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Drone Filming Nagano’s Magnificent Nature & Luxury Stay
中央アルプスにおいて、ドローン飛行による撮影体験。1泊2日で早太郎温泉の最高級露天風呂付特
別室で宿泊。
オプションで通訳・プロ山岳ガイド同行の中央アルプス登山を用意。

Drone Filming Nagano’s Magnificent Nature and Japanese
日帰りで体験できるプラン。アウトドアアクティビティプログラムとして「ドローン体験」を販売。
同行者がドローン撮影されない場合にも楽しんでいただけるよう「VRゴーグル」を活用。

Komagane Drone Tour
千畳敷カールをはじめとする駒ヶ根市・飯島町・中川村・宮田村内5～6箇所の絶景スポットにて、魅力
的な映像を撮影できるポイントを学びながら、ドローンによる空撮体験が可能。
夜は温泉付きリゾートホテルで地酒などの地元産品を楽しみながらの懇親会を行い、国を超えてのドロー
ン愛好家同士の交流の場を用意。

Drone Filming Nagano’s Magnificent Nature and Japanese（Universal tourism)
ドローンパイロットがツアーに同行し、登山が困難な方に、山の麓から登山道上空をドローン飛行するライ
ブ映像をVRゴーグルで提供するツアー。
現地のインストラクターがツアー客の隣でドローンを飛ばし、撮影した映像をVRゴーグルでライブ体験するこ
とで、ドローンに搭乗したかのような体験が可能。

【長野県伊那谷・駒ヶ根】 美景 x ドローン 『空巡り』

伊那谷・駒ヶ根には、西に中央アルプス、東に南アルプスという自然資源が存在。
しかし、8～10月の3か月で年間宿泊周遊の４割以上を占めるなど、夏・秋季と比較すると、冬季における集客に苦戦。
閑散期の底上げを図るため、山頂からの絶景のドローンによる空撮を体験型旅行商品として造成。

構成団体：（一社）駒ヶ根観光協会、DJI JAPAN (株) 、楽天AirMap (株) 

ICT

A. 背景・問題意識及び目的

B. 観光コンテンツ造成の概要
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造成した観光コンテンツ本事業での造成の方向性

ドローン空撮体験を盛り込んだ4つの体験型旅行商品を造成し、３つのレイヤーに分けたターゲット層に向けて販売。
①富裕層向けプラン（ドローン・山岳観光体験を2人1組20万円で提供するプログラム）②日帰り客向け、フリー客向けプラン（アウトドア、ドローン
飛行体験のプログラム）③中央アルプス山麓ドローンツアー（ドローン愛好家を対象とした、飛行指導を受けられるプログラム）

④ユニバーサルツーリズム（登山が困難な層向けにVR体験を提供するプログラム）

2つのアルプスに囲まれた大自然でのドロ
ーン撮影体験
ドローンパイロットによる空撮レッスン
早太郎温泉・寺院・養命酒駒ヶ根工場と
いった駒ヶ根周辺の観光資源

コンテンツの
核となるもの

メインターゲット：ドローン愛好家
サブターゲット：ドローン飛行を新しいアウトド
アアクティビティとして楽しむファミリー、カメラ撮
影の次のステップとしてドローン撮影に興味の
ある富裕層、ドローンに興味があるが飛ばし
たことのない層

想定
ターゲット

インストラクターが指導 VRゴーグルを活用 大自然でのドローン飛行



C. 主な造成コンテンツと取組

【商品名】Drone Filming Nagano’s Magnificent Nature & 
Luxury Stay
概要・特徴：中央アルプスにおいて、ドローン飛行による撮影体験。1泊
2日で早太郎温泉の最高級露天風呂付特別室で宿泊。オプションで通
訳・プロ山岳ガイド同行の登山を用意。
主な工夫点：2次交通に課題があるため、貸切ハイヤーでの移動手配
や参加者に対して事前にヒアリングを行い、要望に沿ったプランをオーダー
メイド。

