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Serviced Apartment Package
マウンテンサイド白馬での宿泊、ナイトカヌー、MTB体験を合わせた１泊2日のパッケージプラン（1人18万円）

• 宿泊施設：Mountain Side Hakuba（高級サービスアパートメント）
• アクティビティ：ナイトカヌー及びMTB

Hiking and Hotel Package
コートヤードバイマリオット白馬での宿泊に、英語でのプライベートハイキングを付けたプラン（1人10万円）

• 宿泊施設：コートヤードバイマリオット白馬（マリオット・インターナショナル傘下のホテル）
• アクティビティ：プライベートトレッキング

Cycling and Hotel Package
コートヤードバイマリオット白馬での宿泊に、英語でのマウンテンバイク体験を付けたプラン（1人10万円）

• 宿泊施設：コートヤードバイマリオット白馬（マリオット・インターナショナル傘下のホテル）
• アクティビティ：プライベートMTBレッスン

「白馬村 スノーリゾートオフシーズン活用 x 富裕層集客」 施策事業

• 国内スキー人口の減少により日本人観光客の来訪者数が減少する一方、オーストラリア人を中心に外国人観光客の来訪者数は増加傾向。
• しかし、冬季に需要が集中し、オフシーズン（夏季）に外国人観光客を誘致できていないため、宿泊施設やガイド等の観光産業従事者の雇用

が不安定。
• 世界的な”マウンテンリゾート”を目指すため、オフシーズンにおいても外国人観光客に訴求するコンテンツを開発。

領域2

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

• プライベートガイドのついた、グリーンシーズンの
自然を活用した本格的な体験コンテンツ

• 高級ブランドホテルの活用

コンテンツの
核となるもの

• 夏のﾏｳﾝﾃﾝﾘｿﾞｰﾄを好むｵｰｽﾄﾗﾘｱ人
• 欧米、都市部ｱｼﾞｱ（香港、ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ）
• 白馬（白馬周辺含む）を訪れている又は訪
れる予定の富裕層（ｱｼﾞｱ（主に台湾、香
港）やｱﾒﾘｶ人を中心）

想定
ターゲット

Mountain Side Hakuba マウンテンバイク ナイトカヌー

• ハイキング、マウンテンバイクといった地域資源を活かした夏季に楽しめるコンテンツを外国人観光客向けに磨き上げ、“宿泊”“送迎”等を含めたパッ
ケージ商品として造成。さらに、顧客のニーズに応じて単体の既存アクティビティ商品(SUP、カヤック、熱気球等)を組み合わせることができるようにし、
通年型のマウンテンリゾートに相応しい多様なコンテンツサービスを提供。

構成団体：（一社）白馬村観光局（地域DMO）、(株)Voyagin、白馬観光開発(株)、白馬ライオンアドベンチャー(株)、EVERGREEN OUTDOOR CENTER、
The Hakuba Company(株)、森トラスト（株）



「白馬村 スノーリゾートオフシーズン活用 x 富裕層集客」 施策事業分野

C. 主な造成コンテンツと取組

【商品名】Night Canoeing with Sake and Snacks on Lake Aoki in Hakuba
（概要・特徴）
青木湖にて貸切のプライベートカヌーで星空の下でのレイククルーズ。季節ごと地元
の食材で作られた軽食と酒（地元のビール・地酒）を楽しみつつ、星空とそれを移
す湖畔の上下の星を眺める。英語または中国語を話すガイドから地元の歴史を学
ぶ。

●主な工夫点：夜間の活用、地元の食材による軽食・酒の提供。
大規模なインフラ投資なしで、カヌーに白布をかけるのみで高級感を演出。

• 多言語対応 ：英語、中国語
• 価格 ：1艇65,000円
• 想定ﾀｰｹﾞｯﾄ ：富裕層
• 提供時期 ：8月下旬から11月中旬
• 所要時間 ：2時間
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【商品名】Hakuba Valley Mountain Bike Fun Ride
（概要・特徴）
初心者から中上級者まで、様々なレベルに対応しているマウンテンバイク体験。最
初の30分間はレベルの確認や、それに合った乗り方のレクチャーを受けられるので、
安心して参加する事が可能。
壮大な北アルプスに囲まれた白馬にて、その湖畔や里山を探索する事が可能。

●主な工夫点：白馬駅もしくは白馬村内ホテルまでの送迎サービス。
英語のプライベートガイドを付けることで、動植物や地形・地層といった地域の自然
や日本の歴史・文化に関する情報の解説が可能。

• 多言語対応 ：英語
• 価格 ：大人5,250円、子ども4,200円
• 想定ﾀｰｹﾞｯﾄ ：自然関心の高い欧米豪
• 提供時期 ：4月下旬から11月上旬
• 所要時間 ：2.5時間

●取組：コンテンツ造成
（概要）体験型コンテンツ販売に知見のあるOTA事業者と、現地事業者が
協議、実際のオペレーションの確認を行いながら、自然体験を好むユーザー
向けにプライベートガイド付きトレッキング、プライベートガイド付きMTBを造成
。更に夜間の活用としてナイトカヌーを造成。加えて、それらのコンテンツと宿
泊をパッケージにしたプランを造成。

• 結果： 現地事業者との協議を行い、新規コンテンツを3件と、それらと宿
泊を組み合わせパッケージプラン3点を造成。

• 考察：インバウンド向けの商品造成にあたり、現地でオペレーションを1つ
1つ確認することで、コストをかけずにインバウンド向けの商品に変更するこ
とや、現地事業者の不安の払拭につながり、今回の商品造成に至った。

【商品名】Hakuba Hiking — Half-Day Guided or Self-Guided Tours
（概要・特徴）
その地域の、動植物、地形・地層といった自然に興味・関心を有する外国人観光
客を対象とし、英語ガイドをつけた体験。栂池高原コースと八方尾根コースから選
択可能で、ハイキング中でのお弁当や、ハイキング後の温泉入浴もセット。

