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日本初の公設海水浴場内のグランピングを活用した、 ガストロノミーツリズムとアクティビティ導入による滞在時間と消費拡大及び、
和歌山の自然と海の豊かさを体験するプログラム開発の実施

 加太地域を有する和歌山市は、関西国際空港や大阪・京都に近接するロケーションで、和歌山城等の観光資源が存在。
 しかし、多くの外国人観光客が関西国際空港から北上しているため、大阪・京都と比べて宿泊者数が少ない。
 加太地域において、同じく魅力的な歴史文化を有する京都・大阪・奈良との差別化を図り誘客を促進するために、伝統漁法体験等を組み合わせたビーチグラ

ンピング宿泊プランといった新たな体験型コンテンツを開発。

構成団体：加太観光協会、和歌山市、南海電気鉄道株式会社、休暇村紀州加太、 (株)ウェルフェアソリューションズ、東京大学生産技術研究所川添研究室、
加太地域活性化協議会、 (株)レインボー、加太漁業協同組合、Marunouchi HOUSE（三菱地所(株) ）、加太まちづくり(株)

ビーチ

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

 夏季（７月～８月）のみ日本人向けに提供している加太海水浴場内のグランピング施設を通年営業とし、インバウンド向けに提供。
 加太地域の「真鯛」を中心とした魚介類のメニューの開発・ブランディングを実施。
 オプションの体験コンテンツとして、伝統漁法の鯛の一本釣り体験を含む友ヶ島へのクルージング、小型バギーによるガイド付きの歴史散策プラン、
 真鯛を使用した魚捌き体験、着物体験、星空観察プログラムを造成。 （悪天候時の代替プランとしては、加太漁協のセリ場見学を用意。）

 東京大学プロデュ―スの冬季も営業可能
なグランピングテント

 冬期や夜間に提供可能な体験プラン
 地域独自の体験プラン

コンテンツの
核となるもの

想定
ターゲット

薪ストーブ等を設えたテント 一本釣り体験 魚捌き体験

 関西国際空港から大阪・京都へと北上して
いる東アジアのFIT

 年収400万円以上のハイミドル層
（20代～40代）

 国内初の公設海水浴場でのビーチグランピングでの宿泊と、サスティナブルシーフズを食す宿泊プラン

 東京大学プロデュ―ステントによって、薪ストーブやこたつ等の暖房器具等の

備え付けが可能なテントを導入。

● 夕食のオプションとして、Marunouchi HOUSEのスターシェフが考案した

加太の真鯛等を用いたオリジナルメニューを提供

 サスティナブルシーフズを体感。伝統漁法の鯛の一本釣り体験
● 加太地域独自の伝統漁法の鯛の一本釣りを、実際の漁船に乗船し、漁師から実演及びレクチャーを

受けて体験。

● ガイドが帯同し、加太の漁業の歴史及び瀬戸内海国立公園の一部である友ケ島の説明を受けるとと

もに、友ヶ島へのクルージングを体験。

 加太の真鯛を使用した魚捌き体験
● 板前ユニフォームを着用し、加太の真鯛を活けの状態から刺身までの調理を体験。

調理した真鯛は、その場で実食。

 その他3コンテンツ（小型バギーによる町の歴史散策プラン、着物体験、星空観察プログラム）



C. 主な造成コンテンツと取組

【商品名】国内初の公設海水浴場でのビーチグランピングでの宿泊と、
サスティナブル シーフードを食す宿泊プラン

●概要・特徴：東京大学プロデュ―スにより、薪ストーブやこたつ等の暖房器具等の
備え付けが可能なテントを設置し、冬季もグランピング宿泊を提供。
また、夕食のオプションとして、Marunouchi HOUSE（三菱地所プロパティマネジメン
ト）のスターシェフが考案した、加太の真鯛等を用いたオリジナルメニューを提供。
●主な工夫点：
 多言語対応のため、近隣大学等の学生及び留学生を通訳人材として活用。
 荒天時の対策として、近隣の旅館及びホテルと連携し、バックアップ体制を構築。

