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 Return to Nature Experience

キノコ狩り散策（2時間半・ガイド付き・備品レンタル・保険）＋乗鞍 星と月のレストラン（3時間・

信州牛ディナー・保険）＋温泉宿宿泊*（1泊朝食付き）

 Detox Healing experience

テントサウナ（2時間・テントサウナレンタル・タオル・コーヒー）＋乗鞍 星と月のレストラン（3時間・

信州牛ディナー・保険）＋温泉宿宿泊* （1泊朝食付き）

 SOMABITO(Woodcutter) Experience

薪拾いガイド散策（ソマビト体験）（2時間半・ガイド付き・備品レンタル・保険）＋

乗鞍 星と月のレストラン（3時間・信州牛ディナー・保険）＋温泉宿宿泊* （1泊朝食付き）

■Mountain-LIFE culture in winter Experience(with IRORI MESHI)（仮）
わかんじき収穫体験（2時間・ガイド付き・備品レンタル・保険）＋囲炉裏ディナー（3時間・囲炉裏
ディナー・保険）＋温泉宿宿泊* （1泊朝食付き）

*温泉宿はのりくら温泉郷又は白骨温泉

中部山岳国立公園の自然の癒し×食体験「EV ツーリズム」推進事業

 アルプス山岳郷においては、物見遊山での自然観光需要の減少、スキーやスノーボード離れ、リピーターの高齢化、若者の車離れ、2次交通の整備不足等により観光客
が減少。

 しかし、新規顧客（訪日外国人）の開拓のための新たな観光コンテンツは未開拓。
 アルプス山岳郷エリアへインバウンドの来訪を促し、地域内消費額増加への寄与を目指すため、松本アルプス山岳郷の「＃アルプスの感動を日々の暮らしに」をテーマに既

にエリア内で推進している電気自動車（EV）の活用を核に、観光体験プログラム等を造成。

構成団体：(一社)松本市アルプス山岳郷（地域DMO）、松本観光コンベンション協会、 (株)信州未来づくりカンパニー、 (株)未来づくりカンパニー、のりくら観光協会、
白骨温泉旅館組合

癒し

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

「自然の癒し×食」をテーマにインバウンド需要の掘り起こしを行うため、既にエリア内で推進している電気自動車（以下、EV）を活用した夜のディナープログラム「アルプス山岳
郷EVツーリズム 乗鞍星と月のレストラン」を核に、デイアクティビティおよび地域内の温泉資源（宿泊）を組み合わせた観光コンテンツを造成。自然の癒しを感じる観光コンテ
ンツの造成においては、滞在の利便性を向上させ、より多くのインバウンド顧客開拓を目指すため、複数のデイアクティビティを新たに開発し、それらのデイアクティビティと掛け合
わせた宿泊セットプランを造成（開発したデイアクティビティはパッケージ商品としてだけではなく、単体でも販売）。

