
最先端観光コンテンツインキュベーター事業
≪ 夜間帯を活用した観光コンテンツの造成≫

ナレッジ集①事業成果報告書
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番号 事業名 事業主体 継続可否 ページ

1 音楽体験で夜間観光の資源化 渋谷ミュージックナイトアウト協議会 継続 P3

2 「海の京都」の特性を生かしたインバウンド向け
ナイトコンテンツ創出事業

一般社団法人
京都府北部地域連携都市圏振興社

（海の京都ＤＭＯ）
継続 P4

3 JAPAN RAINBOW NIGHT OUT 株式会社新通 継続 P5

4 伝統芸能「能楽」「芸者」の外国人向け
ナイトタイム定期公演の実施と情報発信事業 一般社団法人渋谷MICE協会 継続の意向あり P6

5 新たなナイトタイムエコノミーの担い手を呼び込む
空き店舗活用事業

一般財団法人ふじよしだ
観光振興サービス 継続 P7

6 地域資源を活かした新しいナイトコンテンツの創造による
博多旧市街ナイトフェス（仮称）の実施 公益財団法人福岡観光コンベンションビューロー 継続 P8

7 Funny Japan Project 合同会社オーディシー 継続 P9

8 浅草ナイトタイムツアー「EDO IKI KNIGHT（江戸粋ナイト）」
創生事業 協同組合浅草おかみさん会 継続 P10

9 SHIBUYA NIGHT MARKET 株式会社MONOLITH 継続 P11

10 インバウンド向けアフターマイスによる
ナイトタイムエコノミーの活性化事業 一般社団法人フード＆エンターテインメント協会 継続の意向あり P12

11 夜の地獄めぐりと地獄の夜市 一般社団法人別府市産業連携・協働プラットフォーム
B-bizLINK 継続 P13

12 ナイトタイムエコノミー創生事業
「伝統×革新 江戸東京夜市」

神田明神文化交流館 EDOCCO会
（株式会社CoCoRo） 継続 P14

13 OSAKA RIVER GO ROUND! OSAKA RIVER GO ROUND実行委員会 継続の意向あり P15

目次
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欧米やアジアの国々からの日本のシティポップへの熱い視線が注がれており、日本のレコード店及びその所蔵音源等は、観光資源としてポテンシャルが高い。
一方、日本の音楽やミュージックベニューは、外国人観光客には人気があるが、コンテンツとしては積極的に観光資源として活用されてこなかった。
渋谷におけるミュージックベニューと音楽コンテンツの観光資源化を図るため、外国人が日本のシティポップを渋谷で体験できる環境を初めてMAPとして可視化し、ツアー造成・情報
発信を行うことで、渋谷の音楽資源を観光コンテンツとして顕在化させる。

1.事業概要 2.まとめ

実施結果

検証事項①英文によるWEBとMAPフライヤー作成で渋谷近辺でのリス
ニングバーやクラブへの誘導に成功した。
検証事項②レコード店にて英文による日本のカタログ紹介で売上げを
増やし、販売促進に有効な成果を得た。
検証事項③外国人に向けたガイド付きバークロウルツアーの有効性を確認
し、日本のシティポップの関心度をヒアリングで検証できた。
検証事項④英文WEBにより、11/3の渋谷16店舗のワンチケット・クラ
ブサーキットでの外国人客参加を導き、売上げ増加に貢献した。
Spotifyと連携し、海外在住の日本のシティポップ潜在層へのアプローチ
を実施・継続することにより、更なる訪日観光客を生む動線ができた。

考察・課題

事業実施により、日本各地のミュージックベニューと音楽コンテンツのハイ
ポテンシャルな観光資源としての可能性を実証できた。
本事業実施により、事業成功へのノウハウを蓄積できた。
より広範囲における事業実施に向け、今回の成果を活用するための模
索が必要。

3.事業継続への取組

背景・問題意識及び目的

全体概要

継続 継続の意向あり 継続しない

TOKYO MUSIC NIGHT OUT WEBを2020年も継続運営し、内容の充実を図る。
今回作成したSHIBUYA MUSIC NIGHT OUT MAPフライヤーを増刷し継続して配布する。
東京シティポップのカタログ（レコード等の名盤）について、レコード店における英語訳による紹介数を
50から100に増やし、翌年度も継続して販売促進をする。
2020東京オリンピック時に今回実施したクラブサーキットを拡大実施し、更なる成功のため時間を
かけた外国人向けのプロモーションを強化する。
SHIBUYA MUSIC NIGHT OUTからTOKYO MUSIC NIGHT OUTへと発展拡大を目指す。

事業主体 渋谷ミュージックナイトアウト協議会

その他構成団体 一般財団法人 渋谷区観光協会、株式会社グローバル・ハーツ、合同会社そもそ
も、ワイエスコーポレーション

事業内容

渋谷近辺に点在するリスニングバー、クラブ、レコード店舗を紹介するWEB
及びフライヤーを英語で制作する。
世界の街から姿を消しつつある中、日本で存在感を増すレコード店舗にお
いて、日本のシティポップ名盤50を英語により紹介するコーナーを設置し、
外国人に向けて販売を促進する。
英語ガイド付きのTOKYO CITY POPを楽しむリスニングバークロウルツ
アーを企画し実施する。
渋谷のクラブ16店舗に入場できるワンチケット・クラブサーキットを実施。外
国人に参加を呼びかける。

実施エリア 渋谷及び隣接する恵比寿、代官山、代々木、新宿等。

実施期間
（ｺﾝﾃﾝﾂ提供期間）

2019年11月1日～2020年1月31日
（リスニングバークロウルツアーは11/1~3実施）

事業実施風景

音楽体験で夜間観光の資源化
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「海の京都」エリアに訪問する外国人観光客のニーズは、「自然景観・公園」「寺院・神社・名所等」「町家、街並み等の郷土風景」等の景観資源が上位を占めている。
一方、日中には国内外観光客が自然景観目当てで訪れているが、夜間はコンテンツが不足しており閑散としている状況である。
そのような現状を打開し、夜間消費を拡大することを目的に夜間コンテンツの充実を図るため、特別名勝かつ国定公園である「天橋立」を会場として、 「天橋立ビーチＢＡＲ」や
「OPENビュッフェ（着物ディナー）」「ナイトタイムクルーズ」等を実施し、外国人観光客の増加やエリア内の宿泊者の増加を目指す。

背景・問題意識及び目的

1.事業概要

事業主体 一般社団法人京都府北部地域連携都市圏振興社（海の京都ＤＭＯ）
【地域連携DMO】

その他構成団体 天橋立文珠繁栄会、天橋立府中観光会、宮津市、丹後ちりめん創業300年事
業実行委員会、丹後海陸交通(株)、(一社)Tangonian

事業内容

夜間の天橋立エリアの活性化施策
「天橋立ビーチサイドＢＡＲ」のインバウンド受入体制整備
「天橋立ビーチサイドＢＡＲ」に合わせたナイトタイムクルーズの運航
ナイトクルーズ＆TANGO OPENビュッフェ（着物ディナー）の開催
成相寺ライトアップを組み込んだエージェント向けファムツアーの実施

実施エリア 京都府宮津市（天橋立）

実施期間
（ｺﾝﾃﾝﾂ提供期間）

2019年８月31日～９月１日（天橋立ビーチサイドＢＡＲ）
2019年10月19日（TANGO OPENビュッフェ（着物ディナー））
2019年11月９日～10日（エージェント向けファムツアー）

事業実施風景

2.まとめ

実施結果

TANGO OPENビュッフェは、着物販売が想定より好調で目標の2倍以上を達成、
外国人参加者数もほぼ目標に達した。また、イベント開催時、地域の宿泊施設
は満室に近い状況であったことなど、テストケースとして成功した。

天橋立ビーチサイドＢＡＲ
全体売上げ4,073,200円 インバウンド効果764,460円
TANGO OPENビュッフェ（着物ディナー）
全体売上げ1,088,900円 インバウンド効果79,668円
成相寺ライトアップ時消費額
全体売上げ1,150,000円 インバウンド効果110,760円

