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１. はじめに

 本ナレッジ集の位置づけ
観光庁では、訪日外国人旅行者の旅行満足度の向上や地方部における交流人口の拡大、訪日
外国人旅行消費額の増加を目的に、地域固有の観光資源を磨き上げ、消費機会の拡大が期待でき
る新たな体験型観光コンテンツを開拓・育成する『最先端観光コンテンツ インキュベーター事業』を実施
しております。

本ナレッジ集は、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（潜在的な観光資源を

活用したコンテンツ造成等）』における展開事業から得られた知見・成果を集約し、訪日外国人旅行
者向け観光コンテンツ造成に関するナレッジとして、これから新たに観光コンテンツの造成を試みる観光
事業者・地域関係者の方々へ共有するものです。
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令和元年度（2019年度）

訪日外国人向けの新たな観光コンテンツ
造成を試みる展開事業を全国各地で実施し、
ビジネスモデルやコンテンツの造成方法を検証

平成30年度（2018年度）

観光コンテンツの核となりうるテーマ・
分野別に、市場調査や展開事業を行い、

トレンドやポテンシャルを分析

 最先端観光コンテンツとは
 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」では、次の２つの要件のいずれかを備

えた観光コンテンツを、「最先端」観光コンテンツと捉えました。

① 既存の観光コンテンツの単なる繋ぎ合わせでなく、これまで訪日外国人向けに提供・販売され
ていないこと

② 日本において観光コンテンツとして、提供されていない潜在的な資源等を、VR・AR等の最新技
術のような新たな切り口やモデルによる価値の再定義を行ったこと
（注）次ページにて、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（潜在的な観光資源を活用し
たコンテンツ造成等）』における展開事業における最先端性について紹介

（注）新たな切り口や価値定義等については、コンセプト検討のポイントとして後述（p.11）
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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（潜在的な観光資源を活用したコンテンツ造
成等）』における展開事業は下表の通りです。本資料では、展開事業を通して得られた知見を取りまとめる
とともに、一部事業の取組を事例としてご紹介します。

注：各事業の詳細や成果は、以下、観光庁のウェブサイトに掲載の事業実施報告書でご確認いただけます。

（URL）http://www.mlit.go.jp/kankocho/page05_000119.html

事業概要 コンテンツの最先端性

自然体験

＜株式会社ガクトラボ＞

中国の学生をターゲットに、霊峰・白山麓の自然を活かした「白
山麓・循環型里山教育」をコンセプトとした研修旅行のパッケー
ジツアーを造成。

拡大が予想される中国の教育旅行市場を念頭に、自然環
境を活用して、長期滞在型であり継続率が高いとされる教
育旅行に着目した点。

＜瀬戸内海上リムジン実行委員会＞

瀬戸内エリアの観光の活性化を図るため、時間・追加コンテンツ
を自由にカスタマイズできるプライベートクルージングを高所得者
層向けに企画。

瀬戸内の観光課題の解決に資する高単価コンテンツとして、
島々を自由に移動できるプライベートクルージングと島々の
体験とを、ニーズに応じて組合せる点。

ビーチ活用

＜加太観光協会＞

冬用テントを用い、閑散期のビーチグランピング事業に挑戦。伝
統漁法体験や地域の魚を使った独自メニュー開発により、地域の
ブランド化を図る。

ビーチでのグランピング宿泊だけでなく、伝統漁法体験や魚
捌き体験、地域の魚を用いた料理の提供など、ビーチエリア
全体の資源を最大限活用する点。

＜株式会社ケー・アンド・エル＞

インド人向けのインド式ウェディング誘致に向け、受入環境を整
備。海外ウェディングのニーズを探り、挙式前後に提供する体験
型コンテンツを開発。

海外ウェディングの予算が高額であり、高い経済効果が期
待できるインド人カップルをターゲットに、オフシーズンの沖縄
のビーチを活用するコンテンツを開発する点。

お祭り活用

＜暮らしぶりツーリズム協議会＞

弘前ねぷた祭りにおいて、催行中（祭中）だけでなく、ねぷた点
灯式などの祭前からねぷた解体などの祭後の体験までを立体的
にコンテンツ化。

お祭り前日の儀式やお祭り本番の運行、お祭り終了後の
山車の解体等、これまで地域住民が担ってきた一連の祭り
の工程を訪日外国人向けに開放し、コンテンツ化する点。

＜泉州光と音の夢花火実行委員会＞

なんば・関西国際空港からの移動や浴衣着付け体験を含むツ
アーパッケージを造成し、大阪・泉州の花火大会へ訪日外国人
旅行者を新規誘客。

日本の夏の風物詩である花火大会にて、浴衣を着て桟敷
席で花火を鑑賞するという日本的な参加様式をコンテンツ
化し、空港等からの手ぶら観光ツアーとして開発する点。

癒し（Relaxation）

＜一般社団法人松本市アルプス山岳郷＞

域内消費額の増加に向け、高所得者層をターゲットに、電気自
動車を活用した「自然の癒し×日本の食」をテーマとした体験型
コンテンツを造成。

緑豊かな国立公園を舞台に、自然に優しい電気自動車を
活用して、「自然×食」を通して「癒し」を感じさせる体験型
コンテンツを造成する点。

＜一般社団法人日本未来農業研究会＞
棚田に様々な意味を込めた“e-Tanada”というコンセプトを設け、

棚田を核としたコンテンツや、日本文化体験を含む高付加価値
ツアーを造成。

貴重な国民的財産である棚田を「癒やし」を与える舞台とし
て捉え、地域の食や文化等のコンテンツと組合せることにより、
高付加価値化を図る点。

A

B

C

D

F

G

E

H

【参考】令和元年度展開事業一覧
～事業概要・コンテンツの最先端性～
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事業概要 コンテンツの最先端性

最先端ICT活用

＜一般社団法人駒ヶ根観光協会＞

長野県伊那谷・駒ヶ根の自然の中でドローンによる空撮自体を
コンテンツ化。空撮スポット巡りに加え、地域独自の食や体験を
含むツアーを造成。

ドローン撮影をアクティビティと捉え、日本の山がちな地形を
生かして観光コンテンツとして開発する点。

＜アルティテュード株式会社＞

下関市が有する歴史スポットを生かし、地域内の周遊や消費効
果創出を目的に、歴史を紹介する「下関歴史VR探検マップ」を
造成。

ＶＲ体験を通して、下関の歴史的ストーリーを体感でき、
ＶＲ体験後に各観光地への実際の訪問意欲を喚起する
試みである点。

滞在の高付加価値化事業

＜一般社団法人白馬村観光局＞

通年型マウンテンリゾートの確立を目指し、スノーリゾートのオフ
シーズンに楽しめるマウンテンバイク、ナイトカヌー等の高付加価
値な自然体験を造成。

夏季の誘客が課題であるスノーリゾートにおいて、高付加価
値なコンテンツを造成し、通年型マウンテンリゾート形成の可
能性を探る点。

＜長良川温泉泊覧会実行委員会＞

鵜飼を核に消費機会拡大を図るため、既存の船からの観覧に加
え、桟敷席からの観覧や、地域の文化を味わうことのできるガイド
ツアーを造成。

桟敷席・座敷遊び等の組合せにより、鵜飼観覧を高付加
価値化するとともに、鵜飼観覧の体験提供だけでなく長良
川流域の文化を紹介することで、地域の周遊や消費拡大
を図る点。

＜一般社団法人みえゴルフツーリズム推進機構＞

滞在長期化と消費拡大に向け、ゴルフ場でのプレーに加え、海
女などの文化資源、松阪牛などの食を組合せた観光コンテンツを
造成。

各地に点在するゴルフ場と地域の観光資源を組合せること
で、滞在長期化と消費単価向上のモデルを造成する点。

＜Kinosaki Luxury Travel Alliance＞
滞在長期化を目指すため、欧米豪の富裕層FITを対象に、伝統

工芸品「麦わら細工」などの地域資源を生かした体験コンテンツ
を新規に造成。

温泉街において、新たに体験型コンテンツを造成することで、
滞在時間の延長を図る点。

＜一般社団法人ノオト＞

欧米豪富裕層の滞在促進のため、ローカルな食・歴史文化を核
とした体験型コンテンツの造成や、ローカルガストロノミー人材の育
成を実施。

農泊を含む農村での生活体験と地域の食とを組合せ、滞
在の長期化・高付加価値化を図る点。

＜大歩危・祖谷いってみる会＞

地域を訪れる欧米豪の知的富裕層の滞在長期化を目指し、大
歩危・祖谷地区をリベラルアーツカレッジに見立てたアカデミックツ
アーを造成。

知的富裕層をターゲットに、地域の観光資源にアカデミック
な解説を加えて高付加価値化を図る点。

個別分野によらない自由な領域事業

＜伊勢志摩国立公園エコツーリズム推進協議会＞

一次産業と体験事業者の連携により、自然との共生の営みを体
感できるプログラムを造成。一次産業を学ぶカリキュラムやエコツー
リズムのガイドラインの作成等、事業基盤作りを実施。

個々の事業者レベルの取組による非効率性という課題に着
目し、一次産業と体験事業者の連携を強化し、地域一体
となった体験型コンテンツの造成・提供の土台作りを行う点。

＜Family Experience Japan＞

お子様連れ観光客を対象に、日本が誇るお茶文化を核とした体
験コンテンツ、食育などの教育的価値を付加したコンテンツを造
成。

対応が進んでいない海外からのお子様連れ家族層に着目
し、子連れ負担の解放や子どもと楽しめるコンテンツを造成
するとともに、将来の日本のファンも育成できる点。

＜有田インバウンド体験コンテンツ協議会＞

人間国宝との交流や有田焼を用いた高級ランチなど、有田焼の
歴史と伝統を感じるコンテンツを造成。県立九州陶磁文化館の
今後の活用も検討。

一般公開が初となる工房において、歴史的ストーリーの理
解も意識した焼き物体験や、高級器を用いた和食懐石、
高級器の購入まで、一貫したテーマでコンテンツを造成する
点。
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１. はじめに

 令和元年度事業における観光コンテンツ造成の試み
観光事業は、コンテンツ開発に留まらず、持続可能な観光地域づくり、ターゲット顧客の住む発地への
情報発信・PRなど多様な取組を含む領域です。その中でも、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」における展開事業においては、特に次の２点を主眼として事業を推進しました。
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持続可能なビジネスモデル実現に向けたコンテンツ提供体制の検討

イメージ図

地域にある潜在的な観光資源
着地型

観光コンテンツ

コンテンツ
開発

1

2

イメージ図

コンテンツ提供

コンテンツ販売 地域での支援 等

開発・造成したコンテンツを持続的に磨き上げ、本事業終了後も観光事業として成立させるた
め、地域の企業を中心とした体制づくりや、交通事業者や宿泊事業者、観光地域づくり法人
（DMO（Destination Management Organization））・DMC*（Destination Management 
Company）等と連携した販売・提供体制を検討しました。

* このナレッジ集では「DMC」について、次のとおり定義する。
DMC （Destination Management Company: ディーエムシー）：日本に送客したい海外の旅行会社に対し、高度な

提案力（競争力のある行程や価格の提案力）を有する旅行会社の総称。ここでは、外国の旅行会社からの依頼を
受けて地上手配（バス、ホテル、ゴルフ場等の手配）のみを行うランドオペレーターと区別して用いる。

潜在的な資源を活用した最先端観光コンテンツの開発

地域ごとの潜在的な観光資源に着目し、その資源をどのように着地型観光コンテンツとして作り上
げるかに主眼を置いて取組みました。



２. コンテンツ造成等の主なステップとポイント
コンテンツ造成の一連の流れイメージ

 コンテンツ造成の一連の流れイメージ
コンテンツは、以下のようなステップを経て造成します。それぞれのステップで目指すべき状態を定義し

活動を具体化することが大切です。
注：実際は、一部ステップを繰り返すこともあり（市場投入前チェックを経てコンテンツ案を再度検討するなど）、状況

に合わせて取組を進めていきますが、本資料中では簡略化して表記しています。
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以下の点について、関係者間で対話・協議が完了している状態

 事業のビジョン・ゴール・ターゲットの検討

 事業コンセプトの検討（地域資源・提供価値・媒体・モデルの4つのポイントから）

 事業コンセプトの検証（自分の組織・訪日旅行者・国内外の競合・地域の観光の4つの視点から）

コンセプト検討1

事業ビジョン・コンセプトの実現に向けて、以下の検討が完了している状態。

 コンテンツ開発・販売に関わる取組の段階的な進め方

 コンテンツ提供・販売にあたっての販売・提供モデル案（体制や商流等）

 今後の収支計画

計画策定2

以下の工夫点を検討の上、販売するコンテンツの内容と価格が決定できている状態。

 体験価値向上の工夫点（二次交通・多言語対応・文化対応等の視点から）

 消費単価向上の工夫点（適切な価格設定、客単価の向上の視点から）

コンテンツ開発3

コンテンツの販売開始に向けて、以下の取組が完了している状態。

 コンテンツの内容や価格が、市場・顧客に受入れられることの検証

 旅行エージェント・ランドオペレーター等と、商品改善や販売に向けた連携体制の構築

市場投入前チェック4

PR／販売に向けて、以下の取組が完了している状態。

 適切なメディアを通じた効果的な情報発信方法の設計

 ターゲット顧客に合わせた適切な販売経路の開拓

PR／販売5

販売・提供モデルや売上・収支計画を考える中で、
事業のゴールやターゲット、
事業のコンセプトの具体化を進めていきます

市場投入前チェックを通して改善点を抽出し、
コンテンツをブラッシュアップしていきます



２. コンテンツ造成等の主なステップとポイント
【Step１：コンセプトの検討】

Step１のポイント

 事前に地域の関係者と対話・協議を行い、新規の観光事業で達成したいゴールを共有することが重要
です。

 観光コンセプトは、地域資源を中心に、どのように訪日外国人旅行者へ価値を届けると効果的か、どの
ように持続的な体制づくりや価格帯を設計できるかが重要です。

 事業支援者は、コンセプト検討のフェーズから事業を支援する場合、着目する地域資源や顧客への届
け方等、目線からコンセプトの検討内容を精査し、不足している観点をアドバイスすることが重要です。

事業者の目線

事業支援者・地域関係者の目線

！

AとBでは、事業コンセプトに関する仮説検討の観点を紹介し、CとDでは、実行可能性など仮説検
証の観点を紹介しています。Eでは、事例紹介を通して、Step1の実施方法を説明しています。

【凡例】

• 同時並行で実施・検討する項目

• 順番に実施・検討する項目

1-E. 事業コンセプト検討の方法

1-A. 事業のビジョン・ゴールの検討

1-B. 事業コンセプトの検討 1-D.事業環境の検証

1-C. 事業コンセプトの検証

仮説「検証」の観点仮説「検討」の観点

Step１の内容構成？

観光は、地域の資産・資源を活用して事業を行うため、事業を行う「地域」、特に「地域住民」・
「地域産業」との繋がりが深く、また、地域に与える影響も大きい産業分野です。

そのため、観光コンテンツの造成に取り組むにあたっては、事業を共に始める関係者間で、将来的に
実現したいビジョンやゴールを検討し、事業のコンセプト・販売・提供モデルのイメージについて事前に認
識を合わせ、持続可能な観光ビジネスの姿・地域の将来像を共有しておくことが重要です。
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２. コンテンツ造成等の主なステップとポイント
【Step１：コンセプトの検討】（1/12）
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コンセプト検討1

将来的にコンテンツ事業が軌道に乗った場合に、誰にどのような良いことがもたらされるのか、その状態
はいつごろ達成できていることが望ましいかを考えます。このとき、事業者目線だけでなく、地域住民や顧
客の目線からも、そのビジョンやゴールが望ましい内容であるかを確認します。

事業主体だけでなく、地域の関係者が皆で一緒に考えることが重要！

ビジョン

ゴール

ターゲット（顧客像）

将来的に目指したい地域の姿はどのようなものか。
（観光ビジネスを通して地域にどのような影響を与えていきたいか、短期的な視点ではなく、
中長期的に実現したい地域の姿を共有できるとよい。）

伝えたい地域の良さ・地域資源は何か。顧客に届けたい価値はどのようなものか。
（観光客へ伝えたい地域ならではの良さ・価値は何か、どのようなことを体験してほしいと思っているか、

短期的にビジネス化が難しい場合にも、将来を見据えてアイデアを共有できるとよい。）

ビジョンの実現に向けて、誰がどのようなタイミングで、どのようなことを達成するべきか。
（例えば、消費単価の低い旅行者が数名増えても、地域課題の本質的解決や、地域で掲げる
ビジョンの実現には繋がらない。ビジョン実現に向け、目指すべき売上・人数規模など、段階的かつ
定量的なゴールをいくつか設定していくことが重要。）

ゴールが達成できた場合、地域住民や他の地域産業にとっても良い影響があるか。
（持続可能な観光の観点から、自然環境や住民生活への悪影響が生まれないか確認が必要。）

どのような属性・嗜好性の人たちを地域に呼び込むべきか。
（ビジョン・ゴールでの検討内容や、地域における受入人数の規模感・キャパシティを前提に検討）

1-A. 事業のビジョン・ゴールの検討

事業主体者だけで集まって考えるのではなく、地域住民・地域産業従事者と共に、地域のあり方
を協議し、核となる地域の資源・資産を探求していくことが重要です。

Point！

関係者間で事前に検討・合意しておくことで、具体的な戦略・計画や短期的目標を設定する際の
指針となるほか、関与者が増えた際にも、皆で将来のビジョン・ゴールを共有しながら、事業の方向性を
検討することが可能となります。
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どのような地域資源・テーマを核に観光コンテンツを造成するか、そのコンテンツを誰へどのように提供・
販売していくかなど、体験型コンテンツや事業のメインコンセプトを検討します。以下の4つのポイントを組
合せることにより、地域独自のコンセプト創出に繋げます。

1-B. 事業コンセプトの検討

２. コンテンツ造成等の主なステップとポイント
【Step１：コンセプトの検討】（2/12）

コンセプト検討1

地域資源

モデル

? ?
￥

?