●主な工夫点：プライベートツアーに対応しているため、開始時間や所要時間など
をゲストのオーダーに応じてアレンジ可能。
英語のプライベートガイドによる、動植物や地形・地層といった地域の自然や日本
の歴史・文化に関する情報の解説が可能。

• 多言語対応 ：英語
• 価格 ：56,675円（1グループ当たり。10名まで同料金。）
• 想定ﾀｰｹﾞｯﾄ ：自然関心の高い欧米豪
• 提供時期 ：4月下旬から11月上旬
• 所要時間 ：4時間



「白馬村 スノーリゾートオフシーズン活用 x 富裕層集客」 施策事業分野

C. 主な造成コンテンツと取組

●取組：プロモーション・販売促進
（概要）コンテンツの販売ページへの誘因を行い、販売の促進を行うため、欧
米豪を中心とした、各種プロモーションを実施。

リスティング広告：Googleにて検索キーワードに応じて検索結果に表示され
る広告を実施。
Relux：高級宿泊サイトのReluxの中国・台湾・韓国の顧客基盤に対してメ
ール配信を実施。
Facebook広告：Facebookにてタイムラインに表示される広告を実施。動画
での訴求を実施。
アプリケーション記事作成：冬季期間中のプロモーションとして白馬観光局
の運営するHakuba Valleyへ記事を掲載。
チラシ・ポスターの設置：白馬村内・近隣のホテル・施設にチラシ・ポスターを
設置。
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●取組：アンケート調査、ヒアリング調査
（概要）新規コンテンツ及びグランピング購入者に対してアンケート調査を
実施し、コンテンツの更なる磨きあげのための分析を実施。また、グリーンシー
ズンの白馬村の来訪者に対してヒアリング調査を実施し、来訪動機や滞在
内容などを分析。

• 結果： コンテンツ購入者計5組（新規造成コンテンツは1組）に対し
てアンケート調査を実施。また、白馬来訪者20名に対してヒアリング調
査を実施。

• 考察：グリーンシーズンの白馬来訪者のほとんどが、スキーシーズンの
来訪経験者のため、スキーシーズン来訪経験者へのアプローチが有効。
また、本格的なマウンテンバイクの体験や、リラックスした滞在といった、
多様なニーズに応じたコンテンツの磨きあげが必要。

• 結果：Facebookでの広告、Reluxでの広告配
信が多くのPV数があり、コメントも高評価。一方、
リスティング広告でのPV数が伸びなかったことや、
現地向けのアプリケーション記事や、チラシ・ポス
ターからの流入はほとんどなかった。

• 考察：Facebook、Reluxの広告のPV数が高かっ
たことから、動画を活用した訴求や、コンテンツに
対して親和性の高い顧客層への配信が有効。
一方、リスティング広告は、夏の白馬の認知が高
まってからの実施でなければ効果が薄かったもの
と推測。また、アプリケーション記事やチラシ・ポス
ターについてはユーザー側からのアクションが必要
なPull型広告のため、PV数が伸びなかったものと
推測。

●取組：体験コンテンツ販売
（概要）オンライン体験コンテンツ販売サイトVoyaginにて白馬村特集ペー
ジを作成。あわせて、各個別の体験コンテンツの販売ページを作成。なお、
自由にパッケージプランとオプションを組み合わせることが可能。

• 結果： Voyaginサイトから新規コンテンツを含むパ
ッケージプランの予約・販売実績が発生。
販売ページPV数：
欧米豪：約21,000PV、中華圏：約8,000PV

• 考察：点在する情報を集約することで、地域とし
ての認知度向上、販売促進に寄与。また、中華
圏のPV数が欧米豪の半分弱程度はあり、自然体
験に興味を持つアジア層が一定程度いることが判
明。



【今後に活かしたい知見】
• 事業者が現在提供している体験内容（日本人向け含む）とリソースを踏まえ、外国人観光客目線で新規体験を企画することで、販売への確度が向上することが判明。
• 体験者のアンケート結果から夏の白馬には、“リラックス”“自然を体感したい”という静的なニーズや、“アクティブなコンテンツを楽しみたい”“本格的なマウンテンバイクコースを楽しみたい”という動的・

専門的なニーズのように多様な目的を有する外国人観光客が訪れることが示された。スノーリゾートにおけるグリーンシーズンの活用については、一般観光客向けに多様なアクティビティを用意する
とともに、一部、本格指向の観光客向けに尖ったコンテンツを造成するなど、多様な過ごし方の提案が必要。

• 自然系体験アクティビティの高付加価値化にはその土地の自然や地形・歴史について英語ないし多言語で説明できる質の高いガイドが必須。今回の事業においても、トレッキングやMTBにおいて
質の高いガイドの確保に注力したが、予約が入ったものの、ガイドの日程が合わず、残念ながらキャンセルとなったケースも存在。旅ナカ需要を取り込む為には、質の高いガイドが数多く存在し、旅
ナカの急な予約にも対応できる体制確立が重要。ガイド育成には長い時間と労力が必要となるので、長期的目線で継続的な投資・取り組みが必要。

• 体験購入者へのアンケート調査及び白馬来訪者へのヒアリング調査から、グリーンシーズンに訪れているゲストの多くは冬の白馬も訪れていることが判明。既に数十万人が訪れている冬の白馬の
旅行客に対して、グリーンシーズンの白馬をPRすることは効率的かつ有効と推測。

【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＞
• 時間帯やインフラのアレンジによる最小限のリソースでの新規体験の造成

