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1.事業概要

1-1.事業目的

欧米豪市場を中心とした、海外旅行には頻繁に行くが日本を旅行
先として認知・意識していない層をターゲットとした情報発信
「Enjoy my Japan グローバルキャンペーン」に活用できる新たな滞
在型コンテンツ等を、DMOをはじめとする地域の関係者と連携して創
出することを目的とした事業である。

ワークショップ、モニターツアー等の開催を通し、長野県及び周辺
地域におけるアドベンチャーツーリズム（アクティビティ、自然、異
文化体験の３要素のうち、２つ以上で構成される旅行。以下「AT」と
いう。）に関するコンテンツを造成し、それを組み込んだ旅行商品の
企画開発を行う。

1-2.事業概要

・事業名：アドベンチャーツーリズムコンテンツ造成事業

・事業地域：長野県および周辺地域

① 長野県伊那谷エリア【図1】

現地カウンターパート：（一社）長野伊那谷観光局

（以下「伊那谷DMO」）

② 新潟県妙高エリア【図2】

現地カウンターパート：（一社）妙高ツーリズムマネジメント

（以下「妙高DMO」）

両エリアカウンターパート：（一社）長野県観光機構

・期間：令和2年7月15日(水)〜令和3年3月19日(金)

1-3.業務内容

事業内容を以下に示す。

(1)コンテンツの収集・整理
事業地域のATコンテンツ、AT関係事業者に係る取組状況や訪日外国

人の利用状況等の収集・整理を行った。

(2)検討会の開催
周辺関係者間の意識共有、旅行商品企画の討議の場として定期的に

検討会を開催した。
(3)ワークショップの開催
長野県及び周辺地域においてワークショップを開催し、ATコンテン

ツ造成に当たっての具体的な課題等の抽出を行った。
(4)トレーニングの実施及び旅行商品の企画
(3)までの工程で抽出されたコンテンツを用いたガイドトレーニン

グおよびモニターツアー（トレーニング）を実施し、課題の抽出と旅
行商品の企画・ブラッシュアップを図った。
(5)コンテンツ、旅行商品のとりまとめ及び原稿作成
英語ウェブサイト等でコンテンツの情報発信及び旅行商品の販売が

できるよう、事業を通して造成されたコンテンツ、企画された旅行商
品をとりまとめ、セールスタリフの原稿を作成した。
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【図1: 長野県伊那谷エリア】 【図2: 新潟県妙高エリア】 【図3: 業務フロー】
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1-4.実施工程

本事業の工程を以下に示す。

1-5.体制図

本事業の体制図を以下に示す。
（1）本事業受託業者（ATTA*加盟）

*Adventure Tourism and Trade Association：世界100カ国、1,400以上の会員を有する
AT業界最大のネットワーク

（2）外国人専門家
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【表1: 事業工程表】

【図4: 体制図】

【図5: 外部専門家】
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2-2.プレ現地調査

2-1で精査したコンテンツのプレ現地調査を、13日間（伊那谷6日・
30カ所、妙高7日間・26カ所）行った。

2-3. 調査結果

調査を行った結果、以下のことを把握することができた。

• グリーン期にATの3要素「自然」「文化」「アクティビティ」に関
連付けることができる多様で、その土地ならではの既存のコンテ
ンツが存在する。

• 良いストーリーを持っていても、プレゼンテーション（見せ方）
や作り込みが十分とは言えないコンテンツも多い。

• 外国人受け入れ経験を有する事業者も少なくはなく、受け入れ素
地は一定程度ある。

• 欧米豪に人気のデスティネーション（伊那谷の場合は木曽、妙高
の場合は戸隠）からの誘客が可能なルートが存在する。

• 伊那谷DMO・妙高DMO共に、欧米豪AT顧客を受け入れる際にコアと
なることができる人材を有している。
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2.コンテンツの収集・整理

2-1.事前ヒアリング調査

現地DMOからATコンテンツとなり得る観光資源リストを入手。同リ
ストのAT目線からの精査に加えて、オンライン調査や歴史文献等のデ
スクレビューを通じて、追加コンテンツの洗い出しを行った。さらに、
電話やオンラインによる聞き取りと、現地プレ調査を実施の後、再度、
AT目線からの精査と外国人アドバイザーによるインプットを受けて、
「現地調査」の対象コンテンツを特定した。

