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Ise Shima National Park Internship Trip
地域の生活そのものを観光コンテンツとして海外インターンシップ生に提供
地域に溶け込み生活することで、より伊勢志摩国立公園の良さを感じてもらうとともに、生活体
験の中で感じた価値や魅力について、海外インターンシップ生自身がSNSで情報発信

一次産業マイスターガイド育成プログラム
体験事業者が一次産業を学ぶためのガイドブックを作成
体験事業者が「一次産業を通した人と自然の共生」を体感できる地域資源を生かしたツアーを
造成するために、ガイドブックを活用した講習会を通じて基盤強化を実施

コンセプトに沿った各種造成コンテンツ
コンセプトを検討する中で各事業者が造成したツアーについて、各事業者HP上で販売

五ヶ所湾カヤックツアープライベートプラン
漁師のアフターファイブツアー ～ちょっとおじゃましまーす～

事業者基盤の強化による新コンテンツ造成事業

96％が民有地である伊勢志摩国立公園の特徴は、自然の中に人の営みが感じられることであり、代表的なものとして農業、林業、水産業等の
一次産業が存在。
一次産業と同じフィールドを活動拠点とする体験事業者も多く存在するが、これまで相互の連携がほとんどなされていなかった。
他地域との差別化を図るとともに、適正なフィールドの活用とプレイヤーの強化により持続可能な観光地域としてブランド化を図るため、一次産業
と体験事業とを掛け合わせ、自然と共生した人の営みを体感できるツアーを造成。

構成団体：伊勢志摩国立公園エコツーリズム推進協議会

自由領域

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

本地域の価値を地域の関係者が再認識するとともに、伊勢志摩国立公園の強みや自分達が来訪者に与えることができるものを基に戦略を策定し、
コミュニケーションコンセプトを決定。伊勢志摩国立公園の魅力を実際の生活の中から感じて情報発信してもらうため、地域生活そのものを観光コンテ
ンツとして提供する海外インターンシップ事業を造成。さらに、コンセプトに沿ったコンテンツを各事業者が造成するために、一次産業を学び、相互連携
できる関係を構築するプログラムを作成。

96％が民有地の伊勢志摩国立公園
豊かな自然を活用して行われている一次
産業

コンテンツの
核となるもの

＜一次産業と連携した新たな観光コンテンツ＞
歴史・文化やエコツーリズムに興味がある欧
州のFIT層（特にフランス人カップル）
台湾、香港、シンガポールのファミリー層

＜インターンシップ＞
学ぶ意欲の高い若い世代（18歳以上）

想定
ターゲット

海外インターンシップ生 地域独自の一次産業に係る取組



【商品名】Ise Shima National Park Internship Trip
●概要・特徴： 伊勢志摩国立公園のコンセプト『自然と人間が共生する
島国『日本』の原風景』を体感してもらうため、地域生活そのものを観光コン
テンツとして海外インターンシップ生に提供。実際にその地域で生活すること
で感じた魅力や価値について参加者自身がSNSで情報発信を行うことにより、
コアターゲットへの訴求を同時に実現する座組を構築。
●主な工夫点：マニュアルを整備することにより、受入の際の対応等に係る
品質を確保するとともに、新規事業者が
参入しやすい環境を整備。
〇多言語対応：英語、日本語
〇価格 ：3,500円／日
〇想定ﾀｰｹﾞｯﾄ：学ぶ意欲の高い若い

世代（18歳以上）
〇提供時期 ：通年
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C. 主な造成コンテンツと取組
●取組：戦略策定

実施内容： 「一次産業と体験事業の連携」を軸として取り組むに当たり、
多種多様な地域関係者が同じ目標に同じ目線で進むために、協議会構
成員参加のワークショップを実施し、戦略を策定。それぞれが思う伊勢志
摩国立公園の強みや、具体的なターゲットイメージ、伊勢志摩国立公園
の目指す姿等の話し合いを実施。来訪者に伝えたい地域の魅力について
共有し、今後の事業展開の核となるコミュニケーションコンセプトを決定。

結果：
〇コミュニケーションコンセプト

自然と人間が共生する島国『日本」の原風景
人間が中心ではない「究極のエコシステム」を体験できる唯一無二の場所

〇ワークショップで想定したターゲット（仏国とシンガポールの大衆富裕層
以上）に対して、後日定量調査を行った結果、上記コンセプトはおおむね
魅力的に感じるという回答を得た。

〇ワークショップを通じて、コンセプトをベースにした５件のツアーアイデアが
出され、うち２件は自社HPにて販売開始。

考察：
〇地域が届けたい価値を起点にコンセプトを抽出することにより、多業種、

多業界の一体感が造成。
〇ターゲット像を掘り下げることにより、具体的なコンテンツの造成が可能。

●取組：海外インターンシップ受入体制構築
実施内容：戦略で策定したコンセプトを共有し、伊勢志摩国立公園の
自然を活用してその特徴を感じられる事業内容を海外インターンシップ生
に提供できる体制を構築。
結果：今年度は受入体制構築に注
力した結果、4社の体験事業者が海
外インターンシップ生受入事業者として
登録され、World Unite ホームページ
上でインターンシップ生の募集開始。
考察：今後、本格的な受入を行うと
ともに、コアターゲットへの訴求を実現す
る海外インターンシップ生自身による魅
力的な情報発信が可能となるような
体験を、各体験事業者が海外インタ
ーンシップ生に提供。 2
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【商品名】一次産業マイスターガイド育成プログラム
●概要・特徴： 各体験事業者がそれぞれの活動フィールドにおいて、そのフ
ィールドの地域資源を生かした魅力的なツアーを造成するために、一次産業
を学ぶガイドブックを作成。個々の体験事業者が集客を強めることにより経
営的に安定し、継続的な事業展開が望めるとともに、一次産業と相互に利
益を生み出すツアー造成により地域全体の底上げとブランド向上につなげる。

