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訪日外国人旅行者に最適化された「弘前ねぷたの立体的
体験コンテンツ造成」を契機とした、着地型旅行コンテンツの
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祭りの“ウラ側”をエクスペリエンス！弘前ねぷたに命を吹き込む儀式に潜入！
●祭り前夜に行われる「点灯式」に参加

勇壮華麗なねぷた運行をゆったりと鑑賞しつつ、お膳仕立ての郷土料理を愉しむ「大名ディナー」
●桟敷席にて、郷土料理を食べながらねぷた運行を観覧

弘前でDive into ねぷた！ねぷた運行の主人公気分を味わう！
●勇壮で華麗な弘前ねぷたを、地元の皆さんとお揃いの祭り衣装に身を包み運行する体験

祭りの“ウラ側”をエクスペリエンス！ねぷた解体体験。…ねぷた絵はお土産に！
●運行を終えたねぷた山車の解体を体験。切り取ったねぷた絵は持ち帰り可

青森県はクルーズ旅行サイト「クルーズマンズ」の世界の寄港地ランキングで４位に入るなど、訪日外国人旅行者にとって魅力的な観光資
源を有し、ねぶた(ねぷた)祭りは8月同時期に約40箇所で開催。
弘前ねぷたは町内会単位で運行されており、訪日外国人旅行者が比較的参加しやすい環境ではあるが、現状コンテンツ化されていない。
地域の暮らしぶりを観光コンテンツ化し、広域観光による消費拡大を目指すため、弘前ねぷたの訪日外国人旅行者向け体験型観光コン
テンツを造成。

構成団体：たびすけ合同会社西谷、 (株)コバヤシライス、 (株)コンシス、NPO法人あおもりIT活用サポートセンター

お祭り

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

現状では桟敷から観覧するのみで消費機会としてはほぼ機能していない「弘前ねぷた祭り」の“体験コンテンツ”化を実施。造成したコンテンツの認知・受注・手配・決済・催行までを一気
通貫させるワンストップシステムの造成。また、弘前ねぷた祭りの一連の流れを専用カメラで撮影しVR動画を制作、プロモーションに活用。

弘前ねぷたまつりと
それを支える地域ならではの暮らしぶり

コンテンツの
核となるもの

豪州、米国、シンガポール、台湾（日本の
祭りに高い関心を寄せている3か国に、来県
者数が多く、直行便も就航している台湾を
加えた）

想定
ターゲット

訪日外国人旅行者に最適化された「弘前ねぷたの立体的体験コンテンツ造成」を契機とした、着地型旅行コンテンツの
Webによるワンストップ販売体制構築事業

桟敷ディナー ねぷた運行 ねぷた解体点灯式



お祭り

C. 主な造成コンテンツと取組

【商品名】祭りの“ウラ側”をエクスペリエンス！弘前ねぷたに命を吹き込む儀式
に潜入！
●概要・特徴：翌日から6日間かけて行われる弘前ねぷた祭りの前夜祭的な
この儀式では、ねぷた運行の安全を祈るための祈祷、火災除けのために行わ
れる纏振りなどの儀式を目の前で体験。
●主な工夫点：地元調整の結果、これまで一般参加は不可であった儀式へ
の参加が可能。点灯式の文化的な意味合いや背景を英語で説明。

○多言語対応：言語 英語
対応 専属ガイド

○価格 ：5,000円
○想定ﾀｰｹﾞｯﾄ：豪州、米国、

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ、台湾
○提供時期 ：7月31日
○所要時間 ：約2時間

【商品名】弘前でDive into ねぷた！ねぷた運行の主人公気分を味わう！
●概要・特徴：勇壮で華麗な弘前ねぷたの運行に、地域の方々と同じ祭り
衣装に身を包み参加。
●主な工夫点：参加時の諸注意や掛け声、特有のルールなどを英語で説
明。運行団体と調整し、運行に支障を及ぼすような行為が行われないよう安
全面にも配慮。
○多言語対応：言語 英語

対応 専属ガイド
○価格 ：20,000円
○想定ﾀｰｹﾞｯﾄ：豪州、米国、

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ、台湾
○提供時期 ：8月3日・4日
○所要時間 ：約4時間

