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1 はじめに 

はじめに 

■業務概要 

本調査は、「温泉アイランド九州」広域観光周遊ルートの促進を図るため、訪日旅行に求める

イメージを国・地域別に分析した上で、九州が特筆できる点を見出し、国・地域ごとのブランドイメ

ージ及び広域観光拠点地区及び広域観光促進地域の持つ素材と個々の市場毎に訴求する素

材を持つ地域を組み合わせたモデルルートを構築するとともに、それぞれの市場の特性に効果

的なプロモーション施策にかかる調査・検討を行うものである。 

 

■事業内容 

（１）国・地域ごとの九州ブランドイメージの構築に係る調査 

・ 九州の特筆できる観光素材の洗い出しを行い、対象国・地域において最も訴求できる観光素材を選定し、九

州ブランドイメージを構築するための調査・分析を行う。 

（２）国・地域ごとの九州モデルコースの構築に係る調査 

・ 対象国・地域における訪日旅行の特性に合わせ、九州を旅行する際に最も魅力的なモデルコースを構築す

るための調査・分析を行う。 

（３）国・地域ごとの効果的なプロモーション施策に係る調査 

・ 対象国・地域ごとのマーケットの特性に合わせ、現地で九州を PR する際に最も効果的なプロモーションの手

法・施策についての調査・分析を行う。 

（４）その他形成計画の磨き上げに必要な調査 

・ 九州への外国人訪日観光客の基礎調査等、広域観光周遊ルートの磨き上げに必要な調査・分析を行う。 

ブランドイメージの確立 

モデルルートの確立 

効果的なプロモーションの実施 

滞在日数の拡大 

リピーターの増加 

新規旅行者の増加 

「温泉アイランド九州」広域観光周遊ルートの促進 

目標①：訪日外国人数の増加（2012 年：105.7 万人→2018 年：288.4 万人） 
目標②：外国人延べ宿泊者数の全国シェア拡大（2012 年：7.2％→2018 年 10％） 
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■対象国・地域について 
 
本調査の対象国・地域は、以下の９カ国・地域とした。 

韓国、中国（上海）、台湾、香港、タイ、シンガポール、イギリス、フランス、ドイツ 
 

・ 第 2 期九州観光戦略第 1 次アクションプランで誘致目標を掲げている中国、韓国、台湾、

香港、東南アジア、ヨーロッパについて調査を実施した。 

・ その上で、中国については国土が広いため対象都市を絞り、九州各地の空港に直航便が就

航している上海を対象とした。 

 
図 中国各都市から九州への直航便の就航本数（往復/週） 
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資料）JTB 時刻表（2015 年 10 月） 

 

・ また、東南アジアについては、訪日ビザが免除されており、かつ九州での東南アジア観光客

の大半を占めるタイとシンガポールの 2 カ国について調査を実施した。 

 
表 東南アジア各国の九州 7 県への訪問状況とビザ免除の有無 

タイ シンガポール フィリピン マレーシア ベトナム インドネシア

延べ宿泊者数
（九州７県）

116,350 60,590 18,270 14,320 9,520 8,530

ビザ免除 ○ ○ ○ ○
 

資料）観光庁「宿泊旅行統計」（2014 年）、外務省 HP「ビザ免除国・地域（短期滞在）」 



 

 

3 はじめに 

【誘客ターゲットとしてのヨーロッパ】 

・ 上記アジア諸国は、すでに九州観光推進機構が中心となって積極的なプロモーション活動

を行っている国であるが、九州から近いアジア諸国は距離的な近さ、相対的な認知度の高

さなどから誘客が図りやすい一方、滞在日数が短く消費単価が低い傾向にある。第二期九

州観光戦略が掲げる平成 35 年の観光消費額 3.5 兆円を達成するためには、より消費単価

の高い欧米豪からの誘客にも注力することが重要である。 

・ ヨーロッパについては、KLMオランダ航空による福岡～アムステルダム直行便の就航以降、

九州でも誘客ターゲットの一つとして位置付けられている。2016 年 1 月をもって同便は運休

しているが、5 月にはフィンエアー・福岡～ヘルシンキ便の就航が決定しており、欧州との直

行ルートはかわらず確保される見込みである。 

・ これまでは特に、イギリスとフランスの２カ国に絞って先行調査が実施され（九州経済調査協

会「海外向け九州観光ブランドづくりに係る基礎調査（2013 年 3 月）」、国土交通政策研究

所「訪日旅行発地国における旅行先としての日本のイメージに関する調査研究（2015 年 5

月）」）プロモーションが実施されてきたが、本調査では新たなターゲットの候補としてドイツを

加えることとした。 

・ ドイツは人口規模からも経済規模からも欧州最大の国であるだけでなく、国民一人あたりの

観光消費額がオーストラリアに次いで世界第 2 位の観光支出国であり、誘客を図るには最

適の国であろう。さらに、ドイツはヨーロッパ随一の温泉国であり、国民の温泉に対する関心

は高いものと思料される。 

 
表 国民１人あたり観光支出額の上位５カ国 

１人あたり
観光支出額

（ドル）

１人あたり
GDP（ドル）

人口（万人）

オーストラリア 1,223 61,219 2,379

ドイツ 1,063 47,589 8,093

カナダ 1,002 50,397 3,570

イギリス 821 45,653 6,480

フランス 665 44,538 6,611  
資料）デービッド・アトキンソン「新・観光立国論」（2015 年 6 月、東洋経済新報社） 
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■調査項目と調査の進め方 

本調査では、日本旅行に求めるイメージを国・地域別に分析した上で、個別の要素（温泉・食

事・自然等）について、九州が特筆できる点（＝わざわざ九州に来るだけの価値）を見出し、国・

地域ごとのブランドイメージを構築するとともに、魅力的なモデルルートを検討した。あわせて、対

象国・地域における個人旅行者の増加に伴い、個人旅行者への直接的なプロモーション方法と

して有効な SNS について、国・地域ごとに効果的と考えられるプロモーション方法についても検

討を行った。 

具体的には、大きく５点の調査を行った。まず、①九州におけるターゲット国・地域ごとの観光

行動の現状を明らかにし、次に②ターゲット国・地域の旅行者が日本旅行に求めるイメージを分

析することで九州旅行への潜在的な旅行ニーズを明らかにした。さらに、明らかになった九州旅

行への潜在的な旅行ニーズをもとに、③日本旅行の中で九州旅行の特筆すべき魅力の抽出を

行った。一方、プロモーション方法を検討するために③インバウンド向けの先進的なプロモーショ

ン事例の調査を行った。最終的にこれらをもとに⑤対象国・地域ごとのブランドイメージ、モデル

コース、プロモーション施策案について提案を行った。 

 

 
 
 
 

① 
九州における 

観光行動の現状 

② 
日本に求めるイメージ 

（潜在的ニーズ） 

④ 
インバウンド向け 

プロモーション先進事例 

③ 
九州旅行の 

特筆すべき魅力 

⑤ 
対象国・地域ごとの 

ブランドイメージ、モデルコース、 
プロモーション施策案 

【調査項目と進め方のイメージ】 



 

 

5 １．ターゲット国・地域ごとの旅行者の観光行動の現状 

１．ターゲット国・地域ごとの旅行者の観光行動の現状 

（１）既存旅行商品の観光ルートの分析 

本節では、ターゲット国・地域における九州旅行の現状を把握するため、現地の旅行会社が

造成・販売しているパッケージツアーの旅行商品情報を収集し、分析を行った。 

 

①韓国 
・ 九州行きの旅行商品は３日間の旅行期間が多く、九州を周遊するような旅行商品は少ない。

一つの県だけを訪問する商品も少なくない。 

・ 立ち寄り先にはショッピングスポットが含まれていることが多く、立ち寄り先に福岡が含まれて

いない場合でも、イオンモール、鳥栖プレミアムアウトレットなどが含まれている。 

・ 行程に九州オルレが含まれている商品も少なくない。 

 

表 韓国における九州旅行商品 

国・地域
旅行全体
の総日数

九州での
滞在日数

入国 出国
訪問
県数

主な立ち寄り先
（観光施設名）

3

【福岡】太宰府天満宮、キャナルシティ
【長崎】ハウステンボス、グラバー園、大浦天主
堂、めがね橋、中華街
【大分】アフリカンサファリ、高崎山公園、別府地獄
めぐり、湯布院

1
【宮崎】松泉宮温泉、植物園、動物園、青島、サ
ンメッセ日南、鵜戸神宮、堀切峠、イオンモール

1 【佐賀】武雄温泉、嬉野オルレ、武雄オルレ

2
【福岡】福岡タワー、シーサイドももち海浜公園、ヤ
フオクドーム、天神、中洲、キャナルシティ
【大分】久住高原、湯布院（湯の壷）

2
【福岡】福岡タワー、シーサイドももち海浜公園、ヤ
フオクドーム、天神、中洲、キャナルシティ
【佐賀】嬉野温泉

1
【鹿児島】鹿児島、指宿、桜島、イオワールド水族
館、屋台村

2

【長崎】小浜温泉、雲仙国立公園、雲仙ロープ
ウェイ、雲仙仁田峠、雲仙地獄、おもちゃ博物館、
島原武家屋敷 、島原城、しまばら湧水館、四明
荘、イルカウォッチング

熊本 福岡 2
【福岡】太宰府天満宮、キャナルシティ
【熊本】熊本城、水前寺公園、阿蘇ファームラン
ド、阿蘇山、阿蘇神社、大観峰、カドリードミニオン

1
【佐賀】武雄（オルレ）、旧古賀銀行、旧古賀家、
佐賀城本丸歴史館、古湯温泉、鳥栖プレミアムア
ウトレット

3

【福岡】福岡タワー、ヤフオクドーム、マリゾン、天
神、キャナルシティ
【大分】由布院商店街、金鱗湖、日田薫長酒蔵、
日達原次郎左衛門製造場
【宮崎】高千穂オルレ

３日間

３日間

３日間

３日間

３日間

３日間

３日間

３日間

３日間

３日間

宮崎

福岡

博多港

福岡

福岡

鹿児島

福岡

福岡

佐賀

ソウル

釜山

 
資料）旅行会社のパンフレット・HP 等をもとに九経調作成 
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②上海 

・ 九州行きの旅行商品は５～７日間程度が主流である。北部九州や南九州といった九州の

一部のエリアを周遊するような商品が多い。 

・ 入国と出国で異なる空港を利用している旅行商品も見られる。 

・ 阿蘇山や別府・湯布院、熊本城など知名度の高い観光コンテンツだけでなく、漁師体験や

果物狩り、茶道体験のような体験コンテンツも少なくない。 

・ JR 博多シティやキャナルシティ、鳥栖プレミアムアウトレットなど、ショッピングスポットが立ち

寄り先に明記されていることが多い。 

・ 立ち寄り先に温泉が含まれていない旅行商品も少なくない。 

 

表 上海における九州旅行商品 

国・地域
旅行全体
の総日数

九州での
滞在日数

入国 出国
訪問
県数

主な立ち寄り先
（観光施設名）

鹿児島 福岡 4
【熊本】阿蘇火山
【大分】別府温泉、湯布院温泉
【鹿児島】指宿温泉

長崎 福岡 3
【福岡】JR博多シティ
【長崎】ハウステンボス、長崎
【熊本】熊本城

3

【佐賀】嬉野温泉、九年庵、祐徳稲荷神社、酒蔵
（肥前屋）、鳥栖アウトレット
【熊本】人吉（青井阿蘇神社）、人吉（SL人吉）、
吉次園（熊本・果物狩り）、熊本城、くまモンスクエ
ア
【鹿児島】JR西大山駅、仙巌園、天文館、指宿温
泉、長崎鼻、桜島

福岡
福岡
or

佐賀
2

【福岡】小倉城（茶道体験）、TOTOミュージアム、
門司港
【熊本】熊本城、水前寺公園、城彩苑「桜の小
路」、山鹿（八千代座・さくら湯）、菊池（菊池神
社・菊池温泉・菊池渓谷）

4

【福岡】太宰府天満宮、光明禅寺、秋月城、キャ
ナルシティ
【佐賀】御船山楽園
【長崎】平戸（漁師体験）、九十九島、平和公園、
長崎中華街、長崎ペンギン水族館、島原城
【熊本】熊本城

５日間

７日間

５日間

８日間

６日間

鹿児島

福岡

上海

 
資料）旅行会社のパンフレット・HP 等をもとに九経調作成 



 

 

7 １．ターゲット国・地域ごとの旅行者の観光行動の現状 

③台湾 
・ 九州行きの旅行商品は５日間の旅行期間が多い。福岡イン・アウトで長崎・熊本などを訪れ

る商品が多いが、九州を縦断するような商品や南九州を周遊するような商品も見られる。 

・ 立ち寄り先に福岡が含まれる場合、キャナルシティや天神地下街、リバーウォーク北九州な

どのショッピングスポットが行程に明記されていることが多い。 

・ 一蘭の森やバレルバレー、桷志田黒酢工場、屋台村などのように、食に関連するスポットが

明記されていることも少なくない。 

・ 温泉は九州各地の温泉が立ち寄り先として盛り込まれている。 

 

表 台湾における九州旅行商品 

国・地域
旅行全体
の総日数

九州での
滞在日数

入国 出国
訪問
県数

主な立ち寄り先
（観光施設名）

4

【福岡】甘木公園、キャナルシティ、福岡タワー、
舞鶴公園
【佐賀】小城公園
【長崎】・雲仙地獄、小浜温泉、稲佐山、ハウステ
ンボス
【熊本】草千里、熊本城

3

【福岡】河内藤園、門司港、八女（素盞嗚神社）、
柳川（中山熊野神社・川下り）、舞鶴公園、キャナ
ルシティ
【長崎】ハウステンボス
【熊本】熊本城、草千里

3

【福岡】一蘭の森、太宰府天満宮、リバーウォーク
北九州、門司港、キャナルシティ
【熊本】黒川温泉、白川水源、阿蘇神社、熊本城
【大分】湯布院、金鱗湖、別府温泉、別府地獄

2

【宮崎】鬼の洗濯板、青島神社、鵜戸神宮、飫肥
城下町、関之尾の滝
【鹿児島】バレルバレー、霧島神宮、桷志田黒酢
工場、桜島、池田湖、西大山駅、指宿温泉、寿
司体験、仙巌園、天文館

高雄 5

【福岡】キャナルシティ、天神地下街、太宰府天
満宮、門司港、鉄道記念館
【佐賀】武雄図書館、唐津
【長崎】軍艦島
【熊本】天草
【鹿児島】かごっま屋台村

５日間

５日間

５日間

５日間

６日間 福岡

鹿児島

福岡

福岡

福岡

台北

 
資料）旅行会社のパンフレット・HP 等をもとに九経調作成 
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④香港 
・ 九州行きの旅行商品は５日間の旅行期間が多い。福岡イン・アウトだけでなく熊本・宮崎・鹿

児島空港を利用した商品も見られる。 

・ 多くの旅行商品には立ち寄り先にショッピングスポットが含まれている。他の東アジアの国・地

域と比べて異なるのは、福岡に立ち寄る商品であっても立ち寄り先に明記されるショッピング

スポットはアミュプラザや下通商店街、鳥栖プレミアムアウトレットなど福岡県外であることが

多い点である。 

・ 温泉は湯布院・別府温泉が立ち寄り先に含まれていることが多い。 

 

表 香港における九州旅行商品 

国・地域
旅行全体
の総日数

九州での
滞在日数

入国 出国
訪問
県数

主な立ち寄り先
（観光施設名）

熊本 鹿児島 4

【福岡】太宰府天満宮
【長崎】雲仙地獄、ハウステンボス
【熊本】下通商店街、水前寺公園、熊本城、阿蘇
【鹿児島】鹿児島水族館、アミュプラザ鹿児島、
桜島、天文館

鹿児島 宮崎 3

【熊本】熊本城、下通商店街、阿蘇
【宮崎】高千穂、青島
【鹿児島】城山展望台、桜島、奄美の里庭園、天
文館、かごっまふるさと屋台村、出水駅（オレンジ
鉄道）

5

【福岡】太宰府天満宮、田崎真珠、天神地下街
【佐賀】鳥栖アウトレット
【長崎】ハウステンボス、九十九島
【熊本】阿蘇
【大分】別府温泉、別府地獄（海地獄）、九重夢
大吊り橋、湯布院、金鱗湖

5

【福岡】天神地下街、太宰府天満宮
【佐賀】鳥栖アウトレット
【長崎】ハウステンボス、平和公園、江戸出島館、
長崎心泉堂（カステラ）
【熊本】下通商店街、水前寺公園
【大分】九重大吊り橋、湯布院、金鱗湖、別府

3

【福岡】天神地下街、田崎真珠、太宰府天満宮、
柳川川下り
【佐賀】鳥栖アウトレット
【大分】九重夢大吊り橋、日田豆田町商店街、大
分、湯布院、金鱗湖、海地獄、鉄輪地獄工房、
杵築、或る列車

５日間

５日間

５日間

５日間

５日間

福岡

福岡

熊本

香港

 
資料）旅行会社のパンフレット・HP 等をもとに九経調作成 



 

 

9 １．ターゲット国・地域ごとの旅行者の観光行動の現状 

⑤タイ・シンガポール 
・ 東アジアの国・地域と比べて日本までの移動距離が長いため、５～８日間の旅行期間が主

流である。また、遠方からの訪日旅行であるため、九州だけでなく日本全国を旅行するよう

な商品も少なくない。 

・ ２，３県をじっくりと見て回るような旅行行程ではなく、九州全体を周遊するような旅行商品が

主流である。 

・ 立ち寄り先に温泉地が明記されている商品が多い。 

 