考察・課題

インスタ映えする空間やおしゃれな大人の空間創出を心がけたプロモーションに努
めたことが成功し、ＳＮＳの拡散等により認知度が向上した。

天橋立ビーチサイドＢＡＲ
外国人消費単価の高さが判明、翌年度もインバウンドを推進
TANGO OPENビュッフェ（着物ディナー）
参加費（6,500円）について、食事の提供方法等の質の向上により単価
アップが可能
ナイトタイムクルーズ
ドリンクサービスと演奏の組合せにより1,000円以上の料金設定が可能
ツアー造成
特別感の演出に加え、混雑の緩和策が必要

3.事業継続への取組

全体概要

継続 継続の意向あり 継続しない

天橋立ビーチサイドバー、TANGO OPENビュッフェ（着物ディナー）
本事業年度同様実施（実施時期：8月下旬、10月中下旬）

（海の京都ＤＭＯがプロモーション支援）
ナイトタイムクルーズ
交通事業者が主体になり継続実施（実施時期：夏季）

（海の京都ＤＭＯがプロモーション支援）

「海の京都」の特性を生かしたインバウンド向けナイトコンテンツ創出事業
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近年、セクシュアルマイノリティを表す「LGBTQ」について、社会的に関心が高まっている。また、LGBTQツーリズム市場は、世界で約2,000億ドルと言われ、顧客単価という意味でも注目
されている市場である。
一方、日本国内においては、 LGBTQをターゲットにしたコンテンツ造成や受入環境整備はまだ十分にされておらず、一元的な情報発信もなされていない状況。
海外からのLGBTQ旅行客を、日本国内のLGBTQバーやクラブ、LGBTQフレンドリーレストランに呼び込むための一元的な情報発信や、関連イベント（プライドイベントやパレード）と連
携した取組を実施することで、 LGBTQフレンドリーな飲食店等の認知度を向上させ、観光客増・夜間の観光消費拡大につなげるともに、 LGBTQの取組の全国的な普及を目指す。

背景・問題意識及び目的

1.事業概要

事業主体 株式会社 新通

その他構成団体 株式会社 アウト・ジャパン

事業内容

大阪・那覇のLGBTQバーやクラブ、LGBTQフレンドリーレストラン情報及び
イベント情報を掲載するWEBサイトの作成・運営。
サイトへの流入促進策として、海外LGBTメディアや海外でのプロモーションを
通じ、海外のLGBTQエンドユーザーに情報発信。
大阪と那覇で開催されるLGBTQ関連イベント開催期間に、それぞれの都市
でイベント・パーティーを実施。
LGBTQ専門旅行会社により、ナイトタイムのコンテンツ利用を含めた観光コ
ンテンツのツアーを造成・販売。

実施エリア 大阪府大阪市、沖縄県那覇市

実施期間
（ｺﾝﾃﾝﾂ提供期間） 2019年8月31日～1月31日（WEBサイトは継続して運用）

事業実施風景

2.まとめ

実施
結果

外国人に対する大阪・沖縄のLGBTQ関連店舗やイベントに関する情報を一元化し、合計67軒
（大阪36軒、沖縄31軒）もの店舗が掲載されたWEBサイトを造成。情報のプラットホームとし
て一過性なものではなく、翌年度以降も継続的なPRの手段として、リピーター及び新規ユーザー
の獲得につながる仕掛けとなった。
WEBサイト掲載店舗の利用額並びにイベントの参加人数及び消費額に関して、大阪・那覇とも
に、KPI目標値を大きく上回った（大阪の場合、WEBサイト掲載店舗利用額及びイベントの参
加人数は2倍超、イベント消費額は3倍超）。
プライドイベントに合わせたナイトイベントを海外に向け発信し大々的に開催したことは新しい試み
であり、今後も外国人流入・消費拡大策として有効であると言える。
観光コンテンツを含み造成したツアーに関しては、宿泊費と観光消費額を合わせた旅行代金が参
加者1人当たり586,000円となり、ターゲットが富裕層とリンクすることが分かる。

考察・
課題

WEBサイト掲載により、ユーザーと店舗側双方に、地域のナイトライフ情報を集約したプラット
フォームとして有効に活用され、利用消費額向上にもつながった。今後も継続的なPRの手段とし
てリピーター及び新規ユーザーの獲得に活用が可能である。
関連イベント開催に合わせたナイトイベントの開催は、集客・利用消費額ともに結果が残せる効
率的なコンテンツである。
LGBTQマーケットをターゲットにしたイベントやメディアでのプロモーションが、サイト流入に有効だった。
旅行商品は個人手配中心のアジア等近隣よりもロングポーションをターゲットにし、各国の旅行
エージェントと提携しながら販路を拡大させる必要性がある。

3.事業継続への取組

全体概要

WEBサイト

ナイトイベント

沖縄

大阪
継続 継続の意向あり 継続しない

WEBサイトは情報をアップデートさせ永続的に展開する。ターゲットを絞りかつ予算的にも効率的なプロモー
ション展開でサイト流入を図る。また、サイトからの広告収入取得するため、システム構築によるマネタイズ化を
検討する。
イベントは実施エリアの地域事業者を主体としながら、海外に発信するプロモーション関連でサポートを図る。
本事業年度事業の成果を踏まえた他エリアでの事業拡大を図る。
旅行商品の販路拡大。
他のナイトタイムエコノミー推進事業との連携を模索し、コンテンツ拡充と更なる日本のナイトタイムエコノミー推
進を目指す。

JAPAN RAINBOW NIGHT OUT
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背景・問題意識及び目的

1.事業概要

事業主体 一般社団法人渋谷MICE協会

その他構成団体 株式会社セルリアンタワー東急ホテル、スターマーク株式会社

事業内容

伝統芸能である能・狂言について、外国人向けナイトタイム定期公演の実施
及びプロモーション。
渋谷区のセルリアン能楽堂にて、外国人客をメインターゲットとしたナイトタイム
における伝統芸能イベントを実施。能・狂言の体験イベントも造成。
抹茶体験や老舗の店舗による物販、金魚すくい等も設置。
近隣店舗への波及効果を目指し、近隣の店舗マップを配布を実施。

実施エリア 東京都渋谷区エリア

実施期間
（ｺﾝﾃﾝﾂ提供期間） 2019年11月20日～2020年1月30日

事業実施風景

2.まとめ

実施結果

能や狂言の体験イベントや抹茶体験、老舗店舗による物販、金魚すくい等、
日本の伝統文化を分かりやすく発信するイベントの満足度が高いことが分かっ
た。
外国籍（日本在住者を含む。）の人の参加率は約40%。
旅行代理店への事前告知が不足し、独自のオンラインチケット販売に頼ったた
め、売上げが伸び悩んだ。

考察・課題

イベントコストをまかなうためには、チケット販売における旅行代理店との連動
や、大学の留学生向けプログラムとして組み込むなど、販売数を増加させる取
組が必要。
インバウンド客の来日が多いタイミングにおける実施が有効。
開演時刻が早ければ、終了後に近隣店舗に回遊する蓋然性が高まる。
ホテルの宿泊をセットにした販売等の検討が必要。

3.事業継続への取組

全体概要

現地の歴史・遺産にふれる旅行は、米国・インド・ドイツ等において非常に人気が高く、郷土料理やお祭り、お茶も人気が高い。
一方、日本の能や狂言は、日本人であっても一度見ただけでは理解が困難であるほど内容が複雑であり、公演時間も長いことから、そのままインバウンドに鑑賞してもらうだけでは魅力的な観光
コンテンツになりづらい。そのため、インバウンドのニーズに合わせた内容に仕立てるとともに、近隣飲食店等とも連携して開催する必要。
渋谷にあるセルリアン能楽堂を活用し、夜間にインバウンドが楽しめる体験コンテンツとして能・狂言の体験イベントを造成・試行することにより、インバウンド向けの能・狂言のあり方を探るとともに、
周囲の飲食店やイベント、宿泊施設等と連携することで、旅行消費額の向上を図る。