【商品名】勇壮華麗なねぷた運行をゆったりと鑑賞しつつ、お膳仕立ての郷土
料理を愉しむ「大名ディナー」
●概要・特徴：ねぷたの運行を間近で鑑賞することのできる桟敷席で、地域
の郷土料理のお膳弁当を愉しみながら、ねぷたの運行を鑑賞。設置・撤収ま
でスタッフが実施するため、お客様は手ぶらで参加。
●主な工夫点：板張りの席に座椅子・座布団を設置し特別感を演出。

○多言語対応：言語 英語
対応 専属ガイド

○価格 ：50,000円
○想定ﾀｰｹﾞｯﾄ：豪州、米国、

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ、台湾
○提供時期 ：8月1日～4日
○所要時間 ：約3時間

【商品名】祭りの“ウラ側”をエクスペリエンス！ねぷた解体体験。…ねぷた絵は
お土産に！
●概要・特徴：運行を終えたねぷたは毎年祭り後に解体。蝋引きされた和
紙の絵を丁寧に切り取り、剥がすという作業を手伝う体験。切り取ったねぷた
絵は持ち帰り可能。
●主な工夫点：一般客は参加不可な体験を商品化。人手不足という運行
団体のニーズにも対応。

○多言語対応：言語 英語
対応 専属ガイド

○価格 ：6,000円
○想定ﾀｰｹﾞｯﾄ：豪州、米国、

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ、台湾
○提供時期 ：8月7日
○所要時間 ：約2時間

訪日外国人旅行者に最適化された「弘前ねぷたの立体的体験コンテンツ造成」を契機とした、着地型旅行コンテンツの
Webによるワンストップ販売体制構築事業
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お祭り

C. 主な造成コンテンツと取組

訪日外国人旅行者に最適化された「弘前ねぷたの立体的体験コンテンツ造成」を契機とした、着地型旅行コンテンツの
Webによるワンストップ販売体制構築事業

●取組：コンテンツ開発
実施内容：

その土地の暮らしぶりを体験したいというニーズが増加。そこで、青森や五所
川原ほど商業的な祭りではなく、町内会単位で実施される弘前ねぷたを、
魅力があり、かつ通常は参加・体験できないような商品として開発。手ぶらで
観桜会（弘前さくらまつりの期間限定で、桜の名所弘前公園にて津軽の
郷土料理を味わいながらお花見をすることが可能）の実績やアンケート結
果等から、地域の祭り体験において、ラグジュアリーな体験にもニーズがあるこ
とが分かっており、地元食材を味わえ、ラグジュアリー気分を堪能できる桟敷
席ディナー商品を開発。また、その他の商品も、通常、一般客は参加できな
い特別なもので、かつ地域の暮らしぶりを実感できるものとして造成。

結果：
モニターツアーから得られた意見をフィードバックし、お客様の視点に立った内
容へ見直しを図った商品を造成。
（例：祭中商品「ねぷた運行体験」に対して、簡易的なものではなく正式
な祭り衣装を着たいというニーズがあったため、商品化の際には全員に半纏
を用意し、地下足袋・5本指ソックス・半股引・サラシ（女性のみ）などをオ
プションで購入できるようにした。）

考察：
○体験価値を伝える「ストーリー」の表現方法（例えば、動画や画像など視
覚的に訴えられるツールを用いた事前案内や体験前のガイドによる説明）
が重要となることを認識。
○ねぷた祭り自体の意味について、より深く伝えることが重要。

●取組：モニターツアー
実施内容：

本事業で開発する祭前・祭中・祭後商品を実際に外国人に体験してもらう
ことを通じ、内容の検証およびブラッシュアップを図る。

結果：
評価された点と改善点（参加者ヒアリングより）は以下の通り。
＜祭前商品＞点灯式の“儀式感”を高めることで商品としてのポテンシャルを
高められることが判明。
＜祭中商品（桟敷ディナー＞津軽塗の箸や津軽びいどろのお猪口をお土産
として用意したことが好評。また、桟敷席の設えは、板張りの桟敷にゴザを敷
き、座椅子と座布団、御膳を用意したことが好評。
＜祭中商品（ねぷた運行参加＞服装・運行時のポジション・掛け声・ねぷた
に関する知識などを伝えることで、地域の運行参加者と同じモチベーションでの
参加にエンターテインメント性を実感。
＜祭後商品＞ねぷた解体を体験でき、切り取ったねぷた絵をそのまま持ち帰
ることができるという特別感と、持ち帰るための筒状の製図ケースが好評。