表 タイ・シンガポールにおける九州旅行商品 

国・地域
旅行全体
の総日数

九州での
滞在日数

入国 出国
訪問
県数

主な立ち寄り先
（観光施設名）

4

【福岡】マリノアシティ、博多
【長崎】ハウステンボス、長崎平和記念公園、原
爆資料館、グラバー園、大浦天主堂
【熊本】熊本城、阿蘇山
【大分】湯布院、別府

4

【福岡】太宰府、キャナルシティ、屋台
【長崎】平和記念公園、グラバー園、稲佐山
【熊本】水前寺、阿蘇山
【大分】別府

7

【福岡】キャナルシティ
【佐賀】吉野ヶ里公園
【長崎】長崎平和祈念公園、稲佐山公園
【熊本】水前寺成趣園、熊本城、阿蘇温泉、阿蘇
山、草千里
【大分】金鱗湖、別府地獄、豆田町
【宮崎】都井岬、モアイ像、青島、鵜戸神宮、高千
穂峡
【鹿児島】桜島、天文館、指宿砂蒸し温泉

6

【佐賀】鳥栖プレミアムアウトレット
【長崎】ハウステンボス、稲佐山、グラバー園、長
崎平和公園
【熊本】熊本城、阿蘇山、阿蘇ファームランド
【大分】地獄谷、別府温泉
【鹿児島】桜島、指宿（砂蒸し風呂）

10日間 ４日間 福岡 東京 5

【長崎】長崎平和記念公園、原爆資料館、グラ
バー園、中華街
【熊本】阿蘇山
【大分】別府地獄巡り、ハーモニーランド
【宮崎】高千穂

6

【福岡】福岡、柳川
【佐賀】呼子、唐津城、鏡山展望所
【長崎】平戸、九十九島、佐世保、ハウステンボス
【熊本】熊本城、水前寺
【宮崎】日南、鵜戸神宮、青島神社、宮崎、小
林、生駒高原
【鹿児島】指宿、福山（黒酢）

5

【福岡】太宰府、博多
【長崎】原爆資料館、グラバー園、長崎
【熊本】熊本、熊本城、水前寺、阿蘇山
【大分】地獄谷、別府
【鹿児島】鹿児島、桜島、指宿

５日間

８日間

８日間

７日間

８日間

６日間

福岡

福岡

福岡

福岡

福岡

福岡

シンガポール

タイ
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⑥イギリス・フランス 
・ イギリス・フランスからの旅行では、旅行期間は２，３週間が主流であり、九州だけを訪れるよ

うな旅行商品は見られない。 

・ 販売方法として、訪日旅行の行程に初めから九州が含まれているものと、日本到着後に旅

行先を選ぶオプショナルプランとして販売される場合の２種類がある。 

・ 立ち寄り先に明記されている観光コンテンツは、一般的に知名度の高い観光資源がほとん

どである。また、ショッピングスポットは明記されていない。 

・ 阿蘇山が含まれている観光商品が多い。 

 

表 イギリス・フランスにおける九州旅行商品 

国・地域
旅行全体
の総日数

九州での
滞在日数

入国 出国
訪問
県数

主な立ち寄り先
（観光施設名）

14日間 10日間 3
【長崎】出島、グラバー園、雲仙
【熊本】熊本城、阿蘇山クレーター（ヘリコプターに
て）

23日間 4日間 2
【福岡】相撲
【熊本】熊本城、水前寺成趣園、阿蘇山

4

【長崎】軍艦島、大浦天主堂、グラバー園、出島、
長崎平和祈念公園
【熊本】熊本城、水前寺成趣園、草千里、大観
峰、黒川温泉、高森町
【大分】九重大橋、湯布院
【宮崎】高千穂峡、高千穂神社（高千穂神楽）、
天岩戸神社、国見ヶ丘

5

【佐賀】伊万里、唐津
【長崎】雲仙、長崎、軍艦島
【熊本】黒川温泉、阿蘇山、熊本城、天草
【大分】耶馬溪、別府

4

【福岡】福岡、柳川、太宰府
【長崎】軍艦島、長崎中華街、出島、大浦天主
堂、長崎平和祈念公園、稲佐山公園、雲仙
【熊本】熊本城、水前寺成趣園、阿蘇山、黒川温
泉
【鹿児島】鹿児島、桜島、霧島、指宿、屋久島

13日間 ５日間 東京 大阪 3
【熊本】人吉温泉、黒川温泉
【宮崎】高千穂
【鹿児島】城山公園、指宿、桜島、仙巌園

22日間 ５日間 東京 大阪 5

【福岡】太宰府天満宮、光明禅寺
【長崎】島原（キリスト教、島原城）、雲仙普賢岳、
めがね橋、長崎中華街、出島、グラバー園、祟福
寺
【熊本】阿蘇山、熊本城、水前寺公園
【大分】大分港（フェリーさんふらわあ）、臼杵石仏
【宮崎】高千穂、天岩戸

4

【長崎】長崎、軍艦島
【熊本】熊本城、黒川温泉、草千里、大観峰
【大分】湯布院
【宮崎】高千穂、国見ヶ丘、五ヶ瀬

15日間 ９日間 5

【長崎】出島、正福寺、原爆資料館
【熊本】黒川温泉、阿蘇山、熊本
【大分】別府
【宮崎】高千穂
【鹿児島】鹿児島、桜島、仙巌園、指宿、開聞
岳、屋久島

６日間 オプショナル

15日間

10日間

６日間

大阪

オプショナル

オプショナル

オプショナル

東京

大阪

イギリス

フランス

 
資料）旅行会社のパンフレット・HP 等をもとに九経調作成 



 

 

11 １．ターゲット国・地域ごとの旅行者の観光行動の現状 

⑦ドイツ 
・ ドイツでは九州旅行を扱う旅行会社自体が珍しく、同じヨーロッパのイギリス・フランスと比べ

ても商品自体が少ない。 

・ ドイツからの旅行もイギリス・フランスと同様に２，３週間が主流であるが、九州での滞在日数

は４，５日とイギリス・フランスに比べて少ない。これは、現時点でドイツが九州観光推進機構

の誘客ターゲットに含まれていないため、九州の観光情報が不足していることが一因と考え

られる。 

・ 下表の上２つの旅行商品は、後述する九州旅行フリークでもある旅行会社担当者が造成し

た商品であり、イギリス・フランスの商品と比べても踏み込んだ旅行商品となっている。 

・ ドイツの旅行商品もイギリス・フランスと同様、立ち寄り先にショッピングスポットが明記されて

いない。 

 

表 ドイツにおける九州旅行商品 

国・地域
旅行全体
の総日数

九州での
滞在日数

入国 出国
訪問
県数

主な立ち寄り先
（観光施設名）

17日間 ５日間 2
【福岡】福岡、屋台
【熊本】熊本城、人吉、酒蔵（人吉）、SL人吉号、
五家荘

1
【熊本】湧々座、熊本城（旧細川刑部邸）、水前
寺成趣園、内牧、阿蘇山、人吉、五家荘、天草
（イルカウォッチング）

13日間 ４日間 大阪 東京 4

【福岡】小倉
【長崎】長崎中華街、崇福寺、長崎平和祈念公
園、浦上天主堂
【熊本】阿蘇山
【大分】別府

17日間 ５日間 大阪 東京 3

【長崎】長崎平和祈念公園、崇福寺、大浦天主
堂
【熊本】阿蘇山
【鹿児島】桜島、知覧

８日間

東京

オプショナル

ドイツ

 
 資料）旅行会社のパンフレット・HP 等をもとに九経調作成 
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（２）SNS 投稿分析による外国人旅行者の観光行動の調査 

本節では、九州を訪れるターゲット国・地域旅行者の現在の観光行動を明らかにするため、

SNS「Twitter」の投稿情報をもとに言語ごとに観光行動を分析した。なお、本調査の対象言語

は言語から韓国語、タイ語、中国語（台湾・香港）、英語（シンガポール）の３カ国とした。中国

（上海）は、Twitter が中国本土で利用できないためほとんど利用者がおらず、またヨーロッパは

現状の九州訪問者数が少ないために対象から除外した。 

 

■調査・分析方法について 

【調査対象 SNS】 

 Twitter（Twitter 社が提供するマイクロブログ） 
 
【データ収集･分析方法】 

 NEC ソリューションイノベータ(株)開発の SNS データ収集･分析エンジンを使用 

 Twitter 社提供の API を利用し、抽出条件に設定したキーワードを含むツイート（投稿）を

収集（ただし収集開始後に投稿されたツイートのみ） 

 データ検索条件 

・ データ収集期間：2015 年 11 月 1 日～2016 年 2 月 13 日 

・ 検索条件：上記期間内に九州の中心（熊本県山都町、北緯 32.6 度、東経 130.9 度）から半径 217km

（135 マイル）以内で外国語（タイ語、韓国語、中国語、英語）で投稿されたデータ 

※ 外国語設定は Twitter の設定による。上記半径外でも収集されたデータは対象に含む 

・ 位置情報付きで地震、天気、気温等が自動的に投稿されたものは除く 
 
【不要データ除去（クレンジング）方法】 

 収集時の設定だけでは不要なデータを完全に除外することができないため、データ収集

後あらためてデータクレンジングを実施 

 データクレンジング条件 

・ 投稿したユーザー（アカウント）のプロフィールの居住地が日本国内であるもの 

・ 投稿したユーザー（アカウント）のプロフィールの詳細欄が日本語であるもの 
 
【位置情報のプロット方法】 

 投稿された位置情報の座標に従って、地図上に点でプロットを行うとともに、同じユーザー

の投稿について、時系列に位置情報を直線で結んだ 



 

 

13 １．ターゲット国・地域ごとの旅行者の観光行動の現状 

■調査結果と分析 

①韓国語 
・ 北部九州での動きが中心であり、南九州での動きがほとんど見られない。また、投稿場所が

福岡市など各県の都市（福岡市、北九州市、大分市、別府市、熊本市、長崎市、佐世保

市）へ集中していることが分かる。 

 

・ 福岡県内での動きをみると、福岡市と北九州市に投稿が集中しており、また福岡市と北九

州市を結ぶルートが活用されていることが分かる。 
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・ 福岡市を中心に動きをみると、福岡市中心部に動線が集中している様子が伺えるが、九州

各地への放射状の直線が少ない。このことから、韓国人は地方へ行かず都市型観光を好

んでいるのではないかと考えられる。 

・ また、太宰府天満宮は韓国人にも人気のスポットのようである。 

・ なお、ヤフオクドーム周辺の投稿が多いのは、11 月末に韓国のアイドルグループ「ビッグバ

ン」のコンサートが開催された際に多く投稿され、その投稿が反映されているためである。 

 

・ 佐賀・長崎など西九州エリアを中心にみると、長崎市のほか、佐世保（ハウステンボス）も人

気のスポットであることが伺える。 

・ その他、嬉野温泉や佐賀市への立ち寄りも見られる。 

 



 

 

15 １．ターゲット国・地域ごとの旅行者の観光行動の現状 

・ 熊本・大分など中九州エリアを中心に動きをみると、熊本市、湯布院温泉、別府温泉への

訪問が集中している。 

 

・ 宮崎・鹿児島など南九州エリアを中心にみると、鹿児島・桜島・日南・宮崎に投稿が集中し

ており、エリア内での周遊はあまり見られなかった。 
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②中国語 
・ 中国語での投稿者は、タイ語や韓国語での投稿と比較して明らかに九州南部での投稿が多

く、九州全域を広範囲に周遊していることが伺える。 

 

・ 福岡県内での動きをみると、福岡市街地だけでなく、太宰府、北九州市街地、門司方面へ

の訪問もしていることが分かる。 

 



 

 

17 １．ターゲット国・地域ごとの旅行者の観光行動の現状 

・ 福岡市を中心に動きをみると、福岡市中心と太宰府に投稿が集中している。 

・ 福岡市を通って西の方へと向かう動きは本調査では見られない。 

 

・ 佐賀・長崎など西九州エリアを中心にみると、長崎市への訪問が多いことが分かる。 

・ また、長崎市での投稿の前後の投稿位置として、熊本方面に伸びる直線が多く、長崎市～

熊本市が周遊ルートになっている様子が伺える。佐賀エリアでは嬉野での投稿が確認できる

程度である。 
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・ 熊本・大分など中九州エリアを中心に動きをみると、熊本県内では熊本市のほか、阿蘇へ

の訪問が多いことが分かる。また、大分県内では湯布院、別府への訪問が多い。 

・ 熊本市－長崎市の移動は多く見られるが、途中の雲仙・島原では投稿が見られないため、

海路で移動しているのか佐賀経由の陸路を移動しているのかは不明である。 

 

・ 宮崎・鹿児島など南九州エリアを中心にみると、県庁所在都市の鹿児島市や宮崎市だけで

なく、人吉市や霧島周辺にも多く訪れていることが分かる。 

・ また、人吉市から霧島周辺へ伸びる直線が多く、両地域をあわせて訪れる旅行者が多いこ

とが分かる。一方、宮﨑から鹿児島へと東西への移動が見られず、南九州を周遊するよう

な行程は本調査では見られなかった。 
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③タイ語 
・ 熊本市以北の九州北部（西部・東部を含む）を中心に広範囲に周遊していることが伺える。

また、福岡－大分、福岡－熊本、熊本－阿蘇－大分を結ぶルートが人気のようである。九

州西部では、長崎県内や佐賀県内のさまざまなスポットを訪れているようである。 

 

・ 福岡県内での動きをみると、北九州エリアへの訪問は少なく、福岡エリアへの訪問に集中し

ていることが分かる。 
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・ 福岡市を中心に動きをみると、行動が福岡都市圏に集中している様子が伺える。 

・ また、福岡都市圏を中心に各方面に放射状に直線が描かれており、福岡都市圏が周遊の

起点になっていると言える。 

 

・ 佐賀・長崎など西九州エリアを中心にみると、長崎市や雲仙、ドラマのロケ地として脚光を浴

びている祐徳稲荷を訪問している人が目立っている。 
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・ 熊本・大分など中九州エリアを中心に動きをみると、熊本市、湯布院温泉、別府温泉に投

稿が集中しており、それに阿蘇や南小国を加えた九州横断のルートが多く活用されている。 

・ また、熊本から長崎へと海路で抜ける動きも見られる。 

 

・ 宮崎・鹿児島など南九州エリアを中心にみると、県庁所在都市である宮崎市、鹿児島市だ

けでなく、日南市への訪問もみられる。 

・ また、鹿児島－宮崎・日南をあわせて訪問する動きも見られる。 
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④英語（居住地：シンガポール） 
・ 英語での投稿のうち、居住地をシンガポールとしているユーザーの投稿のみを抽出しプロット

を行った。九州全域を周遊していることが分かる。 

 

・ 福岡県内での動きをみると、投稿が確認されたのは福岡市中心部、北九州市中心部と門

司周辺、太宰府であった。 

・ 福岡地域から北九州地域へ移動する行程は本調査ではほとんど見られなかった。 
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・ 福岡市を中心に動きをみると、福岡市街地では博多駅地区、天神地区を訪れている。 

 

・ 佐賀・長崎など西九州エリアを中心にみると、長崎市街地だけでなく、端島（軍艦島）を訪れ

ていることが確認できる。なお、本調査では佐賀県内の訪問は確認できなかった。 
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・ 熊本・大分など中九州エリアを中心に動きをみると、熊本県内では熊本市街地、阿蘇方面

へ訪れていることが分かる。 

・ 大分県内では別府を訪れる人が多い一方、他の言語と違い、湯布院への訪問がほとんど

見られなかった。 

 

・ 宮崎・鹿児島など南九州エリアを中心にみると、宮﨑県内では日南市を訪問していることが

確認でき、鹿児島県内では、鹿児島市街地と桜島を訪問しているようである。鹿児島から宮

崎への東西の移動は見られなかった。 
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２．日本に求めるイメージ（潜在的ニーズ）調査 

ターゲット国・地域のうち、韓国以外の国・地域では多くの一般市民が「九州」の具体的なイメ

ージを持っていないものと思料される。そのため、ブランドイメージの構築にあたっては、九州に求

めるイメージを明らかにするのではなく、日本に求めるイメージを明らかにすることから始める必要

があるだろう。 

本章では、国土交通政策研究所が 2015 年 5 月に発表した「訪日旅行発地国における旅行

先としての日本のイメージに関する調査研究」における調査手法を踏襲し、ターゲット国・地域に

おける「旅行先としての日本のイメージ」を明らかにし、それをイメージマップにまとめることでター

ゲット国・地域ごとの日本旅行の潜在的なニーズを調査したものである。なお、対象国・地域のう

ちタイ、シンガポール、イギリス、フランスの４カ国については、上述した先行調査によりイメージマ

ップが完成しているため、その他の５カ国・地域（韓国、上海、台湾、香港、ドイツ）を本調査にお

けるイメージマップの作成対象とした。 

 

■イメージマップの作成方法 

イメージマップの作成にあたっては、ターゲット国・地域において訪日旅行を積極的に手掛ける

旅行会社の訪日旅行担当者を、(一社)九州観光推進機構や JNTO 現地事務所より紹介を受

け訪問し、下記の項目について旅行会社ごとに個別にインタビューを行った。 

 
Q.1 旅行先としての日本と言えば何をイメージするか？ 

日本旅行で期待することはどんなモノ・コトか？ 
 
Q.2-1 Q.1 で回答したイメージから連想するものはどんなモノ・コトか？ 
Q.2-2 Q.1 で回答したモノ・コトのイメージとして思い浮かぶのはどんなイメージか？ 
Q.2-3 なぜ、Q.1 で回答したイメージを持っているのか？ 
 
