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1-1 与件の整理

業務概要
平成 28 年度訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業(実証事業) 
「山陰地方における外国人旅行者向け体験メニュー受入体制(決済環境)改善事業」

（１）受入体制の整備

①受入事業者の開拓（事業者の選定） ：事業者開拓とともに、Webページの掲載をはたらきかける

②マニュアル作成 ：オペレーションマニュアルの作成

③ サポート体制：訪日外国人旅行客の問い合わせ対応（メール、電話等の質問）

④ 受入体制を整えるための研修会等の実施 ：外国人受入講習会の実施（島根・鳥取で計2回）

⑤ その他：通訳案内士を活用した受入可能性調査の実施

（２）マーケティング（商品の販売、情報収集・分析等）

①実証用の決済システムの導入：Web上での販売、予約、決済システムの導入

②情報収集・分析 ：アクセス状況、販売データの収集・改善策の提案

目的

山陰地方においては、訪日外国人旅行者数は大きく伸びているものの訪日外国人旅行者から人気が高く、地方な

らではの体験メニューを活用した決済環境は未だに現金決済が主流となっており、当該地域の観光資源を十分に

活用できていない現状がある。

そこで中国運輸局では、鳥取県、島根県及び山陰インバウンド機構と連携し、かかる体験メニューの受入体制の

整備及び販売データを活用したマーケティングを行い、訪日外国人旅行者の誘客促進につなげることを目的とす

る。

事業内容
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1-2 鳥取県、島根県の現状

0
100
200
300
400
500

東
京
都

北
海
道

山
梨
県

静
岡
県

長
野
県

大
分
県

佐
賀
県

広
島
県

三
重
県

香
川
県

群
馬
県

栃
木
県

新
潟
県

岩
手
県

宮
城
県

青
森
県

岡
山
県

鳥
取
県

愛
媛
県

茨
城
県

山
口
県

山
形
県

島
根
県

秋
田
県

福
島
県

徳
島
県

宿泊 日帰り

データ1 平成27年度 都道府県別訪日外国人旅行客数（観光目的） ※データ未収集地域除く 単位：千人

データ2 平成27年度 訪日外国人旅行者満足度 鳥取県 データ3 平成26年度 決済環境利用者動向

全体と比較すると、買い

物に対する満足度が低

く、購買活動が積極的に

行われてない。

鳥取県は日帰り観光客が多いが宿泊客が少ない。島根県は宿泊客が多く、日帰り客が少ない。両県共に全国的に宿泊数の水準が低
い。鳥取県に訪れた外国人客は買い物に対する満足度が低く、全体の3割が決済環境に苦労したことがある。

日帰り客数は全国的

にも有数だが、宿泊

数が低い。

全国的に日帰数、宿

泊数ともに最低水準

となっている。

3人に1人は、カード利用意向

がありながらカードが利用でき

ない場面に少なくとも1度は遭

遇している

データ1：出展 観光庁 平成27年の年間値の訪日外国人消費動向調査

データ2：出展 平成２７年度鳥取県外国人観光客入込動態調査

データ3：出展 日本クレジットカード協会実施 観光立国実現に向けたクレジットカード業界としての取り組み調査（Ｈ２６．１２）



6

1-3 課題の整理

≪鳥取県≫

◆現状
日帰り客数は多いが、宿泊客数が少ない

◆課題仮説
スポットでの日帰りが多く、

通過されてしまうため滞在時間が短く、
地域にお金が落ちていない可能性がある

≪島根県≫

◆現状
宿泊客数が日帰り客数を上回るが

全体的に低い水準

◆課題仮説
来訪者数がそもそも少なく、

一部の有名スポットに宿泊来訪が偏り
地域全体への来訪が少ない可能性がある

共通
課題
仮説

◆現状
消費行動を行う場面で満足度が低く、全体の3割が決済環境に不満を持っている
◆課題仮説
消費を行いたくても、クレジット決済が行えずに、消費活動に制限がかかっている可能性がある

現状の整理

課題の整理

課題1 来訪目的が少ない
一部の有名観光スポットに来客が集まり

他地域への周遊が起こらず、
全体宿泊が伸びない

課題2 地域にお金が落ちない
購買活動が行われない＝魅力的な商品
が地域に少なく消費活動が限定的に

なってしまっている

課題3 決済環境が整っていない
実際に購買活動を行う際に、決済環境が

整っておらず、購買意欲が低下し
消費活動が限定的になってしまっている

情報整理から以下の点を課題仮説とする
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1-4 課題解決の方向性

課題仮説

①来訪目的が少ない→明確な来訪目的の創出、魅力的な商品作りが必要

②地域にお金が落ちない→選択肢を多様化、受入体制の整備が必要

③決済環境が整っていない→決済システムの整備が必要

山陰地域の着地型旅行商品を掘り起こし、品質の高いサービスに磨き上げることで、来訪意欲を促し、
決済環境を整えることで、最適な消費活動を創出する。継続化に向けた情報収集も行う。

①来訪目的が少ない ②地域にお金が落ちない ③決済環境が整っていない

事業者フォロー体制の確立

課題解決の方向性課題解決の方向性

事業者側受入体制の整備

実施施策実施施策

予約管理システムの提供

事業者教育研修の実施

マニュアルの整備

課題解決の方向性課題解決の方向性

決済環境の整備

実施施策実施施策

決済システムの導入

課題解決の方向性課題解決の方向性

新規着地型旅行商品の市場流通

実施施策実施施策

通訳案内士を活用した現状調査

受入事業者の開拓

販売窓口の提供

+α 情報収集

定量データの収集・分析・改善提案の実施定量データの収集・分析・改善提案の実施
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1-5 実施の流れ

通訳案内士を活用した現状調査

事業者フォロー体制の確立

事業者側受入体制の整備

予約管理システムの提供

事業者教育研修の実施

マニュアルの整備

決済システムの導入

新規着地型旅行商品の市場流通

受入事業者の開拓

販売窓口の提供

決済環境の整備

データ収集・分析

定量データの収集・分析

【事業１】受入体制整備

【事業２】マーケティング
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1-6 スケジュール

10月 11月 12月 1月 2月 3月

通訳案内士を活用した現状調査

事業者フォロー体制の確立

予約管理システムの提供

事業者教育研修の実施

マニュアルの整備

決済システムの導入

受入事業者の開拓

販売窓口の提供

定量データの収集・分析

（１）受入

体制整備

（２）マー

ケティング



【事業1】受入体制の整備



2-1.受入事業者の開拓（選定）

本事業に参加する、インバウンドに対応可能な体験型旅行商品を

販売する事業者を開拓・選定し、多くの商品流通の実現を目標と

した。

サマリ
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受入業者の開拓（選定） 事業目標

以下指標を目標とし、事業を推進した。

目標接触社数

都道府県 社数

鳥取県 13社程度

島根県 7社程度

目標掲載社数、商品数

都道府県 社数 商品数

鳥取県 8社程度 20商品程度

島根県 4社程度 12商品程度

目的

訪日外国人向け体験メニューを提供する事業者の開拓（選定）を以下の目標のとおり行い、別業務にて作成するＷｅ

ｂページへの掲載もあわせて行うようはたらきかけた。目標接触社数は、予めリストアップした業者に基づく数字で

あり、目標掲載社数・商品数は、①既にオンライン上で商品流通している ②冬季に体験が可能である ③事業予算上の

上限×地域網羅性という条件に基づき設定した。
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受入事業者の開拓（選定） 結果

事業推進の結果、目標に対しての結果は以下の通りとなる。

島根県の接触社数以外は、すべての目標数値項目を達成することができた

目標 接触社数

都道府県 社数

鳥取県 13社程度

島根県 7社程度

目標 掲載社数、商品数

都道府県 社数 商品数

鳥取県 8社程度 20商品程度

島根県 4社程度 12商品程度

実績 接触社数

都道府県 社数

鳥取県 13社

島根県 6社
※減少分の1社は、接触開始前に

対象外となったため

実績 掲載社数、商品数

都道府県 社数 商品数

鳥取県 7社 26商品

島根県 6社 12商品
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受入事業者の開拓（選定） 接触社数 鳥取県

鳥取県では、合計「13社」に接触（電話案内等）を行った。選定基準は「冬季実施可能なアウトドア

ツアー」・「季節要因に左右されないインドアプラン」を保有する事業者とした。

都道府県 社名 住所 提供商品 ジャンル大 提供商品 ジャンル小

鳥取県 鳥取砂丘パラグライダー体験スクール 鳥取県鳥取市東今在家123-31-103 アウトドア マウンテンバイク

鳥取県 氷ノ山自然ふれあい館響の森 鳥取県八頭郡若桜町つく米 アウトドア スノーシュー

鳥取県 大山竹炭工房 鳥取県西伯郡大山町東坪505 インドア 竹炭窯温熱体験

鳥取県 鳥取自然体験塾 鳥取県鳥取市用瀬町屋住294 アウトドア スノーシュー

鳥取県 砂丘YOGA 鳥取県鳥取市数津150 アウトドア ヨガ、ピラティス、SUP

鳥取県 Hidden west 鳥取県米子市河崎3309-24 アウトドア SUP（※）

鳥取県 森の国 鳥取県西伯郡大山町赤松634 アウトドア
スノーシュー、バームクーヘン

作り、雪遊び

鳥取県 Glass works negy 鳥取県鳥取市新34-3 石井ビル1階 インドア
ガラス細工、レザークラフト、
レジン手芸、アクセサリー作り

鳥取県 ペットのおみやげ かんだや、 鳥取県倉吉市魚町2568-2 アウトドア 変身写真体験

鳥取県 TRAIL ON 鳥取県東伯郡湯梨浜町宇野1709-1 アウトドア ファットバイク

鳥取県 ときわすれ清水屋 鈴の道 鳥取県日野郡日南町菅沢1019 アウトドア 味噌づくり、抹茶づくり

鳥取県 絹の館 さーびす 鳥取県鳥取市戎町422 アウトドア 着付け体験

鳥取県 Frolic Sea Adventure Park URADOME 鳥取県岩美郡岩美町浦富海岸小栗浜 アウトドア アスレチックパーク

※SUP：スタンドアップパドル・サーフィンの略称。サーフボードの上に立ち、波が形成する斜面を滑走したり、水面を漕いで移動するウォータースポーツ。
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受入事業者の開拓（選定） 接触社数 島根県

島根県では、合計「6社」に接触（電話案内等）を行った。選定基準は「冬季実施可能なアウトドア

ツアー」・「季節要因に左右されないインドアプラン」を保有する事業者とした。

都道府県 社名 住所 提供商品 ジャンル大 提供商品 ジャンル小

島根県 安来節屋（やすぎぶしや） 島根県安来市古川町467-5 インドア どじょうすくい体験、太鼓体験

島根県 あとりえgtp 島根県松江市殿町43 カラコロ工房1F インドア ガラス細工、アクセサリー作り

島根県 海峡 島根県松江市美保関町七類3246-1 アウトドア 海釣り体験

島根県 吉田ふるさと村 観光事業部 島根県雲南市吉田町吉田1047-2 アウトドア マイカーツアー体験

島根県 松江着物レンタル 堀川小町 島根県松江市北堀町318松江ごころ2F アウトドア 着付け体験

島根県 プレシャスカート 島根県松江市外中原町9-3 アウトドア ゴーカート
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受入事業者の開拓（選定） 掲載社数 鳥取県

