事業報告書
広域観光促進基礎調査事業〔観光動向調査〕

観光来訪者に向けた
企画乗車券の商品造成・広報のあり方に関する調査
平成２３年３月

国土交通省近畿運輸局

1.事業概要
事業概要
【広域観光促進基礎調査事業の
広域観光促進基礎調査事業の目的】
目的】
近畿管内は鉄道網が発達しているものの、エリアごとにJRや民鉄等が複雑に入り組んで
おり、相互乗換えが出来ていないところも多く、乗り継ぎにより運賃も高額になること
が多い。
そのため鉄道会社などでは、観光客向けに各種企画乗車船券を商品化し販売を行ってい
るところであるが、利用者への周知・認知不足等による利用不振となっている商品も
多々存在する。
⇒ 本調査を実施することにより、近畿管内の交通事業者の各種企画乗車券の販売動向
を調査、整理・分析し、「売れる商品」の造成～販売広報等のあり方を検討し、観光客
の利便性・回遊性向上を図ることを本事業の目的とした。

【本事業の
本事業の全体構成】
全体構成】
本調査事業は、以下の項目から構成する。
１）近畿管内の鉄道、バス等における企画乗車券の販売状況・利用動向の整理
【調査範囲】 近畿管内の鉄道、バス、旅客船
２）「売れる商品」「売れない商品」の傾向分析
【商品造成の考え方】近畿管内の主な事業者へのヒアリング調査・分析
【利用者意識調査】 商品利用者＆非利用者へのアンケート調査・分析
３）「売れる商品」の造成、販売広報のあり方検討整理
４）鉄道、バス事業者への調査分析結果のフィードバック
【本事業の
本事業の実施方法】
実施方法】
・近畿管内の企画販売券の販売状況については各社広報HPより抽出。
・加えて、主な事業者へは個別面接によるヒアリングを実施。
・利用者の意識調査においては、WEBアンケート調査にて実施。
・インバウンドの視点に関する検討材料として、海外の旅行会社のヒアリングを実施。
・観光案内の現場スタッフからのヒアリングも実施。
【本事業の
本事業の実施期間】
実施期間】
平成23年3月
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【調査及び
調査及び分析手法の
分析手法の概要】
概要】
事業構成
企画乗車券の傾向分析

商品整理

近畿運輸局管内の鉄道、バス、遊覧船に関する企画乗車について、それぞれを運営する
事業者別に発行・販売商品の整理を行う。これにより今後、適宜リニュアル可能なデータベースの作成を行う。
調査対象：近畿管内鉄道、バス

商品設定の
商品設定の環境把握

企画乗車券の現状把握及び課題抽出

主要な事業者を対象に、発行する企画乗車券について直接ヒアリングを実施する。各事業者の営業企画・販売促進・広
報部門へのヒアリングにより、「売れる商品」また「売れない商品」の傾向分析を行う。
調査対象：西日本旅客鉄道、近畿日本鉄道、阪急電鉄、阪神電気鉄道、南海電気鉄道、京阪電気鉄道、大阪市交通局、
京都市交通局、神戸市交通局、奈良交通、スルッとKANSAI

企画乗車券の利用状況把握

利用者調査

企画乗車券の利用者及び未利用者の利用状況及び意識を、「利用したことがある」及び「利用したことがない」各消費
者を対象とする調査から分析する。これにより企画乗車券の今後の商品造成、販売広報のあり方について課題を探る。
調査対象：京阪神地区を中心とする近畿圏への来訪者（愛知・岐阜・富山以西） 20～60歳代の男女
京阪神地区を中心とする近畿圏在住生活者（行楽・日常的利用者）

インバウンド調査
インバウンド調査

外国人観光客の企画乗車券の利用状況把握

韓国、中国、台湾各地域の主要都市における大手旅行代理店に対する、近畿圏で利用できる企画乗車券についてのハン
ドリング状況、及び、意見を調査する。これにより、今後拡大が見込まれるアジア圏からの旅行者に向けた商品造成、
販売促進策のあり方について課題を探る。
調査対象：海外旅行会社（ソウル、香港、台北）

旅行者への
旅行者への案内箇所調査
への案内箇所調査

観光客の企画乗車券に関する問い合わせ状況把握

京都・大阪・神戸における、観光客がよく利用する旅行案内所での、企画乗車券の紹介や旅行者からの問合せ状況、企
画乗車券や企画乗車券発行者への意識を調査する。
これにより、企画乗車券の今後の販売広報のあり方等について課題を探る。
調査対象：京都総合観光案内所、大阪市ビジターズインフォメーションセンター（新大阪、梅田、難波、天王寺）
神戸市総合インフォメーションセンター

「売れる商品
れる商品」
商品」造成・
造成・広報の
広報の
あり方
あり方における課題分析
における課題分析

今後の「売れる商品」造成・広報
のあり方に向けた検討課題

分析の
分析の視点
分析の視点として、以下の点を考慮。
（１）利用者（購入者）にとって、利用しやすい企画乗車券とは何か？
“お得感”“使いやすさ”などを利用者の視点で分析。
（２）購入の動機付けとなる要因は何か？
（３）利用者の旅行行動の中で、告知や広報のタイミングはどの時点が適切か？
「発地での情報検索」「１次交通利用時や到着時」「宿泊先到着時」などの旅行者
の行動の中で、どのタイミングでの告知・広報が有効なのか。
（４）有効な連携手法
地域連携や事業者連携での有効な事例を検証する。
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2.事業
事業のまとめ
事業のまとめ

～全体総括～

【商品（
商品（企画乗車券）
企画乗車券）に関すること】
すること】
●事業者間連携が進展している。
・各社局の得意なエリアに、自社路線を組み合わせた企画乗車券が増加している。
・ＪＲと私鉄等の組み合わせも設定されている。
〔実例〕
・高野山１ＤＡＹチケット各社版
南海電鉄が得意とするなんば～高野山エリアの企画乗車券に、各社局の乗車券をセット。
・大阪周遊パス各社拡大版
大阪市内エリアの電車・バス等乗り放題の企画乗車券に、各社局の乗車券をセット。
・京都観光一日乗車券
京都市内エリアの電車・バスの乗り放題の企画乗車券に、各社局の乗車券をセット。
・関西１デイパス
ＪＲ自由周遊パスに京阪電車、南海電鉄の企画乗車券がセット。

高野山１DAYチケットのチラシ（他電鉄各社と組み合わされたキップが、すべて掲載されている）

3

〔効果〕
・観光客にとって、関西圏の各滞在エリアから主要観光地へ行く商品（企画乗車券）の品揃えが豊富にあり
利便性が高まる。
・連携がより進むと、特定のディスティネーションを関西の鉄道・バス事業者等が力を合わせて応援する
キャンペーン等の設定が可能になる。
〔課題〕
・観光客にとって、企画乗車券が多数存在するように映り混乱を招く。
・関西圏の鉄道網の理解が前提となる。

京都市内及び周辺を対象とした企画乗車券の一覧表が記載されているパンフレット。
似たようなキップが複数あり、わかりにくい。
しかし、着駅（京都駅など）での、観光客への案内補助ツールとしては、有効である。
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2.事業
事業のまとめ
事業のまとめ

～全体総括～

●企画乗車券の設定ポイントは、コンセプトをはっきりさせること。
・「どこにどんなお客様を誘致するのか」というコンセプトをはっきりさせることが、ポイント。
（観光地／施設／イベントなど）
・優待特典の魅力付けも重要。
・最近では、地域の課題（社会的な課題）解決型の企画乗車券も設定されている。
〔実例）
・平城遷都1300年祭開催に合わせた奈良への企画乗車券
昨年開催されたイベントに合わせて、奈良県内の自由周遊の企画乗車券に、ＪＲ各社や私鉄・地下鉄の乗
車券をセット
・京都もみじきっぷ
秋の観光オンシーズンで渋滞の激しい京都エリアへの来訪者対策のための企画乗車券。
ＪＲと京阪の京都市内自由周遊区間に、京都以外からの往復乗車券をセット。

京都もみじきっぷのチラシ

●企画乗車券に関するＰＤＣＡサイクルの確立が重要
・多くの社局で初回設定時や発売時に、利用者調査を実施している。利用者調査の結果を受けて、次回発売
時での改良が検討・実施されている。
・Plan→Do→Check→Actionというサイクルを確立し、企画乗車券を改良していくことが重要である。
・また、最近では、企画乗車券の種類が増えすぎたため、整理したいという要望も事業者には出ている。
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2.事業
事業のまとめ
事業のまとめ

～全体総括～

●「観光地の楽しみ方の開発や掘り起こし」の積み重ねが、新しい企画乗車券をつくる。
・駅からウォークのＰＲ、散策ＭＡＰ等の整備、ハイキングイベントの実施、観光地のＰＲなど、過去から
実施している、沿線観光地の楽しみ方の開発やPRの積み重ねが、新しい企画乗車券を生む。
〔実例〕
・近鉄の赤目四十八滝渓谷の自然探勝きっぷ、曽爾高原すすき散策きっぷ
古くからある観光資源であるが、近年は十分にPRができていなかったため、掘り起こしを狙って企画乗車
券を設定した。
・この類型としては、大河ドラマと連動した、沿線ゆかりの地巡りの提案から、企画乗車券への発展なども
ある。

近鉄
「赤目四十八滝渓谷の
自然探勝きっぷ」

京阪
JR西日本と連携した
「湖北ながはま１DAY
チケット」パンフレット
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2.事業
事業のまとめ
事業のまとめ

～全体総括～

【商品（
商品（企画乗車券）
企画乗車券）の販売促進や
販売促進や広報に
広報に関すること】
すること】
●旅行会社との連携策が重要
・既存キップをベースに、旅行商品に組み込みやすい形で旅行会社向けに販売。
・特急券や乗車券販売等でシステムリンクや提携関係にある旅行会社など、販売チャネルが確立されていると、
企画乗車券を組み込んだ旅行商品化が実施されやすい。
〔実例〕
・JR西日本 ミニぐるりんパス
大阪ぐるりんパス（新幹線往復＋JR・大阪市交通局・京阪の指定エリア乗り放題＋USJ等の入場券）の新幹線部
分をはずした形のものを旅行会社向けに販売。
・京都修学旅行１DAYチケット
修学旅行生を対象に学校単位で販売している企画乗車券。
利用者の多い京都観光１日乗車券（地下鉄・市バス＋京都バス）を修学旅行ターゲット用に団体料金設定して、
主に旅行会社経由で販売。

JR西日本「大阪ぐるりんパス」チラシ
大阪市交通局・京阪、大阪市内観光施設
との連携商品。

京都市交通局の「京都修学旅行１DAY
チケット」紹介HP
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2.事業
事業のまとめ
事業のまとめ

～全体総括～

●着地での販売体制ができているきっぷは売れている。
・自社局の駅だけではなく、ホテルなどでの販売体制が確立しているキップは売れている。
（フロントでの販売、ホテル宿泊プランへの組み込みなど）
〔実例〕
・京都市交通局では、交通局協力会の組織を使い、主要ホテル等と販売代理店契約を締結。
各ホテル等は、企画乗車券を使い独自の宿泊プランを設定したり、宿泊者特典での付与などを実施している。
・大阪のビジターズインフォメーションセンターでは、大阪周遊パスやスルッとKANSAI２DAY・３DAY（外国人
用）などのチケットを販売。
・外国人向けに、南海電鉄の高野山の企画乗車券を使った宿泊プランをホテルが設定。

ホテルグランヴィア京都
宿泊プラン紹介HP。
一日バス乗車券がセットされている。

●圏外へのプロモーションは、地域と連携している事業者が多い。
・関西圏外へのＰＲやプロモーションに関して、自治体等の地域と連携したプロモーションを
実施している事業者が多数であった。
・一部会社では、関西圏外での、単独の広告展開も実施されている。
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2.事業
事業のまとめ
事業のまとめ

～全体総括～

【商品（
商品（企画乗車券）
企画乗車券）の案内に
案内に関すること】
すること】
●企画乗車券の多様化に伴い、観光案内も多様化・広域化が求められている。
・観光案内の現場では、観光客への案内はかなり多様な対応が求められている。
・個々の観光客の旅行行程、旅行ニーズ、旅行スタイルなどをヒアリングしないと、最適な企画乗車券の推薦
ができない状態にある。
・観光案内を求められるエリアも所在地市だけではなく、関西広域エリアに関するものも多いため、こちらへ
の対応も求められる。広域の企画乗車券等の情報に関しては、観光案内所職員自らの検索や情報収集に頼っ
ているのが現状である。
・また、観光案内所訪問者は、下調べしていない観光客もあり、関西の鉄道・バス網などの概要に対する理解
促進策も必要となる。
・WEBによる「利用者調査」では、旅行や行楽出発前に、調べる利用者が多い。
認知経路は、近畿圏か近畿圏外で傾向は少し違うが、ガイドブック・パンフレット・ポスター、WEBが主力。
ただし、種類が多いためすべて調べた上で利用しているかは疑問。

【商品（
商品（企画乗車券）
企画乗車券）に対する課題
する課題】
課題】
インバウンド対策
インバウンド対策について
対策について
●各社とも今後の課題はインバウンド対応
・ヒアリングの中でも、今後の課題として多くの社局があげたのが、インバウンドへの対応力UP。
・現在、インバウンド専用の主なキップは、JR-WEST RAIL PASS、スルッとKANSAIの２DAY・３DAY、近鉄
レールパス。既存の企画乗車券を外国人対応用として、各言語のパンフレットやHP作成という社局も
多かった。
・今後は外国人観光客（特にFIT客）のニーズや旅行形態・スタイルに合わせた企画乗車券の改良や開発、
既存企画乗車券類の解説ツールの多言語化などが望まれる。
・また、インバウンド用の企画乗車券設定やプロモーションについては、単独の社局や運輸事業者だけ
でのプロモーションでは、旅行者のニーズを満たしにくいと想定されるため、社局間連携・地域連携
し、海外の旅行会社等のチャネルの利用などが望まれる。
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2.事業
事業のまとめ
事業のまとめ

～全体総括～

【今後の
今後の展望】
展望】

●企画乗車券に関するデータベースの構築とその更新
・企画乗車券を網羅したデータベースの構築と情報の更新
関西圏の企画乗車券類を網羅した、データベースの構築が望まれる。また、その情報が随時更新されることが
必要である。企画乗車券類の内容情報は多岐であり、旅行者の旅行行動も分類すると多岐にわたるため、DB
入力時の項目設定は、慎重に検討する必要がある。
・旅行者のニーズに合わせた検索機能の確立
構築されたデータベースをいかし、旅行者が自分の旅行予定に合わせて検索、観光案内所職員が問い合わせ
に対応しながら検索する場面を想定し、検索性の高い機能が求められる。

●企画乗車券の情報流通体制の確立
・観光客の問い合わせに対応している観光案内所や宿泊施設フロント等への情報提供体制の構築
個別の企画乗車券の設定・発売のタイミングに合わせた、観光案内の現場への情報提供体制の構築が必要で
ある。企画乗車券の各情報が、スムーズに流通することが、大切である。
・支援ツールの作成とそのデリバリー体制の確立（企画乗車券、関西圏の鉄道・バス網について）
観光案内所職員等への説明ツールや観光客への案内ツールなどの作成とそのデリバリー体制ができれば、
関西の受入環境整備の改善につながる。届ける情報の種類については、観光客は、広域で移動するという前
提に立ち、関西圏全域の情報がデリバリーされるよう留意することが大切である。
〔支援ツール例〕
○主要観光地（目的地）別の企画乗車券一覧パンフ（観光案内用）
○関西圏の鉄道・バス網の説明パンフ（観光案内用）
○企画乗車券の詳細案内タリフ（観光案内所職員の確認用）
※説明用ツールには、タブレット型端末やスマートフォンなどの活用も検討したい。
・情報交換（企画する社局側と観光案内所職員）や教育
運輸事業者と観光案内所職員などが定期的に情報交換できる場面の定期的な設定は重要である。
観光案内現場の企画乗車券の内容理解促進や、運輸事業者の利用者（観光客）のニーズや要望の把握など
が促進される。定期的に開催することで、関西圏全体で関西圏の案内をする能力が高まり、来訪者への満足度
の向上につながる。

