
日本遺産マッチング・相談会について

• 日本遺産認定地域は、認定をきっかけに様々な事業を展開しているが、旅行商品の造成があまり進んでおらず、課題を持っている地域が
散見される。

• とりわけ、インバウンド向けの商品造成が進まないことを踏まえ、認定地域と参加旅行会社の商談会を開催した。
• 商談会終了後、認定地域及び旅行会社を対象とした日本遺産全般に関するアンケート調査を実施し、その結果を踏まえ、日本遺産認
定地域が抱える旅行商品造成における課題とその対応策について、次頁のとおり整理した。

令和元年度「日本遺産マッチング・相談会」

マッチング相談会開催の背景

日時 令和２年２月10日（月）
会場 湯島地方合同庁舎 会議室

参
加
認
定
地
域
（
10

地
域
）

01 近世日本の教育遺産群－学ぶ心・礼節の本源－
05 海と都をつなぐ若狭の往来文化遺産群

～御食国（みけつくに）若狭と鯖街道～
06 「信長公のおもてなし」が息づく戦国城下町・岐阜
08 琵琶湖とその水辺景観－祈りと暮らしの水遺産
14 尾道水道が紡いだ中世からの箱庭的都市
23 「北総四都市江戸紀行・江戸を感じる北総の町並み」─佐倉・成田・佐原・

銚子：百万都市江戸を支えた江戸近郊の四つの代表的町並み群─
28 木曽路はすべて山の中 ～山を守り 山に生きる～
36 “日本最大の海賊”の本拠地：芸予諸島－よみがえる村上海賊

“Murakami KAIZOKU”の記憶－
37 日本磁器のふるさと 肥前 ～百花繚乱のやきもの散歩～
55 カムイと共に生きる上川アイヌ～大雪山のふところに伝承される神々の世界～

参
加
旅
行
会
社
（
８
社
）

アソビュー株式会社
株式会社近畿日本ツーリスト首都圏

(KNT-CTホールディングス株式会社)
クラブツーリズム株式会社

(KNT-CTホールディングス株式会社)
東武トップツアーズ株式会社
株式会社MATCHA
株式会社地域ブランディング研究所
株式会社日本旅行
株式会社JTBグローバルマーケティング&トラベル

内容 ①認定地域によるプレゼン
②旅行会社によるプレゼン
③認定地域と旅行会社の商談会

[概要]



旅行商品造成に向けて日本遺産認定地域が抱える課題
令和元年度「日本遺産マッチング・相談会」

①日本遺産のス
トーリーの訴求・
資源の磨き上げ

②ターゲットに向け
た情報発信

③旅行商品・体験
コンテンツの造成
（地域にお金を
落とす仕組み）

④受入体制の構築

⑤受入環境の整備
（案内看板等の多言
語整備、キャッシュレス
対応等）

⑥他の資源との連
携による誘客

インバウンド誘客における課題 その他、認定地域として抱える課題

• 中国や台湾、韓国をターゲットにした場合、ストーリーの親和
性があり、理解は得やすいが、一方欧米豪に対してはその親
和性が低いことから、これらの観光客に理解してもらえるよう
新たに伝え方等を検討し、構成文化財の磨き上げが必要で
ある。