 五感を使った体験
 自然との一体化を感じる体験
 温泉
 地域連携事業者

コンテンツの
核となるもの

 FIT・小グループでの来訪客（シンガポー
ル、オランダ、フランス）

 松本・高山に来訪している欧州人観光
客

想定
ターゲット

キノコ狩り テントサウナ ソマビト体験



【商品名】 Return to Nature Experience
 概要・特徴：狩猟採集×自然×食で、自然に癒される日本の山文化を体験

（キノコ狩り散策（単体でも販売）＋星と月のレストラン＋温泉宿泊）
 主な工夫点
 ガイド散策では、英語対応可能なガイドとキノコの知識が豊富かつキノコ狩りに精

通している地元ガイドの2ガイド体制、星と月のレストランでは英語対応可能な地
域住民コンシェルジュを割り当て対応。

 最初のコンテンツ提供場所への移動や、星と月のレストランにおける送迎は専用車
（EV）を使用し、それ以外は適宜調整状況に応じて対応。

○多言語対応 ：英語
○価格 ：(パッケージプラン)42,800円～49,800円

(単体)9,800円
○想定ターゲット：オランダ/フランス/シンガポール
○提供時期 ：9～10月
○所要時間 ：(パッケージプラン) 6時間＋1泊

(単体)2時間半

癒し

C. 主な造成コンテンツ

【商品名】 Detox Healing experience
 概要・特徴：汗を流し、自然の中での食に癒される

（テントサウナ（単体でも販売）＋星と月のレストラン＋温泉宿泊）
 主な工夫点
 テントサウナの実施にあたっては保健所の許認可も得た状態で販売。
 テント内の温度管理ができるよう、サウナ専用のテントを用意して対応。
 バス停下車後すぐに体験できる立地、プライベートな空間を楽しめるロケーション。

星と月のレストランの送迎は専用車（EV）を使用し、それ以外は適宜アサイン
状況に応じて対応。

○多言語対応 ：英語
○価格 ：(パッケージプラン) 38,000円～45,000円

(単体)5,000円
○想定ターゲット：オランダ/フランス/ドイツ
○提供時期 ：通年
○所要時間 ：(パッケージプラン) 5時間＋1泊

(単体)2時間

【商品名】 SOMABITO(Woodcutter) Experience
 概要・特徴：自然の中で感じる1/fゆらぎ効果で癒される
（杣人ガイドハイキング（単体でも販売） ＋星と月のレストラン＋温泉宿泊）
 主な工夫点
 ガイド散策では、英語対応が可能なガイドと地域の杣山としての歴史や木の伐採

等の知識が豊富な地元ガイドの2ガイド体制、星と月のレストランでは英語対応可
能な地域住民コンシェルジュを割り当て対応。

 最初のコンテンツ提供場所への移動や、星と月のレストランにおける送迎は専用車
（EV）を使用し、それ以外は適宜調整状況に応じて対応。

○多言語対応 ：英語
○価格 ：(パッケージプラン)42,800円～49,800円

(単体)9,800円
○想定ターゲット：オランダ/フランス/ドイツ
○提供時期 ：6～11月
○所要時間 ：(パッケージプラン) 6時間＋1泊

(単体)2時間半

【商品名】 Mountain-LIFE culture in winter Experience（仮）
 概要・特徴：冬の収穫体験と囲炉裏でほっこり文化体験（仮）

（わかんじき収穫体験（単体でも販売） ＋囲炉裏ディナー（単体でも販
売） ＋温泉宿泊）

 主な工夫点
 ガイド散策および囲炉裏ディナーでは、英語対応が可能なガイド・地域の歴史・

文化知識が豊富なガイドの2ガイド体制コンシェルジュを割り当て対応。
 越冬野菜の収穫体験を実現するため、協力農家が秋口に畑の土中に野菜を保

管（予定）。
○多言語対応 ：英語
○価格 ：(パッケージプラン) 28,000円～33,000円

(単体/わかんじき収穫体験)12,000円
(単体/囲炉裏ディナー) 6,000円

○想定ターゲット：オランダ/フランス/シンガポール
○提供時期 ：1月～3月 （積雪期間）
○所要時間 ：(パッケージプラン) 5時間＋1泊

(単体)2時間 2

中部山岳国立公園の自然の癒し×食体験「EV ツーリズム」推進事業



癒し

C. 主な取組

●取組：海外FAMツアー実施
 実施内容：コンテンツの現実性を日本が好きなよく旅行をしている外国人の視

点から見たフィードバックやアドバイス、販売方法のアイディアなどをヒアリングする
ため、2019年10月3日～4日でFAMツアーを実施。シンガポールより旅系メデ
ィア1名＋グルメ系インフルエンサー1名＋現地コーディネーター1名の計3名を招
聘し、参加者のフィードバックから各種改善点の洗い出しを実施。