継続決定 継続の意向あり 継続しない

今回の事業により、参加者の満足度が高いことを確認できたため、翌年度4月以降の継続実施を検討。
渋谷MICE協会の理事企業との連携を深め、協賛金等のチケット収入以外の収入を得られる仕組みを構
築するとともに、準備に時間を掛けてより一層プロモーションを強化する。

伝統芸能「能楽」「芸者」の外国人向けナイトタイム定期公演の実施と情報発信事業
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河口湖周辺エリアには、日中は訪日外国人が多く訪れるが、その6-7割は素泊まりであり、夜間の飲食ニーズを取りこぼしている状況。
一方、近隣の富士吉田地区には、かつて繊維業で栄えた時代の味わい深い飲食店が存在するが、観光客（外国人を含む）に認知されていない状況である。
外国人の認知の拡大のため、近隣宿泊施設にはポスターやチラシを掲示し、SNS等の発信とともに、西裏地区の店舗玄関前にメニュー表示やサイン看板を設置し、外国人が店内に入り
やすい環境を整える。また店内には４か国語でのメニューを用意し、外国人誘客へのストレスフリーの環境を整備するとともに、ナイトマーケットを定期的に開催することにより、夜間の消費
拡大を狙う。

背景・問題意識及び目的

1.事業概要

事業主体 一般財団法人ふじよしだ観光振興サービス

その他構成団体 合同会社新世界通り、富士吉田市、河口湖温泉旅館協同組合、新倉観光バ
ス株式会社、山梨県タクシー協会、株式会社富士急ハイランド

事業内容

西裏地区に外国人観光客を誘客すべく、外国人の受入店舗を増加するため
の取組を実施。
具体的には、本事業への参加店舗の共通サイン看板や外国語によるメニュー
表示の導入、マップやパンフレットを制作。
ナイトマーケットやビアガーデン、ジャズイベント等を定期的に開催。さらに、富士
急ハイランドとコラボイベントも開催。
河口湖町の宿泊施設と西裏地区間で、シャトルバス周遊を５日間運行。

実施エリア 山梨県富士吉田市（西裏地区）及び河口湖周辺

実施期間
（ｺﾝﾃﾝﾂ提供期間） 2019年9月26日～2020年1月25日

事業実施風景

2.まとめ

実施結果

クリエイティブ力の高いサインやプロモーションによる波及効果が成功。
各種イベント開催により、西裏地区の知名度の向上や地区への来場者の増加、
売上げアップに繋がった。
先行事例としてマスメディア（テレビや新聞）にも多く取り上げられた。また、ト
リップアドバイザーにおいて、富士吉田市の人気観光スポットランキングで、西裏
地区が60位から10位へ浮上。
本事業の実施やこれに伴う西裏地区の知名度向上により、地域の人々が一体
となって取組を推進する意識が醸成された。
概ねPRも成功し、KPIの目標を達成。

ナイトマーケット 目標36万円 ⇒ 約51万円
ジャズイベント 目標36万円 ⇒ 約120万円
対象店舗における客数・売上げ増加率

目標10％増 ⇒ 20％増（イベント6日間）
インバウンド効果 目標全体集客の25％ ⇒ 26％（イベント6日間）
（事業開始前のインバウンド来訪者割合は、概ね5％）
本事業への参加店舗（外国人受入可能店舗） 12店舗 ⇒ 48店舗

考察・課題
宿泊施設との連携が必須。
ふるさと納税の返礼品として、『西裏地区飲食はしごチケット』を造成中。
西裏の通りが複雑であるため、わかりやすい看板の設置が必要。
西裏地区の更なるPR。

3.事業継続への取組

全体概要

継続決定 継続の意向あり 継続しない

富士吉田市として、『西裏ナイトタイムエコノミー』としての事業費を、翌年度に新規で予算化。
春以降もビアガーデン、ナイトマーケット等の事業を開催する予定。
近隣駅から西裏エリアまでの看板や、西裏エリア内の通りの看板を設置予定。
ゲストハウス経営者と西裏事業者とのトークイベント開催予定（連携し、富士吉田市のPRを高める。）。

新たなナイトタイムエコノミーの担い手を呼び込む空き店舗活用事業
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福岡市は、大型スポーツイベント等の開催により、多くの外国人観光客の訪問が見込まれるタイミングに合わせ、地元の魅力を発信する事業に力を入れている。
現在、歴史・文化の体験施設周辺は日中は観光客で賑わっているが、夜間コンテンツが十分ではないため、夕方以降は観光客が減少する傾向がある。
「RWC2019」を機会に訪日する欧米豪の外国人観光客が歴史文化に非常に高い関心を持っていることから、 「博多旧市街フェスティバル」を計画し，その中の1プロジェクトとして
福岡を代表する歴史資源「櫛田神社」をユニークベニューとして活用し、新たなナイトコンテンツを開発するとともに、周辺エリアの飲食店への誘導を図ることにより、インバウンド消費の
拡大を目指す。

背景・問題意識及び目的

1.事業概要

事業主体 櫛田神社「月ノ宴」実行委員会

その他構成団体 （公財）福岡観光コンベンションビューロー、福岡市、株式会社ネイキッド

事業内容

「櫛田神社『月ノ宴』DIRECTED by NAKEDの実施

ラグビーワールドカップ開催と連動したナイトコンテンツの開発
福岡・博多を代表する歴史資源「櫛田神社」で、ライトアップを軸としたナイト
コンテンツの開発
NAKEDによるライトアップ演出（黒田節をテーマとした演舞）
櫛田神社周辺の飲食店28店舗との連携（地域の消費につなげ、夜の福
岡の活性化を図る。）

実施エリア 櫛田神社（及びその周辺）

実施期間
（ｺﾝﾃﾝﾂ提供期間） 2019年10月11日（金）～10月14日（月・祝）

事業実施風景

2.まとめ

実施結果

来場者数：無料エリア 約7,000人、有料エリア 4,625人
本事業の売上げ（イベント入場料収入）：
5,479,090円※（対目標75.6％）
※うち、外国人への販売は、393,000円（対目標87.3％）
インバウンド効果：チケット販売 262人（対目標87.3％）
協力店舗を16店舗から28店舗まで拡大。

考察・課題

台風の影響等により、入場者数（チケット販売）が目標に達しなかった。

＜課題＞
旅前の情報発信（SNS等の活用）強化の必要性
屋外イベントのため天候に影響されない対策や代替案（時期の検討等）
外国人観光客の消費額や動向に関する蓄積したデータの活用

3.事業継続への取組

全体概要

継続決定 継続の意向あり 継続しない

実施時期については、台風等の影響のない季節等を引き続き検討する。
櫛田神社におけるナイトタイムのイベント（主に、ライトアップ）は、引き続き「博多旧市街ライトアップウォー
ク」のイベントのひとつとして継続し、他の会場にはない、独自性のあるライトアップの演出を実施することで、
より集客力アップを図りたい。
2020年秋の開催を予定している。

地域資源を活かした新しいナイトコンテンツの創造による博多旧市街ナイトフェス（仮称）の実施
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⮚ 訪日外国人観光客が多く訪れるエリアでナイトエンターテイメントが不足している中、スタンダップコメディーが世界的ブームとなっている。動画配信サイトNetflix（会員数約1億人）では毎月スタ
ンダップコメディアンのショウが配信されており、欧米のみならずアジアでも人気が高く、インド、韓国、中国等でもスタンダップコメディークラブが誕生し、ナイトエンターテイメントとして盛り上がっている。

⮚ このようにスタンダップコメディーショウは全世界において非常に大きなマーケットがあるが、現在、日本ではまだあまり認知されていない。
⮚ 海外のプラットフォームにおける販売手数料を気にするあまり、プロモーションを自由にすることができないため、担い手（コメディアン）を増やすのが困難である。新しい文化を日本で根付かせるた

