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■国民の旅行スタイルが従来の物見遊山的な旅行から訪れる地域の自然・生活文化・人
とのふれあいを求める「体験型」・「交流型」・「個人型」の旅行へと変化し、旅行者
が直接体験できるような旅行や観光へのニーズが強くなっている。近畿運輸局では、こ
うした体験型旅行を創出する地域や事業者を支援する取組を行っている。
■具体的には、観光圏整備事業、ニューツーリズムモニターツアー事業、近畿観光まち
づくりコンサルティング事業、地域資源活用事業、農商工等連携事業などといった着地
型旅行商品造成にかかる設定や支援等を行っていますが、その事業において着地型旅行
商品を旅行会社に売り込むことは、地域への誘客が期待され、地域振興に大きな効果が
期待されます。
■そこで、上記の設定・支援を受けている自治体や事業者等の着地型旅行商品を旅行会
社に売り込む機会を設定し、どのようにすれば売れる着地型旅行商品造成につながるの
かを観光の専門家や旅行会社の意見も取り入れ検討する。

【事業の目的】

Ⅰ.関西以外の地域での「プレゼンテーション＆商談会」の開催（２箇所）
・開催地域の旅行会社企画担当者を招聘し、関西圏の着地型旅行商品プレゼンテー
ションと商談会を実施。
・招聘した旅行会社企画担当者に、「売れる着地型旅行商品づくりのポイント」をア

【事業の概要】

事業概要
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ンケート（ヒアリング）する。
①平成23年12月14日 開催地/名古屋 ②平成24年1月16日 開催地/福岡

Ⅱ.関西における着地型旅行商品造成に関する調査
・着地型旅行商品の現状分析
関西の着地型旅行商品の実態調査。
関西以外の人気ある着地型旅行商品の実態調査。
観光の有識者及び旅行会社企画担当へのヒアリング。

Ⅲ. 売れる着地型旅行商品づくりのポイント
「Ⅱ」の調査内容をふまえた課題整理、取り組み方、ポイント。

Ⅳ.報告書の作成
・Ⅰ～Ⅲの事業調査結果をまとめた報告書を作成。

Ⅴ.着地型旅行商品造成地域へのフィードバック
・関西の自治体や事業者向けの報告会を実施。 （2月22日）
・事業報告書を自治体や事業者向けに送付。 （2月末〜）

Ⅵ.参考調査：海外の旅行会社の着地型旅行商品に対する関心調査
・個人グループ旅行をメインで扱う、アジアの旅行会社に関心をヒアリング。

【事業の期間】
平成２３年１０月～平成２４年３月１日



Ⅰ 関西以外の地域での「プレゼンテーション＆商談会」の開催

・開催地域の旅行会社企画担当者を招聘し、関西圏の着地型旅行商品プレゼンテーション
と商談会を実施。
・招聘した旅行会社企画担当者に、「売れる着地型旅行商品づくりのポイント」をアン
ケート（ヒアリング）を実施。

名称 関西の着地型旅行商品 説明会＆商談会 主催：近畿運輸局

開催地 ①名古屋 ②福岡

開催時期 ①平成23年12月14日（水） ②平成24年1月16日（月）

会場 ①ウィンクあいち ②アクロス福岡

・説明会会場と商談会場は、隣接する別会場にて実施。

・説明会はスクール形式。

・商談会は、出展者（着地側）ごとのテーブルを設定し、旅行会社との対面形式。

①名古屋会場

【スケジュール】
・主催者挨拶（13:00〜13:05）
・説明会/出展者プレゼンテーション （13:05〜15:00）
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No. 団体名

1 有限会社ワックジャパン

2 株式会社島田工務店

3 株式会社畑中

4 株式会社ツアーランド

5
六甲摩耶観光推進協議会
（事務局：六甲摩耶鉄道㈱）

6 高槻市

7 橿原市

8
聖地熊野を核とした癒しと蘇りの観光圏協議会
（事務局：田辺市）

9 奈良県観光局

〇関西圏着地側 出展者一覧

・説明会/出展者プレゼンテーション （13:05〜15:00）
・休憩 （15:00〜15:15）
・商談会 （15:15〜17:00）



〇名古屋地区 参加社一覧

No 会社名
1 ㈱中部キャラバン
2 （有）Shinsetsu・japan
3 ㈱呑龍マリン
4 ミノル観光サービス
5 ㈱ＪＴＮ
6 〃
7 東鉄観光㈱
8 株式会社ヴィーナストラベル
9 〃

10 ㈱JTBプロモーション
11 近畿日本ツーリスト㈱
12 ㈱トラベル日本
13 おおむらツーリスト
14 深山運送（有）
15 香恋バス（有）
16 ㈱ジェイティービー
17 名阪近鉄旅行㈱
18 旅の店　弥次喜多
19 岐阜県観光サービス㈱

【出展者プレゼンテーション】
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①有限会社ワックジャパン ②株式会社島田工務店

③株式会社畑中 ④株式会社ツアーランド



⑤六甲摩耶観光推進協議会 ⑥高槻市

⑦橿原市 ⑧聖地熊野を核とした癒しと蘇りの観光圏協議会

⑨奈良県観光局
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⑨奈良県観光局

【商談会】



【参加旅行会社アンケート（名古屋） 】

1 出展者プレゼンテーションについて

出展者のプレゼンテーションについて、5段階でヒアリング。

●代表的な声/説明会終了時における感想等 （抜粋）

①ワックジャパン

とてもよかった,
11.5%

よかった, 67.7%

ふつう, 18.8%

あまりよくなかっ
た, 2.1%

よくなかった,
0.0%

とてもよかった

よかった

ふつう

あまりよくなかった

よくなかった
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・日本の伝統文化を肌で感じられる点でよかった。

・20〜30代で町家のショートプログラムにおすすめしたしたいと思いました。こちらもぜひ、日本人対象にして。非公開寺院
での体験も組み込みたいですね。

②島田工務店

・非常に元気な感じ。ご自身のまちを何とかしたいという気持ちがよくわかる。

・今、農業体験がとても気になってました。（無農薬野菜の収穫等） 学生ももちろん、50代以上の方へ観光ツアーが良いと
感じました。

③畑 中

・京遊び体験が気軽に出来る。魅力的ですね。

・募集型企画で少人数から貸切プランが使いやすい。舞妓の宴会でも高座利用は使いやすい。

④ツアーランド

・たくさんのツアーをやられて好評ということで次回のツアーも機会があれば見てみたい。モニターツアーは大変魅力。

・話題性のあるツアーで良いです。（仏女は今でも人気のツアーだと思いますので）

⑤六甲摩耶観光推進協議会

・大変わかりやすかった。女性に人気のものは魅力あるのも確か。自然に触れる体験は皆がしたいと思います。

・山ブームは来年もまだ止まらないと思います。女性ですと生キャラメルを作ってナイトハイクをし、山頂で食べる！！ こん
なプラン良いです。



⑥高槻市

・ご自身のまちを愛され、多くの方に来て見て欲しいという気持ちがよくわかる。旅行業者に送客して金銭的に大きなメリット
があるかといえば？？？（疑問）だから、こうゆう職員さんの旅客誘致の姿勢に頑張りがある。応援したい気持ちになれる。