○多言語対応：英語・韓国語・中国語・日本語
○価格 ：50,000円/組

○想定ﾀｰｹﾞｯﾄ：関西国際空港から大阪・京都へと
北上している東アジアのFIT。
特に、年収400万以上のハイミドル層

（20代～40代）
○提供時期 ：12月・1月
○所要時間 ：1泊～
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【商品名】サスティナブルシーフドを体感。伝統漁法の鯛の一本釣り体験
●概要・特徴：加太地域独自の伝統漁法の鯛の一本釣りを、実際の漁
船に乗船し、漁師から実演・レクチャーを受けて体験。また、観光協会スタッ
フが帯同し、加太の漁業の歴史及び瀬戸内海国立公園の一部である友ヶ
島の説明を実施するとともに、友ヶ島へのクルージングも体験。
●主な工夫点：多言語対応のため、近隣大学等の学生及び留学生を
通訳人材として活用。

○多言語対応：英語・韓国語・中国語・日本語
○価格 ：【1組あたり40,000円】＋

【1人あたり1,000円】
○想定ﾀｰｹﾞｯﾄ ：関西国際空港から大阪・京都へ

と北上している東アジアのFIT。
特に、年収400万以上のハイミド
ル層（20代～40代）

○提供時期 ：12月・1月
○所要時間 ：2時間

【商品名】小型バギーによる町の歴史散策プラン
●概要・特徴：公道走行可能な小型4輪バギーを使用し、語り部スタッフとともに地
域の史跡・観光スポットを回遊。

（公道走行実施には、普通自動車の免許が必要。外国人の場合は、日本国内で
有効な国際免許等が必要。）
●主な工夫点：多言語対応のため、近隣大学等の学生及び留学生を
通訳人材として活用。

○多言語対応：英語・韓国語・中国語・日本語
○価格 ：6,000円/人
○想定ﾀｰｹﾞｯﾄ ：関西国際空港から大阪・京都へと北

上している東アジアのFIT。特に、年収
400万以上のハイミドル層（20代～40代）

○提供時期 ：12月・1月
○所要時間 ：1時間

【商品名】 加太の真鯛を使用した魚捌き体験
●概要・特徴：板前ユニフォームを着用し、加太の真鯛を活けの状態から
刺身まで調理。調理した真鯛は、その場で実食。
●主な工夫点：多言語対応のため、近隣大学等の学生及び留学生を
通訳人材として活用。

○多言語対応：英語・韓国語・中国語・日本語
○価格 ：12,000円/人
○想定ﾀｰｹﾞｯﾄ ：関西国際空港から大阪・京都へと

北上している東アジアのFIT。特に、
年収400万以上のハイミドル層

（20代～40代）
○提供時期 ：12月・1月
○所要時間 ：1時間
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●取組：グランピングプラン及び新たな体験コンテンツ（デイプラン）の
テスト販売・モニター受入
 実施内容：各コンテンツのブラッシュアップのため、メディア関係者（台湾インフルエ

ンサー等）の招へい及び一般モニターを受け入れ、各コンテンツを実際に提供。体
験者からのフィードバックを基に、コンテンツ内容等について改善すべき点を抽出。

 結果：メディア関係者3人、一般モニター12組26人の受入を実施。各コンテンツ
の体験者数は以下のとおり。グランピング宿泊は13組29人、伝統漁法体験は10
人、小型バギー体験は25名、魚捌き体験は18人、着物体験は1人。各コンテンツ
について、グランピング設備等に対する指摘（洗面台が欲しい等）があるものの、
利用者からの満足度は高かった。しかし、誘客力のあるコンテンツとしての成熟度
がないとの意見も存在したため、さらなるコンテンツの磨き上げが必要。