Q.3 Q.2-1、2-2 で回答したことの魅力はどんなところか？どんな点に価値があるか？ 

 

最初に、Q.1にあてはまるキーワードを５～10程度挙げていただいた。次に、それを深掘りする

形で Q.2 → Q.3 と質問を進め、１つのキーワードに関する質問と回答が一段落したら、次のキ

ーワードに関しても同様に Q.2 → Q.3 と進めていく形でヒアリングを行った。 

なお、訪日旅行担当者に回答いただく内容は、あくまでも担当者個人の知識やイメージではな

く、当該旅行会社の顧客が持っている一般的なイメージをもとに回答いただいている。 
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インタビューの内容を整理し、下図のようなイメージマップを対象国・地域ごとに作成した。 

 

 
 

イメージマップの中心の円内にあるものがQ.1 で挙がった一般旅行者が抱く日本旅行のイメー

ジである。これらキーコンテンツをさらに深掘りする形でイメージを浮かび上がらせた内容が外側

部分であり、大きく「自然」「歴史・伝統文化」「食事」「都市・現代文化」などにグルーピングして

配置している。 

また、それぞれのイメージの濃淡は回答の多さであり、色が濃いイメージほど多くの旅行会社

でイメージが出た内容である。すでに訪日旅行が成熟化しておりイメージが固まっている韓国で

はイメージマップ全体が色濃く表されている一方、訪日旅行がまだ少ない国においては比較的

色の薄いイメージマップになっている。 



 

 

27 ２．日本に求めるイメージ（潜在的ニーズ）調査 

（１）韓国 

韓国では旅行会社５社の訪日旅行担当者にインタビューを行い、訪日旅行のイメージをまと

めた。大きなイメージとして複数の旅行会社から挙がったのは①温泉、②グルメ、③ショッピング、

④自然、⑤伝統文化、⑥テーマパークの６つであった。 

 

 
 

①温泉 
 温泉と聞いて具体的に地名がイメージされるのは「九州」と「登別」。九州はさらに「嬉野」

「湯布院」「別府」「黒川」の温泉地までイメージがある。嬉野温泉のイメージができたのは、

飛行機の直航便が飛び始めた影響が大きい。【A 社】 

 温泉と聞いてイメージする情景は「ヒーリング」「こじんまりとした旅館」。「畳の部屋」で「露天

風呂付きの客室」があり「部屋食」で「懐石料理」を食べるのが温泉旅行のベストなイメージ。

【A 社】 

 大自然が見渡せる露天風呂というよりも、プライベートな雰囲気がある部屋付き露天風呂の

方が良いイメージがある。【A 社】 
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 温泉といえば「懐石（会席）料理」と「浴衣」のイメージ。懐石料理に対する憧れが強い。【B

社】 

 具体的に地名がイメージできるのは「九州」。その中でも「湯布院」「黒川」「雲仙」。その他、

「登別」や「箱根」もイメージがある。【B 社】 

 温泉といえば「九州」のイメージが強い。具体的に「別府」「湯布院」「嬉野」「黒川」などのイ

メージが根付いている。【C 社】 

 この中で湯布院についてはさらに「伝統的な旅館」「一軒宿」というイメージが強く、それを求

めるニーズも高い。具体的には「露天風呂」や「日本体験」としての「懐石料理」が憧れの日

本の温泉旅館イメージとして定着している。【C 社】 

 その他、「箱根」と「北海道」も温泉のイメージがあるが、北海道旅行には「高い」というイメー

ジもついている。【C 社】 

 温泉といえば「九州」のイメージが強い。ただ、具体的に行きたい温泉地を指定するお客は

少なく、個別なイメージはそれほど確立していない感じ。【D 社】 

 温泉と聞いてイメージするのは「年配者」「旅館」「露天風呂」「温泉街」。【D 社】 

 旅館といえば「おもてなし」。特に「懐石料理」におもてなしを感じる人が多い。理由は、でき

たての温かいものが運ばれてくると、とても「大事にされている」と感じるから。【D 社】 

 露天風呂といえば「雪景色」「部屋付き露天風呂」のイメージに憧れる。また、温泉街といえ

ば「浴衣」「下駄」「石畳」のイメージが浮かぶ。【D 社】 

 具体的に想起される温泉地は「黒川」「湯布院」「別府」。全て九州であるが、九州は広すぎ

るので「九州＝温泉」というイメージは確立していない。【E 社】 

 温泉といえば「露天風呂」、「旅館」、「和室」で「部屋食」で「懐石料理」、「浴衣で散策」とい

うイメージが定着している。【E 社】 

 

②グルメ 
・ 具体的な食べ物のイメージがある。「寿司」「ラーメン」「かに」「お好み焼き」「明太子」などは

確固たる日本のイメージ。【A 社】 

・ また、かにといえば「北海道」、明太子といえば「九州」、お好み焼きといえば「大阪」というよう

に、その食べ物が有名な地域も浸透している。ただし、ラーメンにはあまり特定の地域のイメ

ージが浸透していない。寿司も同様であり、かつ高級な寿司というよりも「回転寿司」をイメー

ジする人が多い。【A 社】 

・ 日本旅行で食べ物のイメージが強いのは、韓国人の好みに合うから。中国や香港旅行では
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あまり食べ物のイメージがなく、これは韓国人の舌に馴染まないからと思われる。【A 社】 

・ 食べ物のイメージは非常に多岐にわたっている。具体的な飲食物でイメージされるのは「寿

司」「お好み焼き」「スイーツ」「イタリアン」「トンカツ」「うどん」「ラーメン」「コーヒー」あたり。この

中で特に強いイメージができあがっているのはラーメンと寿司の２つで、ラーメンであれば「博

多」と「札幌」、寿司であれば「築地」が具体的にイメージされる。また、築地というと「セリ市」

のイメージも根付いているが、実際にわざわざ早起きしてまでセリを見学に行こうと思ってい

る人はほとんどいない。【B 社】 

・ 「ブロガー」の影響で食べ物にも色々な目的が生まれている。「コンビニツアー」や「デパ地下

巡り」「駅弁ツアー」などが日本向けの個人旅行で関心が高まっている。ただ、駅弁について

関心が高まっても、鉄道への関心はあまり高くない。【B 社】 

・ 食べ物といえば「大阪」のイメージがとても強い。「お好み焼き」や「ラーメン？」など。【C 社】 

・ 日本の食べ物といえば「寿司」と「ラーメン」のイメージが強い。それと「とんかつ」も日本の食

べ物というイメージ。ただ、これらは大阪のお好み焼きのように個別の地域のイメージは根付

いていない。【C 社】 

・ 日本のグルメといえば「懐石料理」「寿司」「かに」「ラーメン」「スイーツ」「パン」「B 級グルメ」と

いったイメージが定着している。【D 社】 

・ スイーツ・パンや B 級グルメのイメージ定着はブログや SNS の影響が大きい。スイーツやパン

は韓国よりも日本の方が美味しいというのが一般的に言われている。特に「東京」「大阪」な

どに美味しい店が集中しているイメージ。「堂島ロール」などは韓国でも売られている。【D 社】 

・ かにといえば「北海道」というイメージが定着している一方、寿司やラーメンについてはどこと

いうイメージが確立されておらず、全国的に美味しいというイメージがある。【D 社】 

・ 具体的に食べ物の名前と代表地がイメージとして確立している。「牛肉」といえば「神戸牛」

「松阪牛」「飛騨牛」で「しゃぶしゃぶ」が美味しい、「ラーメン」といえば「福岡」「札幌」「喜多

方」、「寿司」といえば「築地」、「かに」といえば「北海道」、「お好み焼き」といえば「広島」、

「食い倒れ」といえば「大阪」。その他、「うどん」も日本の食べ物というイメージが定着。【E 社】 

 

③ショッピング 
・ 若い人たちに限られるが、ショッピングは主要な日本旅行のイメージの一つである。具体的に

イメージされるのは「メガセール」と「歩きながらのショッピング」。歩きながらのショッピングは

街自体が魅力的な都市が目的地であり、「大阪」がイメージされる。以前は東京であったが、

3.11 以降は大阪にシフトしている。【A 社】 
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・ 日本の都市に旅行に行くときは、ショッピングも楽しむということも日本旅行のイメージに組み

込まれている。「東京」「大阪」「福岡」など。【B 社】 

・ ショッピングといっても、世界的なブランドのものを買うイメージではなく、「ユニクロ」など日本

独自のブランドや「ドラッグストア」「ドンキホーテ」などで買い物を楽しくイメージ。為替の状況

によってはブランドショッピングが目的になることもあるが、基本的にはイメージがない。【B 社】 

・ ショッピングの目的地としては「東京」「大阪」の大都市がイメージされる。【C 社】 

・ 服や化粧品のほか、「ユニクロ」など日本ブランドのニーズが高い。ユニクロは韓国でも直営

店があるが、日本で買った方が安いことが知られている。【C 社】 

・ FIT の若者限定ではあるが、買い物は訪日旅行のメイン目的となっている。買い物の目的地

は大都市である「大阪」「東京」「福岡」など。【D 社】 

・ 一般的に、日本旅行で買い物というと「ドラッグストア」「化粧品」のイメージが強い。【D 社】 

・ ショッピングは訪日旅行の主目的とはならないが、LCC の普及もあいまって人気が高まって

いる。主な目的地としてイメージできるのは「東京」「大阪」「名古屋」「福岡」「札幌」。【E 社】 

・ 訪日旅行のショッピングといえば、「バーゲン」「日本でしか手に入らないもの」「日本で買った

方がよいもの」の３点。【E 社】 

 

④自然 

・ 自然を見に行くということは訪日旅行のメイン目的の一つである。イメージが強いのはやはり

「北海道」。「花畑」や「網走の流氷」「釧路湿原」など個別の観光資源のイメージも確立して

いる。次いで「阿蘇」もイメージが強い。【B 社】 

・ 日本旅行のイメージの一つに自然がある。具体的には「アルペンルート」「雪の北海道」「高

千穂峡谷」「日南海岸」などがイメージされる。【D 社】 

・ 訪日旅行に求める自然で共通しているのは、韓国では見られないようなものに対して関心が

高いということ。【D 社】 

 

⑤伝統文化 
・ 具体的には「着物」と「城」。城そのものの文化や歴史というよりも日本独特の建物を鑑賞す

ることにニーズがある。同じ日本独特の建物であっても、神社や寺を鑑賞するというニーズは

多くない。【A 社】 

・ 文化と聞いてイメージできる場所は「京都」。個別の歴史や文化に興味があるというよりも、

街並み全体が文化的であるとしてイメージが構築されている。【A 社】 
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・ 着物については、「実際に着てみたい」。特に、「温泉街を着物で歩く」というイメージが強く、

またそのときには手に「提灯」を提げているイメージが定着している。【A 社】 

・ 伝統文化といえば第一に「京都」が思い浮かぶ。京都観光のイメージといえば「散策」「舞妓

さん」。「日本を感じたい」というニーズが強い。【B 社】 

・ 次に「東京」がイメージされるが、どうしても京都のイメージが強烈であることは否めない。東

京では「浅草」「鎌倉」「日光」などが具体的に思い浮かぶ。また、浅草で「着物体験」というイ

メージもある。見るだけではなく実際に着てみたい。【B 社】 

・ 「京都に行く」ことは日本旅行の主要な目的の一つになっているが、それ以外の伝統文化に

ついては日本旅行を決める上での主要な動機の一つにはなっていない。【B 社】 

・ 日本の伝統といえば「京都」。京都といえば「金閣寺」と「清水寺」という風にイメージが確立さ

れている。歴史や文化を学ぶということではなく、伝統的な街を「散策」することが目的。【D

社】 

・ 京都のイメージが良いのは、「カフェ」「女性向け」「散策」という要素が組み込まれており、歴

史や文化が前面に出ていないという点。【D 社】 

 

⑥テーマパーク 
・ 日本旅行といえば「USJ」というイメージが非常に強くなった。その要因は「ハリーポッター」。

これがオープンしたことで、ハリーポッターのためにわざわざ日本旅行を計画する人たちが増

えている。【A 社】 

・ 日本旅行といえばテーマパークというイメージは強い。具体的には「ディズニーランド」と

「USJ」。やはり世界的なブランドで韓国に無いものなので、わざわざ海外旅行して見ようとい

う気になるようだ。【B 社】 
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（２）中国（上海） 

上海では旅行会社６社の訪日旅行担当者にインタビューを行い、訪日旅行のイメージをまと

めた。大きなイメージとして複数の旅行会社から挙がったのは①買い物、②温泉、③食べ物、④

観光地、⑤近い、⑥良いイメージの６つであった。 

 

 
 

①買い物 
・ 日本でのショッピングのイメージは、「ファッション（身の回り品）」「家電」「化粧品」「ヨドバシカ

メラ」「マツモトキヨシ」といったあたり。【A 社】 

・ 日本でショッピングをすることの魅力は、「日本製」が買えること。日本製と言えば、「品質が

良い」「価格が安い」というイメージ。【A 社】 

・ ショッピングは訪日旅行の一番の目的。「化粧品」や「日用品」が目当て。前は家電を買って

いたが、何度も日本旅行に行っているので家電はもう買わない。【C 社】 

・ 日本でのショッピングといえば「安い」というイメージ。「お菓子」に興味があり、ただ買うだけで

なく、お菓子作り体験のようなものにも関心を持っている。【D 社】 



 

 

33 ２．日本に求めるイメージ（潜在的ニーズ）調査 

・ 日本旅行は買い物が第一の目的。具体的には「家電」「日用品」「化粧品」が目当てである。

日本製品といえば「品質が良い」「使ってみても良い」。そのため、レビューなどを見ても高評

価が多いのが特徴である。【E 社】 

 

②温泉 
・ 温泉と聞いて具体的にイメージできるのは「箱根」と「別府」。【D 社】 

・ ただ、入浴のマナーが分からず困っている人は少なくない。また、泉質や効能などの違いに

ついて気にする人はあまりいない。【D 社】 

・ 最も強い温泉のイメージは「北海道」「雪」「露天風呂」のイメージ。【F 社】 

・ 「九州」も知られている。指宿、霧島、宮崎、阿蘇、別府と温泉巡りができ、温泉ごとの違い

があることも魅力である。【F 社】 

・ 温泉では「景色」を見ることも楽しみの一つ。また、美容への関心が高まっているため、「美肌

の湯」には非常に興味がある。【F 社】 

 

③食べ物 
・ 日本の食べ物といえば、「ラーメン」「海鮮（刺身、カニ）」のイメージが強い。その他、日本独

自の食べ物・食べ方には関心がある。【C 社】 

・ 日本の食べ物で具体的なイメージがあるものは、「和牛」「海鮮」あたり。また、「日本の定食」

は関心が高い。【D 社】 

・ 日本での食べ物は「量が少ない」というイメージもある。【D 社】 

 

④観光地 
・ 日本の観光地というと「東京」「大阪」「北海道」「九州」といったあたりが想起される。【B 社】 

・ 東京といえば「建物」「都会」「進んでいる」というイメージ。大阪といえば「食べ物」「USJ」「京

都、神戸」というイメージ。【B 社】 

・ 北海道といえば「温泉」「果物」「海鮮」で、2,3 回目の訪日旅行で行くというイメージ。九州も

北海道と同様、2,3 回目の訪日旅行で行くイメージで、「距離が近い」「日本の原風景」「温

泉」「鹿児島・桜島」「長崎」「ラーメン、うどん、そば」といったものが想起される。【B 社】 

・ 日本の観光地といえば「沖縄」「北海道」「福岡」「富士山」「屋久島」といった場所のイメージ

がある。九州は距離も時間も短く、ほどよく何でも揃っているので、段々と人気が上がってき

ている。【C 社】 
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（３）台湾 

台湾では旅行会社５社の訪日旅行担当者にインタビューを行い、訪日旅行のイメージをまと

めた。大きなイメージとして複数の旅行会社から挙がったのは①買い物、②温泉、③四季、④野

球、⑤LCC、⑥発展している、⑦東京、⑧近いの８つであった。 

 

 
 

①買い物 
・ 「ビックカメラ」「ドラッグストア」「ドンキホーテ」「薬」「コスメ」「電気用品」。「日本製」なら何で

も興味がある。【A 社】 

・ 日本で買う方が安いものの方が多くて、免税もある。また、日本製は品質保証がされている。

安心して使える。日本人は細かいところに気を付けるイメージがある。だから安心で買い物で

きる。こういう話を、日本で働いた人や勉強した人などから聞いておりそのイメージができあが

っている。【A 社】 

・ くまモンのグッズを求めて熊本へ行くこともある。個人旅行ではどこにどういう名物があるかを

事前に下調べから行く人が多い。【A 社】 



 

 

35 ２．日本に求めるイメージ（潜在的ニーズ）調査 

・ 日本でのショッピングといえば「家電」と「ドラッグストア」。日本で買うものは「安心」できて「質

が良い」というイメージを持っている。【B 社】 

・ 日本でしか買えない「限定品」に弱い。【C 社】 

・ 「新製品」や「限定品」に弱い。例えば、ディズニーと午後の紅茶のコラボだったり、そういうも

のに関心が向かう。日本でのショッピングは、常に新しいものが出てくるので、ネタに困らない。

ショッピング目当てに東京まで日帰り旅行に行く人もいるほどである。【D 社】 

・ ショッピングだけで魅力になっているというよりは、ショッピングもできて買い物もできるというト

ータルな魅力がある。【E 社】 

・ 「ドラッグストア」への関心が高い。「日本の薬は世界一」というイメージがあり、台湾でも売ら

れている同じ薬であっても、日本で買ってきたものの方が効果があると思ってしまう。【E 社】 

 