 結果：
○プログラム全体としては、自然景観の美しさとアウトドアでのユニークな体験がリラッ

クスできると概ね好評価。
○一方で、価格帯については長野県らしさを取り入れることやテントサウナの質の向
上などで付加価値をつけて販売をするべきとの意見。

○テントサウナの改善点（温度が低かった、テント内から外の風景が眺められなかっ
た等）や星と月のレストランの改善点（料理の素材やドリンクの産地等について
より詳細なコメントが必要等）が判明。

○アクセス環境については、現状、アクセス方法の情報が乱雑で、外国人にとって分
かりにくい状況であることが判明。

 考察：
○旅先での「癒し」は、自然を五感で感じることや温泉等の要素が複合的に作用し

て「リラックスできた」との声が多かったため、インバウンド層にとっては、自然を感じる
こと（アウトドア・自然景観）、その地域の歴史/文化を知る、地域の人々と触れ
合う、温泉に浸かることが癒しの旅につながっていく。

○食材や長野県だからこその案内等を加えることで、より顧客満足度が高まることが
分かったため、お客様に提供する情報を精査することが重要。

○アクセス環境が整っていない
エリアにおいては、その地域
への訪問を促すためには2次
交通手段の伝達方法及び内
容は重要。

●取組：国内在住外国人体験モニター実施

 実施内容：コンテンツの現実性・オペレーションの確認、外国人視点でのフィードバッ
クやアドバイス、販売方法のアイディアなどをヒアリングするため2019年11月8日～9
日で国内在住外国人の5名（東京在住フランス人1名・松本在住米国人2名・乗
鞍在住米国人2名）を招聘した体験モニターツアーを実施。参加者のフィードバック
から、各種改善点の洗い出しを実施。

 結果：
○プログラム全体として、オリジナリティと食について概ね好評価。
○プログラムの付加価値向上に資する“導入（オリエンテーション）”の必要性が判明。
○杣人体験は「トレッキング」として販売するのであれば、体験内容についてもう少しハード

な方が良いとの意見。
○ガイドは、ホスピタリティや表現力に対する評価は高かったが、知識や語学力ついてはさ

らなる向上が必要。
○価格帯に関してはより付加価値をつけて販売するべきとの意見。

 考察：
○プログラム参加時にオリエンテーションを効果的に行うことが重要。
（単なる体験ではなく、体験ストーリーを伝えた上で体験してもらうことが重要）

○欧米系ターゲットはアクティブな体験欲求に応えることが付加価値向上に繋がり、併せて
紹介する言葉選びは重要なため、その点を配慮してコンテンツ名を考える必要。

○ガイドの質・コンテンツの満足度のさらなる向上策として、英語案内のトークスクリプトや
解説シート等のツールの検討が必要。

○価格に見合う付加価値を事前に訴求することで、参加満足度が向上し、口コミでの
プロモーションが可能。また、事前の付加価値訴求について継続して検討、実施する
ことにより、実売に繋げることが必要。
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C. 主な取組

●取組：冬季コンテンツ（【商品名】 Mountain-LIFE culture in winter 
Experience（仮））テストモニター実施

 実施内容：プログラムの実施検討のために、外国人目線での監修も入れなが
らコンテンツの実施テスト2020年1月22日～23日にて乗鞍在住米国人1名
を招聘。外国人目線での価値付けやプログラムのオペレーション等を確認。

 結果：
○コンテンツ自体に関する評価は概ね好評。
○体験の付加価値を高めるためには地域の自然や歴史・文化の「語り部」がいる

ことが望ましく、語り部から得られるより深い情報や「雰囲気」に付加価値が生ま
れるということが判明。

○農家の巻き込みは、本業ではない観光事業に協力するメリット（利益）を明
確にしなければ協力体制が得られないため、今年度は畑をもっている飲食事業
者に協力を依頼して実施。

○プロモーションは、単なる「癒し」ではなく、日本文化体験×五感を使った冬のア
クティビティをテーマにプログラム名称・キーメッセージを設計していくことが重要。

 考察：
○料理やスノーシューといった既存体験に、日本的な雰囲気（囲炉裏やわかんじ

き）を加えることで、特に欧米人にとっては雰囲気そのものが価値になりうる。
雰囲気に加えて、地域の明確な情報（歴史・文化・人々の暮らし）を伝えること
で、さらに価値が向上。