〇多言語対応：英、中、韓
通訳者対応

〇価格 ：11万円/1人
〇想定ﾀｰｹﾞｯﾄ：富裕層
〇提供時期 ：通年
〇所要時間 ：1泊2日

【商品名】Drone Filming Nagano’s Magnificent Nature 
and Japanese
概要・特徴：アウトドアアクティビティプログラムとして「ドローン体験」を販
売。現地のインストラクター付き添いのもとドローン飛行体験が可能。未
経験者でもドローンを飛ばしたいというニーズにも対応。新しいアウトドアア
クティビティを好む若年層の集客を狙う。
主な工夫点：日帰りで出来る体験プランとして用意。旅ナカでも申込で
きる体制を構築。同行者がドローン撮影されない場合にも楽しんでいただ
けるよう「ＶＲゴーグル」を活用。

〇多言語対応：英・中等
翻訳アプリを活用

〇価格 ：6,600円/1人
〇想定ﾀｰｹﾞｯﾄ：若年層
〇提供時期 ：通年
〇所要時間 ：4時間

●取組：外国人プロフェッショナルアドバイザー派遣
実施内容：インバウンド商品造成の経験豊富な外国人プロフェッショナ
ルアドバイザー3名を受入れ、実体験する中で外国人目線での商品の磨
き上げをおこない、販売ページを作成するための知見とした。
結果：アドバイザーからの報告を基に、
受入環境整備・メニュー英語表記・ビ
ーガン対応、アウトドアコンテンツについ
て、体験コンテンツの磨き上げができた。
考察：旅行中に写真・動画などの視
覚的なベネフィットを求める外国人富
裕層観光客にとって思い出深い体験に
なることから、ドローン空撮は外国人富
裕層に好まれるコンテンツ。

●取組：ゲストハウス送客ツアーモニター
実施内容：訪日外国人旅行者から、内容・価格等が妥当なのか示唆
を得るために、ゲストハウスオーナーが紹介した訪日外国人旅行者にモニ
ターツアーを実施し、アンケートを取得。

結果：合計17人のモニターツアーを実施。
アンケート結果より、ツアー内容について
は高評価。ゲストハウスオーナーの意見よ
り、木曽地域（馬籠）に多くの外国人
が来ており、そこから駒ヶ根に誘導がしや
すいといった新たな有効導線が判明。

考察：旅ナカの誘客において、ゲストハウ
スからの誘客は有効な手段。他の場所で
もドローン飛行を楽しみたいというアンケー
ト結果から、ドローンを活用した観光コン
テンツは横展開ニーズが高い。

2

【長野県伊那谷・駒ヶ根】 美景 x ドローン 『空巡り』ICT



C. 主な造成コンテンツと取組

【商品名】Komagane Drone Tour
●概要・特徴：DJIプロパイロットが指導する、アルプスの絶景を撮るドローン
空撮ツアー。雄大な大自然が魅力的な映像を撮影できるポイントを学びな
がら、ドローンによる空撮を楽しむことが可能。懇親会を行い、国を超えての
愛好家同士の交流の場を用意。
（主な工夫点）2次交通対策として、貸切ハイヤーでの移動を手配。
ドローンの飛行許可申請を主催者側で実施。

〇多言語対応：英、中等
通訳者対応

〇価格 ：3.3万円/1人
〇想定ﾀｰｹﾞｯﾄ：ドローン愛好家
〇提供時期 ：通年
〇所要時間 ：1泊2日

【商品名】Drone Filming Nagano’s Magnificent Nature 
and Japanese（Universal tourism）
概要・特徴：ドローンパイロットがツアーに同行し、登山が困難な方に、
山の麓から登山道上空をドローン飛行するライブ映像をVRゴーグルで提
供するツアーを造成。
主な工夫点：公共交通機関のバス・ロープウェイを利用。ユニバーサル
ツーリズムとして、ドローンの特性とVR技術の特性を掛け合わせたツアーを
造成。

〇多言語対応：言語 英・中・韓
対応 通訳

〇価格 ：2.2万円/1人
〇想定ﾀｰｹﾞｯﾄ：高齢者等
〇提供時期 ：通年
〇所要時間 ：4時間

●取組：ドローン空撮ツアーの実施
実施内容：日本人と訪日外国人旅行者のドローン愛好家が同じツアー
を巡り、夜には地酒を交えて交流会を開催することにより、来訪時の満足
度向上につなげる。