￥

地域資源：地域の資産・資源

観光コンテンツの中核となる地域の資源や資産のこと。例えば次のようなもの。

○ 有形資産・・・山や海などの自然の地形や景観、歴史的建造物や古い町並み、
地域伝承を知り尽くした住民、特別な技術をもつ職人、伝統工芸品など

○ 無形資産・・・文化・歴史・伝統などのストーリー、地域に伝わる伝説、その地域
ならではのライフスタイルなど

提供価値

♪

提供価値：ターゲットのニーズに沿った提供価値

観光コンテンツとして提供する一連の商品・サービスが完成した場合に、顧客である
訪日外国人旅行者に与えられる便益や、応えられるニーズのこと。提供価値の定
義に繋がるキーワードの例は以下の通り。

○ 癒し（リラクゼーション）、アドベンチャー、エンターテインメント等の切り口

○ ガストロノミーツーリズム、ジオツーリズム等の観光トレンド

モデル：観光コンテンツ提供による消費促進の型

地域へどのような顧客を呼び込み、その顧客にどのように地域で消費してもらうかイ
メージをすること。以下のような消費促進の考え方を適宜組合せ、地域に合ったモ
デルを検討することが重要。

○ 宿泊者向けに多様なアクティビティを用意して連泊・滞在時間延長を促進

○ ナイトタイム等の非消費時間狙いのコンテンツを提供して消費額を向上

○ 高付加価値・高単価のコンテンツにより、消費単価を向上

伝え方：地域資源の価値を導き出し、ターゲットへ伝える提供手法・手段

提供価値を顧客に届けるために工夫された提供手法・手段のこと。特に、訪日外
国人旅行者向けには、言語や文化の違いを前提に、コンテンツの価値や魅力をどう
伝えるかという観点で工夫が求められることがある。媒体の例は次の通り。

○ 歴史や仮想空間を投影し、解説を付けられるVR・AR等の最新技術

○ 他の参加者とは異なる視点・位置からイベント等を観覧できる桟敷席等の空間

○ ディープな地域のストーリーを多言語で伝えるガイド

伝え方

＋α



２. コンテンツ造成等の主なステップとポイント
【Step１：コンセプトの検討】（3/12）
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 コンセプトの考え方（1/2）

前述の4つのポイントは、次の①・②のような観点から分けて検討を進めていくことが可能です。

コンセプト検討1

1-B. 事業コンセプトの検討 (続き)

①地域資源・媒体・提供価値の組合せを検討

3つの要素を別々に考えるのではなく、ターゲットを念頭に置きながら、地域資源を起点に
提供価値と伝え方の組合せを一体的に考え、独自性と統一感のあるコンセプトを導出

地域資源 提供価値

♪

伝え方

＋α

【A.ターゲットに合わせて 提供価値を考える（地域資源×提供価値）】

 核となる地域資源が同じでも、ターゲットによって、提供価値の切り口を変える必要があります。

例：夜の星空鑑賞ツアーを造成する場合に、次のどちらの切り口・ストーリーを選ぶかにより、
訴求できるターゲット及びコンテンツ造成の方向性が大きく異なります。

 五感で感じる自然の癒しを、デジタルデトックスやリラクゼーションを求める層に訴求

 東洋占星術の秘密等のストーリーで、知的好奇心の強い、ミステリーツアー好きに訴求

 文化的背景が異なる訪日外国人旅行者に対しては、日本の文化・歴史など、日本人にとって
は当たり前の背景知識も含め、提供価値とそのストーリーラインを定義することが重要です。

【B. Aで考えた提供価値に合わせて 媒体を組み合わせる（地域資源×媒体）】

 核となる地域資源が同じでも、媒体の組合せ方により、多様なコンテンツ案が考えられるため、
顧客のニーズや届けたい提供価値に合わせて適切な伝え方を選ぶ必要があります。

例：地域の歴史・伝承文化を核にしたコンテンツを造成する場合、次のような多様な伝え
方の中から、ターゲットのニーズ・提供価値に合わせて適切な方法を選びます。

 VRなどの最新技術を用いて歴史の場面を追体験してもらう。

 語り部・住民との交流を通して情感豊かに伝える。

 アカデミックなガイドブックとともに自分のペースで学んでもらう。



２. コンテンツ造成等の主なステップとポイント
【Step１：コンセプトの検討】（4/12）
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コンセプト検討1

1-B. 事業コンセプトの検討 (続き)

②モデルを、観光コンテンツ提供による消費促進の”持続可能”な型として検討

顧客にどのような時間の使い方・お金の使い方をしてもらうかを検討

モデル

? ?
￥

?

￥

 主要なターゲットの属性イメージ、コンテンツの提供時間帯・受入人数規模・提供価格帯など、
販売・提供モデルの具体化（Step2）に繋がる要素を考えます。

 今回造成するコンテンツが、旅程の中でどのような位置づけかを考え、コンテンツ開発
（Step3）や販売・情報発信（Step5）における検討に役立てます。

 コンセプトの考え方（2/2）

日本・地域への
来訪目的となる
コンテンツ

◊ コンテンツ開発（Step3関連）
地域の飲食店・宿泊施設と連携した長期滞在プラン開発
等、客単価向上の工夫の余地が大きい

◊ 販売・情報発信（Step5関連）
ターゲットが利用するチャネルを特定し、特に旅前に情報発
信・販売を行うことが重要

日本・地域滞在中
の空き時間に
体験してもらう
コンテンツ

◊ コンテンツ開発（Step3関連）
前後の行動動線を踏まえ、開始時間や所要時間を設計

◊ 販売・情報発信（Step5関連）
宿泊施設と連携した旅前の情報発信や、観光・交通の拠
点を活用した旅中での販売促進も有効

旅程における位置づけ 後続のステップにおける主な検討ポイント



２. コンテンツ造成等の主なステップとポイント
【Step１：コンセプトの検討】（5/12）
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 令和元年度事業における事例
事業コンセプト検討例として、以下の事業を紹介します。

コンセプト検討1

1-B. 事業コンセプトの検討 (続き)

① 地域資源・媒体・提供価値の組合せ方

天然砂浜のビーチ周辺の景観（夕陽・星空等、グランピング宿泊を通して体感できる時間ごとの変化
含む）や持続可能な伝統漁法等を地域資源と捉え、伝統漁法の釣り体験・公道走行可能な4輪バ
ギー等の多様な提供形態を組合せることで、バラエティに富んだアクティブな時間の使い方を提案。

【地域資源】天然砂浜のビーチ周辺の景観（夕陽・星空等、グランピング宿泊を通して体感できる
時間ごとの変化を含む。）や持続可能な伝統漁法等

【提供価値】バラエティに富んだアクティブな時間の使い方を提案

【媒体】 伝統漁法の釣り体験・公道走行可能な4輪バギー等の多様な提供形態

② 消費促進のモデルの考え方

関西空港から電車でアクセス可能という立地を生かし、
関西空港から入国する訪日外国人旅行者を新規に

誘客し、ビーチの閑散期を中心に、宿泊や体験による

新たな観光消費を創出することを目指している。

加太観光協会

ビーチエリアの地域資源を起点にコンセプトを検討

① 地域資源・媒体・提供価値の組合せ方

「自然の癒しと日本の食」をテーマに、乗鞍ならではの自然アクティビティと、食や温泉旅館などの周辺資源
を地域資源として複合的に捉え、 “五感を使った体験”・“自然との一体化を感じられる体験”として地元
ガイドの説明を交え一連のストーリーとともに訴求することにより、癒しの効用を提供。

【地域資源】乗鞍ならではの自然アクティビティと、食や温泉旅館などの周辺資源
【提供価値】癒しの効用を提供

【媒体】 専門知識を有する地元ガイドとある程度知見を有した英語対応可能なガイドの

ダブルガイド制

② 消費促進のモデルの考え方

乗鞍エリアへの宿泊ニーズと飛騨・高山など周辺観光拠点

からの日帰り観光ニーズの双方に応える商品ラインナップの
開発により、来訪者による消費額向上を狙うとともに、新規

顧客層の開拓を図り、地域全体における観光消費額向上

を目指す。

一般社団法人松本市アルプス山岳郷

「癒し」をテーマに、地域資源を複合的に訴求



２. コンテンツ造成等の主なステップとポイント
【Step１：コンセプトの検討】（6/12）
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 令和元年度事業における事例
事業コンセプト検討例として、以下の事業を紹介します。

コンセプト検討1

1-B. 事業コンセプトの検討 (続き)

① 地域資源・媒体・提供価値の組合せ方

旧山陰街道に位置する「篠山城下町～福住宿場町」一帯の食と日本の原風景を地域資源かつ媒体
としてとして捉え、美食の価値・楽しさを旅行者に届ける。

【地域資源】エリア一帯の食と日本の原風景

【提供価値】美食の価値・楽しさを提供

【媒体】 田園風景の中での食事提供や、里山の食文化や食に纏わる見聞を深める

ワークショップ等

② 消費促進のモデルの考え方

ローカルガストロノミーをテーマとした観光コンテンツを造成する

ことにより、美食や日本の地域ならではの食に関心のある旅

行者の誘客・地域周遊を促進するだけでなく、日本各地か

らシェフが長期滞在・地方回帰するような仕組みづくりを目

指している。

一般社団法人ノオト

食に関心のある旅行者を地方に回遊させ、シェフの地方回帰を促す仕組みづくり

① 地域資源・媒体・提供価値の組合せ方

知的好奇心が高い外国人観光客に対し、妖怪に関する伝承、大歩危峡、かずら橋等の地域資源につ
いて、アカデミックな切り口より作成した地域ガイドブックを媒体として提供することにより、リベラルアーツ
で学ぶかのような学際的な探求の楽しさを価値として提供。

【地域資源】妖怪に関する伝承、大歩危峡、かずら橋等
【提供価値】リベラルアーツで学ぶかのような学際的な探求の楽しさを提供

【媒体】 アカデミックな切り口から作成した地域ガイドブック

② 消費促進のモデルの考え方
地域ガイドブックを活用したツアーやガイドブックそのものを、

すでに地域に滞在している知的富裕層に対して提供す

ることで、滞在長期化や滞在中の消費額向上を目指
している。

大歩危・祖谷いってみる会

知的好奇心を満たすコンテンツにより長期滞在・消費額向上
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1-C. 事業コンセプトの検証

次の4つの観点から、事業コンセプトの実現可能性を検証します。結果によっては、訪日外国
人旅行者をターゲットにするべきかの判断も含めて、事業コンセプトの見直しが必要です。

コンセプト検討1

 自分たちが必要な資格を有しているか

観光コンテンツの提供にあたって、必要な資格等を備えているかを確認し、事業モデルに関する
仮説の妥当性や連携予定先の充足性を確認します。

新たに着地型観光の事業を始める場合、場合によっては、特別な資格・許認可等が必要です。
資格・許認可等の要否は、各種条件によって異なりますので、迷われた場合は、地方公共団体等
にお問合せください。

A

自分たちが
必要な資格を
有しているか

A

顧客の動向や
訪日観光ﾆｰｽﾞと
合致するか

B

競合に対して
差別化が
図れるか

C

地域と調和が
保てるか

D

Company
（自分の組織）

Customer
（訪日旅行者）

Competitor
（国内外の競合）

Ecosystem
（地域の観光）

例1：旅行業の登録が必要となる場合

 パッケージツアーのように予め旅行計画を作成して旅行者を募集する場合や、修
学旅行のように旅行者の依頼を受けて旅行計画を作成する場合、旅行者の依
頼を受けて宿泊施設や乗車券等のサービスを手配する等の行為を、報酬得て行
う場合には、旅行業登録が必要です。

注：業務範囲により、第１種旅行業者、第２種旅行業者、第３種旅行業者、地域限定旅行業
者、旅行業者代理業者に区分されます。また、登録を行う行政庁も異なります。
（参考：旅行業について http://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/sangyou/ryokogyoho.html）

例2：旅客自動車運送事業の許可が必要となる場合

 例えば、有償オプションとして最寄り駅から自動車を使用して旅客を送迎する場合に
は、旅客自動車運送事業として地方運輸局から許可を得る必要があります。

注：業務形態により、一般貸切旅客自動車運送事業、一般乗用旅客自動車運送事業など、
申請・取得するべき許可が変わります。
（参考：貸切バス事業について http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk3_000069.html ）
（参考：タクシー・ハイヤー事業について http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk3_000033.html ）

「自分たちの組織」・「訪日旅行者」・「国内外の競合」の3つの観点に加え、「地域の観光」という

観点から、観光地域づくりを担うステークホルダーである他の地域産業や同業他社と相互に連携で
きるか、地域の魅力向上に資するコンテンツか否かという視点でコンセプトを検証することが重要です。

Point！

http://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/sangyou/ryokogyoho.html
http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk3_000069.html
http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk3_000033.html
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1-C. 事業コンセプトの検証 (続き)

 顧客の動向や訪日観光ニーズと合致するか

自地域や近隣を来訪している訪日外国人旅行者の動向・観光動線を確認し、新コンテンツの
ターゲットとなりうる顧客層に関する行動動線やニーズに関する仮説と乖離がないことを確認します。

コンセプト検討1

B

 国内外の競合に対して差別化が図れるか

訪日外国人旅行者に対してコンテンツを訴求するにあたって、世界にある様々なコンテンツの中
から実際に体験先として選んでもらえるような独自の魅力、差別化できるポイントを創り上げる必要
があります。

競合となりうるコンテンツ・類似のコンテンツの調査においては、地域に誘客したいと考えている
ターゲットが、現在はどの国、もしくは日本のどの地域で、どのようなコンテンツを体験しているのか、
ターゲット層のニーズや動向から探るほか、コンテンツの核となるキーワードから類似のコンテンツを検
索することも可能です。競合の分析においては、日本のみならず海外の観光関連機関が提供して
いる統計情報や旅行会社・OTA等のプラットフォームを活用して情報収集を行います。そのため、言
語的制約等の理由で自社での実施が難しい場合は、外部の会社に協力を得ることも有効です。

C

競合 競合
ベンチマークとなりうる事例や競合を把握した上で、「コンテンツ自体の
魅力のブラッシュアップの方向性」や「魅力の伝え方」などのアプローチ
方法・立地などの視点から、差別化の可否を確認します。

 地域経済分析システム（RESAS）：特定地域における「国籍別訪問者数推移」や訪
問者の「目的地一覧」等の訪日外国人の観光動向データが収集可能
（参考URL：https://resas.go.jp/#/13/13101）

 近隣の観光拠点への問合せ：観光案内所・宿泊施設・港湾・空港などに直接問合
せることで、各地点での訪日外国人の国籍・人数などの基礎情報を収集可能

 空港・港湾のウェブサイト：近隣の空港や港湾のダイヤを確認することで、訪日外国人
の国籍・ターゲット国からの直行便の有無や国際便発着数などを把握可能

 観光庁の統計データ：日本を出国する訪日外国人旅行者に対し、訪日目的・消費
額などの消費実態等について四半期毎に調査を行う「訪日外国人消費動向調査」
（URL：http://www.mlit.go.jp/kankocho/siryou/toukei/syouhityousa.html）

 日本政府観光局の統計データ：「世界20市場データ集（訪日データハンドブック）」
等（URL：https://www.jnto.go.jp/jpn/statistics/datahandbook.html)

訪日外国人旅行者の動向・観光動線の確認方法

訪日外国人旅行者の消費に関するニーズの確認方法

【補足】以下の官公庁の統計データからも関連データを収集可能
◊ 法務省「出入国管理統計統計」
（URL: http://www.moj.go.jp/housei/toukei/toukei_ichiran_nyukan.html）

◊ 国土交通省 FFデータ：FF-Data：Flow of Foreigners-Data
（URL: http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/soukou/sogoseisaku_soukou_fr_000022.html）

◊ 観光庁「宿泊旅行統計調査」
（URL: https://www.mlit.go.jp/kankocho/siryou/toukei/shukuhakutoukei.html）

https://resas.go.jp/#/13/13101
http://www.mlit.go.jp/kankocho/siryou/toukei/syouhityousa.html
https://www.jnto.go.jp/jpn/statistics/datahandbook.html
http://www.moj.go.jp/housei/toukei/toukei_ichiran_nyukan.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/soukou/sogoseisaku_soukou_fr_000022.html
https://www.mlit.go.jp/kankocho/siryou/toukei/shukuhakutoukei.html
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1-C. 事業コンセプトの検証 (続き)

コンセプト検討1

 地域の観光を支える他社や、地域産業・地域住民と調和が図れるか

観光事業は、地域に根差した産業であり、地域経済や住民生活に与える影響の大きい領域
です。そのため、持続発展的に事業を展開していくためには、同業他社や地域産業と相互に連携
し、地域の魅力・価値をともに高めていくという視点が不可欠です。

D

 地域住民や他の地域産業への影響を考慮すべき状況の例

動植物が豊かな自然の
中でのアクティビティ提供を
イメージしている場合

人が滅多に踏み入れない、もしくは人の出入りが通常は制限された
エリアである場合、大量に観光客を呼び込むと、そのエリアの生態系
に悪影響が及びます。短期的な利益追求だけでなく、中長期的な
持続・発展を目指すために、受入可否や人数制限について関係者
で検討する必要があります。

農業・漁業など一次産業
への外国人受入れをイ
メージしている場合

事業者がフル稼働となる繁忙期には、観光客の対応・受入は困難
な可能性が高いです。予め、受入れが可能な時期や時間帯につい
て相談を行い、実現可能性を探る必要があります。

海やビーチエリアで、外国
人向けアクティビティの提
供をイメージしている場合

無用なトラブルを避けるため、事前に地元漁協に連絡し、体験の内
容・実施時間帯について了承を得ておく必要があります。（体験事
業者と密漁者の区別がつかないため。）

外国人向け
SUP

日本人向け
カヌー

日本人向け
ラフティング

外国人・日本人
向け渓流
トレッキング

地域全体で観光地としての魅力増進や相互送客を狙う。

地域における既存の観光コンテンツ（例）

今回造成する
コンテンツ

近隣のエリアで展開されている観光コンテンツのラインナップと造成コンテンツの位置付けを
把握した上で、地域全体で観光地としての魅力増進や相互送客に繋がるようなコンテン
ツを開発を行っていく。そのことにより、地域の観光産業の発展、ひいては、自社の観光
事業にもプラスの波及効果を期待することができます。
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コンセプト検討1

コンテンツ案の内容検討と並行して、現在コンテンツ提供を想定する区域において、想定する事業の
実行が可能かどうか確認を行います。許認可の要否、及び許認可の申請手続き方法等が不明な場
合には、地方公共団体等にお問合せください。

 特別な許認可が必要となるケースの例
事業を実施する区域の性質によって、必要な許認可が異なります。

1-D.事業環境の検証

【ビーチへのテントの設置】
テントの設置場所が、港湾法に基づく港湾
区域・港湾隣接地域として指定されている
区域に該当する場合、一時的な占用につ
いては、港湾管理者からの許可を得る必要
があります。（港湾法第37条）
例：加太観光協会の事業では公設海水浴場に
グランピング用のテントを設置

【国立公園におけるテントの設置】
テントの設置場所が、自然公園法に基づく
特別地域として指定されている区域に該当
する場合、工作物の新築については、環境
大臣の許可を得る必要があります。（自然
公園法第20条）

例：松本市アルプス山岳郷の事業では国立公園
内にテントサウナを設置

1 2

【河畔への桟敷席の設置】
桟敷席の設置場所が、河川区域内の土地
に該当する場合、土地の占用や工作物の
新築については、河川管理者の許可を得る
必要があります* 。（河川法第24条、第26
条）
*河川区域内の土地が、河川管理者以外の者が

その権原に基づき管理する土地である場合は、土
地の占用の許可は不要（工作物の新築に関す
る許可は、この場合も必要）。

例：長良川温泉泊覧会実行委員会の事業では、
長良川河畔に桟敷席を設置

【ドローンの飛行】
航空法（第132条）が定める「無人航空機
を飛行させてはならない」空域に該当しない
場合においても、関係法令や地方公共団
体の条例・規則等*に基づき、飛行許可申
請が必要となる場合があります。
*参考URL：無人航空機の飛行を制限する条例等
https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.
html

また、ドローンを飛行させる土地所有者の
許可が必要となる場合があります。
例：駒ヶ根観光協会の事業では、中央アルプス
千畳敷カールの管理者の許可を得て、ドローン操
縦・撮影を実施

3 4

https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html
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事業コンセプト検討の際は、事業立ち上げの関係者間、そして時には地場産業従事者と共に協議
することで、地域資源、地域の強みや弱みについて、多角的な視点からアイデアを集めることが可能です。

地場産業事業者の悩みや自然との付き合いを予め知ることでトラブル防止が期待できるほか、地域
としての訴求点・ストーリーの明確化や地域全体のサービス品質の向上にも繋がります。

1-E. 事業コンセプト検討の方法

コンセプト検討1

コンテンツの核となりうる地域資源やターゲット像を決めるにあたっては、コンテンツを開発する事業
者のみで検討するのではなく、地域関係者と一緒に協議する機会や、第三者や顧客の視点から検
証する機会を設けることが有効です。次ページの事例と併せて確認ください。