○地域事業者との連携にあたっては、連携事業者が実利としてどの程度の収益が
見込めるかも含めた交渉が必要。

○囲炉裏ディナーでのにおいや炭が燃える音、わかんじき体験での雪を踏む感触な
ど、「五感」を使って癒しを表現することは訪日外国人向けに有効 。

●取組：Google広告を活用した需要調査

 実施内容：訪日外国人にとって、「旅先での癒し」のニーズ/ファクトがどこにあるのかを
探るため、開発したプログラム案から訴求できると考えられる素材を抽出し、2020年1
月9日～24日の期間で検索連動型広告およびGDN（バナー広告）を配信した結
果から分析・考察を実施。

 結果：
○検索連動型広告：表示回数1,182,395／クリック数4,360／

クリック率0.37%
○GDN広告：表示回数4,149,463／クリック数59,413／

クリック率1.43%
○合計：表示回数5,331,858／クリック数63,773／

クリック率1.20%
 考察：
○「食」「リラックス」「癒し」「自然体験」等の検索行動をしている層にとって、星と月のレス
トランや五感を使った自然体験等は訴求力が高い。

○「アウトドアファン層」「ライフスタイル志向」「グルメ好き層」にはテントのビジュアル（テント
サウナ・星と月のレストラン）等の分かりやすいアウトドアの画像は訴求力が高い。

○「食」への欲求が高いと考えられるドイツ・フランスでは「食」と「△△（relax・五感な
ど）」と掛け合わせた訴求が効果的。

○シンガポールへの訴求はNature Night RestaurantやNature Experience等 、
分かりやすさを重視することが重要。

○オランダへの訴求は、 「日本の国立公園」や「Japanese Alps」「日本の山岳」を訴求
することで、行動喚起につながる。

○“五感を使って”、“食”や“自然”“日本の国立公園”等の訴求が「癒し」をテーマにした
プログラム訴求としては有効。
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【今後に活かしたい知見】
 観光における「癒し」のコンテンツを造成する上で、自然や文化等と組み合わせた“五感を使った体験”・“自然との一体化を感じられる体験”といったストーリーの組み立てが

必要。加えて、体を動かすだけでなく、ゆっくりとお湯に浸かる“温泉”というファクトや“地元ならではの食”というファクトが加わることにより、体験の価値が向上し、「結果として
癒される」商品の造成に寄与。

 食（Gastronomy）への欲求はネット上での検索行動が高い。食と自然体験を組み合わせたプログラムは需要性が高く、またそのストーリーは「癒し」をテーマとしたコンテン
ツにも紐付く。

 プログラム商品の造成にあたっては、地域経済の還元の観点から、なるべく多くの地元関係者の協力を得ることが必要。一方、ボランティア的な協力打診だと協力を得ること
が困難。つまり、企画の面白さも去ることながら、受入が現実的に可能なオペレーションフローの提示とともに、実利としてどの程度の収益が見込めるかも含めた交渉が必要。

 閑散期（当エリアでは6月・11月）は、地域内の連携事業者が休暇に入るためプログラムの催行自体が困難。プログラム造成の段階で、受入環境をきちんと確認し、開
催時期を決定していくことが必要。

 国立公園内で「癒し」をテーマにしたコンテンツ造成を行う際は、国立公園を管轄する環境省との連絡調整が不可欠であり、特に自然公園法に則った形での商品提供が必
須。グランピング等の実施については、工作物の設置等を伴うため、自然公園法を順守したうえで販売をすることが必要。一方、ガイドが付帯するコンテンツは、国立公園の
環境保全の観点から推奨される傾向があり、ガイドとともに実施する体験は価値の向上にも寄与するため、国立公園活用の手法としては有効。