考察：
○表面的な体験ではなく、祭りのストーリーや文化的背景、地域独特の習
慣など、様々な事項を理解した上で祭りに参加したいというニーズがあることが
判明。
○お客様へ提供する各サービス内容のクオリティを保持しつつも、最低限の人
員で運営する工夫の必要性を認識。
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【今後に活かしたい知見】
これまで参加者受け入れに対して消極的であった他のねぷた運行団体に対して、モニターツアーの実績やその様子を紹介したところ、前向きな返答を得られた
ので、今後も実績を少しずつ積むことでインバウンド受入の素地・機運を創り出すことが可能。
各地のお祭りにおいて、物見遊山での参加ではなく、意味や目的を理解できるような商品内容にすることが不可欠である。そこから様々な側面を体験できるコ
ンテンツのバリエーションを増やすことができれば、さらなる消費拡大へつなげられる可能性あり。

【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＞

地域に根差した伝統的なお祭りからコンテンツをゼロベースで創り出すと仮定した場合に、重要となるポイントとしては、以下のとおり。
実施体制：まずは、インバウンドの受入体制の実現、受入キャパシティ確保のために、地域の方々の理解と協力が不可欠。日頃からのコミュニケーション
が重要となる。さらに受入れ団体を拡充させるためには、成功体験を積み上げ、担い手不足などの地域の課題解決にもつながることも交えながら、地道
に理解を得ていくことが重要である。
価格の決め方：最初は国内外の類似商品などの価格を調査・参考にし、モニターツアー等でリアルな意見を収集することで検証を行うことが必要。

口コミやSNSで、祭りに近い期間以外でも幅広く、かつ継続的にその地域の情報を発信することも大切。

＜コンテンツの販売・PR＞
商品ごとにターゲットを設定することも大切であると思料する。「初めての方向け」「リピーター向け」など内容を工夫し、よりバリエーションを増やすことにより、より多
くの方にPR・訴求可能。

＜ステークホルダーとの連携＞
現状、インバウンド客獲得を目指し、各地域で様々なプロモーションが展開されているが、一事業団体での実施は非現実的。こういった点からも、各自治体や
DMO、大学などの教育機関と連携を密にし、適宜情報交換を行うことで、それぞれに相乗効果が見込める。

＜コンテンツの必須構成要素＞
その地域ならではの「暮らしぶり」（人・自然・食・祭りなど）。
この商品に参加しなければ体験できない（一般では体験不可）という要素。

D. 事業によって得られた知見
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お祭り 訪日外国人旅行者に最適化された「弘前ねぷたの立体的体験コンテンツ造成」を契機とした、着地型旅行コンテンツの
Webによるワンストップ販売体制構築事業



ビジネスモデル図（現時点案）
販売サイトへのアクセスや売上のデータは青森県内の観光関連事業者と共有し、継続的な商品開発
に活かしていただく。また、レベニューシェア（Revenue share）を採用し、パートナーとして提携し、リス
クを共有しながら、生み出した利益を配分率で分け合う方式を採用する。

お祭り

E. 今後の事業体制

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
コンテンツに関するストーリーへの興味・関心を喚起できる、体験価値の伝達方法の検討。
⇒今年度十分に説明できなかった部分も含めて、ツアー催行中に上手く説明を交える。また、ガイドのクオリティコントロールのためにも、説明する項目・運営用マニュアル(仮
称)を策定。
地域固有の食材に関する英語での案内について、適切な説明方法を検討
⇒「食事」については、宗教観・ビーガン・アレルギー等の思考・体質による制約も多いため、安全管理の観点から、必ず説明すべき項目があると考えており、運営用マニュア
ル(仮称)のトピックに組み込む。
弘前ねぷた祭りにおけるインバウンド受入機運醸成による、受入キャパシティの安定的確保。