②温泉 
・ 「箱根」「雲仙」「北海道」。「火山」がある場所には温泉があるというイメージがある。【A 社】 

・ 「風呂上りに牛乳を飲む」イメージがある。台湾人は日本のドラマやアニメをインターネットで

よく見ており、アニメや漫画でそういうシーンを目にすることが多く、台湾人も真似するように

なった。【A 社】 

・ 温泉といえば「北海道」。温泉旅館の「畳敷きの宴会場」で食事をするような「日本っぽい」体

験に憧れを感じる。「雪見風呂」にも憧れがある。【C 社】 

・ 具体的に地名まで想起できるような温泉地はない。【C 社】 

・ 温泉は日本全体のイメージであって、温泉地ごとに異なるイメージは持っていない。【D 社】 

・ 団体旅行では、「浴衣」を着て、「畳」の上で「会席料理」を食べて、「おもてなし」を受けて、と

いう日本の雰囲気を味わうことに魅力がある。【D 社】 

・ 温泉といえば「箱根」「熱海」「山中湖」。【E 社】 

 

③四季 
・ 四季によって違う「色」があることが魅力。特に「桜」と「紅葉」のイメージは魅力的。【A 社】 

・ 桜も紅葉も「京都」のイメージが強い。日本の桜は台湾の桜と比べて落ち方が綺麗であること

が魅力。また紅葉は台湾でも見られるが、日本のように広範囲ではないことと、山の上など

見に行きづらい場所でしか楽しめない。また、台湾人は「雪」が大好きである。【C 社】 

・ 四季が感じられるのは「京都」と「新宿御苑」のイメージがある。【E 社】 

・ 春は「桜」、夏は「ラベンダー」「藤」、秋は「紅葉」、冬は「雪」。【E 社】 



 36 「温泉アイランド九州」広域観光周遊ルート形成計画磨き上げに向けた調査報告書 

（４）香港 

台湾では旅行会社４社の訪日旅行担当者にインタビューを行い、訪日旅行のイメージをまと

めた。大きなイメージとして複数の旅行会社から挙がったのは①グルメ、②温泉、③買い物、④

良いサービス、⑤安全・安心の５つであった。 

 

 
 

①グルメ 
・ グルメと言えば「海鮮」「和牛」はイメージが定着している。海鮮は「刺身」「カニ」「白エビ」など。

「多彩」というイメージがある。和牛は産地も知られており、「飛騨牛」「米沢牛」「前沢牛」「仙

台牛」など。【A 社】 

・ 「作り方」への関心も高い。サントリーが国際大会で世界一に輝いてから、「余市」など「ウイス

キー」への関心も高まっている。【A 社】 

・ グルメと言えば「和牛」「海鮮」。和牛は「神戸牛」「飛騨牛」は知られている。海鮮と言えば

「寿司」「海鮮丼」のイメージがあり、「北海道」「北陸」は海鮮が美味しい場所としてのイメージ

がある。【B 社】 



 

 

37 ２．日本に求めるイメージ（潜在的ニーズ）調査 

・ グルメと言えば「海鮮」「和牛」。海鮮の中では「北海道のカニ」と「九州のフグ」のイメージが

あるが、その他の魚については知られていない。和牛は「神戸牛」「佐賀牛」は知名度が高く、

ブランド牛としてスーパーでも取り扱われている。また、日本では「乳製品」のイメージもある。

【C 社】 

・ 美味しい海鮮が食べられる場所と言えば「築地市場」のイメージが強いが、和歌山の「とれと

れ市場」のイメージもできつつある。これは、テレビロケやガイドブックなどで取り上げられたこと

で認知度が高まっているため。【C 社】 

・ グルメと言えば「寿司」「刺身」「フルーツ」。日本のフルーツの甘さ、味覚は香港人の好みに

合う。「果物狩り」も人気。果物は日本から香港への持ち帰り制限がないこともよい。【D 社】 

 

②温泉 
・ 温泉といえば「旅館」。昔ながらの風情ある（古びた）旅館よりも、「モダン風」の旅館が良いイ

メージ。さらに、「露天風呂付きの部屋」は憧れ。【A 社】 

・ 具体的な場所としてイメージされるのは「黒川温泉」や「湯布院温泉」（しかし、湯布院は香

港のツアー商品にはほとんど組み込まれていない）。【A 社】 

・ 泉質を気にする人はいないが、「湯の色」に関心がある人はいる。【A 社】 

・ 温泉は、「雪見風呂」を楽しむなど「日本文化を楽しむもの」。【B 社】 

・ 温泉といえば「北海道」「九州」のイメージが定着。また、九州の中でも「別府」「湯布院」「黒

川」「指宿」辺りは個別に認知されている。【B 社】 

 

③買い物 
・ ショッピングといえば「免税品」「日本限定品」「日本製」。日本製が魅力である要因は「安全」

「安心感」。日本人の真面目な気質的に細かい部分まで気を遣って作っているのだろうとい

うイメージがある。【B 社】 

・ 日本でのショッピングは「日本製」が買えることに魅力を感じている。日本製品全般に対して

「高品質」で「長持ち」というイメージがある。また今は「円安」も訪日旅行におけるショッピング

の魅力を高めている。【D 社】 
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（５）ドイツ 

ドイツでは旅行会社６社の訪日旅行担当者にインタビューを行い、訪日旅行のイメージをまと

めた。大きなイメージとして複数の旅行会社から挙がったのは①食、②伝統文化、③自然、④

伝統とモダンの共存の４つであった。 

 

 
 

①食 
・ 日本の食といえば「寿司・刺身」。「築地」がメッカであるということも知っている。その他には、

「ラーメン」「懐石料理」などもイメージが根付いている。【A 社】 

・ 他にも色々な日本の食べ物があることは日本旅行を考える人ならもちろん知っている。ただ、

それがどんな料理なのかよく分からないため、実際に旅行したときにチャレンジしてみようと

思えない。というのも、なんだかよく分からないものを食べるにはコミュニケーションする必要

があるが、日本ではコミュニケーションが取れるお店が多くない。【A 社】 

・ 食も他のイメージと同様、体験したいというニーズがあるため、行程に「料理教室」を組み込

んだ商品を販売している。【A 社】 



 

 

39 ２．日本に求めるイメージ（潜在的ニーズ）調査 

・ 日本食は魅力的なイメージがある。日本ならではの食べ物を味わってみたいと思っている。

具体的には「寿司」「神戸牛」「伝統的な日本料理」。日本の牛肉は神戸牛が有名。それ以

外は一般的には知られていない。寿司は日本の食べ物というイメージが強く、どこの寿司が

有名とか、そういったイメージは無い。【B 社】 

・ 伝統的な日本料理をさらに具体的にイメージすると、「旅館で提供される料理」。どういうこと

かというと、「色々な食べ物が少しずつ出てくる」ことに魅力を感じている。【B 社】 

・ 日本食はほとんどの旅行者が体験したいと思っている。でもあくまで「体験」したいのであり、

ずっと日本食を味わいたいわけではない。特に、旅館の朝食が旅行者にとって苦痛であるこ

とが多い。旅館の朝食では和食しか設定がないことが多いが、朝起きてすぐ食べ慣れない

和食にチャレンジするのは苦しいという意見をよく聞いている。洋食も選択できるようになると

非常に良い。【B 社】 

・ 日本食は、他のアジア旅行と比べて「食べやすい」というイメージがある。その理由は、ドイツ

と「同じ食材を使っている」から。アジアではドイツでは使わないような素材が多く使われてい

るが、日本食は調理法こそ違えど、基本的には同じ野菜や肉・魚を使っているイメージ。【C

社】 

・ 「寿司」＝Real Japanese Food のイメージで、非常に知名度が高い。【C 社】 

・ 日本食で具体的にイメージされるのは、「東京」「築地」「寿司」「神戸牛」「うどん」「日本酒」。

【D 社】 

・ 日本の食＝東京というイメージは非常に強い。「素晴らしいシェフ」が東京に集まっている。

日本食に限らず、世界のグルメが集まっている。特に、「フュージョン料理」への関心が高い。

【D 社】 

・ 築地といえば「魚」。以前は競りを見たり魚を食べたりということが目的であったが、最近は実

際に日本の魚文化を体験してみたいというニーズが出てきており、ツアーの中で「料理体験」

を盛り込んでいる。【D 社】 

・ 日本酒についても、ただ飲むだけでなく、「酒蔵」を訪れたいというニーズがある。【D 社】 

・ 日本の食事といえば、「寿司」「牛肉」「ラーメン」「日本茶」のイメージが強い。【F 社】 

・ 牛肉といえば「神戸牛」。それ以外の牛肉は有名ではない。【F 社】 

 

②伝統文化 
・ 日本の伝統文化全般に関心がある。その中でもイメージとして持たれているものは、「着物」

「茶道」「庭園」「建物」「陶芸」「歴史」など。【A 社】 
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・ 「着物」については、「舞妓」などを「鑑賞したい」というニーズがあるだけでなく、実際に「着て

みたい」というニーズも大きい。「建物」については、「城」などの日本古来の建築物はもちろ

ん、「現代建築」についても関心が高い。「歴史」について特にイメージがあるのは「寺社仏

閣」。参拝するだけでなく「泊まりたい」というニーズがあるようだ。同社では高野山の宿坊をコ

ースに加えている。【A 社】 

・ 日本文化＝「エキゾチック」というイメージが強い。それに憧れて日本旅行をする人たちが多

い。【B 社】 

・ 具体的にイメージが根付いている日本文化は「着物」「寺社仏閣」「旅館」といったあたり。そ

れぞれのイメージにそれ以上深いイメージは無い。【B 社】 

・ 日本の伝統文化は非常に魅力的。ドイツ人は、日本人の伝統文化をどう旅行の中で楽しみ

たいかというと、「我々とは違う生活・文化を感じてみたい」「日本人がどう生活しているのかを

見てみたい」と考えている。【C 社】 

・ 具体的にドイツ人がイメージできるものは「芸者」「神社仏閣」「京都」「姫路城」「広島」「温

泉」など。神社・京都・姫路城・広島は一つのルートの中に組み込まれており、京都がその起

点になっている。【C 社】 

・ 温泉といえば「旅館」のイメージもある。それ以上に深いイメージは無い。また、温泉はドイツ

人の訪日旅行に関するキーリーズンではない。温泉のことを知っている客は多いが、わざわ

ざ日本に行ってまで温泉に入ろうとは思っていない。温泉に入りたければ、アイスランドに行く

のではないか。【C 社】 

・ 伝統文化でイメージするのは、「茶道」「着物」「旅館」「仏教」「もてなし」「太鼓」「折り紙」など。

【D 社】 

・ 茶道については、「美」というイメージ。これを「体験したい」というニーズが大きい。同様に、着

物についても「着てみたい」、仏教も「禅」を体験したい。【D 社】 

・ 旅館といえば「温泉」のイメージも繋がっている。温泉を堪能したいのではなく、あくまでも日

本文化の一つとして体験してみたい。旅館も、やはりホテルとは勝手が違うので、これも１泊

だけ体験してみたいというニーズがある。【D 社】 

・ もてなしは、実際にもてなされたいというニーズがあるが、お客は「どんな風にもてなすのかを

知りたい」のである。【D 社】 

・ 日本の文化といえば、「着物」「お茶会」「歌舞伎」「日本文学」「相撲」などのイメージ。これら

の文化を「知りたい」という欲求が強い。【F 社】 
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③自然 
・ 「富士山」に代表されるように日本が自然豊かであるというイメージは持たれている。ただ、具

体的にどこまで日本の自然がイメージできているかというと、おおむねそこまでの固まったイメ

ージはできていない。せいぜい「火山」と「冬季オリンピック」のイメージぐらい。【A 社】 

・ 自然についても、鑑賞するというよりは実際に歩いてみたいというニーズが大きい。ドイツでは

「ランドネ」というハイキングをもっとハードにしたものが人気である。【A 社】 

・ 日本の自然といえば「桜」。しかし、紅葉のイメージはそれほどでもない。【D 社】 

・ 自然だけを観に行きたいというニーズは少ない。自然の景勝地として人気が高いのは「日

光」や「奈良」であるが、これら人気の自然景勝地に共通しているのは自然＋αがその地域

で楽しめること。日光や奈良の場合、自然＋歴史が楽しめる。ドイツではまだメジャーではな

いが、自然＋アートの「直島」も非常に満足度が高い。【D 社】 

・ 「富士山」が圧倒的なイメージ。日本に興味がある人なら誰でも知っているであろう。その他

では、「日本アルプス」「阿蘇山」なども知られている。【E 社】 

・ 「熊野古道」「五家荘」は参加者の満足度が高い。熊野古道は自然の魅力だけでなく文化も

味わえる点、五家荘は秘境の圧倒的な大自然が人気の理由。【E 社】 

・ 日本では「火山」「森林」「茶畑」「農業」「ハイキング」のイメージ。ハイキングといえば、「四

季」や「花」が魅力である。【F 社】 

 

④伝統とモダンの共存 
・ 伝統文化が残っていることとあわせて、近代的であることもイメージが強く日本旅行の魅力に

なっている。近代的なイメージは、大きく「モダン」「テクノロジー」の２つに大別される。【A 社】 

・ 伝統と対極にある「モダン」というのも日本旅行のイメージ。一つの街の中で、伝統とモダンが

共存しているというのが日本の魅力。【C 社】 

・ 伝統文化とは対極にあるが、日本といえば「モダンライフ」というイメージも強い。具体的には、

「SONY」に代表されるような「テクノロジー」への関心が高い。【D 社】 

・ 日本といえば、色々なものがミックスして共存しているというイメージ。具体的には、「新しいも

のと古いもの」や「アクティブと癒し」など、相反するものが一つの国の中で両方とも楽しめる。

【F 社】 
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３．九州旅行の特筆すべき魅力の抽出 

前章では、ターゲット国・地域における一般旅行者の日本旅行の潜在的なニーズを明らかに

した。この結果からも、九州の売りの一つである「温泉」については多くの国・地域で潜在的なニ

ーズを有していることが分かる。しかし一方で、温泉地は全国各地にあり、特に訪日外国人が多

く訪れるゴールデンルート上にも箱根温泉をはじめとする有名温泉地があるため、温泉は九州を

訪問せずとも満喫できるのである。「温泉アイランド九州」と銘打ち、温泉＋αを誘客のコンテン

ツとしていくには、わざわざ九州を訪れる魅力を明らかにすることが必要であろう。 

本章では、これら九州旅行の特筆すべき魅力を明らかにするため、九州のことをよく知る方々

として、①九州旅行フリーク、②ネイティブガイド、③九州定住者の３者にインタビューを行い、そ

の内容をまとめて特筆すべき魅力を抽出したものである。 

 

各対象の選定条件 

九州旅行フリーク 
・ 訪日旅行経験が豊富であり、その中でも好んで九州を目的地に旅行に来てくれ

る人。 

ネイティブガイド ・ 通訳案内士や特区ガイドのうち、ターゲット国・地域出身者。 

九州定住者 
・ ターゲット国・地域出身者で、九州に定住している人。ただし、転勤等で一時的

に居住している人は対象から除外した。 
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（１）韓国 

韓国では、韓国在住の九州旅行フリーク４名にインタビューを行い、九州旅行の特筆すべき

魅力として①温泉と②食文化の２点を抽出した。 

 

 
 

①温泉 
・ 九州の温泉の魅力は、何と言っても源泉の泉質が良いこと。そして泉質の異なる様々な温

泉が点在していることに尽きる。色々な種類の温泉が近接しているため、温泉めぐりが楽し

める。【フリーク A】 

・ 泉質の良さで言えば、嬉野温泉や宮崎の青島温泉はアルカリ温泉で肌がツルツルする。ま

た、大分の長湯温泉はラムネ温泉で有名だが、この温泉に入ることでダイエットにもなる。雲

仙温泉は硫黄の匂いが強いが、韓国でも 40～60 代ぐらいの人たちはむしろ匂いのする温

泉を好む傾向にある。【フリーク A】 

・ 湯布院を訪れる韓国人観光客は、必ずしも温泉が主目的ではない。むしろ街並みを見に

来ていると言える。温泉は自然の景色や街の風景もあわせて楽しむものである。それにあわ

せてその地域の食べ物が食べられるということも魅力になる。【フリーク A】 

・ 普段ソウルのような都会に住んでいると、とにかく旅行ではゆっくりしたい。海や温泉で、景色

を見ながら音楽を聴きながらゆっくりしたい。ソウル周辺ではこれができるところが少ない。温

泉でも同様に散歩したり温泉に入ったり、ゆっくりと過ごすことがよい。【フリーク B】 
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②食文化 
・ 九州でうどんを食べたとき、九州の出汁（あごだし）が韓国人の舌に合うと感じた。それ以降、