結果：2019年11月16日～17日に1泊2日で
ツアーを実施し、中国人2名参加（日本人
10名）

考察：ドローン空撮ツアーの実施は、
共通の趣味を持つ訪日外国人と日本人の
交流を深め、関係性の向上に寄与。また、
同じ出身地のガイドや通訳の存在を明記する
ことで参加ハードルが下がる。

●取組：ランドオペレーター招聘事業
実施内容：ランドオペレーターによる、ツアー体験、観光資源・宿泊施設
や飲食店等の視察を実施することで、ランドオペレータ経由での誘客を促
進するとともに、国別の嗜好に関するアドバイスを得る。
結果：中国・韓国・タイの3社3名を招聘。

ドローン体験や駒ヶ根がもつ自然（駒ヶ根高原で
のウォーキングが魅力的等）に対して好評価。
（2020年2月に韓国より15名、4月にタイより約
10名のツアーを実施予定。（中国については社
会情勢の影響で日程調整中））

考察：商品販売の前にランドオペレーターによ
る現地視察を行うことで、事業者では気が付か
ない地域の良さやアピールポイントを洗い出すこ
とができ、効率的な商品造成・PRが可能。
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【今後に活かしたい知見】
ドローン飛行の許認可を日本側で調整することに、販売サイド（ランドオペレーターなど）が大きな価値を感じる。
ドローン飛行体験は、他地域への横展開が見込めるコンテンツ。（ゲストハウスモニターツアーでは、ドローン飛行体験を別の場所でも行ってみたい
という評価を受けた）
ドローンを活用した観光コンテンツの開発によって、普段撮影することができないスケールで景色を空撮できるという体験を提供でき、地域資源の魅
力を最大限に活かすことが可能。
ドローンによる空撮という体験コンテンツとVR技術を掛け合わせることで、ユニバーサルツーリズムの観点からのコンテンツ造成も可能。
旅マエの誘客においては、ランドオペレーターの活用が効果的。
旅ナカの誘客においては、ゲストハウスからの誘客が効果的。その際には直前の滞在地から目的地と2次交通の予約方法まで含めたツアー行程の
提案が重要。

【横展開に向けたポイント】
＜コンテンツの造成・ブラッシュアップ＞

ドローン飛行の障壁の一つとして、飛行に関する各種手続きがある。航空法の遵守の他、例えば、河川において飛行させようとする際は許可が必
要な場合や、地方公共団体が条例などに基づき管理するエリア上空の飛行を禁止している場合等もあるため、飛行させたいエリアの法規制を確
認するとともに、必要に応じて土地所有者の許可を得ることが必要。
四季折々の自然豊かな撮影スポットと日本の伝統的な寺社仏閣の組合せが好評。
ツアー参加者が撮影した動画や写真を無料でプレゼント施策は、その後のSNS等での情報拡散を狙うために有効。

＜コンテンツの販売・PR＞
webサイトに掲載しただけは販売には結びつかないため、旅マエの旅行者を獲得するための流通経路の検討は十分に行うべき。
ドローン所有者への情報提供方法について十分検討することが重要。

＜ステークホルダーとの連携＞
スタートアップは専門家に協力いただき、自走できる体制がないと持続可能なコンテンツにならない。
土地所有者・管理者へのドローン飛行許可申請の方法がエリアにより異なるため、行政との連携が重要。

＜コンテンツの必須構成要素＞
ドローン飛行を可能にする仕組み（飛行許可や空域管理など）、豊かな自然、伝統的な寺社仏閣、ドローンで撮影した画像・映像。
ドローン飛行申請やツアーを造成する担当者の調整力。
地元で自走してツアーを運営していくドローンパイロットなどの体制づくり。