 考察：コンテンツの磨き上げに向けての大方針は以下のとおり。
○グランピングは、水回りを含めたハード面の受入環境の強化、また夕食
（オプション）の価格帯を多様化することで質の向上を図る。

○デイプランは、各プランの魅力を語れる多言語ガイドの育成により、質の
向上を図る。
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●取組：オリジナルテントによる冬季営業可能な施設の導入
 実施内容：閑散期のビーチを利用したグランピング体験のニーズ検証

及び利用者からの声を踏まえてグランピング宿泊プランの磨き上げを行う
ため、東京大学 生産技術研究所 川添研究室プロデュースの通年利
用可能なグランピング施設を導入し、通常の設備では営業が難しかった
冬季にテスト販売・提供を実施。

 結果：外気温0度程度まで（和歌山市の冬季の
最低気温は1度程度）耐久でき、風にも強い
冬用テントを東京大学と共同で導入できた。し
かし、海風の影響で砂浜の砂の移動が激しく、
ウッドデッキが砂に埋まる現象も起きるため、砂
対策を実施することが必要。

 考察：
○冬季のグランピング設備の設置は、夏季 と異なり、
風・砂の影響を受けるため、対応が別途必要。
○テントの仕様確定等に時間がかかり、施設導入が
遅延したため、産学連携では、事業進行に遅延が生じ
ないような連絡体制の構築が重要。

●取組：南海電気鉄道とのプロモーション連携 台北国際旅行博
（ITF）2019出展
 実施内容：ターゲット層の検証、ターゲット国の現地エージェントとの関

係性構築、代理店営業のノウハウ習得を目的とし、従来からプロモー
ション面で協力関係にある南海電気鉄道の台北国際旅行博2019の
出展に同行し、新規造成したコンテンツの営業活動を実施。

 結果：現地エージェント3社とコンタクト。しかし、参加エージェントの
事前調査が不十分であり、大型宿泊施設の送客を扱うエージェント
が多く参加。

 考察：旅行博の参加エージェントの事前調査は必須。個人旅行を
取り扱う旅行会社及びランドオペレーターが参加する旅行博等への参
加が効果的。

●取組：ガストロノミーツーリズムによる地域の魚のメニュー開発とブランド化
 実施内容：加太地域全体をまとめる横断的なコンセプト・ブランドイメージが不足

していたため、Marunouchi HOUSE・加太漁協・加太まちづくり株式会社と連携し
てコンセプト検討を実施。漁師等との対話を含む現地視察・取材等を実施。

 結果：
○「サスティナブル シーフード※1」というコンセプトを生み出すことができた。
※1 加太の伝統漁法に表されるように、持続可能な取組として加太地域が大切に
してきた海と共生する暮らしがある。その暮らしがもたらす海産物の魅力を体現したコ
ンセプトワード。
○また、コンテンツのPRツールにおいて、上述したコンセプトを用いることで、掲載内容
の

魅力が深みを増し、統一感を持たせることができた。
 考察：地域ならではのブランドイメージの導出にあたって、ガストロノミー・食という

テーマの一定の絞り込みと、食とブランド開発の専門的知見及び地域を俯瞰的に
考えられる地域外からのヨソモノ視点の活用が有効。



【今後に活かしたい知見】

 加太地域では、市や県に頼らない自走可能な体制づくりや、各団体の垣根を越えた地域の永続的発展を目標として、漁業関係者や自治会、観光協会が主
体となって地域の活性化を推進する統括団体を約10年前から立ち上げ、各種取組を実施。そうした基盤がある為、地域の様々な団体とのスムーズな連携が可
能であり、地域の様々な資源を活用したコンテンツ開発が可能。

 外部連携の在り方として、前述の活性化団体が存在するため、地域の総意として外部連携の打診が可能であり、外部の連携先も、地域の意見調整のリードタ
イムが削減され、スムーズな連携が実現可能。また、地域外（Marunouchi HOUSEや東京大学等）との連携の模索として、地域外の広告代理店やコンサル
ティング企業を通さず、地域独自のネットワーク作りを日頃から実施しており、密度の濃い連携が実現可能。