・はにわ・古墳、歴史を勉強出来ますね。最大級で売りにしたいです。

⑦橿原市

・例としてのツアーをあげてもらったのでイメージできました。奈良は日本の歴史を感じられる地だと思った。

・観光素材は揃っているので、テーマ性をもった企画で商品化してほしい。

⑧聖地熊野を核とした癒しと蘇りの観光圏協議会

・地域全体でまとまり、多くの方にきてほしいという気持ちがよくわかる。

・世界遺産に登録されているが、京都や奈良と違いハード的な要素が少ないので温泉やソフトでカバーしてほしい。

⑨奈良県観光局

・弊社も特別開帳ツアーさせて頂きお客様へも好評でした。歩く奈良も気になります。

・秘仏開帳の情報がありよかったです。

2 商談会について

商談した内容について、着地側プログラムに対する評価をアンケートにて実施。
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ぜひ契約や送
客をしたい,

21.4%

今後契約や送
客を検討したい,

25.0%
条件が整えば
検討する, 32.1%

機会があれば
検討する, 21.4%

契約や送客は
ない, 0.0%

ぜひ契約や送客をしたい

今後契約や送客を検討
したい

条件が整えば検討する

機会があれば検討する

契約や送客はない



3 着地型旅行商品の取扱い

増加している,
14.29%

少し増加してい
る, 28.57%

増加していない,
57.14%

減少している,
0.00%

よくわからない,
14.29%

その他, 0.00%

増加している

少し増加している

増加していない

減少している

よくわからない

その他

4 着地型旅行商品の情報入手について

7

4 着地型旅行商品の情報入手について

自ら探している,
25.0%

社内の部署や
社内ネットワー

ク, 6.3%

着地側よりの
セールスや情報
発信・商談会・
研修会等の利

用, 31.3%

業界紙や情報
誌、業界団体か
らの情報, 12.5%

探すことはない,
0.0%

その他（イン
ターネット）,

25.0%

自ら探している

社内の部署や社内ネット
ワーク

着地側よりのセールスや
情報発信・商談会・研修
会等の利用

業界紙や情報誌、業界
団体からの情報

探すことはない

その他（インターネット）



5 着地型旅行商品を含むツアーを企画・主催・手配する際に感じる課題点（主な内容）

・料金、手数料。（個人的意見として、商品企画、教育旅行分野を除いては着地型１つ１つの単価が低いため興味が低い）

・告知方法。

・話題性、オリジナル性、魅力的な商品かどうか。

・その他（要望）

出発地からの（その着地型旅行商品を含んだ）モデルコースがあると良い。

広告を実施する際のPR素材（画像）の支給及び入手の簡易化。

6 着地型旅行商品におけるポイント

【テーマや内容】

・オリジナル商品（当店限定）、特別感のある内容。

・団体でないとできない、入れないといった商品。

【受入やサービス】

・募集型ツアーを受入可能か否か。 受入体制が万全であること、安全であること。

・バスの乗り入れ （バス会社より）。

【周辺観光やモデルコース】

・着地側からの押しつけがないこと。販売側で自由に選べること。（もしくは着地型観光商品のみで完結すること）
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7 関西での着地型旅行商品への期待・要望

・ 「今注目の！！ 」地元ならではの旬な旅行商品。

・ ご当地の人間のみぞ知る商品を期待。そこへ行くと何かがあって、また行きたくなるといった商品。

・ 有名観光地がある中で、ただ何気なく回るツアーでなく、お客さんに来てよかったなと思ってもらえるのが1番。



②福岡会場

【スケジュール】
・主催者挨拶（13:00〜13:03）
・説明会/出展者プレゼンテーション （13:03〜13:50）
・商談会 （13:50〜16:00）
※商談会への参加を促すため、出展者プレゼンテーションの時間を短縮し、休憩をはさまずに商談会を実施した。

〇関西圏着地側 出展者一覧

No. 団体名

1 有限会社ワックジャパン

2 有限会社丸益西村屋

3 株式会社畑中

4 株式会社ツアーランド

5 南丹市

6 阪急電鉄株式会社
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7 京阪電気鉄道株式会社

8
六甲摩耶観光推進協議会
（事務局：六甲摩耶鉄道㈱）

9 社団法人ひょうごツーリズム協会

10 奈良県観光局

11 株式会社庵   ※パンフレットのみの配布

〇名古屋地区 参加社一覧

No 会社名

1 日本旅行企画株式会社
2 春日慣行株式会社
3 株式会社西日本新聞旅行
4 西鉄旅行株式会社
5 〃
6 一般社団法人　日本旅行業協会
7 株式会社近畿日本ツーリスト九州
8 〃
9 さんふらわあトラベル株式会社

10 株式会社ハッピートラベル

11 ラド観光株式会社
12 平戸観光旅行部
13 蒼天旅行合同会社
14 株式会社ジェイティービー
15 〃
16 クローバー旅行
17 宮崎カーフェリー株式会社
18 九州旅客鉄道株式会社
19 株式会社レジャープラン
20 株式会社阪急交通社
21 日本航空



①有限会社ワックジャパン ②有限会社丸益西村屋

③株式会社畑中 ④株式会社ツアーランド
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⑤南丹市 ⑥阪急電鉄株式会社

⑦京阪電気鉄道株式会社 ⑧六甲摩耶観光推進協議会



⑨社団法人ひょうごツーリズム協会 ⑩奈良県観光局

【商談会】
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【参加旅行会社アンケート（福岡） 】

1 出展者プレゼンテーションについて

出展者のプレゼンテーションについて、5段階でヒアリング。

●代表的な声/説明会終了時における感想等 （抜粋）

①ワックジャパン

・京都ならではのプログラムで外国人向け中心に良い企画だと思います。九州地区内の日本人向けに改めて日本文化を体

とてもよかった,
14.3%

よかった, 56.4%

ふつう, 29.3%

あまりよくなかっ
た, 0.0%

よくなかった,
0.0%

とてもよかった

よかった

ふつう

あまりよくなかった

よくなかった
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・京都ならではのプログラムで外国人向け中心に良い企画だと思います。九州地区内の日本人向けに改めて日本文化を体
験いただけるようなものができればと思います。

・京都らしい体験ができ、お客様それぞれにあったプランが選べるのでとても興味がある。修学旅行客も取り入れているので、
個人のお客様用にも対応できるか？、個人のお客様で団体客を嫌う方が多いので。

②丸益西村屋

・女性が喜びそうな体験がわかりやすいと思います。着物レンタル+風呂敷づつみ体験や京カフェで頂く京野菜ランチとか町
家をからめてプランにすると目を引くと思います。

・弊社でオプションで設定していて、興味がある人が多い。

③畑中

・弊社でお預かりしている「舞妓さん」との夕食プランは今回のような写真を使わせて頂きたいと思います。限られたパンフレッ
ト紙面ではありますが、視覚も大切と改めて思いました。

・今回プレゼンを聞いて初めてこのようなプログラムがある事を知りました。九州からはほぼ体験できないプログラムですので、
30〜50代男性向けに情報が伝われば人気企画になると思います。