九州で色々なものを食べているが、基本的に九州の味は韓国人の好みに合っていると思う。

【フリーク C】 

・ 九州に惹きつけられているのは決して個別の店が良いからではなく九州の食文化全体が理

由である。【フリーク C】 

・ 韓国人は美味しいものを食べると「スッキリ」するという表現をするのだが、この店のうどんは

まさに「スッキリ」する味である。【フリーク C】 

・ 食に関して比較すると間違いなく「韓国＜日本＜九州」である。そう考える理由は２つあり、

①その土地の食材を使っている。さらに季節感を出している。もちろん美味しさがある。②先

祖からもらった伝統料理を現代風にアレンジして提供している。【フリーク C】 

・ 九州の魅力は①食べ物の美味しさと②人の親切さの大きく２点。食べ物について具体的に

挙げると、米（どこで食べても美味しい。韓国の米はあまり美味しいと思わない）。果物（同じ

果物でも産地によって味が全然違う）、牛肉（口の中でとろける）、豚肉（韓国の豚肉のよう

なにおいがしない）。【フリーク D】 

・ 福岡市内の焼鳥屋で串を焼く人のジャスチャーが特徴的で、それが一つの魅力になってい

る。【フリーク D】 
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（２）中国（上海） 

上海では、上海在住の九州旅行フリーク３名と九州在住のネイティブガイド２名にインタビュー

を行い、九州旅行の特筆すべき魅力として①火山・島々と②温泉街の２点を抽出した。 

 

 
 

①火山・島々 
・ 自然、景色、活火山。別府の地獄や湯気がモクモクと立ち上っている感じ、雲仙や阿蘇な

どが魅力。箱根などにもあるが、ただ見るだけであり、蒸気の周りを歩くことができたり、日に

よって阿蘇山の火口に近づけたり近づけなかったりすることが魅力的である。【フリーク A】 

・ リアス式の海岸線、九十九島や天草などの島は上海人の関心を惹く。【フリーク A】 

・ 湯布院や阿蘇山は九州の特筆できる魅力である。【フリーク C】 

・ 阿蘇の火山は非常に魅力的。火山と人が共存しているところに大きな魅力を感じている。

観光客も非常に興味津々で、色々な質問を受ける。【ガイド B】 

 

②温泉街 
・ 温泉は温泉そのものだけでなく、温泉地の情景だったり、街並み・雰囲気といったものが魅

力である。【フリーク A】 

・ 湯布院は温泉、温泉街、浴衣体験などを全て体験できるベストな場所である。【ガイド A】 

・ 温泉自体というよりも、温泉の街並み、古き良き日本、浴衣で散策といった、「温泉街」を楽

しむことに魅力を感じている。お客を見ていると、温泉には１０分程度しか入っていないので、

温泉への入浴自体が魅力ということではない。温泉への入浴は日本に来たから一度は体

験しようという程度である。【ガイド A】 
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（３）台湾 

台湾では、台湾在住の九州旅行フリーク３名と九州在住のネイティブガイド２名にインタビュー

を行い、九州旅行の特筆すべき魅力として①風景と②観光列車の２点を抽出した。 

 

 
 

①風景 
・ 阿蘇は素晴らしい。日本の絶景の本も買った。阿蘇の天空の道。阿蘇の滝も見た。九州の

どこに絶景があるか調べてみてきた。【フリーク B】 

・ 湯布院がとっても好き。九州に行くたびに「ゆふいんの森」で湯布院に行っている。温泉と空

気と汚染がない感じが好き。風景もきれい。【フリーク C】 

・ 田舎の方に行くと、その風景にリラックスすることができ、深く旅行できる。【フリーク C】 

・ 神社自体にはあまり興味ないが、景色がきれいな青島神社（鬼の洗濯板）や祐徳稲荷など

は魅力である。【ガイド A】 

・ 別府は大定番。地獄には興味ないが、蒸気がモクモクと立ち上っている風景は日本らしさを

感じられて見る価値がある。【ガイド A】 

・ 九重に寄ることが多い。九重高原は星が見えるので喜ばれる。【ガイド B】 

・ 昔ながらの温泉街など、日本らしい雰囲気が漂う街並みは魅力である。【ガイド B】 
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②観光列車 
・ 台湾人の知人がＪＲ九州に勤務していて、日本に来たら絶対電車に乗れと言われていた。

九州に乗っていろんなＪＲに乗ってとても面白かった。【フリーク B】 

・ いろいろな特急列車があることが非常に魅力的。繰り返し日本に行くようになって、今では

日本語サイトで予約できるようになった。【フリーク A】 

・ 列車が魅力。観光列車、古い列車、新しい新幹線、阿蘇ボーイ、色々なものがある。そして

どれも車体がカラフル。乗車していると、外の人たちが列車に向かって手を振ってたり、そう

いうのが面白い。列車というのはすごい。【フリーク A】 

・ ＳＬの駅でビジネスカードを一番高いところに張るといいことがあったり、各駅にストーリーがあ

ってそれがいい。【フリーク B】 

・ 九州の観光列車は超魅力。新幹線もあるし、長崎・熊本・鹿児島には路面電車もある。乗

ること自体が旅行の一部。【ガイド A】 

・ 観光列車が非常に魅力になっているので、バスも観光用にラッピングすれば流行ると思う。

【ガイド A】 
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（４）香港 

香港では、香港在住の九州旅行フリーク２名と九州在住のネイティブガイド２名にインタビュー

を行い、九州旅行の特筆すべき魅力として①温泉巡りと②美食の２点を抽出した。 

 

 
 

①温泉巡り 
・ 九州は７県で色々な違うことを楽しむことができることが魅力。その一つとして、それぞれの

土地での温泉の違いも魅力に感じており、色々な場所を巡って様々な温泉に入っている。

【フリーク B】 

・ 温泉巡りには香港人の関心が向くかもしれない。昔ながらの温泉街など、日本らしい雰囲気

が漂う街並みは魅力である。【ガイド A】 

 

②美食 
・ 寿司と焼き鳥に魅力を感じている。特に寿司は、九州は安くて美味しい！食べ物は、高い

お金を出せばどこでも美味しいものが食べられる。【フリーク A】 

・ 福岡の屋台には何度も行ったことがある。ローカルな雰囲気が魅力。お客さんも情熱的で、

見ず知らずの人が声を掛けてくれる。【フリーク A】 

・ 何と言っても、香港人の旅行の目的はグルメ。鯖、もつ鍋、寿司（香港では非常に高価な寿

司が手頃な値段で楽しめる）和牛（佐賀牛）など何でも食べたい。【ガイド A】 

・ フルーツはとにかく人気。イチゴや柿をみんなが美味しいと言う。【ガイド A】 

・ 霧島の黒酢の壺畑は見学もでき、試飲もできるので人気がある。見るだけではなく、体験し
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て、それを食したりできることに興味がある。酒蔵も人気である。【ガイド B】 

・ フルーツは大好き。お土産として必ずみんな買う。香港は自国でフルーツを作っておらず、

タイなどから輸入している。日本のフルーツも出回っているが、香港で買おうとすると非常に

効果で手が出ない。【ガイド B】 

 

 

（５）タイ 
タイでは、タイ在住の九州旅行フリーク４名と九州在住のネイティブガイド２名にインタビューを

行い、九州旅行の特筆すべき魅力として①景観と②温泉の２点を抽出した。 

 

 

 

①景観 
・ 九十九島が一番魅力的だと思う。自然の景観が美しい。おすすめの旅行地。【フリーク B】 

・ 秘境のような自然環境がそのまま残された場所にわざわざ行くのが良い。【フリーク B】 

・ 長崎ではハウステンボス、グラバー園等に行った。お花がきれいで、イルミネーションやヨー

ロッパ風の雰囲気を楽しむことができた。【フリーク D】 

・ タイ人は景色が好きで、一番喜ぶものである。最近では、タイのドラマのロケ地となったことも

あり、鹿島の祐徳稲荷神社が有名である。祐徳稲荷神社は純和風な建物や自然景色が

人気である。【ガイド A】 

・ タイ人は景色が大好き。日本には四季があって、同じ場所でも４回違う景色を見ることがで

きるのが魅力である。【ガイド A】 
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・ 長崎も見所が多数あり、人気の観光地と思う。街全体の雰囲気がいいし、佐世保、グラバ

ー園など景観の良い土地が多い。タイ人は夜景も好きなので、夜景も喜ばれる。【ガイド B】 

 

②温泉 
・ 温泉は、昔は恥ずかしいと思っていたが、思い切って入っているうちに好きになった。大分で

地獄巡りもやった。【フリーク A】 

・ タイでは温泉は結構人気がある。年配の人であれば、毎日つかりたい人もいる。温泉が目

的地になることはないが、目的地に温泉があると喜ぶと思う。【フリーク C】 

・ 一般的なタイ人では、「温泉」と言われても、興味はでないが、「美人の湯」「肌がすべすべ

に」という情報を合わせて発信すれば、タイの女性に受けるはず。タイは今美容ブームで、

整形手術やコスメを買うためだけに多くのタイ人が韓国に旅行している。タイ人の旅行先を

決めるのは主に女性であり、女性にアピールした方が効率的に人を呼び込むことができる。

【フリーク C】 

・ 温泉は「健康」になるのが魅力。血行が良くなったり、肌がキレイになる。指宿の砂蒸し温泉

は魅力。日本人の肌がキレイで健康的なのは温泉のおかげだとタイ人は思っている。温泉

に「健康」などのキーワードをつけると大きな魅力になるのでは。【ガイド A】 

・ 温泉への入浴は、初めての時はとても恥ずかしかったが、せっかく日本にきたのだからと、思

い切って入ってみた。２回目以降は抵抗も薄れて楽しめるようになった。【ガイド B】 

・ 「ゆふいんの森」に乗って行く湯布院も大変おすすめ。移動が一つの旅行の楽しみになる。

【ガイド B】 
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（６）シンガポール 

シンガポールでは、シンガポール在住の九州旅行フリーク２名にインタビューを行い、九州旅

行の特筆すべき魅力として①リフレッシュと②雄大な自然×体験の２点を抽出した。 

 

 

 

①リフレッシュ 
・ 日本は北から南まで大体回ったが、九州を旅行したとき、その雰囲気がとっても気に入って、

九州が好きになった。九州は東京や京都と違って、とっても静かで、空気が穏やかに流れ

ている。【フリーク A】 

・ 東京はシンガポールと同じ、忙しい街。日本文化を楽しむためであれば良いが、リフレッシュ

するための旅行だったら、やはり九州がいいと思う。【フリーク A】 

・ 色々行ったけど、特に心に残ったのが、嬉野。人が全然いないし、のんびりサイクリングを楽

しんだり、名前は忘れたけど舟に乗ったり、温泉を楽しんだ。あの雰囲気はとても素晴らしい。

シンガポールはどこも人が多く、安全かつ人が少ない場所はほとんどない。平和で静かな時

を過ごせる嬉野は本当に素晴らしい。【フリーク A】 

・ 九州はのんびりした雰囲気が最高に素晴らしいと思う。どこがいいというわけではなく、雰囲

気が素晴らしいとしか言いようがない。シンガポール人は小さいころから勉強と競争の中で

過ごす。シンガポールの街自体もとても忙しい雰囲気がある。九州に行った後、飛行機の関

係で東京にも行ったが、うるさいし忙しい雰囲気がシンガポールと似ており、旅行としては、

九州ぐらい静かな場所に行きたいと思う。【フリーク B】 
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②雄大な自然×体験 
・ 阿蘇の大自然の中で乗馬をした。シンガポールでは狭い場所でしか乗馬ができないのでと

ても楽しかった。【フリーク A】 

・ 次に九州へ行くときは阿蘇に行く予定である。阿蘇の広大な自然に触れ合って、日ごろの

疲れを癒したいと思う。【フリーク B】 

・ シンガポール人は旅行をするとき、最低一週間は旅行する。自然と触れ合うリフレッシュで

きるコースが良い。【フリーク B】 

 

 

（７）イギリス 

シンガポールでは、九州定住者３名にインタビューを行い、九州旅行の特筆すべき魅力として

①日本らしい風景と②山・火山の２点を抽出した。 

 

 

 

①日本らしい風景 
・ 糸島が一番素晴らしい場所だと思う。都心に程良いアクセスがあるのに、海が美しく、人が

多すぎず、自然環境が大変素晴らしい。ゆったりとした時間が流れている。【定住者 A】 

・ 九州を旅行して良かった場所を挙げると、まずは湯布院である。田舎で日本っぽいところが

良い。次に唐津城も良い。福岡に近くてきれいなお城である。同様に熊本城も良いと思う。

それから柳川も、マンガ「るろうに剣心」のような雰囲気が味わえるので良い。【定住者 B】 

・ イギリスには田舎が好きで、ハイキングやトレッキングが好きな人が一定層いる。【定住者 B】 
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・ イギリス人にとって九州の中で最も魅力的な観光コンテンツとして、黒川温泉が第一に挙げ

られる。最大の理由は、その景色。イギリス人がイメージする日本の雰囲気が残っている。

【定住者 C】 

・ 景色については、やはり自然の雄大な景色が大好きである。【定住者 C】 

 

②山・火山 
・ 阿蘇は魅力的である。ハイキング、サイクリング、キャンプ、乗馬、火山見学など色々なこと

が楽しめる。九州に来たら、阿蘇に２日間は滞在するように勧めている。【定住者 A】 

・ 別府も良いと思う。地獄巡りは結構面白い。自分はタトゥーをしていないので、どの温泉でも

楽しむことができ、温泉も楽しみの一つ。【定住者 A】 

・ 黒川温泉は山の中にあることも魅力的。交通アクセスが悪いというデメリットはあるが、イギリ

スではほとんど山を見かけないため、イギリス人の山に対する旅行ニーズは非常に強い。

【定住者 C】 

・ 阿蘇山も満足度が高い。火山はイギリスに無いため、火山に対する興味は非常に高い。そ

の他、自然景観では滝も魅力的である。【定住者】 
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（８）フランス 

フランスでは、九州定住者２名にインタビューを行い、九州旅行の特筆すべき魅力として①手

つかずの自然と②長崎の２点を抽出した。 

 

 

 

①手つかずの自然 
・ 九州観光の魅力は、活火山、ビーチ、人気のない山奥の旅館である。【定住者 A】 

・ 大分は別府が一番で、地獄巡りが特に人気。鹿児島では桜島、知覧、指宿。ビーチは九州

各地のきれいで安全に泳げる所をおすすめしている。【定住者 A】 

・ 旅行の目的はリフレッシュなので、例えば、自然の中に小さな旅館があって、何もない、コン

ビニもないような秘境に行きたがる人が多い。【定住者 A】 

・ 九州だけを旅行するわけではないので、日本文化の体験は関西で済ませて、九州へは人

気のない自然を楽しみにくる人が多い。【定住者 A】 

・ 糸島の海が都心からアクセスも良くて環境も良くて、とっても気に入っている。独りしかいない

ような雰囲気があって良い。友人が九州にきた際は糸島を紹介している。特に鹿家にある

ジャマイカ風 BBQ のお店は日本とは思えないような雰囲気でビーチや BBQ を楽しめるので、

夏はフランス人におすすめのスポット。【定住者 B】 

・ 忙しくてまだ行くことができていないが、個人的には九州の離島にも大変興味がある。【定住

者 B】 
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②長崎 
・ 長崎は歴史に興味がある人には良い。グラバー園、軍艦島、雲仙普賢岳。後は、最近諫

早のフルーツの形をしたバス停の人気が出てきており、問い合わせが増えてきている。【定

住者 A】 

・ フランス人は、「九州」という言葉は全くわからないと思うが、「長崎」という名前は多くの人が

知っている。フランスは第二次世界大戦でドイツに大敗し、被害が大きかった。第二次世界

大戦では被害者側という意識があるため、多くのフランス人が「広島」「長崎」は心のどこか

で訪れてみたいと思っている土地である。実際に長崎に旅行に行ったとき、長崎原爆資料

館へ行った。その時の経験は忘れられないものとなっている。【定住者 B】 

 

 

（９）ドイツ 

ドイツでは、ドイツ在住の九州旅行フリーク２名にインタビューを行い、九州旅行の特筆すべき

魅力として①自然と②温泉の２点を抽出した。 

 

 
 

①自然 

・ 仕事で日本を訪問したとき、熊本県の関係者に、ぜひ五家荘を訪問してほしいと強

烈に勧められて訪問した。自然の風景、ゆったりとした時の流れ、人の素晴らしさに

感動し、それ以来ツアーには五家荘を多く組み込んでいる。【フリーク A】 

・ 五家荘が同社のお客に大満足である理由は、雄大な景色の他に、マスツーリズム

が入り込んでいない点、ゆっくりと過ごすことができる点であろうと考えている。【フリー
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ク A】 

・ また、フェリーで行く天草も満足度が高い。天草ではイルカウォッチングが人気であ

る。【フリーク A】 

・ 九州オルレは、ただ歩くだけでなく、自然を観賞しながら歩く点、4,5 時間かけて歩く

という時間設定が非常に好ましい。【フリーク B】 

 

②温泉 

・ ドイツ人は温泉に「健康」を求めている。九州の温泉は源泉に種類があり様々な効

能が得られるというのは非常に魅力的。しっかりと効能等を PR できれば、有力なコ

ンテンツになりうる。【フリーク B】 

・ 仕事を別としても個人的に九州のことが大好きで、特に九州の温泉が大好きである。

【フリーク B】 

・ ドイツではタトゥーが入った人が多いので、タトゥーの人でも入れるような貸切風呂や

部屋付きの風呂などがあれば、気軽に楽しめるようになるのでは。【フリーク B】 
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４．ターゲット国・地域ごとに有効なプロモーション方法の検討 