 グランピングの実施では、テントの固定方法やテントの素材など大小様々なノウハウが必要となるため、経験者のアドバイスを入れることが重要。また、海辺と、山
林では、環境が全く違うことが想定され、可能であれば、実施するエリアと同様の環境での実施経験者の方を推奨。

 海水浴場という公共性の高い場所でのグランピング運営では、公共性の高い団体が運営する事が望ましく、地域の様々なステークホルダーとの調整が必要。

【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＞

 閑散期のビーチ活用は様々な可能性を秘めている。（ビーチを軸に地域内の他の観光コンテンツへの波及効果が生まれるコンテンツ開発が好ましい）

 グランピング施設には、利用者の声として、テント内の電源の確保、寒さ対策、Wi-Fi環境、トイレ、水道等の設備が求められており、一定の設備環境を整えるこ
とが必要。また、公共性のあるビーチであることから、利用者の安全の確保の為、管理者が常駐する体制も併せて構築することが必要。また、津波等対策の為、
避難経路の設定と利用客への周知が必要。

＜コンテンツの販売・PR＞

 都心部から離れている地方の場合、旅ナカでの誘客が困難であるため、旅マエでの旅行計画中の時点で訪問地の候補とさせることが重要。また、現代において
は日本の観光情報は多岐にわたっている為、メジャーな観光地以外でコンテンツ販売を実施する場合、長期的なＰＲ活動を実施することが必要。

 地域のブランド作りでは、地域が主体となりながらも地域を俯瞰的に考える地域外からのヨソモノ視点を積極的に活用し、地域内外の関係者が共に作り上げて
いく連携体制の構築を推奨。

＜ステークホルダーとの連携＞

 ビーチでのグランピング施設の運営においては、地域の宿泊事業者との連携や理解協力を得なければ成り立たない。グランピング施設は従来の宿泊業とは異な
る存在である為、実質的に競合しない旨の理解を得ることが重要。また、荒天時のバックアップとして、地域の宿泊事業者への動員が可能であるため、前向きな
連動が可能。

＜コンテンツの必須構成要素＞

 閑散期のビーチでも利用可能なテントでの宿泊プランと、冬季や夜間ならではのアクティビティ（キャンプファイアや星空観察）、アクティブな20・30・40代に訴求で
きる地域独自のデイアクティビティ（漁法体験や魚捌き体験）。

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

 今回のモデル事業で得た知見をもとに、ターゲット層のニーズや理想の過ごし方に合わせて、各コンテンツのブラッシュアップ・磨き上げが必要。
⇒ 各コンテンツの運営事業者と協議の上、ブラッシュアップを実施。

 各コンテンツ事業の継続的な運営実施のためには、人材育成が必要。
⇒ 各コンテンツ事業者が主体となって、人材育成を実施。また、地域共通の価値観醸成の為、各事業者との共同で研修を実施。

 二次交通に関して、加太駅から各コンテンツ実施場所まで、一定の荷物を持っている訪日外国人旅行者が徒歩移動することは負担が大きいため、
地域内の二次交通を確保することが必要。
⇒ 各コンテンツ事業者が対応を実施するが、観光地として必要なインフラのため、運営に必要な資金集めを実施。

戦略立案
企画改善

加太観光協会

コンテンツ
提供

株式会社レインボー、加太漁業協同組合、
活魚料理 いなさ、
加太まちづくり株式会社、オジバ商店

現地ガイド

PR・販促

予約・販売

二次交通
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和歌山の自然と海の豊かさを体験するプログラム開発の実施

ビーチ
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活魚料理 いなさ
加太まちづくり株式会社、オジバ商店
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活魚料理 いなさ、
加太まちづくり株式会社、オジバ商店
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 ミドルクラス〜富裕層の20〜30歳代インド人カップル