●関西圏が一体となったプロモーションの実施
・事業者間連携の一層の推進
今後も事業者間の連携が、一層推進されることが望まれる。また、特に、インバウンド（遠方）からの観光客へ
の対応として、ＪＲと私鉄等の連携についても促進されることが、関西圏の鉄道を利用した回遊型観光
を促進することに繋がると考える。
〔連携プロモーションアイデア〕
○関西版ＤＣ
特定の期間・観光地を各社局が集中的にプロモーションする「関西版ディスティネーションキャンペーン」など
の実施も検討できるのではないかと考える。
○広域プロモーションツール
鉄道・バス利用した関西旅行プロモーションツールをつくり圏域外プロモーションに活用する。
観光地単独で、プロモーションするよりも品揃えが豊富なプロモーションが可能となる。
・多様化と定番化
観光客のニーズや観光資源の多様化、事業者間連携の促進などにより、企画乗車券の多様化は進むと想定さ
れる。多様化した企画乗車券をわかりやすく整理し、観光客に提示することが重要である。また、実験的企画乗
車券の設定実験など、企画乗車券の進化に関する取り組みも関西圏の観光活性化のためには、重要であると
考える。このような取り組みの中から、新たな定番企画乗車券が生まれてくると考える。
また、長年の取り組みで定番化している企画乗車券についても、適宜、見直しや改良の視点が必要であると考える。
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商品整理
（1）実施概要
近畿運輸局管内の鉄道、バス、遊覧船に関する企画乗車券について、それぞれを運営する
事業者別に発行・販売商品の整理を行う。
これにより今後、適宜リニュアル可能なデータベースの作成を行う。
（2）調査対象
1.西日本旅客鉄道
2.近畿日本鉄道
3.阪急電鉄
4.阪神電気鉄道
5.南海電気鉄道
6.京阪電気鉄道
7.大阪市交通局
8.大阪府都市開発 9.北大阪急行電鉄
10.水間鉄道
11.阪堺電気軌道
12.大阪高速鉄道
13.大阪港トランスポートシステム
14.京都市交通局
15.京福電気鉄道
16.丹後海陸交通 17.叡山電鉄 18.北近畿タンゴ鉄道
19.嵯峨野観光鉄道
20.近江鉄道
21.比叡山鉄道 22.信楽高原鐵道
23.神戸市交通局
24.神戸市都市整備公社
25.山陽電気鉄道
26.六甲摩耶鉄道
27.能勢電鉄
28.神戸新交通
29.北条鉄道
30.北神急行電鉄
31.神戸電鉄
32.紀州鉄道
33.大阪市交通局
34.近鉄バス
35.阪急バス
36.阪神バス
37.南海バス
38.大阪空港交通
39.関西空港交通
40.京都市交通局
41.京阪京都交通
42.京都バス
43.京阪バス
44.京阪宇治バス
45.西日本ＪＲバス
46.神戸市交通局
47.伊丹市交通局
48.尼崎市交通局
49.神姫バス
50.明石市営バス
51.神戸交通振興
52.淡路交通
53.大阪水上バス
54.一本松海運
55.キャプテンライン
56.港通船運輸
57.琵琶湖汽船
58.オーミマリン
59.海上アクセス
60.神戸ベイクルーズ
61.神戸リゾートライン
62.ダックツアー・タイコー
63.早駒運輸
64.ルミナスクルーズ
65.スルッとKANSAI

（3）実施内容（調査内容）
事業者共通
●主な運行エリア・主な路線・周遊エリア
●企画乗車券概要
・名称 ・乗車券種 ・発売期間 ・有効期間 ・内容 ・特典 ・料金
・販売場所 ・販売枚数（あるいは計画） ・特記事項

（4）実施方法
●各事業者の公開ホームページ閲覧チェック
●各事業者の企画乗車券販売促進担当へのヒアリング（面談、電話）

⇒ 別添資料① 「近畿管内の鉄道、バス、遊覧船に関する企画乗車券一覧」
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商品設定の
商品設定の環境把握

企画販売事業者ケーススタデイ

主な鉄道・バス事業者の状況
■

主要な企画乗車券の展開状況

■

企画乗車券の主な販売ルート

■

広報周知方法、販売促進

■

企画乗車券造成についての考え方

■

企画乗車券についての課題

■

今後の展開

【企画販売事業者】
●ＪＲ西日本

●近畿日本鉄道

●阪急電気鉄道

●阪神電気鉄道

●南海電気鉄道

●京阪電気鉄道

●京都市交通局

●大阪市交通局

●神戸市交通局

●奈良交通

●スルッとKANSAI

12

企画販売事業者 まとめ

企画乗車券の主な企画・販売事業者（大手）に対する直接面談取材を行い、以下各項目においてポイント
及び課題を集約した。

【企画乗車券の販売ルート】
■全般的には、各社とも自社のチケットハンドリングルートで展開する。
■広域をカバーする企画乗車券などについては、旅行代理店ルートでも（引換券を含め）販売。
■一部企画乗車券については、ターゲットや特性にあわせ、宿泊施設やコンビニでの展開もみられる。

【広報周知、販売促進】
■基本は各社独自の広報ツール活用（フリーペーパー、駅ポスターなど）の他、自社ホームページ掲
載また、スタッフによる窓口での紹介。
■その他、相互連携など企画乗車券の特性に応じ、お互いの他社媒体での紹介による広報を実施。
■一部では季節・期間に応じ、旅行雑誌やマスメディアへの広告出稿も実施。

【造成の方法】
■全般的には、券種は増える方向にはない。
■消費者、あるいは購入者アンケートを実施をしている箇所もある、
消費者ニーズの取り込みのスタンスである。（企画乗車券の立ち上げ、廃止、内容変更を目的とする）
■乗車券利用による着地の地域振興や開発に連携する企画が多くなってきている。
■消費者ニーズの反映のみならず、コンセプト、優待特典の他、利益性など多方面からの検討が図ら
れる傾向がうかがえる。

【課題、今後の展開】
■各社共通でインバウンド向けの対応が挙げられている。
■多くの企画乗車券を投入する事業者においては特に、その整理及び統合が必要との意見が共通にみ
られた。
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個別事業者 ケーススタデイ

ＪＲ西日本

企画乗車券
展開状況

＜主な企画乗車券について 参考＞
【春の京都エコきっぷ】（平成22年3月20日～5月31日）
【奈良万葉きっぷ 】（平成22年3月20日～12月27日 ）
【春の関西1デイパス】（平成23年3月19日～5月31日）
【大阪ぐるりんパス】（平成23年4月1日～平成24年3月31日）

主要販売ルート

電話予約やみどりの窓口が中心
（+旅行会社 ※旅行会社向けは宿泊を含めたミニぐるりんパス）

広報・周知方法
及び
販売促進

折込、ポスター（駅、車内吊り、パンフレット、HP、旅こよみ）
J-Westネット会員向け、月1～2回メルマガ配信

●観光に関する考え方としては、鉄道は手段のひとつ、お客様に目的を与えることを
念頭に、①地域の観光素材を光らせる ②地域への二次アクセスを整備 の２点を
ポイントに検討する。（ＪＲで行ける観光地が全てではなく、幅広い魅力をお客様
へ伝えることが大事。）

造成の方法

●他電鉄会社との連携は、どちらからが持ちかけるというものでもなく、自然と双方
の目的に合わせてコラボする形が多い（例えば、京都地域では、JR側は京都の混雑
緩和＆京阪側は主要京都の全体の盛り上げ意識 など）
●地域における設定は、まず下ごしらえはそのエリアの支社などが原則対応。

課題及び
今後の展開

－

●商品設定は、ニーズにあわせて作成。期間限定ものもあり。

その他

●企画乗車券の継続
・販売実績、増収効果（収支計算）等から継続の有無を検討
●インバウンドは、昨年秋より、きっぷの内容など詳細に説明するHPを英語で実施。
順次４言語へと作業進行中。外国人旅行者向け対応は、日本人が便利なら海外
も便利というのが基本で、言葉の壁をどう乗り越えるのか？が課題。
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個別事業者 ケーススタデイ

近畿日本鉄道

企画乗車券
展開状況

＜売れ筋＞
●まわりゃんせ（伊勢志摩）、奈良・斑鳩1dayチケット、ご朱印巡りきっぷなど

主要販売ルート

●駅での販売に加え、旅行会社での販売。
旅行会社とは、システムリンクをしており、近鉄窓口で発券できるもののうち主な
商品はリンクされている。（クーポン券発行の上、現地で実券に引換を行うものもあ
る。）
●まわりゃんせについては、組み込み商品として旅行会社で販売する形態も多い。

広報・周知方法
及び
販売促進

＜広報＞
●車内、駅ポスターなどの自社媒体に加え、スポットＣＭ、新聞、雑誌などのマス媒
体への出稿がある。
●東京支社で全国向け情報発信対応を行う。山手線の中吊り広告等も実施。
＜販売促進＞
●他社連携では、主・従双方での展開。他電鉄利用者に訴求できるのがメリット。
●旅行会社向けには営業活動も実施。ショッピングセンター内店舗でのプロモーショ
ンなど。

造成の方法

●他社との違いとして、エリアが広いという点、奈良や伊勢志摩など有力な観光地
があり、沿線外（関西圏外）よりの誘客をはかることが目的に入る。
状況・環境にあわせて新商品を設定することが主。（イベントなどにもあわせ）

課題及び
今後の展開

●各私鉄とも企画乗車券の数が増えてきたので、自社についても整理が必要かと思
う。
●現状では紙式（非エンコードタイプ）の乗車券も多いが、今後はIC化を含め自動改
札機対応を検討する。
●全国的に有名な観光地が多いため、企画乗車券は利用者誘客のツールとしては、今
後も必要と考える。
●着地から使用できるきっぷは少ない。（基本、足つきのきっぷ）
●伊勢、奈良に加えて、赤目四十八滝や曽爾高原など新たなる魅力、新名所の発掘目
指す。（周辺マップなどの制作も実施中）

その他

●地域連携は、ぜひ行っていきたいが、基本的には自社で企画を立てて協力をあおぐ
形が多い。地域からの依頼があっても、当社の狙いとかみあわない場合もある。
●利用者アンケートは、必要に応じて行うことがあるが、頻繁には行っていない。
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個別事業者 ケーススタデイ
阪急電鉄

企画乗車券
展開状況

●季節に応じた観光地への誘致や施設とのタイアップによる旅客誘致について、自社
のエリア内での需要創出に加えて、他社局との連携による相互旅客誘致を実施してい
る。

主要販売ルート

●販売ルートは駅窓口での販売が大半を占める。なお、一部商品は旅行代理店、ホテ
ル等を通じて販売している。
●（株）スルッとＫＡＮＳＡＩで共同発売するインバウンド旅客向け商品は、同社が
海外代理店を通じて販売するルートもある。

広報・周知方法
及び
販売促進

＜広報・周知方法＞
●駅、車内掲出ポスター、駅配布のパンフレット、沿線情報誌ならびにホームページ
等、主に自社の交通広告媒体により広報・周知活動を行っている。
＜販売促進＞
●自社沿線外へのＰＲ手段として、一部の乗車券は旅行雑誌等に広告出稿を行ってい
る。また、季節により展開する沿線観光地への誘致宣伝には、あわせて企画乗車券の
ＰＲを実施している。

造成の方法

●誘致エリアや周遊モデルコースを設定し、利用範囲や発売期間を決定の上、価格な
ど詳細を調整する。
●商品の企画に際しては、過去に発売の類似商品の発売状況を参考に、制作費、ＰＲ
費を勘案し、発売枚数予測、収支予測を行っている。
●乗車券利用範囲の沿線施設での割引優待等を付加し、ご利用時の満足度向上を目指
している。
●新規商品については、ご利用者へのアンケートを実施し、商品内容の見直しや、次
の商品企画のための情報収集、分析を行っている。
例）アンケート結果、販売実績により、次年度より利用範囲や設定時期を見直して販
売するケースがある。

課題及び
今後の展開

＜課題＞
●普段鉄道を利用されないため、交通広告のＰＲ効果が低い層（マイカー使用者、専
業主婦、高齢者）への商品訴求
●インバウンド旅客へのＰＲ、誘致活動

その他

＜その他＞
●同一期間、同一エリア向けに複数の商品を発売することがあり、各商品の違いや優
位点をお客様に分かりやすくご案内する必要がある。
●商品内容が複雑になると、販売数が伸び悩む傾向がある。
●従来から実施の交通事業者間の連携に加えて、行政機関や観光協会等とも連携して
商品を企画している。
例）スルッとKANSAI神戸エリアの各社局では、神戸観光コンベンション協会と連携し
て「神戸街めぐり１dayチケット」を発売
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個別事業者 ケーススタデイ
阪神電気鉄道

企画乗車券
展開状況

●路線的に、通勤＞観光の需要が多いと認識していたが、最近では、なんば線開通に
より奈良方面への利用が増えたこともあり、観光への意識が強くなりつつある。
●なんば線開通により、ルミナリエや、正倉院展、1300年祭
る連携を実施。

などで近鉄と協業によ

主要販売ルート

●駅など自社販売窓口が主

広報・周知方法
及び
販売促進

●自社メディアを活用（HP、フリーペーパー、駅内広告）
※自社路線以外でPRは、広告予算もそう多くないのが現状。甲子園案件ではTVCMを
実施しているが、企画乗車券ではなし。
●なんば線開通の際には、案内駅員の奈良での研修を実施。ネット情報があるとはい
え、やはり体験情報が有効。その体験が案内に活かせる。

造成の方法

ー

課題及び
今後の展開

●企画商品（乗車券）を専門に売っている訳ではない。省力化されている駅の人員体
制の問題もあり専門担当をおけるものではない。
また、種類が多いのも事実。片方の理由だけで止めれるものでないので、連絡・提携
間のバランスが必要。
●単独で鉄道を走らせている時代は終了、新規客が必要。販売ルート、広報ルートと
もに、他社路線での展開が大事のように思う。
●自社自体が観光への発想が低いという現状もあり、情報をもらうことの方が多い。
もらうばっかりなので、統一した阪神独自のものがないというのも現状
（マップの制作などにおいて、手間がかかり、更新におけるコストもかかるので、な
かなか対応できず。）
●単独で鉄道を走らせている時代は終了、新規客が必要。販売ルート、広報ルートと
もに、他社路線での展開が大事のように思う。
●そもそも閑散期対策が企画乗車券の当初の趣旨。通年販売も多く、この趣旨と違う
ものも見受けられる。
●自社アンケートでは、企画乗車券の認知度が低いといった答えや、期間限定でなく
通年での販売要望も多い。

その他

●インバウンドについては、路線案内図の多言語化や受入環境整備は実施。
ただ神戸エリアという場所は、国内対象にて異国情緒を日本の方に感じてもらうと
いった側面もあるのではないかとも思う。
プロモーションは、現場の声として海外の人が多いという声はよく聞くが、今のとこ
ろ考えていない。普通乗車券（券面）が多言語ではないというのも課題。
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個別事業者 ケーススタデイ

南海電気鉄道

企画乗車券
展開状況

【他社から自社へ】
高野山（高野山世界遺産きっぷ）や、堺（堺・住吉まん福チケット など）エリア
中心。高野山世界遺産きっぷが売れ筋。今年はみさき公園で使う企画乗車券の内容の
変更（前年より組合せ変更により減額）によりよく売れた。
【自社から他社へ】
私鉄連携もの、割合的には他社からよりも多い。
スルっとKansai 3days、大阪周遊パス、大阪出張きっぷ（約3割海外）が売れ筋。
【旅行会社+ホテル】
基本的に、他社から自社への商品をホテルプランに組み込み。

主要販売ルート

●自社駅窓口、他社局駅窓口、旅行会社販売窓口（高野山を目的地とした商品販売が
特徴）、及びWEBサイト

広報・周知方法

＜広報＞
●各種ポスター・チラシ等のツール作成
●ラジオCM、駅構内放送
●HP（4言語で対応）
●行楽シーズンにおける沿線外チラシ配布（他社連携して配布、高野山+他パンフ
レットをセット）
●遊びマップ（スルっとKansai）、フリーペーパー、雑誌、新聞広告
●他社局電車内での広告出稿
●海外の旅行博、商談会への参加
＜販売促進＞
●沿線観光地と連携し、関連施設割引・土産物割引の特典付け
●沿線観光地に特化したノベルティ配布
●企画乗車券を組み込んだ旅行商品の発売

造成の方法

●企画乗車券の設定にあたっては、下記をポイントに検討する。
・お客様にとって利用価値のある乗車券であること
・沿線または目的地域の活性化、価値向上が期待できること
・目的外利用を防ぐ値段設定であること
・鉄道の利用促進が期待できること
・収入の増加が期待できること
●また地域や観光施設連携では、施設の入館料+お土産の割引などを特典として付
加。商品価値向上と地域活性化を図る。

