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Zen Meditation, Buddhist Sermon, & Matcha at Gokurakuji Temple
僧侶＋寺院拝観＋座禅＋抹茶＋茶菓子＋お土産（数珠）

Straw Craft Activity and Craftsman Workshop Tour
職人＋英語ガイド＋工房見学＋原材料

Onsenji Temple Hot Spring Therapy Origins Tour
僧侶＋英語ガイド＋寺院拝観＋ロープウェイ＋かわらけ＋お土産（手ぬぐい）

Kannabe Highlands Cycling with Local Picnic
ガイド＋自転車＋ランチ

Oriental White Stork Observation Tour
専門ガイド＋英語ガイド＋移動手段（チャーターカー）＋ランチ＋ドネーション

“TOJI″Hot spring therapy that heals both the body and soul（3泊4日滞在型プラン）
西村屋本館宿泊＋温泉寺＆極楽寺座禅＆お好み焼きCooking＆麦わら細工＋森のスパ

Rejuvenate Your Body and Spirit in the Countryside of Japan（3泊4日滞在型プラン）
金波楼宿泊＋コウノトリ＆神鍋サイクリング＆但馬牛＋山陰海岸ジオパーク

ラグビーワールドカップ2019を契機とする「富裕層×欧米豪×個人旅行客」向け連泊滞在型事業

城崎温泉は、日本独特の温泉文化・旅館文化が体験出来るとして、海外メディアへの露出も多く外国人旅行者が年々増加。
しかし、温泉のみを目的とした旅程が組まれることから、訪日外国人観光客の平均滞在日数は1.4泊と短い。
滞在期間の延長に向け、延長要因の導出と、旅客のニーズに合致した高付加価値な体験コンテンツを造成。

構成団体：(一社)豊岡観光イノベーション（地域連携DMO）、 (株)西村屋、 (株)日和山観光、 (株) Voyagin

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

城崎温泉の滞在にテーマを設け、城崎温泉及び周辺地域の体験コンテンツを充実させ、複数の体験コンテンツを組み合わせたモデルプランを造成。造成し
たコンテンツは、WEB・メディアを活用して消費者に働きかけるとともに、ターゲット層を顧客に抱えるエージェントに対しても働きかけを実施。

1300年の歴史を誇る城崎温泉の伝統文化
城崎温泉周辺の自然（山陰海岸ジオパー
ク）と食

コンテンツの
核となるもの

米国、英国、仏国、独国、豪州リアの5市場
のFIT

市場規模（概算）：富裕旅行者数
340万人、富裕旅行者消費額4.7兆円
年収：1,700万円以上
宿泊単価：1人1泊 25,000円以上

想定
ターゲット

温泉寺
（Hot Spring Therapy Origins Tour)

麦わら細工
（Straw Craft Activity）

神鍋高原サイクリング
（Kannabe Highlands Cycling）
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C. 主な造成コンテンツと取組

【商品名】Zen Meditation, Buddhist Sermon, & Matcha at Gokurakuji
Temple

概要・特徴：城崎温泉で体をリフレッシュし、静寂な自然に囲まれた極楽寺で、
心を清める座禅の体験。非日常的な空間で禅体験をした後は、アットホームな
ご住職と一緒に抹茶とお菓子を味わいながら、会話を楽しむことが可能。
主な工夫点：リードタイムが短く、比較的安価に提供できるプランとガイド付きプ
ランを設定。外国人の興味・関心が高い「日本の伝統文化を体験する」要素を
盛り込んだ。

〇多言語対応 ：言語 日本語・英語
〇価格 ：3,300円/人、8,500円/人
〇想定ﾀｰｹﾞｯﾄ ：日本文化に興味のある人
〇提供時期 ：通年
〇所要時間 ：1時間30分、2時間45分

【商品名】Onsenji Temple Hot Spring Therapy Origins Tour
概要・特徴：城崎温泉の開祖：道智上人が開かれた「温泉寺」。城崎温泉
は湯治場としての役割を長く果たしてきた。城崎温泉の起源と入湯の作法を学
ぶ。その後、和尚さんから授かった「かわらけ」で、大師山山頂での一願成就のか
わらけ投げを体験。
主な工夫点：歴史・文化を詳細に伝えるため、ガイド付きのプランを造成。
外国人の興味・関心が高い「日本の伝統文化を体験する」要素を盛り込んだ。

〇多言語対応 ：言語 日本語・英語
〇価格 ：6,600円
〇想定ﾀｰｹﾞｯﾄ ：日本の伝統文化に関心

のある人
〇提供時期 ：通年
〇所要時間 ：2時間30分

【商品名】Straw Craft Activity and Craftsman Workshop Tour
概要・特徴：日本で唯一城崎にしかない郷土民芸品「麦わら細工」の歴史、
製作工程を学び、工房を貸切にした状態で職人技の見学を行う。その後、自ら
オリジナルの麦わら細工小箱を制作できる体験を提供。
主な工夫点：富裕層が求めるプライベート感を演出するため、貸切対応。イン
バウンド対応に不慣れなため、ガイド付きツアーを造成。外国人の興味関心が
高い「日本の伝統文化を体験する」要素を盛り込んだ。