めに、オウンドメディアを運用し、予約獲得・PRを行う必要がある。

背景・問題意識及び目的

1.事業概要

業主体 合同会社オーディシー

事業内容

訪日外国人観光客向けに、英語のスタンダップコメディーショウを2種実施。
● オウンドメディア強化
● SEO対策
● YouTube利用
● SNS対策
販売促進のためにインフラを整備することで、集客アップへつながった。

①ソロスタンダップコメディーショウ
タイトル“My Japanese Perspective” (僕の日本人の視点)と題し、
約１時間にわたり、日本の文化や日本人の特性をジョークを通して、面白く観光
客に伝えるショウ。
②育成したコメディアンのショウ
５～８人の育成コメディアンが順番にパフォーマンスするコメディーショウ。日本のこ
とを面白くジョークで紹介する。

実施エリア 浅草・浅草橋・門前仲町

実施期間
（ｺﾝﾃﾝﾂ提供期間） 2019年7月1日～2020年1月（自社メディア、SNS等は継続して運用）

事業実施風景

2.まとめ

実施結果

①ソロスタンダップコメディーショウ
集客人数：430人、入場料収入1,247,000円
11月：集客人数82人、入場料収入対前年比209%
12月：集客人数90人、入場料収入対前年比169%達成
1月 ：集客人数122人、入場料収入対前年比268%達成
口コミ128件中、120件が満点評価（Airbnb、Trip Advisor）
会場ドリンクオーダー：430人(946杯)、一人2.2杯
周辺店舗訪問率：53%（参加者430人中231人が店舗に訪問）
訪日外国人観光客の割合 91%（430人中395人が訪日外国人観光客）

②育成したコメディアンのショウ
集客人数：121人、売上げ：181,500円
育成したコメディアン数 12人（期間中５名発掘）

考察・課題

十分なプロモーションや営業活動にリソースをさけなかったため、期間中前半のチ
ケット販売数が落ち込んでしまった。
自社メディア（予約システムを含む。）を10月にオープン。
継続的にPRとマーケティングできる仕組みができた。
→秋頃（11月、12月、1月）から集客が急激に伸びている。
非英語圏の顧客増加
英語圏57.3%、非英語圏42.7%、うちアジア圏22.2%
販売サイト（Airbnb、Trip Advisor）で口コミ128件を獲得し、うち120件が
満点の評価であり、ナイトエンターテインメントのコンテンツとして満足度が高い。
育成コメディアンは、仕事をかけもちしているため、成長には時間を要する。

3.事業継続への取組

全体概要

継続決定 継続の意向あり 継続しない

オウンドメディア（予約システムを含む。）の運用を開始し、継続的にプロモーションやマーケティングを行える
仕組みが構築できたため、今後はコンテンツを充実させる。
ソロショウは、顧客の満足度が高いため、プロモーションを強化し、集客人数を増やす。
育成コメディアンは、仕事をかけもちしており、時間に限りがあるため、成長には時間を要する。週末の育成イ
ベントを増やし、成長スピートを上げていく。
コメディアンを発掘・育成し、ニセコ・京都・大阪等に開催地域を広げていく。

Funny Japan Project（Standup Comedy）
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日中はインバウンド観光客で賑わう観光地「浅草」は、夕方以降、商店街のシャッターが閉まってしまう日帰りエリア。訪日外国人や浅草エリアのホテル・レストランには、夜間のコンテンツ拡大
に対する強い意向がある。
また、浅草周辺には日本ならではの伝統伎芸の文化があるが、日本人客が減り衰退が懸念される一方、訪日外国人に認知されていない状況である。
浅草ならではの地域資源を活かして、夜間もインバウンドが浅草エリアで滞在・消費したくなるような夜間コンテンツを造成するため、浅草の振袖ガールズを活用し、日本ならでは・浅草ならで
はの伝統が感じられるナイトタイムコンテンツを造成するとともに、船や人力車といった移動手段と絡めることで、浅草エリアでの回遊性を高める。

背景・問題意識及び目的

1.事業概要

事業主体 協同組合浅草おかみさん会

その他構成団体 (株)Link to Heart、(株)FURISODEgirls、観光汽船興業(株)、浅草人力
車松風、東武トップツアーズ株式会社(株)、(株)PIF、セグラスドライブ(株)

事業内容

浅草における消費を促すため、水上バスによる夜間の隅田川の周遊ツアーを
試験的に実施（3,800円/人）
浅草にしかない振袖ガールズやゲストパフォーマーの演目を船内で披露すること
により、他地域の水上バスとの差別化を図った。
人力車による夜間の浅草の町巡りを実施（5,000円/台 2名乗）。
浅草バー巡り（水上バス参加の顧客にドリンクサービス付きバー巡りマップを配
布）で夜の浅草を安全に楽しめるナイトタイム飲食情報の提供。

実施エリア
水上バス：浅草隅田川リバーサイドエリア
人力車：雷門付近
侍演舞：すしや通り
バー巡り：浅草1丁目～2丁目の浅草中心部

実施期間
（ｺﾝﾃﾝﾂ提供期間） 2019年９月６日～12月６日

事業実施風景

2.まとめ

実施結果

2019年9月～2019年12月の間に12日間、水上バスを運航（1回約40
分ほどの水上バスを1日2回運航し、合計24回の水上バスを行った。）。
乗船人数：合計429名（内外国人202名）
水上バス乗船代売上げ：543,600円
飲み物売上げ：49,000円
水上バス船下船時に、飲食店マップを配布し、人力車で町巡りの後は、商
店街や飲食店に誘導。
人力車利用台数：40台（売上げ150,000円）
SEO対策のコーチングを受け、海外からのネット検索を考慮し事業名を
「EDO IKI KNIGHT」から「EDO IKI NIGHT」に変更し、サイトを再構築
した。このため、サイト公開に遅れが生じ、販促が不十分となったが、コンテンツ
や販売サイトの整備を行ったことで、翌年度からの正式なスタートには期待で
きる体制となった。

考察・課題

外国人には特に、振袖ガールズ、侍パフォーマンスはインスタ映えの高いものと
して人気が高かった。
浅草への更なる消費拡大を図るため、ツアー後における飲食店やバーへの案
内・誘導を、地域商店街と連携して積極的に行うことが効果的である。
外国人誘客のために、外国人ネットワークを生かすことも重要である。
今回はモニターとしての利用客が多かった。翌年度から本格的に始動させるた
め、十分な準備期間とコンテンツの充実が重要。

3.事業継続への取組

全体概要

継続決定 継続の意向あり 継続しない

今後ツアー実施を定着させ、定期便化していきたい。
ツアー実施期間は、5月～10月の季節商品とし、クルージング時間・運行回数は再度検討する。

集客のため、WEBサイトの充実と予約システムの作成。
近隣のインバウンド向けの宿泊施設や飲食店等との情報交換から、顧客のニーズを把握してコンテンツの充
実を図る。
実施スケジュール・実施内容の決定を早めに行い、十分な準備期間を設ける。

浅草ナイトタイムツアー「EDO IKI KNIGHT（江戸粋ナイト）」創生事業
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⮚ 青山ファーマーズマーケットは、年間150万人（週末土日2日間で平均3万人）が来場している（うち10-15％は外国人）。
⮚ 一方、表参道エリアに関しては、日中は国内外の旅行客で賑わっているものの、夜は閑散としており、渋谷や六本木エリアに観光客が流れてしまっている状況である。
⮚ 日中において認知度の高いコンテンツである青山ファーマーズマーケットにおいて、営業時間を夜間まで延長しアルコールの提供等も取り入れたナイトマーケットの開催をすることで、表参道