④ツアーランド

・どのような予約操作が行われるのか気になりました。内容がマニアックな感じで個人のお客様によい。

・映像をふまえて具体的な催し内容が簡潔に分かった。

⑤南丹市

・体験プログラムがよい。京都らしい体験（京野菜の収穫）などあればぜひ取り入れたい。東京の田舎の方で野菜を田畑から
とって料理するような体験が人気と聞いたので。

・美山かやぶきの里のオプション整備はされているが九州からの認知が低く掲載しずらい部分もあった。話を伺って見せ方
次第ではおもしろい商品にも出来るかと感じた。



⑥阪急電鉄

・関西地区は観光列車が少ないので京とれいんは興味があります。

・企画乗車券がわかりやすくまとめられてあった。周遊パスがオプション化されているものが多いのは設定しやすくありがたい。

⑦京阪電気鉄道

・特別企画乗車券を改めて勉強になりました。弊社でどこまで取扱販売出来るのかを確認して観光性の提案にCMとして使っ
ていけたらと思いました。

・京阪電気鉄道の便利のよさをお客様にあご案内できるようにいろいろな特企券を紹介したいです。

⑧六甲摩耶観光推進協議会

・新しい六甲を紹介できそうです。

・六甲の体験ツアーはおもしろいと思った。旅行の資格を持ってあるので依頼する時も楽なように思う。

⑨ひょうごツーリズム協会

・清盛に関する企画を考えていたので役にたった。

・セカイカメラを使ったスタンプラリーは大変おもしろい企画だと思います。

⑩奈良県観光局

・県内の秘宝・秘仏の情報を一手に扱ってもらうとありがたいと思う。

・祈りの回廊や古事記1300年の取り組みなど知りたいと思います。また今が12年上期の商品造成時期のため、もう少し早い
段階で情報を頂けると現実的には助かります。

2 商談会について

商談した内容について、着地側プログラムに対する評価をアンケートにて実施。
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ぜひ契約や送
客をしたい,

24.1%

今後契約や送
客を検討したい,

10.3%条件が整えば
検討する, 58.6%

機会があれば
検討する, 6.9%

契約や送客は
ない, 0.0%

ぜひ契約や送客をしたい

今後契約や送客を検討
したい

条件が整えば検討する

機会があれば検討する

契約や送客はない



3 着地型旅行商品の取扱い

4 着地型旅行商品の情報入手について

増加している,
9.1%

少し増加してい
る, 27.3%

増加していない,
45.5%

減少している,
9.1%

よくわからない,
9.1%

その他, 0

増加している

少し増加している

増加していない

減少している

よくわからない

その他
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自ら探している,
35.3%

社内の部署や
社内ネットワー

ク, 17.6%

着地側よりの
セールスや情報
発信・商談会・
研修会等の利

用, 23.5%

業界紙や情報
誌、業界団体か
らの情報, 17.6%

探すことはない,
5.9%

その他（イン
ターネット）, 5.9%

自ら探している

社内の部署や社内ネット
ワーク

着地側よりのセールスや
情報発信・商談会・研修
会等の利用

業界紙や情報誌、業界
団体からの情報

探すことはない

その他（インターネット）



5 着地型旅行商品を含むツアーを企画・主催・手配する際に感じる課題点（主な内容）

・催行人員。（個人型は催行管理をしてないので、例えば10名以上とかになると難しい）

・企画、イベント性の高いもの、魅力ある商品。

・精算時の問題。 （オプション化してあると助かる）

・受入側のキャパシティ。 （団体対象のため）

・販売単価が低い。

6 着地型旅行商品におけるポイント

【テーマや内容】

・近畿でしか体験できない、近畿ならではの商品。（九州で同様のテーマがない方が望ましい）

・オリジナル商品、特別感のある内容。

・地域の特性を活かしたもの、かつ個人では予約しにくいもの。

【受入やサービス】

・店舗もしくはインターネットで販売できること。

・お客様への説明を簡潔にできること。

・（大変かもしれませんが）随時受入を行なってほしい。

7 関西での着地型旅行商品への期待・要望
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7 関西での着地型旅行商品への期待・要望

・ 地方からのニーズとして京都や大阪の街歩きをしてみたいが、どう行動すればいいか分からない。個人客でも簡単に

申込みができ参加できるプログラムがあると良い。

・ 宣伝、告知用の素材貸出を積極的に行なってほしい。

・ ピーク時になると予約をとれないことがあるので、様々な体験プログラムを増やしてほしい。

・ 着地型ツアーだけでなく一部素材として売って頂けるとありがたい。

・ （プランに組み込む際）九州からの商品だけでは独自の商品造成はむずかしい。全国で造成する方向が好ましい。



Ⅱ 関西における着地型旅行商品造成の実態調査

1 関西の着地型旅行商品の実態調査

着地型旅行商品の造成状況について

関西圏の観光圏整備事業、ニューツーリズムモニターツアー事業、近畿観光まちづくりコンサルティング事
業、地域資源活用事業、農商工等連携事業などといった着地型旅行商品造成にかかる設定や支援を受けてい
る団体へアンケート調査を行なった。

下記は、商品内容について、地域特性項目を「自然」「歴史」「文化」といった項目に分け、キーワードを抽出したもの。
（各詳細のアンケート結果については、別紙資料参照）

Q1 商品の内容や特徴、販売価格、種類など代表的なものをお教えください。

地域特性 商品素材 内容・体験 交流

景勝地
びわこ
六甲山
ジオパーク
滝

散策ツアー
ウォータースポーツ
ウォーキング
ノルディックウォーキング
夜景
ハイキング
ナイトハイク
ローカル列車乗車体験
修行体験

エコツーリズム

棚田学習
川遊び
苗植え

自然
地元ガイド
検定合格者（口コミ大
使）
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エコツーリズム
農業
漁業

苗植え
収穫体験
定置網漁体験

四季

花見ツアー
紅葉ツアー
柿収穫渋抜き体験ツアー

特産
食材利用弁当
地産弁当

人物ゆかり
　大河ドラマ

探訪ツアー
ロケ地ツアー

世界遺産
遺跡
古墳
跡地
名宝

散策ツアー
現地説明会
講演会
探訪ツアー

まちなみ
まちあるき

まちなみ探訪ツアー
市民が創るまちあるきツアー

伝統文化

能体験
狂言体験
茶花体験（町家）
茶道体験
京友禅体験
お茶屋遊び体験
（舞妓の夕べ、嶋原大夫踊り）
坐禅体験

産業

工場見学
施設見学
酒蔵見学　試飲体験

歴史

文化

現地ガイド
ふるさとガイド
地元大学生ガイド
市民ガイド

先生＆講師による
ワークショップ



着地型旅行商品の販売状況について

増加している, 16.7%

少し増加している,

41.7%

増加していない,

29.2%

減少している, 12.5%

増加している

少し増加している

増加していない

減少している

Q2 貴団体における着地型旅行商品の販売数は増えていますか？

Q3 貴団体における着地型旅行商品の販売額は増えていますか？

増加している, 8.7%

増加していない,

減少している, 13.0%

増加している

少し増加している
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少し増加している,

47.8%

増加していない,

30.4%

増加していない

減少している

Q4 貴団体における着地型旅行商品の販売ルートはどのようなものでしょうか？

旅行会社を通じて,
20.8%

広報紙や雑誌など
の自社媒体, 18.2%

WEBサイト, 26.0%

ポスターやパンフ
レット　等, 23.4%

その他, 11.7%

旅行会社を通じて

広報紙や雑誌などの自社媒体

WEBサイト

ポスターやパンフレット　等

その他

その他（新聞広告、DM 等）



Q5 着地型旅行商品を造成する際に課題と感じている点をお教えください。

（一部抜粋）

【商品素材/観光素材】

・当地にオンリーワンの観光素材がない。

・地域に眠る埋もれた資源の発掘並びに、それらの活用方法。

・リピーターのニーズをとらえた商品の企画・提供。

・来訪者をただ単に誘客し楽しんでもらうという視点だけではなく、地元住民が自らの土地に誇りを持ち、もてなしの心を育む
ような取組みが必要である。

・コンテンツとなりうる魅力的な観光資源候補の把握が現時点では十分でない。

・顧客のニーズをつかむこと。（これが商品になるのか？という疑問）

・市域だけでの造成となった場合、商品の固定化となり、目新しい商品造成が出来ない点。

・宿泊・交通・体験事業者など、当市及び近隣市町村との連携は進んできたが、更なる広域的な連携（他府県含む）が課題。

【受入体制】

・まだ仕組みのできていないコンテンツを掘り起こし、安定的に供給できるまでの、地元でのネットワークづくり、仕組みづくり。

・更なる専門性、付加価値を付与するガイドの要請。

・自治体、観光関係事業者、地域住民等の更なる連携。→推進するための運営体制作り。

・事業全体をマネージメントする人材育成。

・地域内での連携体制が不十分。
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・市内旅行社において、着地型旅行よりも発地型旅行を主に取扱いを行い、現在では着地型旅行は主流でない状態ある。