D. 事業によって得られた知見
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E. 今後の事業体制

ビジネスモデル図（現時点案） 事業実施体制（現時点案）

F. 今後の事業の展望

実現に向けた課題と対応方針

5

旅マエでの接触媒体が楽天voyaginのみで、訪日観光客にリーチすることが困難。
⇒ Viator、TripAdviserなど他のインバウンド向け体験サイトへの登録を実施。
ドローンに興味のある訪日外国人旅行者などターゲットへリーチする情報流通の方法を模索。
⇒ DJI JAPAN以外の情報流通網も新規開拓。
旅ナカ需要を取り込む販売網が未整備。
⇒ ゲストハウスからの誘客が有効と判明したので、オーナーに体験してもらい販売網を構築。

戦略立案
企画改善

アルプスの里みなこい観光局
駒ヶ根観光協会

コンテンツ
提供 アルプスの里みなこい観光局

現地ガイド DJI JAPAN、楽天AirMap、
wave、紡縁社

PR・販促
楽天voyagin、長野県公式観光サ
イト、OTA、ランドオペレーター、
ゲストハウス

予約・販売 楽天voyagin
アルプスの里みなこい観光局サイト

二次交通 高速バス
タクシー

アルプスの里みな
こい観光局

販売会社
（Voyagin）

講師（Wave／DJI）

顧客

楽天AirMap

コンテンツ
提供

ドローン
リース料
・

講師謝金

ドローン
（リース）

ツアー代金
（販売手数料差引）

販売サービスシステム使用権

システム
手数料

ツアー
代金

お金の流れ

サービスの流れ

駒ヶ根観光協会

戦略検討・
企画改善
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アルティテュード株式会社

「下関歴史VR探索マップ」プロジェクト

ICT活用事業

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
展開事業報告書

令和２年３月



下関VR歴史探索マップ（VRコンテンツ）
関門海峡沿いの5つの観光ポイント(長府→下関戦争→壇ノ浦の戦い→唐戸地区の歴史→
巌流島の戦い)のバーチャルマップを作成し、その上を観光客が実際に歩くとストーリーが展開さ
れる仕組みにし、各場所の歴史を学べるVRコンテンツを制作。
12月15日から下関市で最も観光客が集積する唐戸市場にVR体験ブースを設置。立ち寄り
客に対してVR体験の販売を実施。

下関VR ヒストリー 1 Day pass（二次交通チケット）
VRコンテンツ体験・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パス
バスチケット：サンデン交通の提供するバス路線のうち、下関駅から城下町長府まで乗り放題
フェリーチケット：関門汽船の提供するフェリー３路線1日乗り放題（門司港・唐戸・巌流島）
下関市観光客が経由する5か所にて販売
(下関駅、新下関駅、関門汽船各販売所、唐戸市場(実証地)販売所) 

「下関歴史VR探索マップ」プロジェクト

下関市には、時代の節目に様々な歴史の舞台となったスポットが点在。
しかし、観光客が歴史を理解できるようなコンテンツがなく、資源を活用できていない。
地域内での周遊、消費効果創出を目指すため、歴史を紹介する「下関歴史VR探索マップ」を作成。

構成団体：アルティテュード(株) 、下関市観光スポーツ文化部、(一社)下関観光コンベンション協会、しものせき観光キャンペーン実行委員会、Timelooper.inc

ICT

A. 背景・問題意識及び目的

B. 観光コンテンツ造成の概要

1

造成した観光コンテンツ本事業での造成の方向性

下関で起こった歴史的な出来事を、５つのストーリー（長府→下関戦争→壇ノ浦の戦い→唐戸地区の歴史→巌流島の戦い）で順番に紹介する
VRコンテンツを制作。 地域観光の中心拠点(カモンワーフ)に専用のVRコンテンツ体験ブースを設置。 二次交通の整備のためバス会社とフェリー会社と
共同で、バス・フェリー・VRコンテンツ体験費を含む旅行者向けの周遊チケットパス「下関ヒストリー 1Day pass」を新規で制作。

下関の数々の重要な歴史をVRで再現
前例のないVR空間上を歩きながら歴史
を体感するコンテンツ
最新HMD※機器のOculus Questを使
用

コンテンツの
核となるもの

台湾・韓国を中心とした東アジア圏の観
光客のFIT層を設定
中国本土からの団体客を顧客とする旅行
会社を、VR及び周遊パスのセットの販売
先(ツアーへの組み込みコンテンツ)として
設定。