Point！

 当初の課題認識

 従来、伊勢志摩では、地域事業者がSUPやドローン川下りなど各自で体験型商品を展開していたが、
伊勢志摩国立公園の魅力を面的にアピールするようなコンセプト・ブランドイメージが欠けており、
訴求すべきターゲットについて認識共有できていない状態であった。

 今年度の取組概要と成果

 エコツーリズム推進協議会のメンバーが集い、事業方向性を協議するワークショップを開催。外部講
師とグラフィックレコーダーを招き、伊勢志摩における外国人入込数などの統計データも確認しながら、
ターゲット顧客や、伊勢志摩の強み・価値についてアイデアを出し合い、議論を行った。

 議論の結果、伊勢志摩で提供するエコツーリズムのコンセプトを「自然と人間が共生する島国『日
本』の原風景、人間が中心ではない『究極のエコシステム』を体験できる唯一無二の場所」として定
義。また、ターゲット顧客イメージを「シンガポール：3世代で価値を分かち合えるニューリッチ」と「フラン
ス：価値の分かち合える知識人」として設定。協議会内で共有できる方針を決定することができた。

 ポイント・工夫点

 先ず、地域の人たちと「どういう人たちに来てもらい、伊勢志摩の何を味わってもらいたいか」につい
て話し合うことから始めた。伊勢志摩の「自然との共生」や「本物の文化」を味わってもらえる訪日外
国人を少人数・長期に呼ぶことで伊勢志摩の良さを味わってもらうことで認識統一が出来た。

 独りよがりに良いところをアピールしていくのではなく、自然との共生を売りにした、競合となり得る海
外及び国内の事例を調査することで、選ばれている要因や何を差別化すると良いかという軸で議論。
今回は、海外及び国内の競合事例調査を外部（ランドリーム社）へ委託することで、自分たちは、
地域の魅力の再発見や再定義に集中することが出来た。

 地域の魅力の再発見のため、共通のヒアリングシートを用いて、協議会構成員である地域の一次産
業従事者・行政など多様な視点から地域の強み・目指すべき姿を棚卸した後、ワークショップにて意
見を集約。地域住民自身が、これから伊勢志摩地域をどうしていきたいのかをそれぞれ考えた上で、
一緒になって協議を行うことで、将来のビジョン・これからの地域の在り方を導き出すことができた。

 最後に、伊勢志摩の特徴として、「地域の連携」をより具体的に取り組んでいる所がある。エコツーリ
ズム推進協議会は、利害関係にある事業者が集まり地域の連携を考える組織である。連携と、一
言で言う事は、容易だが、掲げたビジョンをどのように地域で守っていくかのルール作り、対外発信する
場合はどういうOTAのアカウント登録をすべきなのか、など検討すべきことは多方面にわたる。今回は事

伊勢志摩国立公園エコツーリズム推進協議会

一次産業従事者、観光従事者、行政など多様なステークホルダーが一堂に会し、共同でコンセプトを検討

 業を通じて、一次産業と観光事業をどのように
共生していくかのガイドブック（ルール）を創り、
その上で、PR・ブランディングルールまで踏み込み
策定した。
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コンセプト検討1

1-E. 事業コンセプト検討の方法(続き)

事業者名 コンセプトの検討・検証の例

加太観光協会

【第３者視点の活用】
 取組内容：

 取組をまとめる横断的なコンセプトが不足していたため、
Marunouchi HOUSEに協力を得て、加太漁協等と連携して
「サスティナブル シーフード」というコンセプトを生み出した。

 ポイント：

 日頃から、観光協会、地区連合自治会、漁業協同組合の
三者が密に連携し、ビーチだけでなく、鯛等の海産資源、地
域に昔から伝わる伝統漁法等を活用し、地域活性化や地
域・特産品のブランド化を進めるという方向性に合意していた。

 ビーチ周辺の海産資源・伝統活用と

いう視点で検討の方向性を絞り込ん

だ上で、ガストロノミーやメニュー開発

に知見を有するMarunouchi HOUSE

を招請し、地域を俯瞰的に見ること

ができる第３者も含めて関係者で

協議を行ったことにより、トレンドを踏

まえたキーワードでコンセプトをまとめ

ることができた。

一般社団法人松本市アルプス山岳郷

【顧客視点の検証】
 取組内容：

 モニターツアーやFAMトリップを通して、「癒し」をテーマに「食・
温泉・自然体験」を組合せたコンテンツのコンセプトの有効性
を検証した。

 ポイント：

 事業実施者・地域関係者だけでコンセプトを検証するのでは
なく、モニターツアーやFAMトリップの機会を活用し、顧客の
目線からコンセプトを検証することにより、ターゲットに対して
魅力的に映るコンテンツか、伝えたい価値やストーリーが伝わっ
ているかという視点からコンセプトに対して意見を得ることがで
きた。

事例 C

事例 G

 参考事例：その他の取組の例



Step２のポイント

 Step1で考えたゴールやコンセプト等の実現に向け、具体性・効率性の観点で検証も加えながら、いつ・
誰と・何を取り組むかを考え、実施計画へ落としこんでいきます。

 事業の成立や継続に必要な売上・利益を予め試算し、後続ステップの「コンテンツ開発」時の価格設
定の前提条件を、事前に確認することが重要です。

 地域で観光ビジネスを成立させるためには、戦略立案・商品企画だけでなく、コンテンツの提供、現地ガ
イド、予約受付・販売、プロモーション、二次交通等、多様な機能を充足させた実施体制が求められま
す。そのため、外部のステークホルダーによる事業支援が重要となります。

事業者の目線

事業支援者・地域関係者の目線

！

企画から売上拡大までの進め方を考える「A.実施計画の検討」、販売時の提供体制・お金の流れ
を考える「B.販売・提供モデルの検討」、販売・提供モデルに基づき試算する「C.事業収支の検討」
について、順に説明していきます。

2-A. 実施計画の検討

2-B. 販売・提供モデルの検討

（参考）実施計画の評価

事業計画の検討プロセス

2-C. 事業収支計画の検討

【凡例】

• 順番に実施・検討する項目

Step２の内容構成？

２. コンテンツ造成等の主なステップとポイント
【Step２：事業計画策定】

新たなコンテンツに係る事業について、A.事業の実施計画（商品開発・販売の進め方）、B.販売・
提供のモデル、C.事業収支計画という3つの観点から、事業計画を検討します。

22
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計画策定2

2-A. 実施計画の検討

これから新規開発する観光コンテンツの提供・販売を通して、何カ年でどの程度の売上規模を目指
すか、初年度は何をどこまで進めるべきかを検討します。

目標現在 12か月後 Xか月後

 事業方向性の検討ポイント

 各年での売上目標（金額・人数）の設定

 売上目標に向けた段階的なゴール・マイルストンの設計
（例：最終的には造成したコンテンツを自社サイトのみで販売したいが、2年目は旅行代理店

やOTA*1経由で販売して口コミを蓄積、3年目からようやくFIT*2向けに自社サイト・SNS*3

で販売促進）

 売上目標を実現するために必要な変動要素の定義
（受入れに必要なガイド等の人的リソース、宿泊等のキャパシティ）

（例：12か月後の状態イメージ）
− コンテンツ販売開始
− 1年間の売上目標はXXX円程度
− ガイドはXX名必要
− 販売は旅行代理店XX経由

*1：OTAとは、Online Travel Agentの略。実店舗を持たず、Web上のみで取引を行う旅行会社を指す。例えば、宿

泊予約サイトのBooking.comや、体験予約サイトのCtripのように、各社はWeb上で販売サイトを運営している。

*2：FITとは、Foreign Independent Tourの略。団体旅行やパッケージツアーを利用せず、渡航や滞在にあたっての航

空券・宿泊等を全て個人で手配して訪日する旅行形態を指す。

*3：SNSとは、Social Networking Serviceの略。人々とコミュニケーションをとることのできるWeb上のプラットフォームを

指す。例えば、Facebook、Instagramなどが該当する。
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段階的に考えたゴール・マイルストンに沿って、コンテンツ化に向けた短期的な実施計画を検討します。
市場投入時の事業モデル検討や、体験型観光コンテンツの具体化だけでなく、事業実施体制について
も整理し、必要なステークホルダーと連携を行います。

2-A. 実施計画の検討 (続き)

計画策定2

 コンテンツ化に向けた実施計画の検討要素（1/3）

【参考：FIT（Foreign Independent Tour、海外個人旅行）について】
平成30年度の観光庁の調査*によると、日本を訪れたことのある訪日外国人旅行者のうち、約6割が「すべ
て個人で手配」して日本へ旅行に来ている旅行者、すなわちFITであり、「団体旅行やパッケージツアー」の利
用者よりも多い状況です。

*出典：観光庁 「体験型観光コンテンツ市場の概観_世界のコト消費と海外旅行者の意識・実態の調査結果」、
URL https://www.mlit.go.jp/kankocho/page05_000119.html

注：本ナレッジ集内に、検討時の参考になる情報・関連がある場合、
各文末にページ数 [p.xx]を記載している。事業モデルの定義1

ターゲット

コンテンツ造成に関する取組とその実施時期、プロモーションの手法・実施時期、二次交通や言
語対応など周辺環境に関する整備の計画も含めて、実際に誰が・いつ・何をするのか、販売開始ま
でに必要な取組を棚卸し、実施時期を効果的に設計しましょう。

Point！

単価設定

￥

コンテンツの価格、利用者1人、又は1組当たりの消費単価を設定し、その妥当性
を検証 [p.33～34、p.46~49]
注：サービスに付加価値を付けることで更なる高付加価値化を図るなど、単価設定に工夫が

できないかを検討

ターゲットについて、次のようなポイントから可能な限り具体的に検討 [p.10,17]

国籍（単に「欧米豪」とするのではなく、その中でも具体的な国を考える。）

年収レベル（「富裕層」ではなく、想定する年収や宿泊単価を考える。）
FIT／ツアー利用の区分

市場規模
注：ターゲットを具体的に絞り込んだ結果、母数が過度に少なくなりすぎては誘客の蓋然

性が損なわれることから、ニッチな層を狙う場合には留意

初期に狙う市場に加え、将来的なターゲット顧客についても可能な範囲で検討

販売・PRﾁｬﾈﾙ
販売・PRチャンネルにおいては、以下のような視点で旅前・旅中・旅後のそれぞれにお
ける情報発信や認知度向上の取組、販売網を設計 [p.57~70]

ターゲット設定（FITかパッケージツアー客か）

コンテンツ特性 (日本・地域への来訪目的となるコンテンツか滞在中の空き時

間に体験してもらうコンテンツか）

https://www.mlit.go.jp/kankocho/page05_000119.html
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2-A. 実施計画の検討 (続き)

計画策定2

 コンテンツ化に向けた実施計画の検討要素（2/3）

商品造成・販売案の検討2

商品案
事業コンセプトに沿って、体験型観光コンテンツの具体的な内容を企画

（通常プランの中身や、オプションなどの種類や組合せも検討する） [p.36~45]

悪天候時のバックアッププランや、キャンセル対応の方針を検討

○特にFITにおいては、コンテンツの誘引力・魅力が必要

日本国内外の競合、特に近隣エリアにある競合と差別化されており、自ら移動手段

を調べ、その地に足を運ばせる理由になるほどの独自性・訴求力のあるコンテンツで

あるか検討が必要

造成のステップ
コンテンツ造成と改善に必要な取組とその実施時期を設計

例：アンケート調査（どのくらいの期間でどのようなアンケート内容にするか）

モニターツアー（どのような目的で、誰を招請するか） [p.50~56]

事業実施において、特別な許認可が必要な場合は対応時期を検討 [p.16,19]

販売・PR準備
市場投入初期の販売経路を具体的に以下の視点で検討 [p.58~70

連携先：旅行会社やOTA等

連携方法

連携タイミング

 プロモーション内容･期間・目的を具体的に検討 [p.58~70]

注：誘客の蓋然性と高めるためには、プロモーションだけでなく、まずは、コンテンツの造成と

周辺環境の整備を十分に行うことが重要
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2-A. 実施計画の検討 (続き)

計画策定2

 コンテンツ化に向けた実施計画の検討要素（3/3）

周辺環境の整備3

体制・役割分担の整理4

交通

多言語対応

実施体制

ターゲットの居住国から実施エリア・コンテンツ提供場所までの現在の動線を、可能な
限り網羅的に整理し、交通上に課題がある場合は対応を検討 [p.17、 p.39~40]

○特にFITにおいては、交通アクセスも重要

バス・電車などの公共交通が十分でないと、コンテンツを体験する前に、地域への訪

問が難しい。近隣都市から代替の移動手段を用意するか、開始や終了時刻をタイミン

グよく設計することが重要。

多言語対応の現状を踏まえ、以下の項目について整備または改善する事項を検討

[p.41~42]

ガイド

webサイト

二次交通

宿泊施設

 ニーズやターゲットに沿って、対応する言語を具体的に検討

コンテンツ開発及び販売準備の実現に向けて、現行体制で以下の機能が充足され

ていることを確認（不足の場合は連携先を探すことが必要） [p.28~32]

戦略立案
 コンテンツ企画
 コンテンツ提供

現地ガイド
予約受付・販売
 プロモーション

二次交通
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令和元年度事業においては、全ての展開事業について、最初の取組として「実施計画の策定」を行いました。
その際、事業終了時に「最先端観光コンテンツを造成」、「持続可能な提供体制を構築」という目標を念頭に、
以下のチェック項目に沿って事業計画全体を評価し、検討が不足している観点がないよう留意しました。

項目 検討の観点 チェック

事業コンセプト

事業背景・課題設定 国又は地域の観光政策・課題との関連を有する事業である。

地域資源の活用 類似の地域資源を有する国内外の競合を認知しており、その上で差別化ポイントを特定している。

地域資源を活用し、ターゲットに訴求できるコンテンツを造成する予定である。

地域・エリア内に有名な観光地・観光資源がある場合、連携などの今後の関わり方が検討されている。

事業モデル

ターゲット設定 ターゲットとする市場・顧客のニーズを把握している。

ターゲットの国籍、年収レベル、旅行形態（FIT・ツアー客）等が根拠に基づき具体的に設定されている。

将来的な市場規模・ターゲットについて検討されている。

単価設定 コンテンツの想定単価について妥当性が認められる。

チャネル設計 予約・販売に繋げるために、販売・営業活動・コミュニケーションのチャネルが適切に組み合わされている。

顧客への提供価値 想定顧客にとって、何がサービス・コンテンツの価値か、定義されている。

事業の採算性 事業継続した場合の採算見込みについて、現時点で検討している、又は検討の予定がある。

地域への波及効果 地域経済・産業への寄与について、検討できている。

コンテンツ造成・販売案

コンテンツの造成 本事業で造成するコンテンツが具体的に示されている。

コンテンツ造成に向けた実施事項について、具体性がある。

プロモーション プロモーション内容が具体的で、想定効果も検討されている。

プロモーションのチャネルについて具体的に検討されている。

プロモーションの時期、情報のタッチポイント等が適切に設計されている。

コンテンツ造成・環境整備と比して、プロモーションに偏重した取組となっていない。

FAMトリップ・モニターツアーを実施する場合、誰を招請するか具体的に検討・調整されている。

周辺環境

一次・二次交通 ターゲット居住国から実施エリアまでの動線とその課題が明確で、改善すべき事項が何か把握している。

宿泊施設 地域の宿泊施設の状況を把握しており、連携を予定している。

多言語対応 対応言語が具体的に検討されており、改善すべき事項が過不足なく検討されている。

予約対応 海外OTAの活用等により、ターゲットが予約可能な状態となっている、もしくは、本事業内で予約可能な
状態にする予定である。 （多言語対応の状況、予約タイミング（旅前・旅中）も具体的に検討。）

ｵｰﾊﾞｰﾂｰﾘｽﾞﾑ対策 混雑・マナー違反・自然破壊等への対応策を記載する。

環境整備等 現地決済が必要となる場合、キャッシュレス決済について本事業と合わせて整備・改善する予定がある。

Wi-Fi環境が必要となる場合、本事業と合わせて整備・改善する予定がある。

天候の影響を受ける場合、悪天候時のリカバリプランが検討されている。

体制・役割分担

構成主体の役割
戦略・企画、コンテンツ提供、現地ガイド、予約受付・販売、二次交通、プロモーション、営業活動等の各
機能を担う主体が明確になっている。

観光地域づくり法人
（DMO）との連携

関与する観光地域づくり法人（DMO）の名称と役割が明確になっている。

連携方法 構成主体や地元関係者との連携方法が検討されている。

人材の育成・雇用
事業継続を見据え、現地の人材に関して「どのような人材育成を想定しているか」、「その人材にお金が落
ちる仕組みになっているか」を記載する。

持続可能な体制 自走化に向けて、次年度以降の体制・運営主体を検討できている。

その他 旅行業・旅客輸送等の許認可の要否を確認済で、課題がある場合は解決策を検討・実施している。

（参考）実施計画の評価

計画策定2



２. コンテンツ造成等の主なステップとポイント
【Step２：事業計画策定】（6/14）

28

計画策定2

観光コンテンツの提供／販売促進・PR／予約受付・販売等の各活動主体を誰が担うのか、また、そ
の各活動主体と利用者間でコンテンツ提供・お金の流れをどう設計するか、整理します。

2-B. 販売・提供モデルの検討

 販売・提供モデル検討の主なポイント

【自社でコンテンツを提供する場合】

• 顧客に対してコンテンツ提供を行う中で、顧客からの反応・フィードバックを随時確
認することができるため、ブランドイメージ・サービスレベルの管理や改善がしやすい。

• 繁閑を踏まえながら、自社で運営スタッフの雇用・育成を行う必要があるため、人員
確保やスキル育成等に関してコスト・労力を要する。

メリット

デメリット

 コンテンツの流れ

【他社がコンテンツ提供する場合】

• 自社で人材を雇用・育成する必要がないため、人員確保やスキル育成等に関する
コスト・労力を抑えられる。

• コンテンツ運営や連携先との各種手配・調整に関与が薄くなってしまった場合、コン
テンツのブランドイメージの維持やサービスレベルの管理が比較的難しくなる。

メリット

デメリット

【自社で販売する場合】

• 利用者から受け取った旅行代金を自社でそのまま受け取るため、利益率の管理が
しやすい。顧客基盤を構築できた場合、リピーター獲得等の事業展開が可能。

• 自社で顧客を抱えていない場合、集客に関してコスト・労力を要する。

メリット

デメリット

お金の流れ

【他社に販売を委託する場合】

• 販売委託先のネットワーク、顧客基盤、広告媒体等を活用できるため、集客に関
してコスト・労力を抑えられる。また、集客規模を拡大することができる。

• 販売委託先に、手数料・謝礼等で利益分配を行う必要があるため、販売価格・
利益分配率の設定によっては、自社の売上や利益が目減りすることがある。

メリット

デメリット
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計画策定2

 販売・提供モデルの類型例

着地型観光商品の販売・提供モデルを、商品の流れ・お金の流れに着目し整理すると、以下4つのモ
デルに分類できます。実際は、旅行業登録のある事業者が自社販売・提供し、加えて仕入販売も行う
など、事業主体の立場や役割に応じて、複数の型を組み合わせて収益安定化を図ります。