鳥取県では、合計「7社」が商品流通を開始することができた。

アウトドアを中心に、冬ならではの商品が多く集まった。

都道府県 社名 住所 提供商品 ジャンル大 提供商品 ジャンル小

鳥取県 鳥取砂丘パラグライダー体験スクール 鳥取県鳥取市東今在家123-31-103 アウトドア マウンテンバイク

鳥取県 氷ノ山自然ふれあい館響の森 鳥取県八頭郡若桜町つく米 アウトドア スノーシュー

鳥取県 大山竹炭工房 鳥取県西伯郡大山町東坪505 インドア 竹炭窯温熱体験

鳥取県 森の国 鳥取県西伯郡大山町赤松634 アウトドア
スノーシュー、バームクーヘン

作り、雪遊び

鳥取県 Glass works negy 鳥取県鳥取市新34-3 石井ビル1階 インドア
ガラス細工、レザークラフト、
レジン手芸、アクセサリー作り

鳥取県 TRAIL ON 鳥取県東伯郡湯梨浜町宇野1709-1 アウトドア ファットバイク

鳥取県 絹の館 さーびす 鳥取県鳥取市戎町422 アウトドア 着付け体験
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受入事業者の開拓（選定） 掲載社数 島根県

島根県では、合計「6社」が商品流通を開始することができた。

伝統文化を中心にした地域ならではの商品が多く集まった。

都道府県 社名 住所 提供商品 ジャンル大 提供商品 ジャンル小

島根県 安来節屋（やすぎぶしや） 島根県安来市古川町467-5 インドア どじょうすくい体験、太鼓体験

島根県 あとりえgtp 島根県松江市殿町43 カラコロ工房1F インドア ガラス細工、アクセサリー作り

島根県 海峡 島根県松江市美保関町七類3246-1 アウトドア 海釣り体験

島根県 吉田ふるさと村 観光事業部 島根県雲南市吉田町吉田1047-2 アウトドア マイカーツアー体験

島根県 松江着物レンタル 堀川小町 島根県松江市北堀町318松江ごころ2F アウトドア 着付け体験

島根県 プレシャスカート 島根県松江市外中原町9-3 アウトドア ゴーカート
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受入事業者の開拓 商品数 鳥取県

鳥取県では合計「26商品」を流通させることに成功した。

アウトドア中心としながらもモノづくりや食体験など多岐にわたり豊富な商品

を取りそろえることができた。

事業者名 住所 商品化プラン

鳥取砂丘パラグライダー体験スクール 鳥取県鳥取市東今在家123-31-103 【鳥取砂丘・サイクリング】鳥取砂丘・ダウンヒルサイクリング～らっきょう畑と海岸道路コース（120分）

氷ノ山自然ふれあい館響の森 鳥取県八頭郡若桜町つく米 【鳥取・スノーシュー・5時間】ふかふかの雪にダイブ！冬の氷ノ山で遊ぼう

氷ノ山自然ふれあい館響の森 鳥取県八頭郡若桜町つく米 【鳥取・スノーシュー・3時間】白銀の世界が生みだす沈黙に耳を傾けて。冬の氷ノ山ツアー

氷ノ山自然ふれあい館響の森 鳥取県八頭郡若桜町つく米 【鳥取・クロスカントリースキー・5時間】雪の上もスイスイ歩ける快適さ！ネイチャースキートレッキング

氷ノ山自然ふれあい館響の森 鳥取県八頭郡若桜町つく米 【鳥取・クロスカントリースキー・3時間】冬だって外遊びがしたい！ネイチャースキートレッキング

大山竹炭工房 鳥取県西伯郡大山町東坪505 【鳥取・竹炭窯温熱】超自然！自然の声とともに、癒しの竹炭窯温熱体験

森の国 鳥取県西伯郡大山町赤松634 【鳥取・大山・スノーシュー】雪上ランチつき！雪原を歩くワンデイツアー

森の国 鳥取県西伯郡大山町赤松634 【鳥取・大山・スノーシュー】アウトドア初心者もOK！午後のみで体験できるハーフデイーツアー

森の国 鳥取県西伯郡大山町赤松634 【鳥取県西伯郡・お菓子作り】くるくる回して森の中でバウムクーヘン作り！

Glass works negy 鳥取県鳥取市新34-3 石井ビル1階 【鳥取・ガラス細工】色ガラスのかけらを使って、オリジナルミラーを作ろう！

Glass works negy 鳥取県鳥取市新34-3 石井ビル1階 【鳥取・ガラス細工】幼稚園児から参加可能！色ガラスを使った万華鏡作り

Glass works negy 鳥取県鳥取市新34-3 石井ビル1階 【鳥取・プレート作り】お子さまでも簡単に！アクリル絵の具でオリジナルプレート作り

Glass works negy 鳥取県鳥取市新34-3 石井ビル1階 【鳥取・ガラス細工】ガラス棒を使って、とんぼ玉を作ろう！

Glass works negy 鳥取県鳥取市新34-3 石井ビル1階 【鳥取・ステンドグラス】お部屋にアクセント！ゆらゆらガラスorフォトフレーム作り

Glass works negy 鳥取県鳥取市新34-3 石井ビル1階 【鳥取・ガラス制作】お気に入りの写真を彩ろう！色ガラスで、フォトフレーム作り

Glass works negy 鳥取県鳥取市新34-3 石井ビル1階 【鳥取・ガラス細工】ガラスやミラーを、メッセージと色ガラスで彩ります。メッセージ色ガラス窓かけ作り

Glass works negy 鳥取県鳥取市新34-3 石井ビル1階 【鳥取・レザークラフト】所要時間30分！かんたん手作りの革ストラップ

Glass works negy 鳥取県鳥取市新34-3 石井ビル1階 【鳥取・革細工】革細工で手作り！ハート型の小銭入れを作ろう！

Glass works negy 鳥取県鳥取市新34-3 石井ビル1階 【鳥取・レジン手芸】お花を樹脂で引き立てよう！レジンフラワーアクセサリー作り

Glass works negy 鳥取県鳥取市新34-3 石井ビル1階 【鳥取・樹脂粘土細工】カラフルな粘土をアレンジ！ポリマークレイでのアクセサリー作り

Glass works negy 鳥取県鳥取市新34-3 石井ビル1階 【鳥取・銀細工】純度99.9パーセント！銀粘土でのアクセサリー作り体験

Glass works negy 鳥取県鳥取市新34-3 石井ビル1階 【鳥取・モビール】アクリル板を好きな形に切り取る！壁かけで楽しむモビール作り

TRAIL ON 鳥取県東伯郡湯梨浜町宇野1709-1 【鳥取・マウンテンバイク】ファットバイクを満喫！鳥取砂丘・山道・ビーチを行く絶景ツアー

絹の館 さーびす 鳥取県鳥取市戎町422 【鳥取市・着物レンタル】着物姿で鳥取観光！着物レンタルプラン

絹の館 さーびす 鳥取県鳥取市戎町422 【鳥取市・茶道体験】和の文化を満喫！お茶おもてなし体験

絹の館 さーびす 鳥取県鳥取市戎町422 【鳥取市・着物レンタル】華やかな姿に変身！振り袖レンタルプラン



19

受入事業者の開拓（選定） 商品数 島根県

島根県では合計「12商品」を流通させることに成功した。

安来のどじょうすくいや、松江城を散策する着物ツアー等外国人目線で評価が高いとみられる

商品を取りそろえることができた。

事業者名 住所 商品化プラン

安来節屋（やすぎぶしや） 島根県安来市古川町467-5 【どじょうすくい体験】イベントに引っ張りだこの主人が伝授します！

安来節屋（やすぎぶしや） 島根県安来市古川町467-5 【銭太鼓体験】4歳から体験OK！島根の達人が楽しく教えます☆

あとりえgtp 島根県松江市殿町43 カラコロ工房1F 【島根・手作り】誰でも簡単に！フュージング（焼きガラス）アクセサリー作り

あとりえgtp 島根県松江市殿町43 カラコロ工房1F 【島根・アクセサリー手作り】誰でも簡単に！個性豊かなアクセサリー作り

あとりえgtp 島根県松江市殿町43 カラコロ工房1F 【島根・松江市・フュージング】自分の世界をガラスで表現！小さなガラスのおうち・ミニチュア付きコース

海峡 島根県松江市美保関町七類3246-1 【島根・釣り体験】船長のマル秘ポイントへ！松江、下関沖を中心にジギングで大物ゲット！

吉田ふるさと村 観光事業部 島根県雲南市吉田町吉田1047-2 【島根・吉田村・ガイドツアー】たたら製鉄で栄えた「よしだむら」を巡るマイカーツアー！

松江着物レンタル 堀川小町 島根県松江市北堀町318松江ごころ2F 【島根・松江・着物レンタル】憧れの着物姿に変身！着物レンタルプラン

松江着物レンタル 堀川小町 島根県松江市北堀町318松江ごころ2F 【島根・松江・浴衣レンタル】浴衣姿で、松江をぶらりと町歩きしよう！

松江着物レンタル 堀川小町 島根県松江市北堀町318松江ごころ2F 【島根・松江・コスプレ体験】忍者になって町歩きを楽しもう！忍者衣装レンタル

プレシャスカート 島根県松江市外中原町9-3 【島根・松江・公道カート】ガイド付きで大満足！松江の名所へゴーカートを走らせよう

プレシャスカート 島根県松江市外中原町9-3 【島根・松江・公道カート】ゴーカートでスペシャルな思い出づくり！コスプレ衣装無料レンタル付
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山陰DMOサイトマップ・機能要件（概要）

Top

鳥取紹介ページ

島根紹介ページ

鳥取プラン一覧

プラン詳細

島根プラン一覧

プラン詳細

縁の道山陰 asoview!

旅の予約

▼機能要件（概要）

• 「縁の道山陰」の英語サイトのTOPページに各紹介ページ（鳥取紹介ページ／島根紹介ページ）ヘの導線を置く

• asoview!への導線となる各紹介ページ（鳥取紹介ページ／島根紹介ページ）を作成

• 各紹介ページについては「静的ページ」であり、運用段階でプランを追加する事は想定していない

• デザインテイストについては「縁の道山陰」に沿ったものとする

• 各紹介ページに掲載するテキスト情報並びに画像についてはアソビュー側で準備

• デバイス要件については「縁の道山陰」に従う
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受入事業者の開拓（選定） 商品流通ページイメージ（一部）

鳥取県 島根県

実際の流通画面ではTOPビジュアル＋商品情報を外国人目線で購買しやすいよう

必要最低限の情報露出が可能なページ設計を行った。
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商品流通ページイメージ 鳥取県
鳥取砂丘パラグライダー体験スクール【鳥取砂丘・サイクリング】鳥取砂丘・ダウンヒルサイクリング～らっきょう畑と海岸道路コース（120分）