⇒まずは今年度受け入れてくれた土手町ねぷたでの実績を積み上げ、他の運行団体への拡大を目指す。

戦略立案
企画改善

たびすけ合同会社西谷、
(株)コンシス、(株)コバヤシライス

コンテンツ
提供

たびすけ合同会社西谷（(株)インア
ウトバウンド仙台・松島と連携）

現地ガイド たびすけ合同会社西谷（(株)インア
ウトバウンド仙台・松島と連携）

PR・販促
(株)インアウトバウンド仙台・松島、
青森県観光連盟、青森県、
東北インアウトバウンド連合

予約・販売 たびすけ合同会社西谷（(株)インア
ウトバウンド仙台・松島と連携）

二次交通 未定

訪日外国人旅行者に最適化された「弘前ねぷたの立体的体験コンテンツ造成」を契機とした、着地型旅行コンテンツの
Webによるワンストップ販売体制構築事業

顧客 たびすけ

コンシス コバヤシ
ライス

暮らしぶりツーリズム協議会
コンテンツ提供者

（ねぷた団体など）
弘前観光コンベンショ
ン協会（桟敷席）

レストラン御幸
（桟敷弁当）
イシオカ工芸

（津軽塗お重）

前田酒類販売
（お酒・ドリンク）

システム保守管理

販売システム

コンテンツ開発

注文・旅程管理

カード決済

支払

手配・支払

申込

青森県
観光連盟 弘前大学 東北インアウト

バウンド連合
インアウトバウンド

仙台・松島

接客

協力団体等
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泉州 光と音の夢花火実行委員会

泉州 光と音の夢花火 訪日ゲスト向け桟敷席
および着物ツアー開設

お祭り活用事業

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



泉州 光と音の夢花火 訪日ゲスト向け桟敷席および着物ツアー開設

 財政難で途絶えていた花火大会が、音楽フェスを誘致することで再開され、現在では西日本最大級の打ち上げ数を誇る花火大会へと発展。
 南泉州エリアは関西国際空港に近く、国内・海外双方からのアクセスが良いにも関わらず、大阪市内や京都、奈良などの観光集積地と空港を挟んで反対側に位置するため、観光

客が訪れにくく、昨年の本お祭りへのインバウンド来場者数は約1,500名(全体では延べ8万人)に留まる。
 インバウンド来場者数の増加、消費拡大を目指すため、送客の拠点となるインバウンドデスクの設置や、関西国際空港/なんば発の体験ツアーの造成、会場へのバイリンガルスタッフ

配置等を実施。

構成団体： (株) TryHardJapan、(公財)大阪観光局（地域連携DMO）、(公財)泉南青年会議所、泉南市観光協会、泉佐野市観光協会、
(公財)岸和田青年会議所、(公財)貝塚青年会議所、(公財)泉佐野青年会議所、樽井漁業協同組合、岡田浦漁業協同組合、 (株) KADOKAWA

お祭り

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

ビーチの閑散期に開催される「泉州夏祭り」は、世界的な潮流となっているダンスミュージックフェスと、日本の代表的な観光資源の一つである花火大会が組み合った、地元住民をはじめ
とする日本人と訪日外国人がともに楽しむことのできるお祭り型の総合エンターテインメント。このお祭りに対して、インバウンドの更なる誘客と消費促進を図るため、既にインバウンドの来
訪が多い大阪市内(なんば)と関西国際空港を発着地とする浴衣着付け体験と桟敷席での花火鑑賞体験付きのツアーを造成。