インバウンド向けのプロモーション事業については、ターゲット国における海外旅行博への出展

や現地旅行会社やマスコミの招聘、航空会社とのタイアップ、テレビや雑誌等の現地メディアで

の情報発信、現地で影響力の大きなブロガーの招聘等の事業を、九州だけでなく全国各地が

「横並び」で行っているのが現状である。これら既存プロモーション事業は一定の成果を挙げてお

り事業の必要性は高いものと考えられるが、さらなるインバウンドの誘客に向けては、既存プロモ

ーション事業に加えて新たに効果的なプロモーション事業を行っていく必要があろう。観光行政

の予算としてプロモーション事業費に限りがあることを考えれば、費用対効果の高い事業を検討

し実施することが課題である。 

本章では、海外向けのプロモーション事業として費用対効果の面から大きな成果を挙げてい

る国内外の事例を文献調査等をもとにまとめるとともに、対象国・地域における個人旅行者の増

加にともない影響力が高まっている SNS の活用を念頭に置き、対象国・地域における SNS 活

用状況を調査し、ターゲット国・地域ごとに有効なプロモーション方法の検討を行うものである。 

 

（１）インバウンド向けの先進的なプロモーション事例の調査 

①オーストラリア・クィーンズランド州政府 

・ オーストラリアのクィーンズランド州政府が、グレートバリアリーフにあるハミルトン島で半年間

のんびり暮らしながら高給（半年で約 1 千万円）の仕事をする「世界一素晴らしい仕事」の求

人広告をインターネット等を通じて全世界に発信した。 

・ 世界的にはそれほど知名

度の高くなかった島であ

ったが仕事内容と報酬の

高さが世界中で話題を集

め、世界中から 3 万人を

超える応募者が殺到した。

結果的に 1 千万円（報

酬）の投資に対し、最終

的に約 80 億円相当の宣

伝効果が得られた。 

 写真）クィーンズランド州政府観光局「THE BEST JOB IN THE WORLD」 
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②佐賀県観光連盟 

・ 佐賀県の観光アプリとコールセンターのサービスを告知する目的で、動画サイト YouTube に

『佐賀県温泉「いっしょに入ろ？」篇”SAGA BEAUTY ONSEN MOVIE”』を投稿した（博報

堂九州支社が制作）。 

・ 長髪の女性の入浴シーンを後ろ姿

から映したものと思わせて実はサム

ライであったという映像の意外さが世

界中で評判を呼び、2015 年 1 月の

公開以来 180 万アクセス以上（うち

タイから 38 万回以上、台湾から 5 万

回以上）の再生数を記録している。 

 

③宮崎県小林市 

・ 移住促進をテーマとしたシティプロモーションムービー「移住促進 PR ムービー“ンダモシタン

小林”」を、 YouTube で公開した（電通が制作）。 

・ 小林市に移住したフランス人の視点で小林市の魅力が描かれる。フランス語を喋っていると

思わせて実は小林市の方言である

「西諸弁」を喋っていたという予想

外の結末が評判を呼び、動画公

開後わずか 5 日で再生回数 10 万

回を突破。この動画により宮崎県

小林市の名は多くの人に知れ渡り、

数日にして有名になった。 

 

写真） Youtube「佐賀県温泉「いっしょに入ろ？」篇 

”SAGA BEAUTY ONSEN MOVIE”」 

写真） Youtube「移住促進 PR ムービー“ンダモシタン小林”」 
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④岐阜県 
・ インドネシアでの日本旅行の位置づけとして、岐阜はゴールデンル

ート、北海道に次いで３番目に人気（現地の有力訪日旅行会社・

社長談）。理由は白川郷や雪の存在もあるが、インドネシアでの日

本旅行黎明期に「ブルーオーシャン戦略」を展開したことである。 

・ インドネシアにおいて日本のイメージが東京・富士山・京都ぐらいに

留まり、日本に関する情報が渇望されていた時期に新しい情報を

提供できたことで非常に大きな成果を挙げている。現在では訪日

旅行の有力なターゲットとしてムスリム市場が注目され、多くの自

治体がインドネシアへのプロモーション攻勢をかけているが、依然

としてインドネシアでの訪日旅行における岐阜の人気は高い。 

 
写真） 九経調撮影 
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（２）ターゲット国・地域における SNS 活用状況の調査 

対象国・地域における個人旅行の増加に伴い、個人旅行者への直接的なプロモーション活動

が行える SNS の重要性が高まっている。また、SNS は単に着地側から情報を発信するためだ

けの手段ではなく、旅行中に SNS に投稿した記事がそのまま「旅行記」となり、多くの第三者に

閲覧されることによって新たなファンを拡大していくという効果も期待できるものである。 

しかし、一概に SNS と言っても国・地域ごとに利用されているアプリケーションは様々であり、タ

ーゲット国・地域ごとに SNS を活用したプロモーションを実施するためには、それぞれの国・地域

で影響力の強い SNS を活用することが肝要である。本節では、ターゲット国・地域における SNS

の活用状況について調査し、現在および今後のトレンドについて分析を行うことで、個人向けプロ

モーションとしての SNS の活用方針を国・地域ごとに検討したものである。 

 

■調査方法 

・ Google 社が提供するサービス「Google Trends」（https://www.google.com/trends/）を活用。 

・ 2009 年 1 月から 2015 年 9 月の間に各 SNS が Google で検索された回数の推移をもと

に、各国の SNS の活用状況を調査した（NTT ソリューションイノベータ(株)九州支社が調査

を行った）。 

・ 厳密に言えば正確な活用状況を現したデータではないが、大まかな活用状況の推移を把

握することが可能。また、各 SNS が個別に公表しているユーザー数をもとに比較を行う場合、

休眠ユーザー数が含まれたユーザー数となるが、本調査方法であれば調査時点のトレンド

で把握することが可能であるため、本調査方法を採用した。 

・ Facebook の普及率については、アウンコンサルティング(株)が 2015 年 1 月に発表した「世

界 40 カ国のフェイスブック(facebook)人口推移 2015 年 1 月」における各国の人口普及

率を参照した。 
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①韓国 
・ 韓国独自の SNS としてカカオトークが挙げられる。2011 年サービス開始以来、LINE を上回

る人気アプリとして定着しているが、近年は LINE もカカオトーク同様に利用されている。 

・ Facebook の普及率は 24.6％に留まり、日本（17.4％）よりは高いものの、世界最高水準で

ある台湾・香港・シンガポールと比べるとかなり低い。 

・ 最近１年間で Instagram の人気が急速に高まってきている。 

 

正統派SNS 普及率
マイクロ

ブログ
写真共有

モバイル

メッセージ
その他

Facebook 24.6% Twitter Instagram
KakaoTalk

LINE  
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②中国 
・ 中国本土では検索サイトや SNS サービスなどの一部に利用規制があるため、他の国と比べ

て SNS の活用状況が大きく異なっている。 

・ Facebook の普及率はわずか 0.07％にとどまっており、かわりに利用されているのが

WeChat（微信）というサービスである。2013 年頃から急速に人気が拡大している。 

・ Twitter に似たサービスである Weibo（微博）の方が「中国版 Facebook」とも呼ばれる

RenRen（人人网）よりも人気がある。 

・ Instagram のような写真共有アプリは中国では人気が無い。理由は、Weibo のサービスの

一部が Instagram に似た機能を有しているためであると考えられる。 

 

正統派SNS 普及率
マイクロ

ブログ
写真共有

モバイル

メッセージ
その他

RenRen

（人人網）
不明

Weibo

（微博）
特になし

WeChat

（微信）  
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③台湾 
・ 台湾における Facebook 普及率は 65.0％であり、これは世界最高水準の普及率である。た

だし、下図のとおり 2013 年頃からは人気に陰りが見えてきている。 

・ かわって台頭してきたのが LINE であり、LINE の流行とともに Facebook の人気が下火にな

ってきているとも考えられる。 

・ その他、Instagram の人気も最近２年間で高まってきている。 

・ 台湾独自の SNS が plurk である。plurk は 20 代の女性を中心に利用されており、

Facebook よりも女性のコメントやシェアが多く集まっていることが特徴である。 

正統派SNS 普及率
マイクロ

ブログ
写真共有

モバイル

メッセージ
その他

Facebook 65.0% Twitter Instagram LINE Plurk
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④香港 
・ 香港の Facebook 普及率は 61.2％であり、台湾・シンガポールと並んで世界有数の

Facebook 普及率を誇る。一方で、香港やシンガポールと同様、2012 年頃から人気に陰り

が見えている。 

・ かわりに台頭してきたのが Instagram と WhatsApp である。WhatsApp は LINE と同様にモ

バイルメッセージを送るためのアプリであり、アジア圏では香港のみで利用者が多いが、南米

や欧州では非常に普及している SNS サービスである。 

正統派SNS 普及率
マイクロ

ブログ
写真共有

モバイル

メッセージ
その他

Facebook 61.2% Twitter Instagram WhatsApp
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⑤タイ 
・ タイの Facebook 普及率は 38.7％と日本や韓国と比較すれば高いが、2013 年をピークに

人気は下火である。 

・ Facebook にかわって人気が高まっているのがタイ独自の SNS である Pantip である。LINE

の人気も拡大傾向にある。Pantip はタイ最大の SNS 掲示板であり、旅行に関する情報も多

数書き込まれている。投稿をする際には会員登録が必要である。登録にはタイ人の ID 入力

と ID のコピーが必要になるなど、徹底した本人確認が行われ、また営利目的の書き込みは

禁止されていることが特徴である。 

正統派SNS 普及率
マイクロ

ブログ
写真共有

モバイル

メッセージ
その他

Facebook 38.7% Twitter Instagram LINE Pantip
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⑥シンガポール 
・ シンガポールの Facebook 普及率は 61.8％であり、台湾・香港と並んで世界有数の普及率

である。しかし、他の２カ国と同様に人気に陰りが見えており、2013 年頃から検索数は落ち

込みを見せている。 

・ Facebook に次ぐ人気を博していたのが Twitter であるが、Facebook と同様に 2013 年頃

から人気が低下している。かわりに台頭してきたのが Instagram と WhatsApp である。 

正統派SNS 普及率
マイクロ

ブログ
写真共有

モバイル

メッセージ
その他

Facebook 61.8% Twitter Instagram WhatsApp
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⑦イギリス 
・ イギリスの Facebook 普及率は 53.1％であり、ヨーロッパの中では最も facebook が普及し

ている国である。アジアよりも人気に陰りが見えてきたのは早く、2011 年をピークに一度は盛

り返したものの 2013 年以降は人気度が下降の一途である。 

・ Facebook に次いで人気が高いのが Twitter であるが、これも 2013 年をピークに人気が低

下している。Facebook と Twitter にかわり、2013 年以降に急速に人気を高めているのが

Instagram である。 

正統派SNS 普及率
マイクロ

ブログ
写真共有

モバイル

メッセージ
その他

Facebook 53.1% Twitter Instagram WhatsApp
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⑧フランス 
・ イギリスの Facebook 普及率は 39.3％であり、ヨーロッパの中では平均的な facebook 普及

率である。イギリスと同様、2011 年を第一のピークに落ち込みが始まり、2013 年に盛り返し

たことで第二のピークを迎えたが、以降は人気が下降の一途である。 

・ Facebook に次いで人気が高い SNS サービスは長らく Twitter であったが、2013 年以降は

Instagram が急速に人気を高め、まもなく Twitter を逆転しようという勢いである。 

正統派SNS 普及率
マイクロ

ブログ
写真共有

モバイル

メッセージ
その他

Facebook 39.3% Twitter Instagram WhatsApp
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⑨ドイツ 
・ ドイツの Facebook 普及率は 32.0％であり、ヨーロッパの中では Facebook が発達していな

い国の一つである。一方でドイツは WhatsApp の普及が進んでいる。 

・ Facebook の普及率が高くない一方で普及しているのが WhatsApp である。2012 年半ばに

は Twitter の人気を上回り、その後も人気を保っている。 

・ また、イギリスやフランスと同様、ドイツでも Instagram が急速に人気を高めている。2014 年

には Twitter を上回り、現在では WhatsApp の人気に迫る勢いである。 

正統派SNS 普及率
マイクロ

ブログ
写真共有

モバイル

メッセージ
その他

Facebook 32.0% Twitter Instagram WhatsApp
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（３）ターゲット国・地域ごとに有効なプロモーション方法の検討 

先述した先進事例と SNS の活用状況をもとに、ターゲット国・地域ごとに有効なプロモーション

方法として以下の３点を提案する。 

 

①O2O プロモーションによる観光プロモーション動画の作成と公開 
先述の先進事例から言えることとして、まず一点目は、Youtube に代表される無料動画サイト

を活用した「O2O プロモーション」（O2O（Online to Offline）…オンラインでの情報接触行動をもってオフライ

ンでの購買行動に影響を与えるような施策）が近年着目されている。動画は短いもので１分程度から長

くても５分程度の動画が主流であるため、制作費が高額ではないことから、取り組みやすいという

ことが大きい。また、話題になれば SNS 等を通じて情報が瞬く間に全世界に拡散することになり、

非常に費用対効果の高い取組であると言えよう。 

ただし、既存プロモーション事業とは異なり、制作した動画が話題にならなければ全く成果が上

がらず大失敗に終わることもリスクとして考えておかねばならない。特に、上記の佐賀県観光連

盟や小林市の成功例に続こうと、今後は地域発の観光プロモーション動画が乱立することが大

いに考えられる。上記リスクを回避するためにも、プロモーション動画の企画段階で、ターゲット

国・地域が持つ日本へのイメージや憧れ、日本旅行へのニーズを分析し、いかにターゲットとす

る国の視聴者に関心を持ってもらうことができるかを十分に検討する必要がある。 

 

②他地域に先駆けてのアプローチ 
二点目としては、他地域がターゲットとしていない国・地域に対して、いかに先んじてアプローチ

することができるかという点である。前章で調査したように、韓国など一部の国・地域を除けば日

本旅行といえば東京・桜・富士山・新幹線といったイメージに留まっているのが現状である。対象

国・地域の訪日旅行が増え、訪日リピーターが増加するほど、定番のゴールデンルート以外の目

的地に対するニーズが高まってくることが考えられる。このとき、先進事例で挙げた岐阜県のよう

にターゲット国・地域の関心に即した観光情報を提供できれば、ゴールデンルートに次ぐ新たな

日本旅行の目的地として脚光を浴びることができるものと思料される。 

これまで九州がターゲットとしてきた国・地域は、基本的に九州との間に直航便が就航してい

る国・地域であった。しかし、日本の一地方である九州との間に直航便が就航しているということ

は、すでに他地域もターゲットにしている可能性は高いものと思料する。つまり、他地域に先駆け

てアプローチを図ることを考えれば、まだ九州を含む地方との間に直航便が就航していない国・

地域が新たなターゲットとして大きな可能性を秘めているのではなかろうか。東京・大阪だけでな
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く、九州の地理的特性を生かせば、アジアの有力なハブ空港の一つである韓国・仁川空港から

の誘客を図ることも可能である。 

 

③国・地域ごとに有効な SNS プロモーションツールの使い分け 
中国を除く多くの国では Facebook が広く普及している。特に、台湾・香港・シンガポールの３

カ国・地域では世界最高水準の Facebook 普及率を誇っており、現時点では SNS を使ったプロ

モーションに活用する媒体としては最適であると言えるだろう。ただし、いずれの国でも 2012～

2013 年頃をピークに人気は下火になっており、今後は別の SNS サービスが台頭してくることは

十分に考えられる。 

その可能性が最も高いものの一つが Instagram であろう。写真がメインである同サービスはグ

ルメや旅行先の写真を掲載するといった目的との親和性が高く、また文章メインでないことから

多くの若者の間で人気が高まっている。実際に韓国のアルファブロガーの中では、情報発信の

媒体としてブログと Instagram の併用を始めるようになったという声も聞かれた。 

また、SNS の活用状況が他国と全く異なる中国や、有益な旅行情報が多数投稿されるタイ

の Pantip など、各国の活用状況に応じてプロモーションツールを選択していくことも必要である。 

 

表 ターゲット国・地域ごとの SNS 活用状況 

国・地域 正統派SNS 普及率
マイクロ

ブログ
写真共有

モバイル

メッセージ
その他

韓国 Facebook 24.6% Twitter Instagram
KakaoTalk

LINE

中国
RenRen

（人人網）
不明

Weibo

（微博）
特になし

WeChat

（微信）

台湾 Facebook 65.0% Twitter Instagram LINE Plurk

香港 Facebook 61.2% Twitter Instagram WhatsApp

タイ Facebook 38.7% Twitter Instagram LINE Pantip

シンガポール Facebook 61.8% Twitter Instagram WhatsApp

イギリス Facebook 53.1% Twitter Instagram WhatsApp

フランス Facebook 39.3% Twitter Instagram WhatsApp

ドイツ Facebook 32.0% Twitter Instagram WhatsApp
 

資料） NTT ソリューションイノベータ(株)九州支社作成。Facebook 普及率はアウンコンサルティング(株) 
「世界 40 カ国のフェイスブック(facebook)人口推移 2015 年 1 月」 
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５．ターゲット国・地域ごとのブランドイメージ、モデルコースの検討 
 

これまで明らかにしてきたターゲット国・地域ごとの日本旅行に求める潜在ニーズや九州旅行

の特筆すべき魅力をもとに、本章ではターゲット国・地域の旅行市場に対して訴求力の高いブラ

ンドイメージ構築のためのキーワードと、ブランドイメージを核とした「温泉アイランド九州」広域観

光周遊ルートのモデルコースを作成した。 

ブランドイメージの検討にあたっては、広域観光周遊ルート形成計画の策定にあたり有識者か

ら挙がった「他の地域にない特色を有するということがもっと外国人に分かりやすいものとなるよ

う」という指摘をふまえ、各国・地域の旅行市場や FIT の特性を鑑みた上で、対象国・地域の一

般市民でも分かりやすいイメージを構築した。 

モデルコースの設定にあたっては、国・地域ごとの旅行形態、直航便がある空海港、平均滞

在日数、利用交通機関などの観光行動を考慮し、滞在日数の増加に繋がるようなコースづくり

を行った。また、九州運輸局や九州各県が取り組んでいる施策も考慮し、①個人旅行を意識し

たルート設定、②レンタカーを含む二次交通の利用促進、③海陸一貫広域周遊ルートの活用の

３点を念頭に置き検討を行った。 

 

