・芸術チケット販売）
「Kiosque Culture」パリ

P.17
「TKTS」ニューヨークシティ

【海外事例】目的特化型案内所（アクティビティ） 「Icelandic Travel Market」アイスランド P.18
Ⅲ持続可能
な経営

1)収益向上
の工夫

地方観光地との加盟契約による広域観光案内 TIC TOKYO P.19

提供サービスの多機能化による収益の向上
SUiTO FUKUOKA

P.20
INBOUND LEAGUE

2)運営費の
工夫

商業施設内インフォメーションカウンターと観光案内所の一体的運営 日本橋案内所 P.21

交通事業者による観光案内所運営
KOTOHIRA TRIP BASE-Kotori-

P.22
城崎温泉ツーリストインフォメーションSOZORO

地域ニーズに応じた民間主体での観光案内所運営 京都・伏見インフォメーションセンター伏見館 P.23
Ⅳ地域共生・
地域内外の
回遊性

1)地域内外
の周遊促進
に向けた連携

Skype活用による目的地のリアルタイム情報の提供 TIC TOKYO P.24

信越自然郷内の案内所連携 信越自然郷 飯山駅観光案内所 P.25

タクシー事業者との連携 鳥取市国際観光客サポートセンター P.26
2)地域共生 観光案内所の地域交流拠点化 大崎上島町観光案内所 P.27

地域内交流拠点を活用した受入環境整備 木屋旅館 P.28
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