 屋外コンテンツのテントサウナの実施を検討する場合、早めに管轄の保健所に届け出ることを推奨。

 当エリアのようにアクセス環境が整っていない地域での着地型コンテンツ販売については、交通部分も含めた商品販売か、エリアまで自力で来てもらうかの選択肢となる。前
者の場合は交通や宿泊を伴う旅行商品であることから旅行業の課題があるため、今回は後者の方法で実施しているが、FAMツアーやモニターツアーでのフィードバックより、
自力で来てもらうための明瞭なアクセス方法の表示は必要不可欠であると判明。特に、Google MAPやWEBサイト上での分かりやすい表示、動画での具体的な説明等を
組み合わせて、体験者が迷いなくエリア訪問ができるようなツールを用意することが必要。

D. 事業によって得られた知見
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【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＞

 「癒し」をテーマにした観光プログラム造成において、旅先での「癒し」は、何かをした結果として癒されるという副次的な

ものであり、「癒し」を前面に出してコンテンツ造成をすることは困難。プログラム全体として、自然を五感で感じることや、

地元ガイドのホスピタリティ、文化的・歴史的な背景まで深堀した体験、そして温泉といったいくつかの要素を複合的に

組み合わせてストーリー設計をすることで、結果として「癒された」「リラックスできた」という幸福感を提供できる工夫が必要。

 コンテンツストーリーを伝える手段としては、旅前情報源としてのWEBサイトあるいは動画等のツールを活用し、コンテンツ

のコンセプトや内容をある程度理解してもらうこと、プログラム参加時のオリエンテーション（導入）部分できちんとコンテン

ツの背景やテーマを伝えることで、付加価値が得られ、体験者の満足度も向上。

 コンテンツのブラッシュアップにおいては、外国人の目線で一度体験の機会をつくることを推奨。プロダクトアウト発想に

なりがちな詳細な部分についてもアドバイスをもらうことで、気付きや改善点とともに、ストーリー設計のヒントが見える。

 アクセス環境が悪いエリアであればGoogle MAPへの掲載やWEBサイト・動画コンテンツ等での事前案内をしっかりとすることが必要。

＜コンテンツの販売・PR＞

 Google広告配信調査では、国別にクリック率の差異は見られるものの、「癒し」「食」「五感を使う」等のビジュアルやキーワードには一定の反応があったため、国別にコンテンツ
を変えるのではなく、「癒し」「食」「五感を使う」等のストーリーからコンテンツを組み立て、それらのキーワードにより反応する国にプロモートする方が効率的。

 松本市内を訪問している訪日外国人の主な情報源として「友人・家族からの紹介」や「オンライン上でのレビュー(口コミ）」等が5割程度となっており、大々的に海外にプロモ
ートするよりも国内在住の外国人等にアプローチし、実際に体験してもらったレビューを蓄積していくことも有効。

 海外FAMツアーでのフィードバックより、特にアジア圏はオールインクルードされた商品を好む傾向にあり、造成する着地型商品は宿泊施設のプラン組込みで販売（宿泊施設
でも独自販売が可能な体制で実施する）することも必要。

 旅ナカ情報源として、現地PRも必要であり、その方法として地域内事業者との連携および周辺観光施設との連携したPRも効果的。

 旅マエ情報源として、口コミやレビュー等が効果的であることがアンケート調査から明らかになっており、併せてインターネット上の施策としてパブリシティや広告等を活用して情報
露出を図ることも必要。

＜ステークホルダーとの連携＞

 イベント的な取組ではなく、恒常的に提供されるコンテンツの場合、人材確保の観点等よりステークホルダーとの連携が難しくなるため、事業者が自社事業として実施している
コンテンツ内容を上手く活用しながら新規コンテンツに組み込むことが必要。