 海外ウェディング予算が1,000万円以上のカップル

 婚前旅行、新婚旅行、結婚記念のアニバーサリーを

検討する20〜40代カップル

想定
ターゲット

 ビーチウェディングセレモニー＋プールサイドパーティー

 料金：570万円〜（税別・プロデュース料別）

 場所：かりゆしビーチ（雨天時：ホテル内の宴会場）

 対応人数：50〜100名

 内容：セレモニー（ビーチ、Mandap（インド式婚礼儀式で必要な櫓）、インド式の装飾、

バージンロード等）

 パーティー（ビュッフェ、エイサー舞踊、装花、通訳等）

 EXES2号船上カクテルパーティー（婚前・婚礼・婚後）

 料金：60万円〜（税別・プロデュース料別）

 場所：かりゆしビーチ（雨天時：ホテル内の宴会場）

 対応人数：15名(最大20名迄)

 内容：貸切船の遊覧、カクテルパーティー、専属カメラマンによる撮影等

 グラスボート体験＋ビーチ写真撮影（婚前・婚礼・婚後）

 料金：45万円〜（税別・プロデュース料別）

 場所：かりゆしビーチ（雨天時：ホテル館内・チャペル等）

 振替アクティビティ：シーサー絵付け、琉球ガラス体験

 対応人数：25名迄

 内容：グラスボート、専属カメラマンによる撮影、琉装等

インド人ウェディング誘致による、閑散期の沖縄ビーチ活性化事業

 沖縄には、日本有数の美しいビーチが存在し、近年、観光客数が増加。
 沖縄の観光ピークシーズンを過ぎた11月〜２月に、いかに誘客するかが課題。
 同時期をピークシーズンとして近年海外ウェディングを盛んに行っているインド人向けに、ビーチを活用したウェディング関連コンテンツを開発。

構成団体： (株)ケー・アンド・エル、K&L Communications India Private Limited (K&L インド支社) 

ビーチ

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

 沖縄の美しいビーチリゾート
 琉球文化（音楽や踊り等）

コンテンツの
核となるもの

グラスボート体験

ビーチウェディング

船上カクテルパーティー

沖縄の地域資源を活用し、インド風にアレンジした食事や沖縄の音楽・ダンスを融合させたエンターテインメントを提供するため、ビーチとホテルを含めて運営する沖縄の
観光事業者と連携し、ビーチウェディングパーティー、ビーチアクティビティ、インド式婚礼儀式、クルーズパーティー等を組み合わせたコンテンツを造成。



ビーチ

C. 主な造成コンテンツと取組

【商品名】ビーチウェディングセレモニー＋プールサイドパーティー

●概要・特徴：Mandapをビーチに施工し、インド式ウェディングセレモニーを提
供。その後、ビーチにあるプールサイドでビュッフェパーティーを実施。琉球エイサー
ショー及びカチャーシー体験もでき、インドと琉球の融合スタイルがビーチで楽しめ
る。
●主な工夫点：
 インド風の食事に対応したビュッフェメニューを提供。
 雨天の場合は、ホテル内の宴会場に変更。

○多言語対応：英語、日本語
○価格 ：570万円〜（50名）、720万円〜（100名）

（税別・プロデュース料別）
○想定ﾀｰｹﾞｯﾄ：ミドルクラス〜富裕層の20〜30歳代インド人カップル

海外ウェディング予算が1,000万円以上のカップル
○提供時期 ：11月〜２月
○所要時間 ：5時間

【商品名】EXES 2号船上カクテルパーティー（婚前・婚礼・婚後）
●概要・特徴：豪華クルーザーに乗り、船上でカクテルパーティーを実施。綺麗
な青空の下で、カナッペやカクテルで親族、友人との時間を楽しむ。海上での美
しいスポットで思い出作りを提供。
●主な工夫点：雨天の場合は、ホテル内の宴会場に変更。