●主な工夫点：ガイドブックは、観光分野
の視点から、地域の魅力を高めるうえで重
要な関わりを持つ伊勢志摩ならではの地元
産品をフックに一次産業を学び、魅力を理解
してもらうことを目的として作成。
ガイドブックを活用して開催した講習において
は、各一次産業が推したいと考えている地
元の名産品を視察に取り入れるなど、現場
重視で開催。

C. 主な造成コンテンツと取組

●取組：サポート体制の構築
実施内容：伊勢志摩国立公園の受入キャパシティを拡大するため、新
規体験事業者をサポートする体制を構築。全般的な相談窓口を設置す
るとともに、新規事業者が地域に負荷をかけずに持続的な活動が可能と
なるよう、エコツーリズムを推進するためのガイドラインを作成。

結果：
〇コンシェルジュチーム編成
地域に精通している既存体験事業者と行政担当者でコンシェルジュチー
ムを編成し、新規体験事業者のサポートを行う体制を構築。

〇伊勢志摩国立公園ガイドライン作成
一次産業を含め地域に負荷をかけないツアーを推進するため、自主ルール
や資源保全のためのモニタリング手法等を記載したガイドラインを作成。

考察：
〇一次産業従事者が生業を営んでいるフィールドには、関係者のみにしか

共有されていない様々なローカルルールが存在するため、体験事業者が
適切に使用するためにもガイドラインは必要。

〇ガイドラインについては、伊勢志摩国立公園のエコツーリズム推進のための
ものであると同時に、他の国立公園にも展開可能なものとして整理。

●取組：一次産業との連携
実施内容： ガイドブックを活用し、体験事業者等を対象に、一次産業
と観光の連携による伊勢志摩国立公園の魅力を学ぶ講習会を開催
(1/15～16)。
結果：2日間で26名が参加（体験事業者12名、
その他事業者9名、行政5名）。一次産業に対す
る学びに加え、連携の確保・強化の必要性への意
識の芽生えが感じられた。また、現場の一次産業
従事者と体験事業者が直接つながることにより人
間関係を構築することができた。
考察：一次産業従事者の所得向上につながるブ
ランド化の取組に観光は有効であるため、体験事
業、一次産業相互に利益を生むことが期待できる
ツアーを、各体験事業者が造成することが重要。 3
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【今後に活かしたい知見】
取組を始めるに当たって、様々な業種の関係者が、現在行っている観光のあり方に対する疑問、地域ぐるみの満足度の向上、地域に対する自分達の立ち位
置等について本気で議論を行うことで、観光の対象となる資源を保全することが前提であるエコツーリズムの理念に立ち返ることができた。また、観光資源の保
全と経営の成立を同時に考えて行動することが可能となった。
自社の儲けだけではなく地域のためになること、豊かな自然が続き、自分達を含めそこで暮らす人々が幸せになれるというビジョンを共有し、それぞれの立場を踏
まえてコンセプトを作り上げていく過程で共同体という意識が生まれ、地域の一体感が醸成。
既に商売を行っている事業者が集まって取り組む場合、それぞれが将来、自分達の地域はどのような姿であってほしいのか等を話し合い、事業者自らが地域へ
の誇りと愛着を再認識し、帰属意識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＞

国立公園は「我が国の自然を代表する自然の風景地」として全国で34箇所が指定されており、それぞれに個性の違う豊かな自然環境を有している。
日本の自然公園は地域性の制度を採用していることから、国立公園制度発祥の地であるアメリカ等とは異なり公園区域内に人の生活圏が存在しており、人
々の暮らしや生業を体感できることが特徴。
「地方に存在する各国立公園のオリジナリティーある豊かな自然とその恵み」を基にコンテンツを造成することが、インバウンド観光に有効。
コンテンツを造成するに当たって、地域の実情を踏まえ、自分達が思う地域の価値を理解してくれる層、迎え入れたいと思うお客様について具体的に話し合い
共有することで、ターゲットを明確にすることが重要。

＜コンテンツの販売・PR＞
伊勢志摩国立公園のような市町をまたぐエリアの場合、各体験事業者の情報が市町毎に分断されて面的訴求を図ることが難しい場合があるため、各体験事
業者がSNSで使用するハッシュタグを統一するなど、地域としてのプロモーションを展開し、地域の体験事業者やツアーが検索されやすい状況を作ることが重要。
ハッシュタグとともに統一したコンセプトに沿った運営を行うことで、より一体感のある演出が可能。

＜ステークホルダーとの連携＞
地域のローカルルールを踏まえたガイドラインを作成し、活動フィールドに関わる人と常に良好な関係が保てるような活動を行うことが必要。
地域の行事等への積極的な参加や、地元住民向けのイベントを開催するなど、どのような理念で活動している団体なのかということを常日頃から周知するよう
心掛けることが重要。

＜コンテンツの必須構成要素＞
地域のオリジナリティーある豊かな自然と、そこで生業を営む人々。
既に事業を行っている事業者であっても取り入れることが可能な、地域にも人にも有効な統一されたコンセプト。
各自の役割を理解しながら、協力して目的に向かって取り組むことができる、多様な事業者が参加する組織体制。
継続して事業を行うことを可能とするガイドラインと、コンセプトやガイドラインを周知徹底させる仕組み。

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

事業の継続性の確保。
⇒ マニュアル等を整備するとともに内容の周知徹底を図り、協議会事務局担当者が変わった場合でも、同等の質で取り組めるようにする。
コンセプトの普及。
⇒ 協議会構成員へ周知徹底を図るとともに、情報共有を促すことでコンセプトの再認識に努める。また、次年度から本格的に受入を行うインターンシップ生自身による情報
発信の他、トリップアドバイザーやSNSを活用し、口コミマーケティングによる価値共創を実施。