エリアにおける夜間帯消費の活性化を促す。

背景・問題意識及び目
的

1.事業概要

事業主体 株式会社MONOLITH

その他構成団体 メディアサーフコミュニケーションズ株式会社、Fast Train Limited、
合同会社quod

事業内容

有名飲食店はもちろん、食への意識の高い人々が集まり、10年の歴史を経て、
今では週末3万人の平均来場がある青山ファーマーズマーケットについて、日中
の営業時間を夜間までに拡大することで、従来の集客に加え新規来場者の獲
得と売上げ増を目指す。
アルコールと食の提供を行い、訪日外国人も気軽に参加できるコンテンツを実
施する。

実施エリア 渋谷区

実施期間
（ｺﾝﾃﾝﾂ提供期間） 2019年8月31日～9月1日、9月7日～9月8日

事業実施風景

2.まとめ

実施結果

今まで、実施会場の提供側から営業時間延長に対して了承は得られなかっ
たが、観光庁の調査事業の一環で実施することが交渉を後押しした。
2回の実施とも目標売上げを達成。1イベント当たりの実施コスト200～300
万円程度（内訳:場所代、人件費、設備費、雑費等を含む）は賄えること
が分かった。
週末2日でナイトマーケットに約6,000人来場（日中合計３万人）、うち約
1,000人が外国人（訪日・在日の合計）。
出店者の売上げが目標値の３倍以上（約940万円）を記録。

考察・課題

台風等の天候影響への対策が必要。
ナイトマーケットを行う価値は高く、特に店舗での物販は伸びる。
食にフォーカスすることで、誰でも参加しやすく通り掛かりの集客（訪日外国人
含む）にもつながった。
より訪日外国人が多い渋谷、原宿駅前からの誘導を強化すれば、より多くの
訪日外国人が期待できる。
日中の開催実績があるため、一度夜間向け営業への初期投資をしてしまえ
ば、翌年度以降は夜間コンテンツとしての自走が容易となる好事例であると認
識。

3.事業継続への取組

全体概要

継続決定 継続の意向あり 継続しない

夜間開催の継続を決定し、2020年5月以降に開始する方向で会場の共同開催者と調整中。ただし、実施会
場の改修工事により予定が変更になる可能性あり。

SHIBUYA NIGHT MARKET PROJECT



1212

MICEで訪日する外国人旅行客はエグゼクティブ層が多く、顧客単価は平均的な旅行客よりも高いと想定される。また、MICE客は日中はカンファレンスで拘束される一方、夜間の限られた
時間帯のみ外出が可能となることから、アフターカンファレンスを求める声が多い。
しかし、MICEで訪日する外国人向けのアフターカンファレンス市場については、まだめぼしい実績がなく、どのように取り組むべきかナレッジが蓄積されていない状況。
アフターカンファレンスに特化したナイトタイムコンテンツの造成を初めて試みることによって、どのようにMICE主催者にアプローチすべきか、どのようなコンテンツ・料金体系がMICE客に好まれるか
など、ナレッジを蓄積し、横展開を図ることによって、アフターカンファレンス市場のナイトタイムエコノミーへの可能性・活用方策を探る。

背景・問題意識及び目的

1.事業概要

事業主体 一般社団法人フード＆エンターテインメント協会

その他構成団体 株式会社ワクワクワークス、Frankincense Inc、株式会社GKK

事業内容

アフターMICE向けコンテンツの造成により、MICE目的の訪日外国人のためのネッ
トワーキングの場の創出と、ナイトタイムエコノミーの活性化を目的に、次の取組を実
施する。

コンテンツの企画・設計・制作
誘客事業者の選定・ネットワークづくり
コンテンツ（ネットワーキングパーティー）の実施

実施エリア 東京・銀座 Plus Tokyo

実施期間
（ｺﾝﾃﾝﾂ提供期間） 2019年11月26日（火）

事業実施風景

2.まとめ

実施結果

世界50カ国超のスポーツイベント関連企業等が加盟する団体が、11月26
日に東京で開催した年次総会後に、アフターMICEパーティーを企画、運営。
会場における空間演出やパフォーマンス、飲食提供を行った。
エントランスフィーの販売金額や集客数において、KPIにおける目標をそれぞ
れ達成（各500,000円、100人）。

（価格についての評価、再購入意向等は今後分析する。）

考察・課題

継続的な収益性のある事業推進のためには、以下の点が重要。
MICE関連事業者（主催者・コーディネーター・旅行会社等）とのB to B
ネットワークの構築。
外国人参加者層のニーズや嗜好性の把握。
深夜営業可能な会場や飲食店の確保。
効率化と継続実施による収益性の向上。

3.事業継続への取組

全体概要

継続決定 継続の意向あり 継続しない

事業の継続実施に向けて、本事業への協力者を含めた関係者と、本事業の結果を共有し、次の点を協議。
参加する外国人の嗜好性を踏まえ、バリエーションに富んだコンテンツを開発。
MICE関連事業者（主催者・コーディネーター・旅行会社等）とのネットワークを構築・強化・拡充。
営業時間や設備等を考慮し、コンテンツの実施が可能な会場候補を複数リストアップ。

インバウンド向けアフターマイスによるナイトタイムエコノミーの活性化事業
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国内外から年間約880万人超の観光客が訪れる別府市及びその周辺は、温泉を始め、多様な観光施設や寺社仏閣、 国立公園等多数の観光資源を有する。
しかし、そのほとんどが昼間（概ね8:00~17:00）のみの営業時間であり、景観等目当てが中心で消費額は少ない。また、夜間はコンテンツが少ないために閑散としている。
別府の自然資源を活かしてナイトタイムコンテンツを造成し、夜間消費を拡大させるため、別府の地獄巡りの開園時間延長に加えて、夜間イルミネーションや夜市を展開することで、夜間
にもインバウンド観光客を呼び込む。

背景・問題意識及び目的

1.事業概要

事業主体 一般社団法人 別府市産業連携・協働プラットフォームB-bizLINK

その他構成団体 テレビおおいた、クリオシティおおいた

事業内容

別府地獄めぐりの新たなコンテンツ造成で、夜間の更なる集客とマネタイズを実施
する。
国指定名勝である白池地獄では地獄にいそうな生き物を集めた地獄の生き物
展や、不気味な音楽に合わせた白池地獄の池のライトアップと連動して話題を作
る施策を行う。そのほか、同じく国指定名勝である海地獄では、湯けむりにプロ
ジェクションマッピング、かまど地獄ではライトアップ、地獄夜祭屋台では地元の飲
食店等が出店する。

実施エリア 別府市鉄輪エリア

実施期間
（ｺﾝﾃﾝﾂ提供期間） 2019年8月10日～10月20日

事業実施風景

2.まとめ

実施結果

地獄（白池地獄・海地獄・かまど地獄） 白池地獄の入場者合計 16,100人
入場料総合計 12,214,900円

お土産、屋台、周辺飲食店 売上げ合計 約7,000,000円（聞取り調査によ
る）
地獄（白池地獄・海地獄・かまど地獄）延べ人数 30,139人

うち外国人2,350人(全体比7.8％)
消費額 2,115,000円（消費平均単価900円×2,350人）
テレビ局とのタイアップによる情報発信により集客が増えた。
ホテル・旅館の協力により、チェックインの際にチラシを配布することで、夜のイベ
ントの周知を確実にすることができた。
イベントのタイトルやポスター等のデザイン、更にSNSにおけるハッシュタグ活用
や掲載方法を工夫することで、コンテンツや発信の質を向上させることができ、
SNSプロモーションのノウハウも備わった。また、翌年度も継続して活用できる
サイトとなった。
「地獄」を昼間では決して見ることができないコンテンツへと変貌させ、この期間
しかみることができない「プレミアム感」を演出することで集客することができた。

考察・課題

他コンテンツ（地獄の生き物展）との連動ができ、目玉となるイベントができた。
コーチング支援により、地元だけでは作れない魅力的なビラチラシの作成等、
情報発信を特にてこ入れしたことが有効だった。
SNSによる発信方法等のノウハウの蓄積を活かし、翌年度の事業実施の際
にもプロモーションを行うことが重要。