 ミュージックフェスと日本の伝統文化である
花火を掛け合わせたイベント

 利便性の高い移動手段＆文化的要素
のある体験メニュー

コンテンツの
核となるもの

 中国、香港、台湾、韓国、タイ、豪州からの
FIT 年収レベル：400～800万円

（大型のダンスミュージックフェスが自国・地域で
も開催されており、大阪市内のナイトクラブでの
回遊も見られる国・地域）

想定
ターゲット

泉州夏祭り

（レンタル浴衣）

泉州夏祭り

（なんばからの送迎バス）

泉州夏祭り

（ツアーチラシ）

 泉州夏祭り参加ツアー

●ツアー専用特別桟敷席からの『泉州 光と音の夢花火』鑑賞体験＋浴衣着付け体験＋

なんば又は関西国際空港から会場までの送迎がセットになったツアー

 泉州夏祭りにおける現地購入オプショナルサービス

●英語・中国語それぞれのバイリンガルスタッフのコンシェルジュサービス付きのアップセルコンテンツ

VIP席へのアップグレードサービスやシャンパン、記念撮影サービスをツアーのオプショナルサービスとして販売

 岸和田だんじり祭り・泉大津だんじり祭り・堺まつり参加ツアー

●それぞれのお祭りの観覧に、地域の観光資源を組み合わせたツアー
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C. 主な造成コンテンツと取組

【商品名】泉州夏祭り参加ツアー

●概要・特徴：ツアー専用桟敷席からの花火鑑賞と、日本の夏祭りならでは
の情緒を感じていただけるように浴衣の着付け体験をセットにしたツアー。
●主な工夫点：なんばと関西国際空港からの送迎バスを用意することで、アク
セス面の課題を解決。勝手の分からない異国のイベント会場の人混みでも不
安を感じることなく参加する事が出来るよう、ツアー専用特別桟敷席を用意。

【商品名】現地購入オプショナルサービス（VIP席・記念撮影・シャンパン）

●概要・特徴： 「泉州夏祭り」において、アップセルコンテンツとしてツアー参加
者が現地で座席のアップグレードを希望した際に対応できるよう、VIP席を用意。
加えて、記念撮影とシャンパンのサービスも用意。
●主な工夫点：ツアーに組み込まれている桟敷席はパイプ椅子席であり、アッ
プグレードによる消費機会を取りこぼさないよう設定。会場が屋外であり、座席
の拡大をある程度柔軟に行えたので、既に売り切れていたテーブル付きのグルー
プシートを増設し対応。

お祭り

○多言語対応：言語 英語・中国語
対応 専属ガイド

○価格 ：9,000円～30,000円
(出発地、車種別)

○想定ﾀｰｹﾞｯﾄ：中国、香港、台湾、
韓国、タイ、豪州

○提供時期 ：8月下旬
○所要時間 ：6～8時間

【商品名】岸和田・泉大津だんじり祭りツアー

●概要・特徴： 「岸和田だんじり祭り(9月)」と「泉大津だんじり祭り(10月)」の2
つのお祭りに対して、お祭り鑑賞に加えて、歴史背景を学んだり、だんじりの屋
根乗り（大工方）体験・記念撮影が出来る施設立ち寄りを組み合わせたツ
アーを造成。
●主な工夫点：元々有料の桟敷席は設定されていなかったお祭りにおいて鑑
賞に体験メニューを組み込んだ、有料ツアーを新たに造成。

【商品名】堺まつりツアー

●概要・特徴：毎年10月に大阪府堺市で開催される「堺まつり」に対して、約
35万人が訪れる大パレードの鑑賞をはじめ、世界遺産に登録されて話題の古

墳群で最大規模の仁徳天皇陵をバーチャルと実地双方で体験できるなど、地
域の総合的な魅力を盛り込んだツアーを造成。
●主な工夫点：従来無料で鑑賞できるお祭りに対して、体験コンテンツを組
み合わせることで、鑑賞を含む体験全体の付加価値向上を図った。

○多言語対応：言語 英語・中国語
対応 コンシェルジュ

○価格 ：VIP席45,000円
記念撮影1,000円
シャンパン7,000円

○想定ﾀｰｹﾞｯﾄ：中国、香港、台湾、韓国、タイ、豪州
○提供時期 ：8月下旬

○多言語対応：言語 英語・中国語
対応 専属ガイド

○価格 ：9,800円(大人) 7,900円(6～11歳)
○想定ﾀｰｹﾞｯﾄ：中国、香港、台湾、

韓国、タイ、豪州
○提供時期 ：9月(岸和田)、10月(泉大津)
○所要時間 ：7～9時間

○多言語対応：言語 英語・中国語
対応 専属ガイド

○価格 ：9,800円(大人) 7,800円(7～11歳)
2,000円(6歳まで)