《活動概要》
今後、高付加価値旅行商品向けのコンテンツ造成（磨き上げ含

む）が期待できる長野県及び周辺地域のATコンテンツ・AT関係事
業者等を発掘すべく、「事前ヒアリング調査」と「現地調査」を
実施した。

《得られた成果》
・事業対象地域をグリーン期のATデスティネーションとして可視
化するためのストーリー掘り起こしに着手することができた。
・事業対象地域ならではのコンテンツ収集・掘り起こし・整理が
できた。

【表3: 観光資源リスト(②妙高）】

【表2: 観光資源リスト(①伊那谷)】

観光資源リスト

• パラグライダー、マウンテンバイクガイドツアー、SUP、オフロードバギー等（ASOBINA）
• 南アルプス山麓マウンテンバイクライド（TRAIL CUTTER）
• SUPツアー、テントサウナ（四徳温泉キャンプ場）
• 高遠石工ガイドツアー（伊那市観光協会）
• 農業体験（みはらしファーム、中川はちみつ工房）
• クラフト体験（（株）未来いいじま、かやぶきの館、駒ヶ根シルクミュージアム）
• 農家民泊（伊那市観光協会） 等

観光資源リスト

• 日本のふるさと妙高里山サイクリング（関山神社見学含む）（妙高DMO）
• 日本百名山2つ制覇（火打山・妙高山）（妙高DMO）
• わら細工（鍋敷き）（妙高DMO）
• 郷土料理～笹ずし体験（明王DMO）
• 国立公園で手ぶらキャンプ（笹ヶ峰高原キャンプ場）（妙高DMO）
• 赤倉観光ホテル（赤倉観光ホテル）
• アジア最長級ジップツアー（ロッテアライリゾート）

【表4:プレ現地調査概要】
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【表5: プレ調査票項目】

2-4. 調査結果の反映
プレ現地調査の内容を踏まえて、外国人アドバイザーの知見と、

AT顧客目線からコンテンツを精査して、欧米豪のAT顧客に訴求する
19のコンテンツを抽出した。抽出したコンテンツに関して、プレ調
査票項目に沿って情報を取りまとめた上で、「コンテンツ及びツ
アー商品企画開発実施計画書」に盛り込み、第2回検討会における
検討資料として活用した。

【図6: 実際のとりまとめシート例①伊那谷】 【図7: 実際のとりまとめシート例②妙高】

【妙高】

①酒蔵見学・試飲（（株）君の井）

②かんずり（（有）かんずり）

③平丸スゲ細工（NPO法人平丸スゲ細工保存会）

④妙高山・古道トレイル（関山神社及び妙高山トレッキング）

（関山神社：妙高（関山）の歴史を守る会、妙高トレッキング：INField）

⑤戸隠～妙高 古の戸隠詣ルート（（合）信濃ディスカバリー）

⑥杉野沢春駒（杉野沢民俗芸能保存会）

【伊那谷】

①パラグライダータンデム体験（ASOBINA）

②パラグライダー体験（ASOBINA）

③マウンテンバイクガイドツアー（ASOBINA）

④わら細工体験（（株）未来いいじま）

⑤高遠石工（伊那市観光協会）

⑥「幻の初期中山道」サイクリング（grav bicycle）

⑦「辰野の昔話」サイクリング（grav bicycle)

⑧南アルプス山麓 マウンテンバイクライド・バックカントリーコース

（TRAIL CUTTER）

⑨南アルプス山麓 マウンテンバイクライド・3rdエリア（TRAIL CUTTER）

⑩南アルプスMTBライド・メインエリア（TRAIL CUTTER）

⑪木曽～伊那谷 駒ケ岳トレッキング（RIDGE LINE）

⑫伝統芸能体験（田楽座）

⑬中尾座歌舞伎（中尾歌舞伎保存会）
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参考資料①：抽出したコンテンツへの外国人アドバイザーと受託事業
者によるコメント

【表7: 抽出コンテンツへのコメント②妙高】【表6: 抽出コンテンツへのコメント①伊那谷】
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3-2.コンテンツ及び旅行商品造成の方針