・道路や駐車場等のインフラの整備は必要であるが、観光資源や環境、景観とのバランスを取る必要がある。

・ガイドなども含めたソフト部分の充実。施設によってこのガイド能力にバラツキがあるため、「地域の商品」とした時の品質管
理が難しい。

・現状のコンソーシアムの組織では、着地型・ニューツーリズムの収益事業の実施に適しておらず、「観光プラットフォーム」の
構築が必要。

・交通アクセス機関との連携。

【その他】

・リピーター 単発の旅行商品の企画に終わり、リピーターへ繋がっていない事。今後シリーズ物の企画が必要と思われる。

・誘客の結果、その経済効果を顕在化させる必要があるが、行政がどこまで営利目的の団体や店舗等に関われるかの線引き
が難しい。

・採算ベースに合うまでの集客が難しい。

・基本となる受け皿施設が民間事業者によって行われているため、価格面において住民ボランティアや地域補助金などを利
用して行われているものに対して価格競争力が弱い。



Q6 着地型旅行商品を販売する際に課題と感じている点をお教えください。

（一部抜粋）

【プロモーション】

・着地型旅行を販売するにあたり、商品の企画は勿論、告知力に力を入れる必要がある。そのため、特定の部門に強い旅行

社を入札指名に入れたいが、業者登録をしている旅行社しか選定できない事情がある。

・旅行会社を通した販売をしていないので、広く周知することと、集客が課題。

・プロモーション活動に掛かる費用。

・販売ツールの選択や効果的（費用対効果のある）な広報ツールがない点。

・発地、地域内の宿泊施設、観光施設、商業施設等での宣伝。

・市内旅行社が独自で着地型旅行商品開発がされない中、仮に開発されたとしても、販売ルートやPR方法、利益率等の

課題は相当なものがあると思います。

・広報及び販売力が弱い。広報宣伝を含む営業活動に充分な経費と工数と人員が当てられず、結果的に定員割れとなり

がちである。

・ 一般的に「着地型旅行商品」という言葉は、特に個人旅行者に対する認知が低いため、その情報を届けるチャネルの確立

が望まれる。

・現状の販売体制はほぼ旅行社任せで、「観光プラットフォーム」を構築し、WEBやパンフレットなど様々なメディアを通じて

多様な層の市場にアプローチできる体制を整備する事が必要。

【価格】

・手数料率の設定。
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・価格競争力。

・公園や景勝地など無料の施設が多く、販売という形を取りづらい点。

・価格と内容の折り合い。

価格の面でどうしても日帰り旅行となってしまい、滞在型商品として、価格に見合う内容（魅力）を如何に盛込むかが課題と

なっている。

・価格設定。

旅行商品全般について低価格化傾向が続いているので、着地型旅行商品を企画した場合でも殆ど利益が出ない状況と

なっている。如何に収益が確保できる企画を組むかが、大きな課題である。

【流通】

・県外よりの誘客を推進したいが、旅行社への販促金が高額でないため、扱う旅行社にとって大きなインセンティブとなりづら

い。

・全国的な大手旅行社とタイアップして、積極的な商品販売が出来る手立てを検討していきたい。

・地元の紹介したいスポットやガイドおよび「語り部」を確保し、魅力あるコースや内容を決定しても、販売してくれる業者がい

ない。

【販売体制 その他】

・滞在日数の少ない国内向けのお客様からの、事前予約を受けること。

・ワンストップの窓口体制。



Q7 今後の着地型旅行商品に関する取り組みについてお教えください。

積極的に取組む, 70.8%

現状並みに取組む,

20.8%

やや消極的, 8.3% 取組しない, 0.0%

積極的に取組む

現状並みに取組む

やや消極的

取組しない

（一部抜粋）

【理由】

①積極的に取組む

・地域が活性化するきっかけの一つであるため。

・少なくとも国内で、京都の神社仏閣をまわる旅にとどまらず、伝統的な文化体験を求めていらっしゃる傾向にあるようなので。

・着地型旅行商品は地域全体が潤う仕組みづくりであるため、近隣市町を含めた地域で輪を広げ、着地型旅行商品の造成

と販売に取り組む。

・着地型旅行商品の専門旅行会社であり、また観光圏事業のプラットフォーム・コーディネート組織として位置づけられて

いるため。
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いるため。

・地域の観光資源のPRを積極的におこなうことと、地域経済の活性化につながる取り組みとして、着地型旅行商品の開発が

重要と考えるため。

・地域の事は地域の住民が一番よく知っている（地理、歴史、風土）ので、着地型旅行は、発地型に比べて、よりテーマを

絞った（マニアックな）商品の企画が可能である。また、より深くその地域の魅力を知って貰う為にも、着地型は欠かせない

と思う。

・ただ単に誘客を促進するだけではなく、地元住民が、自らが暮らす土地の価値を見直し、誇りに思うことで「もてなしの心」

を醸成させるために、行政が中心となってその連携を構築していく。

・着地型商品を販売しないと既存の顧客だけでは企業経営を維持できない。

・集客の頭打ちの理由は、既存市場の縮小、というものが大きい。これに対し、着地型旅行商品は、新しい商品価値を

伝えるものであり、それによって新規市場の開拓の可能性が出てくる。

・当地は個人観光客およびマイカーでの観光客が大半であり、拠点からの周遊着地型旅行商品が必要になってきている。

また、地元とのふれあいやここでしか体験できないものを求めてくる観光客のニーズに応えるためにも商品の造成は必要。

②現状並みに取組む

・旅行会社と連携し、着地型にこだわらず、体験メニュー等を中心としたツアーを企画する。受け入れ態勢や集客力の点

から、旅行会社主体の発地型観光に体験などを提案していく形になる可能性もある。

③やや消極的

・市内の数社の旅行社がNPO法人を立ち上げ、着地型旅行商品の開発を行う話はあるが、やはり発地型旅行が主になると

思います。



（一部抜粋）

【今後の展望】

・日本人向けの着地型旅行商品の造成に取り組むとともに、海外・国内在住の外国人の誘客にも積極的に取り組んでいく。

・自社で特徴を打ち出し価格比較に左右されない、「わざわざ」自社を選び続けていただけるファン層を獲得、拡大していく。

・お客様のほとんどが外国人であり、国内向けのプロモーションがまだ弱いので、今後はより多くの日本人の方に利用してい

ただけるような体験型プログラムの造成〜宣伝を行う予定。

・新たな着地型商品の開発並びに更なる地域での推進体制作り。

・現在はツアーでの実施が主ですが、ツアー実施と並行として、地域資源を活かした多彩なプログラム作りやその提供を検討。

・今後は、まち歩きなどの商品造成に取り組む予定。

・旅行商品造成・販売の活動を通じて、時代やニーズに即応した商品造成・販売ができる人材・組織を育て、全国レベルの

観光地化を目指す。

・現在、各地域で実施されている体験プログラムなどを分析、商品改良を行い、ニーズにあった新商品の造成も含めメニュー

を増加させていく。

・着地型旅行商品は地域全体が潤う仕組みづくりであるため、近隣市町を含めた地域で輪を広げ、着地型旅行商品の造成と

販売に取り組む。また、観光事業者だけでなく、様々な業種の団体、個人とも協力しながら進めていく。