戦略立案
企画改善

伊勢志摩国立公園エコツーリズム推
進協議会

コンテンツ
提供

【海外インターンシップ生受入】
各体験事業者
【一次産業と体験事業者の連携】
各体験事業者、一次産業従事者

現地ガイド 各体験事業者

PR・販促
World Unite Japan(株)、
伊勢志摩国立公園エコツーリズム推
進協議会

予約・販売 World Unite Japan(株)

伊
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World Unite

体験事業者

受入

申込

割り振り

協議会管理費

体験の提供
￥

申込

インターンシップ生

【海外インターンシップ生受入】

【一次産業と体験事業者の連携】

講習会講師依頼
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FAMILY EXPERIENCE JAPAN

主要観光都市に宿泊するお子様連れ家族観光客に向けた
郊外体験ツアーの造成及びその検証

～京都中心からお茶の京都（京都府南部）へ誘客する自然文化
体験ツアー～

自由領域事業

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



訪日外国人のお子様連れ家族に向けたお茶の京都（京都府南部）での自然文化体験ツアー
主要観光地である京都中心部に宿泊しているインバウンドお子様連れ家族観光客を、その近郊であ

る京都府南部の山城地区）へ誘客するツアーを開発。
自然に囲まれた茶畑でのピクニックや、お茶作り体験を、お子様さま含む家族全員で楽しむことが可能。

（ツアーコンセプト）
お子様連れ家族だからこそ楽しめる体験：有名観光地ではない「自然」や「人との交流」を掛け合わせ
た魅力を観光コンテンツ化。
お子様連れ家族観光客に優しい旅程：行程、移動負荷の軽減、食事場所や食事内容への留意。
言語サポート及び子どもケアができるスタッフが同行： Family Experience Japanにて育成するスタッ
フ、地域の人々との言語面を始めとするコミュニケーションの円滑化に加え、お子様の見守りや荷物のサ
ポートを実施。

主要観光都市に宿泊するお子様連れ家族観光客に向けた郊外体験ツアーの造成及びその検証

京都府南部の山城地区は緑茶発祥の地であり、茶畑が広がる自然豊かな地域。
しかし、お茶に関する地域資源を観光に活かせておらず、京都市をはじめとする近隣都市部からの誘客ができていない。
インバウンドお子様連れ家族観光客をターゲットとし、京都市中心部から山城地区へ誘客する親子向けツアーを開発。

構成団体：Family Experience Japan、(一社)京都山城地域振興社（地域連携DMO）、(公社)京都市観光協会（地域DMO）

自由領域

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

親と子が一緒に楽しめる： お茶の京都への日帰りツアー
お茶の京都DMO と連携し、 日本が誇る食文化の１つ「お茶」を 活用した製茶体験や自然に囲まれた茶畑散策に加え、地域の方との触れ合いも楽
しめるコンテンツを造成。

緑茶発祥の地である山城地区
日本が誇る食文化「お茶」が題材
お子様のケアもできる英語対応スタッフ

コンテンツの
核となるもの

京都市中心部に宿泊している体験コンテ
ンツへの参加意欲の高い 欧米豪や、香
港、シンガポール等。
主に、高所得（世帯年収1,500万円以
上）のお子様連れご家族（FIT）。

想定
ターゲット

茶摘み お茶作り



C. 主な造成コンテンツと取組

【商品名】
お子様連れ家族観光客に向けたお茶の京都での自然文化体験ツアー
概要・特徴
京都市から車で40分程度の郊外に位置する、緑茶の発祥地である宇
治田原地域を舞台に、お茶をコンセプトとしたお子様連れ家族向けツア
ーを造成。
自然に囲まれた茶畑でのピクニック、現地拠点を活用したお茶づくり体験
や各種文化体験を、特に大都市の観光における課題を抱えるお子様連
れ家族に向けて提供。
お子様連れ家族に特別の配慮を施すため、二次交通における家族の負
担を軽減する貸し切りタクシーと、子供ケア可能な専属ガイド（英語対
応）を割り当てることで、完全プライベートツアーとして提供。
主な工夫点： お子様連れ家族が安心してご参加いただくため 、

①英語対応可能、かつ母親経験のあるスタッフをガイドとして活用。
②保育関連に知見のある行政書士をはじめとした有識者の監修を受けた

研修マテリアル実装。
③大人と子供が同時に楽しめるよう、ガイド2名体制での催行。

○実施エリア ：京都府宇治田原町
○多言語対応：英語
○価格 ： 京都市内からの送迎（貸切タクシー）付き 80,000円

（宇治田原現地集合・現地解散は 40,000円）
1家族子供含め5人まで

○想定ﾀｰｹﾞｯﾄ：京都市中心部に宿泊している体験コンテンツへの参加
意欲の高い 欧米豪や、香港、シンガポール等。
主に、高所得（世帯年収
1,500万円以上）のお子
様連れご家族（FIT）

○提供時期 ：2019年11月～冬季
（1月末～2月末頃）以外

○所要時間 ：約6時間
2

●取組：テストツアー
実施内容：造成したコンテンツについて、モニターツアー実施前に実際に
外国人のお子様連れ家族に体験してもらうことにより、コンテンツ自体が
親も子も楽しんでいただける内容になっているかという観点の確認及び具
体的な改善点を抽出することを目的として、 2019年9月29日に現地
在住の欧米2家族（米国、英国）を招聘したテストツアーを実施。
結果：

○子供と親の両方が楽しめるツアー内容であることが判明。子供が楽しめ
る内容という点はコンセプトと合致するが、さらに子供を楽しませる工夫や
危険な状況の回避等の改善が必要。