「コンテンツ及びツアー商品企画開発実施計画書」（第2回検討会
にて共有）に基づき、本事業によるコンテンツ及びツアー商品開発の
方向性等を以下のように設定した。

また、主に以下の点について合意し、モニターツアー後に、第3回検
討会を開催した。これについては9ページにて記載する。

・磨き上げていくコンテンツについては、4ページにて記した内容と
する（ただし、伊那谷の「中尾座歌舞伎」については保存会が、今後
より時間をかけて検討することを希望しているため、本事業での商品
化は見送ることとした）。

・造成されたコンテンツ及び旅行商品の販売主体は、伊那谷DMO及び
妙高DMOとする。

・商品区分は「受注型企画」とする。

・欧米豪本土のAT顧客だけでなく、対象国の国籍を有する日本在住の
AT顧客もターゲットとする。

・プレ現地調査にて必要情報の収集が行われたため、本調査の情報を
元に、モニターツアーを準備する。

・ウォーターアクティビティも取り入れるため、野尻湖エリアのコン
テンツを追加し、モニターツアーにおいて検証を行う。

北陸信越運輸局 令和２年度訪日グローバルキャンペーン等に対応したコンテンツ造成事業「アドベンチャーツーリズムコンテンツ造成事業」概要版

3.検討会の開催

3-1.検討会の実施概要

以下の日程において、各地域で検討会を実施した。

《活動概要》
関係者間の意識共有、旅行商品企画の討議を行うことを目的と

して定期的に検討会を開催した。

《得られた成果》
・地元で実際のコンテンツやツアーに携わる事業者や保存会関係
者の参加を得て、関係者間で合意を取りながら造成プロセスを進
めることができた。

・モニターツアー最終日に検討会を実施することにより、外国人
アドバイザーからのリアルタイムのコメントを関係者間で共有す
ることができた。その結果、スムーズなコンテンツ内容の改善に
繋がった。

【表8:検討会の実施概要】

【表9: 商品造成の方針等】
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4-2. 抽出された課題

ワークショップを通じて、ATに取り組む上での課題として、参加者
から以下の点が挙げられた。

・地域全体としての受け入れ体制の不足。
・ワンストップとなる、また、コンテンツをパッケージ化できる地域
コーディネーターの不足。
・多言語対応スタッフの不足。
・地域間連携の不足。
・十分な数の商品がない。地域資源を十分に把握できていない。
・ストーリーを通じてコンテンツを繋げることが難しい。
・語ることができるガイドの不足。
・商品の値付けが分からない。
・安全対応への不安。
・二次交通の不足。
・宣伝方法が分からない。

4-3. 抽出された課題の、コンテンツ及び旅行商品造成への活用

ワークショップにおいて抽出された課題は、コンテンツ及び旅行商品
の造成プロセスにおいて主に以下の視点で活用された。

・伊那谷DMO及び妙高DMOが、事業後に地域コーディネーターとしての
役割を担っていくことの入口として扱いやすい商品になっているか。

・今後の地域間連携促進に資する商品が含まれているか。

・事業対象エリアの魅力を伝える、十分なストーリー性や商品の数は
担保されているか。

・商品に付加価値を付けた上での値付けができているか。

・既存の交通手段をできるだけ活用するものになっているか。

なお、ガイドに関する課題については、ガイド研修を通じて支援を
行った（8ページ）。また、広報支援に関しては、事業後に、受託事
業者のATネットワークを通じて、広報を行う予定である。

北陸信越運輸局 令和２年度訪日グローバルキャンペーン等に対応したコンテンツ造成事業「アドベンチャーツーリズムコンテンツ造成事業」概要版

4.ワークショップの開催

4-1.ワークショップの実施概要

以下の日程において、各地域でワークショップを実施した。

《活動概要》
ATコンテンツの企画・実施に向けて、具体的な立案や課題抽出

のために長野県及び周辺地域のATコンテンツ関係者（関係DMO、旅
行会社、ランドオペレーター、通訳案内士）等を対象にワーク
ショップを実施した。

《得られた成果》
・ATに取り組む上で、事業対象地域の抱える課題を把握し、それ
らを踏まえたコンテンツ及び旅行商品の開発を行うことができた。
・抽出された課題について、外国人アドバイザー等から実際の取
り組み等についてアドバイスがなされ、現場の課題軽減に資する
内容となった。