PC版 スマホ版
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商品流通ページイメージ 鳥取県

氷ノ山自然ふれあい館響の森

【鳥取・スノーシュー・5時間】ふ

かふかの雪にダイブ！冬の氷ノ山

で遊ぼう

氷ノ山自然ふれあい館響の森

【鳥取・スノーシュー・3時間】白

銀の世界が生みだす沈黙に耳を傾

けて。冬の氷ノ山ツアー

氷ノ山自然ふれあい館響の森

【鳥取・クロスカントリース

キー・5時間】雪の上もスイスイ

歩ける快適さ！ネイチャースキー

トレッキング

氷ノ山自然ふれあい館響の森

【鳥取・クロスカントリース

キー・3時間】冬だって外遊びが

したい！ネイチャースキートレッ

キング

大山竹炭工房

【鳥取・竹炭窯温熱】超自然！

自然の声とともに、癒しの竹炭

窯温熱体験

森の国

【鳥取・大山・スノーシュー】雪

上ランチつき！雪原を歩くワンデ

イツアー

森の国

【鳥取・大山・スノーシュー】ア

ウトドア初心者もOK！午後のみ

で体験できるハーフデイーツアー

森の国

【鳥取県西伯郡・お菓子作り】く

るくる回して森の中でバウムクー

ヘン作り！

Glass works negy

【鳥取・ガラス細工】色ガラスの

かけらを使って、オリジナルミ

ラーを作ろう！

Glass works negy

【鳥取・ガラス細工】幼稚園児か

ら参加可能！色ガラスを使った万

華鏡作り



24

商品流通ページイメージ 鳥取県

Glass works negy

【鳥取・プレート作り】お子さま

でも簡単に！アクリル絵の具でオ

リジナルプレート作り

Glass works negy

【鳥取・ガラス細工】ガラス棒を

使って、とんぼ玉を作ろう！

Glass works negy

【鳥取・ステンドグラス】お部屋

にアクセント！ゆらゆらガラスor

フォトフレーム作り

Glass works negy

【鳥取・ガラス制作】お気に入り

の写真を彩ろう！色ガラスで、

フォトフレーム作り

Glass works negy

【鳥取・ガラス細工】ガラスやミラー

を、メッセージと色ガラスで彩ります。

メッセージ色ガラス窓かけ作り

Glass works negy

【鳥取・レザークラフト】所要時

間30分！かんたん手作りの革スト

ラップ

Glass works negy

【鳥取・革細工】革細工で手作

り！ハート型の小銭入れを作ろ

う！

Glass works negy

【鳥取・レジン手芸】お花を樹脂

で引き立てよう！レジンフラワー

アクセサリー作り

Glass works negy

【鳥取・樹脂粘土細工】カラフル

な粘土をアレンジ！ポリマークレ

イでのアクセサリー作り

Glass works negy

【鳥取・銀細工】純度99.9パーセ

ント！銀粘土でのアクセサリー作

り体験
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商品流通ページイメージ 鳥取県

Glass works negy

【鳥取・モビール】アクリル板を

好きな形に切り取る！壁かけで楽

しむモビール作り

TRAIL ON

【鳥取・マウンテンバイク】ファット

バイクを満喫！鳥取砂丘・山道・ビー

チを行く絶景ツアー

絹の館 さーびす

【鳥取市・着物レンタル】着物姿

で鳥取観光！着物レンタルプラン

絹の館 さーびす

【鳥取市・茶道体験】和の文化を

満喫！お茶おもてなし体験

絹の館 さーびす

【鳥取市・着物レンタル】華やか

な姿に変身！振り袖レンタルプラ

ン
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商品流通ページイメージ 島根県
安来節屋（やすぎぶしや）【どじょうすくい体験】イベントに引っ張りだこの主人が伝授します！
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商品流通ページイメージ 島根県

安来節屋（やすぎぶしや）

【銭太鼓体験】4歳から体験OK！

島根の達人が楽しく教えます☆

あとりえgtp

【島根・手作り】誰でも簡単に！

フュージング（焼きガラス）アク

セサリー作り

あとりえgtp

【島根・アクセサリー手作り】誰

でも簡単に！個性豊かなアクセサ

リー作り

あとりえgtp

【島根・松江市・フュージング】

自分の世界をガラスで表現！小さ

なガラスのおうち・ミニチュア付

きコース

海峡

【島根・釣り体験】船長のマル秘ポイン

トへ！松江、下関沖を中心にジギングで

大物ゲット！

吉田ふるさと村 観光事業部

【島根・吉田村・ガイドツアー】

たたら製鉄で栄えた「よしだむ

ら」を巡るマイカーツアー！

松江着物レンタル 堀川小町

【島根・松江・着物レンタル】憧

れの着物姿に変身！着物レンタル

プラン

松江着物レンタル 堀川小町

【島根・松江・浴衣レンタル】浴

衣姿で、松江をぶらりと町歩きし

よう！

松江着物レンタル 堀川小町

【島根・松江・コスプレ体験】忍

者になって町歩きを楽しもう！忍

者衣装レンタル

プレシャスカート

【島根・松江・公道カート】ゴー

カートでスペシャルな思い出づく

り！コスプレ衣装無料レンタル付
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商品流通ページイメージ 島根県

プレシャスカート

【島根・松江・公道カート】ガイ

ド付きで大満足！松江の名所へ

ゴーカートを走らせよう



体験型旅行商品販売事業者にとって販売・予約だけでは対応が不

十分である。実際に訪日外国人旅行客が訪れた際に、お客様を受

け入れるに当たって「どのように対応すべきか」汎用的にまとめ

たものをマニュアルとして、配布を行なった。

※マニュアルは別資料

サマリ

2-2. オペレーションマニュアルの作成及び提供
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鳥取県・島根県へ訪日外国人旅行者が訪れる際に、地域側の体験事業者の

受入体制整備が重要であると考え、『訪日外国人旅行者 受け入れマニュアル』の作成を行った。

オペレーションマニュアルの作成及び提供 全体構成

第一章

第二章

第三章

１．訪日外国人旅行者受入の重要性
２．行政の取り組みと背景
３．鳥取県・島根県の取り組み

１．情報発信、販売・予約・決済環境整備

１．受入体制の整備
２．訪日外国人旅行者対応を行う事業者事例
３．受入時に役立つ英会話
４．困った時には

章 目次内容

1.市況感の理解
2.国全体の状況把握
3.地域自治体の状況把握

1.ユーザーニーズの把握
2.×Webの重要性理解

1.受入時の実践対応促進
2.実例のインプット＝地
域リテラシーの底上げ

設計意図
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全体に係る情報内容として、以下の4つの軸（市況感・自治体活動・先進事例・対応ノウハウ）をもとに

データ等を活用しオペレーションマニュアルを作成し、体験型旅行商品販売事業者へ郵送した。

なお、オペレーションマニュアルは今後も活用できる内容とした。

オペレーションマニュアルの作成及び提供 抽出データ、配布先

市況感

自治体
活動

オープンデータ（公
的機関掲示データ）
の活用・取り纏め

先進
事例

asoview
データの活用

対応
ノウハウ

構成企画・編集

監修

中国運輸局

山陰インバウンド機構

鳥取県

島根県

製本・郵送

体験型旅行商品
販売事業者等
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近年の訪日外国人旅行客増加の背景や、行政等の取り組み、

また受け入れ側の事業者としての対応の重要性をわかりやすく説明する内容とした。

また、我が国で行われた具体的なデータを引用し、

知識として取り入れるのに十分な内容であるよう努めた。

国の調査データを分かりやすく表示

オペレーションマニュアルの作成及び提供 受入対応の重要性を説明
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体験事業者に独自取材を行い、訪日外国人旅行客対応についての課題や成果、

成功している事業者のノウハウ等を提供した。

独自調査を行なった、貴重な情報を掲載

オペレーションマニュアルの作成及び提供 体験事業者の事例を掲載
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受入事業者にとっての情報発信の重要性、また販売・予約・決済といった一連の整備の重要性を解説。また、

これら整備を個別に対応するのではなく、オンラインサービスを活用することで低コストで実現出来ること等

のメリットを解説した。

オペレーションマニュアルの作成及び提供 予約・販売・決済の重要性を説明
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受入時によく使われる英語を取りまとめ、言語の障壁を低くすることを目的に

ワンポイント英会話を作成した。

また、困った時の問い合わせ先をまとめることで、緊急時の対応も行えるように配慮した。

オペレーションマニュアルの作成及び提供 受入時の英語対応、緊急時の対応を促進



体験事業者及び、訪日外国人観光客からの問い合わせに

対応するサポート体制の構築を行なった。
サマリ

2-3.サポート体制の構築
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サポート体制の構築 実施フロー

実施フロー1 体験事業者サポート体制

訪日外国人

旅行客

当該事業専用サポートチーム

予約確定後の連絡やり取り

2017/1/29～2/28の期間中、

英語ネイティブスタッフを含めた3名で専用の対応チームを結成。

12件の問い合わせに対応いたしました。

対象システム

Web申し込み

予約データを集約し、顧客の一元管理が可能

在庫設定が可能になり、予約数のコントロールが可能

予約チャネル

山陰インバウ

ンド機構HP

事業者

予約管理

メルマガ

在庫調整

動向分析

利用メリット

1.年末年始を除く10:00～19:00の電話・メール対応が可能

2.予約に関する問い合わせだけではなく、プラン情報の更新や

効果的な情報発信のアドバイスを行うことも可能

3.事業者に代わり、旅行客との直接やり取り（メール）も可能

利用メリット

1.システム内でコミュニケーションが全て完結する

2.アソビューサポートデスクも同システム内容を確認することが

でき連絡の遅延やトラブルになりそうな場合、未然に対応可能

3.本事業だけではなく、今後も継続的に無料で利用が可能

実施フロー2 予約情報管理サポート

体験型旅行商品
販売事業者



鳥取県と島根県２か所で「外国人観光客販売体制構築セミナー」

と題したセミナーを実施。訪日外国人を取り巻く国内の環境や、

他事業者の外国人の受入方法を紹介し、決済システムの概要や施

策についても解説。

サマリ

2-4.セミナーの実施
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セミナーの実施 実施概要

鳥取会場

日時：11月29日（火）13:30-16:30 

場所：エキパル倉吉多目的ホール

住所：鳥取県倉吉市上井195

人数：19人

島根会場

日時：11月30日（水）13:30-16:30 

場所：くにびきメッセ会議室

住所：島根県松江市学園南1-2-1

人数：25人

実施日時

実施概要 配布チラシ

市況感の把握とウェブ決済にともなう商品流通の拡大を目的として、計2回のセミナーを実施。

合計44名の参加者に対して訪日外国人旅行客対応のノウハウ等の提供を行なった。
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セミナーの実施 主な要点

訪日外国人観光客を取り

巻く現状

観光庁が掲げている訪日外国人の目標値や施策、現状の訪日目的の変化を説明

した。特に「地域への流れ」や「モノ消費」から「コト消費」など外国人の訪

日における目的の変化を紹介した。

鳥取県・島根県の

訪日外国人に

向けた取り組み

鳥取県・島根県における訪日外国人の推移・国別構成などの現状や、両県が実

施している対外的なPRや県内施策を網羅的に紹介した。

他事業者の

成功の秘訣

他事業者の中で、訪日外国人の集客・対応をしている事業者の皆さまにヒアリ

ングをし、その成功の要諦を紹介した。

対象事業者：そば打ち体験、ガラス工芸、カヌー・バギー、サンドボード

本事業の紹介

中国運輸局と山陰インバウンド機構が、今回取り組んでいる施策の全体を事業

者に紹介。山陰インバウンド機構HP「縁の道」での掲載の紹介、決済システ

ムの導入、翻訳サービス、通訳案内士の派遣などを説明し、協力の要請を行っ

た。

主な項目 詳細の要点
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セミナーの実施 配布資料
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セミナーの実施 配布資料
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セミナーの実施 配布資料
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セミナーの実施 配布資料
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セミナーの実施 配布資料
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セミナーの実施 配布資料
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セミナーの実施 配布資料
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セミナーの実施 配布資料
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セミナーの実施 配布資料
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セミナーの実施 配布資料
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セミナーの実施 配布資料
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セミナーの実施 実施風景

◆鳥取県会場風景 ◆島根県会場風景
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セミナーの実施 アンケートひな形

セミナーの参加者に対して配布するアンケートは以下の様式のものを使用した。
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セミナーの実施 アンケート結果

鳥取県 19
島根県 25

女性 12
男性 32

所属県

性別

平均年齢

43.35

体験事業者 10
市町村 9
観光協会 8
広域団体 4
その他 9

参加主体

内容がよかった 29
講師がよかった 5
日程がよかった 4
場所がよかった 3
その他 7

Q1 研修会出席理由

どうしてこのセミナーに出席しましたか？（複数回答可）

セミナーの参加者に対してアンケートを実施。

合計44名全員から回答を得られた。
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セミナーは概ね役に立ったとの反応を受けた。特に、実際にインバウンド受入を行った