○ツアー内に食事提供がある場合は参加者に合わせたアレルギーやベジタ
リアンなどの配慮が必要。

○複数家族が１台のタクシーに同乗することに対して抵抗を感じる。
○スタッフも親もそれぞれを頼ってしまい、両方が子供から目を離してしまう
場面が散見。

考察：
○親子が一緒に楽しめるツアーにするためには、移動中に子供が退屈しな
いための工夫ややツアー内容の工夫などを取り入れていくことが重要。

○各家族のニーズに合わせた配慮やプライベートツアーにするなどの対応が
必要。

○アレルギーやベジタリアンなどの配慮においては、参加者への事前の情報
収集や当日の確認等、念入りな対応を行うことが重要。

○外国人向けのツアー造成のためには、
予め現地の多言語対応や受入環境
を確認しておくことが重要。

○子供の安全確保については、親への
ガイドを実施するスタッフに加え、子供
の安全確保を担当するスタッフを配置
の検討。

主要観光都市に宿泊するお子様連れ家族観光客に向けた郊外体験ツアーの造成及びその検証自由領域



C. 主な造成コンテンツと取組

●取組：海外からの家族観光客への街頭調査
実施内容：街頭アンケートでパンフレット等のチラシを提示し、当コンテンツ
のコンセプトの有効性を確認すると共に、お子様連れ家族の旅行全般のニ
ーズや旅行の一連の流れ、自然文化体験ツアーに対するニーズなどを知るこ
とを目的として、2020年1月13～19日の7日間、京都駅近辺で調査を実
施。欧米豪、中国等の68名からアンケートを回収。

結果：
○本コンテンツに興味を持つ主な理由は、「子どもと一緒に体験できる」こと。

京都市郊外へ行くことへの興味も一定数存在。
○お子様連れの家族がアクティビティを決定する際には「その場所ならではの
体験であること」「非日常的な体験ができること」「歴史・伝統・文化を体験
できること」「子供の受け入れ態勢が整っていること」「同行者も楽しめること」
を重視。

○お子様がお茶（カフェイン）を飲むことについて、約70%という大半の方が
「全く気にならない」もしくは「気にならない」と回答。

○お子様連れ家族が旅行を検討する際は、3か月以上前から検討すること
が多く、いかに旅前に早めのアプローチをするかがカギとなることが判明。

考察：
○「京都市郊外に行ける」「歴史・伝統・文化を体験できる」ことに対して一

定のニーズが存在すること踏まえると、京都市郊外である宇治田原エリアで
お茶体験ができることが、特に魅力的なポイント。

○「歴史・伝統・文化を体験できること」×「子どもを含めた家族全員で楽しめ
ること」はお子様連れ家族に共通したニーズと推察。

○お子様がお茶（カフェイン）を飲むことについて、それほど敏感になる必要は
ないと考えるが、対応策は検討すべき。

【アンケート抜粋】
チラシを見ていただいてFamily Tour
にどれくらい興味がありますか？
興味がある場合、具体的にどのよ
うな内容に興味をもちましたか？
（複数回答可）

●取組：モニターツアー
実施内容：コンテンツの磨き上げ及び効果的な集客による事業継続を目
的として、2019年12～2020年1月の5日間で7家族（国籍：シンガポ
ール、中国、英国、米国、仏国）向けにモニターツアーを実施。モニターか
ら、ツアーの感想や子連れで家族旅行へ行く際のニーズ及び旅行の一連の
流れ等をヒアリング。

結果：
○ツアーの満足度については、全員が「大変満足」「満足」の回答。

プライベートツアーゆえの付加価値（細やかな接遇による大人と子供が
一緒に楽しめること、歴史・伝統・文化への深まり、二次交通）の提供が、
ツアーの魅力の一つと判明。

○ガイドは概ね高評価であったが、ガイドの知識や質は今後も継続して改善
を図ることが必要。

○価格が高いと感じる人も一部 存在。
○本ツアーは来訪前、もしくは来訪中に、InternetとFacebookで認知され

たことが判明。

考察：
○ガイド情報については、不足/過多にならないよう、参加者のニーズに合わ

せて提供を行うことが重要。
○プライベートツアーや子供を扱うため柔 軟性、気配りなどの付加価値を押し

出し、価格に見合うよう事前の価値訴求が必要。
○来訪前及び来訪中において、それぞれ

訴求力のあるPRを行うことが重要。
また、旅行中に本ツアーを知った方々の
急な受入れをスムーズに実施できるよう
フローを検討。
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【今後に活かしたい知見】
「訪日外国人のお子様連れ家族」の可能性

「訪日外国人のお子様連れ家族」向けのコンテンツにおける潜在ニーズは、モニターツアー、街頭調査及び事業者ヒアリングから存在することを確認。
お子様連れ家族のための旅程づくりのポイント

お子様の安心・安全の確保。
○コンテンツ造成の際には、特に車の多い場所や危険な箇所がないかなど、事前チェックが大切。
○広々とした屋外での活動が中心になる場合、子供の安全確保のために子供専用のスタッフがいることを推奨。
○オムツ替えや授乳、荷物が置ける場所を確保することを奨励。
○子供が一緒の場合、何が起こるか予測できないため（突然のトイレなど）、時間に余裕を持たせることを推奨。

お子様への対応
○子供は、車の移動や単に歩くだけではすぐに退屈する傾向。そこで、退屈する間を作らないよう、ゲームの準備など、子供が主体的に参加できる工夫を事前

に行うことが重要。
○乳幼児以上のお子様には、歩いたり、走ったりなど、動き回れる活動を入れることが重要。

⇒上記のように、お子様を受け入れる場合には、安心・安全の確保に加え、子供を飽きさせない工夫が必要になり、通常の大人向けツアー以上のきめ
細かさやホスピタリティが必要。このような点では、子育て経験のある地元の母親達が強力な戦力。