事業者の既存リソースを活用し、アイデアを加えてアレンジすることで、地方の大きな課題であるインフラ投資問題をクリアし、最小限のリソースで魅力的な新規体験の企画が可能。
＜コンテンツの販売・PR＞
• スノーリゾートにおけるグリーンシーズンの効果的なプロモーション戦略

夏の白馬に訪れている外国人観光客の多くが、冬の白馬を訪れているため、冬季に訪れている外国人観光客に対し、夏のマウンテンリゾートについてプロモーションすることが有効。
• OTAサイトに誘引するPR戦略が有効

外国人個人旅行客をターゲットと設定した場合、OTAサイトに商品を掲載し、WEBで商品を探す人への購買導線を用意、WEBプロモーションと直結させることで、旅中でのニーズに応じた、直前で
の販売が可能。

＜ステークホルダーとの連携＞
• OTAとの連携

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など）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。

＜コンテンツの必須構成要素＞
地域資源を活用したコンテンツ×外国人観光客目線での磨き上げ×二次交通の付帯
• 地域資源を活用したコンテンツ：外国人観光客を地方の観光地に呼び込むために、その地域でしか体験できない要素を含み、商品を企画する必要。
• 外国人観光客目線での体験コンテンツの磨き上げ：地方の事業者の体験は日本人向けに企画されたものが多いため、外国人観光客に向けて提供するには外国人目線での磨き上げを行う必

要。
• 二次交通を含んだコンテンツ販売：地方の代表的な課題である二次交通手段の確保を乗り越えるため、体験パッケージの内容に交通を含め、造成する必要。

D. 事業によって得られた示唆
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「白馬村 スノーリゾートオフシーズン活用 x 富裕層集客」 施策事業領域2



「白馬村 スノーリゾートオフシーズン活用 x 富裕層集客」 施策事業領域2

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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• 【体験造成】 アジア圏を意識した体験造成。
⇒ 振り返りを更に精緻化し、欧米豪向けコンテンツの磨き上げに加え、アジア向け新規コンテンツ造成の方向性を導出。欧米豪・アジア外国人プロフェショナルを派遣し、事

業者との協議、コンテンツ案の企画を実施。
• 【PR】 継続的な知名度の向上。

⇒ まだグリーンシーズンの白馬認知度は低く、外国人観光客に知られていない。認知度向上とブランド確立のためには、長期的なPRが必要。事業終了後の冬季も継続し
てグリーンシーズンのPRを行う必要。

• 【体験造成】 ガイド確保・育成による体制強化。
⇒ 自然系体験アクティビティの高付加価値化には、その土地の自然や地形・歴史について英語ないし多言語で説明できる質の高いガイドを確保・育成するとともに、旅ナカ
需要に対応できる体制を構築する必要があるため、その方策について検討・実行が必要。

戦略立案
企画改善

• ①白馬村観光局
• ②Voyagin

コンテンツ
提供

• 白馬観光開発
• 八方尾根
• Ever Green
• ライオンアドベンチャー

現地ガイド • Ever Green

PR・販促 • Voyagin
• 地元宿泊施設 etc…

予約・販売 • Voyagin
• 他海外OTA、海外旅行代理店

二次交通 • アルピコ交通
• 濃飛バス



長良川温泉泊覧会実行委員会

長良川河畔の鵜飼文化・自然景観を活用した
新たな観光体験創出事業

高付加価値化事業

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



長良川鵜飼桟敷 River gallery to meet a geisha
ユニークべニューである桟敷からの鵜飼観覧
お座敷遊び等の文化体験
長良川の天然鮎等の地域食材を楽しめる食事

長良川文化を味わう体験型高付加価値ツアー
通訳ガイド付きまちあるきツアー（長良川流域に関する歴史や鵜飼について詳しく紹介）
提灯・和傘づくり等の文化体験

長良川河畔の鵜飼文化・自然景観を活用した新たな観光体験創出事業

1300年以上続く伝統漁法である「長良川鵜飼」は、毎年10万人を集客する観光資源。
しかし、豪雨災害の被害を受けやすく失客リスクを抱えているほか、外国人観光客の消費を促進するコンテンツが限定的。
消費機会の拡大を図るため、既存の船からの観覧に加え、高単価な桟敷席からの観覧、長良川の文化を味わうことのできるガイドツアーを造成。

構成団体：長良川温泉泊覧会実行委員会、NPO法人ORGAN（地域連携DMO）、長良川リバーエスケープLLP

高付加価値化

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

長良川観光の中心的な資源である「長良川鵜飼」を、従来からの楽しみ方である観覧船以外でも楽しめるコンテンツとするために、高付加価値化
した「桟敷席」を新たに造成。また、当該地への来訪者が「長良川鵜飼」を単に「鑑賞」して終わるのではなく、鵜飼と共に生きる街の生活・文化の
魅力を認知し体感するために、街中に点在する文化体験や鵜飼屋周辺の街歩き等をパッケージ化したツアーを造成。

ぎふ長良川の鵜飼
鵜飼を始めとした長良川流域の自然・
文化的景観、体験

コンテンツの
核となるもの

長良川温泉に宿泊している外国人個人
客（FIT）
中部圏の人気エリアを訪れる外国人個人
客（FIT）

想定
ターゲット

募集用チラシ 桟敷 高付加価値ツアー



●取組：桟敷の設計
実施内容：長良川の景観に溶け込み、かつ安全に利用可能な桟敷を
設計。デザインからはじまり周辺エリアやステークホルダーとの合意形成、
連携体制の構築を経て桟敷の設置を実施。河川法に基づく河川空間
使用許可の取得にあたって、国土交通省木曽川上流河川事務所と調
整し、河川利用の基準に基づく桟敷の設置・保管となるよう検証を実施。