課題及び
今後の展開

●沿線エリアの交通手段として高速道路が競合する。車でなく、いかに鉄道を利用
してもらうか、また、地域一体となった旅客誘致をどこまで推進できるかといっ
た点が課題である。
●今後の計画としては、インバウンド事業に力を入れた企画乗車券の販売促進が
あり、PR方法や費用、言語の問題がある。

その他

－
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個別事業者 ケーススタデイ

京阪電気鉄道

企画乗車券
展開状況

＜売れ筋＞
●鞍馬・貴船チケット
●大原1dayチケット
●みやこ漫遊チケット
貴船・大原・比叡山など着地がはっきりしているものは年間販売。その他周遊チ
ケットは、シーズン性に合わせて。路線エリアもあり、日帰り設定が特徴ともいえ
る。

主要販売ルート

●自社各駅での販売（全駅で販売できるシステムあり）
●旅行会社やホテルへの営業を拡大
（自社沿線はパイが決まっているためエリア外での販売を推進）

広報・周知方法
及び
販売促進

＜広報＞
●自社媒体を活用の他、自社広報誌、スルっと遊びマップなどで告知。
●沿線エリア外、他社連携企画乗車券は、他社の沿線エリアでの訴求ができるため広
告といった側面もあるように感じている。
＜販売促進＞
●ＪＲとの連携（東福寺乗換え） EX.）新幹線+バスではなく、新幹線+京阪で東山へ
●ＪＲ、阪急などとの連携 EX.）光のルネッサンス、ルミナリエなど
●ＪＲミニぐるりんパスで、旅行商品向けにも柔軟に対応する。

造成の方法

課題及び
今後の展開

－

●企画乗車券の整理が必要（消費者へのお勧めがわかり難い）
止める時には様々な他社等との関係などがあり、アンケート数値などの根拠をもと
に調整する必要がある。
●対マイカーとして他社連携を推進。
●外国人旅行客の受入は、案内表示も含めて、今後取り組みが必要と感じている。

●アンケートは、効果検証のため必要だと思っている。アンケート実施の手法は検
討中。
●インバウンド対応については、専門チームで国内外をプロモーションのほか、ス
ルっとKANSAIの枠組みでも対応実施。

その他
●グループ連携【水上バス】往路は船、復路は電車で、水上バス主導で展開
【琵琶湖汽船】汽船側より要望あるが、きっぷを設定するだけでは難しい
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個別事業者 ケーススタデイ

京都市交通局

企画乗車券
展開状況

【市バス1日乗車券】例年300万枚を越える
【市営1日フリーチケット】観光客は少ない
【京都観光1日乗車券（宿泊対象で2日乗車券もあり）】
京都バスとタイアップ（歴史は古い。昭和から）京都バス+市バス+地下鉄。
観光要素も強く、専用マップ、優待特典を付加。旅行商品への組み込みもあり（JR
東日 本、東海にて旅行クーポンとして発行）
その他、私鉄連携では、1日乗車券付で、「いい古都チケット」「京阪みやこ」「京
めぐり」があり。
【修学旅行1dayパス】 学校向けで20年度から開始。
授業の一環として、自らコースを考えてグループで周遊するパターンが増えたこと
に起因。新たな市場への取り組みとして開始。
【京都コンベンションパス】買い取り式で販売。一般販売はなしで、主催者側の費用
負担で実施。
【京都フリーパス】市主導での取り組み

主要販売ルート

●駅＆案内所での販売

広報・周知方法
及び
販売促進

＜広報＞
●自社HPや、SPツールでの告知。
●協議会と市交通局との枠組みではイベント等にあわせ広報する。
●大阪、神戸でチラシ配布も実施（神戸市交通局と協業、お互いの駅構内で配布）
●公共交通おこしやす協議会（市主導の協議会）では、観光地案内+チケット案内を実
施。 単独で実施するよりも効果ありと見込む
＜販売促進＞
●旅行会社向けの修学旅行誘致は市観光課よりセールス。
●インバウンド用としては、旅行AGの外国語HPに掲載をしてもらっている。

造成の方法

課題及び
今後の展開

●特典（施設入場＆優待など）がつくものは、制作会社に特典づけ作業を依頼。個別
に施設よりの問い合わせがあれば対応。

●京都エリアは種類が多く消費者が混乱する可能性もあるので、企画乗車券の品数は
増やしたくない。ただ短期間、イベントものは実施（例えば昨年のせんとくん乗車
券など）
●目的にあわせて乗車券を設定～消費者＆事業者ともにメリットがあるものを目指し
たい。
●継続判断において、３年前に京都1dayを取りやめたことがある。価格ありきで定価
設定したあとの提携間の調整は、価格の取り合いともなり難しくなる可能性がある

その他
●通勤代わりに使われているようなものは、繁忙期なしでもよいのでは？という意見
も聞かれることもあるが、判断は難しい。
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個別事業者 ケーススタデイ

大阪市交通局
企画乗車券
展開状況

主要販売ルート

＜売れ筋＞
スルッとKANSAI 3dayチケット、大阪周遊パス、OSAKA海遊きっぷ、大阪ぐるりんパス
●基本的な発売場所は、駅構内定期券発売所（天六除く）、市営交通案内コーナ（新
大阪、梅田、天王寺）、市営交通アクセスガイド（なんば）、グッズセンターなん
ば、
ただし、発売枚数の多い「OSAKA海遊きっぷ（大阪市内版）」「大阪周遊パス（大阪
エリア版）」「スルっと KANSAI3dayチケット（期間限定）」は地下鉄全駅長室にお
いても販売。（要望も多いため）
※「OSAKA海遊きっぷ」は大阪市ビジターズインフォメーションセンター4箇所でも
発売開始（2011年2月18日から）

広報・周知方法
及び
販売促進

造成の方法

＜広報＞
●駅ポスター、チラシ、車内ポスター、HP、市政だより、遊びマップ（スルッと
KANSAI発行）、大阪市の広報板など、自社媒体を中心に広報
●行楽シーズンは、「OSAKAPiTaPa」の入会促進とあわせ、企画乗車券の販促キャン
ペーンを主要駅にて実施（チラシ類の配布）
＜販売促進＞
●旅行代理店との連携で、1日乗車券を大阪への旅行商品に組込み発売
●8つの号線の地下鉄とニュートラムが縦横に交わり市内をカバーしているため、1日
（あるいは複数日）乗り降りタイプがほとんどである。
●新たな魅力付けのため観光施設や他の電鉄、バス会社、旅行会社との連携を実施。
大阪周遊パスが観光施設と連携した企画乗車券（通天閣など20数箇所の入場券付で
大阪市内観光周遊のお客様にとって有効なツール）

課題及び
今後の展開

●販売場所の拡大、認知力を高めるための媒体の模索、お客さま目線での商品開発を
目標に検討する。
●企画乗車券については、毎年検証あり。明確な目標ラインは求めていないものの、
売れゆきや、消費者の受入度合いも含めて検討。他社との連携でおこなっているも
のは一方的な判断はできない。
●関西圏外からの誘客を目的とし、JRや各私鉄と連携した情報発信をはじめ様々な取
り組みも検討。（例：大阪出張きっぷ＝関空より大阪市内までの南海片道+市営交通
1日乗車券）
●大阪出張きっぷ（海外版）を海外向けにも販売を開始。南海主導でセールス。

その他

認知拡大について：
関西圏全体の企画乗車券がまとまった広報ツールを作成し、それを各電鉄で協力し、
情報発信することで、より効果的な広報周知ができるのではないだろうか。
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個別事業者 ケーススタデイ

神戸市交通局

企画乗車券
展開状況

【交通局独自設定】
1日乗車券、校外学習＆修学旅行用1日乗車券（少し値段を下げたもの）、年末年始
チケットなど。売れ筋は市バス・地下鉄共通1日乗車券。
【他社局や映画館などの施設との協同企画】
有馬エリア、東六甲周遊パスなど。有馬＆六甲を周遊するパスが人気。
【スルッとKANSAI】
神戸観光1dayは、スルッとKANSAI神戸部会で企画、検討を行い、平成23年4月1日よ
り神戸街めぐり１dayクーポンにリニューアルし発売予定である。
（見直し時はアンケート結果も根拠）
●企画乗車券によってはターゲット、目標については明確に設定していない。
既存の企画乗車券は対前年数値のクリア及び、売り切ることが目標。

主要販売ルート

各駅・売店で基本的に販売
（スルッとKANSAI 2day・3dayの国内旅行代理店発売分、海外発売分は除く）

広報・周知方法

＜広報＞
●基本的に自社広告媒体で展開。その他、チラシ配布やHPでの掲載。
＜販売促進＞
●スルッとKANSAI 2day・3dayは、旅行代理店と連携。
●企画乗車券の価格設定にあたっては、お客様にとって利用価値があり、目的外利用
が起こらない価格であることを念頭においている。

造成の方法

課題及び
今後の展開

その他

●地域連携は、商業施設（映画館やモザイク）や、沿線施設での割引特典付加を目
的として、券によっては、沿線施設には職員が営業を掛けている。

●企画乗車券の種類が多いので、今後、整理統合を行う必要があると感じている。

●消費者向けのアンケートについては、回答者にプレゼントなどで収集。
●駅や案内所等では、２ヶ国表示を実施し、主要駅等では４ヶ国案内標記を観光ガイ
ドマップを設置。また問い合わせがあれば分かる範囲で対応。
●ルミナリエの開催時期は、神戸に人が多く入ってくるので設定は行わず、スルッ
とKANSAIの記念カード制作ぐらいに留まる。
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個別事業者 ケーススタデイ

奈良交通

企画乗車券
展開状況

主要販売ルート

＜自社で設定＞
●1日フリー乗車券（奈良市内均一フリー、奈良西ノ京フリー、奈良西ノ京斑鳩フ
リーの3種）および168バスハイク乗車券
●売れ筋は奈良市内均一フリー乗車券で1日あたり約100枚販売（市内在住者も含む）
他社設定は、近鉄からの持込。奈良斑鳩1dayチケットは売れ筋（年間10万枚）
●バス窓口で販売（JR奈良2箇所、近鉄、大仏殿前）する他、1日フリー乗車券のうち、
奈良市内均一フリー、奈良西ノ京フリーは市内の主要ホテルで委託販売を実施（市内
ほぼ網羅）
※自社商品の販路が少ないとの認識。（バス窓口は、残念ながら観光客の動線上に
ないことが多い。便利なきっぷは、やはり鉄道＋バス、宿泊＋バスというものが多い。

広報・周知方法
及び
販売促進

造成の方法

＜広報＞
●散らしスタンドや、窓口にて展開の他、他社局との連携でお互いの広報ツール（ポ
ス
ター等）を交換し、自社媒体で告知。
修学旅行用フリー券については、首都圏の学校へダイレクトに案内することもあ
る。
＜販売促進＞
●宿泊を組み込んだプランでのクーポン販売。（奈良＆京都方面旅行プラン）
地域との連携では施設特典付けを営業している。
●他社連携では近鉄を通じてJR東海、JR東日本との連携を推進。
－

課題及び
今後の展開

●券種はできるだけ増やさない方向。（乗務員にとって適用期間などが目視で判断し
づらい状況が多い）
例）鉄道とのセットのバウチャーの場合、文字が小さく運転手が見づらい。大きな
文字での表記を依頼。（確認が徹底できない際には、損失が出てる可能性も懸
念される）
また、フリー券の設定は割引が前提条件となることから、多くの利用がなければ収
入減となるので、継続については収支による見極めが必要。
●IC化については、鉄道と比べるとバスはやや遅れるのではないかと思う。（システ
ム変更の経費等もかかる点、また駅名とバス停の数の違いもある点、企業の体
力など）ただ、財政的支援等があればスムーズに行くと思う。
●インバウンドは韓国＆台湾の方の利用が1日乗車券で多い。自社WEB上の多言語化は
今後取り組み、現状未実施。

その他

●セットものについては、例えばスルッとKANSAI3dayチケットは、3日間有効で40社局
が参加する乗車券であるが、参加社局が多い分、発売額の事業者に割賦額が少なくな
る。観光地が多く、長距離路線を抱える当社では、当該チケットで長距離路線を利用
されることでの減収が発生することが見込まれるため、参画を見送っている。

23

個別事業者 ケーススタデイ

スルッとKANSAI
企画乗車券
展開状況

主要販売ルート

スルっとKANSAI3day・2day （関西限定版・国内発売用（近畿圏外の旅行代理店等で発
売）・海外用）
●関西限定版は、各社局の主要駅など。
●国内販売用は、旅行会社がメイン。コンビニ端末での販売も増えている。
一部、羽田空港、書店などで実券を発売。（近畿2府4県、三重県を除く）
●海外用は、海外エージェントでの販売（約６割）、国内（空港など）（約４割）
●インバウンド向けではFITが泊まるシティホテルなどでの取り扱いも実施

広報・周知方法
及び
販売促進

造成の方法

課題及び
今後の展開

その他

＜広報＞
●国内向け（発売）は、自社媒体、HP、券毎に車内ポスター等のツールを制作。
また、ＴＶ・ラジオや新聞への出稿も関西圏にて行っている。
（引換用の訴求は首都圏媒体も活用）
●海外へは、ネットやブログ、旅行博などを活用。（韓国・台湾を中心に）
＜販売促進＞
●旅行会社での販売は各社へ直接営業をかけているが、大半は取扱いされている状況
である。
●購入者に対して、動向を探り商品化の参考とするためにアンケートを実施。
その中での意見では、3daysもいらないから価格を下げて、といった消費者が多い。
（ただ基本的には値段を含め、再設定には各社・局との調整も必要なので難しい。）
●スルッとKANSAIには鉄道会社ネットワークを活用しセールスで、既に350施設での利
用特典があり、今後大きく増やす方向にはなく、現状ではその維持管理が中心であ
る。
●ICカード化についてはコストや企画券についての考え方（使い捨てが基本）のため
実現には時間を要するのではないか。
●企画券は発行各社、多様であり今後は整理が必要とも思う。ただ、各社局の考えが
あるのでバランスは必要であると考えている。
●自社製作の広報媒体「遊びマップ」は観光案内所などへも配布している。
●インバウンドにおいては、１枚のカードでどの交通機関でも乗れる方が利便性が高
いことはわかっているがひとつにまとめるにしても、価格設定や価格と内容による商
品性が、販売において重要だと思われる。
●中国からのインバウンドについては、個人旅行がまだ主流でない点や現地での販売
等を見据えた時の法制度の問題（送金やチケット送る際の課税など）もあり、現在積
極的な取り組みではない。
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利用者調査
（1）実施概要
企画乗車券の利用者及び未利用者の利用状況及び意識を、「利用したことがある」及び
「利用したことがない」各消費者を対象とする調査から分析する。
これにより企画乗車券の今後の商品造成、販売広報のあり方について課題を探る。
（2）調査対象
Ａ．京阪神地区を中心とする近畿圏への来訪者（観光客として利用）
・首都圏（1都3県）、愛知県以西の近畿を除く各県在住者
・２０歳代～６０歳代の男女（利用者：３００人、未利用者：２００人）

Ｂ．京阪神地区を中心とする近畿圏在住生活者（行楽・日常的利用者）
・大阪府全域、京都府（京都市及び京都市以南の市町村）、兵庫県（神戸市及び阪神間の市
町、明石・高砂・姫路各市）、奈良県（奈良市及び奈良市以西の市町）
・２０歳代～６０歳代の男女（利用者：３００人、未利用者：２００人）

（3）実施内容（調査内容）
Ａ．京阪神地区を中心とする近畿圏への来訪者（観光客として利用）
●利用した企画乗車券
●認知経路
●利用目的
●購入場所
●比較検討ポイント
●利用商品に対する不満内容
●利用したい企画乗車券
●要望・意見

●企画乗車券の認知
●利用の検討経験
●未利用理由
●利用の場合の比較検討ポイント
●要望・意見

Ｂ．京阪神地区を中心とする近畿圏在住生活者（日常的利用者）
●利用する企画乗車券
●利用頻度・利用目的
●購入場所
●比較検討ポイント
●利用商品に対する不満内容
●利用したい企画乗車券
●要望事項

●企画乗車券の認知
●利用の検討経験
●未利用理由
●要望・意見

（4）実施方法
●調査対象者に対する、インターネット調査（インターネット調査会社モニター対象）
予備調査により、調査対象者を抽出後、本調査を実施
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消費者調査
【企画乗車券の利用経験者】
近畿圏居住者