〇多言語対応 ：言語 日本語・英語
〇価格 ：13,700円/人

（2名参加）
〇想定ﾀｰｹﾞｯﾄ ：伝統工芸に関心のある人
〇提供時期 ：通年
〇所要時間 ：2時間30分

ラグビーワールドカップ2019を契機とする「富裕層×欧米豪×個人旅行客」向け連泊滞在型事業高付加価値化

【商品名】“TOJI″Hot spring therapy that heals both the body and soul 
概要・特徴：カラダだけでなく、ココロも治す現代湯治として、温泉＋伝統＋生
活文化を組み合わせた滞在プランを設定。
主な工夫点：
テーマに合った滞在が出来るようなプランを造成。
宿泊施設と連携して、このプラン独自の滞在サービスを設定。
城崎温泉街でのリラックス・ゆったりとした滞在となっており、二次交通は不要。

〇多言語対応 ：言語 英語
〇価格 ：35,200円/人

（2名参加）
〇想定ﾀｰｹﾞｯﾄ ：日本の伝統文化に興味
関心のある欧米豪富裕層

〇提供時期 ：4－10月
〇所要時間 ：3泊4日
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C. 主な造成コンテンツと取組

●取組：体験コンテンツ販売
実施内容：造成したプログラムを紹介し、購入できる状態にするため、Voyagin、
Visit Kinosakiで体験ページを作成。コンテンツの魅力を伝えるため、滞在を促す
動画、特集ページ、また海外AGTやランドオペレーターへ働きかけるためのツール
を作成。

結果：Voyaginサイト、Visit Kinosakiサイ
トの両サイト販売ページからの予約・販売
が発生。
考察：日本ならではの伝統文化や熟練
者によるレクチャー、浴衣を着たまま楽し
めるコンテンツが人気。Voyaginサイトは流
入数は多いが、地方来訪計画者の訪問
率は高くなく、サイト訪問者のリードタイム
とコンテンツの予約デッドラインから予約獲
得のタイミングが難しいと実感。

●取組：プロモーション・販売促進
実施内容：造成したプログラムの実販売、モニター体験者を獲得すること、また
ラグビーW杯の期間中に加え、今後の需要を獲得するため、訪日関心層に認
知させる媒体（英語圏メディア「Jaoan Times」、豪州メディア「G’DAY JAPAN」、
欧米豪メディア「Japan Guide」）を選定し、認知拡大・訪問喚起を図る。城崎
来訪者へ宿泊施設からメールを送り予約獲得を狙う。旅行会社を通じて手配
する富裕層・欧米旅行者に滞在を促すため、海外エージェント・ランドオペレータ
ーへの営業を行う。

結果：宿泊施設のメールマーケティングを通じた実
販売・モニターを獲得。Visit Kinosakiサイトからの予
約販売、海外エージェント等からの予約販売も獲得。
考察：宿泊施設のメールマーケティングは体験予約
に繋がりやすい。テーラーメイド手配をする海外エージ
ェントは、顧客満足度を高めるため、体験アレンジ意
向が強い。エージェントへの働きかけは必要。

●取組：滞在の高付加価値化に向けた企画
実施内容：城崎温泉街でできる外国人向けの体験コンテンツが少ないため、コ
ンテンツ（座禅・温泉寺・麦わら細工）を増やし、連泊・消費促進を促すことを
目的に、新規・既存プログラムを組み合わせ、テーマ性（温泉・リラックス、自然・
食）滞在プランを宿泊施設と連携して設定。
結果：新規造成コンテンツ5本のうち、3本（温
泉寺、極楽寺座禅、麦わら細工）は予約購
入に繋がった。滞在型プランの予約はなかったが、
テーマのある滞在には興味を示された。

考察：僧侶・職人といった専門人材と直接会
話ができることに価値を感じること、ガイドの質が
満足度を高めることが判明。テーマを説明しなく
ても、テーマを感じ取れるプラン（温泉＋αで
Wellness、Relax等）の造成を検討予定。

ラグビーワールドカップ2019を契機とする「富裕層×欧米豪×個人旅行客」向け連泊滞在型事業高付加価値化

●取組：マーケティング調査

実施内容：体験プログラムは、訪問・延泊のきっかけになりうるか、どのような体験
プログラムがあれば、訪問・延泊に繋がるか、どのような販売プロセスであれば、体
験プログラムが観光客の選択肢に入ることができるかを調査。