■次頁以降の見方 

・ ターゲット国・地域ごとに、①訪日旅行に対するイメージマップ、②九州旅行の特筆すべき魅

力、③ブランドイメージ、モデルコース設定のポイント、④モデルコースを掲載している。 

・ ①では、２章で作成したイメージマップおよび先行調査（国土交通省国土交通政策研究所

「訪日旅行のブランド・イメージに関する調査研究」）のイメージマップをもとに、要点をイメー

ジマップ下部に抽出している。②は３章記載の内容を再掲載したものである。 

・ ③では、①②でまとめた内容を分析し、九州旅行のブランドイメージ構築のためのキーワード

を最上段に記載した。また、その下には上記以外でモデルコース設定のポイントとなるような

点について、ターゲット国・地域の旅行形態や観光行動なども考慮し列記した。 

・ 以上の内容をもとに、④では国・地域ごとに２パターンのモデルコースを設定した。行程表に

は具体的な観光施設や観光体験の名称は記載していないが、③の内容を満たす観光地に

ついては隅付き括弧でその内容を記載した。 

・ シート右上には現状の旅行データとして「九州７県の延べ宿泊者数」（観光庁「宿泊旅行統

計」）と観光・レジャー目的で訪問した人の「日本での平均泊数」（観光庁「訪日外国人消費

動向調査」）の２点を記載している。 

 



① 韓国人の訪日旅行に対するイメージマップ

② 九州をよく知る人たちから見た九州旅行の特筆すべき魅力

日本旅行といえば「温泉」「ショッピング」「グルメ」

旅館での「懐石料理」に対する憧れが非常に強い

自然景観は「韓国では見られない」ものに関心あり

歴史や文化を「学ぶ」のではなく、「散策」「体験」「参加」したい

日本旅行中は「ショッピング」も必ず楽しみたい

③ ブランドイメージ、モデルコース設定のポイント

④ モデルコース

対象国・地域（１）：韓国 延べ宿泊者（九州） 110.8万人泊 平均泊数（日本） 3.5泊

上質で種類豊富な温泉、高級旅館の懐石（会席）料理
各県との間に直航便が就航しているため、IN-OUTを別に設定できる。

一般向けのコースには行程の中に、ショッピングが楽しめる都市を１カ所含める

リピーター向けには、九州の温泉の魅力を最大限に生かした温泉巡りを設定

九州の食文化が堪能できる店を含める（ストーリーを語る）

歴史文化を散策・体験・参加できる観光地を含める

懐石（会席）料理が堪能できる旅館のある温泉地を含める

温泉や都市観光とともに自然観光も含める（豊富な自然＋程良い便利さ）

• 源泉の泉質の良さ

• 多様な泉質の温泉が点在

• 自然の景色や街の風景もあわせて楽しめる

• 個別の食べ物ではなく、食文化全体が魅力

• 韓国人好みの味

• 美味しさ＋地産食材の活用＋季節感の創出

• 伝統的な料理の現代風アレンジ

温泉 食文化

• 韓国と繋がりのある場所がある

• 温泉と海の両方がある
その他 • 豊富な自然＋程良い便利さ

• 静かにゆっくり過ごせる

【初心者向け、公共交通機関で楽しむ北部九州横断ルート（５日間）】

日程 行程

１日目 大分空港－(バス)－杵築【歴史文化】－(列車・バス)－
別府【温泉巡り】（別府温泉泊）

２日目 別府－(列車・バス)－阿蘇【豊富な自然】－
(列車・バス)－熊本（熊本市内泊）

３日目 熊本－(フェリー)－島原【歴史文化】－(バス)－
雲仙【温泉巡り】【懐石料理】（雲仙温泉泊）

４日目 雲仙－(バス)－嬉野【温泉巡り】（嬉野温泉泊）

５日目 嬉野－(バス)－福岡【ショッピング】【食文化】
－(列車・バス)－福岡空港

【リピーター向け、レンタカーでまわる九州温泉と食巡り（６日間）】

日程 行程

１日目 宮崎ブーゲンビリア空港－(レンタカー)－日南【豊富な
自然】【歴史文化】－霧島【温泉巡り】【懐石料理】
（霧島温泉泊）

２日目 霧島－桜島【豊富な自然】【温泉巡り】－(フェリー)－
鹿児島【歴史文化】－人吉【歴史文化】【豊富な自然】
（人吉温泉泊）

３日目 人吉－熊本【歴史文化】【ショッピング】－阿蘇【豊富
な自然】－長湯【温泉巡り】【九州オルレ】
（長湯温泉泊）

４日目 長湯－九重【豊富な自然】【九州オルレ】―別府【温泉
巡り】【九州オルレ】（別府市内泊）

５日目 別府－佐伯【食文化】－日向【豊富な自然】【歴史文
化】－綾【食文化】【豊富な自然】－宮崎【食文化】
【温泉巡り】（青島温泉泊）

６日目 宮崎【豊富な自然】－宮崎ブーゲンビリア空港

※ 旅行会社５社のインタビュー調査より作成

※ 九州旅行フリーク４名のインタビュー調査より作成

現状データ
（2014年）
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① 上海人の訪日旅行に対するイメージマップ

② 九州をよく知る人たちから見た九州旅行の特筆すべき魅力

日本旅行といえば「買い物」「温泉」をイメージ。

「温泉の違い」や「温泉巡り」のイメージがある。

「日本の歴史・文化」を知ることや体験することに関心がある。

食べ物は「海鮮」のイメージが強い。

「買い物」を一番の目的としている。

③ ブランドイメージ、モデルコース設定のポイント

④ モデルコース

対象国・地域（２）：上海 入国者数（九州） 14.2万人 平均泊数（日本） 5.9泊

自然（火山・温泉・島々）と情緒（温泉街）あふれる島
九州独自の「食文化」を楽しめる場所を含める。

「買い物」を楽しめる場所を含める。

「日本らしいもの」や「日本の文化」を体験できる場所を含める。

温泉は「温泉街」が魅力である場所を重視する。

• 別府の地獄や雲仙・阿蘇の火山

• 九十九島や天草などの島々

火山・島々 温泉街

• 中国と異なる食文化

• 四季
その他

• 工場見学

• 海岸線

【ファミリー向け、北部九州の火山と島々を楽しむルート（7日間）】

日程 行程

１日目 福岡空港－(列車・バス)－佐世保（ハウステンボス泊）

２日目 佐世保【自然風景】－(列車・バス)－長崎【食文化】－(バス)－
雲仙【自然風景】（雲仙温泉泊）

３日目 雲仙－(バス＋フェリー)－天草【自然風景】（天草市内泊）

４日目 天草－(バス＋フェリー)－熊本【日本文化】【食文化】－(列
車・バス)－阿蘇【自然風景】（阿蘇ファームランド泊）

５日目 阿蘇－(列車・バス)－大分【食文化】－(列車・バス)－湯布院
【温泉街】（湯布院温泉泊）

6日目 湯布院－(列車)－太宰府【日本文化】－(列車)－福岡【食文化】
【買い物】（福岡市内泊）

7日目 福岡－福岡空港

【友人・カップル（少人数）向け、九州の魅力満喫ルート（8日間）】

日程 行程

１日目 九州佐賀国際空港－(リムジンタクシー)－嬉野【温泉街】－
(列車・バス）－長崎【日本文化】【食文化】（長崎市内泊）

２日目 長崎－(バス)－雲仙【自然風景】－(バス)－島原【日本文化】－
(バス＋フェリー)－熊本【日本文化】－(列車)－鹿児島－(列車)
－指宿【自然風景】【温泉街】（指宿温泉泊）

３日目 指宿－(バス)－知覧【日本文化】－(バス)－鹿児島【自然風景】
【食文化】－(列車)－霧島【日本文化】－(列車)－宮崎【自然風
景】【食文化】（宮崎市内泊）

４日目 宮崎－(列車)－日向【自然風景】－(列車)－佐伯【食文化】－
(列車)－別府【自然風景】【温泉街】（別府温泉泊）

５日目 別府－(列車・バス)－九重【自然風景】－(列車・バス)－日田
【食文化】（日田温泉泊）

6日目 日田－(列車・バス)－太宰府【日本文化】－(列車)－福岡【買い
物】【食文化】（福岡市内泊）

7日目 福岡－(列車・バス)－唐津【食文化】－(列車・バス)－佐賀
（佐賀市内泊）

8日目 佐賀－(バス)－九州佐賀国際空港

• 温泉地の情景や日本らしい街並み

• 浴衣を着て、散策する体験

• 温泉単体ではなく、温泉街

※九州旅行フリーク3名、ネイティブ特区ガイド2名のインタビュー調査より作成

現状データ
（2014年）
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① 台湾人の訪日旅行に対するイメージマップ

② 九州をよく知る人たちから見た九州旅行の特筆すべき魅力

日本旅行といえば「買い物」「温泉」「四季」をイメージ。

「買い物」は必ず楽しみたい。

「温泉」といえば、「日本の雰囲気」を楽しむこと。

「雪」「桜・紅葉」などの「四季」に関心あり。

「寺社・仏閣」や「古都文化」に関心あり。

③ ブランドイメージ、モデルコース設定のポイント

④ モデルコース

対象国・地域（３）：台湾 入国者数（九州） 21.2万人 平均泊数（日本） 5.1泊

自然や温泉、日本らしい街並みなどの風景、観光列車
４県に直行便が就航しているため、目的に応じたスタート地点を設定できる。

日本らしい街並みや日本の雰囲気を体感できる「温泉」を含める。

「観光列車」を使えるルートでは利用する。

台湾で見られない「自然風景」や「景色」を見られる場所を含める。

「日本の文化」を体験できる場所を含める。

「買い物」を楽しめる場所を含める。

• 台湾で見られないような自然の風景

• リラックスできる田舎の雰囲気

• 日本らしい雰囲気が漂う街並み

風景 観光列車

• 野球観戦

• 着物、浴衣など日本文化の体験
その他

• 日本酒

• 温泉街

【初心者向け、九州の風景を観光列車で巡るルート（6日間）】

日程 行程

１日目 福岡空港－(列車【観光列車】)－湯布院【温泉】
（湯布院温泉泊）

２日目 湯布院－(列車・バス)－別府【自然風景】－(列車【観光列車】)
－阿蘇【自然風景】－(列車【観光列車】)－熊本
（熊本市内泊）

３日目 熊本【日本文化】－(列車【観光列車】)－人吉【自然風景】－
(列車【観光列車】)－鹿児島（鹿児島市内泊）

４日目 鹿児島【買い物】－(列車【観光列車】)－指宿【温泉】
（指宿温泉泊）

５日目 指宿－(列車)－鹿児島【自然風景】－(列車)－日南【日本文化】
－(列車【観光列車】)－宮崎（宮崎市内泊）

6日目 宮崎【自然風景】－宮崎ブーゲンビリア空港

【リピーター向け、「お酒・野球・買い物」満喫ルート（６日間）】

日程 行程

１日目 鹿児島空港－(バス)－綾【お酒】－(バス)－宮崎【自然風景】
（宮崎市内泊）

２日目 宮崎－(列車)－延岡－(バス)－高千穂【自然風景】－(バス)－
熊本（熊本市内泊）

３日目 熊本－(列車)－柳川【日本文化】－(列車)－久留米
（久留米市内泊）

４日目 久留米【お酒】－(列車・バス)－鳥栖【買い物】－(列車・バス)
－佐賀（佐賀市内泊）

５日目 佐賀【お酒】－(列車・バス)－福岡【野球】（福岡市内泊）

6日目 福岡【買い物】－福岡空港

• 交通手段ではなく、旅行の目的となる

• 様々な種類の観光列車がある

• 熊本、長崎、鹿児島の路面電車

※九州旅行フリーク3名、ネイティブ特区ガイド2名のインタビュー調査より作成

現状データ
（2014年）
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① 香港人の訪日旅行に対するイメージマップ

② 九州をよく知る人たちから見た九州旅行の特筆すべき魅力

日本旅行といえば「美食」「温泉」「買い物」をイメージ。

海鮮、和牛、果物などの「美食」に関心があり、産地のイメージもある。

温泉地の名前がイメージされており、「温泉の違い」について理解がある。

温泉では「露天風呂」や「離れ」に憧れがある。

温泉といえば「観光列車」に乗っていくものといったイメージがある。

③ ブランドイメージ、モデルコース設定のポイント

④ モデルコース

対象国・地域（４）：香港 入国者数（九州） 8.3万人 平均泊数（日本） 5.2泊

多種多様な温泉、九州の美食
異なるテイストの「温泉」を入れる。

九州の「美食」を堪能できるルートにする。

公共交通機関利用時には、「観光列車」を利用する。

「買い物」を楽しめる都市を含める。

日本らしい「体験」をできるスポットを含める。

• 多種多様な温泉を楽しむことができる

• ゆったり、のんびりできる雰囲気がある

• 昔ながらの温泉街で散策をする

温泉巡り 美食

• 自然風景

• 日本らしい街並みや雰囲気
その他

【初心者向け、観光列車で行く！九州の美食と温泉堪能ルート（６日間）】

日程 行程

１日目 福岡空港－(列車【観光列車】)－湯布院【温泉】
（湯布院温泉泊）

２日目 湯布院－(列車)－佐伯【美食】－(列車)－宮崎【美食】
（宮崎市内泊）

３日目 宮崎－(列車)－鹿児島【美食】－(列車【観光列車】)－指宿【温
泉】（指宿温泉泊）

４日目 指宿－(列車【観光列車】)－人吉【温泉】【自然風景】
（人吉温泉泊）

５日目 人吉【美食】－(列車【観光列車】)－熊本【美食】
（熊本市内泊）

6日目 熊本－(列車)－太宰府【日本文化】－(列車)－福岡【美食】【買
い物】－(列車)－福岡空港

【リピーター向け、レンタカーで行く！九州の温泉巡りルート（7日間）】

日程 行程

１日目 福岡空港－(レンタカー)－久留米【美食】－別府【温泉】
（別府温泉泊）

２日目 別府－杵築【日本文化】－長湯【温泉】（長湯温泉泊）

３日目 長湯－九重【自然風景】－黒川【温泉】（黒川温泉泊）

４日目 黒川－阿蘇【美食】【自然風景】－雲仙【温泉】
（雲仙温泉泊）

５日目 雲仙－長崎【美食】－嬉野【温泉】（嬉野温泉泊）

6日目 嬉野－有田【日本文化】－唐津【美食】－福岡【美食】
（福岡市内泊）

7日目 福岡【買い物】－福岡空港

• 九州独自の食文化がある

• 安くて、美味しいものがたくさんある

• ソフトクリームなどのミルク製品に憧れ

• フルーツ

• 道の駅

• ジャパニーズウイスキー

※九州旅行フリーク2名、ネイティブ特区ガイド2名のインタビュー調査より作成

現状データ
（2014年）
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① タイ人の訪日旅行に対するイメージマップ

② 九州をよく知る人たちから見た九州旅行の特筆すべき魅力

日本旅行といえば「自然」「グルメ」「東京」
桜・紅葉への関心が高い。
日系企業の進出や日本のアニメ・マンガから日本文化への親しみを持っており、
日本独特の文化として、日本食、神社仏閣等への関心が高い。
文化体験のイメージも強く、その一環として温泉がイメージされている。
買い物も主要な目的の一つ。日本の化粧品やブランドなどが人気。

③ ブランドイメージ、モデルコース設定のポイント

④ モデルコース

対象国・地域（５）：タイ 延べ宿泊者（九州） 11.6万人泊 平均泊数（日本） 6泊

異国情緒のある景観、日本文化（神社仏閣、城、庭園、自然景観、四季等）
ドラマのロケ地などタイ人に人気の観光地を入れる

九州の美食スポットを随所に入れる

温泉初心者には温泉街散策など日本文化を感じられる体験とセットで。

「美容に良い」「健康増進」など女性に人気の観光資源を入れる

買い物（ブランド品、化粧品、くまモングッズ等）を旅程に入れる

旅館への連泊など、単価の高いメニューは可能な限り避ける

• 最初はチャレンジングな体験ではあるが、

一度入ると、好きになる。

• タイでは、美容や健康への関心が高まって

おり、美肌効果があるならば是非入りたい。

景観 温泉

【初心者向け、九州の景観&日本文化満喫ルート（7日間）】

日程 行程

１日目 福岡空港－(列車・バス)－唐津【景観】【美食】【ロケ地】－
(バス)－佐世保（佐世保市内泊）

２日目 佐世保【景観】－(列車・バス)－(列車・バス)－長崎【景観】
【美食】（長崎市内泊）

３日目 長崎－(バス)－嬉野【美容・健康】－(バス)－鹿島【ロケ地】－
(バス)－武雄（武雄温泉泊）

４日目 武雄【美容・健康】－(列車・バス)－久留米【美食・日本酒・
果物狩り】－(列車・バス)－熊本【景観】【美食】
（熊本市内泊）

５日目 熊本【買い物】【景観】－(列車・バス)－阿蘇【景観】－
(バス)－別府【美容・健康】【美食】（別府市内泊）

6日目 別府－(バス)－湯布院【温泉文化】－(列車)－福岡【買い物】
（福岡市内泊）

7日目 福岡－福岡空港

【おすすめの絶景を巡る九州一周ルート（7日間）】

• タイ人は景色を見ることが一番好き。

• 神社や庭園など和風の景観や、異国情緒の

ある街並みや美しい自然景観が好まれる。

• 夜景やイルミネーションも好き

• ロケ地巡りがポピュラーな旅行スタイル

• 食も旅の重要な要素

• 女性が旅先の決定権を持つ場合が多い

• 周遊パスやビジネスホテルを利用した

リーズナブルな旅行が好まれる

• ブランド品やくまモン等買い物は必須。

その他

日程 行程

１日目 福岡空港－(列車・バス)－唐津【景観】－(列車・バス)－佐世保
－(バス)－嬉野【美容・健康】（嬉野温泉泊）

２日目 嬉野－(バス)－鹿島【ロケ地】－(バス)－久留米【美食・日本
酒・果物狩り】－(列車・バス)－熊本【景観】【美食】
（熊本市内泊）

３日目 熊本【景観】－(列車・バス)－鹿児島【景観・桜島】－
(列車・バス)－指宿【美容・健康】（指宿市内泊）

４日目 指宿－(バス)－知覧【景観】－(バス)－鹿児島－(列車・バス)－
霧島【景観】－(バス)－青島【景観】－(列車・バス)－宮崎【美
食】（宮崎市内泊】

５日目 宮崎－(列車)－延岡【美食】－(バス)－高千穂【景観】ー(バス)
－別府【美容・健康】【美食】（別府市内泊）

6日目 別府－(列車)－杵築【景観】－(列車)－北九州【景観】－(列車)
－福岡（福岡市内泊）

7日目 福岡－福岡空港

資料）国土交通省 国土交通政策研究所「訪日旅行のブランド・イメージに関する調査研究」

※ 九州旅行フリーク４名、ネイティブ特区ガイド２名のインタビュー調査より作成

現状データ
（2014年）
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① シンガポール人の訪日旅行に対するイメージマップ