【企画乗車券の非利用者】
近畿圏居住者

３００人

２００人

近畿圏外居住者 ２００人

近畿圏外居住者 ３００人
＜調査項目＞

＜調査項目＞

●直近で利用した企画乗車券は何か
●企画乗車券は検討したか

●企画乗車券の認知はどんな経路か
●企画乗車券の利用目的は何か

●企画乗車券の非利用の理由は何か
●企画乗車券の購入場所はどこか
●企画乗車券の検討はどんな方法か

●企画乗車券の検討はどんな方法か
●企画乗車券はどんな点が不満か

●企画乗車券で重要となる要素は何か
●企画乗車券で重要となる要素は何か
●どんな企画乗車券があればよいか

●企画乗車券は日頃検討するか
●どんな企画乗車券があればよいか
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今回実施した消費者調査の回答者属性（性別・年代別）は以下の通りである。

利用者（600人）属性 （性別、年代別人数）
【近畿圏】
300人

女性

23人

30代
35人

40 代
56 人

45 人

男性
135 人

女性
165 人

男性
147 人

女性
153 人

20 代
男性
17 人

【近畿圏外】
300人

50 代 6 0 代
19 人 2 0 人

42人

男性

27人 16人

女性

20代
15人

30代
41人

40人

40 代
43 人

55人

50代
27人

60代
9人

41人

23人

6人

数値単位：人
男性
20代 30代 40代 50代 60代
近畿圏
17
35
56
19
20
近畿圏外
15
41
43
27
9

女性
計
20代 30代 40代 50代 60代
147
23
45
42
27
16
135
40
55
41
23
6

計
153
165

合計
300
300

非利用者（400人）属性 （性別、年代別人数）
【近畿圏外】
200人

【近畿圏】
200人

20 代
4人
男性

女性

11人

30 代
27 人

31人

男性
112 人

女性
88 人

男性
102 人

女性
98 人

40 代
33 人

50代
16人

35人

60 代
22 人

18 人
3人

男性

20代
8人

女性

13人

30代
25人

25人

40 代
38 人

25人

50代
24人

19人

数値単位：人
男性
20代 30代 40代 50代 60代
近畿圏
4
27
33
16
22
近畿圏外
8
25
38
24
17

女性
計
20代 30代 40代 50代 60代
102
11
31
35
18
3
112
13
25
25
19
6

27

計
98
88

合計
200
200

6人

60 代
17 人

消費者調査 まとめ
企画乗車券について利用者、非利用者の各調査から得られた情報を「商品（造成）」にかかる情報と、
「販売促進のあり方」にかかる情報の各観点から分類、整理した。
また企画乗車券の利用者を中心に、「近畿圏居住者と近畿圏外居住者の違い」に焦点をあて、認知経路等
の諸項目について整理すると共に、「企画乗車券についてよく調べる人とあまり調べない人」の利用状況や
認知経路について整理した。

商品（造成）にかかる情報
●近畿圏
近畿圏、
近畿圏、圏外共に、「指定区間の乗降自由」や「利用都度の支払いの手間がない」、「乗降時通
圏外
常料金を支払うより安価」である点を利用理由に挙げる人が多い。

利用理由から
不満内容から

●近畿圏外
近畿圏外の人は、特に、「指定区間の乗降自由」や「利用都度の支払いの手間がない」といった
近畿圏外
企画乗車券の利便性を挙げる人が近畿圏より多くみられた。
●近畿圏
近畿圏、
近畿圏、圏外共に交通機関の利用の他「利用施設がセットのためプランが立てやすい」、「利用
圏外
施設や飲食施設の割引特典」を挙げる人もみられる。
●近畿圏
近畿圏、
近畿圏、圏外共に非利用者では、「予定ルート、目的地までの移動行程にマッチしない」あるい
圏外
は「車移動、移動手段の変更」を非利用の理由として挙げる人が多くみられた。

●近畿圏
近畿圏、
近畿圏、圏外共に、「より多くの交通機関の利用が可能」、「利用できる期間の長さ」、「利用
圏外
できる区間やエリアの広さ」、また「通常料金との比較でより安価」を重視する。
●近畿圏
近畿圏の人は、近畿圏外の人と比べ「利用できる期間の長さ」を重視する人が多い。
近畿圏

重視点から

●近畿圏
近畿圏、
近畿圏、圏外共に
圏外共に利用者では
利用者では、非利用者と比べ「チケットの入手のしやすさ」を重視する人が多
では
くみられた。
●近畿圏外
近畿圏外の
近畿圏外の利用者は、近畿圏の利用者と比べ「チケットの入手のしやすさ」の他、「自由入館や
利用者
自由利用の施設の多さ」や「施設の割引特典の多さ」を重視する人が多くみられた。

販売促進のあり方にかかる情報
●近畿圏
近畿圏の人は、日頃利用する交通機関の駅や車内で展開する広報媒体を通じて認知する人が非常
近畿圏
に多い。また家族や友人など身近な人からの口コミにより認知している。

認知経路から

●近畿圏外
近畿圏外の人は、旅行雑誌等のガイドやパンフレットから認知すると共に、家族や友人など身近
近畿圏外
な人からの口コミにより認知している。また旅行関連サイトで認知する人も多い。
●近畿圏
近畿圏、
近畿圏、圏外共に鉄道会社、バス会社のホームページで認知する人が多くみられた。
圏外

●近畿圏
近畿圏、
近畿圏、圏外共に旅行、行楽に出掛ける前に、事前情報として調べ、利用を検討している。
圏外

検討方法から
不満内容から

●近畿圏
近畿圏、
近畿圏、圏外共に
圏外共に利用した
利用した人
した人は旅行・訪問先で、案内やパンフレット、また交通機関あるいは案
内所のスタッフに聞いて検討し、利用に至った人も多くみられた。一方、利用
利用しなかった
利用しなかった人
しなかった人は事
前情報で検討で利用しない判断をしている人が多くみられた。
●近畿圏
近畿圏、
近畿圏、圏外共に企画乗車券の利用できる区間や期間、メリットや内容、また使い方がわかり難
圏外
いという意見みられた。

●近畿圏
近畿圏、
近畿圏、圏外共に交通機関の窓口や案内所での購入が大多数であった。
圏外

入手方法から
不満内容から

●近畿圏
近畿圏、
近畿圏、圏外共に“買う場所がわからない”、“どこでも買えたら”、“コンビニやネットで買
圏外
えたら”という意見が散見された。
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消費者調査 まとめ

【近畿圏居住者と近畿圏外居住者の違い】
【近畿圏居住者】

【近畿圏外居住者】

～比較的高スコアの項目～

認知経路

～比較的高スコアの項目～

「鉄道会社等の駅のポスター等、掲示物」
「鉄道会社等の時刻表や車内広告」
「鉄道会社等のフリーペーパーやパンフレッ
ト、チラシ」

「旅行雑誌等の観光ガイドブックや、旅行先のパン
フレット」
「ネットで鉄道会社等、各交通機関のホームペー
ジ」
「ネットで旅行先の観光協会他の公式サイト」

インターネットを通じた認知で「ネットで鉄道会社等、各交通機関のホームページ」は共に60％台なが
ら、「ネットで旅行先の観光協会他の公式サイト」については近畿圏外の居住者の半数が挙げ、近畿圏
居住者との差が顕著である。
～比較的高スコアの項目～

利用理由

～比較的高スコアの項目～

「交通機関の指定区間乗降自由」
「交通機関で乗降時通常料金を支払うより安価」
「交通機関や施設などを利用都度、料金の支払い手
間がない」

「交通機関の指定区間乗降自由」
「交通機関で乗降時通常料金を支払うより安価」
「交通機関や施設などを利用都度、料金の支払い手
間がない」

近畿圏外居住者は近畿圏居住者と比べると、利便性を利用の理由としてあげる人が比較的多い。
～比較的高スコアの項目～

購入場所

～比較的高スコアの項目～

「出発前に鉄道やバス会社、旅行会社などで」
「旅行・訪問地に着いてから鉄道会社等の案内所や
売場で」

「出発前に鉄道やバス会社、旅行会社などで」
「旅行・訪問地に着いてから鉄道会社等の案内所や
売場で」

近畿圏居住者、近畿圏外居住者共に購入場所について大きな差はみられない。
～比較的高スコアの項目～

不満内容

～比較的高スコアの項目～

「割引率や値段に関連した内容」
「企画乗車券のアイデアに関連した内容」
「利用期間や期日に関連した内容」
「購入できる場所・入手に関連した内容」

「利用できる交通機関共通に関連した内容」
「割引率や値段に関連した内容」
「購入できる場所・入手に関連した内容」
「利用期間や期日に関連した内容」
「企画乗車券のアイデアに関連した内容」

近畿圏外居住者は近畿圏居住者と比較し、お得さよりもむしろ、利便性や使いやすさに関連した不満
内容を挙げる人が比較的多い。
～比較的高スコアの項目～

重要要素

～比較的高スコアの項目～

「通常料金との比較でより安価」
「利用できる区間やエリアの広さ」
「より多くの交通機関の利用が可能」
「チケットの入手しやすさ」
「利用できる期間の長さ」

「通常料金との比較でより安価」
「利用できる区間やエリアの広さ」
「チケットの入手しやすさ」
「より多くの交通機関の利用が可能」

近畿圏外居住者は近畿圏居住者と比較し、利用できる期間の長さよりもむしろ、入手しやすさを重要
視する。
非利用者においても企画乗車券の重要要素については利用者と同様の諸項目が挙げられている。
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消費者調査 まとめ

【企画乗車券についてよく調べる人とあまり調べない人の違い】
【よく調べる人】

【あまり調べない人】

ここ3～4年間における、複数枚利用者率は42％

ここ3～4年間における、複数枚利用者率は27％

利用状況
企画乗車券の複数枚利用者率は、企画乗車券について「よく調べる人」と「あまり調べない人」で15ポ
イントの差がみられた。

～比較的高スコアの項目～

認知経路

～比較的高スコアの項目～

「鉄道会社等の駅のポスター等の掲示物」
「インターネットで鉄道会社等、各交通機関のホー
ムページ」
「鉄道会社等の時刻表や車内広告」
「鉄道会社等のフリーペーパー、パンフレット、チ
ラシ」
「旅行雑誌等の観光ガイドブック、パンフレット」

「鉄道会社等の駅のポスター等の掲示物」
「鉄道会社等の時刻表や車内広告」
「旅行雑誌等の観光ガイドブック、パンフレット」
「鉄道会社等のフリーペーパー、パンフレット、チ
ラシ」
「インターネットで鉄道会社等、各交通機関のホー
ムページ」

よく調べる人とあまり調べない人を比べると、インターネットを活用した情報収集や「旅行雑誌等の
観光ガイドブック、パンフレット」など能動的な情報接触で大きな差がみられる。

～比較的高スコアの項目～

利用理由

～比較的高スコアの項目～

「交通機関の指定区間の乗降自由」
「通常料金を支払うより安価」
「機関・施設利用の都度、支払いの手間がない」

「交通機関の指定区間の乗降自由」
「通常料金を支払うより安価」
「機関・施設利用の都度、支払いの手間がない」

よく調べる人とあまり調べない人では同様の傾向ながら、 「機関・施設利用の都度、支払いの手間が
ない」ではよく調べる人が多く、１８ポイントの差があった。

～比較的高スコアの項目～

重要要素

～比較的高スコアの項目～
「通常料金との比較でより安価である」
「利用可能区間やエリアゾーンの広さ」
「チケットの入手しやすさ」
「より多く交通機関が利用可能」
「利用可能期間の長さ」

「通常料金との比較でより安価である」
「利用可能区間やエリアゾーンの広さ」
「より多く交通機関が利用可能」
「チケットの入手しやすさ」
「利用可能期間の長さ」

「通常料金との比較でより安価である」については両者同等のスコアながら、他の要素についてはい
ずれも、よく調べる人があまり調べない人と比較し、それぞれ１０ポイント以上高いスコアとなって
いる。
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消費者アンケート

１

企画乗車券の利用者
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直近に
直近に利用した
利用した企画乗車券
した企画乗車券 ① （近畿圏居住者 第一想起）
あなたがここ３～４年間で利用した企画乗車券で直近のものは何ですか？
覚えている鉄道会社やバス会社、企画乗車券名などをお書きください。

近畿圏内及び近畿圏外それぞれの居住者（各300人）に対し、直近で利用した企画乗車券を尋ね、覚えてい
る企画乗車券名あるいは鉄道会社等の販売事業名を自由に挙げてもらい整理した。企画乗車券名や鉄道会社
等について正確な名称が記載されていない場合について、特定できるものについては券名等を特定した。
（１）近畿圏居住者 （300人がそれぞれひとつ挙げた事業者や券名。事業者あるいは券名不明を含む）
数値単位：人
企画販売事業者

企画乗車券

人数

スルッとKANSAI（3day、2day 神戸観光1day など）

85

西日本旅客鉄道

青春18きっぷ、白浜パンダパス他、券名不明含む

26

まわりゃんせ

17

週末フリーパス

5

平城京遷都記念1日乗車券

3

ご朱印巡りきっぷ

2

近鉄不明（特定できないもの）

4

近鉄日本鉄道

阪神電気鉄道

垂水舞子1dayチケット、阪神・明石市内1dayチケット

近鉄←→阪神1dayチケット
阪急電鉄

2

阪急・嵐電1日周遊パス

3

阪急不明（特定できないもの）

2

阪急阪神1dayパス

12
比叡山1dayチケット

京阪電気鉄道

各1

2

大原1dayチケット、みやこ漫遊チケット、
OSAKA海遊館きっぷ、ひらぱーGO！GO！
京阪不明（特定できないもの）

各1
6

奈良・斑鳩1dayチケット

12

京福電気鉄道

京福1日フリー

2

神戸電気鉄道

年末・年始1dayパス、有馬・六甲周遊パス

2

南海電気鉄道

南海高野山1dayチケット、みさき公園わくわくきっぷ

山陽電気鉄道

三宮・姫路1dayチケット

1

京都観光1日乗車券、2日乗車券、期間不明含む

44

市バス1日乗車券、地下鉄1日乗車券、共通1日乗車券

10

地下鉄1日乗車券、ノーマイカーデーチケット

16

京都市
大阪市

有馬・六甲周遊2dayパス、いい古都チケット、鞍馬・祇園1dayチケット、高
野山1dayチケット、六甲まやエンジョイパス

各1

各1

このほかに、「有馬温泉」、「京都めぐり」、「海遊館チケット」、「大阪周遊」、「京都周遊パス」、
「京都地下鉄京阪神1day」 など券名や企画、販売事業者を特定できないもの（29人）、また、近畿圏以
外の乗車券等（2人）が挙げられた。
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直近に
直近に利用した
利用した企画乗車券
した企画乗車券 ②

（近畿圏外居住者

第一想起）

あなたがここ３～４年間で利用した企画乗車券で直近のものは何ですか？
覚えている鉄道会社やバス会社、企画乗車券名などをお書きください。

（２）近畿圏外居住者 （300人がそれぞれひとつ挙げた事業者や券名。事業者あるいは券名不明を含む）
数値単位：人
企画販売事業者

企画乗車券

スルッとKANSAI（3day、2day、大阪周遊、神戸観光1day など）

人数
46

西日本旅客鉄道

青春18きっぷ、奈良万葉きっぷ、南紀周遊、大阪周遊、
大阪ぐるりんパス、遷都記念、白浜パンダパス他券名不
明含む

46

新幹線、JR他社

のぞみ＆京都観光フリーきっぷ（新幹線＋京都観光フ
リー含む）、JR東海伊勢路フリーきっぷ

9

まわりゃんせ

9

週末フリーパス

5

親子フリーきっぷ

2

近鉄日本鉄道

平城京遷都記念1日乗車券、3・3・SUNフリーきっぷ、
奈良世界遺産フリーきっぷ

阪神電気鉄道

各1

近鉄券名不明

8

阪神

1

飛鳥・斑鳩1dayチケット

阪神券名不明

2

阪急阪神1dayパス

1

ユニバーサルシティ往復乗車券

15

飛鳥・斑鳩1dayチケット

2

京阪電気鉄道

京阪券名不明

1

京福電気鉄道

京福券名不明

1

神戸電気鉄道

神鉄券名不明

1

京都観光1日乗車券、2日乗車券、期間不明含む

59

市バス1日乗車券、地下鉄1日乗車券

8

京都市営券名不明

3

地下鉄1日乗車券

7

OSAKA海遊きっぷ

3

大阪市営券名不明

1

地下鉄1日乗車券

1

神戸市営券名不明

1

西日本ＪＲバス

券名不明

2

京阪バス

券名不明

2

京都バス

券名不明

3

奈良交通

券名不明

1

京都市

大阪市

神戸市

このほかに、 「大阪奈良JR近鉄フリー」 、 「京めぐり」 、「京都観光」、「ぐるっと関西」、「京
阪神周遊券」など券名や企画、販売事業者を特定できないもの（42人）、また、近畿圏以外の乗車券や、
「天理教団体列車」や「回数券」といった企画乗車券以外（15人）が挙げられた。
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直近以外に
直近以外に利用した
利用した企画乗車券
した企画乗車券 ① （近畿圏居住者 第二～第四想起）
あなたがここ３～４年間で利用した企画乗車券で直近のもの以外で利用したものは何ですか？
覚えている鉄道会社やバス会社、企画乗車券名などをお書きください。