【表1０:ワークショップの実施概要】
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5-3. 抽出された課題

第1回ガイド研修（座学）においては、参加者から「ストーリーの
組み立て方に関して、実例を通した説明があって良かった」「リスク
管理のディスカッションができて良かった」という評価が多く、第1
回ワークショップにて抽出されたガイドや安全管理に関する課題に応
えることができた。

第2回ガイド研修（実地）は、モニターツアーを通じて実施された。
モニターツアーを通じて抽出されたガイドに関する課題は、10～11
ページにて記載する。

5-4. 抽出された課題の、コンテンツ及び旅行商品造成への活用

第2回ガイド研修（実地）にて抽出された課題は、コンテンツ及び
旅行商品造成の改善のために活用された。これについても10～11ペー
ジにて記載する。

北陸信越運輸局 令和２年度訪日グローバルキャンペーン等に対応したコンテンツ造成事業「アドベンチャーツーリズムコンテンツ造成事業」概要版

5.トレーニングの実施及び旅行商品の企画

5-1.ガイド研修の実施概要

以下の日程において、各地域でガイド研修を実施した。

《活動概要》
AT専門家を講師として招いた座学及びモニターツアーでの

フィールドワークと意見交換会を実施し、課題抽出及びガイド育
成を行った。トレーニングの結果を踏まえてコンテンツを磨き上
げ、それらを組み合わせた高付加価値旅行商品の企画を行った。
《得られた成果》
• ATコンテンツの内容のみならず、ガイド側の課題も抽出できた。
• 外国人アドバイザーの意見をもとに、コンテンツの組合せ方や

旅行商品の魅せ方について、方向性を定めることができた。

【表1１:ガイド研修の実施概要】
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なお、モニターツアーに参加する外国人アドバイザーには、事前に以
下の項目から成る評価シートを配布し、各コンテンツの評価を行った。

評価結果を取りまとめ、その内容をコンテンツ及び旅行商品の改善と
最終化に活用した。

北陸信越運輸局 令和２年度訪日グローバルキャンペーン等に対応したコンテンツ造成事業「アドベンチャーツーリズムコンテンツ造成事業」概要版

6. モニターツアーの実施

6-1.モニターツアーの実施概要

以下の日程において、各地域で第2回ガイド研修（実地）を兼ねる
モニターツアーを実施した。ツアー後には、第3回検討会を兼ねる
フィードバック会議を開催した。

《活動概要》
実地におけるガイド研修及び造成するコンテンツと旅行商品の

検証を目的として、モニターツアーを実施した。
《得られた成果》
• 実地におけるガイディングの課題が抽出できた。
• モニターツアー後に開催されたフィードバック会議において、

外国人アドバイザーの生の声を関係者と共有し、コンテンツと
旅行商品の改善点の特定と、改善を通じた両商品の最終化に活
用することができた。

【表13:外国人アドバイザーの評価項目】

【図8:評価結果とりまとめシート】

【表12:モニターツアーの実施概要】
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6-2. 抽出された課題と、それらのコンテンツ及び旅行商品造成への
活用

モニターツアーを通じて、抽出された主な課題、解決策とその実施
状況（3月19日現在）は以下である。

【伊那谷】

北陸信越運輸局 令和２年度訪日グローバルキャンペーン等に対応したコンテンツ造成事業「アドベンチャーツーリズムコンテンツ造成事業」概要版

【表14:モニターツアーを通じて抽出された主な課題①伊那谷】
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【妙高】

北陸信越運輸局 令和２年度訪日グローバルキャンペーン等に対応したコンテンツ造成事業「アドベンチャーツーリズムコンテンツ造成事業」概要版

【表15:モニターツアーを通じて抽出された主な課題②妙高】
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7. 本事業で造成されたコンテンツ及び旅行商品一覧

本事業を通じて造成されたコンテンツ及び旅行商品を以下に記す。

北陸信越運輸局 令和２年度訪日グローバルキャンペーン等に対応したコンテンツ造成事業「アドベンチャーツーリズムコンテンツ造成事業」概要版

No. Enjoy my 
Japan! AT区分 コンテンツ名 所用時間 催行人数 金額(税

込)