「お茶」に対するニーズ
「お茶」をテーマとしたコンテンツについて、訪日外国人向けに一定のニーズがあることが判明。また、子供がお茶（カフェインを含む）を飲むことについて大半が気にしていない。

「郊外」への誘客可能性
街頭アンケートから、本コンテンツが興味を持たれた理由として、「郊外に行けること」が一定数。つまり、「郊外に行けること」がアピールポイントとなる可能性が確認でき、
サスティナブルツーリズムにも繋がると推察。

二次交通の課題解決策
ターゲットは比較的高所得な欧米を中心とする層を想定したが、モニターツアーで来られたアジアの方々へのヒアリングの結果、送迎を含めた高価格帯よりも送迎を含めない
低価格帯を望むとの意見が挙げられた。そこで、以下2種の設計を行うことが良い。
①欧米向けには貸切タクシー ②訪日リピーターの多いアジアの向けにレンタカーを活用した現地発着コンテンツ提供

プロモーションの課題
アクセスに時間がかかる郊外でのツアーは、1日がかりのツアーが多く、数時間のプログラムと違い気軽に参加しにくい。来訪前にコンテンツを旅程に組み込んでもらうた
めには、海外での認知度を高める必要があり、一事業者が短期間でこれを達成するのは容易ではない。
また、今回のモニター顧客等のヒアリングの中で、特に欧米からのお子様連れ家族は複数都市を周遊する顧客も多いため、お子様連れ家族向けの郊外コンテンツを、
各地域での横連携によりプロモーションを行うことが有効。また、お子様連れ家族に影響力のあるママインフルエンサーをツアーに招聘することも有効。さらに、外国のお
子様連れ家族が増える中、「安心、安全」な日本を打ち出していくと集客に繋がると推察。

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＞

お子様の安心・安全の確保
実際に（日本人でも良いので）子供を連れて、現地を確認することが、子供を楽しませられるかの観点に加え、安全確保の面からも重要。
子供の安全確保については、専用スタッフを1名以上配置することを推奨。
活動時間がお昼を挟む長時間のコンテンツでは、屋外だけでなく、休息、乳幼児の授乳及びおむつ替え等に活用できる拠点施設を用意することを推奨。
急な気候の変化時の避難場所としても、お子様連れ家族特有の大きな荷物置き場としても非常に便利。

お子様への対応
年齢や個性にもよるが、お子様は長時間の話を聞くことに退屈する場合が多いため、対策として、イラスト入りの現地のマップや案内シート等を作成し、
旅のしおりとして活用することが有効。

二次交通
タクシーを組み合わせたツコンテンツ造成には旅行業が必要。今回は当社の旅行業免許取得が間に合わなかったために、タクシー会社が当社のアイデア
を基にツアーを企画・実施。２次交通を含めたパッケージプランを造成するためには、旅行業免許を取得するか、旅行業を持ったパートナーと組むなど、旅
行業法への対応が必要。

＜コンテンツの販売・PR＞
お子様連れ家族は増えてはいるが未だニッチな層であるため、情報を届ける工夫としては、①ほとんどの顧客が情報収集に利用するインターネットの活用に加
え、②お子様連れ家族の受入れに積極的な宿泊施設や、旅行会社との連携が重要。
1日ツアーという性質上、旅マエに知ってもらい旅程を調整することが有効。また、短時間で手軽に参加できるアクティビティは国内向け、1日以上のツアーは国
外向けというように、訴求内容を変えていくことでより成約につながる。

＜ステークホルダーとの連携＞
郊外において外国語対応のできる人材を探すことは困難。そのため、現地を熟知するパートナーと協力しながら、人材を確保することが有効。
郊外の現地パートナーを探すには、DMO等から紹介を受けることが有効。

＜コンテンツの必須構成要素＞
日本らしい文化を感じられるコンテンツ（場所） ＋ 子どもも楽しめる工夫（人材・マニュアル他の準備）
特にお子さまの安全面の配慮 ＋ 二次交通の手当

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

6

季節性や旅中販売を意識した、コンテンツのバリュエーション拡充（海外での認知が高まる前には、旅中でも販売しやすい短時間コンテンツが必要）
⇒ 3月後半より提供可能なコンテンツ案を検討。
旅行業取得・登録による自走化
⇒ 春の繁忙期以後に手続きに着手。
コンテンツバリエーション拡充に伴うスタッフ強化（京都市観光協会に所属する100名以上の地域通訳案内士やお茶の京都DMOに所属する通訳ガイド
を対象に募集）
⇒ まずは3月後半から提供するお茶のツアー及び新コンテンツのために順次、採用・育成に着手。

戦略立案
企画改善 Family Experience Japan

コンテンツ
提供

全体の案内: Family Experience Japan
お茶作り体験・昼食等の提供 やんたん

現地ガイド Family Experience Japan

PR・販促 宿泊施設や旅行会社等と連携しながら、
Family Experience Japan

予約・販売
Family Experience Japan （旅行業登
録予定）
ただし、旅行業登録前は、京都市内からの送
迎付きプランの販売元はMKタクシー

二次交通
タクシーでの市内からの送迎、あるいは
顧客自らが手配・・・①公共交通機関＋タク
シー、あるいは②レンタカー

旅行業免許取得前は、今回の事業と同様、MKタクシーに旅行の企画・実施を代行
いただき、当社は企画料及びガイド料を受領する。
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有田インバウンド体験コンテンツ協議会