（新規造成コンテンツの訴求力、城崎来訪者が求めるコンテンツ、新規造成コン
テンツの満足度、改善の必要性等）

結果：城崎来訪者インタビュー調査、海外エージェント・富裕層メディアアンケ
ート調査、城崎来訪者ヒアリング調査、モニターキャンペーンを実施。

考察：新規造成コンテンツの満足度は高い。価格が高いとの意見があり、単
価との見直し等要検討。コンテンツ予約のリードタイム、認知させるタイミングが
重要。



【今後に活かしたい知見】
来訪者が期待する経験（温泉・リラックス）と親和性のあるコンテンツ（温泉＋伝統文化、温泉＋マインドフルネス、浴衣＋日本文化）が訴求することが判
明。
温泉地には、「温泉」に入ることを目的に来訪する者が一般的なため、基本的には日帰りもしくは、1泊2日などのショートステイとなる傾向。そのため、「湯治」や
「癒し」といったテーマを掲げた滞在型パッケージプランとすることが延泊推進の有効な手段。
単身旅行者も多く、体験への1人参加ニーズもあるため、最小催行人数の検討も重要。
プライベート空間等の特別感の付加やガイド品質の向上等により、価値を高めた高価格帯の体験を富裕層に提供し、プログラム内容を簡素化する等でリーズ
ナブルな体験を多くの旅行者に提供するといった、ターゲットに合わせたコンテンツの提供が重要。
認知のタイミングが重要なため、訪問検討・宿泊予約時点等でのタッチポイントを増やすことが必要。

【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＞

その地域ならではのもの、地域・人との触れ合いによる価値、職人や専門家とのコミュニケーションなど、特別感がある本物の体験であり、地域に旅行する際に
求めている経験との親和性があるプログラムが重要。
ガイドの質が体験コンテンツの満足度を高めるため、ガイドが体験プログラムをしっかりと認知し、体験のみならず地域についても紹介できるような知識を併せ持つ
ことが重要。また、語学レベルも大切だが、フレンドリーであることも大切。

＜コンテンツの販売・PR＞
滞在日数は、旅行前に決める場合が多く、温泉地に着いてから、その場で魅力的なコンテンツを知ったとしても、それによって延泊することは困難な場合が多いため、
旅マエでのプロモーションが重要。また、旅マエでの需要に応えるため、受入れ側の調整やリードタイム短縮方策の検討が必要。
旅マエでのプロモーション内容については、単にコンテンツが豊富にあることをPRするのではなく、温泉のストーリー（湯治文化（数日間滞在することで温泉の効
果が得られる）と絡めることや、延泊を促す時間帯でのコンテンツを発信することが有効。

＜ステークホルダーとの連携＞
インバウンド需要への対応をしたことがないサービス提供者を巻き込むには「観光協会・DMO」や「自治体」が積極的に関与することが必要。

＜コンテンツの必須構成要素＞
温泉寺：僧侶＋英語ガイド＋寺院拝観＋ロープウェイ＋かわらけ＋お土産（手ぬぐい）
極楽寺：僧侶＋寺院拝観＋座禅＋抹茶＋茶菓子＋お土産（数珠）
麦わら細工：職人＋英語ガイド＋工房見学＋原材料
神鍋サイクリング：ガイド＋自転車＋ランチ
コウノトリ：専門ガイド＋英語ガイド＋移動手段（チャーターカー）＋ランチ＋ドネーション

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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リードタイム：現状、旅マエでの予約が必須のコンテンツが多く、旅ナカでの受入れが出来ない状態。
⇒可能な限り直前予約を可能とするため、事業者と調整して、旅ナカでの受入れが出来る体制を構築。
タッチポイント・販売プロセス：海外においては城崎自体の認知度も高くないため、旅マエで商品をPRするタッチポイントが少なく、結果旅ナカでの認知となりタイミングが遅い。
⇒ 海外旅行会社への認知拡大のための営業活動に加え、サイト上でもプランの見せ方を工夫。宿泊とのパッケージ化などを検討。
延泊・連泊の促進：城崎温泉にて何が出来るか、どんな経験が出来るかを事前に十分に伝えられていないため、滞在するメリットを感じてもらえていない。
⇒滞在することで得られる経験を伝えるため、延泊推進に寄与する時間帯を活用したコンテンツ、2泊3日以上の滞在を必要とするツアープラン等を造成。

戦略立案
企画改善 豊岡観光イノベーション

コンテンツ
提供

各体験実施事業者
豊岡観光イノベーション

現地ガイド 豊岡観光イノベーション

PR・販促
城崎温泉宿泊施設、体験事業者
SOZORO
豊岡観光イノベーション

予約・販売
Voyagin
SOZORO
豊岡観光イノベーション

二次交通 全但バス、全但タクシー
レンタカー会社

ラグビーワールドカップ2019を契機とする「富裕層×欧米豪×個人旅行客」向け連泊滞在型事業高付加価値化



一般社団法人ノオト

旧街道をローカルガストロノミーで彩る“KAIDO”プロジェクト

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



■宿場町歴史文化体験プラン
「FUKUSUMI EXPERIENCE TIMES」
（京都から周遊する街道観光、歴史ある宿場町で楽しむ文化体験）

■ローカル・ガストロノミープラン
「街道ノ一皿 -A Foodie’s Guide to Tambasasayama- 」
（美食を目的に地産地消のレストランを周遊するローカル・ガストロノミー
体験）