事業者に関する事例紹介が好評だった。また、大半が訪日外国人旅行客を既に受入た経験があり、

今後の受入に対する意欲も見られた。

長すぎる 6

短すぎる 0

適当だ 35

その他 1

Q2 研修時間

研修会の時間についてお聞かせください。

Q3 研修会内容1

今回の研修は役にたちましたか？

どちらともいえない 12

役に立った 31

Q4 研修会内容2

今までこのようなテーマの研修会に参加したことはあ

りますか？

今回が初めて 24

2回目 6

3~5回 10

5～10回 0

10回以上 0

Q5 研修会内容3

ご希望のセミナー開催曜日についてお聞かせください。

平日 37

土、日、祝日 0

いつでも良い 4
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セミナーの実施 アンケート結果

ある 24

ない 7

Q7 訪日外国人旅行客受入について1

訪日外国人受入の経験はありますか？

Q8訪日外国人旅行客受入について2

訪日外国人向けの商品化に挑戦したい

ですか？

はい 25

いいえ 1

どちらでも
ない

5

会社概要 0

訪日外国人観光客を取り巻く環境 20

鳥取県・島根県の訪日外国人獲得に向けた取り組み 17

受入事例を習得しよう！訪日外国人旅行客 24

流通を加速させるasoview!の活用について 13

まとめ 2

Q6 研修会内容4

特によかった研修内容をお聞かせください（複数回答可）
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セミナーの実施 アンケート結果

・蒜山（真庭市）からきましたが、岡山県南から蒜山、鳥取から岡山（蒜山）へのアクセス（公共交

通）が弱く苦労している。メニュー（商品体験）は色々と可能と思うが一元管理する組織が無い。

・事例から学べるものが多く、目のつけどころ等勉強になりました。ありがとうございます。サービ

ス内容はとても充実していて利用促進をしたいと思いました。

・事例についても（アクセスの良い）条件の都道府県が主で紹介されたが、条件の悪い成功事例の話

があれば伺いたかった。

・地域としてはインバウンドをやりたいのだが、例えば、体験事業者は民間であり、外国人の受入可

否など個々に説明が必要と考える。ただし「英語でのマニュアル作り」「日本らしい田舎らしいおも

てなし（無料提供）」などは観光協会として動いてみたいと思っています。

その他・感想

定性的な感想では、アクセスに対する課題を感じている事業者が目立った。

また、以下の感想をひもとくことで、インバウンド対応の手法やノウハウについて学ぶ意欲はあるが

他社事例が分からずにどのように対応すべきか悩んでいるという姿が見えてきた。



2-5.通訳案内士との連携

本実証実験事業を次年度以降、継続的につなげていくために受入

体制サポートの一環で、体験型旅行商品販売事業者の希望があれ

ば地域の通訳案内士を派遣する仕組みを実験的に構築した

サマリ
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通訳案内士との連携 事業目標

以下指標を目標とし、事業を推進した。

派遣団体候補

都道府県 社名

鳥取県 （一社）中部観光推進機構

島根県 島根県通訳案内士会

派遣回数目標

目的

本事業を来年度以降、継続的につなげていくため、鳥取県及び島根県の下記の通訳案内士を派遣して

いる団体と連携し、目標掲載社数に対して1社につき1回を目処に現地派遣を行った。

都道府県 目標

鳥取県
事業期間内 12回程度

島根県
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通訳案内士との連携 事業実施スキーム目標

事業期間内の通訳案内士派遣をスムーズに行うための体制構築・オンライン予約システムと連携し

タイムリーに手配が可能なスキームを、以下のとおり構築した。

①予約カレンダー選択

②事前クレジット決済

③予約確定連絡

問い合わせサポート

⑤予約確認連絡

訪日外国人旅行客 訪日外国人旅行客

通訳案内士会 通訳案内士

鳥取県：中部観光推進機構

島根県：島根県通訳案内士会

④予約通知

⑫通訳案内士確定連絡

⑭体験料金支払い

⑥予約日通知

⑦手配依頼

⑧手配非通知

⑨参加依頼

⑬体験

⑩参加連絡

⑪参加確定連絡
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通訳案内士との連携 結果

事業推進の結果、目標に対しての結果は以下の通りとなる。

島根県の接触社数以外は、すべての目標数値項目を達成することができた

派遣回数目標

都道府県 回数

鳥取県

事業期間内
12回程度（※）

島根県

派遣回数 結果

都道府県 回数

鳥取県 8回

島根県 4回

※通訳案内士の募集開始からの期間が短かったが、派遣の効果を検証するため12回の派遣を目標とした。
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通訳案内士との連携 派遣先

派遣先の一覧は以下の通り。募集開始が2017年1月末からということもあり、

派遣期間は2月中に集中した。鳥取県で8か所、島根県で4か所へそれぞれ派遣することができた。

通訳案内士がボランティアで構成されているため組織化されておらず、

定常的な派遣が難しいという点が今後の課題として浮かび上がった。

都道府県 日時 派遣先 派遣先住所 商品ジャンル 対応通訳案内士 対応言語

鳥取県 2017/2/18 氷ノ山自然ふれあい館響の森 鳥取県八頭郡若桜町つく米 スノーシュー 石原 恵 英・中

鳥取県 2017/2/18 森の国 鳥取県西伯郡大山町赤松634 スノーシュー 于 一 英・中

鳥取県 2017/2/19 絹の館 さーびす 鳥取県鳥取市戎町422 着付け体験 石原 恵 英・中

鳥取県 2017/2/19
Glass works negy

（グラスワークスネジー）
鳥取県鳥取市新34-3 石井ビル1階 ガラス作り 石原 恵 英・中

鳥取県 2017/2/25
Glass works negy

（グラスワークスネジー）
鳥取県鳥取市新34-3 石井ビル1階

アクセサリー
作り

北岡 智子 英・中

鳥取県 2017/2/25 TRAIL ON 鳥取県東伯郡湯梨浜町宇野1709-1 ファットバイク 北岡 智子 英

鳥取県 2017/2/26 氷ノ山自然ふれあい館響の森 鳥取県八頭郡若桜町つく米 スノーシュー 北岡 智子 英

鳥取県 2017/2/26
鳥取砂丘パラグライダー体験

スクール（砂丘本舗）
鳥取県鳥取市東今在家123-31-103

マウンテン
バイク

于 一 英・中

島根県 2017/2/9 吉田ふるさと村 島根県雲南市吉田町吉田1047-2 マイカーツアー 楠田 幸代 英

島根県 2017/2/10 松江着物レンタル 堀川小町 島根県松江市北堀町318松江ごころ2F 着付け体験 奧山 啓子 英

島根県 2017/2/10 あとりえgtp 島根県松江市殿町43 カラコロ工房1F ガラス作り 奧山 啓子 英

島根県 2017/2/26 安来節屋（やすぎぶしや） 島根県安来市古川町467-5 どじょうすくい 楠田 幸代 英
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通訳案内士の連携 派遣風景（一例）

通訳案内士は、現地到着から実際の体験までのガイド及び通訳をサポートした。

氷ノ山自然ふれあい館響の森 堀川小町 あとりえgtp

Glass works negy TRAIL ON 安来節屋



【事業2】マーケティング

（商品の販売、情報収集・分析等）



3-1.実証用の決済システムの導入

訪日外国人旅行客及び体験型旅行商品事業者の双方にとって、大

きな課題となっていたクレジットカードによる決済環境の整備。

本事業によりオンライン上での事前決済を導入することにより解

決を図った。

サマリ



実証用の決済システムの導入 実施背景

観光局の訪日外国人消費動向調査結果および分析によれば、訪日外国人旅行客の情報収集において役

立ったものとして、スマートフォンを利用する人が56％、パソコンが22％、タブレットが13％と

回答し、いわゆる旅ナカにおいてもインターネットを活用しているという背景が推測される。
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56%
22%

17%

16%

15%

14%

13%
24%

12%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

インターネット(スマートフォン)

インターネット（パソコン）

観光案内所（空港除く）

空港の観光案内所

宿泊施設

日本在住の親族・知人

インターネット(タブレット)

その他

特になし

出典：観光庁の訪日外国人消費動向調査結果及び分析

造成訪日外国人旅行者が日本滞在中に得た情報源で役に立ったもの



実証用の決済システムの導入 現状課題

本事業実施以前では、インターネット上で英語による体験型旅行商品の情報は限定されており、事前

の顧客獲得が不可(電話受付のみ)、キャンセル対応不可、多言語対応不可、クレジットカード利用不

可など、訪日外国人旅行客側からすれば、様々な障害があり体験型旅行商品への着地は困難であっ

た。これらの状況から、FITの顧客に対しても体験商材をアピールできる場がなく、顧客獲得の機会

がなかった。
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で

現
金
支
払

個人 体験事業者

体験までの障壁が高い

事前の顧客獲得不可

キャンセル対応不可

多言語対応不可

クレジットカード利用不可

FIT：団体旅行やパッケージツアーを利用することなく個人で海外旅行に行くこと。 Free Individual（Independent）

Travelerともいう。



実証用の決済システムの導入 本事業における改善・狙い

本事業を通じて、民間のオンライン体験商材販売サービスと連携して

体験商材の情報提供を含める販売・予約・決済を通貫して行うことで、

体験までの過程を容易にし、販売促進及び体験の催行に繋げた。
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事前に幅広いエリアで顧客獲得

キャンセル対応可能

（キャンセル料金請求可能）

多言語対応可能

クレジットカード利用可能
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い

ク
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ト

カ
ー
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い

個人 体験事業者

体験までの過程が容易に

体験商材販売サービス（英語版）

言葉が通じなくても、オンライ

ン上で予約・決済が出来るため、

様々な方に幅広く利用してもらう

ことが出来る。

クレジットカードによる事前決済

多くの体験事業者では、屋外で決済を行う

場合があり、通信環境がない、雨天等の影響

で端末の故障が懸念されるなどの理由から、

一般的にクレジットの決済端末が普及してい

ないという背景がある。本事業を通じてクレ

ジットカードの事前決済をオンライン上で行

えるようになった。

多言語による情報提供が可能



実証用の決済システムの導入 解決策・Webサイトを活用した情報提供

山陰インバウンド機構公式サイト 縁の道～山陰～ Route Romantique San’in

（https://www.sanin-tourism.com/）を活用し、体験を紹介するページを展開。

そこからasoview!の英語対応サイトに誘導を行い、集客を行なった。
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鳥取県 島根県

PC SP PC SP

縁の道～山陰～

英語版サイト

• 鳥取県はアクティビティが盛んなので、冬季にしか体験

できないスノーシューの写真をメインイメージに配置

• 島根県では日本文化に興味のある外国人へアピールする

ため、着付け体験の写真をメインイメージに配置

★ポイント

• アウトドアとインドアのアクティビティを分け、趣向に応じて選びやすいようレイアウトを工夫

• サイトの配色には和色を使用し、日本をイメージしやすいデザインに仕上げた



実証用の決済システムの導入 Webを活用した体験型旅行商品の販売

造成した商品を民間のオンライン体験商材販売サービスに登録し、販売した。

今までは各事業者で訪日外国人旅行客に向けた言語対応が十分に行えていなかった。

本事業を通じ、商品情報を英語で提供し、販売が行える仕組みを構築した。
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予約カレンダー

地図

体験の説明

注意事項
(キャンセルポリシー)

予約の空き状況を掲示し、

空いている日付から予約が

可能な仕組みを用意した

具体的な場所が分かり、来訪

者がアクセス手段の検討がし

やすいように地図を配置

実際の掲載内容は次ページを

参照

民間のオンライン体験商材

販売サービスへ接続

キャンセルポリシー：掲載者

が定めた、キャンセル時に発

生するキャンセル料等や注意

事項のこと。
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実証用の決済システムの導入 Webを活用した体験型旅行商品の販売(注意事項)

In the case where a Member cancels any confirmed booking due to his/her causes: 

(1) Cancellation made eight (8) days prior to the scheduled date of activities or earlier: No cancellation charge

(2) Cancellation made between seven (7) to four (4) days prior to the scheduled date of activities: 50% of the Participation 

Charges

(3) Cancellation made between three (3) days prior to the scheduled date to the scheduled date: 100% of the Participation 

Charges

If the cancellation of a Member’s booking of participation in an Activity Program falls under any of the following items, the

whole amount of the Participation Charges paid for the booking by the Member shall be refunded to the Member by 

ASOVIEW Inc.: 

(1) Case where the Organizer concerned determines the implementation of the Activity Program to be difficult due to bad 

weather, and the booking for the Activity Program is cancelled at the initiative of the Organizer; 

(2) Case where the booking for an Activity Program is cancelled due to causes of the Organizer; or 

(3) Case where the booking for an Activity Program is cancelled because the required minimum number of participants is 

not achieved.