近畿圏内及び近畿圏外それぞれの居住者（各300人）に対し、直近で利用した企画乗車券以外でここ3～4年
の間に利用したことがある企画乗車券名、あるいは鉄道会社等の販売事業名を自由に挙げてもらい整理した。
企画乗車券名や鉄道会社等について正確な名称が記載されていない場合について、特定できるものについては
券名等を特定した。
（１）近畿圏居住者 （300人が直近利用のもの以外で利用したもの。事業者、券名不明含む）
（

）内の数値単位：人

企画販売事業者及び乗車券名が特定されるもの
●スルッとKANSAI（3day、2day、大阪周遊、神戸観光1day 等）（33）
●西日本旅客鉄道（青春18きっぷ） （4）
●西日本旅客鉄道（奈良万葉きっぷ） （1）
●西日本旅客鉄道（券名不明） （2）
●新幹線（券名不明） （1）
●近畿日本鉄道（まわりゃんせ） （9）
●近畿日本鉄道（週末フリーきっぷ） （7）
●近畿日本鉄道（平城京遷都1300年記念） （2）
●近畿日本鉄道（3dayパス） （1）
●近畿日本鉄道（その他、券名不明） （7）
●京阪電気鉄道（ひらぱーGO！GO！チケット） （1） ●京阪電気鉄道（嵐山1dayチケット） （1）
●京阪電気鉄道（みやこ漫遊） （1）
●阪急電鉄（初詣乗車券） （1）
●阪急電鉄（OSAKA海遊きっぷ） （1）
●阪急電鉄（券名不明） （2）
●阪神電気鉄道（阪神・山陽 梅田ー西舞子） （1）
●阪神電気鉄道（阪神・明石市内1day） （2）
●阪神電気鉄道（新春どこでもパス） （1）
●阪神電気鉄道（三宮・姫路1dayチケット） （1）
●阪神電気鉄道（券名不明） （2）
●山陽電気鉄道（1日パスポート） （1）
●神戸交通振興（シティループ1日乗車券） （1）
●海上アクセス（ベイシャトルぷらっと日帰り往復） （1）
●南海電気鉄道（みさき公園わくわくきっぷ） （1） ●南海電気鉄道（高野山世界遺産きっぷ） （2）
●南海電気鉄道（和歌山おでかけきっぷ） （1）
●南海電気鉄道（券名不明） （1）
●京都市
（京都観光1日乗車券） （15）
●京都市
（地下鉄1日乗車券） （2）
●京都市
（市バス1日乗車券） （7）
●大阪市
（地下鉄1日乗車券） （13）
●大阪市
（ノーマイカーデーチケット）
（1）
●大阪市
（地下鉄券名不明） （1）

企画販売事業者が複数のもの
○鞍馬・祇園1dayチケット （1）
○奈良斑鳩1dayチケット （8）
○OSAKA海遊きっぷ （5）
○ユニバーサルシティ往復 （2）

○京めぐり

（1）

○阪急阪神1dayパス
○六甲有馬周遊パス

（6）
（2）

企画販売事業者および乗車券名が不明のもの
◇京都洛北寺社 （1）
◇大阪1day （2）
◇京阪神1dayパス （1）

◇京都の周遊パス （1）
◇神戸観光 （1）
◇地下鉄1日乗車券 （8）
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◇奈良1dayチケット

（2）

直近以外に
直近以外に利用した
利用した企画乗車券
した企画乗車券 ② （近畿圏外居住者 第二～第四想起）
あなたがここ３～４年間で利用した企画乗車券で直近のもの以外で利用したものは何ですか？
覚えている鉄道会社やバス会社、企画乗車券名などをお書きください。

（２）近畿圏外居住者 （300人が直近利用のもの以外で利用したもの。事業者、券名不明含む）
（

）内の数値単位：人

企画販売事業者及び乗車券名が特定されるもの
●スルッとKANSAI（3day、2day、大阪周遊、神戸観光1day 等）（19）
●西日本旅客鉄道（青春18きっぷ） （3）
●西日本旅客鉄道（大阪ぐるりんパス） （2）
●西日本旅客鉄道（券名不明） （3）
●新幹線（新幹線＋京都観光 新幹線＋大阪 ぷらっとこだま） （4）
●近畿日本鉄道（まわりゃんせ） （7）
●近畿日本鉄道（週末フリーきっぷ） （4）
●近畿日本鉄道（平城京遷都1300年祭） （1）
●京阪電気鉄道（湖都古都おおつ1dayきっぷ） （1）
●神戸電気鉄道（有馬六甲1day周遊パス） （1）
●神戸交通振興（シティループ1日乗車券） （3）
●京都市
（京都観光1日乗車券） （18）
●大阪市
（地下鉄1日乗車券） （5）

企画販売事業者が複数のもの
○嵐電1dayチケット （1）
○京めぐり （2）
○奈良斑鳩1dayチケット （3）
○奈良1日乗車券 （2）
○OSAKA海遊きっぷ （6）
○ユニバーサルシティ往復 （5）

○鞍馬貴船1dayチケット
○平城京遷都1300年祭
○阪急阪神1dayパス

（1）
（1）

（3）

企画販売事業者および乗車券名が不明のもの
◇京阪神往復割引きっぷ

（1）

◇市バス1日乗車券
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（1）

◇地下鉄1日乗車券

（5）

企画乗車券の
企画乗車券の認知経路
あなたが直近で利用した企画乗車券は、どのようなところで知りましたか。

企画乗車券の
企画乗車券の認知経路

（近畿圏：Ｎ＝300 近畿圏外：Ｎ＝300
29

旅行雑誌等の観光ガイドや旅行先のパンフ
新聞、雑誌、ＴＶ等の記事や案内、ＣＭ

16

81
81

47

鉄道会社等のフリーペーパーやパンフ他

32

鉄道会社等のポスター他の掲示物

63

10

鉄道会社等の駅スタッフから

2

4

29

インターネットの旅行・行楽関連サイト

11

インターネットで観光協会他の公式サイト

50

19

インターネットで鉄道会社等のホームページ
インターネットでブログやツイッターで
チケットを手配、購入した旅行会社

60

1
3

覚えていない

62

5
13

家族、友人、知人など身近な人
その他

91

21
22

5

旅行・訪問先の旅行案内所

M.A.

79

20

鉄道会社やバス会社の時刻表や車内広告

旅行・訪問先の宿泊施設で

数値単位：人）

5

43
8

13

47

15

近畿圏

近畿圏外

その他
●ここ何年か毎年利用している
●京都駅前で販売していた
●JTB時刻表
●現地情報
他

【近畿圏居住者】（Ｎ＝300）
近畿圏居住者の認知経路で最も多かったのは「鉄道会社やバス会社の駅のポスター等の掲示物」で、
近畿圏居住者300人中の91人、30％が挙げた。次いで「鉄道会社やバス会社の時刻表や車内広告」、
「鉄道会社やバス会社のフリーペーパーやパンフレット、チラシ」が多く、いずれも27％の人が挙げた。
また、「旅行雑誌等の観光ガイドブックや、旅行先のパンフレット」は10％、「新聞、雑誌、テレビ、
ラジオのマスメディアの記事や案内、ＣＭ」については7％であった。
一方、インターネットを通じた認知では「インターネットで鉄道会社等、各交通機関のホームページ」
が21％（62人）、「インターネットで旅行・行楽関連サイト」が10％（29人）であった。
また口コミルート、「家族、友人、知人など身近な人」は16％（47人）であった。
【近畿圏外居住者】（Ｎ＝300）
近畿圏外居住者の認知経路で最も多かったのは「旅行雑誌等の観光ガイドブックや、旅行先のパンフ
レット」で、300人中、79人、26％が挙げた。次いで「鉄道会社やバス会社の駅のポスター等の掲示物」
が21％（63人）と多かった。以下、「鉄道会社やバス会社の時刻表や、車内広告」（16％）、「鉄道会
社やバス会社のフリーペーパーやパンフレット、チラシ」（11％）と続く。「新聞、雑誌、テレビ、ラ
ジオのマスメディアの記事や案内、ＣＭ」については5％に留まった。
一方、インターネットを通じた認知では近畿圏居住者同様、「インターネットで鉄道会社等、各交通
機関のホームページ」が20％（60人）と最も多かった。次いで多かったのは「インターネットで旅行・
行楽関連サイト」で17％（50人）であった。また、「インターネットで旅行先の観光協会他の公式サイ
ト」は6％（19人）の人が挙げた。
また「家族、友人、知人など身近な人」は14％（43人）と近畿圏居住者とほぼ同等のスコアであった。
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企画乗車券の
企画乗車券の利用目的
（直近の利用企画乗車券について）あなたは、どのような理由で企画乗車券を利用しましたか。

企画乗車券利用 の 理由

（近畿圏：Ｎ＝300 近畿圏外：Ｎ＝300 数値単位：人）
178

交通機関の指定区間乗降自由

21
18

交通機関限定のため利用交通機関で悩まなくてよい

41
41

訪問、利用施設がセットのためプランが立てやすい

38
31

訪問、利用施設や飲食施設の割引特典がついている

153
142

交通機関で乗降時通常料金を支払うより安価
旅行・訪問の記念として残しておける

12
8

なるべく小銭は持ち歩きたくない

10
8

覚えていない

196

109
121

交通機関や施設等の利用都度の支払手間がない

その他

M.A.≦3

1

7
6
8

近畿圏

近畿圏外

その他
●乗車券を購入するときに値段の確認が面倒だから
●普段乗らない路線に乗れるから
●企画がおもしろいのでわざわざ旅行を企画した
●回数券を買うより安いから
●おまけ神社記念品
他
企画乗車券を利用した理由で最も多かったのは「交通機関の指定区間乗降自由」で全体の62％（374
人）が挙げた。次いで多かったのは「交通機関で乗降時通常料金を支払うより安価」 で49％（295人）、
これに「交通機関や施設などを利用都度、料金の支払い手間がない」が38％（230人）と続いており、
全体的には利便性を重視する人がやや多かった。
また、「訪問、利用施設がセットのためプランが立てやすい」は14％、「訪問、利用観光施設や飲食施
設の割引特典がついている」は11％であった。
【近畿圏居住者】（Ｎ＝300）
近畿圏居住者の利用理由で最も多かったのは「交通機関の指定区間乗降自由」で59.3％（178人）が
挙げた。次いで多かったのは「交通機関で乗降時通常料金を支払うより安価」で、ほぼ半数の51％
（153人）、また 「交通機関や施設などを利用都度、料金の支払い手間がない」は36％（109人）で
あった。
【近畿圏外居住者】（Ｎ＝300）
近畿圏外居住者で最も多かったのは近畿圏居住者同様、「交通機関の指定区間乗降自由」 で65.3％、
300人中、196人の人が挙げた。次いで「交通機関で乗降時通常料金を支払うより安価」が多く47％
（142人）、また「交通機関や施設などを利用都度、料金の支払い手間がない」が40％（121人）となっ
ている。
近畿圏外居住者は近畿圏居住者と比べると、支払い金額もさることながら、乗降自由や支払い手間が
ないといった利便性が利用の理由として強くなっている。
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企画乗車券の
企画乗車券の検討方法
（直近の利用企画乗車券について）あなたは、どのような方法で検討しましたか。

企画乗車券の
企画乗車券の検討方法

（近畿圏：Ｎ＝300 近畿圏外：Ｎ＝300 数値単位：人）

138

出発前、パソコンや携帯電話でネットで

16

出発前、新聞や雑誌、時刻表で

148

20
46

出発前、旅行ガイドやパンフレットで

57

31

出発前、鉄道や旅行会社、案内所等のスタッフに聞いて
出発前、家族や知人、友人に聞いて

19
10
8
18
19
10
19
7
14

旅行・訪問先、パソコンや携帯電話でネットで
旅行・訪問先、旅行案内やパンフレットで
旅行・訪問先、現地の鉄道会社等のスタッフに聞いて
旅行・訪問先、現地の観光案内所のスタッフに聞いて
旅行・訪問先、現地宿泊施設のスタッフに聞いて 1

M.A.≦3

37
33

4
7

旅行・訪問先、知人や友人に聞いて
その他

4

覚えていない

4

15

8

近畿圏

近畿圏外

その他
●2か所以上を回る場合は必ず利用している
●広告
●駅の表示で
●定期を買うほどではないよく行く場所が割り安だったので
企画乗車券の検討方法では「出発前、パソコンや携帯電話でネットで」であり、全体の48％（286人）
と他の検討方法と比べ群を抜いたスコアであった。
以下、「出発前、旅行ガイド・パンフレットで」が17％（103人）、「出発前、鉄道や旅行会社、案
内所等のスタッフに聞いて」が11％（68人）、「出発前、家族や知人、友人に聞いて」が8％（52人）、
「旅行・訪問先、旅行案内やパンフレットで」、「出発前、新聞や雑誌、時刻表で調べて」がいずれも
6％、「旅行・訪問先、現地の鉄道会社等のスタッフに聞いて」が5％であった。
【近畿圏居住者】（Ｎ＝300）
「出発前、パソコンや携帯電話でネットで」は41％（138人）が挙げた。以下、「出発前、旅行ガイド・
パンフレットで」が15％（46人）、「出発前、家族や知人、友人に聞いて」が11％（33人）、「出発前、
鉄道や旅行会社、案内所等のスタッフに聞いて」が10％（31人）と続いている。
近畿圏外居住者と比べ「出発前、家族や知人、友人に聞いて」を挙げた人がやや多くなっている。
【近畿圏外居住者】（Ｎ＝300）
近畿圏外居住者では「出発前、パソコンや携帯電話でネットで」が49％（148人）、次いで「出発前、
旅行ガイド・パンフレットで」が19％（57人）といずれのスコアについても近畿圏居住者より高いスコア
となっている。
以下、 「出発前、鉄道や旅行会社、案内所等のスタッフに聞いて」 が12％（37人）、「出発前、新聞
や雑誌、時刻表で調べて」、 「出発前、家族や知人、友人に聞いて」、 「旅行・訪問先、旅行案内やパ
ンフレットで」 、 「旅行・訪問先、現地の鉄道会社等のスタッフに聞いて」がいずれも6～7％で続く。
近畿圏外居住者は出発前及び旅行・訪問先いずれについても近畿圏居住者と比較し、多様な方法で検討
していることが伺える。
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企画乗車券の
企画乗車券の購入場所
（直近の利用企画乗車券について）あなたは、どこで購入（引換えクーポン入手を含む）しましたか。

企画乗車の
企画乗車の購入場所

（近畿圏：Ｎ＝300 近畿圏外：Ｎ＝300 数値単位：人）

出発前に鉄道やバス会社、旅行会社などで
出発前に、チケットショップで

138

9
9
70

旅行・訪問地に着いてから鉄道会社等の案内所や売場で

121

1
1

旅行・訪問地に着いてから現地の知人、友人にもらって

1
4

旅行・訪問地に着いてからチケットショップで

4
4

その他

2
5

覚えていない

183

23

4

出発前に家族、知人、友人からもらって

旅行・訪問地に着いてから旅行会社で

S.A.