○想定ﾀｰｹﾞｯﾄ：中国、香港、台湾、
韓国、タイ、豪州

○提供時期 ：10月
○所要時間 ：7～9時間 2
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C. 主な造成コンテンツと取組

お祭り

●取組：他の祭りへの転用

 実施内容：泉州夏祭りで実施したインバウンド向けツアー造成・販売ノウハ
ウについて、横展開の可能性を確認するため、泉州エリア各地のお祭りにお
いて、インバウンド向けの着地型観光商品開発を実施。

 考察：ツアー造成・販売者がお祭り主催
者と連携し、地域課題を共有しながら、お
祭り自体の仕立てから入り込み、お祭りと
地域の魅力を総合的に組み立てて、ゲス
トの体験価値を高める姿勢が不可欠。
ターゲット国の特性に応じたツアー造成と
OTA等の活用が必要。

 結果：岸和田、泉大津、堺市の３コースを造成したが、最小催行人員
に満たず。元々無料で観覧可能なお祭りを有料コンテンツ化することの
難しさを再認識。

●取組：インバウンドデスクの設置とツアー造成、販売体制の構築

 実施内容：日本屈指の訪日外国人観光客人気スポットであるなんばに、
泉州地域の着地型観光商品の新規造成とともに、認知度向上から送客ま
でを一気通貫で担うための組織として、インバウンドデスクを設置。JTBが運
営するインフォメーションセンター（TONBORI BASE）のコンシェルジュスタッフを
中心に組織。日常的に欧米やアジアからの旅行者と接している知見・ノウハ
ウを活かして、ツアー造成から販売、イベント当日のアテンド等の運営までを
担当。訪日外国人がストレスフリーに参加できるよう、英語・中国語に対応。
また、造成した商品の販売窓口としては、JTBのインバウンド向けツアー販売
サイトJ-Bookingに加え、リアルタッチポイントとしてTONBORI BASEや、関西国
際空港や京都駅前の関西ツーリストインフォメーションセンターでも販売でき
るよう体制を構築。

 結果：事業開始から「泉州夏祭り」当日までは約1ヶ月半、ツアー販売
期間としては約2週間と大変短い期間であったが、短期間での出稿が可
能なSNS等のプロモーションや、リアルタッチポイントのインフォメーションセン
ターを活用し、催行に至った。今回が初めての試みとあってタスクの分解・
分担・進行プランが急ごしらえになってしまったため、販売サイトやチラシの
多言語化等に、今後も改善が必要。

 考察：日常的にインバウンド観光客と接しているインフォメーションセン
タースタッフの知見がツアー造成に有効。短期間での販売であったが、ある
程度の参加者数を獲得できたことや、インフォメーションセンターでの紹介
も効果があったことから、旅ナカの間際需要もあることが判明。

●取組：プロモーション（マーケティング調査、SNS・webプロモーション等）

 実施内容：コンテンツの販売開始から催行日までの限られた時間の中、コ
ンテンツの認知度向上および販売促進の観点から、今回のターゲット顧客に
有効だと考えられる旅前のSNS広告記事や旅中での情報発信（Osaka 
Nightclub Pass加盟のナイトクラブでの店頭案内など）を実施。

 考察：開催までの販売期間が短く、売上が伸
び悩んでいたが、間際までSNSでの発信を続け
た結果、特に中国からの反応を得られ、直前・
当日の販売につながった。こまめな情報の更新
が必要であることが判明。

＜TONBORI BASE＞

 結果：Instagram英語記事への出稿リーチ数：213,488件
「Weibo」KOL9名による投稿：合計4,110万PV 等
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【今後に活かしたい知見・他事業へのアドバイス】