■ SIT※プラン①
「田園リゾート - A Rural Resort - 」

（自ら野菜を収穫し、美しい田園風景の中で食事を楽しむ。ゆったりとし
た時の移ろいを感じる体験）

■ SITプラン②
「里山食文化の旅 - Culinary Tour of Satoyama - 」
（里山に自生する山野草を摘み、蕎麦とともに楽しむ。自然との調和を
味わうリトリート体験）

※SIT:Special Interest Tour

篠山には、地域ならではの豊かな食材や食文化が存在。
しかし、訪日外国人向けに提供できる人材（料理人や生産者等）が不十分。
旧街道で結ばれている京都と姫路からの訪日外国人の回遊を目指し、地方独自の歴史文化資源と食の組合せによる新たなコンテンツ
を造成。

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

欧米豪の富裕層は、滞在期間が長く、旅行消費額も大きい傾向に加えて、歴史・伝統文化体験へのニーズが高いことから、欧米豪の富裕層をターゲットに 「地域の食」と「地
域独自の歴史文化資源」を組み合わせた観光コンテンツを造成。コンテンツの魅力を高める為、地域の食文化の魅力を再発見し、その機運の醸成、食文化の担い手発掘など
を目的に「ローカル・ガストロノミー講座」、「シェフズ・イン・レジデンス」「美食店情報の発信」も併せて行い、コンテンツ造成のみならず、「地域の食」を体験・体感するための構成
要素である「生産者」「食材」「料理人」が有機的に結びつき、循環しながら広く共存共栄していく仕組みの構築を推進。

地域の食
地域独自の歴史文化資源

コンテンツの
核となるもの

欧米豪の富裕層
想定

ターゲット

旧街道をローカルガストロノミーで彩る“KAIDO”プロジェクト高付加価値化

構成団体：ＮＩＰＰＯＮＩＡ協会 （※一般社団法人ノオト（地域連携DMO）加盟）



C. 主な造成コンテンツと取組

【商品名】FUKUSUMI EXPERIENCE TIMES
●概要・特徴：
京都からの郊外観光周遊を狙い、歴史ある福住宿場町で楽しむ美食と

文化体験のコンテンツ。
（主な工夫点）
日本の歴史・文化を感じられる宿泊施設と地域の野菜の収穫体験、日

本の伝統的な草木染めの体験との組み合わせ。

〇多言語対応：英語
〇価格 ：103,000円
〇想定ﾀｰｹﾞｯﾄ：欧米豪富裕層
〇提供時期 ：2020年9月～
〇所要時間 ：1泊2日

【商品名】街道ノ一皿 -A Foodie’s Guide to Tambasasayama-
●概要・特徴：
美食を求めて世界中を旅する「フーディーズ」を狙った、ローカル・ガストロノミ

ーを実践する美食店を周遊するコンテンツ。
（主な工夫点）
日本の歴史・文化を感じられる宿泊施設とローカル・ガストロノミーの取組

に共感し、実践しているお店の食との組み合わせ。
〇多言語対応：英語
〇価格 ：69,000円
〇想定ﾀｰｹﾞｯﾄ：欧米豪富裕層
〇提供時期 ：2020年9月～
〇所要時間 ：1泊2日

【商品名】田園リゾート - A Rural Resort -
●概要・特徴：
美しい田園風景の中で食事を楽しみ、日本酒のフルペアリングや野草マッ

サージの体験などゆったりとした時の移ろいを感じるコンテンツ。
（主な工夫点）
日本の歴史・文化を感じられる宿泊施設と自ら野菜を収穫し、田園風景

を楽しみながらの食事との組み合わせ。

〇多言語対応：英語
〇価格 ：151,000円
〇想定ﾀｰｹﾞｯﾄ：欧米豪富裕層
〇提供時期 ：2020年9月～
（12月～2月の冬季は除く）

〇所要時間 ：1泊2日

【商品名】里山食文化の旅 - Culinary Tour of Satoyama -
●概要・特徴：
里山に自生する山野草を蕎麦とともに楽しみ、薬草のワークショップなど里