注意事項(キャンセルポリシー)は以下の文章を設定した。

参加者側都合によるキャンセルの場合および、

主催者側都合によるキャンセルの場合についてそれぞれ明記した。

掲載したキャンセルポリシーの本文
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実証用の決済システムの導入 受入事業者の開拓

事業者名 エリア プランタイトル EnglishプランURL

鳥取砂丘パラグライダー体験スクール（砂丘本舗） 鳥取東部 【鳥取砂丘・サイクリング】鳥取砂丘・ダウンヒルサイクリング～らっきょう畑と海岸道路コース（120分） https://asoview.com/en/act/141/

安来節屋（やすぎぶしや） 島根東部 【どじょうすくい体験】イベントに引っ張りだこの主人が伝授します！ https://asoview.com/en/act/133/

安来節屋（やすぎぶしや） 島根東部 【銭太鼓体験】4歳から体験OK！島根の達人が楽しく教えます☆ https://asoview.com/en/act/143/

あとりえgtp 島根東部 【島根・手作り】誰でも簡単に！フュージング（焼きガラス）アクセサリー作り https://asoview.com/en/act/154/

あとりえgtp 島根東部 【島根・アクセサリー手作り】誰でも簡単に！個性豊かなアクセサリー作り https://asoview.com/en/act/153/

あとりえgtp 島根東部 【島根・松江市・フュージング】自分の世界をガラスで表現！小さなガラスのおうち・ミニチュア付きコース https://asoview.com/en/act/135/

氷ノ山自然ふれあい館響の森 鳥取東部 【鳥取・スノーシュー・5時間】ふかふかの雪にダイブ！冬の氷ノ山で遊ぼう https://asoview.com/en/act/140/

氷ノ山自然ふれあい館響の森 鳥取東部 【鳥取・スノーシュー・3時間】白銀の世界が生みだす沈黙に耳を傾けて。冬の氷ノ山ツアー https://asoview.com/en/act/138/

氷ノ山自然ふれあい館響の森 鳥取東部 【鳥取・クロスカントリースキー・5時間】雪の上もスイスイ歩ける快適さ！ネイチャースキートレッキング https://asoview.com/en/act/139/

氷ノ山自然ふれあい館響の森 鳥取東部 【鳥取・クロスカントリースキー・3時間】冬だって外遊びがしたい！ネイチャースキートレッキング https://asoview.com/en/act/125/

海峡 島根東部 【島根・釣り体験】船長のマル秘ポイントへ！松江、下関沖を中心にジギングで大物ゲット！ https://asoview.com/en/act/131/

大山竹炭工房 鳥取中部 【鳥取・竹炭窯温熱】超自然！自然の声とともに、癒しの竹炭窯温熱体験 https://asoview.com/en/act/127/

森の国 鳥取西部 【鳥取・大山・スノーシュー】雪上ランチつき！雪原を歩くワンデイツアー https://asoview.com/en/act/142/

森の国 鳥取西部 【鳥取県西伯郡・お菓子作り】くるくる回して森の中でバウムクーヘン作り！ https://asoview.com/en/act/137/

森の国 鳥取西部 【鳥取・大山・スノーシュー】アウトドア初心者もOK！午後のみで体験できるハーフデイーツアー https://asoview.com/en/act/124/

Glass works negy（グラスワークスネジー） 鳥取東部 【鳥取・ガラス細工】色ガラスのかけらを使って、オリジナルミラーを作ろう！ https://asoview.com/en/act/144/

Glass works negy（グラスワークスネジー） 鳥取東部 【鳥取・ガラス細工】幼稚園児から参加可能！色ガラスを使った万華鏡作り https://asoview.com/en/act/145/

Glass works negy（グラスワークスネジー） 鳥取東部 【鳥取・プレート作り】お子さまでも簡単に！アクリル絵の具でオリジナルプレート作り https://asoview.com/en/act/128/

Glass works negy（グラスワークスネジー） 鳥取東部 【鳥取・ガラス細工】ガラス棒を使って、とんぼ玉を作ろう！ https://asoview.com/en/act/146/

Glass works negy（グラスワークスネジー） 鳥取東部 【鳥取・ステンドグラス】お部屋にアクセント！ゆらゆらガラスorフォトフレーム作り https://asoview.com/en/act/158/

Glass works negy（グラスワークスネジー） 鳥取東部 【鳥取・ガラス制作】お気に入りの写真を彩ろう！色ガラスで、フォトフレーム作り https://asoview.com/en/act/147/

Glass works negy（グラスワークスネジー） 鳥取東部 【鳥取・ガラス細工】ガラスやミラーを、メッセージと色ガラスで彩ります。メッセージ色ガラス窓かけ作り https://asoview.com/en/act/148/

Glass works negy（グラスワークスネジー） 鳥取東部 【鳥取・レザークラフト】所要時間30分！かんたん手作りの革ストラップ https://asoview.com/en/act/129/

Glass works negy（グラスワークスネジー） 鳥取東部 【鳥取・革細工】革細工で手作り！ハート型の小銭入れを作ろう！ https://asoview.com/en/act/150/

Glass works negy（グラスワークスネジー） 鳥取東部 【鳥取・レジン手芸】お花を樹脂で引き立てよう！レジンフラワーアクセサリー作り https://asoview.com/en/act/151/

Glass works negy（グラスワークスネジー） 鳥取東部 【鳥取・樹脂粘土細工】カラフルな粘土をアレンジ！ポリマークレイでのアクセサリー作り https://asoview.com/en/act/152/

Glass works negy（グラスワークスネジー） 鳥取東部 【鳥取・銀細工】純度99.9パーセント！銀粘土でのアクセサリー作り体験 https://asoview.com/en/act/159/

Glass works negy（グラスワークスネジー） 鳥取東部 【鳥取・モビール】アクリル板を好きな形に切り取る！壁かけで楽しむモビール作り https://asoview.com/en/act/160/

吉田ふるさと村 観光事業部 島根東部 【島根・吉田村・ガイドツアー】たたら製鉄で栄えた「よしだむら」を巡るマイカーツアー！ https://asoview.com/en/act/132/

松江着物レンタル 堀川小町 島根東部 【島根・松江・着物レンタル】憧れの着物姿に変身！着物レンタルプラン https://asoview.com/en/act/156/

松江着物レンタル 堀川小町 島根東部 【島根・松江・浴衣レンタル】浴衣姿で、松江をぶらりと町歩きしよう！ https://asoview.com/en/act/134/

松江着物レンタル 堀川小町 島根東部 【島根・松江・コスプレ体験】忍者になって町歩きを楽しもう！忍者衣装レンタル https://asoview.com/en/act/161/

TRAIL ON 鳥取東部 【鳥取・マウンテンバイク】ファットバイクを満喫！鳥取砂丘・山道・ビーチを行く絶景ツアー https://asoview.com/en/act/126/

プレシャスカート 島根東部 【島根・松江・公道カート】ガイド付きで大満足！松江の名所へゴーカートを走らせよう https://asoview.com/en/act/136/

プレシャスカート 島根東部 【島根・松江・公道カート】ゴーカートでスペシャルな思い出づくり！コスプレ衣装無料レンタル付 https://asoview.com/en/act/130/

絹の館 さーびす 鳥取東部 【鳥取市・着物レンタル】着物姿で鳥取観光！着物レンタルプラン https://asoview.com/en/act/163/

絹の館 さーびす 鳥取東部 【鳥取市・茶道体験】和の文化を満喫！お茶おもてなし体験 https://asoview.com/en/act/165/

絹の館 さーびす 鳥取東部 【鳥取市・着物レンタル】華やかな姿に変身！振り袖レンタルプラン https://asoview.com/en/act/164/

受入事業者は最終的に13社賛同、合計38プランを開拓。各県の網羅性を高め、販売を実施。
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実証用の決済システムの導入 決済体制構築

体験事業者にとって、クレジットカード決済端末の導入は端末の導入費用の高さ、屋外施設で利用することによる故障の危険性など

からハードルが高く、特にアウトドアを扱う事業者にとっては通信方法が限られるなどの問題があり、実現が困難であった。

一方で訪日外国人旅行客のニーズに答えるべく、オンライン決済システムを導入することで、現地での現金支払いを行わなくても購

買行動が可能となった。

訪日外国人旅行客（個人） 体験事業者

クレジット決済

決済手数料を差し引いた

金額を支払い

体験料金を

支払い

直接の支払いは不要

・利用可能クレジット

VISA、MasterCard、AmericanExpress、

Discover、JCB

※PayPalとはメールアドレスとインターネットを利用した決済サービスです。

クレジットカード決済を安全な形で代行します。



PC/スマートフォン合計で約31,000件のPV数、15件の予約(う

ち3件不催行)・約170,000円の販売額を創出した。1組当たり

の参加人数は4名程度で女性比率が高く、付帯的な消費が生まれ

た可能性がある。

サマリ

3-2. 情報収集・分析等（閲覧数、予約数、予約データ）



情報収集・分析等（閲覧数、予約数、予約データ） アクセスデータ＝鳥取県

出典：Googleアナリティクスより施策期間中の数値を集計

鳥取体験ページについては、期間内のページビュー数が23,527PV。
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山陰インバウンド機構HP内 鳥取県体験ページのページビュー数推移

ページ ページビュー数 ページ別訪問数
平均ページ滞在時

間(秒)
閲覧開始数 直帰率 離脱率

鳥取体験プラン 23,527 21,229 308.15 20,947 91.62% 89.02%

（2016年12月26日～2017年2月28日）

広告掲載期間

※県ごと特色が異なることから別のページを用意したため、アクセスデータについてもそれぞれのページについて集計

※本事業とは別に、山陰インバウンド機構においてfacebookを中心とした広告を掲載した

(2017年1月中旬～2月末）

※ページビュー数：ページを閲覧した回数のことです。例：1つのサイトの5つのページを閲覧した場合は、ページビュー5。

※ページ訪問数：サイトを訪問した回数のことです。例：1つのサイトに2回アクセスした場合は、訪問数2。



情報収集・分析等（閲覧数、予約数、予約データ） アクセスデータ＝島根県

出典：Googleアナリティクスより施策期間中の数値を集計

島根体験ページについては、期間内のページビュー数が7,584PV。

なお、プランの詳細を閲覧しようとするとasoview!Englishに遷移するため、

山陰インバウンド機構HP「縁の道」サイトからは離脱として計測される。結果、直帰率及び離脱率が高いという

数値の見え方になるが、これはページの構成上正常な結果である。
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山陰インバウンド機構HP内 島根県体験ページのページビュー数推移