 コンテンツ全体でのマネタイズが必要であるため、ステークホルダーの価格を下げるのではなく、ストーリーの明確化による価値の向上を図ることが必要。

＜コンテンツの必須構成要素＞

 五感を刺激するアクティビティ

 「癒し」を訴求するためのプログラムのストーリー設計および参加時のオリエンテーション

 コンテンツ実施における地元事業者・地元住民（ガイド・宿泊施設・料理等）との協力・連携

D. 事業によって得られた知見
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コンセプトストーリー（案）

癒し 中部山岳国立公園の自然の癒し×食体験「EV ツーリズム」推進事業



癒し

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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 恒常的なプラン販売に向けた受入体制の構築。
⇒ 特に8月や10月の紅葉シーズンはガイドも自社事業で手一杯になる時期であるため、予め設定日を設ける等の対応をし、ガイドアサインを確実にする

ことで集客確保につなげていく。
 プロモーション費用・コンテンツブラッシュアップ費用の捻出。

⇒ 実売に向け、旅マエ情報に本プログラムを認知してもらうため、ネット広告を中心としたプロモーションや旅ナカ情報としてのポスター・チラシ等の制作が必要。
それらの予算は地域DMOとしてのプロモーション予算費に組み込み、基礎自治体である松本市とも連携しながら推進予定。

戦略立案
企画改善

（一社）松本市アルプス山岳郷
（株)信州未来づくりカンパニー

コンテンツ
提供

宿泊事業者、リトルピークス
株)信州未来づくりカンパニー
ペンションテンガロンハット

現地ガイド
リトルピークス
地域住民

PR・販促
【旅前】 WEBサイト・パブリシティ・SNS
【旅中】 WEBサイト
【旅後】WEBサイト・クチコミ

予約・販売
宿泊事業者
コンテンツ提供事業者

二次交通
アルピコ交通
レンタカー

中部山岳国立公園の自然の癒し×食体験「EV ツーリズム」推進事業



一般社団法人 日本未来農業研究会

e-Tanada 構想“和み” ～棚田で体感 和の文化～ 事業

癒し事業

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



 TANADA -Terraced rice fields & Japanese culture tour
exclusive local lunch and more...

 佐世保駅発着の日帰りツアー

 次のプランを造成

 棚田の絶景で食べる地域食材等を生かした特別ランチ

 棚田で餅つき、藁ベッド体験、散策等の農村体験

 棚田で真剣切り体験、和太鼓鑑賞・演奏体験

 近隣エリアにおける本陣跡や酒蔵の見学・試飲

 甲冑着付け体験とお寺散策（オプション）

 棚田で生産したお米販売、近隣エリアの名物の灯篭の販売等も合わせて実施（別料金）

e-Tanada 構想“和み” ～棚田で体感 和の文化～ 事業

 佐世保市鹿町町は、江戸時代から続く米どころであり、西海国立公園九十九島の島々（世界で最も美しい湾クラブに加盟）を眺めることができ
る棚田が存在。

 しかし、農業従事者の高齢化、担い手不足の課題を抱えているほか、観光資源としての活用は極めて限定的。
 棚田を維持していくための収益源を確保するために、棚田をメインフィールドとした高付加価値ツアーを造成。

構成団体：(一社) 日本未来農業研究会、(株)親和銀行

癒し

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

棚田に様々な“e”を頭文字とした意味（entertainment/eat/ease/ecology/e-X）を込めた“e-Tanada”というコンセプトを設定。佐世保市鹿町町の

棚田をメインフィールドとし、棚田を核としたコンテンツ（地産食材を使った伝統料理や郷土料理を棚田の中で食べる特別なランチ体験、地域住民と
の交流、棚田での癒し空間）を中心に、日本文化体験（酒蔵、甲冑着付け、真剣切り等）も提供する高付加価値ツアーを造成。

 棚田から見る九十九島北部の景色
 棚田の絶景、田園の中で食べる地産食

材による郷土料理
 餅つきや和太鼓等の地域文化体験、真

剣切り・甲冑体験・酒蔵見学等の日本
文化体験、地域住民との交流

コンテンツの
核となるもの

 米国
（佐世保米軍基地等の米国関連施設
とその周辺産業に就業している佐世保市
等在住の米国人、その家族や友人な
ど）

想定
ターゲット

絶景の中で癒しの時間 日本文化体験・交流棚田で特別なランチ
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●取組：モニターツアー（計2回）