山の食文化や生活の知恵を学ぶコンテンツ。
（主な工夫点）
日本の歴史・文化を感じられる宿泊施設と自ら摘んだ山野草を摘み、里

山風景を楽しみながらの食前酒の提供との組み合わせ。

〇多言語対応：英語
〇価格 ：106,000円
〇想定ﾀｰｹﾞｯﾄ：欧米豪富裕層
〇提供時期 ：2020年9月～
（12月～2月の冬季は除く）

〇所要時間 ：1泊2日
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C. 主な造成コンテンツと取組

●取組：シェフズ・イン・レジデンス
実施内容：地域の食文化の担い手の発掘・育成と、地域食材を使用
したレシピ開発を目的とした実践型研修プログラムを実施。地産地消を
実践する日本を代表する一流シェフを講師として招聘し、担い手となる参
加料理人と共に地域に滞在しながら生産者を巡って、様々なノウハウを
習得。最終日には成果発表となる限定レストランを開業。

結果：新たに開業を予定する若手料理人が参加したことで、地域の食
文化の新たな担い手の育成となった。同時に新たな特産品の発掘や、既
にある特産品の新たなレシピの開発につながった。

考察：
〇地域の料理人の発掘・集積には、優れた食材や生産者の発掘、料理人
間のネットワーク構築が有効。

〇「食」をテーマにしたエリアの機運醸成には、「料理人」や「生産者」、
「料理を提供するサービススタッフ」といった料理の提供に関わる関係者の
巻き込 みが必要。

●取組：ローカル・ガストロノミー講座
実施内容：総合プロデューサーに「ローカル・ガストロノミー」を提唱する雑
誌「自遊人」の岩佐十良氏を迎え、丹波篠山の食材の新たな魅力や、
優れた生産者や料理人を再発見し、その機運を醸成する為に、食文化
の専門家や、有名料理人を講師やパネリストに招聘し、美食を求めて世
界中を旅する富裕層「フーディーズ」の存在やローカル・ガストロノミーに関
する世界の最新トレンドを学ぶセミナーやワークショップなどを実施。

結果：講演とワークショップで得られた知見をコンテンツ造成に反映するこ
とで、コンテンツの魅力が向上。今回の参加者は、料理人や生産者、地
元で飲食業や観光業に携わる人々が中心であり、コンテンツ提供に直接
関わる各種人材の機運の高まりを実現。機運の高まりを地域全体へと
波及させるべく、今後の行政関係者や他業種の関係者とのネットワーク
構築への足掛かりとなった。

考察：
〇地元食材、料理法の発掘には、料理人や、生産者、観光関係者などに

加えて、長年郷土料理を作ってきた主婦グループなど地元食材や料理法
をよく知る地域住民が参加するワークショップを開催するのが効果的。

〇地元食材、料理法の発掘には、郷土史を研究する学芸員など地域の
研究機関の協力が有効。

旧街道をローカルガストロノミーで彩る“KAIDO”プロジェクト高付加価値化



【今後に活かしたい知見】
旅の楽しみは「食」が占める割合が大きく、地域食材を活かした「食」へのニーズが高いため、「食」を組み合わせたコンテンツ造成が有効。
地元の料理人における地域食材活用ニーズや地域食材に関する情報への興味・関心が高いため、そのニーズに応えるイベントを実施することにより、地元料理
人の地域食材活用への機運醸成が可能。
基幹外ルートに呼び込むためには、基幹ルートと組み合わせた周遊コンテンツの開発・造成が有効。
富裕層をターゲットにするのであれば、富裕層を顧客とする現地エージェントへの直接営業が有効。

【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＞

「地域の食と地域独自の歴史文化資源」を組み合わせたコンテンツ造成は、欧米豪の富裕層を顧客とする旅行エージェントに好評なため、富裕層を呼び込む
ためのコンテンツ造成の有効な着眼点。
地元食材、料理法の発掘には、料理人や生産者、観光関係者などに加えて、長年郷土料理を作ってきた主婦グループなど、地元食材や料理法をよく知る地
域住民が参加するワークショップを開催することが効果的。
地元食材、料理法の発掘には、郷土史を研究する学芸員など地域の研究機関の協力が有効。
地域の料理人の発掘・集積には、優れた食材や生産者の発掘、料理人間のネットワーク構築が有効。

＜コンテンツの販売・PR＞
富裕層をターゲットにするのであれば、富裕層を顧客とする現地エージェントへの直接営業が有効。

＜ステークホルダーとの連携＞
地域の食を楽しむレストランは生産地の近くを求めて、郊外型であることが多く、それらの食事を楽しむ為には２次交通事業者との連携が必要。
「食」をテーマにしたエリアの機運醸成には、「料理人」や「生産者」「料理を提供するサービススタッフ」といった料理の提供に関わる関係者の巻き込みが必要。
日本の伝統的な食文化や、その背景にあるストーリーを顧客に対してより深く伝えて理解してもらう為には、語学力だけでなくそれらに対して造詣が深い専門的
な添乗員が必要。