【お金の流れ】 訪日外国人旅行者から、利用料等の料金を直接受け取ることがあるか

あり なし

あ
り

【
商
品
の
流
れ
】
自
社
か
ら
訪
日
外
国
人
旅
行
者
へ
、
コ
ン
テ
ン
ツ
提
供
を
直
接
行
う
こ
と
が
あ
る
か

自社販売型

 料金を訪日外国人から直接受け取る
 コンテンツを自社で訪日外国人へ提供する

販売委託型

 料金を訪日外国人から直接は受け取らない
 コンテンツを自社で訪日外国人へ提供する

な
し

仕入販売型

 料金を訪日外国人から直接受け取る
 コンテンツを自社で訪日外国人へ提供しない

販売仲介型

 料金を訪日外国人から直接は受け取らない
 コンテンツを自社で訪日外国人へ提供しない

a b

c d

自社でコンテンツを提供する場合、販路拡大のためには販売委託が有効だが、
顧客接点強化・利益改善のためには、将来的な自社販売比率の向上が重要

コンテンツ提供団体が主に該当

観光地域づくりの視点から、「勝てる
地域にする」ために、販売商品を精査する
コンテンツ選び・目利きの能力が重要

DMCなどの旅行会社が主に該当

自社独自の知見・専門性を活かし、
地域周遊促進や地域全体の価値向上の
視点から、継続的に支援を行うことが重要

交通など他産業が主に該当

コンテンツの提供

コンテンツ
販売・提供者

訪日外国人
￥

自社の立場
コンテンツの提供

コンテンツ
提供者

コンテンツ販売者

訪日外国人￥￥

自社の立場

コンテンツの提供

コンテンツ
提供者

コンテンツ
販売者

訪日外国人￥￥

自社の立場

事業
支援者

訪日外国人
コンテンツ

販売・提供者*

コンテンツの
提供

戦略・企画、運営保守、
ツール提供等

自社の立場

（凡例）ｺﾝﾃﾝﾂの流れ ／ お金の流れ ／ その他

￥￥

*販売を別事業者が
担うこともある

2-B. 販売・提供モデルの検討 (続き)
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2-B. 販売・提供モデルの検討 (続き)

計画策定2

 事業概要
 日本未来農業研究会は、棚田の景観や特性を活用した観光事業の展開により、棚田の持続的
運営を図る目的で、棚田を所有する地域住民が設立した団体。令和元年度事業においては、地
域金融機関グループ（親和銀行・FFGビジネスコンサルティング）や福岡を拠点とする旅行会社
（VISIT九州）と連携し、棚田に様々な意味を込めた“e-Tanada”というコンセプトの下、棚田を核と
したコンテンツや、日本文化体験を含む高付加価値ツアーの造成に取り組んだ。

 実証した販売・提供モデルと実証結果
 将来的には、地域が一丸となって商品造成・提供できるモデルを実現するため、日本未来農業研
究会が旅行業免許を取得し、自社で旅行商品の企画・販売ができる体制を構築することを目指し
つつ、事業立ち上げ期間は、VISIT九州と連携して旅行商品企画・販売を行うことを決定。

 また、本事業の主要ターゲットである佐世保市内在住の外国人に効果的にアプローチするため、在
日外国人とのネットワークを有する団体と新たに連携し、旅行商品のPRを行った。事業期間内に、
当該団体のPRにより誘客した顧客の中には既にリピーターも存在し、今後も協力体制に関して合意
が得られている。

 実証結果を踏まえた今後の方針
 直接販売による利益率の向上、顧客との関係性強化によるリピーターの獲得（顧客生涯価値
の最大化）を重視するため、自社販売の実現が必要であると考えている。そのため、将来的には日
本未来農業研究会が旅行業免許を取得し、旅行商品企画・販売を担う体制を目指している。

一般社団法人日本未来農業研究会の場合、b.販売委託型から a.自社販売型へ

直接販売による利益率向上、顧客との関係性強化によるリピーター獲得を
重視する観点から、自社販売を将来的な目標としつつ、まずは、旅行会社との提携により販売

旅行商品
PR 在日外国人とネット

ワークを有する団体

販売・提供モデル図（2020年2月時点の想定）

顧客

日本未来
農業研究会

コンテンツ提供団体 通訳・運営スタッフ
（地域人材）

交通事業者

その他コンテンツ提供者・運営サポート

コンテンツ・サービス提供（各種アクティビティ）

VISIT九州

旅行代金
支払

旅行代金
支払

旅
行
代
金
支
払

販売委託型

商品流通チャネル

など

佐世保観光コンベンショ
ンビューロー

OTA

自社販売型（点線部分は、
日本未来農業研究会が
旅行業免許取得後に実現）

VISIT九州

成約手数料

PR依頼料

事業サポート

旅行代金支払

SNS等を介したコンテンツのPR

体
験
料
・
報
酬

顧客

販売

コンテンツ提供

その他役割

お金の流れ

ｺﾝﾃﾝﾂの流れ

その他

凡例
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2-B. 販売・提供モデルの検討 (続き)

 事業概要
 長良川温泉泊覧会実行委員会は、岐阜市・岐阜長良川温泉旅館協同組合・岐阜観光コンベン
ション協会等から成る委員会で、地域連携DMOであるNPO法人ORGANが事務局を務めている。令
和元年度事業では、地域の中核資源である長良川鵜飼を核に消費機会拡大を図るため、桟敷席
からの鵜飼観覧プランや、地域文化を味わうことのできるガイドツアーの造成に取り組んだ。

 実証した販売・提供モデルと実証結果
 事業当初には、販売形態として、旅行代理店経由での体験パッケージ販売及び当会の構成員であ
る旅館協同組合の加盟施設経由での宿泊付き体験プラン販売の2通りを想定していた。

 事業期間中の取組として、旅中のFIT顧客の訴求可能性を検証するため、旅館協同組合の加盟施
設及び名古屋・岐阜の近隣エリアの宿泊施設に対して、集客への協力依頼を実施。実際に、旅館
協同組合及び名古屋圏の宿泊施設からの予約獲得が実現したため、今後も予約・販売の受付にお
ける連携を強化する方向で協議を行っている。

 実証結果を踏まえた今後の方針
 今後は、当会の構成員である旅館協同組合の加盟施設が、リース形式で桟敷席を借り受け、長良
川鵜飼桟敷コンテンツを組み込んだ宿泊プランの造成と販売、飲食の提供や座敷遊びの手配などの
コンテンツ提供を担うことにより、地域一体で長良川河畔での消費拡大を促進する。また、旅行代理
店や名古屋など周辺エリアの宿泊施設、NPO法人ORGANが運営を担う旅行会社”長良川めぐるツ
アーズ”など多様な販売経路を確保した上で、それらのエージェント・宿泊施設との連携強化により
利用率の向上を図ることで、将来的には桟敷増設による更なる消費拡大を目指していく。

長良川温泉泊覧会実行委員会の場合、a.自社販売型、b.販売委託型を採用

長良川めぐるツアーズ
※地域限定旅行業

旅行代理店
ランドオペレーター

周辺エリア
宿泊施設

事務局旅館協同組合の加盟施設

桟敷運営・
予約管理（宿泊者）

桟敷席リース

桟敷利用料

桟敷プラン
料金の支払

顧客

原価＋サービス料
の支払

注：長良川鵜飼桟敷プランの提供に係るモデル図のみ抜粋
販売・提供モデル図（2020年2月時点の想定）

消費拡大を目指すため、長良川温泉の旅館・ホテルによる宿泊付きプラン販売に加え、
旅行代理店や周辺エリアの宿泊施設でもコンテンツ単体の販売を実施

計画策定2

長良川温泉
旅館・ホテル

NPO法人 ORGAN

桟敷プラン
料金の支払

自社販売型

販売委託型
料金の支払

（手数料差引）

自社販路以外への
営業・PR・桟敷
プランの卸販売

営業・卸販売

現・長良川温泉泊覧会実行委員会

コンテンツ造成・
予約管理（宿泊者以外）

料金の支払
（手数料差引）

桟敷プラン
の提供

桟敷プラン
料金の支払い

桟敷プラン
の提供 顧客

販売

コンテンツ提供

その他役割

お金の流れ

ｺﾝﾃﾝﾂの流れ

その他

凡例
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2-B. 販売・提供モデルの検討 (続き)

 事業概要・当初想定の販売・提供モデル
 これまで誘客が難しかった周辺観光施設・スポットへの周遊行動を促す目的で、VRの制作に取り組
むとともに、下関において集客力のある観光拠点にVR体験ブースを設け、その場で下関の名所旧跡
をストーリーと共に紹介。

 利用者からVR体験1回につき500円を利用料として課金するマネタイズモデルを検討し、VR体験の有
償化が可能か実証。

 VR体験後に地域周遊する移動手段の検討も行い、地域交通事業者と連携し、VR体験・バスチ
ケット・フェリーチケットが含まれる周遊パスを新たに造成。VR単体での売上に加え、周遊パス売上か
らの還元により収益安定化を狙うとともに、観光客への移動手段の提供を図った。

 実証結果
 今回開発したVRコンテンツの提供手法は、地域周遊意欲を誘発することを狙いとしてスタンドアロン
型HMD（Oculus Quest）を採用し、デバイスの特徴を活かして、VR上で再現された下関の地図や
歴史コンテンツ上を自由に歩き周れるスタイルを実現。多くの観光客がVR体験を購入した結果を受
けて、VR体験の有償化は有効である。

 今回の提供手法では、一度に体験可能な人数が制限され、当初想定した人件費を回収できるコ
スト効率実現が困難であるため、周遊先で消費を促せるコンテンツを設置するなど、VRによる周遊
促進と送客先収益化コンテンツ造成も合わせて実施すべきであることが分かった。

 顧客アンケートでの満足度は高く、周遊希望者数も多かった。加えて地域課題である周遊の効果と
して、送客実績調査対象施設のフィードバックから、周遊実績が得られており、マップ型VRが周遊促
進に効果を有するコンテンツであると分かった。

 実証結果を踏まえた今後の方針
 巌流島内でAR/VR体験を提供するなど、送客先で体験できる体験効率と収益率が高い着地型コ
ンテンツを造成し販売する予定。

 自由に歩き回れる特性を活かしたまま体験者数を増加させ、収益拡大を図るため、地域の宿泊事
業者（ホテルや旅館のロビー）や観光施設（展望施設や歴史資料館）等にVRと機材を有料で
貸し出すレンタルモデルを検討中。また、利用者数が期待できる繁忙期のみ、実証時と同様にVR
体験ブースを設置し、自主運営を想定。

アルティテュード株式会社の場合、a.自社販売型、d.販売仲介型を採用

販売・提供モデル図（2020年2月時点の想定）

下関市
観光政策課

下関
コンベンション協会

下関キャンペーン
実行委員会

海外での販促
海外店舗での販売

顧客

宿泊施設・観光施設

リース料

VR＋機材

利用者個人への課金モデルに加え、地域の宿泊・観光事業者を巻き込んだ
販売モデルとすることで、地域全体の消費へ繋げる

顧客

販売

コンテンツ提供

その他役割

お金の流れ

ｺﾝﾃﾝﾂの流れ

その他

凡例

計画策定2

下関市内各観光地、観光施設

観光体験料着地型コンテンツ
（VR/AR体験等）提供

着地型コンテンツ体験

アルティテュード
リース料

VR＋機材

地域周遊

手
数
料

販売仲介型
VR体験体験料

自社販売型
VR体験等体験料



２. コンテンツ造成等の主なステップとポイント
【Step２：事業計画策定】（11/12）

33

2-C. 事業収支計画の検討

売上目標と販売・提供モデル案を踏まえ、事業の売上・コストを算出し、事業収支を確認します。

 収支検討の進め方（例）

①⇒②⇒③の順番で検討します。
① 販売単価の設定：

 以下のA又はBの方法、並びにA・Bの観点による相互検証により、コンテンツの販売単価
（標準販売価格）を仮で設定する。

A) 1販売単位当たりの単価を仮決めし、想定する利益率・利益額に基づき予め許容さ
れるコスト（変動費）を試算した上で、各費用と催行の諸条件を算出。

B) 1販売単位あたりのコスト（変動費）を積算し、利益を考慮して販売単価を仮決め。

② 基本シナリオの策定：

 無理のない範囲で予測した提供回数に基づき、売上・コスト（変動費）を積算し、加えて、
提供回数に関わらず発生するコスト（固定費）を洗い出す。この時点で、赤字にならない、
すなわち利益が出ることを確認する。

 固定費をもとに、損益分岐点を把握し、最少催行人数やキャンセルポリシーの参考とする。

①のイメージ

②のイメージ

【変動費】
提供回数によって変動するコストは何か、どの程度の金額規模か試算する

【固定費】
定常的に発生するコストは何か、どの程度の金額規模か試算する

【収支見込】
赤字にならない（＝利益がでる状態である）ことを確認する

Aの場合：先に標準単価を仮決め

Bの場合：先にコストを積算

計画策定2
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2-C. 事業収支計画の検討 (続き)

 事業収支検討時の主なチェックポイント

X. 収入

事業売上
 四半期や各月の売上目標は、ピークシーズン・オフシーズンを踏まえた月間・年間提
供回数を検討し、季節変動を踏まえた数値とすること

 催行1回あたり又は1組・1人当たりの収入を明確に試算すること

 販売・提供モデルに合わせた売上構造とすること
（顧客からの利用料、コンテンツ提供者からの販売手数料などの区別）

その他  地域での事業協賛金・スポンサー料など含め、収入を洗い出すこと

Y.支出

変動費  コンテンツの提供に伴って変動するコストを洗い出すこと

 コンテンツの提供規模（1回・1組あたりの人数）によってコストが変わるガイドなどの費
用については、前提条件となる催行人数を予め検討しておくこと

固定費
 売上の大小に関わらず発生するコストが何かをもれなく洗い出すこと
（例：自社販売サイトの運営費用、資源の維持管理、人件費等）

X-Y. 収支

事業収支
 収支見込が赤字となる場合は、価格設定や売上目標数の見直しによる売上拡大、
又は提供規模（1回・1組あたりの人数等）の見直しによるコスト縮小ができないか検
討すること

 他の事業等から補填できる場合でも、黒字化達成の目標をいつに設定するか検討す
ること

③ 理想シナリオの策定：

 将来目指したい事業規模を定義し、②で設定した基本シナリオとの差異を特定する。

○主な事業規模

創出したい売上・収支の金額規模

受入人数規模

雇用できるスタッフ数

 基本シナリオとの差異を埋めるため、販売・提供モデルに合わせて改善させるべき変数を明
らかにし、事業をどのように成長させていくべきかを検討する。

○主な改善させるべき変数

「消費単価」の向上

「提供回数」の増加

「催行1回あたりの提供人数」の増加

計画策定2



Step３のポイント

 体験価値を高めるポイントや価格設定については、各検討項目を別々に考えるのではなく、ターゲット
顧客への提供価値を実現する観点から、包括的に検討することが重要です。

 「二次交通」や「多言語対応」においては、地域全体での取組が必要です。短期的には、交通事業者
との連携やツールの活用により、受入環境を向上させることができます。

事業者の目線

事業支援者・地域関係者の目線

！

訪日外国人旅行者向けのコンテンツ開発において、特に工夫・留意が必要なポイントを、体験価値
向上と消費単価向上の2つの側面からそれぞれ説明します。

3-E. 価格の設定

3-F. 客単価向上の工夫

消費単価向上の工夫点

3-A. ニーズに合わせた体験の組合せ

3-B. 二次交通も含むパッケージング

3-D. 文化面の対応

3-C. 多言語対応

体験価値向上の工夫点

相互に
関連

【凡例】

• 同時並行で実施・検討する項目

Step３の内容構成？

２. コンテンツ造成等の主なステップとポイント
【Step３：コンテンツの開発】

「体験価値向上の工夫」と「消費単価向上の工夫」の2つの側面から、コンテンツ開発を説明します。

 「体験価値向上の工夫」：コンテンツの体験価値の創出・向上においては、訪日外国人旅行者の
ニーズに寄り添いながら、アクティビティやその他地域の観光資源を開発・連結し、各地域の受入環
境の整備状況に合わせて、二次交通・多言語対応・文化面の対応等をコンテンツに組み込むこと
が必要です。

 「消費単価向上の工夫」：コンテンツの値付け・価格設定においては、コスト積算による試算だけで
なく、モニターへの提供等を通した価格・サービスレベルの見直しや、オプション開発により消費単価を
高める工夫が重要です。
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２. コンテンツ造成等の主なステップとポイント
【Step３：コンテンツの開発】（1/14）
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3-A. ニーズに合わせた体験の組合せ

予め検討したコンセプトやターゲット設定に沿って、核となる体験型コンテンツや、宿泊や二次交通な
どの付加的な要素を組合せます。ターゲット顧客の過ごし方・旅程に着目し、要素を詰め込みすぎない
こと、必須ではなく任意のオプションとして付けることなど、顧客のニーズに着目した組合せ方が重要です。

 コンテンツを構成する要素の例

 核となる体験やアクティビティ
 オプションの体験やアクティビティ
 地域内の二次交通、宿泊、食事、ガイド

 当初の課題認識と事業概要
 弘前ねぷたは通常7日間の日程で行われる弘前最大のお祭りであるが、これまでは来訪する外国人
はねぷた運行の様子を「祭り当日に鑑賞」するにとどまり、消費を誘引できていなかった。

 そのため、本事業では、弘前ねぷたをその準備（祭前）・催行（祭中）・撤収（祭後）の各
フェーズにおいて、これまで提供できていなかった地域の暮らしぶりを交えたコンテンツを造成するこ
とにより、日本の祭りに高い関心を寄せている訪日外国人旅行者に対して訴求できるコンテンツを開
発した。

 具体的には、日本のお祭りに参加したいという訪日外国人のニーズを踏まえて、祭前として「前夜祭
に参加」できるコンテンツ、祭中として「ねぷた運行への参加」及び「桟敷席でのディナー」コンテンツ、
祭後として「ねぷた解体体験」コンテンツを造成した。

 コンテンツ開発上のポイント
 モニターツアー参加者に対するヒアリングを踏まえて、コンテンツの内容・組合せを見直した。

− 祭後のコンテンツ「ねぷた解体体験」は、当初、「祭り最終日の昼間に行われるねぷた運行体験」

とセット販売を予定していた。しかし、モニターツアー参加者から、「昼間のねぷた運行体験」は、夏
場で暑さが厳しい点に対してネガディブな意見も聞かれた一方、「ねぷた解体体験」については、
切り取ったねぷた絵を持ち帰ることができる点に特別感を感じたなどの反応が得られたため、次年
度からは、セット販売ではなく、別々のコンテンツとして販売することとした。

暮らしぶりツーリズム協議会

コンテンツ開発3

祭前、祭中、祭後といった時間軸に合わせてコンテンツを造成。さらに、
一般モニターへの試験提供を踏まえ、利用者ニーズに合わせてコンテンツの組合せを変更。

旅行エージェント・顧客等から実際にフィードバックを受けることにより、必ずコンテンツに含めるべき
要素・即時のコンテンツ化が難しい要素・オプションとすべき要素等の洗い出しを行い、顧客のニーズ
に合わせて体験を組合せることができます。以下の事例と併せて確認ください。

Point！



２. コンテンツ造成等の主なステップとポイント
【Step３：コンテンツの開発】（2/14）
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3-A. ニーズに合わせた体験の組合せ(続き)