1 Cu 異文化
アクティビティ

豪雪と霊峰「妙高山」からの恵みで醸される
sake —「君の井酒造」での酒蔵見学・試
飲―

1時間 2~15名 800円

2 Cu 異文化
アクティビティ

豪雪地・妙高に伝わる伝統発酵調味料
「かんずり」を守る"hot"な挑戦 1.5時間 4~15名 4,900円

3 Cu 異文化
アクティビティ

豪雪地帯「妙高」の伝統食文化体験ツアー
—おにぎり！味噌！スパイス！酒！、地元
のお店を周って 味わい＆楽しむ伝統食―

6時間 4~8名 11,300円

4 T 異文化
アクティビティ

―豪雪地帯・妙高に伝わる伝統工芸― 深
山の里「平丸」で体験する 「平丸スゲ細工」
※

4.5時間 4~10名 13,800円
～

5 T 異文化
アクティビティ

—地元ガイドさんのご案内－ 霊峰・妙高山
の里宮「関山神社」 で修験の足跡をたどる 1.5時間 5~20名 4,200円

6 N
自然
異文化
アクティビティ

—妙高戸隠連山国立公園－ 地元プロ登
山ガイドと行く 霊峰・妙高山 1day トレッキ
ング

9.5時間 2~8名 14,100円
～

7 N
自然
異文化
アクティビティ

—妙高戸隠連山国立公園－ 地元プロ登
山ガイドと行く 戸隠・妙高 1day トレッキン
グ

10時間 2~10名 12,500円

8 T 異文化
アクティビティ

―妙高市・無形民俗文化財－ 豪雪地帯・
妙高に伝わる、 春の訪れを喜ぶ伝統芸能
「杉野沢春駒」 公演・体験

1.5時間 4名~
（応相談）14,200円

9 N
自然
異文化
アクティビティ

—妙高戸隠連山国立公園－ 水の十字
路・野尻湖ヒストリア - "レジェンド Yoshi"
監修・ガイド 1dayトレッキング-

6.5時間 5~15名 19,900円
～

10 N
自然
異文化
アクティビティ

—妙高戸隠連山国立公園－ 水の十字
路・野尻湖ヒストリア - "レジェンド Yoshi"
監修・ガイド 1dayカヤッキング-

6.5時間 5~15名 173,00円

11 N
自然
異文化
アクティビティ

—妙高戸隠連山国立公園－ 水の十字
路・野尻湖ヒストリア - 地元ガイドさんと行く
1day eバイク&古民家囲炉裏ランチツアー-

7時間 1名~
（応相談）

13,700円
～

【表17:ATコンテンツ一覧（②妙高）】

7-1. ATコンテンツ

2,3,4,5,6の活動内容を踏まえて、次のATコンテンツを造成した。

（ATコンテンツの条件）

・販売は各DMOが行う（※一部コンテンツ除く）。 ・商品区分は「受注型企画旅行」とす
る。 ・コンテンツ実施時期は、グリーン期とする。 ・海外のみならず国内在住のAT
顧客への販売も想定する。

【伊那谷】

【妙高】

※コンテンツNo.4のみ、販売はリベルタ株式会社にて行う。

No. Enjoy my 
Japan! ※ AT区分 コンテンツ名 所用時間催行人数 金額(税

込)