3.事業継続への取組

全体概要

継続決定 継続の意向あり 継続しない

●翌年度も、本事業年度と同時期（９月）頃に１か月程度を予定。
●地元自治会、地域の商工会、観光施設、観光案内所と翌年度に向けて協議・連携。
●課題の抽出と解決策を協議。
●各事業者による夜間営業が自走できるようにサポート。
●プロモーションにおいて、ポスター等のデザインやSNSの活用を工夫するといったクリエイティブな取組を継続。
●周辺飲食店の夜間営業の推進。

夜の地獄めぐりと地獄の夜市
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欧米豪の観光客のコト消費ニーズとして、伝統芸能からポップカルチャーまでの魅力的なコンテンツ及び屋台・飲食が体験できる祭りは、夜間帯の観光資源としてポテンシャルがある。
丸の内地域に宿泊する外国人観光客の多くはナイトタイムを六本木等で過ごすため、宿泊客が多いにもかかわらず、丸の内地域内のナイトタイムエコノミーは活性化されていない。
日中は集客できているが夜間コンテンツがなかった神田明神において、江戸の祭りを軸とした江戸東京夜市を開催し、丸の内地域との相互送客の仕組みを構築することにより、新たなナイトタイ
ムコンテンツ創出と地域消費額を向上させる。

背景・問題意識及び目的

1.事業概要

事業主体 DMO東京丸の内

その他構成団体 株式会社CoCoRo、株式会社オマツリジャパン

事業内容

神田明神境内で祭りを軸としたエンターティメント性の高い夜市を定期開催。
伝統芸能：石見神楽等各地の祭りの招聘・参加体験型の演出を実施。
ポップカルチャー：ハローキティ等国内外に影響力のある外部コンテンツと連携。
屋台：祭りならではの地域性のある飲食・屋台を演出。
開催に伴い、ターゲットの欧米豪の観光客向けに様々なプロモーションを実施。
オンライン：SNSを中心としたWEBサイトで祭前・祭中に多言語で情報発信。
オフライン：宿泊施設との連携、SNS拡散を意識した提灯ドーム等の演出。
ロンドンバスでのシャトルバスを運行し、丸の内地域との相互送客を実現。

実施エリア 神田明神（東京都 千代田区）

実施期間
（ｺﾝﾃﾝﾂ提供期間）

2019年8月23日、8月24日、9月21日、9月22日、10月19日、10月20日、
11月30日、12月1日

事業実施風景

2.まとめ

実施結果
来場者数：約30,020人（対目標111%）
本事業の売上げ：5,811,953円（対目標 124%）
関連消費額:12,008,000円（対目標115%）

考察・課題

祭りならではの屋台だけでなく、幅広い分野の外部事業者と連携し、体験型のお祭りコンテンツ
等の新たなナイトタイムコンテンツを創出し、目標を上回る集客・売上げにつながった。また、定期
開催が口コミにつながることを実証した。
今後の継続開催に向けては、以下の課題あり。
＜課題＞

欧米豪の観光客向けに認知度の向上
⇒トリップアドバイザーやInstagram、Facebook等の更なるSNS運用強化。

インバウンド対策
⇒訪日外国集客を強化のための多言語情報発信の強化が必要。

マネタイズ
⇒文化交流館全体の有効活用
⇒企業にとって付加価値の高い協賛の開発・営業。

3.事業継続への取組

全体概要

継続決定 継続の意向あり 継続しない

2020年は神田明神の公式イベントとなり、年中行事やその他イベントと日程を合わせ開催を決定。
「江戸東京夜市」を商標登録、神田明神がイベントのための神輿製作。
企業協賛の営業を積極的に行い、企業とのコラボレーションを行い、収益化させる。
今後、中心となって事業を担う「一般社団法人 千代田中央文化交流推進機構」を設立。

ナイトタイムエコノミー創生事業 「伝統×革新 江戸東京夜市」
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現在、道頓堀界隈においては、日中を中心に非常に多くの訪日観光客でにぎわいを見せている一方、その多くは単なる街歩きやドンキホーテ等に集中しており、訪日外国人向け体験
型コンテンツという点では取りこぼしが続いており、非常にもったいない状況。
夜間においては、非常に情報量が少なく観光ガイド等に掲載されているスポットは比較的集客を試みることができているが、クラブ等の掲載されていないスポットの方が圧倒的に多く、か
つ知られていない。
インバウンド専用のクルーズ船を道頓堀へ定期出航させ、船内でパーティを開催することで、夜間コンテンツして訪日外国人に楽しんでいただき、娯楽サービス消費を促すとともに、大阪
の街の案内を推進・誘導を行うことで、クラブや飲食店舗への誘客を図り、幅広く道頓堀界隈でのインバウンド消費の活性化を図る。

背景・問題意識及び目的

1.事業概要

事業主体 OSAKA RIVER GO ROUND実行委員会

その他構成団体 一本松海運(株)、(株)トライハードジャパン、(株)ピクト

事業内容

道頓堀から、本町界隈までのナイトクルージングを観光案内でなく、ダンス
パーティーという形式で開催（チケット有料3,000円1ドリンク付、10月から
はチケット代2,500円1ドリンク付）した。
9月下旬の3日間（1日2艘）の6艘は、外国人向けに大阪の街を知りつく
したNINJA DJ と KUNOICHI DANCERがパーティー船で大阪の9か所の
ナイトスポットを案内するという設定で開催。
10月下旬の3日間（1日2艘）の6艘は、道頓堀ミナミ界隈のクラブで開
催されているハロウィンイベントと連動開催。
12月上旬の3日間（1日2艘）の6艘は、大阪の飲食店300店舗が連動
して行うサンタバルというイベントと連動して開催。
9月から12月までの期間、大阪のクラブ飲食店計22店舗との提携により、
ナイトクルージング船を出航させた。
乗船者は提携先22店舗のお店に足を運ぶとドリンクサービス等のインセン
ティブがありナイトスポットへの経済効果も試みた。

実施エリア 大阪 湊町リバーブレイス～本町東横堀～道頓堀 エリア

実施期間
（ｺﾝﾃﾝﾂ提供期間） 2019年9月24日～9月26日、10月28日～10月30日、12月6日～8日

事業実施風景

2.まとめ

実施結果

船のコンテンツ自体を観光案内船にするのではなく、ダンスパーティー船に特
化し、他船との差別化。結果、外国人がより好むコンテンツとなった。
街から船を眺めたり、歩道を歩く人たちが船に向かってリズムに乗って手を
振ってくるなど、その船自体が広告塔となった。
10月にクラブ等により開催されているハロウィンイベントや、大阪の飲食店舗
により開催されるサンタバル等有名イベントと連動することで、船の集客が増
加した。
チケットを販売することで外国人のコミュニティーに協力していただいた結果、
外国人集客のコミュニティー形成ができた。

考察・課題

海外向けのメディアを多く選択し、動画でのPRを推進するべき。
単発の出航でなく随時毎週末に出航しているなどの定期便化により、海外
マーケットがより多く収集できる。
外国人向けのチケット販路が日本にはまだ少ないため、それらのチケット販路
の構築も事業化することができれば最適である。

3.事業継続への取組

全体概要

継続決定 継続の意向あり 継続しない

単発の出航でなく定期便を出航させるという事業計画を考察すると4月~10月の期間、約60艘の出
航数と広告告知宣伝等の費用も含め約３,000万円のコストを要するため、営業活動を実施中。

OSAKA RIVER GO ROUND！



令和元年度 最先端観光コンテンツインキュベーター事業
（夜間帯を活用した観光コンテンツの造成）

｜コーチング報告｜

令和２年３月

ナレッジ集②ナレッジ集②
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2016年の風営法改正や訪日外国人旅行者の増加等を踏まえ、観光庁はナイトタイムエコノミー政策の立
案・推進を図ってきた。令和元年度（2019年度）は、同政策を地方公共団体や企業、業界と連携して民
間実装するフェーズと捉え、各地域の潜在観光資源を活かした「夜×？」という多様な夜間コンテンツの開発を
課題として取組を進めた。