○多言語対応：英語、日本語
○価格 ：60万円〜（15名）（税別・プロデュース料別）

○想定ﾀｰｹﾞｯﾄ：ミドルクラス〜富裕層の20〜30歳代インド人カップル
海外ウェディング予算が1000万円以上のカップル
婚前旅行、新婚旅行、
結婚記念のアニバーサリーを
検討する20〜40代カップル

○提供時期 ：2時間

○所要時間 ：4時間
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インド人ウェディング誘致による、閑散期の沖縄ビーチ活性化事業

【商品名】グラスボート体験＋ビーチ写真撮影（婚前・婚礼・婚後）

●概要・特徴：沖縄の澄んだ海中の魚やサンゴが見れるグラスボート体験。
ビーチや自然好きのインド人には最適なアクティビティ。美しい撮影スポットが豊
富なビーチで、プロによる写真や動画を提供。
●主な工夫点：
 雨天の場合、ホテルでシーサー作りやガラス作り体験に変更。
 琉装をレンタルしての撮影も可能。

○多言語対応：英語、日本語
○価格 ：45万円〜(25名)

（税別・プロデュース料別）

○想定ﾀｰｹﾞｯﾄ：ミドルクラス〜富裕層の20〜30歳代
インド人カップル、海外ウェディング予算が
1000万円以上のカップル

○提供時期 ：2時間
○所要時間 ：4時間

以下のビーチアクティビティとの組合せも可能（いずれも税別）
 パラセーリング：利用時間1時間 6名様定員／48,000円
 ボートスノーケル：利用時間 20名様定員／80,000円
 ドラゴンボート：利用時間 10分 8名様定員／20,000円
 シーウォーク：利用時間1時間30分 10名様定員／70,000円
 青の洞窟体験：利用時間 3時間30分 6名定員／81,000円



ビーチ

C. 主な造成コンテンツと取組
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●取組：インド人カップルインフルエンサー招請実施

 実施内容：コンテンツのブラシュアップ、受入体制の整備及びSNS発信に
よる認知度向上を目的に、インドからインフルエンサーのカップルを招聘するモ
ニターツアーを12月に２組実施。造成した３つのコンテンツを実際に体験。

 結果：
○ウェディング向けなカラフルな装飾が好評。
○エイサー舞踊及びカチャーシーは一緒に踊り出す等高評価。
○ゴージャスなクルーズでのどかに写真撮影や料理を堪能できたことが好評。
○ビーチを中心として様々なスタイル写真撮影が可能なことが好評。
○琉装を羽織り、沖縄の文化を取り入れた撮影も好評。
○インスタグラムには最大13万を超える「いいね！」。

 考察：
○ 琉球要素を組み合わせた内容は好評であり、琉球文化との融合性に

ついて更なる拡大が可能。
○ 急雨、強風の場合に館内の宴会場のバックアップが必要。
○ 沖縄の綺麗な青空と海を背景にした写真撮影自体も観光コンテン

ツ。
○ お酒を飲む際には救命胴衣着用が必要。飲める量も制限が必要。
○ インドでは出身地により、水中活動に馴染みが薄い人や船酔いしやす

い人もいるため、アクティビティ提供前にヒアリングし、場合によっては浜
辺のアクティビティを提案することが必要。

インド人ウェディング誘致による、閑散期の沖縄ビーチ活性化事業

●取組：インドデスティネーションウェディングの概況調査

 実施内容：沖縄でのコンテンツ造成に向けて、インド人における海外デスティ
ネーションウェディングの現状について、在インド日本国大使館、JNTOデリー
事務所、 JETRO、インドデスクなどが発行する関連資料をもとに調査を実
施。