＜コンテンツの必須構成要素＞
古民家の宿泊施設×地元食材を活用した美食×地域の歴史・文化に触れる体験が必要。

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

5

自由度の高い二次交通の整備。
⇒現状はタクシーにて対応しているが、将来的にはダイハツ工業㈱と観光客向けのモビリティサービスの対応方針や体制構築を検討予定。
コンテンツの魅力を十分に伝えることができる添乗員の育成（現状は添乗なし）。
⇒将来的に、添乗員の研修項目に、語学のほか地域の食文化理解を追加。
地域の食と食材、料理人を発掘集積する継続的な仕組みの構築。
⇒地域の食と食材、料理人を発掘集積する座組の構築実現に向け検討予定。

戦略立案
企画改善

(一社)ノオト、(株)NOTE
(株)美ら地球、バリューマネジメント(株)

コンテンツ
提供

バリューマネジメント(株)
（NIPPONIA篠山・福住）
LLP丸山PJ（集落丸山）
体験事業者
地域の飲食店現地ガイド

PR・販促

予約・販売 (株)美ら地球（海外エージェント）
(株) Voyagin（個人）
バリューマネジメント(株) （個人）

二次交通 JR西日本(株) 、ダイハツ工業(株)

NIPPONIA

篠山城下町
宿場町福住
集落丸山

㈱美ら地球

￥

海外ゲスト

体験事業者
地域の飲食店

海外
エージェント

￥

￥

宿泊の提供＋二次交通
（JR西日本(株)、ダイハツ工業(株)

￥

バ
リ
ュ
ー

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
㈱

LLP

丸
山

PJ

(

一
社)

ノ
オ
ト

㈱NOTE体験の提供＋二次交通
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大歩危・祖谷いってみる会

富裕層向け知的コンテンツ整備による滞在長期化実証事業
-Iya Liberal Arts College-

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



「大歩危・祖谷の地質学(Geology of iya)」:Geology
当地の地質学等の情報を盛り込んだガイドブック、遊覧船、地域に精通したガイド

「大歩危・祖谷の文化人類学(Cultural anthropology of iya)：伝承・信仰」×「山城妖怪伝説
探索ツアー」：Yokai

当地の妖怪等の情報を盛り込んだガイドブック、地域に精通したガイド
「祖谷の文化人類学：(Cultural anthropology of iya)：建築・農業」×「落合集落」：Ochiai
Village

当地の建築・農業等の情報を盛り込んだガイドブック、地域に精通したガイド
「祖谷の文化人類学(Cultural anthropology of iya))：文化芸術」×「かかしの里」：Valley of 
dolls

当地のかかし等の情報を盛り込んだガイドブック、地域に精通したガイド

富裕層向け知的コンテンツ整備による滞在長期化実証事業 -Iya Liberal Arts College-

人口減少が進む過疎地域である三好市では、地域活性化の重要施策としてインバウンド誘客に取り組んだ結果、その数は年々増加。
しかし、インバウンドの多くが香港であり、ぜい弱性がある状況。
適切なポートフォリオの構築を目指し、地域資源を活用し、欧米豪の知的富裕層のニーズを充足するアカデミックなガイドツアーを造成。

構成団体：和の宿ホテル祖谷温泉、峡谷の湯宿大歩危峡まんなか、湯元新祖谷温泉ホテルかずら橋、祖谷渓温泉ホテル秘境の湯、
大歩危温泉サンリバー大歩危、(株)矢野経済研究所

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

「当該地域におけるアカデミックな研究論文・活動調査」や「アカデミックな情報を記載したガイドブックの作成」を行い、知的富裕層が求めるアカデミック
な情報と地域資源を組み合わせたコンテンツを造成。

この地でしか体感できない地域資源
アカデミックな情報をベースにしたガイドブック

コンテンツの
核となるもの

欧米豪の知的富裕層
（大歩危・祖谷エリアを訪れている欧米
豪の知的富裕層のうち、とりわけ知的
好奇心が強く、文化や歴史に高い関心
をもつ層をターゲットに設定）

想定
ターゲット

落合集落 かかしの里 妖怪伝説



C. 主な造成コンテンツと取組

【商品名】「大歩危・祖谷の地質学(Geology of iya)」:Geology
●概要・特徴：国指定名勝大歩危峡の成り立ちと地域特有の地質から
派生した歴史・文化について解説するウォーキング＆クルーズプラン。
遊覧船に乗船し、雄大な渓谷を間近に感じることが可能。
●主な工夫点：地質学に基づいた解説を行うアカデミックなツアーを造成。
また、ガイドブックを使用することで、アカデミックな事前知識が無くても外国語
での解説を行えるよう工夫。