7

14
近畿圏

近畿圏外

その他
●コンビニ
●オークション
●旅行会社のサービスの中に付属していた為
●出発前に旅行会社から自宅にチケットを送ってきた
●自宅最寄駅にて

企画乗車券の入手場所では「出発前に鉄道やバス会社、旅行会社などで」が最も多く、全体の54％
（321人）であった。
また旅行・訪問地に到着してから、「旅行・訪問地に着いてから鉄道会社等の案内所や売場で」入手
する人は32％（191人）であった。
【近畿圏居住者】（Ｎ＝300）
近畿圏居住者の入手場所は「出発前に鉄道やバス会社、旅行会社などで」 が最も多く、61％（183人）
であった。出発前ではこの他に「出発前にチケットショップで」を挙げた人が8％（23人）であった。
また、訪問地到着後の入手では「旅行・訪問地に着いてから鉄道会社等の案内所や売場で」は23％（70
人）と多かった。
【近畿圏外居住者】（Ｎ＝300）
近畿圏外居住者でも「出発前に鉄道やバス会社、旅行会社などで」 が最も多く、46％（138人）であっ
た。
一方、訪問地到着後に「旅行・訪問地に着いてから鉄道会社等の案内所や売場で」入手した人は40％
（121人）であった。
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企画乗車券の
企画乗車券の不満点（
不満点（自由意見）
自由意見）
（直近の利用企画乗車券について）あなたは、どのような点が不満ですか。

挙げられた不満件数
げられた不満件数

（近畿圏内外各３００人から収集 数値単位：件）

割引率や値段に関連した内容
利用期間や期日に関連した内容

19

13
13

利用できる交通機関共通に関連した内容
購入できる場所・入手に関連した内容

15

企画乗車券のアイデアに関連した内容

13

交通機関以外のセット、特典に関連した内容
デザイン・形状に関連した内容

31

16

7
3

18
18
22

9

4
9

広報、告知、理解促進に関連した内容
その他

11
10

14

近畿圏

近畿圏外

利用した企画乗車券についての不満を自由意見で尋ね、その記載内容から上掲の9グループに分類し
た。（自由表記の不満意見は次ページ以降）
全体では「割引率や値段に関連した内容」が47件で最も多かった。またその他では、「企画乗車券の
アイデアに関連した内容」 （自分自身のアイデア記載を含め）、「購入できる場所・入手に関連した内
容」、「利用期間や期日に関連した内容」、「利用できる交通機関共通に関連した内容」がいずれも30
件台と多くみられた。
また、「広報、告知、理解促進に関連した内容」で不満点を挙げる人が全体で20件、「交通機関以外
のセット、特典に関連にした内容」が16件、「デザイン・形状に関連した内容」が7件みられた。
居住エリア別では、近畿圏居住者においては「割引率や値段に関連した内容」を挙げる人が比較的多
かった他、「企画乗車券のアイデアに関連した内容」（自分自身のアイデア記載含め）を挙げる人が多
かった。
一方、近畿圏外居住者では「利用できる交通機関共通に関連した内容」を挙げる人が比較的多くみら
れた。
＜その他不満意見＞

（主なもの

ほぼ原文）

～近畿圏居住者～
●クレジットカードが使えなかった（男性30代）
●紛失すると再発行が出来ないので、やや緊張をした（男性40代）
●事前に設定金額以上に使うか判定しにくい（女性40代）
●発売枚数が少なかった（女性40代）
●金額の種類をふやしてほしい（女性50代）
～近畿圏外居住者～
●もしも落とした時や破損したときにはどうなるのかがわからない（男性40代）
●もっといっぱい種類があるといい（男性50代）
●京都は常に渋滞が多く時間がかかり過ぎて思ったより回りきれない（男性60代）
●窓口が混んでいて、聞きたいことがなかなか聞けない（女性40代）
●思ったよりバスの便が悪くて時間がかかった（女性40代）
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企画乗車券の
企画乗車券の不満内容（
不満内容（自由意見 ①）
（直近の利用企画乗車券について）あなたは、どのような点が不満ですか。（自由意見）

（１）割引率や
割引率や値段に
値段に関する不満意見
する不満意見 代表的な意見を抽出（ほぼ原文のまま）
【近畿圏居住者】

【近畿圏外居住者】

●値段が高い（男性20代）
●もっと安くしてほしい（男性40代）
●もう少し割引があればよいと思う（女性60代）
●もう少し安いのがあれば、利用したい（男性40代）
●もう少し安ければ利用機会も増えるのでは？（男性60代）
●割引率が思ったほど高くなかった。（男性30代）
●回数券より安いとは限らない点（男性40代）
●料金が割高な気がした（女性60代）
●お得感があまりなかった（男性60代）
●金額的には何も得がなかった（男性40代）

●お得感が若干欠ける（女性30代）
●結果論としてお得感があまりなかった（男性40代）
●もう少し割引率が良いとうれしい（男性40代）
●余りお得で無かった。大阪北部だと追加料金を取られた
（男性40代）
●割引でも割高感がかんじられるところ（男性30代）
●もう少し安くてもいいと思う（女性40代）
●割安感があってよい（男性40代）
●あえて言えばもう少し安いと迷わず購入する（女性20代）
●どれくらいお得かわからない。 割引率が低い（女性30代）
●もう少し割安感があるといい（女性50代）

（２）期間に
期間に関する不満意見
する不満意見 代表的な意見を抽出（ほぼ原文のまま）
【近畿圏居住者】
●使用有効期間が夏休みとかも使えて期間が長いと便利や
と思います（女性40代）
●お正月のみという点。もっと頻繁に神戸高速線の期間割
引チケットを出して欲しい（女性40代）
●期間限定であったが通例となればよい（女性40代）
●期間がわかりずらい（女性60代）
●期間が指定されていること（男性40代）
●使用期間が限られる。もう少し長い期間で使えたらいい
と思う（女性50代）
●通年販売してもらえるとありがたいです（男性40代）
●平日にも使えるようにしてほしい（男性40代）
●日にち限定で購入しなければならない（男性50代）
●販売期間と利用できる期間が短いこと（女性40代）

【近畿圏外居住者】
●期間が短い（女性20代）
●2日（3日）券があるといいなぁ（女性30代）
●翌年も同じ企画乗車券があれば利用したいと思っていた
ら、日帰りのみに変更になっていた（女性40代）
●利用できる施設に時間の制限があったので、そこをフリー
にしてほしい（女性40代）
●有効期限がある事（女性40代）
●有効期間が3日とか少し長いものがあれば良い（男性40代）
●期間をもっと長くして欲しかった（女性30代）
●乗車券は有効期限が一日なので、泊まりでは利用できない
のが残念です（女性30代）
●複数日利用可能でよりお得なものがあれば（男性40代）
●期間限定なので通年でやってほしい（女性30代）

（３）交通機関・
交通機関・区間に
区間に関する不満意見
する不満意見 代表的な意見を抽出（ほぼ原文のまま）
【近畿圏居住者】
●バスの乗り放題がついてたらうれしい（女性30代）
●JRも使えたらなお良い（男性20代）
●バス路線が複雑で、行先に便利な路線がどれかわかりにく
い（男性60代）
●一部使えない会社、路線等があること（男性40代）
●しょうがないとは思うが、京都市内でも均一区間外で使え
ない区間があるところ（女性20代）
●周辺の鉄道会社が連携していると良い（女性60代）
●京都市営バスだけしか使えない。他のバスと共通チケット
があればもっと便利なのだが・・・（女性40代）
●ＪＲが乗れなかったのでＪＲも乗れたら・・・（女性40代）
●１社だけでなく、他社も参加した幅広く利用できる企画乗
車券があれば便利（男性30代）
●値段が上がってもいいのでエリアを拡大（男性50代）

【近畿圏外居住者】
●全ての交通機関くまなく乗れないので、対応していない区
間が含まれる場合の買い方がよく分らない（女性30代）
●JRでも使えるようにしてほしい（男性30代）
●乗車開始区間までのきっぷが面倒だった（男性50代）
●新幹線の乗車時間を指定される所が不便（女性50代）
●バスの本数が少ない（女性50代）
●乗車区間でも乗り降りできないところがあったりして分か
りにくかった（女性20代）
●普通電車しか乗れない（男性30代）
●JR及び私鉄が自由に乗り降りできる切符だったらとても便
利だったと思います（女性40代）
●地下鉄・阪急・阪神・JRで使える夢のような乗車券があれ
ばいいなと思います（女性30代）
●タクシーはダメ（女性 20代）
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企画乗車券の
企画乗車券の不満内容（
不満内容（自由意見 ②）
（直近の利用企画乗車券について）あなたは、どのような点が不満ですか。（自由意見）

（４）購入できる
購入できる場所
できる場所に
場所に関する不満意見
する不満意見 代表的な意見を抽出（ほぼ原文のまま）
【近畿圏居住者】
●販売駅がすべての駅ではないこと（女性30代）
●もっと販売箇所を増やして簡単に購入したい（男性30代）
●自動販売機で購入できない（女性50代）
●買う場所がわからない（女性20代）
●簡単にコンビニで買えるようにしてほしい（女性60代）
●買えるところが少ない（男性20代）
●どこでも買えれば良いのに。買う場所が限定されているの
で面倒くさい（女性40代）
●駅で購入できなかった（男性50代）
●最寄駅で販売していないので一度電車をおりて購入しなけ
ればいけない。券売機で買えるとありがたい（女性30代）
●ネットで購入できない（男性30代）

【近畿圏外居住者】
●岐阜に住んでいたが、近鉄名古屋駅までわざわざ行って買
わなくてはいけなかったこと（女性20代）
●売っているところを増やしてほしい（女性20代）
●乗車開始エリア外の駅で購入できなかった（女性40代）
●企画乗車券やパンフレットなどの旅行を予約できる別の窓
口があればいいと思いました（女性30代）
●売っているところを増やしてほしい（女性20代）
●購入できる場所が少ないこと（女性20代）
●系列のバス会社の窓口で予約できたが、指定のチケット販
売所に行かなくては買えなかったこと（女性40代）
●対面式の販売だったので自動販売機があるとより便利だと
思う（女性40代）
●コンビニで買えると便利だなと思う（女性20代）
●1日乗車券の交換場所が遠く分かりにくかった（女性40代）

（５）企画乗車券の
企画乗車券の内容そのものに
内容そのものに関
そのものに関する不満意見
する不満意見 代表的な意見を抽出（ほぼ原文のまま）
【近畿圏居住者】

【近畿圏外居住者】

●降りた駅が印刷される（女性30代）

●3日乗放題だったがそれ程乗れるものでもない（女性50代）

●自由さが不十分（男性60代）
●阪神線が難波まで使用できるか判らない（男性50代）

●特急料金を払わないといけないので 割引制度があるとい
いと思いました（女性50代）

●出発駅から買いたい（女性40代）

●ホテルも一緒にプランに入れてほしい（女性20代）

●制約が多すぎる（男性40代）

●指定席の振り替えが面倒だった（女性30代）

●グリーン車を利用できる回数制限があった事（女性30代）

●途中乗車ができない（女性50代）

●エリア外からだったので別料金がかかった（男性40代）

●2人同時に使うことが条件だったが、1人でもつかえると
もっと便利だと思った（女性40代）

●小さい子連れの場合、割引施設の中で利用するのは限られ
ているので選択肢が増えるとうれしい（女性30代）

●自分で選択できるプランがあると良い（男性30代）

●奈良エリアで乗り降りしないので、京都のみフリー区間で
値段を安くしてほしい（女性30代）

●一回買うと、返金されないのがイヤ（女性30代）

●イレギュラーな乗り継ぎが出来ない（男性40代）

●三重県もカバーしてほしかった（男性30代）

●範囲が思ったより狭かった（男性20代）

（６）特典、
特典、プレミア、
プレミア、おまけに関
おまけに関する不満意見
する不満意見 （ほぼ原文のまま）
【近畿圏居住者】
●気に入ったスポットばかりは観れないので、興味がない所
まで行かなければいけない（男性50代）
●優待増やしてほしい（男性40代）
●もっとプラスアルファの特典があればいい（女性40代）
●有効駅付近で使用出来る食事の割引クーポンでも付いてい
たら有り難いですが（男性60代）
●無料で利用できる施設が少ない（男性20代）
●付属の割引券があまり充実していない（女性30代）
●割引特典のお店の数が少なかったのでもっと増やして欲し
いです（女性40代）
●割引商品が思った以上に魅力なかった（男性 30代）

【近畿圏外居住者】
●どちらかというと子供向けのようなので、もう少し大人向
けの施設があるとよい（男性30代）
●行き方がわかる地図かなんかがあるとよかった（男性30代）
●初めての利用で、パンプレットに列車の時刻表が出ていた
らいいなと思った（女性50代）
●割引サービスが使用しないものが多い（女性30代）
●もっとたくさんの施設で利用できたら嬉しい（女性30代）
●特典を拡充してほしい（男性50代）
●利用施設を増やしてもらえると、また行きたくなる
（男性30代）
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企画乗車券の
企画乗車券の不満内容（
不満内容（自由意見 ③）
（直近の利用企画乗車券について）あなたは、どのような点が不満ですか。（自由意見）

（７）デザイン・
デザイン・形状に
形状に関する不満意見
する不満意見 （ほぼ原文のまま）
【近畿圏居住者】

【近畿圏外居住者】

●ＩＣカード対応に出ないだろうか?（女性40代）

●携帯に登録＆使用できれば便利で楽だろうなと思いました
（女性40代）
●ICでどこでもかざすだけで利用できるようにしてもらえる
と便利（男性20代）
●もう少し硬くて丈夫な紙だと無くしにくい様に思いました
（男性40代）
●イラストが不細工（女性20代）

●大きすぎるので切符を小さくして欲しいです（女性30代）
●自動改札が使えない事（男性40代）

（８）企画乗車券の
企画乗車券の広報、
広報、宣伝、
宣伝、理解促進に
理解促進に関する不満意見
する不満意見 （ほぼ原文のまま）
【近畿圏居住者】

【近畿圏外居住者】

●購入駅での説明と実際が食い違っていたため、2重に支払
うことになってしまった。紛らわしい説明はやめてほしい
と思った（女性30代）

●人から聞かなかったら知らなかったのでもっとポスターと
かを貼ったほうがいい（女性20代）

●利用できるバスが限定されていてよく分からず、間違って
乗って料金をとられました（男性50代）

●もっと宣伝して認知度を上げたほうがよい（男性30代）

●もっとお得なことを教えてほしい（女性20代）
●チケット案内所に同じような企画乗車券がいくつかあり、
どれがお得なのかよくわからなかった（女性20代）

●特典を受けれる場所が認知してくれていない所があること
（女性20代）
●パンフレットを見ないとどこが乗降可能か不明（女性20代）
●どんな企画乗車券があるのか分かりにくい（女性30代）
●最初、使い方がわからなかった（女性20代）

●割引券は色々あるが、使うときに探すのが面倒（女性20代）
●利用できる範囲がわかりにくい（女性30代）
●使える路線の明記がなかった（女性30代）

●JRを利用していないと知る機会が少ない。昨年は見逃して
しまったようだ（女性50代）

●旅行先の土地勘がないので、その乗車券が使える区間がよ
く分からなかったりして、乗る前に乗務員さんに確認して
いたところがめんどくさかったです（女性30代）

●乗車可能範囲がわかりにくい（男性30代）

●一部対象外の地域がわかりにくい（女性20代）

●内容が複雑なところ（女性40代）

●通常の乗車券とどちらが安いか、自分で計算して検討する
必要があったので、若干手間だった（女性20代）
●区間対象内なのか対象外なのか、使用する際に悩むことが
あります（女性40代）

（９）その他
その他 重複意見は除外した（ほぼ原文のまま）
【近畿圏居住者】
●事前に設定金額以上に使うか判定しにくい（女性40代）
●金額の種類をふやしてほしい（女性50代）
●発売枚数が少なかった（女性40代）
●買う人が多いのでかなりバスが混み合う（男性30代）
●紛失すると再発行が出来ないので緊張をした（男性40代）
●バスの本数が少なかった（女性60代）
●分割できない（女性40代）
●使いにくい（男性60代）
●ノーマイカーデーにさらに安くなるが、その日数を増やし
てほしい（女性30代）
●予約が必要がめんどくさい（男性30代）
●クレジットカードが使えなかった（男性30代）
●電車の本数が限定されていて不便（女性20代）