 実施内容：造成したコンテンツの満足度、オペレーションの課題などを把握
するためのモニターツアーを開催。参加者に対し、アンケート調査を実施。

○第1回：2019年11月9日（参加者：米国人10名）
○第2回：2019年11月23日（参加者：米国人10名）

 結果：棚田をメインフィールドとしたコ
ンテンツが、参加者に癒しを提供し、
高付加価値のツアーとして組成できる
ことが判明。（癒しに対する満足度に
ついてポジティブな回答が10割）

 考察：日本文化より棚田でのコンテ
ンツに関心が高い。本ツアーの許容価
格は181ドル～230ドル。地域住民と
の交流は満足度向上の大きな要因。

●取組：試行ツアー

 実施内容：造成した商品について、実際に販売を行い、市場に受け入れ
られるかどうかを検証。参加者に対し、アンケート調査を実施。
○催行日：2020年1月11日（参加者：米国人7名（内、子ども4名））

○集 客：PRチラシの配布（外国人等が利用するホテル、
自治体の観光部署等）、
OTA（Viator）での販売

 結果：集客目標8名に対して7人参加
ツアー収入90,000円、物販7,000円

 考察：11月に開催したモニター参加者が、有
料でリピートしてもらうなど、外国人にとって、本
商品の満足度は高いことが判明。また、各体験
について、スムーズな運営を行うためには、英語
の案内表示等を充実させることも重要。

●取組：コンテンツ造成・オペレーション体制の確立

 実施内容：モニターツアーの開催に向けて、①コンテンツの造成、②オペレー
ション体制を確立。（課題整理／コンテンツ検討・造成／地域住民やボラ
ンティアなどスタッフの確保・調整 等）

 結果：
○コンテンツの造成

（メインコンテンツ）棚田でのランチ、棚田での
日本文化や農村体験、くつろぎ空間の演出

（サブコンテンツ）酒蔵見学、日本酒試飲
甲冑着付け体験

○オペレーション体制の確立
（運営スタッフ、通訳等を確保）

 考察：雨天時のバックアッププラン、
及びトイレの整備について要検討。

【商品名】TANADA -Terraced rice fields & Japanese culture tour 

 概要・特徴：棚田を活用し、絶景の中で食べる地域食材を生かした特別
なランチと地域住民との交流、棚田での癒し空間を提供する高付加価値
体験ツアー。地域住民との郷土料理の創作体験、棚田散策等を提供。

 主な工夫点：佐世保日米協会事務局等にご協力いただき、佐世保市在
住の米国人の集客を可能とし、通訳や運営スタッフは地域住民に担っても
らうことで、地域への波及と継続性を図った。

○多言語対応：英語、日本語
○価格 ：12,000円
○想定ﾀｰｹﾞｯﾄ：在日米軍関係者
○提供時期 ：通年
○所要時間 ：7時間

C. 主な造成コンテンツと取組

e-Tanada 構想“和み” ～棚田で体感 和の文化～ 事業癒し
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e-Tanada 構想“和み” ～棚田で体感 和の文化～ 事業癒し