現状は、夜間の経済活動活性化事業について、都心でも事業事例がまだまだ少ないのが実情であることを
踏まえ、令和元年度（2019年度）は、今後のナレッジとなるような多様な事業を採択し、より継続性の高い
良質な事業化に向けてコーチングを実施した。

｜令和元年度（2019年度）の採択事業について

■令和元年度（2019年度）採択事業

■多様な夜間コンテンツ 注：赤字は令和元年度（2019年度）の採択事業カテゴリー

No 事業名

1 音楽体験で夜間観光の資源化

2 「海の京都」の特性を生かしたインバウンド向けナイトコンテンツ創出事業

3 JAPAN RAINBOW NIGHT OUT

4 伝統芸能「能楽」「芸者」の外国人向けナイトタイム定期公演の実施と情報発信事業

5 新たなナイトタイムエコノミーの担い手を呼び込む空き店舗活用事業

6 地域資源を活かした新しいナイトコンテンツの創造による博多旧市街ナイトフェス（仮称）の実施

7 Funny Japan Project

8 浅草ナイトタイムツアー「EDO IKI KNIGHT（江戸粋ナイト）」創生事業

9 SHIBUYA NIGHT MARKET

10 インバウンド向けアフターマイスによるナイトタイムエコノミーの活性化事業

11 夜の地獄めぐりと地獄の夜市

12 ナイトタイムエコノミー創生事業 「伝統×革新 江戸東京夜市」

13 OSAKA RIVER GO ROUND！
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｜コーチングについて

カテゴリー1｜事業プランニングカテゴリー1｜事業プランニング

継続性の高い企画とすべく、「事業の中でどこに重点を置くべきか」といった事業構造自体の見直し
と、事業プランの調整をサポート。

カテゴリー2｜プロモーション計画・実施カテゴリー2｜プロモーション計画・実施

効率的かつ効果的に告知・集客できる媒体・手法の選定をアドバイスし、事業者が継続的に運
営できることを視野に入れ、プロモーション実施をサポート。

カテゴリー3｜プロモーションツール（告知物）制作カテゴリー3｜プロモーションツール（告知物）制作

ターゲットに響くデザインとなるようアドバイスすることに加え、クリエイティブ（タイトル、デザイン、統一
性、メッセージ力）の重要性、訴求内容の徹底、デジタル告知物の活用方法等の基本的な理
解促進をサポート。

カテゴリー4｜コンテンツ制作カテゴリー4｜コンテンツ制作

事業の中心となるコンテンツ（イベント・ライトアップ等）の制作に関して、コンテンツ自体の演出に
始まり、美術制作物、チケットセールス、会場運営、人的サービス領域までをサポート。

カテゴリー5｜プロジェクトマネジメントカテゴリー5｜プロジェクトマネジメント

事業運営に関する体制づくり、スケジュール管理、コスト配分といったプロジェクトマネジメントをサ
ポート。

■「夜間帯を活用した観光コンテンツの造成」の採択事業に対するコーチングの概要

採択事業における事業継続はもとより、事業拡大に向けたサポート活動を行うことで、採択事業の良質な納
品かつ自走可能な体制構築を推進。観光庁のもとで、ナイトコンテンツに造詣の深いJNEA（一般社団法人
ナイトタイムエコノミー推進協議会）がコーチングを全体監修。さらに、そのもとに、プロモーション、クリエイティブ、
コンテンツ等の各分野ごとに専門家を配置し、それぞれの採択事業について実施エリアの視察及びヒアリングを
実施した上で、コーチングを行う体制とした。

▶コーチングの業務カテゴリー
コーチングにおいては、以下の5つの視点（業務カテゴリー）を中心に、各採択事業に応じたサポートを実施。

観光庁

（コーチング全体監修）
JNEA

各採択事業に応じた
業務カテゴリーについて

サポート

プロモーション
専門家

クリエイティブ
専門家

コンテンツ
専門家
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｜事業全体におけるコーチングの位置付け

■事業継続を見据えたピンポイントと全体のサポート

プランニング

コンテンツ
制作

実施

管理

事業プランの
調整

プロモーション計画
へのアドバイス

プロモーション
ツール制作のサポート

コンテンツ制作のサポート

プロモーション
実施のサポート

事業運営のサポート

プロジェクトマネジメントのサポート

プロモーション

カテゴリー1

カテゴリー2

カテゴリー3

カテゴリー2

カテゴリー4

カテゴリー4

カテゴリー5

採択事業の継続を見据え、各業務カテゴリーでのピンポイントサポートと、俯瞰的に捉えた全体的なサポートの両面でのコーチングを実施。
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｜コーチング事例

カテゴリー1｜事業プランニングカテゴリー1｜事業プランニング
継続性の高い企画とすべく、「事業の中でどこに重点を置くべきか」といった事業構造自体の見直し
と、事業プランの調整をサポート。

No 事業名

5 新たなナイトタイムエコノミーの担い手を呼び込む空き店舗活用事業

＜事例1＞

申請時の企画が単発のイベント開発であったため、継続性
の高い施策に変更。外国人受入体制が整備された店舗
を分かりやすく表示する店頭サインの開発や、外国人対応
型メニューの充実等、地元のコミュニティ形成や外国人観
光客の受入れ増加につながるイベント設計とした。

＜事例2＞

申請時の企画においては、LGBTQの外国人旅行者が楽
しめるイベント制作重視の内容であったが、事業の継続性
を重視し、LGBTQの外国人が活用できるプラットフォーム
の整備・強化を図ることをアドバイスした。

●西裏通り

●ナイトマーケット ●ジャズイベント

●WEBサイト English 中文繁体

｜ 夜 ✕ 観光地

●店頭提灯・玄関前のメニュー表示

No 事業名

3 JAPAN RAINBOW NIGHT OUT

｜ 夜 ✕ イベント
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｜コーチング事例

＜事例1＞

漢字のイベントタイトルを、外国人にもイベントが認知され、
分かりやすい英字タイトルとした。
（注：地獄の夜祭→BEPPU HELL’S NIGHT）
また、SNSの更新頻度や、エンゲージメントアップを図るため
の人材の重要性をアドバイス。地元の芸人を起用し、毎日
更新することで、結果、フォロワー数の増加につながった。

＜事例2＞

タイトルである「江戸粋ナイト」の英字表記が「EDO IKI
KNIGHT」であったが、海外からのネット検索にヒットしない
弱点があり、その解消を図るため、KNIGHTから”K”を外し、
「EDO IKI NIGHT」へと表記の変更を促した。

カテゴリー2｜プロモーション計画・実施カテゴリー2｜プロモーション計画・実施
効率的かつ効果的に告知・集客できる媒体・手法の選定をアドバイスし、事業者が継続的に運
営できることを視野に入れ、プロモーション実施をサポート。

●英字タイトル開発

●地元芸人SNS発信

●フライヤー

No 事業名

11 夜の地獄めぐりと地獄の夜市

｜ 夜 ✕ 観光地＆温泉

No 事業名

8 浅草ナイトタイムツアー「EDO IKI KNIGHT（江戸粋ナイト）」創生事業

｜ 夜 ✕ 水辺

（改訂前） （改訂後）

●公式HP
（改訂前） （改訂後）
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｜コーチング事例

カテゴリー2｜プロモーション計画・実施カテゴリー2｜プロモーション計画・実施

＜事例3＞

初動SNSの拡散は見込めなかったが、事業申請者である
DMO東京丸の内の強みを活用したホテル等へのチラシや
ポスター掲出を強化し、更にイベントを毎月定期開催とす
ることで、告知や拡散の機会が格段に増えた。結果、事業
者が継続的に実施しやすい施策となった。

＜事例4＞

クルーズ船の外国人観光客向けの活用事例では、外国人
への確実な告知が必須だが、SNSやグローバルプラット
フォームを活用するだけの告知ではリーチが困難なため、在
阪外国人のインフルエンサーを発掘・起用することで集客に
成功。