・マーケットニーズを捉えながら新たな地域資源を活用して、着地型旅行商品の造成及び販売を着実に推進していくつもりで

ある。また、広域連携をより推進しながらテーマ性と目的を持った多様な展開を図っていく。

・市内各地に存在する文化的にあるいは歴史的に重要な施設等で行われている行事や展示を、期間を決めて集中して情報

発信することで、さらなる誘客を図る。

・観光資源だけではなく商工農業と連携して取組みを進めることで、情報発信力の強化、満足度の上昇を画策する。
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・観光資源だけではなく商工農業と連携して取組みを進めることで、情報発信力の強化、満足度の上昇を画策する。

・今後はコースを増やし、魅力ある商品作りに励むと共に、新規客もリピーター客も獲得できる内容とし、より集客を図りたい。

・インバウンド客の増加が見込まれており、国内にも隠れた需要が存在するので掘り起こしたい。特に富裕層に向けての宣伝

をしたいと考えている。しかし円高や世界的な景気の低迷で海外からの集客が難しく、また、国内においてもデフレや消費

の縮小により厳しい。

・来訪者の属性としては圧倒的に個人旅行者が多いため、他地域の着地型旅行と差別化された（旅行会社に頼らない）商品

造成も可能であると考えられる。

・産業観光ツアーコーディネーター及びツアーサポーター人材の発掘・育成。

・今後は、モニターツアーの実施を積極的に行っていく。

・鉄道利用の減少傾向にある中で、魅力ある観光素材を発信し、更なる誘客施策を打ち出すとともに利用人員の確保に

努める。乗ってみたい列車・旅の思い出に残る旅行行程の充実。

・現在 通過型になっているものを滞在型にするためには、地元行政・観光協会・施設などが一体となった魅力づくりが必要。



関西の人気ある着地型旅行商品の実態調査

東大阪の「モノづくり」観光
○東大阪〝モノづくり観光〟活性化プロジェクト協議会が実施。

（代表：㈱石切ゆめ倶楽部、参加団体：ものづくり企業、地域商店街、大学、旅行会社等）

（事務局：ホテルセイリュウ）

○2010年度：受入42団体・1617名（教育旅行22団体）の実績。

○2011年度は、大きく増加している。

○工場の製造現場見学や講演をメニューに組み込み、東大阪の「ものづくりの心」を伝えることで、東大阪のファン

づくり、後継者育成にもつなげようと取り組みを始めた。

○修学旅行のコースは、中小企業の経営者によるものづくりへの思いや意義などの講演と、班に分かれての工場

２―３カ所の製造現場見学が基本。

○修学旅行の一例：東大阪に宿泊し、午前に工場２軒を見学。午後から工場経営者の講演、司馬遼太郎記念館

などを訪れ、次の宿泊地の京都へ移動する。

西宮市「西宮まち旅博覧会」
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○西宮市、西宮商工会議所、市内観光関係事業者、交通事業者で構成する実行委員会が実施。

○2010年度「西宮都市型観光推進計画」を策定。計画の実行プランとして立ち上げ。

○2011年度は、プレ事業で、「まちなか体験」と「まちあるき」の４１プログラムを実施。

プレ事業のターゲットは、市民中心。参加人数1716名。

○2012年度は、市外へ対象を拡大する計画。（75プログラム予定）



和歌山県「ほんまもん体験」
○「農産漁業体験」「生活文化体験」「歴史文化体験」「自然観察体験」「スポーツ体験」「地場産業体験」の分類で、

343プログラムが用意され、観光客数は、278,822人（2010年度）。

○このプログラムを使った「着地型旅行商品集」を作成し、県外旅行会社へのセールス活動やファムトリップを実施。

○県内旅行会社や観光関係団体を対象に、着地型旅行商品の企画・販売に庵する人材養成講座を開催。

○体験事業者、インストラクター研修、観光ガイドのレベルアップ研修への支援、語り部研修会を実施。

○修学旅行誘致にも取り組む。（平成23年度 21校が和歌山県への修学旅行を決定）
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びわ湖・近江路観光圏推進協議会
○琵琶湖の北部から南東部の４市６町で構成する協議会。

○着地型ツアー、体験プログラムを造成し、販売している。修学旅行誘致にも取り組む。
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株式会社 ツアーランド（京都・旅行業）
○京都を拠点に、着地地型の企画旅行を多数手がける会社。

過去のツアー事例

•バーチャル太秦～映画旅行～

•古都の伝統と文化にふれあう能・狂言鑑賞

•京都バイリンガルツアー

•京都いやしの旅

•いざ京へ！歴女上洛ツアー

•京都龍馬伝・伏見編 ウォーキング＆パフォーマンスツアー

•第一回北野界わい風流踊りフェスティバル

•KBS京都 美山の四季第２弾 ジビエ（鹿肉）グルメを楽しむ旅

•大盛況!!第一回北野界わい風流踊りフェスティバル

•北野界わい風流踊りフェスティバル・プレイベント

•仏女のための本山京都で御仏体験の旅

平成22年

•KBS京都 美山の四季第3弾 心ほのぼの花の旅

•KBS京都 美山の四季第４弾 半夏生のちまきとこけら寿司の旅

•豆腐マニア垂涎の京都・豆腐ツアー！！

•羽川英樹と行く 近江牛体験ツアー

•第２回北野界わい風流（ふり）踊りフェスティバル＆北野にぎわいふれあい物産市

•竹まなびツアー ～京都南部の竹林をめぐる～

•和知の村で1日ふるさと体験～手づくりかまどづくり竣工式～
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•和知の村で1日ふるさと体験～手づくりかまどづくり竣工式～

•小野篁～地獄巡りツアー～11月１４日

•小野篁～地獄巡りツアー～12月１2日

平成23年

•小野篁～地獄巡りツアー～3月27日

•竹内弘一アナウンサーと行く 京bizWバスツアー

•暗闇同心 鍔鳴剣屍郎 京の魔界巡りツアー

•幹事様無料ご招待ツアー

•KBSカルチャー開講30周年記念 久保房郎と行く 札幌競馬場とサラブレッドの故郷を訪ねる旅

•竹まなびツアー

•KBSラジオ桂塩鯛のサークルタウン タウンウォッチングSPin伊賀上野

•和知の収穫祭ツアー ～自然の中で芸術を満喫～

•第３回北野界わい風流（ふり）踊りフェスティバル

•桂塩鯛のタウンウォッチングスペシャル秋の京都戦国「健康」ウォーク～第３弾～

•羽川英樹と行く丹後あじわいの郷日帰りバスツアー

平成24年

•松竹シネマツアー / 夢の工場へと続く 太秦・大映通りツアー 2/11



島田工務店（奈良県明日香村）
○まちづくり事業として、「体験型観光の企画販売」「農家宿・

森羅塾、農家レストランの運営」「明日香村産材料の食品

販売」を実施している。

○教育旅行誘致も実施。考古学体験～橿原考古学研究所

バックヤード体験などを企画。

○徐々に、体験参加者が増加しつつある。
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南信州観光公社
○1996年から体験旅行受入開始。
○2001年株式会社南信州観光公社を設立。
○現在、年間110を超える学生団体受入。
○体験プログラムは、「自然」「環境」「農業」「味覚」