1 O 自然
アクティビティ

二つのアルプスが生み出す風の谷・「伊那
谷」 でパラグライダー体験 –地元出身、6年
連続パラグライダーアジアランキング1位の 呉
本さん監修特別プラン-

7時間 2~8名 23,000円

2 T 異文化
アクティビティ

稲の谷に伝わる伝統工芸を守る 熱き「藁サ
ムライ」と出会う旅 –大相撲の土俵も作る
「藁の匠」・酒井さん直伝の 「しめ縄作り」体
験と囲炉裏料理体験-

4.5時間 4~15名 14,200円

3 T 異文化
アクティビティ

天然の要塞「高遠城」と サムライたちの生活
に出会う旅 –城郭が残されていない城跡を
「ジオ」目線で楽しむ ガイド付きツアー-

4.5時間 4~10名
11,800円

（11,000
円）

4 O
自然
異文化
アクティビティ

—地元出身の世界一周自転車冒険家・小
口良平さんと行く①— 木曽谷から伊那谷へ
「幻の初期中山道」 —木曽～伊那eバイク
＆ミニトレッキング1dayコース—

8.5時間 4~10名 22,000円
～

5 O
自然
異文化
アクティビティ

—地元出身の世界一周自転車冒険家・小
口良平さんと行く②— 木曽谷からたどる「幻
の初期中山道」 —木曽～岡谷～伊那eバ
イク1dayコース—

7.5時間 4~10名 22,000円
～

6 O
自然
異文化
アクティビティ

—地元出身の世界一周自転車冒険家・小
口良平さんと行く③— 「伊那谷」の隠れ里
「川島・辰野」 eバイクサイクリング&ミニトレッ
キング1dayツアー

9.5時間 4~10名 22,000円
～

7 O 自然
アクティビティ

日本最大のトレイルを遊びつくせ！① –1日
一組限定！ 南アルプス山麓MTB 3rdエリ
ア ガイド付きプライベートツアー-

6.5時間2~10名
（応相談）

19,800円
～

8 O 自然
アクティビティ

日本最大のトレイルを遊びつくせ！② –南ア
ルプス山麓MTB メインエリアコース ガイド付
きツアー-

6.5時間2~10名
（応相談）

21,300円
～

9 T 異文化
アクティビティ

「伊那谷」の熱き伝統芸能集団 に会いに行
く旅 –芸に身を捧げるプロ集団「田楽座」と
伝統芸能体験-

2.5時間 2~15名 4,000円

※(  )内の価格は、子ども料金。

※ Enjoy my Japan! 
T:Tradition,N:Nature ,O:Outdoor,R:Relaxation,A:Art,Cu:Cuisine ,Ci:City

【表16:ATコンテンツ一覧（①伊那谷）】



【妙高】

なお、本事業終了後に、事業受託者と本事業参加事業者がタイアップ
し、昨年度の長野県におけるATの取り組みと、本事業で造成したコン
テンツを活用して、欧米豪AT顧客の長期滞在・消費拡大を主眼とした
より長期のツアーを造成・実売する予定である。
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北陸信越運輸局 令和２年度訪日グローバルキャンペーン等に対応したコンテンツ造成事業「アドベンチャーツーリズムコンテンツ造成事業」概要版

【表18:旅行商品一覧（①伊那谷）】

【表19:旅行商品一覧（②妙高）】

No. Enjoy my 
Japan! AT区分 ツアー名 期間 催行人

数
金額(税

込)

1 O,Cu
自然
異文化
アクティビティ

—妙高戸隠連山国立公園－
戸隠から妙高へ
山岳信仰と山麓の人びとの暮らしに触れる旅

一泊
二日

4~8
名

45,00
0円

2 O
自然
異文化
アクティビティ

—妙高戸隠連山国立公園－
地元プロ登山ガイドと行く
霊峰・妙高山 古道トレイル

一泊
二日

5~8
名

58,00
0円～

3 O
自然
異文化
アクティビティ

—妙高戸隠連山国立公園－
水の十字路・野尻湖ヒストリア
- "レジェンド Yoshi"監修・ガイドによるトレッ
キング＆カヤッキングツアー-

一泊
二日

5~15
名

63,00
0円～

4 T,Cu
自然
異文化
アクティビティ

深山の里「平丸」に伝わる「スゲ細工」とおばあ
ちゃんに出会う旅（1泊2日） ※

一泊
二日

4~10
名

38,00
0円～

No. Enjoy my 
Japan! ※ AT区分 ツアー名 期間 催行人

数
金額(税

込)

1 O 自然
アクティビティ

日本最大のトレイルを遊びつくせ！
南アルプス山麓MTB満喫ツアー

一泊二
日

2~10
名

75,000
円～

2 O
自然
異文化
アクティビティ

―中央アルプス最高峰 山岳信仰の道を行く―
絶景の「木曽駒ケ岳」トレッキング

一泊二
日

4~12
名

48,000
円～

3 O
自然
異文化
アクティビティ

—地元出身の世界一周自転車冒険家・小口良
平さんと行く— 木曽谷から伊那谷へ
「幻の初期中山道」&隠れ里「川島・辰野」
eバイクサイクリング＆ミニトレッキングツアー