C. 主な造成コンテンツと取組

【商品名】長良川鵜飼桟敷 River gallery to meet a geisha
概要・特徴： 毎年5月11日から10月15日まで「長良川鵜飼」が開催さ
れる長良川河畔に桟敷席を設置。これまで「船」で見ることが一般的だっ
たた「長良川鵜飼」を「桟敷」からも観覧可能とした。さらに、桟敷には、
食事だけでなく、お座敷遊び等の高付加価値な文化体験も楽しめる空
間を創出。
主な工夫点：桟敷というオープンな環境で鵜飼を観覧することで、観覧
船特有の閉鎖性と冗長性が排除できるとともに、お座敷遊びやその他文
化体験との親和性も高い、高付加価値化が狙えるコンテンツとした。

〇多言語対応：言語 英語
対応

〇価格 ：13,500円
〇想定ﾀｰｹﾞｯﾄ：訪日個人客
〇提供時期 ：例年5/11-10/15
〇所要時間 ：約3時間

●取組：長良川鵜飼桟敷における体験コンテンツの造成

実施内容：長良川河畔に設置した桟敷を核に、鵜飼やお座敷遊びなど
の文化体験、食文化など「長良川流域らしさ」をトータルに体験できる商品
を造成。行程は、食事～鵜飼観覧～お座敷遊びという流れ。
結果：桟敷における高付加価値な体験コンテンツを提供するため、各コ
ンテンツにおいて、適切な事業者を選定し、連携できる体制を構築。

〇「お座敷遊び」は、岐阜に拠点を置く芸妓団体２団体と連携。
〇「食文化体験」は、長良川温泉協同組合加盟施設とすり合わせの上、

オペレーションの確認・実証のため会場に隣接する施設と連携。
〇鵜匠達が並んで観覧船に向けて漁をする通常の「総がらみ」に加え、桟

敷へ接近する総がらみを行う特別な対応ができるよう、鵜飼観覧船事
務所を介して鵜匠達と連携。

考察：
〇芸妓の手配がスケジュール調整で不可になることを避けるため、複数の芸
妓団体と連携することが必要。

〇長良川鵜飼桟敷上での料理提供には２日前までの予約が必要なため、
リードタイムを意識した集客が重要。

〇天候に左右させるコンテンツであり、悪天候時におけるノーショーを防ぐ
ためにも、代替となる体験を周辺施設と連携し造成することが重要。

〇多様な関係者との連携体制を構築することで、地域全体での収益拡大
に繋がる。
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結果：
〇桟敷の手すりに「織田木瓜」の意匠を施すなど、流域文化を伝える工夫。
〇河川空間の利用に当たる基準により、桟敷の常設は難しく、当日に設置
・撤去する体制となったが、作業に要する時間を最小限にする設計を行い、
増水等の緊急時における対応を容易にするよう努めた。

考察：長期設置を前提とした河川利用許可の所得にむけて、地域内の
合意形成主体の構築や運営体制の見直しが急務。
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C. 主な造成コンテンツと取組

【商品名】長良川文化を味わう体験型高付加価値ツアー
概要・特徴：当該地域の文化への理解を深め満足度を向上させるとと
もに、滞在時間の延伸、消費額の増大を目的に、当地を訪れる旅行客
に鵜飼や桟敷単体ではなく「長良川流域」を感じる文化体験を提供する
ツアーを造成。
主な工夫点：通訳ガイドの育成研修を通して文化を伝えるスキルの向
上を図った。また事前申込や日程調整が困難である場合が多いとの指
摘を受けて当日申込で対応できるオプションの整備を実施。

〇多言語対応：言語 英語
対応

〇価格 ：まちあるき 1,000円
：提灯絵付け3,500円

〇想定ﾀｰｹﾞｯﾄ：訪日個人客
〇提供時期 ：通年
〇所要時間 ：1-2時間

●取組：募集・販売
実施内容：周辺宿泊施設やエージェント等との連携体制を構築し、造
成したコンテンツの募集・販売を実施。

考察：
〇長良川鵜飼は現状インバウンドの認知度が低く口コミも少ない。よって、

初期段階の集客においては、OTA掲載のみではなく、周辺施設（特に
長期滞在で旅程を決めていないような層が利用する施設（ゲストハウス
等））において、直接販促を行うことが有効。

〇宿泊施設は食事プランを既に用意している場合も多いため、宿泊施設と
連携してコンテンツを販売する場合は、「桟敷のみ」「桟敷＋文化体験」
等、食事を伴わないプラン設定を検討することも重要。

〇予約者の特徴として、サイクリングツアーで訪れている方が多かったことから、
既存の来訪目的「＋αの体験」として提案することも有効。

〇宿泊施設との連携促進のためにも、シーズン前から情報共有することが
重要。

結果：
〇約１ヶ月の営業成果として、33軒の宿泊施設、４社のエージェントと

連携。
〇その結果、今年度の桟敷催行予定日６日間に対して、連携した宿泊

施設から32名の予約を獲得。
〇エージェントと来年度以降の定常的な販売に向けた調整を継続中。

●取組：ガイド育成
実施内容：来訪者のコンテンツ満足度向上を目的に、鵜飼と長良川周
辺の魅力を伝えることができる外国語ガイドの育成を実施。
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結果：
〇まちあるきに関する事前研修・実地研修を実施し、駅送迎から街歩き・