 考察：
○インド市場を理解できる具体的な定量データは不足しているため、誘致に

成功している他国のアプローチ施策を参考にすることが効果的。
○インド人の海外挙式平均費用は2,689万円と、日本国内のウェディング平

均支出よりも高額。
○ビーチウェディングが人気なことは判明したが、婚礼とセットとして、どのような

アクティビティが好まれるのかはさらに調査することが必要。
○既に人気の婚礼地であるタイやドバイなどは飽和状態に近づいているため、

沖縄が新たなビーチウェディング候補地として期待できる。
○インド人は海外ウェディングにおいても、伝統的なインド式婚礼儀式を行う

傾向。特に、儀式用のマンダップ（櫓）の施工、火鉢、お香、ヘナタトゥー、
ハルディ、ジャイマラ、カンサールバクシャナムが必須。なお、その他の儀式
含め、婚礼者や親族によって希望は異なる場合もあるため、婚礼儀式や
アクティビティは好みに合わせてカスタマイズできるよう用意することが重要。

 結果：主な調査結果は以下のとおり。
○海外挙式における平均招待数 138名
○海外挙式における平均滞在日数 ４.５日
○海外挙式における平均費用 2,689万円（1,650万ルピー）
○挙式検討平均期間 半年から１年間
○重要視する点として「快適な気候」「面白い観光地・文化」「美しい風景・

自然」「予算」
○近年のトレンドは「ジャイプール」「ゴア」「タイ」「ドバイ」
○ビーチウェディングの人気理由として「北インドは内陸部なため海に憧れ」「イ

ンド文化が色彩豊かであることを好むため、ビーチは写真映え」



ビーチ

C. 主な造成コンテンツと取組

●取組：ウェディングプランナーヒアリング
 実施内容：実売に向けてインドのウェディングプランナーに対して、沖縄で

のビーチウェディングに関するヒアリング及び営業活動を実施。

 結果：合計15社と電話、５社とは直接面談を実施。
○全ての会社が沖縄デスティネーションウェディング販売に前向き。
○インド料理の提供、マンダップの施工、インド風の装飾、アクセスが最低

限のポイント。
○婚礼前後のビーチアクティビティも興味あり。
○大音量を流したり、大人数が参加することからも、会場は貸切を推

奨。
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 考察：
○受入施設において、ベジタリアンも含めバリエーションのあるインド料理を提

供できることが重要。
○インドから大人数での渡航になるため、確実なビザ取得、スムーズな渡航

（インドと那覇を結ぶ直行便はないので、乗り換え情報の伝達等）が重
要。

○ウエディングだけでなく、アニバーサリーや家族でのイベント開催地としても沖
縄に注目したプランナーも存在したため、ターゲットを広げてコンテンツ造成
をすることも検討。

インド人ウェディング誘致による、閑散期の沖縄ビーチ活性化事業

マンダップ



【今後に活かしたい知見】

 今回の招請旅行中にも体験したことだが、沖縄特有の急な天候の移り変わり（豪雨、強風、高波等）により、ビーチアクティビティが実施できなくなる場合での
バックアッププランが必須。これは国内利用者でも同様なので、現地事業者は熟知しているが、インドからの利用者を考慮し、英語の話せる対応者も併せて必要。

 インドからの利用者は、スケジュール感覚が日本と異なる場合が多いため、スタートが遅くなること、実施時間が長くなること等をある程度踏まえた上で、行程の前
後調整を柔軟にできるスケジュールを組むことが必要。

 食事の嗜好はインド国内でも様々なので、最低でもベジ・ノンベジは必要。ジャイナ教の様に根菜類を食べない厳格な菜食主義者においては事前ヒアリングや対
応策が必要。

 ウェディングやアクティビティには常にバイリンガル（英語・日本語）対応が必要。各箇所でも可能な限り英語の標記がある事を推奨。

 インドからウェディングプランナーや撮影者も招請する予定だったが、ビザ取得が間に合わず来日できず。日本入国のビザ取得においては、申請期限を確認し、

余裕を持って早めに申請をすることが重要。

【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＞

 デスティネーションウェディングにおいて、各国及び地域によってウェディングスタイルは様々であるため、事前調査は必須。また、ウェディングに組み合わせる体験コン
テンツ等のマーケティング調査を実施し、ニーズを把握した上でウェディングパッケージプランを造成することが重要。