「伝統工芸」「アウトドア」などで、１６５種目を用意。
○基本理念は「地域に暮らす人々の生業やありのままの

暮らしの中に直接飛び込んで、援助や指導を受けながら
体験者と受入者が体験をともにし、その交流を通して
お互いに感動し、高まる、本物の体験」。

○農家民泊が人気。
受入農家は、400軒（南信州15市町村）。
年間69校1万人が受入。（2008年度）

○1日目～2日目AM：農家民泊＆農家体験。
２日目午後：アウトドアスポーツ体験、温泉旅館泊。
３日目：味覚体験や伝統工芸体験が多い。

愛媛県松山市「松山はいく」
○NHK「坂の上の雲」のドラマ放送を契機に、観光まちづくり事業として実施。
○数値目標は、右表。
○「坂の上の雲」の世界に描かれる、当該地域の香り高い

文化に着目し、ファン層の感性に訴える体験テーマ（明治

2 関西以外の人気ある着地型旅行商品の実態調査
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体感、食文化体験、芸術文化体験等）を設定。
○まちあるきプログラム「松山はいく」を中心とした着地型商品造成。
○まち歩きガイドの養成。
○運営体制（プラットフォーム）づくりを実施。



久留米まち旅博覧会
○2007年に立ち上げ。ワーキングチームをつくり、街の資源を発掘。

○2010年第４回（秋）は、「芸術と音楽のまち旅」「ものづくりの心を知るまち旅」「農と食 スローなまち旅」

「伝統と手仕事のまち旅」「寺社のまち旅」「B級グルメと繁華街のまち旅」「筑後川と風を感じるまち旅」

「ほとめき歩き（まち歩き）」「バスで行くまち旅」などのテーマで、74プログラムを実施。1,829名の参加。

○2011年秋も開催。2012年春（３月）にも開催。
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奥能登感動体験
○能登半島の４市町エリアでの体験プログラム。

○「冒険教育」「農業体験」「漁業体験」「味覚体験」「伝統工芸」「田舎ぐらし」体験など100以上のプログラム。

○受入は協議会事務局で一本化。

○奥能登ウェルカムプロジェクトとして、「能登丼」の開発など「食」にこだわったプロジェクトも別にあり。
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3 観光の有識者及び旅行会社企画担当等へのヒアリング

〇着地型旅行商品造成に関わるポイント

・消費者のニーズに合わせた商品造成

着地側の思い・情熱ももちろん大切なことだが、消費者のニーズに合わせた造成の視点も必要。旅行会社参加
のモニターツアー等における意見交換や、地域外から見た意見の集約など、他者の感覚を拾いあげる機会が
あった方がいい。ひいては、消費者へ販売する旅行会社と一緒に作り上げていくことも一つの方法と言える。

※旅行会社サイドも物見遊山な全国の画一的な旅行から、地域との交流、テーマ性をもった旅行など消費者
ニーズに合わせた商品造成を行うディストネーションマネージメントカンパニーを目指す組織作りや流通促進が
行われている。

・商品情報の的確な発信・伝達

IT化に伴い情報の発信方法は、以前より格段に増えた。 消費者の情報の選択肢が多岐にわたる中、情報の
量だけでなく質が、消費者を惹きつけるために必要。やみくもに情報を発信するのではなく、その商品の際立っ
た特徴や競合他社にはない希少性・季節性・地域性を前面に押し出すことを意識することが重要。 また、ネット
においては、個人ブログやSNSなどにより情報が拡散されていくのも特徴でもあり、記載者の感想などは別として、
基礎的な情報については、コピー＆ペーストによる記述も見受けられることから、料金、アクセス、商品内容など
の記述は絶対に間違ってはいけない。今や簡単に情報をアップできるが、簡単だからこそ最善の注意が必要。

→ 「この旅ならでは」、「いまならでは」、「そこしかない」な情報を、正確に発信。

・メディアへの掲載

商品の流通のためには、TVや雑誌といったマスメディアへの掲載が有効。マスメディアへの掲載においては、
商品の希少性・地域性といった内容から、話題性を導き出せるとメディアへのパブリシティ掲載を促しやすい。

観光の有識者及び旅行会社担当へのヒアリングによるポイントは下記の通り。
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商品の希少性・地域性といった内容から、話題性を導き出せるとメディアへのパブリシティ掲載を促しやすい。
自社商品だけでなく他社商品を含めた動向を把握する情報に対する感度を高めておくことも必要。

・着地型旅行商品への取組について

着地型旅行商品への注目が高まっているが、ゴールは商品を造成することだけではない。地域の活性化、地
域に波及する経済効果が高まることを期待できる着地型旅行商品ではあるが、「地域のブランド化」を目的に、ま
ず第一に地域の魅力をどう伝えるかを考え、地域が一体となって様々な取り組みを試行する中で、ひとつの手段
として出来上がってくるのが着地型旅行商品ではないだろうか？ こういった過程の中で、地域の情熱により生み
出された商品が消費者の心に響く商品となると思われる。

・受入体制

地域により着地型旅行商品の取組体制はさまざまなのが現状。ただ成功例としてあがる着地型旅行商品にお
いては、対外的にワンストップの窓口を設けているものが多く見受けられる。内部的には主体となる組織（人）の
存在、外部には情報が集約された窓口といった実施体制が成功の秘訣のように思われる。 ワンストップ窓口の
存在により、消費者への情報発信や情報に対する問合せ対応において、混乱がないスムーズな情報の伝達が
可能になっているのではないだろうか？ また、中心の存在により各々の役割が明確になっているのであろう。



Ⅲ 売れる着地型旅行商品づくりのポイント

●課題整理

【旅行会社】

①オリジナル性・企画性のある旅行商品

・当地に行かなければ体験できないももの。「今注目！」の旬な旅行商品。

→商品自体の魅力がないとお客様への訴求ができない。

②料金/予約/手配

・販売単価が低い

→カバーする魅力的な商品が必要。

・プランのオプション化

→ 旅行会社側の簡易な精算が可能かどうか。

・予約について

→ （団体対象では）個人では予約しにくいもの。

→ ピーク時の予約受付。

③告知方法

・PRする際の広告素材（写真の支給、データの整理）

→紙面展開上、簡潔なものを。

【着地側】

「Ⅱ」の調査内容に基づいた着地型旅行商品の現状分析から課題整理・取組方法・ポイントをまとめた。
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【着地側】