コンテンツ開発3

 参考事例：その他の取組の例

事業者名 コンセプトの検討・検証の例

株式会社ガクトラボ

【体験型コンテンツ集によりカスタマイズ】

 対応方法：
体験型コンテンツ集を営業資料とし、

顧客が行程の要素をカスタマイズ

 工夫した点：

 選択可能な要素を予め提示すること

で旅行会社や学校側と相談し、顧客

のニーズ・要望に合わせたコンテンツの

パッケージングを可能とした。

一般社団法人白馬村観光局

【コンテンツと宿泊施設との組合せにより多様なニーズに対応】

 対応方法：
宿泊とコンテンツの組合せに多様なオプションを用意

 工夫した点：

 夜間に利用可能な飲食店が少ない

ことに対応したナイトカヌー、本格的な

体験を求める人向けのハイキングやマ

ウンテンバイクといったコンテンツを造成

し、それぞれのコンテンツに最適な宿泊

施設を組合せたパッケージプランを用意。

 それぞれのパッケージプランに、オプション

として他のアクティビティを組合わせるこ

とができるようにする等、夏季のマウンテ

ンリゾートに求められる多様なニーズへ

の対応を可能とした。

事例 A

事例 K



２. コンテンツ造成等の主なステップとポイント
【Step３：コンテンツの開発】（3/14）
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3-A. ニーズに合わせた体験の組合せ(続き)

コンテンツ開発3

 参考事例：その他の取組の例

事業者名 コンセプトの検討・検証の例

一般社団法人
みえゴルフツーリズム推進機構

【価格・行程を自由にオーダーメイド】

 対応方法：
顧客の予算・滞在日数に合わせ、

価格・行程を自由に組合せる

 工夫した点：

 顧客のリクエストに応じツアーを造成

する形とし、ゴルフ場や観光地、宿

泊施設、交通手段における自在な

組合せを実現。

 ゴルフ場でのプレーのほか、伊勢神

宮などに比べマイナーな観光地や

居酒屋・ロッジ宿泊等、日本・地

域ならでは体験を含むパッケージ

案を提示した上で、ニーズや予算・

滞在日数に合わせて、旅行会社・

顧客と相談して内容を決める形とした。

有田インバウンド
体験コンテンツ協議会

【ニーズに沿って選べるよう複数のコンテンツを用意】

 対応方法：
陶磁器に対する興味、理解度に

合わせて選べるプランを造成。

 工夫した点：

 陶磁器の知識が深く、学習意欲が

高い方向けには、例えば、非公開の

工房を訪れ、職人との交流を楽しめ

るコンテンツを用意し、陶磁器に気軽

に触れたい方には、マイマグカップ作り

のコンテンツを用意する等、自身の陶

磁器に対する興味、理解度に合わせ

て楽しめるような複数のプランを造成。

 さらに、顧客のニーズに応じて開始時

刻や所要時間の調節が可能。

事例M

事例 S



２. コンテンツ造成等の主なステップとポイント
【Step３：コンテンツの開発】（4/14）
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3-B. 二次交通も含むパッケージング

二次交通が充実していない地域においては、既存の公共交通機関との連携や、タクシーなど地域交
通事業者と連携したパッケージングにより、地域への来訪や周遊を促す工夫が必要です。

輸送する人数に合わせてバスやタクシーを貸し切るという人数規模の考慮に加え、提供する商品
の特性やターゲット層のニーズに合わせた形で交通手段を選択することが重要です。以下の事例と
併せて確認ください。

Point！

一般社団法人駒ケ根観光協会

【対象者】
 富裕層向けプラン体験者（ドローン・山
岳観光体験を2人1組20,000円で提供
するプログラム）

【二次交通の課題】
 ドローン飛行スポットが複数あり、二次交
通手段がないエリアも含まれている。

【対応策】
 全行程を貸切ハイヤーで移動するプランを造成。
 体験者の要望に合わせて、臨機応変な対応が可能と
なった。

アルティテュード株式会社

【対象者】

 FIT

【二次交通の課題】

 VR体験後に地域周遊する移動手段とし
て、分かりやすく提示できる周遊チケット
が不足。

【対応策】
 各種交通事業者と交渉しVR体験、バスチケット、フェ
リーチケットが含まれる周遊チケットを新たに造成。訪
日外国人旅行者が自身の旅程に合わせて自由に周
遊できるよう、一日乗り放題チケットとした。

 周遊チケットの有効期限について、「当日利用」限定と
していたが、翌日以降周遊したいという意見も寄せられ
たため、柔軟な有効期間指定が可能な運用へ改善す
べきという示唆が得られた。

一般社団法人日本未来農業研究会

【対象者】
 米国人
【二次交通の課題】
 最寄り駅から棚田まで二次交通がない。

【対応策】
 交通機関と連携し、貸切バスを利用。（ツアー最小催
行人数を８人程度と想定しているためバスを利用。）

一般社団法人白馬村観光局

【対象者】
 自然関心の高い欧米豪
【二次交通の課題】
 白馬駅から白馬村内の宿泊施設、宿泊
施設から体験場所までの二次交通がな
い。

【対応策】
 パッケージプランに宿泊施設を組み込むことで、宿泊
施設が駅から宿泊施設まで送迎し、アクティビティ事業
者が宿泊施設から体験場所まで送迎を実施。

次のページでは、より詳しい事例紹介を通して
二次交通への対応の考え方の例を説明しています。

コンテンツ開発3



２. コンテンツ造成等の主なステップとポイント
【Step３：コンテンツの開発】（5/14）
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 事業概要
 子ども連れの訪日外国人旅行者をターゲットに(一社)京都山城地域振興社（お茶のDMO京都）
と連携し、日本が誇る食文化の１つ「お茶」を活用した製茶体験や茶畑散策に加え、日本人ガイド
や地域の方との触れ合いや、緑茶発祥の地である宇治における緑茶の歴史を伝えるなどといった文
化面での価値を付加し、「親子がともに安心して楽しめる」体験型コンテンツの造成に取り組んだ。

 京都市内からコンテンツ提供場所である、京都郊外の宇治駅までは電車で移動できるものの、ツ
アー体験のためには駅から離れた茶畑を有する場所まで移動する必要があったため、京都市内から
宇治の茶畑までの往復の移動を含むパッケージプランとして造成。

 今年度の取組とコンテンツ開発上のポイント
 当初は、１家族のみ参加するプライベートツアーと２家族まで参加するセミプライベートツアーの２通
りを想定し、セミプライベートツアーではマイクロバスを２家族乗り合いで利用予定であった。しかし、モ
ニターツアーを実施し、実際に子ども連れのご家族に商品を提供しコメントを得たところ、子ども連れの
ご家族は、家族とガイドのみの空間のほうがリラックスし快適にツアーに参加できるとの声を聴取。そこ
で、子ども連れのご家族は旅行先では特に完全プライベート空間が必要との意見を踏まえ、貸切
タクシーで催行するプライベートツアーのみを継続する方向へ変更。

 京都において本事業のターゲットであるお子様連れご家族で旅行を行う訪日外国人旅行者との顧
客接点が豊富且つ外国語対応のドライバーが最も充実しているMKタクシーを選定し、子ども連れの
ご家族といった特殊な配慮を要する顧客向けに二次交通を含めた総合的な配慮を実現。

 ツアー体験においては、お子様連れご家族に配慮し、現地の施設を拠点としたツアー行程を造成。
完全プライベートツアーである強みを活かしながら参加者の要望によって行程を前後させるなどの柔軟
なツアー設計を可能とした。

Family Experience Japan

3-B. 二次交通も含むパッケージング (続き)

貸切タクシーを用いてプライベート空間を演出し、お子様連れご家族を京都から宇治の茶畑へ誘客

コンテンツ開発3

【参考情報】
本事業の実施主体である

Family Experience Japanは、ツアー販売の
窓口となるための旅行業務取扱管理者の
資格を有しておらず、代わりに代理店として

販売可能な業者を検討。
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3-C. 多言語対応

コンテンツの体験価値の伝達・向上のためには、単なる通訳や翻訳にとどまらない工夫が求められま
す。そのためには、ガイド人材や各種ツールを用いた対応の仕組みづくり・事前準備が重要です。

 事業の概要
 有田焼を軸に、歴史を学ぶツアーや人間国宝との交流、有田焼を使った高級ランチ、トレジャーハン
ティング等の体験ツアープログラムを造成するとともに外国人ガイドを育成。また、宿泊付きのプラン造
成のほか、県立九州陶磁文化館の来年度以降の活用検討にも取り組んだ。

 今年度の取組と実施上のポイント

 本コンテンツに必要なガイド人材の要件を「日本語対応×英語対応×有田焼への造詣×地域理
解」の4点に定め、その要件を充足するガイド候補人材として、現地及び近隣在住の外国人のうち、

特にターゲット顧客と同じ欧米豪出身者を重点的に探索。有田焼を学ぶために有田に滞在している
外国人、近隣の美術館・博物館で働いており伝統工芸に対する理解の素地がある外国人、近隣の
観光施設に従事する外国人など、複数名を候補に選定した。

 ガイドサービス水準の均一化を目指すため、事前に、造成したコンテンツに関する説明スクリプトを準
備し、バックグラウンドの異なる各ガイドが充足すべき説明水準を明確化。その上で、モニターツアー
を通じて、コンテンツに対する評価と共に、ガイドに対する次のような改善点を抽出した。
− 利用者がコンテンツを楽しんでいる場面でのTPOを踏まえた立ち振る舞い（例：利用者が職人
の技術を凝視堪能している際には、ガイドは一切口を挟まずに質問が出るのを待つ、徒歩での移
動の際には打ち解けた雰囲気で会話を一緒に楽しみつつ地域の文化特性を伝えるなど）、有
田焼独自の技術・呼称を正確に伝えるための引用例の事前準備が改善点として挙げられた。

有田まちづくりインバウンド体験コンテンツ協議会

 上述の課題の改善の中で、場面別での立ち振る舞いの基本パターンをガイ
ドにインプットすることで、モニターツアーに続くFAMトリップでは、日本独自の文

化体験ツアーを提供する欧米富裕層担当のエージェントから、ガイドサービス
に関する高い評価を獲得し、ツアー造成に向けた具体的協議に進展している。

 多言語対応の留意点

ガイドに求める素養として、地域理解や有田焼そのものへの造詣という英語対応力以外を定義し、
地域・近隣に在住する外国人の登用とモニターツアーによるハンズオン育成を推進

多言語対応においては、日本・地域固有のストーリーを交えた説明や、場の雰囲気に合わせた
説明ができるよう、説明内容とあるべき振舞いを予め定義し、実践的な研修やガイドの体制整備、
ツール開発等の事前準備に反映させる必要があります。以下の事例と併せて確認ください。

Point！

人材の
確保

会話の
準備

短期的には多言語ガイドと地域のガイドのダブルガイド制で対応しつつ、地域理
解を深めるガイド講習会で人材育成するなど、中長期的な目線で人材を確保

訪日外国人と会話をする可能性のある関係者間で、次のような対応を徹底
①まずは伝えたい気持ちをもつ」という心構えを持つ
② 「主要な英単語・会話だけ選んで習得する」など、スピーキングの準備をする
③ 「迷わず最初から自動翻訳ツールを用意する」など、リスニングの準備をする

コンテンツ開発3
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3-C. 多言語対応 (続き)

 参考事例：その他の取組の例

事業者名 多言語対応の例

一般社団法人松本市アルプス山岳郷

【ダブルガイド制の採用】

 対応：「地元ガイドと英語ガイドのダブルガイド制」

 対応に至った背景：

 仙人体験、キノコ狩り体験においては、専門知識を有する地
元ガイドとある程度知見を有した英語対応可能なガイドのダブ
ルガイド制を採用した。

 語り部から得られるより深い情報や

雰囲気に体験の付加価値が生ま

れるため、地域の自然や歴史・文

化の語り部がいることが望ましく、

語り部として地元ガイドを登用した。

長良川温泉泊覧会実行委員会

【ダブルガイド制の採用】

 対応：「まちなか案内人と通訳案内士のダブルガイド制」

 対応に至った背景：

 訪日外国人旅行者へのガイドにおいては、地域に関する知識
の他、英語等の言語力が必要。そのため、地域の知識を伝え
る者と通訳の者のダブルガイド制を実施した。

 「まちなか案内人」等の認定案内人として既にナレッジを有す
る人材が、長良川や流域文化に関する知識を伝える役割を
担い、通訳案内士等の人材が通訳の役割を担うことで、より
深い情報の提供とストレスのない案内が出来るか検証した。

大歩危・祖谷いってみる会

【ガイドの質の担保における工夫】

 対応：「地域資源やコンテンツの背景知識を解説したガイド本」

 対応に至った背景：
以下の理由から、造成したツアーにおいてガイド内容として参照す
るだけでなく、セルフガイドとしても活用できるガイド本を作成した。

 地域にガイドがいない場合、地域周辺からガイドを確保する必
要があるが、地域特性や地域コンテンツを深く把握していない
場合、逆に、訪日外国人の満足度低下を招く恐れがある。

 大歩危・祖谷を訪れている欧米豪

の個人旅行者は、ツアー等による時

間的拘束を嫌い、自分の行きたい

時行きたい場所を訪れるという意向

がある。

事例 G

事例 L

事例 P
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3-D. 文化面の対応

日本と異なる慣習・文化をもつ訪日外国人旅行者に対しては、特別な配慮が求められる場合があります。

 事業の概要
 インドに支社を持つ広告代理店であるケー・アンド・エルと、沖縄のホテルにてブライダル運営を行って
いるかりゆしグループのビッグ沖縄と連携し、沖縄のピークシーズンを過ぎた11月～2月を活用してイン
ド人向けのビーチウェディングコンテンツを開発した。

 今年度の取組概要と成果

 インド人富裕層の海外ウェディング市場に着目し、海外ウェディングを検討しているカップルインフルエ
ンサーを2組日本へ招請。沖縄のビーチウェディングと周辺のアクティビティをセットにしたコンテンツ案の
検証を行い、かつ、インド人ウェディングプランナー向けに販路開拓を行い一定の満足度と評価を得た。

 沖縄では、かりゆしグループと、今回のコンテンツのビジネススキームに向けて、販売価格と提供条件
の素案を作成し、次年度以降実施していくための仮メニューと価格を設定した。

 コンテンツ開発上のポイント
 インド人の婚礼儀式及び文化の調査を通じて理解した上で、海外ウェディングを実施する際に最
低限必要なメニューや儀礼を策定した。調査結果並びに、文化面で留意すべき事項は以下の通り。
 インド人の海外ウェディングは平均4.5日かけて実施され、長期間かつ豪華である事がポイント。
 インド式婚礼の主要儀式は17存在し、それぞれにおいて衣装・装飾具・ヘアメイクが異なり、

各儀式ごとにお色直しが必要。特に、インド特有のヘナの粉・ウコンパウダー・宗教像など日本
では入手困難な必要備品も存在する。

 受入環境整備として、日本では特殊な匂いのものを使用（ウコンペースト等）や大音響で長
時間楽しむことができる空間が必ずしも整備されていないこと、また特別な司祭や備品等は国
内調達が困難なため、日本の法令と慣習に基づき可能な範囲で提供メニューを設定した。

 宗教によっては、ハラル・ベジタリアンが存在するため、ホテル側の調理場との交渉及び食事メ
ニューの設定は要留意。

 日本（沖縄）での対応メニュー（主なものを抜粋）
◊ 【北インド】メヘンディ：新婦の両手にヘナタトゥーを施す婚礼儀式
◊ 【北インド】サンギート：婚前ダンスパーティー
◊ 【北ンド】マンガル・フェラ：司祭が灯した火（アグニ）の周りを7周回る

◊ 【南インド】カシヤトラ：新郎が会場に向けて出発するふりをするが、実は結婚を
望まず旅に出る形で会場を去る。しかし、花嫁の父親は新郎を追いかけ、美しい
娘がいる事を理由に説得、新郎はしばらく説得を拒否するが最終的には受入れ
花束を同意の印として交換する儀式

◊ 【共通】ダンスパーティー：夜に行うダンスパーティー。インド式挙式に、親和性の
高い音楽や踊りを沖縄の文化と融合させた。カチャーシーやエイサーもメニューに
加える事を試みており、会場一体となり非常に満足度が高かった。従って、最低
限外せない訪日外国人旅行者側の文化を抑えた上で、日本文化と融合
させることはコンテンツ開発として有効

株式会社ケー・アンド・エル

事前に文化的差異を把握した上で、外国の文化と日本の文化を融合させた新たな対応により、
体験価値を高めることが可能です。以下の事例と併せて確認ください。

Point！

インド人の婚礼儀式及び文化を核にしながら、
エイサーなど沖縄文化との有機的融合を図り、独自の価値を創出
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3-D. 文化面の対応 (続き)

 事業の概要

 有田焼を軸に、歴史を学ぶツアーや人間国宝との交流、有田焼を使った高級ランチ、トレジャーハン
ティング等の体験ツアープログラムを造成するとともに外国人ガイドを育成。また、宿泊付きのプラン造
成のほか県立九州陶磁文化館の来年度以降の活用検討にも取り組んだ。

 今年度の取組と実施上のポイント

 様々な時代背景と流派が入り混じる有田焼の体系的な理解と、コンテンツツアーの中で実際に訪
問する窯のその中での時代・作風的位置付けを事前にインプットする。その後の訪問への期待値
を高めるため、佐賀県下の焼物を収集・陳列・説明した美術館である九州陶磁文化館をコンテンツ
ツアーの最初の訪問先に設定した。

 ターゲットである欧米人は、旅先での街歩きを好むため、有田焼と地域の関連性を見出せる街の一
風景を巡る形での散策時間を敢えて設け、地域全体が有田焼を中心に築かれ、息づいていることを
訴求し、地域と有田焼の時代背景を体感してもらう設計とした。

 有田焼の文化・技術の粋を体験するという中核的なコンセプトを阻害せずにコンテンツ内容の強化を
図るべく、様々なシーンでコンセプトを体現する設計とするよう、以下の取組を行った。

− ネーミングやロゴ、コンセプトに有田焼の歴史を感じさせるarita huis(アリタハウス）に宿泊するプラ
ンを造成した。

− 有田焼美術商が営み、各時代の有田焼食器で食事を供する地場料亭を食事の中核拠点に
据えた。

− 来年度以降運用予定の宿泊拠点として、有田焼華やかしき時代に築かれた当時の産業力を象
徴する邸宅（旧有田銀行・創業者邸宅）を滞在用の宿として確保した。

有田インバウンド体験コンテンツ協議会

ガイドによる説明や関連する博物館の訪問等を通して、コンテンツの文化的・時代的背景につい
て学んでもらうことで、体験の価値を高めることが可能です。以下の事例と併せて確認ください。

Point！

有田焼に関連する時代背景や流派など文化的な深みと、
ターゲット顧客のニーズに沿った様々な体験を、一連の行程に組み込んだツアーを造成
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3-D. 文化面の対応 (続き)

 事業の概要

 三重県内に約70あるゴルフ場をキーコンテンツと捉え、ゴルフと伊勢神宮や海女等の文化資源、松

阪牛や伊勢エビ等の食を組合せることで、滞在の長期化、消費の拡大を目指す。具体的には、ゴル
フ場等に向けたマニュアル作成等の受入環境整備、ゴルフと地域資源を組合せたツアー造成等を実
施。

 今年度の取組と実施上のポイント

 ゴルフツアーの磨き上げのため、県内のゴルフ場でのプレーに加え、伊勢神宮等の有名な観光地や近
隣の名所旧跡、海女小屋体験、居酒屋等日本ならではの飲食店や宿泊施設を組合せた、モニ
ターツアーやFAMトリップを実施。

 日本のゴルフプレーや、ゴルフ場のマナーにおいての独特の文化・慣習について、他国との違いを踏ま
えて、事前に対応・説明を行うことで誤解を防ぐか、または日本独自の強みとして紹介することで、
ゴルフツアーの価値を高めるための要素として活用する。