広告掲載期間

ページ ページビュー数 ページ別訪問数
平均ページ滞在時

間(秒)
閲覧開始数 直帰率 離脱率

島根体験プラン 7,584 6,853 289.12 6,562 92.14% 87.95%

（2016年12月26日～2017年2月28日）

※県ごと特色が異なることから別のページを用意したため、アクセスデータについてもそれぞれのページについて集計

※本事業とは別に、山陰インバウンド機構においてfacebookを中心とした広告を掲載した

(2017年1月中旬～2月末）ただし、1月末から鳥取に予算を寄せたため出稿量を縮小している。
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造成したプランの総予約数は15件、うち実際に体験まで実施されたのは12件であり

合計の参加者数は49名の実績となった。アウトドアではどじょうすくいとスノーシューに集中し、

インドアはアクセサリー作りに集中。

情報収集・分析等（閲覧数、予約数、予約データ） 予約・販売数実績

出典：asoview!データベースより集計

№ プラン名 予約数 催行数 参加者数

1 【どじょうすくい体験】イベントに引っ張りだこの主人が伝授します！ 1 1 4

2 【鳥取・大山・スノーシュー】アウトドア初心者もOK！午後のみで体験できるハーフデイーツアー 1 1 5

3 【鳥取・スノーシュー・3時間】白銀の世界が生みだす沈黙に耳を傾けて。冬の氷ノ山ツアー 1 1 4

4 【鳥取・スノーシュー・5時間】ふかふかの雪にダイブ！冬の氷ノ山で遊ぼう 1 1 4

5 【鳥取・レジン手芸】お花を樹脂で引き立てよう！レジンフラワーアクセサリー作り 2 2 8

6 【鳥取・竹炭窯温熱】超自然！自然の声とともに、癒しの竹炭窯温熱体験 1 0 0

7 【鳥取市・着物レンタル】着物姿で鳥取観光！着物レンタルプラン 1 1 4

8 【鳥取砂丘・サイクリング】鳥取砂丘・ダウンヒルサイクリング～らっきょう畑と海岸道路コース（120分） 1 0 0

9 【鳥取・マウンテンバイク】ファットバイクを満喫！鳥取砂丘・山道・ビーチを行く絶景ツアー 1 1 4

10 【島根・アクセサリー手作り】誰でも簡単に！個性豊かなアクセサリー作り 1 1 4

11 【島根・手作り】誰でも簡単に！フュージング（焼きガラス）アクセサリー作り 1 1 4

12 【島根・松江・コスプレ体験】忍者になって町歩きを楽しもう！忍者衣装レンタル 1 0 0

13 【島根・松江・浴衣レンタル】浴衣姿で、松江をぶらりと町歩きしよう！ 1 1 4

14 【島根・吉田村・ガイドツアー】たたら製鉄で栄えた「よしだむら」を巡るマイカーツアー！ 1 1 4

総計 15 12 49
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造成したプランの合計販売額は171,580円となった。

アウトドア系の施設はプランも多く(No.2,3,4,7)、催行単価も高いため

総販売額も4プラン合計で79,900円と全体の46%を占めた。

情報収集・分析等（閲覧数、予約数、予約データ） 販売額実績

出典：asoview!データベースより集計

№ プラン名 参加者数 催行単価 総販売額

1 【どじょうすくい体験】イベントに引っ張りだこの主人が伝授します！ 4 5,000 20,000

2 【鳥取・大山・スノーシュー】アウトドア初心者もOK！午後のみで体験できるハーフデイーツアー 5 4,000 20,000

3 【鳥取・スノーシュー・3時間】白銀の世界が生みだす沈黙に耳を傾けて。冬の氷ノ山ツアー 4 4,275 17,100

4 【鳥取・スノーシュー・5時間】ふかふかの雪にダイブ！冬の氷ノ山で遊ぼう 4 5,700 22,800

5 【鳥取・レジン手芸】お花を樹脂で引き立てよう！レジンフラワーアクセサリー作り 8 2,500 20,000

6 【鳥取市・着物レンタル】着物姿で鳥取観光！着物レンタルプラン 4 5,000 20,000

7 【鳥取・マウンテンバイク】ファットバイクを満喫！鳥取砂丘・山道・ビーチを行く絶景ツアー 4 5,000 20,000

8 【島根・アクセサリー手作り】誰でも簡単に！個性豊かなアクセサリー作り 4 880 3,520

9 【島根・手作り】誰でも簡単に！フュージング（焼きガラス）アクセサリー作り 4 1,800 7,200

10 【島根・松江・浴衣レンタル】浴衣姿で、松江をぶらりと町歩きしよう！ 4 3,240 12,960

11 【島根・吉田村・ガイドツアー】たたら製鉄で栄えた「よしだむら」を巡るマイカーツアー！ 4 2,000 8,000

総計 49 - 171,580
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参加者の年齢は、平均して29歳前後であった。

結果として、女性比率が高くなった理由は、着物やモノづくりといった

女性層に人気の高い商品が本事業の体験商品の対象となったためと予測される。

情報収集・分析等（閲覧数、予約数、予約データ） 参加者実績

出典：asoview!データベースより集計

№ プラン名 参加者数 平均年齢 女性割合 男性割合

1 【どじょうすくい体験】イベントに引っ張りだこの主人が伝授します！ 4 29.3 100% 0%

2 【鳥取・大山・スノーシュー】アウトドア初心者もOK！午後のみで体験できるハーフデイーツアー 5 29.0 100% 0%

3 【鳥取・スノーシュー・3時間】白銀の世界が生みだす沈黙に耳を傾けて。冬の氷ノ山ツアー 4 28.8 100% 0%

4 【鳥取・スノーシュー・5時間】ふかふかの雪にダイブ！冬の氷ノ山で遊ぼう 4 28.8 75% 25%

5 【鳥取・レジン手芸】お花を樹脂で引き立てよう！レジンフラワーアクセサリー作り 8 29.0 75% 25%

6 【鳥取市・着物レンタル】着物姿で鳥取観光！着物レンタルプラン 4 29.0 100% 0%

7 【鳥取・マウンテンバイク】ファットバイクを満喫！鳥取砂丘・山道・ビーチを行く絶景ツアー 4 32.3 75% 25%

8 【島根・アクセサリー手作り】誰でも簡単に！個性豊かなアクセサリー作り 4 30.3 50％ 50％

9 【島根・手作り】誰でも簡単に！フュージング（焼きガラス）アクセサリー作り 4 27.3 50％ 50％

10 【島根・松江・浴衣レンタル】浴衣姿で、松江をぶらりと町歩きしよう！ 4 28.8 50％ 50％

11 【島根・吉田村・ガイドツアー】たたら製鉄で栄えた「よしだむら」を巡るマイカーツアー！ 4 29.0 50％ 50％

総計 49 29.2 75% 25%
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情報収集・分析等（閲覧数、予約数、予約データ） 参加者アンケート回収

【回答者】

合計：16名

体験に参加した訪日外国人旅行客からアンケートを行い16名から回答があった。

各項目について翻訳を行い、集計・分析を行なった。

【出身地域】

アメリカ：2名 韓国：3名 香港：2名 台湾：9名

【性別】

男性：2名 女性：14名

【年齢】

10代：2名 20代：11名 30代：3名

【日本滞在歴】

1年以下：8名 2年以下：1名 4年以下：2名

5年以上：5名

【職業】 ※複数回答あり

グラフィックデザイナー：3名 フリーター：3名

マーケティング：1名 ワーキングホリデー：2名

会社員：4名 教師：1名 大学院生：1名

留学生：3名

【趣味】 ※複数回答あり

旅行：13名 映画鑑賞：4名 音楽鑑賞：3名 小説：2名 ハイキング：2名

その他（アーチェリー、ワイルドライフ、スノーボード、ボウリング、サッカー、バスケ、カラオケ）：各1名
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参加者アンケート原本（日本語）1/2

使用したアンケートは以下の通り。
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参加者アンケート原本（日本語）2/2

使用したアンケートは以下の通り。
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情報収集・分析等（閲覧数、予約数、予約データ） 参加者アンケート回収

質問項目 集計結果 導かれる考察

■ツアーに期待す
ること

実際に体験したものとほぼ一致しており、
着物着付け体験、スノーシューが挙げら
れた。
また山陰地方特有の回答結果として、
「風景（砂丘、雪景色など）」を挙げた
人が12名。

ツアーそのものも重要だが、地域として
の特色も事前に把握し期待していること
が分かる。

■鳥取と島根につ
いて知っている著
名スポット

鳥取砂丘が13名と回答し圧倒的に多
かった。

国や山陰インバウンド機構や県等のプロ
モーションの成果と考えられる。

出雲大社は1名が回答。 比較的少ないのは、日本特異の宗教観・
文化などが分かりにくいから、という仮
説が想定される。

ゲゲゲの鬼太郎、コナンと回答した人も
計4名存在した。

いずれも台湾人であり、台湾に対する日
本のサブカルチャーへの親和性と、主要
なインフラの名前になることでのプロ
モーション効果が出ていることが分かっ
た。
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情報収集・分析等（閲覧数、予約数、予約データ） 参加者アンケート回収

■オンライン予約は順調にできたか 3.69 （5点満点で回答を平均化）

■オンライン予約するに必要な情報は得られたか

■遊び体験を購入する際にWeb予約は活用したか

4.00 （5点満点で回答を平均化）

3.88 （5点満点で回答を平均化）

■自国からの観光客は今回予約に使ったサイト

からプランを予約すると思うか 3.81 （5点満点で回答を平均化）

アンケートの回答内容 導かれる考察

“日本語ができなくても、オンライン予約ができるの
で安心できた”
”事前にスケジュールを決めることができるので、有
益”というポジティブな意見があった。

実際に利用したユーザーは概ね問題なく予約を行え
たことが分かる。

現在英語のみの対応となるため、
“活動内容には中国語が必須”という意見も挙げられ
た。

英語以外の言語への対応も検討が必要と考えられる。

“台湾にはこのようなシステムは一般的ではないため、
使用する際には多少戸惑うかもしれません”という意
見があった。

言語以外の課題も挙げられたため、既存のプラット
ホームのリプレイスではなく、プラットホームの使
い方自体を広く認知させるプロモーション手法が必
要になってくると考えられる。
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情報収集・分析等（閲覧数、予約数、予約データ） 参加者アンケート回収

・商品の価格：14件

・商品説明のわかり易さ： 12件

・利用者に対するサービス品質の保証： 9件

・実際の利用者による口コミレビュー：7件

■Webで商品を選ぶ際に重視する内容

■事前決済は外国観光客にとって必要だと感じるか? 4.19（5点満点で回答を平均化）

アンケートの回答内容 導かれる考察

“両替を減らすことができる”点や、”現金を持ち歩く
必要がない”という回答があり事前決済に対するスコ
アは高くなった。

事業の仮説通りの結果が得られた。

”アメリカは、キャッシュレス社会ですから、ほとん
どの人たちは、支払いをカードで行う”、 ”事前支払
いには皆慣れている”という意見が多かった。

事前決済に対する抵抗感は薄いことが分かる。

”（事業者にとって）キャンセルが多発になるため
（事前支払いは必要）”と回答する人が多かった

事前決済を行う事業者に対して一定の理解を示して
いることが分かる

”キャンセルポリシーを明確に”して欲しいという要
望があった。

支払う一方でキャンセルに対する配慮も重視してい
く必要があると考えられる。

キャンセルポリシー：掲載者が定めたキャンセル時に発生するキャンセル料等や注意事項のこと。
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情報収集・分析等（閲覧数、予約数、予約データ） 参加者アンケート回収