• ターゲット層に向けた情報発信の方法・手段がわからず、
効果的な発信が不十分である。

• プロモーションや多言語対応等幅広い取組は、地方自治
体主体では誘客活動にも限界がある。

• 観光客は増加傾向であるが、地域でお金を落とす仕組み
の構築も必要である。

• 体験コンテンツが少なく、ニーズに合った旅行商品の造成、
体験コンテンツの充実が図れていない。

• 外国人対応の人材確保ができていない。
• ストーリーや構成文化財など地域の魅力を伝える人材も
不足している。

• 案内看板、構成文化財をはじめ、飲食店や交通手段等
の多言語対応ができているところが少ない。

• キャッシュレス、Wi-Fiなどの整備ができていない。
• ムスリムへの理解が少なく、対応できる店舗が少ない。

• 地域内に誘客を図ることができる観光資源があるにもかか
わらず、日本遺産のコンテンツとの連携、パッケージ化がで
きていない。

• 周辺に知名度の高い観光地があるのにもかかわらず、連携
した取組による誘客を図ることができていない。

• 構成文化財の周辺の景観を一体的に保護・誘導すること
ができていない。

• 様々な資源を保護・活用し、親しみやすい歴史的景観の
形成が進んでいない。

• 観光消費額を高めていくために、長期滞在が多い欧米豪
の観光客の誘致の強化が進んでいない。

• 国内外での日本遺産の認知度の向上が必要不可欠であ
る。

• 欧米豪のニーズ等マーケティングを踏まえた体験コンテンツ
の提供ができていない。

• 繁忙期と閑散期の差が激しく、平準化できていない。
• 地域内での滞在時間が短く、消費につながっていない。

• 地域内での日本遺産の認知度が低く、その魅力が浸透
されておらず、地域内の意識醸成が不可欠である。

• 行政内における文化財担当と観光担当の連携がうまく図
れていない。

• 二次交通が整備されておらず、特に訪日外国人が自ら地
域にアクセスすることが難しい。

• 地域内に宿泊施設が少なく、滞在時間が短い。
• 大型バス等を複数台受け入れる駐車場が少ない。

• シリアル型において、各自治体の距離が離れており、連携
しづらい。

• 一体的なツアー商品として構築・造成しづらい。
• 自治体ごとに日本遺産以外の取組もあり、観光地域づく
りとして、全体的な棲み分けが図れていない。



日本遺産認定地域における旅行商品造成にむけた課題と解決策
令和元年度「日本遺産マッチング・相談会」

①日本遺産のストーリーの訴求・資源の磨
き上げ

②ターゲットに向けた情報発信
③旅行商品・体験コンテンツの造成
（地域にお金を落とす仕組み）

日本遺産認定地域が抱える課題に対する解決策

＜参加した旅行会社からの参考事例＞ ＜参加した旅行会社からの参考事例＞ ＜参加した旅行会社からの参考事例＞

 日本遺産を体感できる着地型旅行商品が未造
成または、そのための仕組みが構築されていない地
域では、旅行商品企画ができるアドバイザーを積
極的に投与し、商品造成を図る。

 どのような見せ方により、日本遺産のストーリーにつ
いて訪日外国人の興味関心を高めることができる
か、市場ニーズを調査、優先し、マーケットインの
視点により検討を重ねる。

 造成した旅行商品は、市場調査や外国人モニ
ターによる検証を重ね、磨き上げを図る。（特に
ストーリーを大事にする欧米豪をターゲットとして見
据えることが効果的である。）

 訪日外国人に関する調査やニーズ把握等のマー
ケティング調査を行い、その結果に基づいてペルソ
ナ設定を行う。

 設定したペルソナが利用している海外のOTAや
情報メディアを選択し、積極的に発信する。（カ
スタマージャーニーの作成）

 海外のチャンネルに販売できるような仕組みを構築
するために、海外のエージェント等と連携を図る。

 欧米豪をターゲットとしつつも、来日数の多いアジ
アの地域をターゲットにした取組も検討する。

 訪日外国人向けに作成したウェブサイト等でも、国
内向けのコンテンツや情報発信の内容になっている
ことが多いため、海外向けの内容となっているか改
めて検証を行う。

 DMOの担当者が日本遺産のストーリー、魅力を
きちんと理解し、協議会と連携を図り、商品化を
行う。

 テーマ旅行の専門家に参画してもらい、商品造成
を図る。

 体験コンテンツの造成に加え、多言語対応したウェ
ブサイトの掲載や海外エージェントとの連携等によ
る、販路の確保・販売促進を図る。

 日本遺産単独ではなく、知名度の高い地域資源
や、周辺地域で開催されているガイドツアー等と
の組み合わせにより、観光客に訴求力の高い商品
造成を行う。

■近隣地域からの誘客の実現
群馬県富岡町では、軽井沢への観光客をターゲッ

トとして広域連携の組織を構築し、プロモーションを
展開し、近隣からの誘客を実現している。

（例）「琵琶湖とその水辺景観ー祈りと暮らしの水遺産」は、
世界的に有名な観光地である京都に近い立地を活かすこと
で、観光客に注目される可能性がある。

■継続的なPR活動の実現
せとうちDMOでは、英・仏・独・米・豪を明確なター

ゲット市場として位置づけ、現地エージェンシーの
設置、現地メディアや旅行会社に対して継続的な
PR活動を実現する。

■日本遺産を体感することができる旅行商品
の企画・販売

日本遺産を体感する商品は、地域をブラン
ディングしながら、そこに紐づいた地域資源を
用いた体験観光を販売する。また、必要に応
じて旅行会社等と連携を図ることで、高付加
価値、高単価商品とすることができる。

（例）「「信長公のおもてなし」が息づく戦国城下
町・岐阜」では、長良川温泉旅館協同組合や旅
行会社と連携し、 着地型旅行商品を開発。長
良川温泉博覧会「長良川おんぱく」等で商品を販
売し、地域の認知度や周遊者・宿泊者の消費額
を増やしている。