一泊二
日

4~10
名

76,000
円～

4 O
自然
異文化
アクティビティ

―中央アルプス最高峰 山岳信仰の道を行く―
絶景の「木曽駒ケ岳」トレッキング＆早太郎温泉

二泊三
日

4~12
名

75,000
円～

5 T,N,O
自然
異文化
アクティビティ

新しいアドベンチャーツーリズムの
デスティネーション「伊那谷」へようこそ！
―「伊那谷」の風に乗り、
人びとの暮らしと想いに触れる旅－
「ダイナミック伊那谷縦断 2泊3日」

二泊三
日 4~8名98,000

円

6 T,N,O
自然
異文化
アクティビティ

新しいアドベンチャーツーリズムの
デスティネーション「伊那谷」へようこそ！
―「木曽谷」から「幻の初期中山道」を抜け、二つ
のアルプスに護られし実りの國「伊那谷」へ―
「ダイナミック伊那谷縦断 3泊4日」

三泊四
日 4~10

名
139,00
0円～

7-2. AT旅行商品

2,3,4,5,6の活動内容を踏まえて、トレーニングの結果を踏まえ、
ATコンテンツを組み込んだ次の旅行商品を造成した。なお、造成した
旅行商品は全て、下記の条件をもとに行程ならびに販売価格を設計。

（旅行商品の条件）

・販売は各DMOが行う（※一部コンテンツ除く）。

・商品区分は「受注型企画旅行」とする

・ツアー実施時期は、グリーン期とする

・海外のみならず国内在住のAT顧客も対象とした価格設計とする。

・複数コンテンツを組み込んだ旅行商品は、各コンテンツの催行人数

により最少・最大人数を調整する

【伊那谷】 ※旅行商品No.4のみ、ツアー販売はリベルタ株式会社にて行う。
※ Enjoy my Japan! 
T:Tradition,N:Nature ,O:Outdoor,R:Relaxation,A:Art,Cu:Cuisine ,Ci:City
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北陸信越運輸局 令和２年度訪日グローバルキャンペーン等に対応したコンテンツ造成事業「アドベンチャーツーリズムコンテンツ造成事業」概要版

8.コンテンツ、旅行商品のとりまとめ及び原稿作成

造成されたコンテンツならびに旅行商品をとりまとめ、日本語版と
英語版にて原稿を作成した。

8-1.コンテンツ原稿（タリフ）の一例
【図9:コンテンツ原稿（伊那谷）】

（日本語版） （英語版）
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8-2. 旅行商品原稿（タリフ）の一例

北陸信越運輸局 令和２年度訪日グローバルキャンペーン等に対応したコンテンツ造成事業「アドベンチャーツーリズムコンテンツ造成事業」概要版

【図10:旅行商品原稿（妙高）】

（日本語版） （英語版）
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北陸信越運輸局 令和２年度訪日グローバルキャンペーン等に対応したコンテンツ造成事業「アドベンチャーツーリズムコンテンツ造成事業」概要版

9.事業成果

9-1.事業目標に対する成果

アウトプットはコンテンツ造成数10本の目標に対し、20本の結果で
達成した。アウトカムの目標ならびに結果については下記に示す。

9-2.まとめ

本事業を通して、事業対象地域を欧米豪のAT顧客を対象として、グ
リーン期のATデスティネーションとして想起させるブランディングや
ストーリーの掘り起こしを行うことができた。また、今後、地域がAT
の受け入れを推進していくためのインプットもできた。更に、今後、
伊那谷DMO及び妙高DMOがAT顧客獲得に向けた地域コーディネーターと
しての役割を果たすことができるように、中長期的視点に立ってプロ
ジェクトを実施し、有益な成果を残すことができた。

本事業の経験を活かして、今後、事業対象地域が、日本国内のAT先
進地域となることを期待したい。

【表20:事業成果】

《検討概要》
本事業で設定したアウトプット及びアウトカムについて検討する。

《得られた成果》
・アウトプットについては、目標を上回った。
・アウトカムについても、目標を上回った。

No. 項目 内容 目標値 成果

1 アウトプット コンテンツ造成数 10本 20本

2 アウトカム 旅行商品造成数 4本 10本

参考資料②：モニターツアーの様子