■支払いやシステムは使いやすかったか 3.31（5点満点で回答を平均化）

【実際の回答内容一例】

・人数を尋ねる部分と、人数に応じて金額が異なるという部分までは簡単だったと思います

・ここに書かれている英語の言い回しは、理解するのが難しかったです

・個別の項目では曖昧な表現があるので、とてもわかりづらいと感じた

・記入すべき項目が多すぎて面倒だと感じる

・名前や住所などの詳細情報をプラン予約する度に入力しないといけない

・簡単だけど、クレジットカード以外の選択肢がない

・久しぶりにPaypalを使ったため、支払いはPaypalだけだと不便だし、プランごとに予約ページで個

人情報を入力するのが不便すぎる。

・記入すべき項目が多すぎて面倒だと感じるし（しかも予約とは一見関係ない情報までも）、複数のプ

ランを予約する場合は何度も繰り返し記入する必要があるので、不便です

・友達が使えなかったため、助ける必要があった

アンケートの回答内容 導かれる考察

以下について課題として挙げられた
・入力項目の簡易化（項目が多い、プランごとに入力が必要）
・テキスト表現（言い回しが難しい、曖昧な表現がある）
・Paypal以外の支払い（クレジットカードのみしか取扱がない、
Paypalは使いにくく、エラーが多い）

決済システムに対するスコアは低くはな
いが、今後更なる改善の方向性が見えた。
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情報収集・分析等（閲覧数、予約数、予約データ） 参加者アンケート回収

・ VISA 13件

・ JCB 2件

・ Master 2件

・ debit 1件

■どんな種類のクレジットカードを持っているか

（複数選択）

• ホテル(6)

• レストラン(3)

• ショッピング(3)

• 免税店・百貨店・お土産(3)

• 単価が高い商品(2)

• 現金で決済できない場合のみ/ほとんど使わない(2)

• 利用可能なすべての場所(2)

• ローカルツアーの予約

• オンラインショッピング

• バー以外のほとんどの場所

• デビットカードをよく使う

■旅行する際に最もクレジットカードを使う場面を教えて下さい。

【実際の回答内容一例】

■旅行する際にはよくクレジットカードを使うか

・ とてもよく使う 5件

・ よく使う 5件

・ どちらでもない 2件

・ あまり使わない 3件

・ 全く使わない 1件
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情報収集・分析等（閲覧数、予約数、予約データ） 参加者アンケート回収

■最も楽しかったアクティビティ

■最もつまらなかったアクティビティ

4.56（5点満点で回答を平均化）
アンケートの回答内容 導かれる考察

• 着物着付け体験
• 私は長い間日本にいますが、これは私がやってみたかったことです。追加

の茶道も本当に素晴らしかった。これは、ほとんどの観光客が自分たちの
写真に収めたいと思うアクティビティだと思います。日本を思い浮かべる
ときにまず出てくるイメージの1つは、美しい着物だと思います。これは
私たち観光客とってそのイメージをじかに体験できるチャンスです。

• ホストはとても親切で楽しかった
• スノーシュー

• 景色もいいですし、アクティビティ自体もとても楽しかった
• 雪の上で散策する体験は初めてです。雪はすごい！
• とても新鮮で楽しかったし、思ったほど難しくなかった

最も楽しかったアクティビティに、
着物着付け体験、スノーシューを
挙げる人が多かった。
気候条件や日本文化など、自国で
は体験できない体験ができること
に喜びを感じている回答が多く、
「ここにしかない」体験を提供で
きることが重要であると考えられ
る

アンケートの回答内容 導かれる考察

• 着物着付け体験
• お化粧やヘアスタイルをしてもらわなければ、着物を着る意味はあまりあ

りません。人々は、半分だけ変身するよりむしろ、すべてのサービスだっ
たら喜んで支払うと思います。冗談抜きで、香港の若い世代の人たちなら
払います。観光客はどこで髪を結ってもらうのか知らないということを忘
れないでください。フルサービスを提供したほうが良いと思います。

• アクセサリー体験
• 講師の説明の専門性と論理性が不足していた。アクセサリーを作ることは

おもしろかったが、デザインや材質が実用的ではない

体験のために簡易化したサービス
に対する不満の声が上がっており、
訪日外国人旅行客は「本物を求め
る」傾向にあると考えられる
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最もつまらなかったアクティビティ（全回答）

対象のアクティビティ コメント

アクセサリー作り 女性にとってはとても魅力的だと思う。私は男性だったけど、女性ほど楽しめたわ
けではなかった。しかし、手芸体験では、私のガールフレンドにプレゼントを作る
ことができたので、総じて良かったです。

アクセサリー作り 鳥取っぽさがなかったし、そんなに好きではなかった

マイカーツアー 他のプランはこれより楽しかったです

どじょうすくい 格好がキレイではないため、とても恥ずかしいです

着物着付け体験 京都で既に体験済で、特に鳥取っぽくなかったため

財布づくり とても楽しかったけど、特に鳥取とは関係ないように思えた

伝統舞踊 ダンスを踊るのが苦手です

竹炭風呂 天候の問題でキャンセルになったから

スノーシュー 初めての体験だったため

鳥取砂丘で自転車に乗ったこと 風邪が強く、寒かったけど、それを除けば楽しかったです

なし 全てのアクティビティのホストはとても親切で楽しかったです

なし 全てのプランが楽しかったです

なし 全てのプランが楽しかったです

特になし 全日程楽しかった

その他の「最もつまらなかったアクティビティ」の回答は以下の通り。
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情報収集・分析等（閲覧数、予約数、予約データ） 参加者アンケート回収

・ここは素晴らしい観光地で、ツアーガイドが付いていたので本当によかった。体験したことのない

ものばかりで、すべてのアクティビティを満喫できた。ネックレス作りでさえなかなかのものだっ

た。この場所は多くのポテンシャルがあると思う。アメリカ人観光客がこの場所を知っていれば、そ

の多くが（観光地として）利用すると思う。唯一の欠点（同時に良い点でもあるのですが）は、日本

の主な観光目的地から遠いこと。しかし、逆で言えばこの点の良いところは、混雑しておらず、外国

人観光客が少ないことで、日本のような『外国にいる』という気持ちに本当になれること！私だった

ら、『観光地として利用は少ないものの、日本の大都市と比べて、この地域にはユニークさがあり、

満足感が得られる』として売り出す。

・各アクティビティの質サービス共にとても良かったし、印象深かった！ただし、天候に左右されや

すく、スケジュールの遅延もあり、各アクティビティで存分に楽しむことができなかった。自由時間

にはご当地のグルメなどを味わいたかったがそれができなくて残念！

■総合評価 4.25（5点満点で回答を平均化）

【実際の回答内容一例】
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情報収集・分析等（閲覧数、予約数、予約データ） 参加者アンケート回収

・私の興味に合わせた、もっとカスタマイズできるものであればと思う。言い換えると、『着物なし

で、野外活動をもっと多く』ということ。体験自体は素晴らしい。絶対に次回はサイクリングをし、ま

たスノーシューハイキングはもう1度やろうと思っている。最初は嫌だったが、財布作りは楽しめた。

着物体験は、（2回体験しているので）もうするつもりはない。出会ったスタッフ全員は、とても優し

く良くしてくれて、仕事に対してプロフェッショナルな人たちだった。

・総じて楽しかったし、日本の文化を体験することができた。自国の他の観光客もきっと楽しめると思

う。体験料金は全体的にもっと値段が高くても、満足していたと思う。

・日本国内をたくさん旅行する方だが、今回体験したプランは鳥取駅からの移動距離が比較的短く、自

動車の乗車時間が短かったのが最もよかった。砂丘、海、スノーシューなど、他県では長い距離を移動

しなければならないレジャーも、1時間以内の距離で全て体験できた点が良かった。特に砂丘バイクは

他県で体験できないので希少性がある、コースがもっと長く、長い時間体験が可能であれば良いと思

う。砂丘とスノーシューは約5千円程度と比較的安く体験でき満足。特に砂丘ではSNS用の写真を丁寧

に撮ってくれて、SNSで友達になり写真共有と事後管理をしてくれたことがよかった。

・私にとって初めての鳥取ツアーだったけど、今までの旅行では味わえなかった色んな体験を得ること

ができた。日本に来た記念になるもう少し贅沢なツアーがあれば参加したい。

【実際の回答内容一例】
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情報収集・分析等（閲覧数、予約数、予約データ） 参加者アンケート総括

予約決済システムの導入について

• 予約決済システムそのものに対する反応は良く、利用においてのリテラシー面

では大きな問題がなかったことが見て取れる。

• 一方、フォームの利便性の向上、決済手段の多様化、多言語対応、キャンセル

ポリシーの明確化など、サービス品質の向上に改善の余地があることもわかっ

た。

アクティビティ体験について

• 日本文化や独特の環境(雪、砂丘など)を体験できるアクティビティはおおむね

好評だった。現地スタッフの応対にも問題がなかったことが伺える。

• 一方、アクセサリー作りなどものづくり体験においては、出来上がったものの

品質や、体験に対する説明の論理性など、子供だましではない本物を求める声

が多く、より本格的・実用的な体験ができることが求められている。



得られた検証結果をもとに、①売れ筋商品の見立て、②情報発信

の見立てを行った。鳥取県・島根県それぞれ結果が異なり、次年

度以降対応していかなくてはいけない道筋を以下において示す。

サマリ

3-3.打ち手の検討



打ち手の検討 本事業の総評と課題抽出
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訪日外国人旅行者への体験メニュー販売を今後も継続的に実施していくために、収集したデータを

もとにした情報分析、戦略の見立てを行った。

①売れ筋商品の見立て ②情報発信方法の見立て

目的

訪日外国人旅行者への体験メニュー販売を今後も継続的に実施

していくために、サイトトラフィックデータ・予約データを活

用し、今後継続的に販売可能な商品の選別を行うこと。具体的

には以下商品内容の選別を行うこと

目的

訪日外国人旅行者への体験メニュー情報提供を行う上で、効果

的と思われる情報発信方法の選別を行うこと。具体的には以下

の情報発信方法の選別を行うこと

具体項目 具体項目

• インターネット

• チラシ

• SNS

• 旅行会社

• 商品ジャンル

• 商品単価

• 所在地
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プラス要因 マイナス要因

内部環境

強み（Strengths）
本事業により分かる積極的に活用できる強みは何か？

• 鳥取砂丘をはじめ、目玉景観地の知名度が高い
• アジア圏向けには、ゲゲゲの鬼太郎やコナンなど

のアニメコンテンツの認知度が高い
• スノーシューやマウンテンバイクなどのアウトド

アジャンルの人気が高い
• SNS映えする体験素材（大山スノーシューや鳥取

砂丘マウンテンバイク）が多く、外国人観光客が
満足するコンテンツが多い

弱み（Weaknesses）
本事業で改善を必要とする弱みは何か？

• 天候に左右されるプランが多く、催行確約が取れない
ため、事前決済のリスクがある

• 東部にコンテンツが偏り、中西部まで足が延ばしづら
い

• アウトドアジャンル購買単価平均が5,000円前後と一
般平均単価8,500円程度と比較し、安価

• 認知度の高いアニメに関するコンテンツが少ない
• 二次交通が弱い
• 電子決済率が低い

外部環境

機会（Opportunities）
本事業にとって追い風となる要素は何か？

• アジア圏を中心とした国際定期便のほか、チャー
ター便やクルーズ船の大幅増加

• 山陰海岸ジオパークの世界ジオパークネットワー
ク認定、大山開山1300年祭など、地域のコンテ
ンツを活かした情報発信機運の上昇

脅威（Threats）
本事業にとって逆風となる要素は何か？

• 冬季のため、体験の選択数が限定的
• いわゆるゴールデンルートから遠い
• 事前決済がスタンダードな外国の顧客に対して、日本

側の受け入れ事業者数、認識が低い
• 全国的な訪日外国人誘客機運の高まりにより、ゴール

デンルート以外の広島、岡山、香川等の瀬戸内エリア
がライバルになってくる

県全体の環境に対する総論から、ＳＷＯＴ分析を通して総評・課題抽出を行った。

このフレームを活用し今後の戦略方針を検討した。



※SUP：スタンドアップパドル・サーフィンの略称。サーフボードの上に立ち、波が形成する斜面を滑走したり、水面を漕いで移動するウォータースポーツ。
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ＳＷＯＴ分析に基づき、外国人観光客への訴求力が高い売れ筋商品の