①オリジナル性・企画性のある商品開発

・地域に埋もれた資源の発掘。オンリーワン素材の提供。

②商品開発

・ニーズをとらえた企画商品。

・広域的な連携による目新しい商品。

③受入体制

・地域内での連携が不十分。 役割の明確化。

・人材育成 （事業主体の管理、マネージメント。ガイドの育成による品質保持）。

・ワンストップ窓口。

④価格

・価格競争力

→採算ベースまでの集客がむずかしい。収益の確保。

・商品内容との折り合い。

⑤告知方法

・告知予算が限られる。

・広報力が弱い。

⑥販売

・販売力が弱い。



●「売れる着地型旅行商品づくり」の取組方法

①オリジナル性・企画性のある旅行商品

商品を構成する要素は、地域特性（自然、歴史、文化）、人（住民）、地域全体（広域連携）、旬な素材（大河ドラマ等）

を組み合わせたものが大半となるが、どの商品も地域オリジナル（当地でないと体験できないもの）の商品が必要。

ただし、その商品の魅力を図るためには、お客様に近い外部から見た評価が必要と思われる。

・エリア外の旅行会社、一般消費者を対象としたモニターツアー。

②価格

価格設定においては、収益の確保が基本となるが、内容に対する設定も必要。

（旅行会社側よりは、単価が低いなど価格競争力に関わる要望も多いが、それをカバーする商品内容であれば、とい
う意見も見受けられた）

・競合商品内容の把握。（旅行者ニーズを知る）

・モニターツアー等による消費者、販売側旅行会社とのチャネルの確立。

③告知

販売側旅行会社の情報収集は、各種着地側より発信される情報をもとに行われていることが多い。

その情報の質に対しては、旅行会社側のお客様となる一般消費者の視点を念頭に入れた、整理された情報が必要。

・セールスキット準備。（簡潔にまとめられたセールスシート、旅行会社が宣伝の際に使用できる写真素材等）
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※着地側よりの情報発信において、プロモーション費用不足に関するコメントが多数見受けられる。

例えば、着地側旅行商品の情報を関西で一括にまとめた、サイト構築などはできないだろうか？

→ 販売側（消費者側）にとっては、整理された情報を一目で見れ、ニーズに合わせた情報の容易な選択が可能。

→ 着地側にとっては、サイト全体での認知拡大を図ることにより、広報力・販売力をカバーできる。

期待できる効果）

・他社商品との比較が容易になることにより、市場に対する商品内容の検討も図れる。

また、商品競争の意識が高まり、より良い内容の商品が生まれる。

・販売側の情報収集の手間が省ける（販売しやすい）。また情報に対してタイムリーに対応できる。

④受入体制

着地側の実施体制については、各社（団体）様々な形態を持つ。事業体で実施している際には、課題を持つ多くの

団体が、その商品に関連する事業者・団体同士の連携不足を掲げている。

地域・団体により、体制はまちまちになるであろうが、やはり、全体をまとめる主体となる組織（人物）が必要。

対外的には、「ワンストップ窓口」での対応が望ましい。

・実施体制発足時における具体的な目標の設定、役割の明確化。

認識を１つにしたゴール設定により、「ターゲットの明確化」「人材育成」等の課題に対する答えは

導きやすい。（※享受するメリット度合いによって、役割設定してもいいのでは。）



着地型旅行商品づくりのポイント

【前提条件】

（日本旅行業協会HPより）

◎旅行会社等が着地型旅行商品に求める要件

・地域行政や観光協会等が主体的に関わっている地域での取組みで、受入および調整窓口が

一本化されていること。

・定期的にサービス提供できる体制が整っていること。

（年間催行による体制ではなく季節催行での体制でも可）

・1泊以上の宿泊滞在に繋がる魅力的な観光素材やプログラムが揃っていること。

・体験プログラムでは安全対策がとられている、また相応の保険を付保していること。

◎商品説明会で旅行会社等が求めるもの

・地域が新たに開発した観光素材やプログラム等のうち、旅行会社が「商品化可能な」素材やプ

ログラム、モデルコースの提案ができること。具体的には次の2点。
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①新たな観光素材やプログラムの提案と魅力アピール

②モデルコースの提案と説明（交通機関や宿泊施設の紹介含む）



【ポイント】

◎目標の明確化

長期・中期・事業年度毎に、目標（数値、到達点など）を設定する。

各活動毎にチェックし修正することも大切。

◎ターゲットの明確化

どのエリア（市民も含めて）の誰をターゲットにするのかを明確化する。

◎旅行者（生活者）のニーズを知る

旅行者のニーズは多様化している。年齢層や趣味・嗜好、旅行形態（誰と旅行するか）によっても、

そのニーズはまちまちである。旅行者（生活者）の旅に関するニーズを知ることが、大切である。

モニターツアーなどを実施して直接聞く、旅行者の気持ちをよく知っている旅行会社等に聞くなど

ニーズを知るチャネルを持つことが重要である。

◎「体験」や「食」の要素を取り入れる。

◎核となる地域商材づくりとバリエーションづくり、差別化。

◎「観光地域づくりプラットフォーム」づくりの推進（受入や調整窓口の一本化）。
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◎「観光地域づくりプラットフォーム」づくりの推進（受入や調整窓口の一本化）。

◎継続可能な組織づくりや人づくり

立ち上げ期には、旅行や観光、イベント等の経験者を入れた体制でスタートすることが多いが、

その後は、事業継続が可能な組織や運営体制づくり、そのノウハウを継承できる人財を育てる

ことが重要である。

着地型プログラムでは、ボランティアガイドが関わることも多いため、ガイドの質の向上、継続可

能な人材の確保、ターゲットに合わせたバリエーションづくりなどが課題となる。

◎他エリアと関わる関係者とのネットワークづくり、コミュニケーションづくり

鉄道会社や旅行会社、マスコミなど、地域の外との関わりを持つ関係者とのネットワークづくりが

大切である。自社のプログラムの販売に関して、どの関係者とニーズが合うのかを考え、コミュニ

ケーションをはじめることが重要である。

また、最近は旅行者が、商品の体験をWEBに直接書き込み、行こうと検討している人が検索し

て、それを読む、というような消費スタイルが定着しつつある。そういう意味では、着地型プログラ

ム参加者そのものが、媒体となる。プログラム参加者へのフォローや関係づくりも重要となる。



Ⅴ 着地型旅行商品造成地域へのフィードバック

●関西の自治体や事業者向け報告会の実施

名称 「関西における売れる着地型旅行商品造成に関する調査」報告会 主催：近畿運輸局

開催地 大阪合同庁舎第2号館 5階 共用C会議室

開催日時 平成24年2月22日（水） 14:00〜16:30

①関西における着地型旅行商品造成に関する調査に関する報告

②旅行会社の取り組みに関しての講演

③旅行会社関係者、有識者を交えたディスカッション

当日次第）

・開会挨拶 近畿運輸局企画観光部次長 西本 永治氏

・調査報告 株式会社Jプロデュース 第2営業局第2営業部

チーフプロデューサー 福村 和広

・講演 「JTBの地域交流文化事業への取組」

株式会社JTB西日本交流文化部地域交流ビジネス推進室

プロデューサー 仲井 牧子氏

・ディスカッション 株式会社JTB西日本 プロデューサー 仲井 牧子氏
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株式会社ツアーランド 代表取締役 岡田 榮氏

六甲摩耶観光推進協議会 会長 上田 均氏

株式会社トラベルニュース社 編集長 富本 一幸氏

参加申込み 61名 （関西圏自治体・観光関係者・鉄道事業者・マスコミ 等）



☆調査報告☆

本報告書抜粋版に基づき、商談会＆説明会及び調査内容から抽出した、
旅行側と着地型双方から見た「課題・取り組み方法・商品づくり」に関してポイントを絞り説明。

☆講演☆

着地型旅行商品に関する旅行会社の現状の取組について、株式会社JTB西日本の仲井プロデューサーをお招きし講演頂いた。
内容は、①ツーリズムのトレンド ②旅行会社JTBの地域交流事業に対する取組〜DMCを目指して ③地域と旅行会社の連携。