 今回のツアー販売は、なんばTONBORI BASEと関西国際空港のKTICにおける直前・当日の対面販売によるものがほとんどであったので、間際需要もあることが判
明。さらなる誘客拡大につなげるためには、各国の主要OTAやSNSを旅前から活用することが重要。

 高付加価値（高額消費）の潜在需要に応えるコンテンツ開発の余地も大きい。

 現地では担ぎ手不足等の課題があり、その対策としての訪日ゲスト誘客は有効策のひとつ。

 お祭りコンテンツに、グルメやエンタメ等の地域リソースも組み合わせた複合型の体験コンテンツを造成することで、地域内の回遊や消費拡大が期待。

 祭り主催団体との交渉における課題は、利権問題や観覧用の桟敷席造成など多岐に渡る。

 今まで無料であったお祭りコンテンツを有料化するには、お祭り主催者と密な連携を図り、長期的な計画で、お祭りと地域の魅力を総合的に組み立てて、ゲス
トの体験価値を高めることが重要。

【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＞

 欧米系と東アジア系の外国人旅行者でニーズが異なるため、送迎の要否を選択できるツアーや、食事を各国スタイルに合わせてカスタマイズされたツアー造成が
必要。

 より幅広い層から関心を得るために、お祭りに、食・音楽・体験・スポーツ・文化鑑賞等の地域固有の多様な観光資源を組み合わせることが重要。

＜コンテンツの販売・PR＞

 初の試みであった当年度の販売期間が短い中でも、TONBORI BASEやKTICなどのツーリストの滞留拠点での対面販売が送客につながったため、周辺の観光拠
点や交通拠点といったリアルタッチポイントの活用が効果的。

 SNSによる情報発信は、戦略的かつ柔軟に内容や発信対象をアップデートできるため、旅前の需要喚起だけでなく、旅中での間際需要（潜在ニーズ）にも
リーチできるため増売に有効。

＜ステークホルダーとの連携＞

 現地によっては担ぎ手不足等の固有課題が存在。地域課題の解決とツアーコンテンツ造成をリンクさせる観点から、事前ワークショップや試し曳き、当日の担ぎ
手募集といった訪日ゲストにお祭りをより深く体験してもらうためのコンテンツを企画することで、インバウンド誘客の利益を地域に還元することが重要。

＜コンテンツの必須構成要素＞

 地域のお祭りの実行委員会の中にしっかりと参入し、関係性を構築することが重要。また、「お祭りへのインバウンド誘客」を泉州エリア全体で取り組むテーマへと
発展させ多様なコンテンツを効果的につなげて、各市町への誘客にシナジーを生み出す中長期的な戦略を考えることが重要。
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お祭り

E. 今後の事業体制

F. 今後の事業の展望

実現に向けた課題と対応方針

 販売コンテンツの高付加価値化と充実策、販売戦略が必要。
⇒泉州りんくう公園のオープンに伴い開業するグランピング施設等ビーチリゾート各事業者と連携し宿泊+VIPシート付きの特別プランを企画造成。

 複数のOTAと連携した販路拡大およびSNS（インフルエンサー・KOL）活用による旅前での情報発信・集客やクロスセル戦略が必要。
⇒ JTBグローバルマーケティング＆トラベル社（GMT）が持つ海外旅行会社との販売チャネルを活用。

 お祭りコンテンツの魅力を向上させ、訴求力を高めるために、お祭りと組み合わせる食やエンタメコンテンツの企画・造成が必要。
⇒泉州DMOが主催の地元有名店が参加するグルメコンテンツG13の招聘や、スポーツ大会(サッカー＆バスケ)等を同時開催し幅広い客層への来場動機を増やす。

事業実施体制（現時点案）

戦略立案
企画改善

インバウンドデスク運営統括：THJ
ツアー造成・販売：JTB-GMT

コンテンツ
提供

各お祭り実行委員会および周辺施
設

現地ガイド
TONBORI BASEアテンドスタッフを
派遣

PR・販促 OTA各社、SNS、主催者HP

予約・販売
OTA各社、TONBORI BASE、
主催者HP（JTB-GMT）

二次交通 タクシー・バス手配

ビジネスモデル図（現時点案）
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