桟敷の受付までシームレスに対応ができるガイドを４名育成。
〇ガイド受付窓口として担当１名のスタッフを雇用予定。

考察：
〇インバウンド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
ド制も有効。

〇ガイド説明の助長性を指摘されたため、引き続
き研修などによりガイドスキルの向上が重要。
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【今後に活かしたい知見】
「温泉」「鵜飼」「古い町並み」「文化体験」等、単体でPR・販売されることが多かった各コンテンツを「長良川鵜飼桟敷」という新たな試みの中で一体
感を持った商品として展開。また、宿泊施設や交通事業者と連携しエリア間の移動をサポートすることで新たな顧客導線を生み出すことが可能。
桟敷（滞在場所）を作ることでキラーコンテンツ（鵜飼）前後に時間の猶予が生じ、文化体験等プラスαの提案ができ、滞在時間の延伸及び消
費金額の増大につなげることが可能。
桟敷という象徴的なコンテンツをフックに長良川流域の文化的景観への関心を高め、かつそれらをトータルで学ぶことができるまちあるきツアーを造成
することで更なる高付加価値化が可能。
まちあるきツアーの実施や文化を高付加価値化するための語り部としてのガイド育成は不可欠。

【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＞

訪日外国人旅行者（特に欧米人）は、サービスそのものよりも日本人の暮らしや背景などに対して強い関心を持つ。そのため、まちあるきツアーとい
った当日受付可能なオプション体験を増やしつつ、多様なコンテンツの組み合わせで文化的魅力をPRしていく仕掛けづくりが重要。
桟敷上での飲食提供に関して、連携宿泊施設数を増やし、オペレーションや集客・受付オペレーションの洗練を図ることが必要。

＜コンテンツの販売・PR＞
コンテンツ販売のポイントは、A＝「【旅マエ】の団体旅行者」、 B＝「【旅マエ】【旅ナカ】の周辺宿泊施設を利用する個人客」によって以下のとおり。
A＝「ユニット単位」での予約・販売・提供が、販売・サービス提供側の双方にとって最も確実性が高く、加えて現場オペレーションやオプショナルの

提案も容易。当事業においては、商品情報や卸条件等を確定することで、シーズン前の予約・販売開始を目指す。
B＝各地の宿泊施設が顧客に対するプラスαとの体験として、コンテンツを活用・提案できるように、当日予約可能な食事やオプションの新規造成に

加え、販売体制を整えていくことでより多様な消費モデルを構築することが可能。
下記2パターンのビジネスモデルを検討した結果、桟敷の運用については②のビジネスモデルと相性が良い。当事業においても、来年度以降は②のビ
ジネスモデルを採用。

① 事務局による「桟敷の運営」「飲食提供」「文化体験コーディネート」の一括商品化及び販売
② 事務局→宿泊施設／旅行代理店への「桟敷レンタル」モデル

a.桟敷を一定価格でレンタル
b.食事や文化体験・その他オプショナルのコーディネートを各販売主体に委任
c.各販売主体がパッケージング及び値付けをし、旅行者へ販売

D. 事業によって得られた知見
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＜コンテンツの販売・PR＞
＜ビジネスモデル②の選定理由＞
① 宿泊満足度の向上策として長良川温泉の各施設が能動的にプラン造成可能。
② 長良川温泉の各施設が直売を行うことで、飲食提供オペレーションの洗練及び仕入れリスクの分散につながる。
③ 販売手数料を設定し桟敷ユニットを単品で卸すことで、各販売主体が自由にコンテンツ造成できるようになり価格や商品の多様性が向上。

＜ステークホルダーとの連携＞
地域観光の関係者とDMOが中心となった体制を構築することで地域全体を巻き込んだコンテンツ造成が可能。（地域資源の掘り起こしとブラッシュ
アップを9年にわたり行ってきた「長良川温泉泊覧会」（通称「長良川おんぱく」）の事務局とその構成員である地域連携DMO「NPO法人ORGAN」
が核となって、地域資源を横断的に活用したコンテンツ造成を実施することで、より広範な関係者への参画依頼が可能になった）
地域全体を巻き込んだ観光コンテンツを造成するためには、地域の財界や地元企業、鵜飼の関係者らと事前に情報共有を密に行うことが重要。
なお、本事業における具体的な取組事項は以下のとおり。

A＝「長良川おんぱく」の会員である「長良川温泉旅館協同組合」を介して加盟施設へのコンテンツ開発段階での状況報告と声がけを行い、
初年度1館で実証実験を試みた結果を反映し、来年度以降の各社での展開にむけて連携していく方向性を共有。

B＝桟敷の設計・設置には設置エリアで事業を展開し、地域団体にも積極的に参画している事業者を選任し、周辺事業者や地域住民との意見
調整や合意形成を図った。

C＝コアとなる資源「鵜飼」運営の核となる「鵜飼観覧船事務所」（岐阜市観光コンベンション課）と、以下の取組において密にコンタクトをとり、
円滑な運営に向けた連携関係を構築。
①国土交通省・木曽川上流河川事務所に対する河川利用の許可申請
②鵜匠6家との連携体制構築

D＝今年度の実証実験段階で連携体制を構築した各主体を包含した水辺活用に関する協議会の形成、来年度の定常的な開催に向けた座組
づくりに取組中。

＜コンテンツの必須構成要素＞
桟敷席について、観光商品として定着化している場所が京都金沢のみということを考えると、多面的にコストとリスクが高く高付加価値化する以外に
投資する理由がないため、高付加価値化商品とのセット販売が不可欠。
商品の構成内容は以下のとおり。

お座敷遊び、高付加価値な飲食コンテンツ、文化体験、有料通訳ガイド

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A 長良川鵜飼桟敷（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

6

●桟敷レンタルモデルの構築。
⇒事務局＝桟敷レンタル料／体験ツアー料

桟敷設計者＝管理料／メンテナンス料／設置・撤去料
販売者（エージェント・宿泊施設）＝旅行商品販売料／桟敷レンタル斡旋手数料
飲食提供者（長良川温泉の各旅館）＝飲食代／宿泊代／桟敷レンタル斡旋手数料。
※特別総がらみやお座敷遊びに関しては販売者が随意に内容を設定し、販売価格を決定。