＜事業者全体＞

事業者全体を通じて、ハッシュタグの重要性と効果的なワードの選定についてアドバイス。世界最大級の旅行クチコミサ
イトであるトリップアドバイザーへの書込み方法をディレクション。

PR活動として、細かな事でも常々プレスリリースを配信する習慣を保持することをアドバイス。地元メディアへの丁寧なア
プローチが全国PRにつながることを意識付けた。

●クルーズ船からの周辺飲食店誘客

●トリップアドバイザーへの書込み ●プレスリリース配信

No 事業名

12 ナイトタイムエコノミー創生事業 「伝統×革新 江戸東京夜市」

｜ 夜 ✕ 神社・寺社＆祭り

No 事業名

13 OSAKA RIVER GO ROUND！

｜ 夜 ✕ 水辺・船

●#ハッシュタグ推奨ハガキ

●クルーズ船
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｜コーチング事例

カテゴリー3｜プロモーションツール（告知物）制作カテゴリー3｜プロモーションツール（告知物）制作
ターゲットに響くデザインとなるようアドバイスすることに加え、クリエイティブ（タイトル、デザイン、統一
性、メッセージ力）の重要性、訴求内容の徹底、デジタル告知物の活用方法等の基本的な理
解促進をサポート。

＜事例1＞

外国人受入体制が整備された店舗を分かりやすく表示す
る店頭サインの開発や統一したデザインの重要性をアドバ
イス。結果、パンフレット、告知ツールに至るまで、同一のデ
ザイナーを起用したことにより、デザイン性の高い統一感ある
ロゴが展開され、イメージの定着に貢献した。

＜事例2＞

日中コンテンツの夜間帯活用の開発施策である本件では、
夜イベントの新たなタイトル設定による新規イベント化と、
既存のオウンドメディアを活かした告知ツール作りをサポート。

●チラシ ●英語表記MAP

●HP ●PAPER

●SNS

No 事業名

5 新たなナイトタイムエコノミーの担い手を呼び込む空き店舗活用事業

｜ 夜 ✕ 観光地

●ロゴ入り提灯

No 事業名

9 SHIBUYA NIGHT MARKET

｜ 夜 ✕ 飲食
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｜コーチング事例

カテゴリー3｜プロモーションツール（告知物）制作カテゴリー3｜プロモーションツール（告知物）制作

＜事例3＞

ポスターやチラシの等の告知物において、江戸東京夜市の
実施内容が不明瞭であったため、イベント内容やアピールポ
イントが分かりやすい表記・コピー等に変更した。

＜事例4＞

インパクトの高い告知ツールにするために、おどろおどろしいビ
ジュアルを提案。WEBサイトのみならず、ポスターにチケット
ページへのQRコードを添付するなど、購入までの行動を意
識した告知ツール制作をアドバイス。

●WEBサイト

●QRコード付チラシ

No 事業名

11 夜の地獄めぐりと地獄の夜市

｜ 夜 ✕ 観光地＆温泉

No 事業名

12 ナイトタイムエコノミー創生事業 「伝統×革新 江戸東京夜市」

｜ 夜 ✕ 神社・寺社＆祭り

●ポスター
（改訂前）

（改訂後）

●ポスター
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｜コーチング事例

＜事例1＞

江戸東京夜市での提灯を金魚型にするなど、SNS映えす
る装飾や、外国人の屋台における消費向上を目的とした
1,000円綴りのチケット制の導入等のキャッシュレス対応を
行った。

＜事例2＞

ライトアップ演出をディレクション。集客の拡大を図るため、
白池地獄を幻想的なライトアップで演出。地元照明会社
を起用することで、予算内で実現した。

カテゴリー4｜コンテンツ制作カテゴリー4｜コンテンツ制作
事業の中心となるコンテンツ（イベント・ライトアップ等）の制作に関して、コンテンツ自体の演出に
始まり、美術制作物、チケットセールス、会場運営、人的サービス領域までをサポート。

●屋台販売のチケット制導入

No 事業名

12 ナイトタイムエコノミー創生事業 「伝統×革新 江戸東京夜市」

｜ 夜 ✕ 神社・寺社＆祭り

●金魚提灯ドーム

●エントランス

No 事業名

11 夜の地獄めぐりと地獄の夜市

｜ 夜 ✕ 観光地＆温泉
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｜コーチング事例

カテゴリー4｜コンテンツ制作カテゴリー4｜コンテンツ制作

＜事例3＞

クルーズ船内の装飾、日舞演目のライティング、飲食販売
スペースの確保、販売方法等、運営全般に関するオペレー
ションマニュアルを制作。既存スタッフで安価に対応できる体
制を整備。

＜事例4＞

スタンダップコメディの個人事業案件であったが、同事業分
野の定着と拡大に向け、新規担い手の開発・育成の強化
をサポート。事業期間内に5名のスタンダップコメディアンの
誕生につながった。

＜事例5＞

SNS映えするインスタレーションや、希少性の高い商品の販
売等、体験をコンテンツ化することで、通常の2.5倍の売上
げを実現。

●クルーズ船内

●育成のためのオープンマイク

●世界各国のスタンダップコメディアン誕生

●インスタレーション ●定額飲み比べ ●限定アイテムや直送品販売

No 事業名

8 浅草ナイトタイムツアー「EDO IKI KNIGHT（江戸粋ナイト）」創生事業

｜ 夜 ✕ 水辺

No 事業名

9 SHIBUYA NIGHT MARKET

｜ 夜 ✕ 飲食

No 事業名

7 Funny Japan Project

｜ 夜 ✕ イベント＆演芸
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｜コーチング事例

＜事業者全体＞

カテゴリー5｜プロジェクトマネジメントカテゴリー5｜プロジェクトマネジメント
事業運営に関する体制づくり、スケジュール管理、コスト配分といったプロジェクトマネジメントをサ
ポート。

事業実施における推進者（事業申請者とは限らない。）を発掘し、事業内の各カテゴリーについて担当者と実施内
容を明確化。省リソースで効果の高い事柄を抜粋し、できないことは前向きに除外するなど、効率化を図った。

現状リソース、又は確保できるリソースでの継続可能な体制整備を行った。

プロモーション、コンテンツ制作、運営の三位一体型のスケジュールの設定と管理を行い、それぞれの連携を確保しなが
ら効果の高い事業推進をサポート。
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実施プランにおいて
実現性の高いプロモーションやコンテンツかどうかを事業内容から検証

実施プランにおいて
実現性の高いプロモーションやコンテンツかどうかを事業内容から検証

｜令和元年度（2019年）コーチングポイントの整理

PR、集客から逆算した企画サポート。（継続性に鑑みてプラン修正）
継続性を重視した、施策の取捨選択。（必要性のない施策は実施しない判断も必要）

キーパーソンの選択。（事業推進力がある・ありそうな人探し）
事業推進、継続のため、エリアの協力者を募り、コミュニティ形成の示唆。
良質なディレクターの確保。（マーケットに響くコンテンツ作りの重要性）

継続して実行でき、やる気のある人的リソースを確保できるか継続して実行でき、やる気のある人的リソースを確保できるか

クリエイティブの重要性への理解を高める。（タイトル、デザイン、統一性、メッセージ力）
効くプロモーションの選択と、無理せず継続できるプロモーションの実施。
広告だけではなくPRの重要性。（細かなプレスリリース配信等）

アナログでもできるプロモーション、ストックできるプロモーションアナログでもできるプロモーション、ストックできるプロモーション

外部コンテンツとの連動ノウハウの教示。コンテンツ、PR、集客の確保、PL保全。
（DMO＋外部のディレクター、コンテンツホルダー、PRという座組を組むなど。）
役割分担とスケジュール管理プロモーションとコンテンツ、運営の進行管理。

外部リソースを、内部リソース化する外部リソースを、内部リソース化する