− プレースタイル：日本では、ハーフラウンド後にランチ休憩をとることが一般的だが、海外にはほとん
ど例がなく、スループレー（18ホール全てのプレー）後に「19番ホール」と称して仲間たちと食事や
お酒を楽しむ習慣がある。しかし、日本では、地元食材やテーマ性を生かしたビュッフェフェアや有
名ホテルに運営委託したレストランなど、「食事」を通してのゴルフ場の価値を高めている例も多い。
そのため、今回のモニターツアーやFAMトリップにおいては、各ゴルフ場でのランチを行程に組み込み、
美食の国である日本ならではの魅力として訴求を行った。結果、食事の量については工夫が必要
だが、日本のゴルフ場ならではの体験として、一定の評価を受けることができた。

− 説明が必要となる事例：（ゴルフ場での精算）日本では途中の買い物の代金はロッカー番号
に紐づけられており、最後に精算払いを行う。このため、訪日外国人は精算時の明細書が日本
語表記のみの場合、途中で購入したゴルフボールや飲料の値段や購入した行為を忘れてしまい、
受付に説明を求めるケースが多い。また、受付がゴルフ場振興基金やゴルフ場利用税についても、
英語で説明できるように準備が必要であると分かった。

一般社団法人みえゴルフツーリズム推進機構

日本特有の文化・慣習について、日本独自の強みとして紹介することで、その体験に対して価値
を感じてもらう工夫も考えられます。以下の事例と併せて確認ください。

Point！

プレー後の数時間を利用した近隣の名所旧跡の訪問や、ラグジュアリーなクラブハウスでの食事など、
日本のゴルフツーリズムならではの旅程の提案により、他国に負けない、日本ならではの体験価値を創出
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価格設定においては、コストを積算するだけでなく、Step2で検討した収支・売上計画に基づき、
収益性が確保できる価格であることを検証するとともに、モニターツアーやFAMトリップ等（Step4で詳
述）を通して、市場に受容される価格であることを確かめます。

顧客等からのフィードバックの中に、価格の見直しを示唆する内容が含まれる場合、単に価格の調整
だけで対応するのではなく、次のような対応も考えられます。

3-E. 価格の設定

 事業の概要
 地域消費額の増加に向け、高所得者層の訪日外国人旅行者をターゲットに、「自然の癒し×日本
の食」をキーコンセプトとして、温泉・キノコ狩り・屋外サウナ・宿泊等を掛け合わせた体験型コンテンツ
を造成。自社サイトで販売するとともに海外メディア･ブロガーを招請してFAMトリップを実施。

 今年度の取組とポイント
 既に、エリア内で日本人向けに展開していたディナープログラム「アルプス山岳郷EV（電気自動車）
ツーリズム乗鞍星と月のレストラン」を核に、日中のアクティビティ及び地域内の温泉資源（宿泊）を
組合せたコンテンツを4通り造成。ディナープログラムについて、日本人向けの提供実績を参考に、単
体価格25,000円、体験アクティビティを組合せたパッケージ価格約40,000～5,0000円を提示したとこ
ろ、モニターツアー参加者からは「価格が高いのでは」との声があった。

 対応策として、価格を下げるのではなく、「付加価値を適切に訴求して、本来目指したい価格に価
値を近付ける」との方針に基づき、次の2通りを検討。対応策の効果検証は今後実施予定である。
① レストランでの食事におけるサービスレベルの向上

食事の開始前・食事中におけるガイドとのコミュニケーションを通じて、地域の食材や長野県の地
域に関する情報を提供し、顧客満足度を高める。雨天時（星空が見られない場合）における
バックアッププランを用意する。

② 価値訴求の方向性の最適化
今後、コンテンツ全体の価値訴求に用いるストーリーの方向性として、「自然と人との一体化を感
じる体験」「自然を五感で感じる体験」「自然との一体化を感じ未来への希望を見つける体験」
の3つの案を作成。

一般社団法人松本市アルプス山岳郷

Google広告を活用した需要調査で検証した結果、最

もクリック率が高かった「自然を五感で感じる体験」との
ストーリーを、今後の商品PRのフェーズでも事前に訴求
するとともに、実際のコンテンツ提供時にも、オリエンテー
ション等の機会において活用していく。

例：食事提供時に地域食材や郷土料理にまつわる
ストーリーを紹介する。グランピング施設において、プロ
の技術を取り入れて質の高いベッドメイキングやルー
ムクリーニングを提供する。

コンテンツの質・サービスレベルの見直し

例：「癒し」など概念的な効用について、販売・PRな
どの商品訴求の段階から、ストーリーを交えて期待感
を醸成することにより、体験に秘められる目に見えな
い価値を顧客に認知してもらう。

価値の伝達・訴求の方法の変更

モニターツアーにて価格見直しを求められた場合、価格を調整するという対応のほか、価格に見
合った価値を感じてもらうための工夫も考えられます。以下の事例と併せて確認ください。

Point！

価格に見合う体験価値を伝えるため、コンテンツ提供におけるサービスレベルの向上とともに、
商品コンセプトの「癒し」のストーリーの再定義・発信によるコミュニケーション最適化に注力
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3-E. 価格の設定 (続き)

 参考事例：その他の取組の例

事業者名 価格の見直しの例

一般社団法人日本未来農業研究会

【モニターツアーを経て、価格を上方修正】
 価格見直しのきっかけ：

コンテンツの満足度、オペレーションの課題などを把握するため、モ
ニターツアーを開催。参加者にツアーの許容価格を確認したところ、
予定販売価格より高い価格帯が提示された。

 見直し後の価格の検証：

実際に販売を行い、市場に受入れられるかどうかを検証するため、
モニターツアーでの回答をもとに、当初想定の約1.2倍の価格でツ
アーを試験販売。結果、集客目標を概ね達成し、見直し後の価
格が市場に受入れられることを検証できた。

事例 H
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客単価向上のためには、より高単価の商品か、別の商品を更に購入してもらう仕掛けが必要です。

3-F. 客単価向上の工夫

 事業の概要
 棚田の持続的運営のため、棚田の景観や特性を活用した観光事業により、新たな収入源の確保を
目指している。本事業では、佐世保市鹿町町の棚田を舞台に、棚田に様々な意味を込めた“e-
Tanada”というコンセプトを設け、棚田を核としたコンテンツ（棚田での特別ランチ、くつろぎ空間、棚
田での昼寝、和太鼓演奏等）や、近隣での日本文化体験（酒蔵、甲冑着付け、真剣切り体験
等）を提供する高付加価値ツアーを造成した。

 今年度の取組概要
 棚田という場所を、稲作文化や地域の文化と掛け合わせて、「癒し」の価値を提供するコンテンツを
造成。造成コンテンツを、2回のモニターツアーと1回の市場テストという形で市場に投入しコンテンツの
ブラッシュアップと価格や内容の妥当性検証を行った。また、次年度以降の販売に向けて、在日外国
人とのネットワークを有する団体とのPRに関する協力関係、佐世保観光コンベンションビューロー等の
販路を開拓し、OTAへの登録なども完了させた。

 成果とコンテンツ開発上のポイント
 棚田では、地域食材等を生かした特別ランチをデイグランピング形式で提供。その際、単に食事を提
供するだけではなく、地元団体（むかご会）と連携し、訪日外国人と食事やお酒に関する話題で
交流を持つことで、訪日外国人が求めるコンテンツに仕立てている。

 以下の通り、顧客生涯価値としてのリピート・顧客当たりの売上単価の向上を狙う仕掛けを構築し
た。
− 現地でしか得られない「癒し」の提供によるリピート

◊ 棚田を活用し、稲作文化・地域の文化を掛け合わせた現地でしか得られない「癒し」を提供
することで再来訪を促進。実際に、モニターツアー参加者の中から、市場化テスト時にリピート
参加者を獲得することができた。

− 稲作文化を中心とした顧客当たりの売上単価の向上
酒蔵見学において、お米を加工して作る日本酒の説明を行い、その後、棚田で取れるお米を活
用いたランチ提供を行った。複数のコンテンツにまたがり、多面的に稲作文化の魅力を訴求するこ
とで日本酒・お米ともに販売に成功。
◊ また、モニターツアー参加者より、田植え・稲刈り体験等の四季を通じた工程を経験したいとい
う声も上がっており、棚田における四季の移ろいの魅力訴求により再来訪を促進する仕掛けを
作り出す余地があることが分かった。

− 祭り文化を中心とした顧客当たりの売上単価の向上
◊ 地域には、夏に千灯篭と呼ばれる提灯を重ねて作るやぐらに火をともす大きなお祭りがある。

一般社団法人日本未来農業研究会

◊
当該提灯は、冬～春にかけて作成し、作成者の
名前を記載して飾ることが習わしである。

◊ お祭り提灯の購入と提灯への名前入れを行う体
験により、地元の祭りに特別な思いを持ち、自
分の名入り提灯に灯がともる風景を見たいと思
わせ、再来訪を促す仕掛けを生み出した。

客単価向上のためには、食事のグレードを分ける、コンセプトに合致する追加オプションを用意す
るなど、コンテンツのラインナップを充実させることが重要です。以下の事例と併せて確認ください。

Point！

棚田を稲作文化・地域の文化と掛け合わせた「癒し」の提供と稲作・お祭りに関連した文化体験
アクティビティにより、顧客生涯価値の向上（再来訪の促進・消費単価の向上）に挑戦

コンテンツ開発3
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3-F. 客単価向上の工夫 (続き)

事業者名 客単価向上の工夫の例

泉州光と音の夢花火実行委員会

【高付加価値のための工夫】
 狙い：

基本プランの一部の要素において、価格帯にバリエーションを設け
ることにより、顧客当たりの売上単価の向上を図り、消費単価を
向上させること

 工夫の内容：

花火を鑑賞する桟敷席について、基本プランに含まれているもの
は安価な桟敷席のみだったため、座席のグレードアップを可能とす
る現地購入オプションを用意した。

アルティテュード株式会社

【着地型コンテンツの組合せ】
 狙い：
周遊促進効果のあるコンテンツに加え、周遊先で着地型コンテン
ツの追加購入を促すことにより、消費単価を向上させること

 工夫の内容（次年度に向けて検討中）：
VR体験によって周遊意欲を高めることができるといった、意識変容
の特性を活かすため、VR体験後の周遊先コンテンツとして、着地

型のコンテンツも組合せて設計することで客単価の向上（地域消
費の向上）に寄与することが分かった。
上述の示唆を踏まえ、着地型コンテンツ整備について、次年度に
向けて検討を進めている。

事例 F

事例 J

 参考事例：その他の取組の例

コンテンツ開発3



Step４のポイント

 FAMトリップやモニターツアーは、実施目的・タイミングを事前に設計した上で、旅行エージェント・ターゲッ
ト顧客層・メディア等の中から適切な協力者を招請することが重要です。

 商品造成の段階から、ターゲットに対して有効な販売チャネルを有する旅行エージェント等と協力体制
を構築することで、将来的な販売協力・戦略的な市場投入に繋がります。

 ターゲットに対して有効な販売チャネルを有し、市場を理解した旅行エージェントは、商品の磨き上げか
ら市場投入までの事業支援を効果的に行うことができます。

事業者の目線

事業支援者・地域関係者の目線

！

4-A. 商品の検証 4-B. 検証の観点

A.において造成したコンテンツの検証を、どのタイミングで・誰と・どのように行うかを説明します。B.では、
市場投入前のチェックの観点・設問例を紹介します。

Step４の内容構成？

２. コンテンツ造成等の主なステップとポイント
【Step４：市場投入前チェック】

販売開始に先立ち、コンテンツが想定ターゲットに訴求できるか、販売・提供できるレベルに仕上
がっているか、外部の目を入れながら検証します。本項では、コンテンツの検証方法として、モニターツ
アーやFAMトリップ等の現地視察を伴う検証を中心に説明します。現地視察を伴う検証においては、
実施目的に合わせ、タイミングと実施形態を適切に設計することが重要です。

50
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市場投入前チェック4

販売連携先となる旅行会社や、旅行会社との連携役を担うランドオペレーター、情報発信を行う国
内外のメディア、ターゲット顧客層に合致する訪日外国人等から、適切なタイミングで現行のコンテンツに
対するフィードバックを受け取り、コンテンツの改善や販売準備に反映させます。

 現地視察の実施タイミングと目的

 現地視察の目的によって、実施のタイミングや助言を受けるべき視点が異なります。

 各視点からもらった意見に対しては、個別最適で言われた通りに対応するのではなく、各意見
の意味を咀嚼した上で、事業を俯瞰的に見ながらどう反映するか決めることが重要です。そのた
めには、プロデューサーのような立場で事業を見る人を選任することも一つの有効な方法です。

 利用者視点からの検証は、サービスレベルを確認し、運営面含めた改善事項を抽出するこ
とが目的となるため、外国語でのガイド案内や書類の記入などの事務的なやりとりを含めて、実
際の提供時と同等の内容でシミュレーションを行える段階になってから実施する必要があります。

コンテンツの開発 販売・PR

販売開始
初期

販売開始
▼

・・・
販売開始
時期判断

販路設計
販売準備

利用者の視点から

 目的：販売価格とサー
ビスレベルの妥当性、運
営面の改善点を確認す
る

●形態：テスト販売や顧

客向けのモニターツアー

等

メディアの視点から

 目的：販路開拓・販
売促進に向け、情報
発信における訴求点を
把握する

●形態：メディア関係者

を招いたFAMトリップ

等

専門家の視点から

 目的：市場動向を踏
まえ、商品開発・改善
の方向性に関する助
言を得る

●形態：旅行会社や専

門家を招請した現地視

察・モニターツアー等

A B C

改善チェック改善チェック
初期案
検討

4-A. 商品の検証

本資料においては、モニターツアーやFAMトリップという用語を、次のような意味合いで用いています。

 【モニターツアー】
コンテンツの販売前に、全額又は一部費用負担の形でモニターを集め、地域視察や販売前のコンテンツ
を試験的に提供する試み。商品の磨き上げ・造成へのアドバイスが主目的であれば、旅行関係者や専
門家などを招請する形態もあり得る。一方、販売前チェックが目的であれば、ターゲット顧客層向けに定
価から一定の割引をしたモニター価格で実際に販売し、集客力も含めて確かめることが有効となる。

 【FAMトリップ（Familiarization Trip）】

コンテンツの販売開始が決まった後、誘客促進や販売促進を目的に、メディア・旅行会社にコンテンツを
体験してもらい、地域やコンテンツの認知度向上、情報発信・拡散を図る招待旅行。参加者は、渡航・
地域視察やコンテンツ体験の費用を負担しない。メディアが参加した場合、各自の媒体から情報発信を
行うよう依頼し、旅行会社が参加した場合、販路開拓のため販売協力を依頼することがある。

B
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 商品の検証への協力者の選定

 各協力者から得られる助言の視点、留意点、協力形態等を踏まえて、協力者を選定します。

4-A. 商品の検証 (続き)

どんな人たちか 特徴・留意点 協力形態の例

ターゲット顧客層に販売チャネルのあ
る海外の旅行会社もしくはその旅行
会社と取引のあるランドオペレーター
OTAの場合はターゲット市場を担当
するコンテンツ造成アドバイザー

旅行
エージェント

商品開発から販売ま
で行っているため、資源
発掘から販売・集客方
法まで、各タイミングで
助言可能

【開発から販売まで】

地域資源の発掘だけでな
く、モニター募集の段階から
協力、販売開始時には販
売窓口として集客を実施

国内外で同様の観光領域で成功し
ている先進事業者

「アドベンチャーツーリズム」「エコツーリ
ズム」など特定の観光・旅行領域に
知見のある専門家

領域の専門家 先進事業者の場合、
ツアー等の提供・運営
ノウハウも有する

特定の観光・旅行領
域を狙う場合に特に有
効な助言が可能

【開発から販売開始前まで】

地域資源の発掘に加え、
モニターツアー運営・サービ
スの観点で改善提案

(独自ネットワークを有する方
には情報拡散の面も依頼)

これからコンテンツ提供を始める地域
の住民・行政の方々

地域の方々
モニターツアー等で一
度体験いただくことによ
り、事業に対して理解・
応援を得ることが可能

【販売開始前】

モニターツアーに参加いた
だき、内容を理解いただくと
ともに、地域ならではの伝
統文化等のストーリーを共
有いただく

ターゲット顧客層の属性・嗜好性に
合致する外国人（可能であれば海
外在住者）

ターゲット
顧客層 価格やサービスの質を

勘案し、購買意欲・商
品内容・販売経路につ
いて意見出しが可能

【販売開始前】

モニター割引価格など有
償コンテンツを購入し、モニ
ターとして感想を詳しくフィー
ドバック

ターゲット顧客層に対する情報発信
チャネル・情報拡散力を有するメディ
ア（Webサイト・雑誌等を含む）やイ
ンフルエンサー
⇒ターゲットへの発信力が選定の肝

メディア PRポイントに関する助

言、ターゲット市場に対
する情報発信が可能

オペレーション確立前
に招請すると悪い印象
を与えるので要注意

【販売開始前後のPR】

販売開始の決定後に
FAMトリップへ参加、PRポイ

ントの言語化と、情報発
信・拡散を実施

A B C

A B C

A B C

A B C

A B C

協力者のもつ視点

凡例
「協力者のもつ視点」について、
A・B・Cの区分は前ページの通り、色分けは以下の通り

A

B

C

専門家の視点

利用者の視点

メディアの視点

X

X

X

助言に強みのある視点

人によって助言が期待できる視点

助言の対象範囲外

旅行エージェントやメディア等、助言の視点がそれぞれ異なることを理解した上で、開催目的に合
わせ、どのような知見・経験をもつ人物を呼んだらよいかという人材要件を先に考えることが重要です。

Point！

市場投入前チェック4
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4-A. 商品の検証 (続き)

 事業概要
 瀬戸内海上リムジン事業実行委員会は、瀬戸内全体の観光活性化に向け、香川県や瀬戸内の
島々を結ぶ海上リムジン事業及びブランディングに取り組む団体。令和元年度事業においては、瀬
戸内海の離島に点在する、伝統・食文化的観光資源を活用し、高所得者層の滞在日数の長期
化及び消費単価の向上を目指すため、海上リムジンによるプライベートクルーズに島内での体験型コ
ンテンツを組み入れたモデルツアーの造成に取り組んだ。

 市場投入前チェックの取組概要と成果
 広域連携DMOと連携しながら、計4回のFAMトリップを実施。事業期間中、主に高所得者を主要
顧客とする合計14社の旅行代理店に対し、造成したコンテンツや海上リムジンによるクルージングをテ
スト提供。クルーザースペック及び船長や通訳ガイドのアテンドサービスが評価された。クルーズ体験自
体の評価も高かったが、加えて新規造成したコンテンツを自由にカスタマイズできるプリフィックスなツ
アー提供スタイルも評価を受け、高所得者向けサービス造成時のポイントとなることが分かった。

 ポイント・工夫点
 FAMトリップ開催にあたっては、広域連携DMOとの密な連携を実施した。なお、DMOと協力関係を
構築できた理由は、本事業とDMOのターゲットが合致したことや、本事業が瀬戸内の海上移動サー
ビスの高質化、島内資源の更なる活用といった地域課題の解決に資する取組であったからである。