② 九州をよく知る人たちから見た九州旅行の特筆すべき魅力

日本旅行といえば「自然」「グルメ」「ショッピング」
富士山、桜、紅葉、雪などシンガポールにはない自然環境への関心が高い
温泉に対する一定の認知度もある
日本食も刺身や寿司などの海鮮から懐石料理、和牛など幅広く親しまれている
人が親切でマナーが良い点が評価されており、高質・高級のイメージも強い

③ ブランドイメージ、モデルコース設定のポイント

④ モデルコース

対象国・地域（６）：シンガポール 延べ宿泊者(九州) 6.1万人泊 平均泊数(日本) 7.5泊

地域ごとに異なる多様な魅力（自然・美食等）

本場でしか味わえない体験、リフレッシュ
自然と親しむ体験(ハイキング、サイクリング、観光列車等)

本場で食べる「和牛、海鮮、ラーメン」、その土地に根付いた食文化体験など

人気の観光地と外国人に余り知られていない観光地のミックス

「日本三大○○」「日本一の○○」など特徴が分かりやすい観光地

海外旅行に慣れており、公共交通機関を乗り継いでのルートも可

• 九州ののんびりした雰囲気が、せわしない

シンガポールでの日々の疲れのリフレッ

シュに最適

• 静かな時間を過ごすことができる

• 自然を眺めるだけではなく、乗馬・乗船・

サイクリングなどの体験を通じて自然に親

しむことができる

リフレッシュ 雄大な自然×体験

【レンタカーで回る九州バラエティルート(8日間)】

【公共交通機関で回る九州満喫ルート（８日間）】

• 効率よく移動して、一度の旅行ででき

るだけ多くの場所を訪れたり、体験を

したい

その他
• 定番の観光地だけでなく、アクセスが

良ければ、あまり知られていない場所

にも行きたい

日程 行程

1日目
福岡空港－(列車・バス)－太宰府【日本三大天神】－(列
車・バス)－湯布院【日本三大温泉】（湯布院温泉泊）

2日目
湯布院－(列車)－佐伯【本場食】－(列車)－宮崎【本場
食】（宮崎市）

3日目
宮崎－(バス)－えびの【自然体験】－(バス)－霧島－(列
車・バス)－鹿児島（鹿児島市内泊）

4日目
鹿児島－(列車・バス)－人吉【自然体験】－(列車・バス)
－阿蘇【日本最大の草原】【自然体験】－(列車・バス)－
熊本（熊本市内泊）

5日目
熊本【日本三名城】－(フェリー)－島原－(バス)－雲仙
【自然体験】－(バス)－長崎【世界新三大夜景】
（長崎市内泊）

６日目
長崎－(列車・バス)－佐世保－(バス)－嬉野【日本三大美
肌の湯】（嬉野温泉泊）

７日目
嬉野－(バス)－唐津－(列車・バス)－福岡【本場食】
（福岡市内泊】

８日目 福岡【ショッピング】－福岡空港

日程 行程

1日目
福岡空港－(レンタカー)－太宰府【日本三大天神】－柳川
－佐賀－有田－武雄（武雄温泉泊）

2日目
武雄－嬉野【日本三大美肌の湯】－長崎【世界新三大夜
景】（長崎市内泊）

3日目
長崎－雲仙【日本最初の国立公園】－島原－(フェリー)－
熊本（熊本市内泊）

4日目
熊本【日本三名城】－えびの【自然体験】－霧島－指宿
（指宿温泉泊）

5日目
指宿－吹上浜【日本三大砂丘】－鹿児島－日南－宮崎【本
場食】（宮崎市泊）

６日目
宮崎市－高千穂－阿蘇【日本最大の草原】【自然体験】－
湯布院【日本三大温泉】－別府【日本三大温泉】
（別府温泉泊）

７日目 別府－杵築－北九州－福岡（福岡市内泊）

８日目 福岡【ショッピング】－福岡空港

資料）国土交通省 国土交通政策研究所「訪日旅行のブランド・イメージに関する調査研究」

※ 九州旅行フリーク２名のインタビュー調査より作成

現状データ
（2014年）
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① イギリス人の訪日旅行に対するイメージマップ

② 九州をよく知る人たちから見た九州旅行の特筆すべき魅力

日本といえば「富士山」「桜」「新幹線」

温泉のイメージは無いものの「旅館」のイメージはある

「新幹線」「東京」に代表される先端的なイメージとエキゾチックなイメージ

「遠い」「高い」というネガティブなイメージも強い

食事のイメージは弱く「寿司」「日本酒」ぐらい

③ ブランドイメージ、モデルコース設定のポイント

④ モデルコース

対象国・地域（７）：イギリス 延べ宿泊者（九州） 1.7万人泊 平均泊数（日本） 13.4泊

遠い異国の地、豊富な自然（山・火山）、古き良き日本の風景
九州内で訪日旅行を完結させることは現実的でないため、東京・大阪間をLCCで移動する

行程を設定する（フィンエアー利用者も、旅程の一部で九州外へ行くものと想定）

火山を最大の目玉にコースを設定する（雲仙や別府の地獄も火山に関連付け）

建築物（城、寺社仏閣）や街並みが日本らしさを感じられる観光地を含める

温泉旅館は日本体験の一部として、行程の中に1,2箇所程度に留める

行程の中で１日、都市観光が楽しめる場所を追加する

移動手段は新幹線を軸に、それ以外は列車・バスを併用する

• 九州の魅力は自然。自然が豊かに感じられ、

イギリス人が考える日本らしい風景を楽し

めるところが素晴らしい。

• 具体的には黒川温泉や湯布院、熊本城、

柳川など。

• イギリスには山がほとんど無いため、山や

火山に対する関心が高い。

• 特に阿蘇は素晴らしい。火山はイギリスに

無いので必ず喜ばれる。

日本らしい風景 山・火山

• 日本の都市ならではの魅力もあるの

で、都市観光も１日は楽しみたい
その他

• 寺社仏閣を見るだけでなく、体験できる

のが面白い（例：蓮華院、鵜戸神宮）

【火山の島・九州縦断コース（５日間）】

日程 行程

１日目 宮崎ブーゲンビリア空港－(列車＋バス)－日南【日本らしい風
景】【神社＋体験】－(列車＋バス)－宮崎（宮崎市内泊）

２日目 宮崎－(列車)－鹿児島【日本らしい風景】【火山】－(バス)－知
覧【日本らしい風景】－(バス)－鹿児島（鹿児島市内泊）

３日目 鹿児島－(列車【新幹線】)－熊本【日本らしい風景】【都市観
光】－(列車・バス)－阿蘇【火山】－(バス)－黒川【日本らしい
風景】【温泉旅館】（黒川温泉泊）

４日目 黒川－(バス)－湯布院【日本らしい風景】－(列車・バス)－別府
（別府温泉泊）

５日目 別府【火山】－(列車)－杵築【日本らしい風景】－(列車)－小倉
【日本らしい風景】【都市観光】－小倉駅

※ 九州定住者３名のインタビュー調査より作成

現状データ
（2014年）

【火山の島・九州一周コース（７日間）】

日程 行程

１日目 鹿児島中央駅－(船)－桜島【火山】―(船)―鹿児島【日本らしい
風景】（鹿児島市内泊）

２日目 鹿児島－(列車)－霧島－(バス)－えびの【火山】－(列車＋バス)
－宮崎（宮崎市内泊）

３日目 宮崎－(バス)－高千穂【日本らしい風景】－(バス＋列車)－別府
【温泉旅館】（別府温泉泊）

４日目 別府【火山】－(列車・バス)－阿蘇【火山】－(列車・バス)－熊
本【都市観光】（熊本市内泊）

５日目 熊本【日本らしい風景】－(船)－島原【日本らしい風景】－(バ
ス)－雲仙【火山】－(バス)－長崎（長崎市内泊）

６日目 長崎－(列車)－鹿島【日本らしい風景】－(列車＋バス)－柳川
【日本らしい風景】－(列車)－福岡（福岡市内泊）

７日目 福岡【都市観光】－博多/福岡空港

資料）国土交通省 国土交通政策研究所「訪日旅行のブランド・イメージに関する調査研究」
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① フランス人の訪日旅行に対するイメージマップ

② 九州をよく知る人たちから見た九州旅行の特筆すべき魅力

日本といえば「庭・寺・城」「旅館」「アニメ・マンガ」

独特な文化を持つ国としてイメージを形成。

遠い国という印象が強く、「日本旅行と言えば」というような固定的なイメー

ジはあまり形成されていない。

③ ブランドイメージ、モデルコース設定のポイント

④ モデルコース

対象国・地域（８）：フランス 延べ宿泊者（九州） 1.4万人泊 平均泊数（日本） 14.4泊

長崎、活火山、手つかずの自然を体験できる場所
滞在期間が長いため、東京・京都など九州以外のエリアも周遊していることを前提とする。

レンタカー利用のため、IN・OUTは福岡を設定。

火山周辺では、ハイキング等のアクティビティができる程度の時間を設ける。

日本の独特のもの（特産品や伝統工芸）の生産過程を体験できるスポットを入れる。

日本らしい街並みや建物をビュースポットに加える。

手つかずの自然や日本の原風景を見ることができる場所を入れる。

ビーチでゆっくり滞在する時間を必ず設ける。

山奥等、人気のない場所で旅館泊をいれる

• 日本の中でも田舎のイメージがあり、手つ

かずの自然を求めて九州に旅行に来ること

が多い

• 阿蘇山、桜島などの活火山や別府の地獄巡

りが人気

• フランス人にとって、広島・長崎は一度は

訪れてみたいと思っている場所。

• 原爆資料館は必ず訪問する。

• 軍艦島も人気有り

手つかずの自然 長崎

その他

【レンタカーで行く北部九州の文化＆火山満喫ルート（6日間）】

日程 行程

１日目 福岡空港/博多－(レンタカー)－太宰府【日本らしい建物】－久
留米【生産過程・日本酒】－八女【生産過程・緑茶】－武雄
【旅館】（武雄温泉泊）

２日目 武雄－有田【生産過程・陶器】－【長崎】（長崎市内泊）

３日目 長崎－雲仙【火山】－島原【日本らしい建物】－熊本（熊本市
内泊）

４日目 熊本【日本らしい建物】－阿蘇【火山】－九重【自然】－湯布
院【旅館】（湯布院温泉泊）

５日目 湯布院－別府【火山】－平尾台【自然】－福岡（福岡市内泊）

6日目 福岡－糸島【ビーチ】－福岡空港/博多

【レンタカーで回る九州の自然一周ルート（7日間）】

日程 行程

１日目 福岡空港/博多－(レンタカー)－太宰府【日本らしい建物】－有
田【生産過程・陶器】－【長崎】（長崎市内泊）

２日目 長崎－雲仙【火山】－島原【日本らしい建物】－熊本【日本ら
しい建物】（熊本市内泊）

３日目 熊本－五家荘【原風景】－人吉【自然】－えびの【自然】－鹿
児島（鹿児島市内泊）

４日目 鹿児島－知覧【日本らしい街並み】－桜島【火山】－日南【日
本らしい街並み】－宮崎（宮崎市内泊）

５日目 宮崎－高千穂【自然】－阿蘇【火山】－黒川【旅館】
（黒川温泉泊）

6日目 黒川－九重【自然】－日田【日本らしい街並み】－久留米【生
産過程・日本酒】－福岡（福岡市内泊）

7日目 福岡－糸島【ビーチ】－福岡空港/博多

• 移動手段はレンタカーがメイン

• 日本酒の酒造見学など、日本独特のも

のの生産過程に興味あり

• 一度はビーチでゆっくり過ごしたい

• 移動時間は出来るだけ短くしたい

• 人気のない場所での旅館体験

※ 九州定住者２名のインタビュー調査より作成

資料）国土交通省 国土交通政策研究所「訪日旅行のブランド・イメージに関する調査研究」

現状データ
（2014年）
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① ドイツ人の訪日旅行に対するイメージマップ

② 九州をよく知る人たちから見た九州旅行の特筆すべき魅力

日本旅行といえば「伝統文化」「食」「自然」

ただの伝統文化ではなく、「伝統とモダンが共存」していることが魅力

伝統文化は「見る」だけでなく「体験」したい

日本食は味わいたいのではなく「チャレンジ」したい
わざわざ遠いアジアの地まで温泉を目的に訪問したいとは思わない

③ ブランドイメージ、モデルコース設定のポイント

④ モデルコース

対象国・地域（９）：ドイツ 延べ宿泊者（九州） 1.7万人泊 平均泊数（日本） 13.5泊

ユニークな列車で巡る圧倒的な大自然と日本体験（温泉・日本食）
九州内で訪日旅行を完結させることは現実的でないため、東京・大阪間をLCCで移動する

行程を設定する（フィンエアー利用者も、旅程の一部で九州外へ行くものと想定）

九州オルレなど時間をかけて見られるような自然観光地を各コースの目玉にする

宿泊では、洋朝食が提供できるホテル・旅館を設定する（和朝食はNG）

伝統文化の中でもイメージの強い寺社仏閣や城を含める（可能であれば禅体験なども）

温泉は「体験モノ」として、貸切風呂や部屋付き露天が整備された温泉地を含める

列車や船による移動を観光資源の一つとして活用する

• 交通・宿泊の面でのマイナスが問題になら

ないほど圧倒的に素晴らしい自然

• 九州オルレは、ただ歩くだけでなく自然を

観賞しながら歩ける点、4,5時間かけて歩

くという時間設定が非常に好ましい

• ドイツ人は温泉に「健康」を求めており、

源泉に種類があり様々な効能が得られると

いうのは非常に魅力的

• タトゥーの人でも入れるような貸切風呂、

部屋付き風呂であれば楽しみやすい

自然 温泉

• 色々な鉄道を乗り継いで日本全国を

旅行するツアーが人気である
その他

• 九州の日本茶はとても美味しい

• フェリーで行く天草も魅力的

【九州の魅力を満喫する横断ルート（６日間）】

日程 行程

１日目 福岡空港/博多－(列車・バス)－北九州【自然景観】―(列車)―
杵築【日本文化体験】－(列車)－別府【自然体験（九州オル
レ）】【自然景観】【温泉体験】（別府温泉泊）

２日目 別府－(列車【観光列車】)－長湯【温泉体験】－(列車)－阿蘇
【自然景観】－(列車【観光列車】)－熊本【城】
（熊本市内泊）

３日目 熊本－(列車【観光列車】＋船)－島原【城】－(バス)－雲仙【温
泉体験】【ドイツゆかりの地】－(バス)－長崎【寺社仏閣】
（長崎市内泊）

４日目 長崎－(列車・バス)－佐世保【自然景観】－(列車)－有田【日本
文化体験】－(列車)－武雄【寺社仏閣】【温泉体験】（武雄温
泉泊）

５日目 武雄－(列車＋バス)－柳川【日本文化体験】－(列車)－太宰府
【寺社仏閣】－(列車・バス)－福岡【寺社仏閣】
（福岡市内泊）

６日目 福岡―福岡空港/博多

※ 旅行会社６社のインタビュー調査より作成

※ 九州旅行フリーク２名のインタビュー調査より作成

現状データ
（2014年）

【観光列車で行く、九州縦断ルート（５日間）】

日程 行程

１日目 福岡空港/博多－(列車【観光列車】)－湯布院【温泉体験】
（湯布院温泉泊）

２日目 湯布院－(列車)－延岡－(バス)－高千穂【自然景観】－(バス)－
熊本【城】（熊本市内泊）

３日目 熊本－(列車【観光列車】)－人吉【自然景観】【寺社仏閣】－
(列車【観光列車】)－鹿児島中央（鹿児島市内泊）

４日目 鹿児島【伝統文化】－(列車【観光列車】)－指宿【温泉体験】
（指宿温泉泊）

５日目 指宿【九州オルレ】－(バス)－鹿児島空港
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