●利用率の向上とそれに伴う桟敷台数の増加。
⇒宿泊施設・エージェントとの連携強化を図るとともに、実績やマーケティング分析に基づくPR・営業を展開し増売を図る。

利用率の向上にあわせ設置台数の増加を随時検討し、更なる増売を図る。

戦略立案
企画改善

NPO法人ORGAN
（以下、長良川めぐるツアーズ）

コンテンツ
提供

長良川温泉旅館協同組合加盟施設
長良川めぐるツアーズ

現地ガイド 長良川めぐるツアーズ

PR・販促
【旅前】 長良川めぐるツアーズ、長良川温泉旅館協同組
合、その他周辺宿泊施設 【旅中】 長良川めぐるツアー
ズ、長良川温泉旅館協同組合、その他周辺宿泊施設
【旅後】 長良川めぐるツアーズ

予約・販売 長良川温泉旅館協同組合加盟施設
長良川めぐるツアーズ

二次交通
長良川めぐるツアーズ、
岐阜乗合自動車(株)、(株)日本タクシー、
日の丸タクシー(株)
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E. 今後の事業体制

ビジネスモデル図B 長良川文化を味わう体験型高付加価値ツアー（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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●コンテンツの多角化・多様なまちあるきコースの造成。
⇒当日予約可能な文化体験のボリュームを増やす等、旅行者がアクセスしやすいコンテンツと提供の仕組みを構築。

ガイド育成とセットで流域文化をより深く伝えるためのまちあるきコースを造成。

●利用率の向上にむけた施策。
⇒ 宿泊施設・エージェントとの連携強化を図るとともに、実績やマーケティング分析に基づくPR・営業を展開し増売を図る。

宿泊施設が予約者に提案したくなるコンテンツや資料を作成し、タビマエ・タビナカの予約を促進。

戦略立案
企画改善

NPO法人ORGAN
（以下、長良川めぐるツアーズ）

コンテンツ
提供 長良川めぐるツアーズ

現地ガイド 長良川めぐるツアーズ

PR・販促
【旅前】 長良川めぐるツアーズ/エージェント/宿泊施設
【旅中】 長良川めぐるツアーズ
【旅後】 長良川めぐるツアーズ

予約・販売 長良川めぐるツアーズ

二次交通
長良川めぐるツアーズ、
岐阜乗合自動車(株)、(株)日本タクシー、
日の丸タクシー(株)
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一般社団法人みえゴルフツーリズム推進機構

ゴルフツーリズムを活用した外国人高所得者層の
地方への誘客促進事業

高付加価値化事業
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Golfer Friendly Destination コンテンツ①
台湾であれば4泊5日3ラウンドを基本に、シンガポールであれば6泊7日4ラウンドなど、市場に合
わせた行程により、県内の観光や食体験を組み合わせた団体、FITプランを造成。
団体の場合、県民ゴルファーとのフレンドリーコンペをオプションとすることも可能。

Luxury & Spiritual Golf Destination コンテンツ②
県内外の魅力的な宿泊施設をラグジュアリーな移動手段で接続し、周辺のゴルフ場及び観光施
設を組み合わせた高所得者層向けのコンテンツ。合わせて、ゴールデンルートに依らない日本縦横
断型の「訪日外国人向けの地方ゴルフツアー」の形成を目指したもの。

One Day Golf Trip to Mie コンテンツ③
日帰りゴルフツアーコンテンツ。中部圏のインバウンド推進団体が訪日RWCサポーター向けに作成
し、名古屋市内のホテルに配布した飲み歩きガイドブックの1ページに広告を掲載し、日帰りゴルフ
客の誘致（名古屋市内からの移動手段＋ゴルフの手配）を目指したもの。

ゴルフツーリズムを活用した外国人高所得者層の地方への誘客促進事業

68のゴルフ場を有する三重県には、伊勢神宮や海女等の文化資源や松阪牛・伊勢えび等の食との組合せにより、「ゴルフツーリズム」を拡大する潜在力。
しかし、ゴルフ場での外国人受入体制、ゴルフツーリズムに積極的な事業者数、ランドオペレーター機能を果たす事業者、二次交通等に課題。
三重県全体でのゴルフツーリズム推進を目指し、ゴルフ場での外国人対応マニュアルの作成、宿泊施設、ゴルフ場、観光地の接続を意識したゴルフツーリズム商品を開発。

構成団体：三重県、（公社）三重県観光連盟（地域連携DMO）、三重県商工会議所連合会、 (株)津カントリー倶楽部、 (株)御木本真珠島、
ホテルグリーンパーク津 等

高付加価値化

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

訪日ゴルファーのニーズは客層によって様々であることから、客層のニーズ合わせていくつかのコンテンツを造成することが重要。そのため、リーズナブルに良質なゴルフ場でのプレー及
び美食や観光を楽しめるプランや、富裕層向けのラグジュアリーなプランを造成。また、ラグビーワールドカップで訪日する観光客をターゲットに日帰りのプランも造成。

海外からプレーしにくる価値のあるゴルフ場
本物志向に耐えうる観光資源
美食
地元ゴルファーとの交流
ホスピタリティ

コンテンツの
核となるもの

東南アジア、台湾からの団体、FIT
韓国からのFIT
西洋市場からの団体、FIT
訪日RWCサポーター

想定
ターゲット

Golfsaver OTAサイト三重・伊勢広告 商談資料
https://www.golfsavers.com/©マルマントラベル



【商品名】Golfer Friendly Destination（コンテンツ①）
●概要・特徴：台湾であれば4泊5日3ラウンドを基本に、シンガポールであれ
ば6泊7日4ラウンドなど、市場に合わせた行程により、県内の観光や食体験を
組み合わせた団体、FITプランを造成。
●主な工夫点：団体の場合、県民ゴルファーとのフレンドリーコンペをオプショ
ンとすることも可能。