構成要素を抽出した。鳥取県は豊富な自然環境を活かしたアウトドア・

アニメコンテンツを生かしたツアーが鍵になるといえる。

商品ジャンル 商品単価 場所

鳥取砂丘・大山・山陰海岸ジオパーク

（浦富海岸）等の自然景観を活用

スポット

シーン

日本の四季を楽しめる＋写真映えする

体験内容をSNSでシェアしたい

ジャンル

①アウトドアアクティビティ

Ex：スノーシュー、シーカヤック、SUP(※)、ト

レイルラン

②鳥取出身である水木しげる氏作の「ゲゲゲの鬼太

郎」等、アニメコンテンツを活用した体験

日本のアウトドアレジャー、アニメ文

化への興味・関心が高い層をターゲッ

トとする

↓

アジア圏在住・20代～40代

特に台湾・香港

購買レイヤー

①7,000円～10,000円

アウトドアプラン

②3,000円前後のアニメコンテンツ施

設を回るツアープラン

単価

拠点

直行便：鳥取空港、米子空港

東京発：鳥取空港、鳥取駅

関西発：鳥取駅

福岡発：米子駅

選ばれる要素

鳥取空港・鳥取駅からの2次交通が便利な

ため、様々なスポットへ行きやすい

スポット・シーンとの親和性があり興味

を持たれやすい

場所

鳥取駅近辺～鳥取砂丘

米子駅～境港、大山
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プラス要因 マイナス要因

内部環境

強み（Strengths）
本事業により分かる積極的に活用できる強みは何か？

• 松江市内を散策する着付けや、たたら製鉄の現場
を回るマイカーツアー、安来のどじょうすくい等、
島根ならではの観光体験への購買活動が盛んに行
われた。

• ページ公開後初動については、鳥取県よりもアク
ション率が高かった。着付け体験をメインビジュ
アルにしたことで、日本文化に興味のある利用者
からの興味関心が高かったと伺える。

弱み（Weaknesses）
本事業で改善を必要とする弱みは何か？

• プラン提供数がそもそも少なく、選択機会の最大化を
実現できていない

• アウトドアジャンルの商品提供数が少なく、歴史文化
の側面でしか訴求ができない

• 松江、出雲にコンテンツが集中してしまい、西のほう
へ足を向ける機会を創出できていない

• 通訳案内士が有志のボランティア団体であり組織化さ
れておらず、営利団体と比べて定常的な派遣が難しい

• 事前決済がスタンダードな外国に対しての、決済シス
テム未整備の状況

外部環境

機会（Opportunities）
本事業にとって追い風となる要素は何か？

• 米国日本庭園専門紙で足立美術館が14年連続1位
の高評価

• 仏人気旅行ガイドブック「ブルーガイド」で隠岐
諸島、由志園、石見銀山地区大森町の街並みが3
つ星評価

• チャーター便の就航数は減少しているものの、全
体来場者数は右肩上がりに増えており、台湾・韓
国・香港等のアジア圏からの来場数が多い

脅威（Threats）
本事業にとって逆風となる要素は何か？

• 冬季のため、体験の選択数が限定的
• 全国的な訪日外国人誘客機運の高まりにより、ゴール

デンルート以外の広島、岡山、香川等の瀬戸内エリア
がライバルになってくる

県全体の環境に対する総論から、ＳＷＯＴ分析を通して総評・課題抽出を行った。

このフレームを活用し今後の戦略方針を検討した。
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ＳＷＯＴ分析に基づき、外国人観光客への訴求力が高い売れ筋商品の構成要素を

抽出した。島根県はスポットならではのアウトドア×高単価が鍵になるといえる。

商品ジャンル 商品単価 場所

隠岐諸島、石見銀山、浜守

スポット

シーン

歴史文化だけじゃない、実は島根でで

きる春夏のアウトドアレジャー

ジャンル

アウトドアアクティビティ

Ex：ダイビング、ガイドツアー、塩

づくり体験

チャーター便・立地条件を加味した

親日国の富裕層を対象

↓

アジア圏（特に台湾・韓国）在住の30

代～40代を主なターゲットとする

購買レイヤー

10,000円～13,000円

アウトドアプラン

※アウトドア商品の平均購入単価7,000円

～10,000円に対し、富裕層をターゲット

とするため若干高めの金額を設定

単価

拠点

松江市：松江城

出雲市：出雲大社

安来：足立美術館

選ばれる要素

認知度が高い観光名所→西へのアクセ

ス拠点に西への誘客につなげる

場所

松江、出雲、安来～浜田、益田、大田

※県内の網羅性を高め、滞在時間を長く

するため西側エリアを選定。
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情報発信による解決

◆どこで

移動の拠点となる「駅」「空港」

そこからつながる二次交通

◆どのように

移動の拠点での窓口整備

案内サイトからの予約決済

◆何を

春夏秋冬楽しめるアウトドアレジャー

アニメコンテンツツアー

打ち手の検討 ②情報発信方法の見立て 鳥取県

コンテンツ×顧客課題の情報整理を行い、どこで何をどのように情報発信することが

適切であるかを事業を通じて以下の通り考察した。

訴求コンテンツ（例） 顧客課題

◆移動

中央都市圏からの交通が不便

空港からのアクセスが良くない

◆購買条件

値段設定が適切ではない（安価）

決済対応が未整備

◆コンテンツ

天候に左右される

外国人目線で興味関心の高い情報が

発信されていない
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打ち手の検討 ②情報発信方法の見立て 鳥取県

訪日外国人向けの情報発信手段として、移動拠点を軸に専用Webサイトからの

情報収集・予約決済が行える着地型情報発信スキームが有効と考えられる。

J

E

【拠点対応窓口】
組織化された専任の通訳案内士を配備

し、通訳および観光案内を行う。

特徴

言語対応可能

観光案内

Web予約補助

鳥取空港

米子空港

鳥取駅

米子駅

専用サイト案内
専用サイトでアクティビティの情

報が閲覧できることを案内

オンライン予約
決済手段を案内し、クレジット決

済にて前日または当日付で予約

コンテンツ選択
サイトに対して補助的な説明を行

いコンテンツの選択を補助する

③

②

④
二次交通の案内

選択した施設に対してどのような

交通手段で行けるかを案内

①

100
※アクティビティ施設が増えると必然的に交通手段

の需要が増えるため、二次交通の発達が不可欠



情報発信による解決

◆どこで

鳥取空港からの移動拠点である

松江、出雲、安来を起点

◆どのように

旅行の行程がイメージしやすいWeb

型周遊記事の活用

オンライン上で予約決済までが完結す

る直接購買型モデルの構築

◆何を

実は知られていない

おすすめアウトドアレジャー

打ち手の検討 ②情報発信方法の見立て 島根県

コンテンツ×顧客課題の情報整理を行い、どこで何をどのように情報発信することが

適切であるかを事業を通じて以下の通り考察した。

訴求コンテンツ（例） 顧客課題

◆移動

東側中央拠点のみで事足りる

他地域への移動手段がわかりづらい

◆購買条件

コンテンツのWeb流通がない

決済環境が整っていない

◆コンテンツ

有名スポット以外の情報が不足

アウトドアのイメージがない
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打ち手の検討 ②情報発信方法の見立て 島根県

今回の施策ではスポット単位での紹介であったのに対し、旅行の行程がイメージしやすいように

二次交通を絡めた周遊プランの提案をWeb内の記事コンテンツとして紹介する。

オンライン上で予約決済までが完結するスキームが有効と考えられる。

出雲大社

Tittle 出雲大社からいける

おすすめ島根観光

出雲大社とは？

**************
**************
**************

※構成イメージ 要翻訳

バス経路

*******
*******
*******

*******
*******
*******

タクシー経路

*******
*******
*******

*******
*******
*******

予約 予約

専用サイト案内
アクティビティの情報が閲覧できる

専用サイトへ誘導

オンライン予約
オンライン上で予約を完結し、

クレジットカードにて決済

コンテンツ選択
専用サイト内でコンテンツを選択

①

③

②

↑バス、タクシーなど二次交通を使った経路を示しながら施設を紹介する

※アクティビティ施設が増えると必然的に交通手段の需要が増えるため、二次交通の発達が不可欠

↑記事中の経路内に含まれる施設を

検索ワードに指定して広告を出稿
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4.総括



事業総評 効果と課題

本実証事業を通じて、決済体制構築を行うとともに事業者へのセミナーを行うことによって、受入環境整備の環境が一定程度整った。
また、アンケート・ヒアリングを通じて問題点などを整理することで、次年度以降につなげる材料も入手することができた。

具体的な課題としてはコンテンツ開発や通訳案内士の整備、情報発信力など多岐に渡り確認。

事業を通じて得られた成果

◆受入体制整備

①決済環境整備

民間のオンライン体験商材販売サービスと連携するこ

とで体験商材の情報提供を含める販売・予約・決済を

通貫して行えるようにし、山陰インバウンド機構HPか

ら直接外国人旅行客が意思決定を行える体制を構築し

た。

②体験事業者セミナー

セミナーを通じて、体験事業者に対して市況感のイン

プットを行い、マニュアルや事例を通じて受入方法を

学習させることで、外国人の受入機運を一定程度醸成

した。

③情報発信・収集

山陰インバウンド機構HPを通じて一定期間情報の露

出、予約受入を行い、実際に利用した訪日外国人に対

してアンケートを行うことで、消費者ニーズの調査が

できた。

事業を通じて得られた課題

◆受入環境整備

①プラン数

冬季の取り組みであったため、メインとなる春夏のプラン開拓

ができず、結果的に選択肢の多様さに欠けるリストアップと

なったが、山陰独自のプランを増やしていく必要がある。

②プランジャンル
地域毎に特色が出た点は良かったが、プランのジャンルの偏り

もあり、外国人旅行客のニーズをすべて満たすラインナップに

ならなかった。プラン数だけでなく、ジャンルの開拓も今後は

必要。

地域情報の格差
有名景勝地、観光スポットのみ情報優位性が出たことで、網羅

的な情報訴求ができていないため、来訪エリアに偏りが見られ

た。今後は、受入環境の整備とともに適切な情報発信(プロモー

ション)が必要。

旅行客アンケート

商品値付けが不適正

二次交通が脆弱

通訳案内士アンケート

受入体制の未整備

ガイドの質が低い

外国人旅行客のニーズを

把握できていない
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◆情報分析

③通訳案内士の派遣
現地に通訳案内士を派遣したが、今後、定常的な派遣が期待で

きず、ガイドの品質にも不満が残る結果となった。今後は、ガ

イドの品質向上にも力を入れる必要がある。

◆情報発信