訪日外国人視点による自然と陶磁器文化を融合した
体験コンテンツ・ストーリー事業

自由領域事業

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
モデル事業報告書

令和２年３月



「自然と陶磁器文化が融合した歴史と自
然の魅力」を持つ観光資源
外国人目線に基づき観光資源を観光商
品へ開発
英語を通じてコミュニケーションを取れるガ
イドサービス人材を育成・活用

シニア富裕層の欧米人のFIT観光客。具
体的には、「知識層」ですでに焼き物への
知識を持ち、焼き物への関心を持つ方、
学習意欲が高いSIT※観光客。

※SIT:Special Interest Tour

6つの体験コンテンツを造成
■「日帰り体験コンテンツパターン」 【ⅰ】、【ⅱ】、【ⅲ】、【ⅳ】、【ｖ】
■「宿泊&体験コンテンツ組み合わせパターン」 【ⅵ】
【ⅰ】有田焼プライベートツアーと名匠とのレッスン
【ⅱ】時代を象徴する有田焼の食器で楽しむ豪華懐石ランチと源右衛門窯訪問
【ⅲ】有田の柿右衛門窯独占プライベートツアー
【ⅳ】有田焼プライベートツアーとお気に入り有田焼宝探し
【ⅴ】自分だけの有田焼コーヒーマグづくり
【ⅵ】1泊2日で過ごす有田焼の魅力満喫プラン 【ⅱ】+【ⅰ】

我が国における磁器発祥の地である有田では、市場価格に加え文化的価値の高い有田焼がキラーコンテンツ。
しかし、文化的背景等に関する説明はあくまで有田焼の販売を目的としたものであり、無料で実施。また、近年の販売は国内向けがほとんどで、市場規模も停滞。
外国語に対応した有料ガイドツアーを、有田焼の購入機会と合わせてパッケージで提供する有効性を検証。

●有田のまちなかの情報コンテンツの受入環境整備
コンテンツを体験する施設において、ガイドが有田の歴史・文化や自然等のストーリーを来訪者自身の国とも絡めた視点で説明し、来訪者に有田をより身近な存在として印象
付けることができるような受入環境の整備。

●外国人観光客を受け入れられる工房・体験コンテンツ・ストーリーの造成
現在、観光客へは開放していない工房、提供していない体験開発の人的サポート・環境整備。

構成団体：有田まちづくり公社（地域DMO候補法人）、有田町商工観光課、有田観光協会、Voyagin、 シーナリー、
地域経済活性化支援機構、イデアパートナーズ

自由領域

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

トンバイ塀 時代の器と懐石料理 柿右衛門窯の工房

訪日外国人視点による自然と陶磁器文化を融合した体験コンテンツ・ストーリー事業

コンテンツの
核となるもの

想定
ターゲット

有田焼宝探し



C. 主な造成コンテンツと取組

【商品名】 有田焼プライベートツアーと名匠とのレッスン
●概要・特徴：名高く由緒ある窯や有田焼を展示するギャラリーを英語ガイドと共

に巡るツアー。一般非公開の工房に入り、熟練した職人から実地
レッスンを受けることができる特別な体験を実施。

●主な工夫点：
プライベートガイド（英語）をつけることで、有田焼の文化をストーリーとして伝える。
徒歩での長時間移動が負担となる場合は、オプションとしてタクシー送迎を利用可。
〇対応言語：英語
〇価格：大人1名：1人あたり 56,250円

大人2名以上：1人あたり 31,250円
7歳以上の子供は大人と同額

〇想定ﾀｰｹﾞｯﾄ：既に焼き物の知識が深く、学習
意欲が高い欧米豪SIT観光客

〇提供時期：通年
〇所要時間：6時間15分

【商品名】 有田の柿右衛門窯独占プライベートツアー
●概要・特徴：一般非公開である柿右衛門窯の工房を訪れ、工程を間近で見

学できるほか、職人との交流の機会を楽しめる、特別なプライベー
トツアー体験を実施。

●主な工夫点：
英語でのプライベートガイドサービス。
通常は入れない工房と窯の見学体験を提供。
〇対応言語：英語
〇価格：大人1名：1人あたり 45,000円

大人2名以上：1人あたり 22,500円
7歳以上の子供は大人と同額

〇想定ﾀｰｹﾞｯﾄ：既に焼き物の知識が深く、学習
意欲が高い欧米豪SIT観光客

〇提供時期：通年
〇所要時間：2時間半

【商品名】 時代を象徴する有田焼の食器で楽しむ豪華懐石ランチと
源右衛門窯訪問

●概要・特徴：骨董商が経営するレストランでの懐石ランチ体験。有田焼の食器
で提供されるランチは地元食材を使用し、日本最高峰の陶磁
器との素晴らしい競演を堪能。

●主な工夫点：
有田焼の魅力が伝わる高級感のある施設で、特別なプライベートランチを提供。
食事内容に合った焼き物を時代・窯ごとに選定。
〇対応言語：英語
〇価格：大人1名：1人あたり 34,375円

大人2名以上：1人あたり 26,250円
7歳以上の子供は大人と同額

〇想定ﾀｰｹﾞｯﾄ：既に焼き物の知識が深く、学習
意欲が高い欧米豪SIT観光客

〇提供時期：通年
〇所要時間：4時間
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【商品名】 有田焼プライベートツアーとお気に入りの有田焼宝探し
●概要・特徴：磁器の傑作を生み出す有田の工房を訪問。有田焼について

学んだ後は、窯の中から自分でお気に入りの陶磁器を探し持ち
帰ることができる宝探し体験（トレジャーハンティング）を実施。

●主な工夫点：
しん窯や源右衛門窯の工房見学を先に行うことで、有田焼の背景知識を持った状
態でトレジャーハンティングを体験し、満足感の向上に寄与。
内山地区以外の地区（黒牟田エリア）にも人を集められる体験として造成。
〇対応言語：英語
〇価格：大人1名：1人あたり 30,625円