〇多言語対応：言語 英語
対応 中国語

〇価格（単価）133,500～212,480円
〇想定ﾀｰｹﾞｯﾄ：台湾、東南アジアの団
体又はFIT、西洋市場の団体、FIT

〇提供時期 ：2019年9月～
〇所要時間 ：市場による

C. 主な造成コンテンツと取組

ゴルフツーリズムを活用した外国人高所得者層の地方への誘客促進事業高付加価値化

●取組：広告掲載（コンテンツ③）
実施内容：名古屋市内に滞
在する訪日RWCサポーター向け
に配布される飲み歩きガイドブッ
クに日帰りプランの広告を掲載。
結果：問い合わせ0件
考察：ホテルに送客を依頼する
場合、名刺サイズのPRツールであ
れば協力してもらいやすい。今後、
訪日ビジネス客への展開を検討。

【商品名】One Day Golf Trip To 
Mie（コンテンツ③）
●概要・特徴：名古屋市内に連
泊するワールドカップ目的の訪日客
の誘客に向けた日帰りゴルフツアー
の造成。
●主な工夫点：中部圏インバウン
ド推進団体との連携。
〇多言語対応：言語 英語
〇価格（単価）9,300円～9,700円
〇想定ﾀｰｹﾞｯﾄ：ラグビー強豪国の

FIT
〇提供時期 ：2019年9月～10月
〇所要時間 ：1日

【商品名】Luxury & Spiritual Golf Tour to Japan（コンテンツ②）
●概要・特徴：西洋市場を対象にゴルフデスティネーションとしてのブランド
化を図るため、まだどこも売り出していないかつ徹底して古代の歴史文化に
主眼を置いた行程を開発。
●主な工夫点：東京や富士山を組み込まない大胆なFITプランかつ他のゴ
ルフツアー商品と差別化するため、一日一組限定で超高価格帯とした。

〇多言語対応：言語 英語
〇価格（単価）7,000ユーロ（842,000円）
〇想定ﾀｰｹﾞｯﾄ：西洋市場のFIT
〇提供時期 ：2019年10月～
〇所要時間 ：10～14日
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シンガポールとのフレンドリーコンペ

ゴルフツアーの
様子



●取組：DMCの育成（コンテンツ①・②）
実施内容：他事業で実施する多国籍のファムトリップを同行させ、その同行経験を生か
した市場別ファムトリップの企画、実施（台湾、韓国）を通じてDMCを育成。
結果：ゴルフツアーの受け入れにノウハウを有する中
国語・韓国語系DMCと、英語系DMC、通訳案内士
（英語）の接続。
考察：DMC2社及びゴルフの知識に弱い通訳案内
士の3者間で関係を構築し、互いに有するノウハウを
共有することができた。また、DMCが公的な事業に同
行することにより、DMCに対する県内のゴルフ場や宿
泊施設、観光事業者からの信頼獲得及びネットワー
クの拡大につながった。

●取組：インバウンドセットアップマニュアルの制作（コンテンツ①・②）
実施内容：ゴルフツーリズムの取組の横展開を推進するため、ゴルフ場の施設内英語
表示やメニュー、利用案内やルール等のマニュアルを作成。
結果：過去のゴルフツーリズム推進事業のノウハウを
整理しつつ、関係者からのヒアリングや県内ゴルフ場の
対応状況にかかる現地視察を実施。他地域や海外
の有識者のチェックを受けながら、一定レベルの包括
的なマニュアルの制作につながった。
考察：あらかじめ対応をしておけば訪日ゴルファーがス
タッフを質問攻めにしたり、トラブルを起こしたりしなくな
るため、結果、スタッフの負担軽減につながる。

C. 主な造成コンテンツと取組

英語のないゴルフ場の案内表示
IN、OUTも英語のようだが、No.1 
又はNo.10でないと伝わらない

多国籍ファム
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●取組：モニターツアーの実施（コンテンツ②）
実施内容：県内外の魅力的な宿泊施設をラグジュアリーな移動手段で
接続し、周辺のゴルフ場及び観光施設を組み合わせた高所得者層向け
のコンテンツ造成のため、モニターツアーを実施。モニターに造成した行程
の体験してもらい、フィードバックレポートを通じてコンテンツのブラッシュアッ
プを図る。

結果：行程全体や各コンテンツに対す
る評価は非常に高かったが、食事の量
が多い等いくつかの課題も見つかった。
考察：単体では完璧な高級宿泊施
設や移動手段であっても、接続する際
のコンビネーションを考えないと効果が
半減する場合あり。（例：非日常の
豪華な食事の連続→食欲不振、食
品ロス。）

●取組：FAMトリップの実施（コンテンツ①・②）
実施内容：団体・FIT商品の造成のため、台湾及び韓国のツアーオペレ
ーターを招請し、コンテンツ①の造成につながるゴルフ場や観光資源の視
察を実施。他事業により来県したゴルフツアーオペレーターを対象に、前
泊や後泊の日程を活用し、コンテンツ①、②を構成するゴルフ場や観光
資源の視察を実施。
結果：シンガポール及び台湾については、
実際の販売につながっており、時間を要す
る西洋市場については、ウェブサイト等への
露出から着手。
考察：今後も来日するツアーオペレーター
を可能な限り把握し、主行程の前後を活
用したファム機会の拡大に努めることが重
要。