■モニターツアーやファムトリップによる磨き上げ
宮城インバウンドDMOでは、モニターツアーやファム

トリップ等を実施し、計１千名以上の外国人観光
客を誘致し、外国人目線のブラッシュアップポイント
を洗い出し、観光コンテンツの磨き上げや受入環
境の見直しを行っている。

■インフルエンサーや海外メディア広告
宮城インバウンドDMOでは、海外に知られていな

い地域への将来的な来訪を促進するにあたって、
顧客への広報やエージェントとの商談会参加のほ
か、インフルエンサーや海外メディア広告等により、
媒体接触人数935万人への戦略的な訴求を行っ
ている。 ■在日外国人向けのPR

青山での在日外国人向けイベントを展開し、海外で
のPR費用より安価で圧倒的な効果を創出している。



日本遺産認定地域における旅行商品造成にむけた課題と解決策
令和元年度「日本遺産マッチング・相談会」

④受入体制の構築
⑤受入環境の整備（案内看板等の多言

語整備、キャッシュレス対応等）
⑥他資源との連携による誘客

日本遺産認定地域が抱える課題に対する解決策

＜参加した旅行会社からの参考事例＞ ＜参加した旅行会社からの参考事例＞ ＜参加した旅行会社からの参考事例＞

 旅行商品を企画する際は、訪日外国人からの問
い合わせがない場合のリスクに備え、ターゲットを
訪日外国人に限定せず、訪日外国人と日本人、
いずれも参加可能な体制を構築する。

 事業者側スタッフの訪日外国人の受入に対する心
理的不安の解消のために、啓蒙活動が必要であ
る。

 受入環境整備が進んでいない場合でも、ガイドツ
アーとして添乗員やガイドが内容を補足すること
で、訪日外国人の受け入れが可能となる。

 地域の中で、外国人対応可能な人材確保が難し
い場合、旅行会社と連携しツアーとすることで代
替が可能となる。

 案内板やガイド等の多言語化を図り、多様化する
訪日外国人に合わせた対応を行う。

 日本遺産のストーリーを外国人でも理解できるよう、
日本の歴史や伝統文化、神話等に精通したネイ
ティブの翻訳者への確認を行う。

 電子チケット等ITを活用し、キャッシュレス対応や
事前決済を推進し、訪日外国人の満足度向上を
目指す。

 先端技術の活用により、受け入れ側のハード整備
等の負担を軽減する。

 シリアル型（複数の市町村にまたがったストー
リー）は、観光知識を有する外部人材等を活用
し、客観的な視点で複数の自治体をまとめ、共
通した観光戦略の構築、取組状況の相互共有
を図る。

 日本遺産以外の地域資源を活用したアクティビ
ティ等のキラーコンテンツや、定期的に実施してい
るガイドツアー等の定番コンテンツとのパッケージ
化を行い、プロモーション、販売につなげていく。

 伝統工芸等を活用し、日本遺産に関連するお土
産商品の製作・販売をする。

■日本遺産ガイド研修
栃木県宇都宮市では、ガイドスキルの標準

化を重点課題として掲げ、ガイド育成に取り
組んでいる。

地域で人材確保が難しい場合でも、旅行会
社の添乗員やガイドを活用したツアーを催行
することが可能。これにより、地域側の負担を
軽減させ、商機を逃すことなく、商品を展開す
ることができる。

■チケットレス・キャッシュレス化の推進

公共施設でのICT化による受入環境整備を
行い、訪日外国人が事前に決済でき、現地
でスムーズに周遊できるようにする。（二条城
等）

■百貨店等との連携による販売

地域の伝統工芸等を活用し、日本遺産のス
トーリーに関連した商品の制作する。また、百
貨店棟等とも連携し、商品を販売する。

■Sound ARコンテンツの活用
ムーミンバレーパーク（埼玉県飯能市）では、

先端技術のSound ARを活用し、来場者の
位置情報により、エリア内の特定の場所で音
声や音楽が流れる体験型コンテンツを提供し
ている。

→ハード整備をすることなく、ストーリーの内容を
体感してもらうことが可能となる。

■言語教育による魅力の提供
 人力車の事業者では、社内スタッフへの言語

講習、多言語対応のスタッフ採用等を自ら
行っている。

■官民連携による取組

岐阜県高山市では、行政と民間が負担金を出し
協議会を運営し、行政は環境整備や情報提供、
マーケティングの実施等の後方支援、ビジネス展開
については民間が行う等、役割分担を図りながら
連携を行っている。また、行政が意欲の高い民間
企業を海外商談等に同行させ、マッチングが成功
すると同時に、即座に商品開発に進められるよう、
取り組んでいる。