大人2名以上：1人あたり 21,250円
7歳以上の子供は大人と同額

〇想定ﾀｰｹﾞｯﾄ：深い焼き物への知識はないが、
有田焼に興味がある欧米豪の
一般富裕層観光客

〇提供時期：通年
〇所要時間：2時間半



C. 主な造成コンテンツと取組

【商品名】 1泊2日で過ごす有田焼の魅力満喫プラン
●概要・特徴：「時代を象徴する有田焼の食器で楽しむ豪華懐石ランチと源右衛

門窯訪問」と「有田焼プライベートツアーと名匠とのレッスン」を組み
合わせ、arita huis(アリタハウス) に宿泊する１泊２日のプラン。

●主な工夫点：
有田焼への造詣が深い観光客でも満足出来るよう、宿泊付きプランを提供。
２日間に渡り、体験に英語プライベートガイドが同行。

〇対応言語：英語
〇価格：大人1名：1人あたり 109,338円
〇想定ﾀｰｹﾞｯﾄ：既に焼き物の知識が深く、学習

意欲が高い欧米豪SIT観光客
〇提供時期：通年
〇所要時間：2日間

【商品名】 自分だけの有田焼コーヒーマグづくり
●概要・特徴：世界中のアーティストが修行する幸楽窯を訪問し、1日デザイナー

となって磁器製コーヒーマグの装飾を実施。型を選び、転写のシン
プルな技法を使って自分だけのコーヒーマグ作りを体験。

●主な工夫点：
伝統的な有田焼だけではなく、現代的な新しいデザインの転写体験も可能。
専門知識のない方でも気軽に参加できるようなプランを提供。
〇対応言語：英語
〇価格：大人1名：1人あたり 18,750円

大人2名以上：1人あたり 12,500円
7歳以上の子供は大人と同額

〇想定ﾀｰｹﾞｯﾄ：深い焼き物への知識はないが、
有田焼に興味がある欧米豪の
一般富裕層観光客

〇提供時期：通年
〇所要時間：3時間

●取組：FAMツアー
実施内容：コンテンツのブラッシュアップ及び旅行商品の販路拡大を目的
に、ターゲットである欧州の富裕層を顧客にもつ旅行会社に、造成したコン
テンツを体験してもらうFAMツアーを実施。
結果：参加者からの主な意見は以下のとおり。

○磁器について学ぶため、ツアーのはじめに県立
九州陶磁文化館を組み込むべき。

○有田焼の工房見学の後にショッピングを組み
合わせると購買意欲が高まる。
考察：ターゲット層を顧客とする旅行会社の招
聘を通し、より富裕層が求める商品となるよう細
かくチューニングを行うことが可能。また外国人ガ
イドの登用は、行程中の雑談も満足度向上に
寄与するため有効であることを確認。
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●取組：外国人目線による体験造成
実施内容：外国人目線に基づく観光資源の洗い出しを行うことで、単
純な事実やモノの紹介ではなく、人との交流や体験を通した有田の魅力
を訴えるとともに、安定的にマネタイズ化できる旅行商品を開発。
結果：ターゲットである外国人富裕層は有
田でどのような体験を求めているのか、外国
人目線を織り交ぜながら、地域の魅力を取
り入れた6つの体験コンテンツを造成。
考察：外国人目線で地域資源を洗い出す
ことで、日本人では気づきにくい地域の魅力
を掘り起こし、ターゲットに訴求しうる体験コ
ンテンツの造成が可能。また、ターゲットの明
確化により、地域の収入増加という目的を
各事業者と共有でき、合意形成しやすくなり、
参画依頼にも有効。

外国人プロフェッショナル
アレクサンダー・スタンコフ



D. 事業によって得られた示唆
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【今後に活かしたい知見】
外国人目線での一貫した体験造成の実施

外国人観光客をターゲットに設定した旅行商品を造成するにあたり、日本人の目線ではなく、外国人目線で体験造成する必要があると判断。そのため、現地調査から体
験造成、コンテンツライティングから体験内容の写真撮影まで全てを一貫して外国人目線で実施。結果として、地域魅力発見の調査の時点から日本人スタッフで想定して
いた観点とは全く異なる視点での発見があり、本事業を推進するにあたっての方針の基盤を作ることができた。

体験コンテンツ造成の重要ポイント
ガイドの育成と提供により、自らが培った伝統・技法・想いを「正しく伝えることができる」ことと、来訪者への対応が確実なマネタイズにつながることへの納得感が、工房の開
放説得の決め手。
地域エリアでトップクラスの事業社の協力を得、これまで取り組まなかったことに取り組んでもらう協力を得たこと。
来訪者属性・嗜好とTPOを踏まえた接客対応力の向上（富裕層向けのサービス内容の開発）。
有田町に住む外国人（日本語が話せ、有田町・有田焼を勉強）をガイド要因に育成することができ、欧州からの観光客目線で体験コンテンツのサービスを提供すること
ができたこと。

体験造成で終わらない、今後のPR・販売基盤の構築
販売面：

体験の企画で終わる事業は多いが、実際にコンテンツを販売する目線で造成しなければ企画では気づけない詳細な条件を詰めることが不可。さらに重要なことは企画
段階で、どのチャネルで販売するかを明確に設定すること。今回はOTAの販売会社（Voyagin社）での販売を前提として詳細に企画を詰めて進めることにより販売基
盤を強化でき、結果として一つのOTA販売会社に限らない販売が可能な基盤を確立。さらに販売促進のために旅ナカ対策としてVISIT九州「Premium Stay 
Kyushu」を通じて「Viator」「TripAdviser」でも販売実施。