 招請する旅行会社は、コンテンツ及びターゲット属性に合わせ、次の３つの指針をもとに、DMOから
紹介を受け選定した。

① ハイグレードホテルを使用する層の顧客を中心に扱っている。
② プリフィックススタイル（クルージング利用に加え、要望に合わせて、今回造成したコンテンツ・

行程をメニューの中から自由に組み合わせる形式）でのツアー企画に関心を有している。
③ 文化的体験を含むツアー造成に関心がある。

 FAMに招請した旅行会社との商品化を進めており、具体的には、FAMトリップで高評価を得られた旅

行会社に対し、同企業の顧客からモニターを募集し、モニターツアーを催行するなどし、実販売に
向けた交渉を行っていく予定である。

瀬戸内海上リムジン事業実行委員会

市場投入前チェックでは、目的に合わせて招請する協力者を選定し、適切なタイミングで現地視
察等を行います。例えば、一般モニター募集や販路開拓までを一体的に行うためには、販売開始前
に、旅行会社向けのFAMトリップを開催することが有効です。以下の事例と併せて確認ください。

Point！

広域連携DMOと連携し、高所得者層顧客にリーチできる旅行会社を招請しFAMトリップを実施、
販売体制構築に向けた交渉と準備を開始

市場投入前チェック4
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4-A. 商品の検証 (続き)

 参考事例：その他の取組の例

事業者名 商品の検証の例

一般社団法人松本市アルプス山岳郷

【インフルエンサーを招請したFAMトリップ】
 検証方法：

シンガポールのインフルエンサー（インスタグラマー）を招請して
FAMトリップを実施

 フィードバックの内容：
インフルエンサーとしての視点から、写真撮影スポットの充実が必
要であるなど、PR・コンテンツの見せ方に関する助言を受けたほか、
地域ならではの食材等を説明するガイドが必要であるなど、コンテ
ンツ磨き上げに関わる助言を得た。

一般社団法人駒ヶ根観光協会

【地域の宿泊施設にヒアリング】
 検証方法：
ゲストハウスのオーナーへのヒアリング

 フィードバックの内容：
ゲストハウスのオーナーに対し、訪日外国人旅行者への販売商品
として扱えるかなど、所感をヒアリングした。
普段、多くの訪日外国人旅行者を受入れている経験をもとに、
誘客導線として有効な場所、価格帯、チラシの作り等のアドバイ
スを受けた。

一般社団法人みえゴルフツーリズム推進機構

【ゴルフに特化した旅行エージェント・メディア向けのモニターツアー】
 検証方法：
富裕層向けゴルフツアーのオペレーターやメディアの運営者であり、
ゴルフを好む個人でもある外国人を招請し、モニターツアーを実施

 フィードバックの内容：
ゴルファーの視点から、ゴルフ場における案内表示・応対などの受
入レベルやグリーンの状態に関して評価や改善点を確認するととも
に、ゴルフ場以外のコンテンツの要素である宿泊施設や移動手段
の組合せに関しても助言を得た。

事例 G

事例 I

事例M

市場投入前チェック4
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4-A. 商品の検証 (続き)

 参考事例：その他の取組の例

事例 O

 参考事例：販売開始後の商品検証の取組

事業者名 商品の検証の例

一般社団法人ノオト

【海外旅行エージェントとの商談】
 検証方法：

市場投入後、海外エージェントに対して商談を実施（営業・販
売活動）

 フィードバックの内容：

地域の食と古民家等の地域独自の歴史・文化資源の組合せに
好評が得られ、高単価でも一定の購買ニーズが存在すると判明
し、販売開始後もコンテンツの改善に活かした。

市場投入前チェック4

事業者名 商品の検証の例

Kinosaki Luxury Travel Alliance

【海外の旅行博にて、旅行エージェントにヒアリング】
 検証方法：
海外の旅行展で旅行エージェントにヒアリング

 フィードバックの内容：
地域の認知度や造成したコンテンツの印象等を聞くほか、城崎温
泉における延泊に必要な要素が何かという点で意見を求めた。

事例 N
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4-B. 検証の観点

市場投入前チェックにおいては、商品改善や販売準備に向けた情報を収集します。モニターツアーや
FAMトリップ等の形態で実施した場合、参加者の満足度を図っても、特に無償で招請している方からは、
総じて高い評価になってしまいます。そのため、実際の課題・改善すべき点を確認できるようヒアリングやア
ンケートの設問を事前に用意しておく必要があります。

 検証の手法

アンケート 個人インタビュー グループインタビュー

 回答サンプルが多い場合、
傾向把握が可能となる。

 設問数や自由記述欄が多
い場合、回答協力を得づら
くなるため、返礼を用意する
ことも一案。

 隠れたニーズやアンケートな
ど書面では表しづらい感覚・
感想を確認することができる。

 必要に応じ、アンケートと組
合せることも一案。

 場の雰囲気によっては、アン
ケートや一対一の場では表
しづらい改善のコメントも共
有されやすくなる。

 モデレーターの力量によって、
得られる結果が変わるため
留意が必要。

アンケート

XXX
XXX
XXX

質問

反応

質問 反応A 反応B

 市場投入前チェックにおける【観点】と設問の例

コンテンツ磨き上げの方向性を考えるために確認

 本商品は、自分もしくは自社の顧客にとって魅力的だと思うか。どのような点が魅力的か。

 地域との繋がり、地域らしさを感じたか。どのような点に感じたか。

魅
力
度

− 歴史・伝統・文化に対する説明が少ない。

− 多言語ガイドの質が低い。

− HPの多言語対応が不足している。

− 現地での多言語案内の標識等が少ない。

− 写真・動画映えするスポットが少ない。

− ホスピタリティが不足している。

− 子ども・高齢者・障がい者等への配慮が足りない。

− オプション（選択肢）が少ない。

− 交通の便が悪い。

− 現地の人との交流が多い。

− 現地の人との交流が少ない。

− 所要時間が長い。

− 所要時間が短い。

− 価格が高い。

− 価格が安い。

− 予約がしにくい。

− その他（自由記述）

コンテンツの改善点を把握するために確認

 体験前の期待とギャップがあった点は何か。

 安全性が脅かされていると感じた状況、不安に思った部分はあるか。

 コンテンツの課題・改善が必要だと思う部分は何か。（以下、選択肢の例）

改
善
点

コンテンツの販売・PR手法の検討に活用するために確認

 本商品は、どのような販売方法が効果的か。
（選択肢の例：団体ツアーのパッケージ商品、個人ツアーのパッケージ商品、FIT向け商品）

 本商品は、どのようなPR方法が効果的か。

 販売にあたり、事前に説明が必要な点・留意すべき点があるか。

販
売
・
Ｐ
Ｒ
手
法

市場投入前チェック4



Step５のポイント

 最先端観光コンテンツとして、全く新しい切り口の商品を市場に投入することになるため、販売・情報発
信のチャネルごとの効果性（投下時間・予算に対して見込まれる成果の度合い）を精査した上で、市
場からの需要の度合いに合わせて、戦略的・段階的にチャネルを選択していくことが重要です。

 地域の宿泊施設等を訪れる訪日外国人旅行者が、コンテンツのターゲット顧客層と一致する場合は、
相互送客など互いに利益のある連携の仕組みを構築することが重要です。

事業者の目線

事業支援者・地域関係者の目線

！

(参考) 情報発信ツール作成時の留意点

販売・情報発信のチャネル

5-A.旅行会社との連携

5-B.宿泊施設との連携

5-C.観光・交通拠点の活用

5-D. OTA等のWeb媒体の活用

（参考）Webメディアの理解と活用

旅行会社、宿泊施設、観光・交通拠点、Web媒体・OTAの4つのチャネルの区分別に、販売や情報
発信におけるポイントを整理しています。次ページ（Step5の最初のページ）でチャネル設計のポイン
トを確認した上で、各項目をお読みください。

Step５の内容構成？

【凡例】

• 同時並行で実施・検討する項目

２. コンテンツ造成等の主なステップとポイント
【Step５：販売・情報発信】

コンテンツに対する市場からの需要に合わせて、PR・販売の導線の設計を行います。広告料・販売
手数料や、購入から体験までのリードタイム、旅前と旅中の顧客の行動特性などを踏まえて、PR・販売
チャネルを設計することが重要です。なお、PRチャネルと販売チャネルは別々に考えるのではなく、顧客の
認知から購買までをどのように実現するかという観点で、一連の流れでチャネルを設計します。
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２. コンテンツ造成等の主なステップとポイント
【Step５：販売・情報発信】（1/13）
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販売・情報発信5

 販売・情報発信のチャネル設計のポイント

市場からの需要の度合いに合わせ、最適なチャネルを選択することが必要です。最先端観光コ
ンテンツの場合は、これまで市場に存在しなかった新たな商品を流通させることになるため、販売開
始直後は、認知度や需要を十分に獲得できていない状態が想定されます。

市
場
か
ら
の
需
要

（市場からの需要のフェーズ遷移イメージ）

市場投入初期 市場投入中期以降

時にはアナログな手法も使いながら
少しずつ実績を積み上げて、運営面改善や
認知度・口コミを獲得する拡販準備期間

これまで獲得した口コミ等をもとに
マス向けチャネルを活用した販路拡大を行い
効果的に集客拡大を推進する期間

1 2

需要の喚起

自社HPの立上げだけ、
OTA登録だけで終わらせず、

マーケット・顧客に直接アプ
ローチする方法の確立が大切

市場の見極め

一定の集客が見込めてきた
場合、ターゲット層が良く活用
するOTAやSNSに登録し、マス
向けの拡大を狙うことが大切

市場投入初期における留意点

 認知度が低く、需要が十分に喚起されていない状態のため、効率の良く集客することが大
きな課題となります。

 コンテンツのターゲット層と同様の顧客層を抱えている旅行会社や、外国人が宿泊・滞在
している近隣の宿泊施設、実際に近隣都市圏の訪日外国人旅行者が多く訪れる観光
地など、ターゲット層へのタッチポイントが明確で、かつ送客に協力を得られるチャネルを利
用するなど、より効率的・短期的な集客戦略が求められます。

ターゲット顧客へリーチするためには、アプローチが容易な販路（同様の顧客層を抱える旅行会
社等）を活用するか、マス向けの販路（OTA等）を使う場合は、プル型広告等と組み合わせ、認
知から購入まで効果的に誘導する複合的なマーケティング手法が必要です。

Point！



２. コンテンツ造成等の主なステップとポイント
【Step５：販売・情報発信】（2/13）
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5-A.旅行会社との連携

コンテンツのターゲット層と一致する顧客層を抱えている旅行会社と連携し、販売協力を得ることによ
り、効率的な集客が期待できます。ツアー商品としての販売に必要なリードタイムや、送客が実現した場
合の対価の形態などについては予め確認を行う必要があります。

 事業概要
 ガクトラボは、白山市を含む石川県で、学生・若者と地域を構成する様々な組織を繋ぐことを専門に
した教育・地域コーディネート団体。令和元年度事業では、宮城県のランドオペレーターと協力し、白
山麓の自然を活かし、長期滞在及びリピート率の高い商材として期待できる「白山麓・循環型里山
教育ツアー」の開発・営業活動に取り組んだ。

 販売に向けた取組概要と成果

 教育プログラム案の検証、中国教育旅行ニーズや事例調査、令和元年度のツアー受入れに向け、
中国の旅行代理店・学校機関への営業活動として、中国や上海の旅行会社4社・学校2校を訪問。

 ツアーコンセプトに共感を示した旅行会社1社との間で、次年度以降に10泊程度のサマーキャンプを
開催する方向性で合意を得た。

 実施上のポイント
 中国市場に販売を行うためには、営業先紹介におけるリレーションや、物事の進め方が異なる中国と
日本の間を取り持つことのできる調整力が不可欠。

 渡航に先立ち、中国渡航時のパートナー企業であり、教育旅行に知見のある上海の旅行会社を白
山市に招請して、「教育旅行」という商材の訴求点の明確化、営業先の選定に協力を得た。
− 中国渡航に向けて、金沢・白山現地で、白山市やプログラム体験を視察してもらい、提供可能な
価値や想定する価格帯をすり合わせ、営業先選定に向けた打ち合わせを実施。

− 特に一般的な教育旅行のように、広域周遊且つ学校交流に力点を置くものではなく、エリアに長
期で滞在し、講師・ガイドによる学習体験がポイントである点（商品コンセプト）を入念に確認。

 中国渡航に向け、教育機関と旅行会社の両者が期待する内容を盛り込んだ営業資料を作成した。
− 白山市や地域DMOと連携し、収集した地域コンテンツ候補を前述のパートナー旅行会社と協議
し提示するコンテンツ案を絞りこんだ。

− 一般的な教育旅行との差異を明確にするため、教育プログラムの具体的な研修内容・教育理念
及び行政機関が発行予定の認定証を掲載した。（中国教育旅行では進学や就職などキャリア
に資する具体的な認証ニーズが高いため）

株式会社ガクトラボ

複数社への営業に先立ち、同様の商材について専門性を有する旅行会社から協力が得られる
場合は、現地受入体制に対する改善点・営業における訴求ポイントについて意見を得たり、営業先
の選定において助言を受けたりすることが可能です。以下の事例と併せて確認ください。

Point！

− 旅行会社がツアーイメージを持ちやすくなるよう、具
体的な工程案を複数掲載した。

− 二次配布を想定し、写真を多く使い、白山市に訪れ
ていない中国人にもイメージしやすいよう、教育分野
の専門家である中国人の監修を受け作成した。

「中国からの訪日教育旅行」という商材及び流通に知見・実績のある旅行会社と連携し、
訴求点の明確化やターゲットとする教育機関・現地（中国側）旅行会社の開拓を実施

販売・情報発信5



２. コンテンツ造成等の主なステップとポイント
【Step５：販売・情報発信】（3/13）
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5-A.旅行会社との連携 (続き)

 参考事例：その他の取組の例

事業者名 旅行会社との連携の例

泉州光と音の夢花火実行委員会

【旅行会社と企画・販売において連携】

 連携のタイミング：

 開発（企画支援）

 販売・情報発信（旅中）

 連携上のポイント：
日本の旅行会社（JTB）との連携により、次の利点があった。

 ツアーの情報発信・送客の拠点に適している、外国人向けイ
ンフォメーションセンター（TONBORI BASE）を大阪・なんばで
運営しており、日常的に欧米やアジアの旅行者と接している
知見・ノウハウを活かしたツアー企画が可能となった。

 自社販売サイトに加え、関西空港や京都などの各地にイン
フォメーションセンターを有しているため、短い準備期間でも、
迅速に複数チャンネルで情報発信・販売を実施できた。

一般社団法人みえゴルフツーリズム推進機構

【FAMトリップで招請した海外の旅行会社経由で販売実現】

 連携のタイミング：

 販売・情報発信（旅前での各海外市場向け販売）

 連携上のポイント：

 FAMトリップの実施にあたって、訪日の距離的・心理的なハー
ドルが低く、早期のツアー催行に繋がりやすい東アジア（台湾
及び韓国）から、ゴルフツアーを取り扱っており、既にゴル
ファーの顧客を抱えている旅行会社を招請したことにより、早
期の販売に繋がった。

事例 F

事例M

販売・情報発信5

国内外の旅行会社との連携においては、各社の有する強み（知見・専門性や保有する顧客層
等）を踏まえ、連携先を選ぶことが重要です。以下の事例と併せて確認ください。

Point！
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5-B.宿泊施設との連携

旅前・旅中での送客施策の一つに、宿泊施設との連携があります。各宿泊施設における接客のオペ
レーションに大きな変更が生じる場合には協力が得られないため、オペレーション上の負荷の軽減に留意
した上で、連携の形式や送客のインセンティブを相談することが必要です。

 事業の概要
 岐阜県・長良川流域の集客の核、すなわちキラーコンテンツは長良川鵜飼であるが、これまで、鵜飼
観覧前後における訪日外国人旅行者の消費を促進するコンテンツが少なく、消費額が限定的で
あった。令和元年度事業においては、鵜飼を核に更なる消費機会拡大を図るため、既存の観覧船
に加え、桟敷席からの観覧や、地域の文化を味わうことのできるガイドツアーを新規に造成した。

 今年度の取組概要と成果

 新規コンテンツの集客・販売のため、東京・名古屋の旅行エージェントのほか、長良川温泉旅館協
同組合加盟施設・岐阜ホテル会加盟施設・名古屋・飛騨高山エリアのホテル・ゲストハウスの計33
軒の宿泊施設に対して営業を行い、送客の協力を打診した。

 集客に充てられた期間は約3週間と短い期間であったが、名古屋エリアのゲストハウスと長良川温泉
旅館協同組合加盟施設からそれぞれ予約獲得に繋がった。特に集客効果の高かった名古屋エリア
の宿泊施設とは、宿泊予約時の体験紹介の仕組みづくり等に関する検討を行い、今後も継続的に
協力体制を構築する方向性で妥結した。

 販路設計上の考察

長良川温泉泊覧会実行委員会

 長良川鵜飼自体が訪日外国人旅行者の中であまり知られていない
といった現状があり、口コミも少ない段階においては、OTAのみの販売
ではなく、周辺地域の宿泊施設、特に長期滞在しており旅程を決めて
いないような層（ゲストハウス利用者など）をターゲットにし、直接販
促を行うことが有効である。

 旅中での送客連携先を増やすためには、予約条件・導線・コンテンツ内
容が明示された資料を制作・共有し、直接販売を行う宿泊施設等の
負担を軽減することが重要である。（右のイメージ参照）

訪日外国人旅行者からの認知度が低く、口コミが少ない段階においては、ゲストハウス利用者等、
長期滞在しているが旅程を決めていない層に対する旅中でのアプローチも有効です。以下の事例と
併せて確認ください。

Point！

近隣都市圏の宿泊施設からの送客協力を得て、旅中での商品訴求チャネルを確保

販売・情報発信5
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5-B.宿泊施設との連携 (続き)

 事業の概要
 城崎温泉においては、ロンリープラネット・ミシュラングリーンガイドによる紹介や、メディア取材・Web経
由の情報発信等が奏功し、近年、訪日外国人旅行者が増加している。令和元年度事業において
は、更なる消費拡大に向け、城崎温泉宿泊者の平均滞在日数延長を図るため、欧米豪の富裕層
FIT向けの新たな体験商品の開発と、旅前を中心としたコンテンツの訴求に取り組んだ。

 今年度の取組概要と成果

 城崎温泉街でできる訪日外国人向けの体験型コンテンツ拡充のため、座禅・温泉寺・麦わら細工
の3つの体験プランを新規造成。また、宿泊施設と連携し、『温泉・リラックス』・『自然・食』などのテー
マ性に基づいて複数コンテンツを組み合わせた2つの滞在プランを開発した。

 開発した体験プラン3つ・滞在プラン2つの予約・販売受付のため、豊岡市外国語版ホームページ
｢Visit Kinosaki｣とOTA(Voyagin）の2つのサイトに掲載。また、販売サイトへの流入促進のため、城
崎温泉の宿泊施設から、1～2か月先の宿泊予定者に向け、体験予約ページへの直接リンク及び
割引クーポン等を掲載したメールを配信したところ、実販売・モニター獲得に繋がった。

 今回のテスト販売を通じ、旅前だけでなく、旅中での予約ニーズも一定存在することが分かったため、
Webサイトを介した予約受付に加え、観光案内所における対面での予約受付の機能整備や、予約
から体験までのリードタイムが短いコンテンツの集約を検討している。

 販路設計上の考察

 宿泊施設からのメールマーケティングは、すでに城崎温泉に来訪することが決まっている方に働きか
けることができるため、体験予約に繋がりやすい。また、全3回のメール配信を通じ、割引等のインセ
ンティブ設計とランディングページの設計がコンバージョン率に影響を与えると分かった。
− 最もコンバージョン率が高かった回では、ディスカウント率が最も高いインセンティブクーポンを提供し
ていたこと、複数コンテンツの特集ページではなく個々のコンテンツの予約ページへ直接流入させる
形式にしていたことであった。つまり、予約時のインセンティブとリンククリック時のランディングページの
内容が、予約行動に影響を与えている可能性が示唆された。

Kinosaki Luxury Travel Alliance

©Toyooka City Hall.