〇多言語対応：英語
〇価格 ：6,000円/名
〇想定ﾀｰｹﾞｯﾄ：欧米豪知的富裕層
〇提供時期 ：通年
〇所要時間 ：2時間程度

【商品名】 「大歩危・祖谷の文化人類学(Cultural anthropology of iya)：伝
承・信仰」×「山城妖怪伝説探索ツアー」：Yokai
●概要・特徴：妖怪をテーマとしたウォーキングツアー。なぜこんなにも妖怪
が三好市には存在するのか、そもそも妖怪とは何か、「妖怪ロード」を歩きな
がら妖怪と日本人の関係について解説。
●主な工夫点：日本人の宗教観や歴史を踏まえながら、妖怪の存在や、
日本人と妖怪の関係性を切り口として、日本人論について解説。

2

【商品名】「祖谷の文化人類学：(Cultural anthropology of iya)：建築・
農業」×「落合集落」：Ochiai Village
●概要・特徴： 平成17年に国の重要伝統的建造物群保存地区に選定
された伝統的な落合集落の建築と農業の特徴について解説するウォーキン
グツアー。
●主な工夫点：落合集落の建築や農業について、伝統的建物保存地区
選定の調査報告書や論文等のアカデミックな情報に基づいてツアーを造成。

【商品名】 「祖谷の文化人類学(Cultural anthropology of iya))：文化
芸術」×「かかしの里」：Valley of dolls
●概要・特徴：住民よりかかしが多い村、別名「かかしの里」の名頃集落を
案内。1体ずつ表情が違うかかしは、どこかユーモラスで日本人の人形に対す
る思想にも触れながら、様々な視点からこの地の文化と住民のライフストーリ
ーについて解説。
●主な工夫点：一見、人形が設置された奇妙な集落であるが、その背景
について説明するとともに、日本人と人形の関係性について解説。

〇多言語対応：英語
〇価格 ：26,000円～

（最少催行人数2名）
〇想定ﾀｰｹﾞｯﾄ：欧米豪知的富裕層
〇提供時期 ：通年
〇所要時間 ：3時間30分程度

〇多言語対応：英語
〇価格 ：6,000円/名
〇想定ﾀｰｹﾞｯﾄ：欧米豪知的富裕層
〇提供時期 ：通年
〇所要時間 ：2時間程度

〇多言語対応：英語
〇価格 ：22,000円

（最少催行人数2名）
〇想定ﾀｰｹﾞｯﾄ：欧米豪知的富裕層
〇提供時期 ：通年
〇所要時間 ：2時間程度

富裕層向け知的コンテンツ整備による滞在長期化実証事業 -Iya Liberal Arts College-高付加価値化



C. 主な造成コンテンツと取組
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●取組：FAMトリップの実施

実施内容：造成したコンテンツ案のブラッシュアップ及び旅行商品へ組み
込み、販路開拓を目的に、ターゲットである知的富裕層を顧客として取り
扱う旅行会社を招聘するFAMトリップを実施。

●取組：地域資源の調査及びコンテンツ造成（ガイドブック作成）

実施内容：ターゲット層である知的富裕層が求めるアカデミックなコンテン
ツが現地で提供されていないことから、知的富裕層のニーズを満たすアカデ
ミックな情報を収集・コンテンツ化し、ガイドツアーを４件造成。

結果：祖谷に関する論文等を調査・分析の上、「ジオロジー」「妖怪」
「落合集落」「かかしの里」の4つのテーマごとにガイドツアーを造成し、モデ
ルコースとしてガイドブックに掲載。ガイドブックは、地域のイントロダクション
パートと、テキストベースでそれらのストーリーを深堀するアカデミックな情
報を盛り込んだパートとの2部構成。また、セルフガイドブックとしても活用
できるよう、アレックス・カー氏の監修のもと地域の様々なストーリーを写
真を交え紹介。

考察：
〇先行研究の調査から得られた要素を観光コンテンツとして再構成・取りま
とめるにあたり、ただ単に要素を羅列するのではなく、その要素が過去や現
在の人々の暮らしにどのような影響を与えたか、 「人の存在や生活、暮ら
しと絡めた解説」として作ることが有効。

〇地域特性の概要を写真を交えて分かりやすく理解できるよう、外国人の
意見を取り入れ、外国人目線での見せ方を工夫することが有効。

結果：「COCOLO TRAVEL」「DISCOVER SHIKOKU」より招聘した２名
（仏国籍・米国籍）が、本事業にて造成したコンテンツ（ジオロジー、
妖怪、落合集落等）を３日間に渡って体験。主な意見は以下のとおり。

〇コンテンツ単位で販売するのではなく、多様なコンテンツを「トレッキングコ
ース」や「サイクリングコース」で繋ぎ合わせプラン立てするほうが大歩危・祖
谷全体を体感できるため、ターゲットから好まれる傾向。

〇旅行者が求めているものは、SNSで発信したくなるような唯一無二の体験
や地域住民とのふれあい。

考察：
〇コンテンツ造成に向けては、点の発想ではなく、エリア全体を面的にカバー

する発想で、コンテンツ同士をつなげることが必要。造成したコンテンツの
組合せにより、さらなる楽しさを提供できる。コンテンツ間の移動をアクティ
ビティでつなぐことも有効。