PR面：
○体験コンテンツ商品単体ではなく、ユーザーに向けて有田焼・有田町の魅力を集約して見せることができる「特集ページ」を作成。OTAでの販売会社（Voyagin社）
上に特集ページを作成することで、ユーザーに対して体験の紹介からカスタマーサポートを利用した予約完了までを一連の動作で行わせることが可能。
○有田町はこれまで観光地として認知されていなかったため、個人客向け観光商品として売り出せる体制になったこと、観光コンテンツを販売していることを知られる必要
があり、安定した販売実績が出るまでには、認知活動と一定の浸透時間が必要。本特集ページを基盤とすることで、今後のPRの展開時に活用することが可能。

戦略PR 「世界の有田焼ブランドを、再び世界が再評価する動き」というテーマに基づく“外国人の外国人による有田町観光活性化」のニュース発信
世界的に有名な有田焼は、今はかすんでいる中で、有田焼のブランド資産を活かす仕組みとして再び外国人（富裕層）に再評価される活動をしていることをニュース発信
する（有田の歴史を理解し日本語を話せる外国人のガイドサービスが外国人富裕層へサービスを提供すること）、メディア目線での魅力のある取り組みに仕立て上げること
ができた。成果として、全国レベルの新聞テレビの報道（全国放送）に取り上げられた。

海外旅行代理店のモニターツアーによるリアルなフィードバックの収集
海外の旅行会社にモニターツアーに参加してもらうことで、実際に造成した体験コンテンツを体験してもらい、旅行会社で取り扱ってもらうことを前提としたフィードバック
を得た。本事業の大枠の方針が間違っていないことを認識するとともに、コンテンツの組み合わせ、体験と見学の組み合わせ、体験時間や移動時間を始めとする
コンテンツの微調整を行うことができた。

自由領域 訪日外国人視点による自然と陶磁器文化を融合した体験コンテンツ・ストーリー事業
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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＞

現地調査から体験造成までを一貫して外国人目線で実施することで、日本人とは異なる目線での発見が可能。
（本事業において分かったことは、外国人にとっての魅力は買い物ではなく、有田町の自然とそこに住んでいる人たち、職人の息遣いにじかに触れ
体験できる機会や場所を見て触れ、そして交流すること）
海外の旅行会社に実際に造成したコンテンツを体験してもらい、旅行会社で取り扱ってもらうことを前提としたフィードバックを得ることが重要。
富裕層観光客対応のサービス開発については、富裕層が満足するサービス提供について、富裕層の視点を持つ専門家からの指摘が重要。

＜コンテンツの販売・PR＞
体験造成で終わらない、今後のPR・販売基盤の構築

販売：具体的な販売チャネルを設定した上での商品コンテンツの詳細設定、今後の販売展開に活用可能な基盤の構築を行う。地元の事
業者の都合に基づく販売計画ではなく、対象となる顧客立場の販売設計を行うこと。
（予約受付人数最小化、直線予約日数の最短化、実現可能性の高いスケジュールの設計）
PR：今後の全てのPR活動の出口戦略として活用し、アクセスを集約することが可能な体験コンテンツの予約導線を備えた情報集約基盤
ページの構築。

ターゲットは欧米からの観光客であるため、誘客には時間が必要。そのために来日している外国人観光客の獲得が不可欠。特に地域内に宿泊
施設が少ない場合、近隣の外国人観光客が接する媒体・販売体制との組み合わせが不可欠。
メディア目線（世の中の趨勢：伝統工芸を有する地域活性化活動や外国人観光客を受け入れるための動き、外国人のサポートを活用する地
域の動きなど）での魅力ある取組のストーリーをつくる。それにより、大手メディアからのニュース化・記事化を通し、国内でもニュース価値があること
を発信することを狙う。

＜ステークホルダーとの連携＞
広域での活動と連携し、海外旅行会社モニターツアーの巡回スケジュールへの組み込みなど機会を活用。
本プロジェクトは、協働する窯元や飲食施設等が、これまで取り組まなかったことに新しく取り組むことに賛同されたことが最も大きな成果。その理
由は、ターゲットの明確化（欧州の富裕層）、本観光客へ正確にコミュニケーションする体制を整えること（各事業者の特徴を学んでいる外国
人が観光客のガイドサービスをする体制）。したがってターゲット設定とそれをステークホルダーと共有することが観光資源を差別化された商品とする
ためには重要ポイント。

＜コンテンツの必須構成要素＞
ガイド案内：専門知識が売り物になる伝統工芸の観光体験コンテンツでは、その詳細を正確に説明ができるガイドの存在が必須。
高付加価値の内容：販売コンテンツならではの付加価値として、通常の観光客では体験できない世界ではじめての体験コンテンツという限定感
のあるコンテンツの内容を盛り込むことが重要。

D. 事業によって得られた示唆
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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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販売体制の強化。
⇒ 旅行業に登録し、顧客から直接受注できる体制を構築。（既に準備を開始し4月以降での実施を計画）
体験コンテンツ商品の開発。
⇒ 6つの体験コンテンツに加えてレンタサイクルを活用した回遊コンテンツを計画。（来秋以降）
ガイド人材の開発育成。
⇒ 現在3名の人材に加えもう1人の人材を開発し、ガイドサービスを提供できる体制を構築。（6月頃を計画）

戦略立案
企画改善

有田まちづくり公社
イデアパートナーズ
Voyagin

コンテンツ
提供

Voyagin
(株)有田まちづくり公社

現地ガイド
ハネカ氏
ジェレミー氏
ピメンタ氏

PR・販促 イデアパートナーズ
Voyagin

予約・販売 Voyagin、Expedia、Viator、
Tripadviser

二次交通 有田タクシー

お金・サービスの流れ
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