【近畿圏外居住者】
●京都は常に渋滞が多く時間がかかり過ぎ思ったより回りき
れない（男性60代）
●他の会社もこのようなセットを作ってほしい（女性30代）
●もしも落とした時や破損したときにはどうなるのかがわか
らない（男性40代）
●思った以上に購入した企画乗車券の旅行先での利用範囲が
少なく大変不便をしました（女性40代）
●もっといっぱい種類があるといい（男性50代）
●利用日当日は購入できないこと（男性40代）
●当日の遅延などに対応していないため、最近列車がよく遅
れることを考えると使いにくい（女性50代）
●思ったよりバスの便が悪くて時間がかかった（女性40代）
●窓口が混んでいて聞きたいことが聞けない（女性40代）
●料金が切りのよい値段でないところ（女性20代）
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企画乗車券の
企画乗車券の選択で
選択で重視すること
重視すること
関西地域で利用できる企画乗車券を選ぶにあたって、どのような点を重視しますか。
（１０の要素それぞれについての重視度）

80.3％
80.3％

より多くの交通機関の利用が可能

75.7％
65.7％

利用できる期間の長さ

84.7％
83.7％

利用できる区間やエリアの広さ

95.7％
93.7％

通常料金との比較でより安価
61.0％
62.3％

自由入館や自由利用の施設の多さ

56.7％
62.0％

施設の割引特典の多さ

40.7％
39.7％

物品購入時の特典の多さ

32.3％
32.7％

記念品引換えなどの特典

76.3％
82.0％

チケットの入手しやすさ
デザイン性

8.7％
11.0％

■近畿圏で重視する人

■近畿圏外で重視する人

※各10項目共、「非常に重視する」「重視する」人をカウント、近畿圏居住者、近畿圏外居住者それぞれ300人に対する
構成比（％）を表記

企画乗車券を10の要素からそれぞれについて重視の度合いを尋ねた。
10要素で「通常料金との比較でより安価」は近畿圏居住者、近畿圏外居住者共に90％以上の人が重視する
としている。次いで「利用できる区間やエリアの広さ」を重視する人が多く、近畿圏、近畿圏外共に84％
前後の人が重視している。また「より多くの交通機関の利用が可能」については近畿圏居住者、近畿圏外
居住者共に重視する人が80％、「チケットの入手しやすさ」については重視する人が全体で79％であった。
【近畿圏居住者】（Ｎ＝300）
「通常料金との比較でより安価」について重要とする人が96％（287人）と多かった。
次いで多かったのは「利用できる区間やエリアの広さ」で85％（254人）、以下、 「より多くの交通機
関の利用が可能」が80％（241人） 、「チケットの入手しやすさ」が76％（229人）、「利用できる期
間の長さ」が76％（227人）と続いている。
【近畿圏外居住者】（Ｎ＝300）
「通常料金との比較でより安価」について重要とする人が94％（281人）、「利用できる区間やエリア
の広さ」で84％（251人）に次いで多くの人が重視するとしたのは 「チケットの入手しやすさ」であり、
82％（246人）であった。
一方、「利用できる期間の長さ」については66％（197人）と近畿圏居住者のスコアとはやや差がみら
れた。その他、「チケットの入手のしやすさ」が約6ポイント、「施設の割引特典の多さ」が約5ポイン
トそれぞれ近畿圏居住者よりスコアが高かった。
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企画乗車券に
企画乗車券に関する要望
する要望（
要望（自由意見）
自由意見）
関西地域の鉄道・バス会社等が、今後どのような企画乗車券を発売すればよいと思いますか。

挙げられた要望件数
げられた要望件数

（近畿圏内外各３００人から収集 数値単位：件）

割引率や値段に関連した内容
利用期間や期日に関連した内容

18

25
25

33

利用できる交通機関共通に関連した内容
購入できる場所・入手に関連した内容

4
4

62

企画乗車券のアイデアに関連した内容

広報、告知、理解促進に関連した内容
その他

4
4
5
7
4

80

25
23

交通機関以外のセット、特典に関連した内容
デザイン・形状に関連した内容

82

58

13

近畿圏

近畿圏外

今後企画乗車券を利用するとして、どんな企画乗車券が発売されたらよいか、自由意見を尋ね、その
内容を上掲の9つのグループに分類した。（自由意見は次ページ以降）
全体では「利用できる交通機関共通に関連した内容」、「企画乗車券のアイデアに関連した内容」
（自分自身のアイデア記載）がいずれも140件台と多かった。
また「割引率や値段に関連した内容」が58件、「交通機関以外のセット、特典に関連した内容」が48
件、「利用期間や期日に関連した内容」が43件であった。
居住エリア別では、近畿圏居住者においては「利用できる交通機関共通に関連した内容」について挙
げる人が近畿圏居住者と比較して多かった。一方、「企画乗車券のアイデアに関連した内容」（自分自
身のアイデア記載含め）については近畿圏外居住者が多く挙げている。

＜その他不満意見＞

（主なもの

ほぼ原文）

～近畿圏居住者～
●クレジットカードが使えなかった（男性30代）
●紛失すると再発行が出来ないので、やや緊張をした（男性40代）
●事前に設定金額以上に使うか判定しにくい（女性40代）
●発売枚数が少なかった（女性40代）
●金額の種類をふやしてほしい（女性50代）
～近畿圏外居住者～
●もしも落とした時や破損したときにはどうなるのかがわからない（男性40代）
●窓口が混んでいて、聞きたいことがなかなか聞けない（女性40代）
●思ったよりバスの便が悪くて時間がかかった（女性40代）
●もっといっぱい種類があるといい（男性50代）
●京都は常に渋滞が多く時間がかかり過ぎて思ったより回りきれない（男性60代）
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企画乗車券に
企画乗車券に関する要望
する要望（
要望（自由意見）
自由意見）
関西地域の鉄道・バス会社等が、今後どのような企画乗車券を発売すればよいと思いますか。

（１）割引率や
割引率や値段に
値段に関する意見
する意見 代表的な意見を抽出（ほぼ原文のまま）
【近畿圏居住者】

【近畿圏外居住者】

●安価なチケット（女性30代）

●できるだけ値段は安い乗車券（女性20代）

●もうすこし価格を下げてほしい。 一日の予定が狂ってあま
り使えない時はかなり割高感がある時がある（女性30代）

●割安感があるとうれしいです（女性40代）
●区間制限がなく割引率のよい乗車券（女性30代）

●格安のもの 一枚でその地区の各鉄道・バスが全て乗れるも
の（女性20代）

●あるのかないのかわからないですが、ワンコインで鉄道乗
り放題（女性20代）

●安くてお得感満載のもの（男性40代）

●やっぱり普通よりお得で購入しやすいこと（女性20代）

●初詣の時に利用しています。記念品より何より価格が安く
なったらうれしいです（女性40代）

●破格で設定する（男性20代）

●やっぱり安くあがること（乗車も観光も含め）（女性30代）
●期間限定で、今より値段が安いものを発売する（女性30代）
●特典を縮小してもいいのでもっと安い企画乗車券を発売し
て欲しいです（女性20代）

●土日や平日など特定の日に安くなる（男性20代）
●さらにお得な乗車券（女性30代）

●圧倒的な割引券（男性20代）

●施設や設備の割引等をなくして、販売価格を安価に設定し
たもの（男性30代）

●料金的にお得なチケットであれば購入したい（女性30代）

●お得で使いやすいもの（女性30代）

（２）期間に
期間に関する意見
する意見 代表的な意見を抽出（ほぼ原文のまま）
【近畿圏居住者】

【近畿圏外居住者】

●一日だけでなく４～５日自由に乗れる乗車券（女性50代）

●数日間、エリアを選ばず利用できるもの（女性50代）

●有効期間の延長 （男性40代）

●利用期間が長い企画乗車券（男性20代）

●連続しない複数日で使える（男性40代）

●相互利用ができる、スキー場にあるような複数日券があれ
ば（その分割安になるなど）滞在期間中有効利用ができる
（女性30代）

●好きな日を選べる乗車券。連続しないで何日間有効な券
（女性40代）
●通年利用の乗り放題チケット（男性30代）
●関西一円の企画をしたときには一週間ぐらいは有効期間
がほしい（男性30代）
●使用期間を長くして欲しい（男性

20代）

●複数日利用でき施設も利用できる乗車券（男性40代）
●期間内に何度でも利用できる。ディズニーの年間パス的な
もの（女性30代）
●有効期間の延長 （男性40代）
●スルットKANSAIのフリー切符がもっと使いやすくなってほ
しい。関西で発売されているのは期間限定で３日間のもの
しかないが、１日フリー切符でいつでも利用できるように
してもらいたい。できれば手ごろな値段で（女性 30代）

●利用できる期間の長い企画乗車券を発売すればよい
（男性50代）
●時間を限定しないで乗車券が安くなると良い（女性50代）
●安価で長期間使える企画乗車券があるとうれしい
（男性40代）
●旅行地が広範囲の場合、例えば「3日間有効」とするより、
「3日利用可能」として、連続した3日間ではなく、改札を
通した日にちが３日とすれば、移動せずその地をゆっくり
観光できるかなと思います（女性30代）
●数日にわたってのフリー切符（女性30代）
●一年以内の利用（女性40代）

●のんびりと1週間くらい使えてお得なチケットがほしい
（女性30代）

●一年間、何度でも使えるなど、期間の長い乗車券
（女性20代）

●１箇所の時間を十分とってゆっくり回れるコース
（男性50代）

●長期滞在型の人向けの企画乗車券があると、便利だと思い
ました。例えば広範囲、多様な交通会社と提携していて、
3日以上のパスは4日、5日と日数ごとにちょっとずつ値段
が安くなるようなものがあると、２～３日でパスを買い替
える必要もなくなり値段もお得です（女性30代）

●3dayチケットを連続ではなく好きな日にちで使えるとうれ
しいです（男性40代）
●1年を通じて、スルッとKansai３デイズチケットを販売して
ほしい（男性40代）
●スルっとKansai 3dayチケットをもっと長期間利用できるよ
うにして欲しい（女性40代）

●1day、2dayも増えればいいと思う（女性30代）
●記念品の引き換えはいらない。 使えない期間とかはなく
して欲しい。いつでも使えるように（女性50代）
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企画乗車券に
企画乗車券に関する要望
する要望（
要望（自由意見）
自由意見）
関西地域の鉄道・バス会社等が、今後どのような企画乗車券を発売すればよいと思いますか。

（３）利用できる
利用できる交通機関
できる交通機関に
交通機関に関する意見
する意見 代表的な意見を抽出（ほぼ原文のまま）
【近畿圏居住者】
●私鉄とＪＲの両方が使えるもの（女性30代）
●私鉄とJRの両方にまたがって使えるクーポンがあれば便利
（女性40代）
●私鉄とＪＲが乗り降り自由なきっぷ（男性60代）
●私鉄もJRも市営交通も共通で利用できるもの（女性40代）
●ＪＲ･私鉄･地下鉄・バスが自由に乗降りできる（男性40代）

【近畿圏外居住者】
●鉄道や地下鉄・バスがセットになっていると、地下鉄・バ
スの乗車券をそれぞれの場所で引き換えなければならない
ので、出来る限り買った時点でそのまま使えるようになっ
てほしい（女性30代）
●運営会社が違っても支払いにつかえれば充分。 通常料金
よりもそれを使うことで割引になればさらに嬉しいけど、
わざわざ乗降に小銭を出すこと考えれば充分（女性30代）

●JRで乗り放題をもっと安くしてほしい（女性20代）

●JR，私鉄，交通局の鉄道・地下鉄・バスが，会社を一切問
わず一定期間・一定エリアで乗り放題になる乗車券。九州
の「SUNQパス」をさらに強化したようなもの（男性20代）

●交通機関を超えた旅行プランに即した利用の幅が広い企画
乗車券を望む（男性60代）

●以前に近鉄・南海・名鉄の３日間フリー切符があったので
すが なくなってしまって残念です（女性50代）

●複数の交通機関にまたがって利用出来る共通利用券のよう
なものが出来ればよいと思う（男性40代）

●自家用車を使うより便利でお得になるよう、会社の垣根を
とっぱらって1枚のチケットで何にでも乗車できると嬉し
い（女性40代）

●すべての鉄道会社、バス会社が乗り放題（男性30代）

●関西のＪＲと私鉄すべてで一枚の乗車券で使えるチケット
（女性50代）

●各社統一の企画乗車券を発売すればよいと思う（男性30代）

●スルッとＫＡＮＳＡＩのように複数社で使用可能なチケッ
ト。京都、奈良、神戸と観光地をめぐれるもの（男性40代）

●いろいろな鉄道・バス会社がありますが、乗車券はどの会
社でも使えるようになるといいですね（女性40代）

●電車、バス両方がついているのが良いですが、JRがついて
いるのをあまり見たことがないのでJRも協力して一緒に企
画チケットを出せばよい（女性50代）

●バス乗り放題がほしい。京都や大阪など観光地の多い土地
はバスの運賃が安かったりしますが、和歌山や滋賀は高い
気がします（女性20代）

●大阪～京都間など区間は決まっているが、その区間内は乗
り降り自由で、どこの鉄道でも使用できる割引乗車券
（女性40代）

●JRも私鉄も関係なく乗り降りでき、滞在先でのバスの利用
も出来るような乗車券が有ればとっても便利（女性40代）

●すべての路線（ＪＲを除く）で使える乗車券を希望します
（男性40代）
●各社共通で利用できる一日券を発売して欲しい（男性40代）
●会社同士で手を組んで、そのエリアの交通機関全てが使用
できるようにして欲しい（女性30代）

●JR、バス、地下鉄など、すべての交通機関で使える共通の
乗車券があれば旅行者も迷わなくて良いと思う（女性20代）
●鉄道・バス会社に関係なく使える一日パスみたいなものが
あると面白い（女性40代）

●現地までの交通と現地での交通がセット（男性30代）

●京都・奈良の両エリアで利用可能な広範囲なフリー切符。
複数の鉄道会社・地下鉄・バスを併用出来ればベスト
（女性 40代）

●JRと私鉄とのコラボがないと思う（女性60代）

●大阪～京都間でも新幹線が使えるとよい（女性

30代）

（４）購入できる
購入できる場所
できる場所・
場所・入手に
入手に関する意見
する意見 （ほぼ原文のまま）
【近畿圏居住者】
●チケットによったら購入出来る駅が限られているのでどの
駅でも買えるようになったらもっと利用出来るのになぁと
思います（女性40代）
●駅の券売機で買えるようにしてほしい（女性40代）
●どこの駅でも購入可能にする（男性40代）

【近畿圏外居住者】
●出発前に入手しやすくなれば良いと思う。（ネットや旅行
会社など）（男性40代）
●気軽に利用出来るチケットをもっと提供して欲しいです。
駐車場探しや渋滞、事故の心配なく出掛けられるのが何よ
りの魅力です（男性50代）

●駅以外で買えたらうれしい。例えばコンビニ（男性30代）

●いつでも誰でも買えるチケット（男性40代）

●JRは乗る直前に購入できない。（事前に買わないとダメ？）
急に暇になったときに出掛けることが多いので、 いつで
も買えたらありがたい（女性40代）

●他県でも買えるようにする（男性30代）
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企画乗車券に
企画乗車券に関する要望
する要望（
要望（自由意見）
自由意見）
関西地域の鉄道・バス会社等が、今後どのような企画乗車券を発売すればよいと思いますか。

（５）企画乗車券の
企画乗車券のアイデアに
アイデアに関する意見
する意見 代表的な意見を抽出（ほぼ原文のまま）
【近畿圏居住者】

【近畿圏外居住者】

●乗車券だけでなくツアーセットのプラン（女性30代）

●航空機との連携や、宿泊施設との連携など（男性40代）

●子供の遊び場を周る事の出来るチケット。1週間利用可な
どで、公園やプールなど子供向けの商品（女性30代）

●利用できる区間やエリア・ゾーンを小規模範囲に特定する
のではなく、着駅を中心として半径○km以内であれば乗り
降り自由という規格があれば助かります（女性40代）

●なるべくどの電車、バスでも乗れて、シーズンごとにお勧
めの企画をどんどん提供してほしい（女性50代）

●お城巡り周遊パス（女性40代）

●花見や紅葉などの場所をめぐる企画乗車券があれば購入し
てみたい（女性40代）

●出張ビジネスパス：一泊二日で交通機関のり放題
１，０００円（男性30代）

●家族で行くと更に安くなる（女性30代）

●関西地域を全部回ると、半額返還してくれるような、利用
者がお得に感じるような企画がほしいです（男性30代）

●産業遺産をめぐる、ガイドブックつきのパス。JRにも私鉄
にも乗れるもの（女性50代）

●世界遺産が巡れる切符（女性30代）

●お花見や、紅葉の時期に安くなるチケット。 時間指定お
得券（女性30代）

●駐車場の料金が割引になるようなものですとパークアンド
ライドでよいのでは？（男性50代）

●関西エリアで一回だけどこまでも周遊もしくは往復でき、
期間が５日間ぐらい有効の切符（男性30代）

●婚活にのっかって、お見合いツアーみたいな（女性20代）

●家族で楽しめるパスポート付乗車券（男性40代）
●紅葉やお花見など季節を楽しめる観光に使いやすいもの。
動物園とその切符利用者限定のバックヤードツアーなどを
企画したもの（女性20代）