近隣宿泊施設の利用予定者にコンテンツ案内をメール配信できる場合、すでに地域に来訪予
定がある訪日外国人旅行者へアプローチできるため、旅前・旅中で体験予約サイトへ流入させる効
果が期待できます。以下の事例と併せて確認ください。

Point！

宿泊予定者への配信メールに、コンテンツの販売サイトのリンクを掲載し、販売サイトへの流入導線を構築

販売・情報発信5
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5-B.宿泊施設との連携 (続き)

事業者名 宿泊施設との連携の例

Family Experience Japan

【ターゲット顧客が宿泊している可能性の高いホテルに絞った連携】
 連携のタイミング：

 コンセプト検討（コンセプトに対するヒアリング）

 市場投入前チェック（モニターツアーへの参加）

 販売・情報発信（販路開拓に向けたネットワーキング）

 連携上のポイント：

 ターゲットが「子どものいる家族」であることを踏まえ、連携先と
して、お子様連れが安心して泊まれる認定ホテル及びホテル
コンシェルジュの絞り込みを行った。

 コンシェルジュの方に事業者向けツアーに参加いただくことで、
販路開拓に向けたネットワーキングとともに、コンテンツの改善
点の抽出を実施した。

有田インバウンド体験コンテンツ協議会

【近隣エリアのホテルコンシェルジュによる販促活動の依頼】
 連携のタイミング：

 販売・情報発信（旅中での送客協力）

 連携上のポイント：

 日帰りで体験できるコンテンツについて、近隣大都市である福
岡に滞在している訪日外国人の誘客を狙うため、エリアのお出
かけ情報を日英バイリンガルで紹介している月刊情報誌に掲
載。ホテルや空港などの観光拠点に配布されるとともに、コン
シェルジュがいるホテルにおいては、宿泊者への販促活動も依
頼したところ、予約獲得に繋がった。

事例 R

事例 S

 参考事例：その他の取組の例

販売・情報発信5

宿泊施設との連携では、顧客の行動導線を理解した上で適切に連携先を選ぶことや、コンシェ
ルジュに協力を得て旅中での予約獲得に繋げることが重要です。以下の事例と併せて確認ください。

Point！
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5-C.観光・交通拠点の活用

近隣の観光地・観光案内所にチラシを置き、コンテンツ販売も行うことで、情報案内と観光地への送
客機能を担ってもらうことも可能です。

 事業の概要

 関西国際空港にほど近い泉南市のビーチで毎年開催される「泉州光と音の夢花火」を運営する実
行委員会の下部組織として、ツアー企画から情報発信、運営までのフローを一気通貫で管理するイ
ンバウンドデスクを設置。なんば・関西国際空港からの移動や浴衣着付け体験を含む参加体験型ツ
アーパッケージを企画し、大阪の中心地であるなんばから出発するツアーと、関西空港から出発する
ツアーを造成した。

 今年度の取組概要と成果
 販売促進のため、SNS等を用いた事前のPR活動に加え、旅中での顧客獲得のため、ターゲット顧
客層が訪れる観光拠点や宿泊施設での営業・販促活動に取り組み、フライヤー計1万枚、ポスター
50枚を配布した。具体的な旅中の販売促進施策は次の通り。
− なんばのTONBORI BASE（カフェ・バーを有する、街中の外国人向け観光案内所）におけるポ
スター掲示・コンシェルジュによる提案活動

− 関西空港のKTIC（Kansai Tourist Information Center）におけるポスター掲示・コンシェルジュ
による提案活動

− 大阪ミナミエリアの宿泊施設に対するポスター・チラシ配布
− なんばエリアにてポケットティッシュ配布
− Osaka Nightclub Pass加盟のナイトクラブでの店頭告知、HPでの告知

 「泉州光と音の夢花火」開催の2日間において、ツアー参加者35名の集客に成功した。ツアー販売
は、ほとんどが、なんばのTONBORI BASEと関西空港のKTICにおける直前・当日の対面販売によるも
のであった。なお、申込み・決済窓口としてはJ-Bookingを利用した。

 販路設計上のポイント
 今回、販売促進拠点の一つとして活用したTONBORI BASEは、大阪のナイトクラブ周遊パスを販売
するなど、エンターテインメントのコンテンツ販売拠点として一定の認知を獲得している場所であり、
今回造成したコンテンツのターゲット顧客層が訪れる大阪・なんばエリアに位置していた。

 TONBORI BASEや関西空港の外国人向け観光案内所を活用し、現地にいるスタッフ（コンシェル

泉州光と音の夢花火実行委員会

外国人が多く訪れる大阪の観光・交通拠点を活用し、日本のお祭り体験商品を積極的にプロモーション

単にチラシを設置しただけでは高い誘客効果は見込まれないため、プッシュ型の営業活動により
商品提案機能を強化するなど、追加の工夫が必要です。以下の事例と併せて確認ください。

Point！

ジュ）が積極的にコンテンツの案内を行った。観
光案内所には多数のパンフレットが置かれており、
単にポスター等を掲示するだけでは即効性のある
PRにならないため、販売期間が短い中、旅中で
認知から販売までを実現するにあたり、プッシュ
型の提案活動が鍵となった。

販売・情報発信5
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5-C.観光・交通拠点の活用 (続き)

販売・情報発信5

事業者名 観光・交通拠点の活用の例

アルティテュード株式会社

【旅行者の導線を踏まえた販売場所の設計】
 今年度の取組：

 VR体験と地域の公共交通機関の利用を組み合わせた周遊

チケットを造成し、下関駅観光案内所、新下関駅観光案内
所、関門汽船チケット販売所など山口県内（本州）で販売。

 得られた成果・示唆：

 購入成果もあったが、訪日外国人旅行者の入国からの導線
を鑑みると九州方面からの来客が多いため、九州内で流通す
る周遊パスの周遊可能範囲を鑑みて、「門司港」等の九州と
本州の境目にて販売するべきであることを示唆として得た。
（入国後の導線は、VR体験者へのヒアリングにより判明。）

 周遊パス「JAPANRAILPASS」の適用範囲と非適応範囲となる”

断絶ポイント”で、販売を実施するなど、旅行者の導線を視野
にいれた設計が必要であると分かった。

事例 J

 参考事例：その他の取組の例

観光・交通拠点を活用して販売・情報発信を行う場合は、訪日外国人旅行者の前後の導線
を踏まえて、適切な場所を選ぶことが重要です。以下の事例と併せて確認ください。

Point！
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 メディアを選ぶポイント

 旅前・旅中でターゲットが利用するメディアを把握する。国・地域や、年代による違いに留意。

 プロモーションの目的（認知度向上、口コミ収集による集客改善等）によって、使用すべき媒
体が異なるため、目的・期待効果を明確化した上で媒体を選ぶ。

 海外メディアへアプローチする場合は、FAMトリップへ特定のメディアを招請するだけでなく、旅行

博等へ出展することで複数のメディアと接点をつくることができる。費用対効果を考え、メディアへ
のアプローチ方法を選択する。

(参考) Webメディアの理解と活用

「訪問地や体験を決めるにあたってどのメディアを利用するか」など、訪日外国人旅行者の行動特性
と、「口コミ対策に強い」などの各メディアの強みを理解し、効果的な情報発信を行うことが重要です。

誰でも気軽に情報発信ができるようになり、誰もが日々膨大な情報に接しています。無限の選択
肢の中から「選んでもらうという意識」を持ち、どのような点が相手にとって価値があるのか、どのような
手段で発信すれば相手に伝わるのかを、改めて立ち止まって考えることが、より一層重要です。

Point！

【参考】ターゲットのメディアの利用傾向の確認方法

JNTO訪日プロモーション対象の20カ国・地域については、JNTOや観光庁の公開データも活用ください。

 日本政府観光局の統計データ：「世界20市場データ集（訪日データハンドブック）」
（URL：https://www.jnto.go.jp/jpn/statistics/datahandbook.html）

 観光庁平成30年度最先端観光コンテンツインキュベーター事業の各種報告資料
（URL： https://www.mlit.go.jp/kankocho/page05_000119.html、以下は例として一部抜粋）

Webアンケート結果として、「訪日旅行の情報収集源」についてご紹介。
以下は、訪日旅行経験者の全体傾向に関する調査結果。
設問：
最近、日本に旅行に来た時のことをお聞きします。日本へ旅行するに
あたって、どのような情報を参考にしましたか。あてはまるものを全てお
選びください。」（複数回答、サンプル数5,045人）

結果：
− マスメディアの「テレビ」が最も高く、次いでSNSメディアの「Facebook」
の割合が高い。

− その他にも情報サイトやオンラインプラットフォーマー、口コミ等、幅広
い情報源が参考にされている。

●例：観光庁「体験型観光コンテンツ市場の概観_世界のコト消費と海外旅行者の意識・実態の調査結果」 （p.57）より

販売・情報発信5
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(参考) Webメディアの理解と活用 (続き)

 自分たちが狙いたいターゲット層が利用しているSNSが何かを確かめ、SNSを選ぶ

 狙いたいターゲット層のアカウントを日頃から参考に見ておくことで、ハッシュタグの使
い方など、伝えたい相手に届く発信方法を学ぶ

 自社にてSNSを利用する場合には、可能な限り、専属担当者を設置する
体験の様子を現地語で各OTAの「口コミ」に投稿してもらい、SNSでハッシュタグをつ
けて投稿してもらうような旅後のPR協力により、集客効果が期待できる

●SNSによる情報発信・拡散の考え方は、平成30年度のナレッジ集で紹介しています。

観光庁平成30年度最先端観光コンテンツインキュベーター事業
「地域の自然体験型観光コンテンツ充実に向けたナレッジ集」（p.31）

（URL： https://www.mlit.go.jp/kankocho/page05_000119.html）

第2章「自然体験型観光コンテンツ」活用に向けた方策
「2. コンテンツ提供「(2)販売 (d)情報発信」では、
FacebookやInstagramなどSNSの活用例や、「体験」から
「口コミ投稿」までの旅後の情報発信・拡散の考え方につ
いて紹介しています。

【参考】 SNS利用におけるポイント

●InstagramやFacebookの運用におけるガイドラインは、 JNTOのサイトをご参照ください。

日本政府観光局 「JNTOデジタルマーケティングガイドライン集」

（URL：https://www.jnto.go.jp/eng/download/index.html）

FacebookとInstagramについて、特徴・基本機能・各機能の使い
方等を説明しています。

• 効果的な情報発信を行うためのFacebook運用ガイドライン

• 効果的な情報発信を行うためのInstagram運用ガイドライン

販売・情報発信5
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5-D. OTA等のWeb媒体の活用

旅前での予約獲得に向けては、インターネットを用いた情報発信・販売促進が重要です。現在は、
パッケージプランを使わずに自分で旅程を組むFIT客が増加傾向にあり、宿泊プランと同様、旅行者が体
験型コンテンツをオンラインサイト上で予約・決済することも一般的です。OTAの利用にあたっては、コンテ
ンツの価格帯、ターゲット顧客の国籍、手数料の形態を考慮した上で適切なサイトを選ぶとともに、掲
載したOTAにどのように流入させるか、顧客の一連の行動を踏まえた設計が必要です。

 事業の概要
 通年型マウンテンリゾートの確立を目指し、スノーリゾートのオフシーズンに楽しめるマウンテンバイク、ナ
イトカヌー等の高付加価値な自然体験を造成。

 今年度の取組概要と成果
 コンテンツ提供が降雪前までという時間的制約を受け、短期間での販売を実現するため、コンテンツ
予約サイト（Voyagin）に新コンテンツを掲載。コンテンツ予約サイトに誘引するための広報戦略とし
て、Facebook広告、リスティング広告、宿泊予約サイト会員へのメール配信等を行った。

 各広告のページアクセス数は、次の通り。
− Facebook広告：ページアクセス数は約15,000程度。
− リスティング広告：ページアクセス数は約2,500程度。
− 宿泊予約サイト会員へのメール配信：ページアクセス数は約9,500程度。

 販路設計上のポイントと結果の考察

 冬のスキーで知名度の高い「白馬」にとって、夏はオフシーズンにあたるため、ネットユーザーの検索ワー
ドに応じて広告が表示されるリスティング広告形式はあまり有効な手段とはならず、一方、ターゲット
顧客層に対するプッシュ型の通知を行えるFacebook広告や宿泊予約サイトへのメール配信は相
対的に有力な情報発信チャネルであると分かった。

 体験販売のプロフェッショナルであるOTAに体験造成から入り込んでもらうことにより、OTAが有する外
国人観光客のニーズ（パッケージに組込むプランの選定、適正価格設定、適切な体験時間の設定、
予約受付可能時期の直前化設定、最低参加人数の最小化設定等）を捉えた企画、Web販売
の最適化にも適応した商品の造成が可能となった。

一般社団法人白馬村観光局

通年型マウンテンリゾートのブランド確立に向け、予約サイトに誘引する複合的な広告施策の実行

OTAなどインターネット経由で新規開発したコンテンツを販売する場合は、販売ページまでどのよう
に流入させるかを考えた上で、顧客とのタッチポイント・動線を効果的に設計し、複合的に広告手法
を組合せることが必要です。以下の事例と併せて確認ください。

Point！

販売・情報発信5
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5-D. OTA等のWeb媒体の活用 (続き)

 参考事例：その他の取組の例

事業者名 Web媒体の活用の例

加太観光協会

【複数のOTAを利用した販路の検証】
 利用したWeb媒体：OTAの運営する販売サイト
 工夫点

ターゲットに届く販路の検証のため、複数のOTAを利用した。
●グランピング：Booking,com・agoda・エクスペディアに掲載
●デイプラン：viator・アソビューに掲載

泉州光と音の夢花火実行委員会

【メインターゲットが利用するSNSの特定】
 利用したWeb媒体：メインターゲットが利用するSNS
 工夫点：

大阪のナイトクラブにて行ったアンケート調査をもとに、特に今回
のメインターゲットである中華人への情報発信に効果的な
SNSを特定。Instagram・Weibo・RED*を活用し、認知度向上
と販売サイト流入を図り、お祭り開催直前での集客を促した。
*RED：若年層ユーザーの多いSNSで、ECサイトの役割も担う。中国

版Instagramと呼ばれることもある。別名、小紅書。

一般社団法人松本市アルプス山岳郷

【ハッシュタグ・SNSを活用した販売サイト流入促進】
 利用したWeb媒体：Instagram
 工夫点：

FAMトリップに参加したインスタグラマーがInstagramに投稿し、
ハッシュタグやサイトリンクを活用して販売サイトへの流入を
狙ったところ、一般の方への販売に繋がった。

一般社団法人みえゴルフツーリズム推進機構

【SNSやメール配信を活用した情報発信】
 利用したWeb媒体：Facebook
 工夫点：

一般社団法人みえゴルフツーリズム推進機構にて運営してい
るFacebookページに、三重でのゴルフツアーの情報を掲載。
Facebookページを見た会社から連絡を受け、商談に繋がった。

【業界のネットワークを活用した情報発信】
 利用したWeb媒体：業界団体のメルマガ・ニュースリリース
 工夫点：

ゴルフツーリズムを扱うツアーオペレーターが多く加入する「国際
ゴルフツアーオペレーター協会」（以下、IAGTO）のネットワーク
を活用し、IAGTO会員の交流の場となる国際商談会への出展
や、IAGTOのメルマガ・ニュースリリース配信等、ゴルフツーリズ
ム専門の旅行エージェントに対して情報発信を行った。

Family Experience Japan

【インターネット広告によるモニター獲得】
 利用したWeb媒体：インターネット広告（Google）
 工夫点：

Google広告を出稿し、モニターツアー販売サイトへの流入を
図ったところ、実際にモニターツアー顧客の獲得に繋がった。

事例 C

事例 F

事例 G

事例M

事例 R

販売・情報発信5



２. コンテンツ造成等の主なステップとポイント
【Step５：販売・情報発信】（13/13）
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(参考) 情報発信ツール作成時の留意点

 訪日外国人旅行者向けの情報発信ツール作成時、特に留意が必要な点

商品販売ページの作成や、SNS等での広告出稿など、新規に造成したコンテンツの販売・PRを進める
にあたっては、文章・写真・動画等を効果的に組合せながら、商品の価値を適切に訴求し、認知から購
買に繋げていく取組が重要です。使用するメディア・チャネルを問わず、訪日外国人旅行者向けのコンテ
ンツに関する情報発信ツールの作成時には、特に、以下のような点に留意が必要です。

 外国語で文章を作成する時には、ネイティ
ブ翻訳を行うか、最低でもネイティブチェック
を行いましょう。日本語からの直訳や自動
翻訳等を介した文章では、たとえ意味が通
る文章だったとしても、伝えたい商品の価値
や言葉のニュアンスが誤って伝わる恐れがあ
ります。

言語対応

Native 
Check

 写真や動画の活用により、言語や文化圏
の違うターゲットに対しても、コンテンツの価
値・コンセプトを効果的に伝えることができま
す。ビジュアルイメージにより、コンテンツの印
象や期待値が大きく左右されるため、プロカ
メラマンに発注するなど、素材の見せ方を工
夫する必要があります。

写真・動画の活用

 ブランドイメージ確立及び情報拡散を狙うた
めには、SNSで使用するハッシュタグの統一
や、キーメッセージやキービジュアルの統一な
ど、情報発信におけるルールを策定すること
が有効です。

情報発信ルールの統一

キーメッセージ

#ハッシュタグ

 予約・販売の案内時、特にFITにおいては前

後の観光動線・行動を踏まえながら、近隣
の観光地からの交通アクセス（移動手段や
所要時間、切符の購入方法等）を分かり
やすく伝えることが必要です。

交通アクセスの明記

販売・情報発信5



４. おわりに

最先端観光コンテンツの造成の試みは、目先の利益を見ながら観光商品を開発し、開発が終われば
取組が完了するという性質のものではありません。開発時だけでなく、販売を開始してからも、顧客の
ニーズ・フィードバックを踏まえて、継続的にコンテンツを改善していくとともに、観光地域づくりという視点か
ら自分たちの事業の位置づけを捉えなおし、コンテンツの販売拡大や新規コンテンツの企画など、地域の
中で事業の展開の方向性を考えていくことが重要です。
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 開発時や市場投入前チェック時だけでなく、販売
開始後においても、訪日外国人旅行者のフィード
バックを踏まえて、 【コンテンツの内容】・ 【ターゲッ
ト】・【価格】の改善・見直しを図ることが重要。

✓コンテンツ改善のサイクルを回し続けているか

 中長期的な利益の実現に向けては、地域全体
の魅力・訴求力を高めることが肝。そのため、観光
地域づくりの視点から、現在の事業の位置づけと
次なる展開（既存コンテンツの販売拡大・新規コ
ンテンツの開発）を考えることが重要。

✓観光地域づくりに資する事業になっているか

事業の「立上げ」における要諦 事業の「発展」における要諦

連携先や
地域の方

ターゲット像
（訪日外国人旅行者）

顧客ニーズに合わせ
開発・改善した商品の提供

顧客のニーズ調査・
体験後の生の声の収集

事業主体

協力
改善の
サイクル

地域の中での位置づけ（イメージ）

高価格低価格

既存顧客向け

新規顧客向け

自社の既存
コンテンツ

A社の既存
コンテンツ

自社で
開発予定

B社で
開発予定

観光地域づくりの視点から事業展開
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