想定
ターゲット

体験ブース History 1 day pass

※HMD：Head Mounted Display



C. 主な造成コンテンツと取組

【商品名】下関VR歴史探索マップ（VRコンテンツ）
概要・特徴：関門海峡沿いの5つの観光ポイント(長府→下関戦争→
壇ノ浦の戦い→唐戸地区の歴史→巌流島の戦い)のバーチャルマップ上
を観光客が実際に歩き、各場所の歴史を学ぶ体験VRコンテンツ
主な工夫点：各コンテンツを2分に抑えた場合でも理解できるストーリー
構成と、体験者への臨場感の与え方。

〇多言語対応：日・英・中・韓
〇価格 ：500円
〇想定ﾀｰｹﾞｯﾄ：アジア諸国がメイン
〇提供時期 ：12月15日～1月31日
〇所要時間 ：約10分

【商品名】下関VR ヒストリー 1 Day pass（二次交通チケット）
概要・特徴：地域交通事業者と連携し、周遊パス（バス・フェリー）の1
日乗り放題パスを新たに造成し、VRコンテンツ体験とセットにしたプランを
制作。
主な工夫点：VR単体での体験収益に加え、周遊パス販売額からの還
元を得ることができるため収益的に安定するとともに、観光客に移動手段
を提供可能。

〇多言語対応：日・英
〇価格 ：大人2,000円

子供1,200円
〇想定ﾀｰｹﾞｯﾄ：同上
〇提供時期 ：同上
〇所要時間 ：1日乗り放題

●取組：下関VR歴史探索マップ コンテンツ販売
実施内容：下関で一番観光客が訪問する唐戸市場とカモンワーフの間
に特設ブースを設け、2019年12月15日より2020年1月31日まで実際の
マーケットにて販売を実施。
体験ブースは３m×7mの広さで、その中を自由に歩きながら足下に広が
る下関のVRマップ上の各コンテンツを観光客が体感。
結果： 体験者数 434名 (日本人：403名 、外国人：31名)
考察：天候や海外情勢の影響で、外国人観光客の

体験者数は目標を下回ったが、総じて
体験者からは高評価。アンケート回答からは、
「歴史・伝統・文化の体験」に関して高い関心
を持っていることが判明。下関の歴史をたどる
当VRコンテンツは訪日外国人旅行者の下関
への歴史の理解促進、周遊促進に有効。
（9割が周遊意欲が高まったと回答）

●取組：下関VR ヒストリー 1 Day pass 販売
実施内容：下関を観光するための二次交通チケットの販売を上記コン
テンツと同時期に実施。地域周遊の活性化を狙い、チケット購入者には
長府毛利邸や海峡夢タワーなどの観光地の入場料が安くなるクーポンを
発行。
結果：販売実績（外国人2名、日本人8名）
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考察：VR体験が下関の周遊促進につながる
実績を得た。しかし、実証の結果、観光客の
観光導線の大半が門司港から船を利用する
かレンタカーでの訪問だったため、Passを必要と
している場所やタイミングでの販促ができていな
かった点は今後改善が必要。
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※招待客を含む。



【今後に活かしたい知見】
＜VR題材の選定視点＞

VRやARでなければ、表現できない題材を選定することが重要。具体的には以下の様な題材が相応。
物理的に到達が困難な題材（例：宇宙空間、エベレスト山頂）
時間的に到達が困難な題材（例：遺失した遺跡などの過去やまだ完成していない未来の状態）

＜体験ブースの設置拠点選定＞
下関市の観光の中核拠点であるカモンワーフ（下関市の観光周遊の起点）を選定。
日本人を含む通行量が多い屋外通路にVR体験ブースを特設したため、認知度向上や体験者増に寄与。
実際の周遊行動は下表のとおり。
（観光施設や駅、宿泊施設なども設置場所の候補として考えられる。）