C. 主な造成コンテンツと取組 試行ツアーで配布したツアーチラシ



【今後に活かしたい知見】

 地域住民との交流がある体験アクティビティは、各地域の特色を出せる差別化要素となり、外国人モニターから高評価。

（例：地域の方による調理、地域の子どもたちの和太鼓演奏の鑑賞と演奏体験、餅つき体験、かっぽ豚作り体験、藁で作ったベッド体験）

 事業の実施主体や構成団体に加え、地域の協力体制の確立が必要。

（例：調理スタッフ、イベント運営サポートスタッフ、通訳スタッフ）

 米国人向けのツアーについては、目安のスケジュールを事前に準備する必要はあるが、そのスケジュールに固執せず、ツアー当日のお客様の状況や要望で柔軟に

対応する方が有効。

（例：棚田で過ごす時間自体が“癒し”の価値提供と定義し、行程内に自由時間も設け、棚田のメインフィールドにおいて、参加者が思い思いの癒しの

時間を過ごせるようなツアーを造成。）

【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＞

 ターゲットが求めるコンテンツは「日本文化(日常の体験を含む)の体験」。これがターゲットにとって「非日常」であることを認識した上でコンテンツを開発することが

重要。

 満足度の高いコンテンツ造成には、その土地の本当の強みを吟味しコンテンツ化することが重要。

 棚田など農村における体験アクティビティ商品の開発においては、ターゲットや季節に応じた、地域ならではの料理メニューや体験アクティビティ内容となるよう、

継続的な検討・改善をし、常に新鮮なコンテンツであることが重要。

＜コンテンツの販売・PR＞

 ターゲットの口コミは重要な宣伝となるため、独自アカウントの開設を行い、魅力的な観光コンテンツの投稿、またハッシュタグの選定をし、体験したターゲットが

口コミで広げやすい基盤を整えることが重要。

 ターゲットの設定と、そのターゲット層を有する旅行代理店などの開拓・提携が重要。

＜ステークホルダーとの連携＞

 地域において、幅広い人的ネットワークを有する地方銀行や地方自治体との連携を通じて、ステークホルダーの開拓を進めることも効果的。（当事業の構成団体
であり、長崎県の地域金融機関である親和銀行を通じて、事業運営に必要な各種提携先（太鼓演奏実践者、甲冑体験実践者等）や佐世保日米協会事
務局等を紹介してもらうことで、効率的に事業運営をすることができた。）

＜コンテンツの必須構成要素＞

 棚田の絶景＋地域ならではの食事＋農村体験（竹を使った料理、竹皿づくりや、餅つきなど）、その他日本文化体験（甲冑、真剣、酒蔵、和太鼓）。

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

F. 今後の事業の展望
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ビジネスモデル図（現時点案） 事業実施体制（現時点案）

実現に向けた課題と対応方針

 今回、実施した棚田は、通常、稲作をしているため、通年で催行するには、場所の変更（レイアウトの再検討）が必要。
⇒ 地域の利害関係者（棚田の地主や、近隣住民）と協議中であり、2020年3月末までに決定。

 同行通訳について、各通訳者の品質の均一化が必要。
⇒現地ガイドが話す内容を事前に確認して、通訳者に事前準備を徹底させたり、既存の英語版パンフレットなどを、参加者に配布するなどして対応。

 佐世保市や近隣地域在住の米国人及び米国本国も含めた家族や友人に対する誘客、ツアー参加者を基点としたクチコミ波及が重要
⇒在住米国人コミュニティとの関係構築や「一生に一度の体験」という品質にこだわったコンテンツ提供を行う

 本ツアー商品の日本人への販売展開。
⇒まずは、国内のOTAを活用して販売を行うこととし、その催行日や料金など詳細検討を2020年度に実施。

 今後、棚田を活用した様々なツアーなど旅行商品を企画・催行するため、本事業の主体である日本未来農業研究会における旅行業資格の取得。
⇒日本未来農業研究会にて、 2020年度中に第三種旅行業を取得予定。

戦略立案
企画改善

• 日本未来農業研究会
• ＶＩＳＩＴ九州

コンテンツ
提供

• 日本未来農業研究会
• 松永日本刀剣鍛錬所（真剣試切）

• 観櫻火宴実行委員会（甲冑）

• 江迎龍王太鼓保存会（太鼓）

現地ガイド • 各体験コンテンツ提供元

PR・販促
• 日本未来農業研究会
• 佐世保観光コンベンション協会 等

予約・販売
• 佐世保観光コンベンション協会
• ＶＩＳＩＴ九州 等

二次交通 • 地域交通事業者(大紘産業など)