台湾からのファム

モニターツアー

●取組：PRツールの制作（コンテンツ①・②）
実施内容：モニターツアーに合わせて、ゴルフデスティネーションとしての三重をPRする動
画及び写真を制作するとともに、コンテンツ①、②を構成するゴルフ場や観光資源、或い
は行程そのものにかかるウェブ用記事(ニュースリリースやブログ記事)を制作し、商談やウェ
ブサイト等においてPRに活用。
結果：動画3本、写真30点、ニュースリリース、ブログ記
事7点。
考察：ゴルフツーリズムのPRにおいては、インパクトある
ゴルフ場の写真及び動画が必要となるが、光の捉え方
などが他の撮影対象とは異なり、ゴルフ場の撮影に慣れ
たカメラマンや動画編集者を使うことがポイント。 カメラマンが撮影したゴルフ場の写真
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（天神木健一郎氏撮影）



【今後に活かしたい知見】
ゴルフツーリズムを推進するに当たり、観光地としての持続可能性を確保するには、1施設や1グループ企業だけの利益を考えるのではなく、相互送客や地産地
消、地元企業の活用等、地域に利益が落ちるよう、事業者同士の連携が必要。
目指すのは観光地の大衆化ではなく、その地域の良さを理解してくれる好ましい市場に実際にゴルフツアーの商品造成・催行を行ってもらうため、根気よくコンタ
クトを続けることが重要。

【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＞

ファムトリップの実施は、商品造成やPRといった目的以外にも、ゴルフツアー受け入れにかかるノウハウの蓄積をはじめ、地域・施設の課題の洗い出しや新たな訴
求コンテンツの発掘、県内事業者のネットワーク構築といった面でも有効。
ゴルファーは、一般的に高所得者かつ高学歴層の傾向があるため、本物志向が強く、複雑なものに関心を寄せる傾向。そのため、プレーのあとの数時間を活用
し、これまで着目されていなかった地元の史跡や特産品、伝統芸能等を観光してもらうことで、新たな観光資源の開発につながることも期待。

＜コンテンツの販売・PR＞
ターゲット市場のアウトバウンドのゴルフツアーオペレーターへの営業活動が集客につながるポイント。ゴルフツアーを販売しているツアーオペレーターは世界に2,000
以上いるとされるが、中でも、英国に拠点を置く「国際ゴルフツアーオペレーター協会」（IAGTO）の活用を推奨。（IAGTOには令和元年12月末時点でゴルフ
旅行関連企業や団体の会員101カ国・地域 2,682社が加入、うちツアーオペレーターは75カ国・地域1,127社が加入しており、会員による年間売り上げ21憶ユ
ーロは、世界のゴルフ旅行パッケージの87％を占める。）
ゴルフツーリズムのPRには、パッケージ商品のチラシ、ウェブサイト、パンフレットなどすべての土台となるゴルフ場が美しく見え、かつインパクトを与える高画質な写真
が必要。競合国や地域のPRにもそうした写真が使われているが、日本国内ではプロのゴルフ場写真家に撮影してもらった写真を持っているゴルフ場は少ない。ま
た、一般のインバウンドにかかる商談会で動画を求められることは少ないが、ゴルフツーリズムではPRのための写真提供と同等の需要で動画のリクエストがある。
写真撮影と合わせ、ゴルフ場の緑が美しい季節に合わせて制作しておくことを推奨。

＜ステークホルダーとの連携＞
ゴルフツーリズムの推進には、ゴルフ場と同じく、宿泊施設、観光施設、交通事業者、DMCとの連携が必要不可欠。しかし、ほとんどのゴルフ場はこれまで地域
の行政や観光業界と関わりがなく、両者の相互ネットワークが構築されていない地域が多いと想定。そのため、これからゴルフツーリズムに取り組む地域は、事業
者連携を進めるための推進組織の立ち上げを推奨。最初から完璧な組織を目指して時間を要してしまうより、できるところから設立準備会を立ち上げ、とにかく
活動に着手することが重要。

＜コンテンツの必須構成要素＞
ゴルフツーリズムは3～4連泊が前提であるため、滞在型のサービスや行程を提供、又は開発することが必要。具体的には、一泊二食つきでの滞在を基本として
いる宿泊施設においては、連泊のうち何回かは外食を許容する必要があり、その場合の外食先や交通手段の確保、そしてゴルフプレーのあとの数時間で楽しめ
る観光コンテンツやショッピングのメニュー開発が必要。

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
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海外のツアーオペレーターたちの見積もりリクエストに迅速に対応できるだけの国内DMCが、質も数も圧倒的に不足。
⇒ 当該事業で制作したゴルフツーリズム・インバウンドセットアップマニュアルの配布により、DMC候補の発掘、育成に努める。
訪日RWCサポーターに向けたアプローチがうまく機能しなかったため、視点を変えて名古屋市内に宿泊する訪日ビジネス客の集客の取り込み方法の検討が必要。
⇒ 県内のゴルフ場と連携し、名古屋市内にある一定のレベルのホテルに交渉を行い、日帰りゴルフパッケージを開発。

戦略立案
企画改善 (一社)みえゴルフツーリズム推進機構

コンテンツ
提供

HMG、金龍旅行サービス、ジェイメッセージ、The Golf 
Japan、スポーツインダストリー、エスプリゴルフ、IST、三重
交通旅行営業部、Bennett Galloway Group、津カン
トリー倶楽部、涼仙ゴルフ倶楽部

現地ガイド DMC
通訳案内士

PR・販促 (一社)みえゴルフツーリズム推進機構

予約・販売
HMG、金龍旅行サービス、ジェイメッセージ、The Golf 
Japan、スポーツインダストリー、エスプリゴルフ、IST、三重
交通旅行営業部、Bennett Galloway Group

二次交通 バス、タクシー、レンタカー
（MKタクシー、菰野東部交通バス等）

将来的に、本事業で造成したコンテンツの販売・提供に関わるDMCや関連施設から、
MGTOが行うウェブサイト等でのキャンペーン実施に際して事業参画負担金を徴収予定。
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