▼VR体験者に配賦した周遊促進クーポンの外国人使用実績（購入者あたりの延べ周遊箇所数が約４割）

＜VRの利用目的の明確化＞
VRの特性（今回はHMDを活用し歩き回れる仕様：ブース単位の体験人数に上限があるが、仮想の地図上を「歩く」ため、周遊への
意欲より創出可能）と、事業の実施目的を明確に把握してVRコンテンツ内容を設計することが重要。
本事業で言えば、コンテンツ単体の満足度獲得のみならず、周遊意欲の創出で観光客に体験を提供するかを重視した結果、HMDを
活用した仕様を採用。

＜送客先コンテンツの魅力拡充＞
VRコンテンツ体験からの送客先のコンテンツについても、合わせて検討した設計とすることが重要。
VRに限らず、単価の高い居合切り体験などを設置するなど「周遊促進・着地先での収益化」といった、2種のコンテンツ目的を認識する
ことが重要。（着地コンテンツ整備については次年度以降の検討課題）

D. 事業によって得られた知見
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施設名 12月 1月 計

海峡夢タワー 0 7 7
ふくの関長府観光会館 0 0 0
長府毛利邸 1 2 3
長府庭園 0 2 2

「下関歴史VR探索マップ」プロジェクトICT



【横展開に向けたポイント】
＜コンテンツの造成・ブラッシュアップ＞

観光地側の観光業事業者が観光客に何を伝えたいのかという目的を明確にし、その目的にあわせたVRコンテンツを制作することが重
要。（エンターテイメント性を重視するのか、教育的観点を重視するのか等）
VRコンテンツ単体だけではなく、周遊先でのコンテンツを含めた設計にすることで地域消費の拡大を見込むことが重要。

＜コンテンツの販売・PR＞
顧客の周遊導線（特にパスなど移動手段・チケット範囲の分岐点）の把握をした上で販売・提供箇所の設計をすることが重要。
VRコンテンツ単体の販売だけでなく、周遊パスや他観光商品とのセット販売が重要。

＜ステークホルダーとの連携＞
周遊を前提とする場合、点在する資源の連携役として、市の観光課や地域に根差したDMOが中心となって参画することが重要。

＜コンテンツの必須構成要素＞題材+VRコンテンツ+送客先観光体験コンテンツ+周遊促進策の視点が必要。
VRで表現することが価値となる題材（本事業で言えば下関市の歴史的出来事や史跡）
目的に応じた仕様のVR機材（本事業で言えば、自由に動けるスタンドアロン型HMD（Oculus Quest））
題材を落とし込んだVR用の3D素材、ナレーション
上記題材となった歴史的イベントや史跡現場（送客先）体験（有償コンテンツが望ましい）
周遊利便性を支援するツール（本事業で言えば、1dayパスを使用。エリアによっては、貸し切りタクシーや自転車等の別手段の活用、
狭い範囲の周遊であればスタンプラリー等の利便性向上策が必要になる可能性も想定）

D. 事業によって得られた知見
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同時体験人数の制限。
⇒ VRコンテンツをVRシアターで提供できるコンテンツにカスタマイズすることや、コンテンツをARとして切り出すなど、異なった活用をすることで体験可能人数や回転率の向上
を図る。
コンテンツの質の向上。
⇒ コンテンツ品質の継続向上、新しいコンテンツをマップ上への展開及び着地先コンテンツの充実。
販売スタイルの変更（人件費など）。
⇒ 現状のオペレーションでは人件費がかかりすぎる為、事業者（宿泊施設や観光施設）へのリースモデルの検討。
二次交通の利便性強化。
⇒交通事業者と連携した周遊ツアー化や既存交通手段の案内等の改善。

E. 今後の事業体制

ビジネスモデル図（現時点案） 事業実施体制（現時点案）

F. 今後の事業の展望

実現に向けた課題と対応方針
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戦略立案
企画改善

下関市観光政策課
アルティテュード株式会社

コンテンツ
提供 Timelooper

現地ガイド 各事業会社 （旅行会社、クルーズ
事業者、航空会社等）

PR・販促 海外旅行会社、航空会社
各ホテル、国内旅行会社

予約・販売 各事業会社

二次交通 関門汽船株式会社
サンデン交通株式会社
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