※JTBが取組む着地型団体旅行商品「地恵のたび」を具体例とともに紹介頂いたため、参加者にとって、分かりやすかったという
反応があった。また、旅行会社側が求める着地型旅行商品づくりのポイント（「希少性」「季節性」「地域性」）についての説明、ま
た、共にブランド構築をしたいという商品づくりに対しての思いもあり、着地側参加者にとっては参考になったように思われる。
また、JTBが独自で着地側と行う商談会についての案内もあり、着地側参加者にとっては、窓口を広げる機会にもなった。

【各次第 実施概要（ポイント）】

☆ディスカッション☆

着地側で参加頂いた、株式会社ツアーランド岡田社長、六甲摩耶推進協議会上田会長より着地型旅行商品内容につい
ての取り組みと、感じている課題点についてお話頂いた。課題内容等について、トラベルニュース社富本編集長、JTB西日
本仲井プロデューサーより質問、アドバイス等を頂く形式で進行した。

ツアーランド岡田社長より）
新撰組スペシャルウォーキングツアーを皮切りにした着地型旅行商品への取組状況に関して例えば、新撰組ツアーでは
9ヶ月で1700名参加等といった具体的な数値も含めた説明があった。 また「東映剣会」などチラシを持参頂き、商品内容
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9ヶ月で1700名参加等といった具体的な数値も含めた説明があった。 また「東映剣会」などチラシを持参頂き、商品内容
について何点か具体的に説明頂く。加えて、商品造成する際の内容として、例えば三条河原での役者による演舞につい
て許可申請をどう乗り越えたか？といった点について言及頂く。課題点については、広報及び流通といった点、採算を合
わせるのがむずかしいといった点を挙げられた。

六甲摩耶推進観光協議会上田会長より）
協議会の成り立ちについて説明。（六甲牧場、スキー場などハコモノとして各事業者が集客していたが、協議会として事業
者のみの集まりとして、「観光資源は何か？」を洗い出し六甲プログラムとして広くひろめていくことを目的としたもの。また、
3種の旅行業登録を持つ「ホールアース自然学校」が情報を集約する機関として存在している。）
現況としては、「山ガール」向けのエコツーリズム等や、昭和初期の建物などの近代化産業資産、夜景といったものをキー
ワードに展開。 課題点は、エージェント向けの情報発信。個別施設からの情報発信が活発でない中、この点について手
探り状態とのこと。モニターツアー、商談会等への参加を行なっているが、今後、「ホールアース自然学校」への集約が一
つの目標となっているとのこと。

JTB西日本仲井プロデューサーより）
集客に関して質問あり。ツアーランド岡田社長より、10日前に2名申込みだったものを人脈を通した新聞への出稿により、
70名まで増加した実績をもとに、人脈づくりも大切とのご返答。

トラベルニュース社富本編集長より）
旅行商品は、薄利多売・均一化された商品から、意外性、希少性、想定外といった偶然出会う不確実性のものへと変化し
ている。本来、旅の醍醐味とはそういったもののように思える。そういった中で、着地型旅行商品については、「売れない」
「流通に課題」といった点が、多々挙がるが、今まで同じような売り方は無理があるというのが現状でないだろうか？ その状
況では、商品の価値を伝えることが重要のように思われる。 また、その伝え方においては、地域の魅力をどう伝えるかをま
ず第一に考えることが重要。（地域の）ブランド化をゴールとした取り組み過程において、着地型旅行商品はそのひとつの
手段と考えれるといい。また、品質タイトルの伝え方においては、TV、雑誌等のメジャーなメディア掲載が有効となるだろう
が、例えば、マスツーリズムではできない2名催行×50本といった話題性を付加した内容が、メディアへの掲載をさらに促が
しやすい。

会場内質問）
JTBの仲井プロデューサーに対し「民泊の場合のJTBの対応について」質問。JTB西日本仲井プロデューサーよりは、個人
宅の場合は色々なケースがあるが、よくあるケースとしては、民泊の協議会等とJTBが契約した上で実施をするケースが多
いとご返答。



Ⅵ 参考調査/海外の旅行会社の着地型旅行商品に対する関心調査

【商品内容】

●体験もの、日本文化に触れるものは、総じて関心度は高い。（台湾）

●文化体験、人（地域）との交流は魅力。（韓国）

●体験ものは、体験での成果物など、自分オリジナルのお土産を持って帰れるのはとてもうれしい。（台湾）

●日本の独特の文化に触れることは、メリットがある。（韓国）

●本物か偽物かが分からない。（台湾）

（例えば、舞妓さん。 舞妓変身で歩いている方を本物の舞妓と思い、写真撮影に興じるのも見受けられる。

※日本の常識でも海外の方が知らないことも多いので、その点を含めた内容をPRすることも重要のように思う。）

●人物ゆかり、歴史ゆかりは、よっぽどの内容でないと、歴史マニア以外、興味は持てない。（台湾）

●韓国の海外に行く修学旅行では、見学だけでなく体験が条件となっているため、体験モノへの興味は高い。（韓国）

●大河ドラマ等のゆかりの内容は、本当の通やリピーター以外ではむずかしい。そのメジャー度による。（韓国）

●日本は夜が早いので、ナイトツアーなんかは魅力。（韓国）

●（受入体制にもよるが） 簡単、分かりやすいなものが望ましい。（台湾）

●旅行者の興味でいえば、ショッピング、グルメ、宿泊施設（施設の充実さ）等の項目が高いので、そこに関わる内容だと

関心は高い。 （台湾）

アジア圏を対象に、韓国・台湾の旅行会社の着地型旅行商品への興味・関心を、代表的な関西の着地型旅行商品の
実例を示した上で、ヒアリング（口頭）を実施した。ヒアリング項目については、国内での課題で見受けられた「商品内容」
「受入」「価格」「告知」といった側面からヒアリングを実施。
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関心は高い。 （台湾）

【受入】

●言語の問題。 （英語での案内は多いが、母国語での案内があればなおよし。英語でもニュアンスが違う時もあるように

感じることがあった。） （台湾）

●時間的には、内容にもよるが＠1〜2時間程度がベスト。それ以上は他の（盛りだくさんの）行程を考えると長い。（韓国）

●団体での人数キャパシティ。20〜30名定員だけだと、大きい団体の時の対処に困る。（韓国）

●体験ものでは、言葉の問題がある。例えば、日本語で説明するが、パンフレット等にて母国語があれば最低限対応

できるであろうが、やはり母国語での案内は必要なところ。（韓国）

【価格】

●インバウンド料金の設定があれば。（円高もあり、総じて料金が高い印象あり） （台湾）

●料金がそれぞれ高く感じる。（円高の影響もあるが、旅行者は料金にもシビア） （韓国）

【告知・プロモーション・その他】

●体験に関するものは、韓国の旅行社、もしくは旅行社に紹介するランドオペレータによるファムトリップが必要だと思う。

体験しないと紹介ができない。（韓国）

●情報の頻度において、日本の四季に対する（桜や紅葉）関心が高いので、タイムリーな情報発信がほしい。

（個人旅行においては、WEB等で情報収集するので、古い情報は困る。ただ、SNSなどによる毎日更新するような頻度が高
すぎる情報だと見ていない可能性も高いように感じる。） （台湾）