〇行程中、祖谷を訪れていた仏国人数学者（知的富裕層）からも意見
聴取。異国の文化を深く知りたいという意見を得たことから、ターゲットとニ
ーズの相関の正当性を確認。ター
ゲットとなる知的富裕層の意見を直接
聞き取ることでコンテンツのブラッシュアッ
プをさらに促進。
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【今後に活かしたい知見】
ガイドブックによるセルフガイドへの対応
大歩危祖谷を訪れている欧米豪の個人旅行客の中には、ツアー等による時間的拘束を嫌い、行きたい時に行きたい場所に訪れたいという意向がある方も存
在するため、その対応策としては、ツアーだけでなく、セルフガイドとしても活用できるガイドブックが有効。
アカデミックな情報を盛り込んだコンテンツ造成の要諦
個々のコンテンツの紹介を単に行うのではなく、個々のコンテンツが、過去・現在の人々の暮らしにどういった影響を与え、どのように位置づけられているのかといっ
た“人の存在や生活、暮らしと絡めた解説”を盛り込むことが有効。加えて、日本人と妖怪の歴史や、現代での妖怪の在り方といった「対象コンテンツの前提知
識」について解説することで、対象コンテンツの背景・理解が深まり、対象コンテンツへの探求心が高まることが判明。

【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＞

知的富裕層が求めるコンテンツ造成にあたっての有効な着眼
知的富裕層は、コンテンツが有する表面的な情報や体験に留まらず、日本の伝統・文化を深く知るため、対象コンテンツの背景や成り立ち、人々の暮らしとの
関係といった歴史、そして現在に至るまでのストーリーの詳細な情報を求める傾向。そのため、通常のコンテンツ紹介に留まらず、専門的な情報も含めて提供す
ることで、知的富裕層の興味・関心を高めることが可能。
地域に関するアカデミックな情報の探し方
①.オープンなデータベースの検索➁.国会図書館や地域の図書館の活用③.地域の文化財課などへの相談。

＜コンテンツの販売・PR＞
海外旅行代理店へのコンテンツ売り込みの際は、周遊プランを提示することが有効。
今回造成したコンテンツ単位よりも、多様なコンテンツを組み合わせプラン立てする方が、旅行企画会社にとって取り扱われやすいことが判明。

＜ステークホルダーとの連携＞
地域ガイド不在エリアにおける他エリアのガイドを呼び込むには、地域コンテンツ情報を盛り込んだガイドブックが有効。
地域ガイド不在エリアにおいては、周辺からガイドを確保する必要があるが、地域特性や地域コンテンツを深く把握していない場合、旅客の満足度低下につな
がるため、周辺ガイドに対し、地域特性や地域コンテンツの詳細情報を学ぶためのガイドブックが有効。知的富裕層向けに作成したアカデミックな情報を盛り込
んだガイドブックを、ガイド育成に活用することで、ツアーガイドの満足度向上に貢献可能。

＜コンテンツの必須構成要素＞
地域資源×アカデミックな情報を盛り込んだガイドブック×地域に精通している英語対応可能なガイド

D. 事業によって得られた知見

4
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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

5

ガイドの質と量の向上。
⇒ 短期的には、ガイドブックを活用することで最低レベルのガイドが展開できる仕組み作りを行い、中長期には、ガイドの育成講座などを実施。地域DMOと連携して実施す
る予定。
コンテンツ及びガイドブックの継続的な磨き上げの仕組みづくり。
⇒今回完成したガイドブックを活用し、コンテンツ提供後のアンケート調査を行うことで、コンテンツ及びガイドブックの継続的なブラッシュアップを行う仕組み作りを構築。また、
寄付を活用し、活動資金獲得方策を検討。
販売体制の連携強化。
⇒ 現地の連携会社Awa-reと共に、OTAでの販売強化に向け、他社サイトを活用した情報発信によるOTA販売ページへの誘引等を検討。

戦略立案
企画改善 株式会社矢野経済研究所

コンテンツ
提供 株式会社Aware

現地ガイド
株式会社Awareに所属するガイドを予定している
が、地域DMOとの連携によるガイド育成の結果次
第で、現地のガイドを活用することも検討。

PR・販促
【旅前】 ANAサイト・OTAサイト・Web上
【旅中】 大歩危駅・かずら橋等のインバウンド観光客が滞留するポイ
ントでのチラシ配布・「大歩危・祖谷いってみる会」の温泉宿のカウン
ターでのチラシ配布、等

予約・販売 株式会社AwareがOTAサイトにて
販売予定。

二次交通 地域タクシー事業者

富裕層向け知的コンテンツ整備による滞在長期化実証事業 -Iya Liberal Arts College-高付加価値化

大歩危・祖谷
いってみる会

株式会社
穴吹トラベル