 特にインドは、多民族・多宗教の国であるため、婚礼儀式内容も多種多様。そのため、カップル及び親族の希望に合わせることが重要。

 インド式ウェディングに必要な備品にはインド特有のものがあるため（インド米やお香等）、事前に情報収集して入手しておく事が重要。

 インドのウェディングプランナーへの営業活動において、ウェディングに限らず、婚前旅行、アニバーサリー、家族イベントの開催地として沖縄を検討している話が出た
ため、ウェディング以外にもターゲットが広げられる可能性を感じた。営業活動は新たなコンテンツの造成及びブラッシュアップの観点においてもヒントを得ることができ
るため重要。

＜コンテンツの販売・PR＞

 定期的にインドのウェディングプランナーとコンタクトを取り、インドウェディングの流行、沖縄のホテル・ビーチ体験コンテンツ等の情報共有をすること。先方の顧客で
あるインド人カップルのニーズを把握するとともに、沖縄へのデスティネーションウェディングを取り扱ってもらえるよう働きかけることが重要。

 コンテンツを実施している様子を撮影した静止画及び動画の活用は、プロモーションだけでなく販促ツールとしても有効。（新設したウェブサイト上に今回のデモウェ
ディング及びビーチ体験コンテンツの静止画及び動画を掲載することで、沖縄でインド式ウェディングが実施可能であることを発信。また、インドのウェディングプラン
ナーに対する営業においても、静止画及び動画を見せながら案内できたため非常に関心を持ってもらえた。）

＜ステークホルダーとの連携＞

 沖縄でインドウェディング誘致に熱心なホテル・リゾートにインドウェディングプランナーをつなげ、更なる具体的な企画に落とし込むことが必要。

＜コンテンツの必須構成要素＞

 インドの婚礼儀式においての知見、沖縄のビーチ、食事（ベジ＋ノンベジ・インド料理等）、悪天候やアクシデントの際の緊急対応体制、専属カメラマン、バイリ
ンガル体制、Mandap施工、インド風を意識した装飾

D. 事業によって得られた知見
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ビーチ

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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 現在まだ沖縄の認知度がインドでは低い。
⇒沖縄リゾート認知度アップウェブサイト、SNS発信、インドでの営業。

 ウェディング目的のインド人団体客やセレモニーにおいての経験が不足。
⇒ インド現地でのウェディングやタイやシンガポールのデスティネーションウェディングを学んだり、情報共有を実施。

 悪天候の場合の代案
⇒ビーチアクティビティには天候が必須要素だが、悪天候の場合での振替アクティビティを更に充実。（館内でのカチャーシー体験、三線演奏、琉球クラフトメイキング・ギフト
ギブアウェイ等に振替）

戦略立案
企画改善

K&L Inc.
K&L Communications India
ビック沖縄（かりゆしホテルズ）

コンテンツ
提供

ビック沖縄（かりゆしホテルズ）
ビーチを持つ他沖縄ホテルリゾート

現地ガイド
ビック沖縄（かりゆしホテルズ）
K&L Inc.

PR・販促
K&L Communications India
K&L Inc.

予約・販売
K&L Communications India
K&L Inc.

二次交通
ハイヤー
またはホテルリゾートのバス

現時点では、沖縄でのコンテンツ提供等の連携先とし
てビック沖縄（かりゆしホテルズグループ）と連携体制
を構築しているが、今後は連携先を増やしてさらなる
連携体制の拡大を目指す予定。

インド人ウェディング誘致による、閑散期の沖縄ビーチ活性化事業
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造成コンテンツ・チラシサンプル

ビーチ インド人ウェディング誘致による、閑散期の沖縄ビーチ活性化事業