●季節ごとの行楽地やお弁当など、個人で企画するよりも
ぐっとお得感のあるもの（女性50代）
●子供だけの冒険旅行が出来るもの（女性30代）
●3枚つづり（女性20代）

●京都ライトアップとコラボ（男性20代）

●空港と絡めた企画乗車券をもっと出してほしい 関空→京
都や、神戸空港→大阪など（男性30代）

●高校野球の期間だけ繰り返し使える券（男性30代）

●B級グルメを食べられるチケット付き（女性

●お弁当つき切符とかドリンクつき切符とかあったらいいな
と思います（女性30代）

●わざわざ窓口に行って、はさみを入れてもらえる切符（乗
車券）。昨今は自動改札がほとんどで、「自分の学生の頃
は、切符にその駅特有の切れ込みが残る鋏を入れてもらっ
たんだよ」と言っても分かってもらえません（男性40代）

●郷土料理が格安で食べれるセット（男性40代）
●スルッとｋａｎｓａｉ３dayは好きだけど、１人でではな
く、３人１日とかのほうが使いやすい（女性40代）

40代）

●キッザニアとセットになっているもの（女性30代）

●桜の季節の時に桜の名所を効率良く巡れるチケットが有れ
ば便利だが（男性60代）

●ペアーや家族で使うと更に割引になる（女性50代）

●京都の三大祭りの企画乗車券（観覧席付き等）や、大阪の
天神祭の企画乗車券（観覧席付き等）等、祭りや期間限定
のイベント（美術展以外の各地域でのイベント）を盛り込
んだ企画乗車券があれば便利だなと思います（女性30代）

●企画券でしか拝観できない場所がある限定版（男性60代）

●子供が楽しめる企画乗車券があると、興味を持つと思う
（女性30代）
●既存の観光地ではなく、目新しい所の提案を望みます。甘
味を廻るのも惹かれます（女性50代）
●イベント会場<観劇等＞を貸し切って、乗車券を購入した
人限定で優待価格で提供する（女性50代）
●歴史の企画（女性30代）
●世界遺産を見て回るのが好きなので、近畿圏の世界遺産を
巡りやすい企画乗車券があると嬉しいです（女性20代）
●本当にお客様が満足し感動できるスポットを、それぞれの
スポットのことに詳しいコンダクターが楽しく案内してく
れる企画（男性50代）
●組み合わせなどが自由に選べるものなどあれば、利用する
頻度が増える気がします（男性20代）
●利用者が企画して、それに応じたチケットをオーダーメー
ドで購入できること（男性60代）

●くじ付き周遊券（男性40代）
●平日特典や日曜祝日特典などのサービスがあればより良い
と思う（女性40代）
●宿泊と一日乗車券がセットになったもの（女性40代）
●遠距離の乗車券とセットになった周遊チケット 乗り降り
自由のエリアが広いチケット（男性30代）
●スタンプラリーなどでお土産が一品いただけたら楽しいと
思います（女性40代）
●レンタサイクルとセットになった奈良乗車券（男性50代）
●各路線の提携と宿泊とのセットを安価で提供していただけ
ることです（男性30代）
●食べ物つき乗車券（女性20代）
●お勧めの施設を案内してくれる（女性20代）
●次回の割引券つき（女性40代）
●２～３日滞在するパターンが多いので、京都、奈良、滋賀
を一体で２～３日使えるもの（男性40代）
●以前利用した企画乗車券があると、よりお得な特典があ
る。平日利用だと休日利用よりお値打ちになる。一度に利
用する人数が多ければ多いほどお値打ちになる（女性40代）
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企画乗車券に
企画乗車券に関する要望
する要望（
要望（自由意見）
自由意見）
関西地域の鉄道・バス会社等が、今後どのような企画乗車券を発売すればよいと思いますか。

（６）交通機関以外の
交通機関以外のセット、
セット、特典に
特典に関連した
関連した意見
した意見 代表的な意見を抽出（ほぼ原文のまま）
【近畿圏居住者】
●おみやげがついているとうれしい（男性40代）

【近畿圏外居住者】

●食事が自由に選べるプラン（女性60代）

●関西独特のお土産が付いている。それでいてお値打ち。
美味しい食事付き（男性30代）

●レジャー施設でのイベントに参加できることもついている
乗車券があればいいと思います（女性40代）

●遊園施設と往復の乗車券、現地でのフリーきっぷがついて
お得な金額のセットをいろいろ作ってほしい（女性30代）

●ポイント（男性40代）

●ホテルの割引がついている企画乗車券があればいいなと思
う。子連れに特典のある企画乗車券もいい（女性30代）

●京都の嵐山と太秦観光で入場料・拝観料の割引がセットに
なった私鉄乗車券セット（女性40代）
●昼食付があったらいい（女性40代）
●地域の特産品プレゼントやお店での商品割引をセットする
（女性20代）
●今までと同様のものでいいと思うが、特性のあるものが特
典でついてるとかだとインパクトが強くてよいかと思う
（女性30代）
●飲食店に待たずに優先的に入れる（女性50代）
●Suicaポイントつきとか（男性40代）

●周遊券のような乗り放題チケットに宿泊をセットにして、
料金的にはホテル代分得をするような券を（男性40代）
●お笑いライブチケットがセットになったもの（女性40代）
●ホテル宿泊なども乗車券のうちに含めてもらえると助かる
（男性30代）
●行きたい観光施設・名所まで企画券だけで行けて入れるよ
うなもの（男性20代）
●観光施設と宿泊施設の利用がセットされている券。利用期
間が任意に選べる（女性40代）

●利用した所でポイントがつく様にして、沢山の所を利用し
たらポイントが貯まり何かプレゼントに応募出来るなどの
特典が有ればもっと利用する回数が増えると思います
（女性40代）

●人気のある場所の周辺を乗り降りでき、施設も割引利用出
来る（男性30代）

●キッザニア甲子園のお得なチッケト（女性40代）

●食事・温泉とのセットをもっと充実してほしい
（男性50代）

●乗車券と各駅構内で駅弁が買えて、食べれる企画
（男性50代）

●いろいろな施設にフリーで入れれば使いたいと思う
（男性30代）

（７）デザイン・
デザイン・形状に
形状に関連した
関連した意見
した意見 （ほぼ原文のまま）
【近畿圏居住者】

【近畿圏外居住者】

●十分良いものが揃っているので、時期によってデザインを
変えて記念に残りやすいものにする（男性20代）

●記念に残るようなデザイン性のある1日乗車券（女性30代）

●ICカード(Suica等)に企画乗車券機能を組み込む。わざわ
ざ新たにカードを買わずに済むので資源の節約になる
（男性20代）
●イコカやピタパみたいなＩＣカードで乗車できるフリーパ
スがあればいちいち乗車券を機械に通さなくてもいいし、
終了時に返却すればエコにもなると思う（女性30代）

●モバイルで使用可能など便利になればいいな（男性40代）

●デザイン性を高めること（女性20代）
●一枚あれば交通機関が利用でき、かつ入館料も支払える
カード（チャージ可能）（女性50代）

●ピタパなどのカードでも適応できる（女性40代）

（８）広報、
広報、告知、
告知、理解促進に
理解促進に関連した
関連した意見
した意見 代表的な意見を抽出（ほぼ原文のまま）
【近畿圏居住者】

【近畿圏外居住者】

●発売情報を発駅から欲しい（女性40代）

●企画乗車券の知名度を上げるため広告をのせる（女性20代）

●利用できる区間の分かりやすさ（男性30代）

●バスや地下鉄路線図が書いてあるとわかり易い（女性30代）

●海外や県外の人々にアピール出来る企画（男性30代）

●大々的に告知してもらわなければ購入できない（女性50代）

●モデルル－トの冊子付（男性60代）

●PRもしっかりしてくれると知りやすい（女性50代）

●あまり複雑でないもの、わかりやすく使いやすいもの
（女性40代）

●モデルコースごとの利用方法や料金の比較（女性50代）
●京阪神方面では、電車で移動する方が圧倒的に楽なので、
電車と車相半ばで利用しています。本当はもっと電車で出
かけたいところですが、東海地方では企画切符はほとんど
発売もＰＲもされず利用機会に恵まれません。（男性50代）
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企画乗車券に
企画乗車券に関する要望
する要望（
要望（自由意見）
自由意見）
関西地域の鉄道・バス会社等が、今後どのような企画乗車券を発売すればよいと思いますか。

（９）その他
その他の意見

（ほぼ原文のまま）

【近畿圏居住者】

【近畿圏外居住者】

●神戸市営地下鉄の割引チケット（女性40代）

●払い戻し可能の乗車券（女性30代）

●電子マネーとの連動（男性30代）

●発駅からの乗車料金をこまめに設定してほしい 利用開始
区間の拡大など（男性50代）

●同一沿線の乗降自由を多くしたほうが、経済にも活気が
でて長期的に見れば景気にも好影響がでるのでは？
（男性30代）
●近鉄の利用範囲の延長（女性60代）

●ゆっくりと回れるような工夫（女性60代）
●環境問題に配慮した企画券（男性30代）
●わざわざ企画乗車券を購入することなく、イコカやスイ
カで、休日1日最大1000円などの設定をして運用してほし
い（男性40代）
●三重県もカバーしてほしい（男性30代）
●興味のある観光コースに添った乗車券があれば利用したい
（女性50代）
●エコ対応（男性40代）
●山口県に住んでいるので、今すんでいる最寄の駅から使え
る2～3日乗り放題というような乗車券があると便利だと思
う（女性40代）
●１泊２日だといける範囲が狭いので、狭いエリアでもいい
から多くの種類のお得な切符があるとよい（男性40代）
●料金が割安で、旅行の自由度の高いチケット（女性30代）
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旅行、
旅行、行楽のお
行楽のお出
のお出かけで企画乗車券
かけで企画乗車券について
企画乗車券について調
について調べるのか ①
あなたは、旅行や行楽に出掛ける時、交通機関等が発行する「企画乗車券」について調べますか。

N＝300

【近畿圏居住者】

S.A.

【近畿圏外居住者】

全く調べない
2%

S.A.

全く調べない
2%
ほとんど
調べない
12%

ほとんど
調べない
12%
大体いつも
調べる
38%

どちらとも
いえない
25%

N＝300

大体いつも
調べる
43%

どちらとも
いえない
19%

都市圏の旅行周遊で
は大体調べる
23%

都市圏の旅行周遊で
は大体調べる
24%

旅行、行楽に出掛ける時、企画乗車券について下調べをするか尋ねた。
「大体いつも調べる」人が全体で41％（246人）であった。エリア別では近畿圏居住者が38％、近畿圏
外居住者が43％と近畿圏外居住者がやや高いスコアとなっている。
また、「都市圏の旅行・周遊では大体調べる」は全体で24％（142人）、エリア別では、近畿圏居住者、
近畿圏外居住者共に23～24％のスコアとなっている。
一方、「ほとんど調べない」、「全く調べない」人も近畿圏居住者、近畿圏外居住者共に17％（各40
人程度）みられた。

企画乗車券について「大体いつも調べる」、あるいは、「都市圏の旅行・周遊では大体調べる」を挙げ
た人を『よく調べる人』、一方、「どちらともいえない」か「ほとんど調べない」、あるいは、「ほとん
ど調べない」を挙げた人を『あまり調べない人』として、企画乗車券の利用状況等を以下、諸点について
比較した。

【属性構成】
「よく調べる人」

数値単位：人

性別

男性

女性

合計

年代

20代

30代

40代

50代

60代
以上

男性
計

20代

30代

40代

50代

60代
以上

女性
計

近畿圏居住者

10

21

29

12

15

87

18

26

29

16

9

98

185

圏外居住者

9

24

31

15

7

86

25

43

31

13

5

117

203

「あまり調べない人」

数値単位：人

性別

男性

女性

合計

年代

20代

30代

40代

50代

60代
以上

男性
計

20代

30代

40代

50代

60代
以上

女性
計

近畿圏居住者

7

14

27

7

5

60

5

19

13

11

7

55

115

圏外居住者

6

17

12

12

5

49

15

12

10

10

1

48

97
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旅行、
旅行、行楽のお
行楽のお出
のお出かけで企画乗車券
かけで企画乗車券について
企画乗車券について調
について調べるのか ②
あなたは、旅行や行楽に出掛ける時、交通機関等が発行する「企画乗車券」について調べますか。

（１）企画乗車券の
企画乗車券の利用状況 （「ここ３～４年間で利用した企画乗車券は何か？」で複数枚挙げた人）
あまり調べない人 （N＝212 S.A.）

よく調べる人 （N＝388 S.A.）
4 枚以上
3%

3 枚 だけ
5%

4 枚以上
1%

3 枚 だけ
10%
2 枚 だけ
17%
2 枚 だけ
29%

1 枚 だけ
58%
1 枚 だけ
77%

ここ3～4年間において企画乗車券を複数枚利用した人は、企画乗車券を「よく調べる人」で42％、
「あまり調べない人」で23％であった。
【近畿圏居住者】（Ｎ：「よく調べる人」＝185 「あまり調べない人」＝115）
「よく調べる人」におけるここ3～4年間の複数枚利用者は83人、利用率で45％、「あまり調べない人」に
おける複数枚利用者は37人、利用率で32％であった。
【近畿圏外居住者】（Ｎ：「よく調べる人」＝203 「あまり調べない人」＝97）
「よく調べる人」におけるここ3～4年間の複数枚利用者は80人、利用率で39％、「あまり調べない人」に
おける複数枚利用者は12人、利用率で12％であった。
（２）直近で
直近で利用した
利用した企画乗車券
した企画乗車券の
企画乗車券の認知経路
【よく調べる人】（Ｎ＝388）

旅行雑誌等の観光ガイドブックや、旅行先のパンフレット

数値単位：％
21

13

新聞、雑誌、テレビ等のマスメディアの記事や案内、ＣＭ

5

7

鉄道会社等の時刻表や、車内広告

17

鉄道会社等のフリーペーパーやパンフレット、チラシ

22

12

鉄道会社等の駅のポスター等の掲示物

24

鉄道会社等の駅のスタッフから
旅行・訪問先の旅行案内所で

4

インターネットで旅行・行楽関連サイト
インターネットで観光協会や都市の公式サイト
インターネットで鉄道会社等、各交通機関のホームページ
家族、友人、知人など身近な人から

23

5
5
5
18

5
1

27

よく調べる人における認知経路は、
「鉄道会社等の駅のポスター等の掲示
物」をはじめ、「鉄道会社等の時刻表や
車内広告」、「鉄道会社等のフリーペー
パー、パンフレット、チラシ」、「旅行
雑誌等の観光ガイドブック、パンフレッ
ト」といった紙媒体、また、「インター
ネットで鉄道会社等、各交通機関のホー
ムページ」や「インターネットで旅行・
行楽関連サイト」といったインターネッ
トと様々な認知経路が挙げられた。

7
12
13
よく調べる人

25
15

あまり調べない人

（よく調べる人：N＝388 あまり調べない人：N＝212 M.A.）

【あまり調べない人】（Ｎ＝212）
あまり調べない人における認知経路は、
「鉄道会社等の駅のポスター等の掲示
物」が最も多く、よく調べる人のスコア
とは大きな差はない。それ以外に経路に
ついては全般的によく調べる人との差は
大きく、積極的ではない姿勢が伺える。

よく調べる人は紙媒体、ネット媒体、それぞれ多彩なルートでの認知となっている。一方、あまり調べない人に
ついては「家族、友人、知人など身近な人から」がよく調べる人よりやや高いスコアであった。
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旅行、
旅行、行楽のお
行楽のお出
のお出かけで企画乗車券
かけで企画乗車券について
企画乗車券について調
について調べるのか ③
あなたは、旅行や行楽に出掛ける時、交通機関等が発行する「企画乗車券」について調べますか。

（３）直近で
直近で利用した
利用した企画乗車券
した企画乗車券の
企画乗車券の利用理由
【よく調べる人】（Ｎ＝388）
数値単位：％
64
58

利用予定の交通機関の指定区間乗降が自由
機関・施設利用の都度、支払いの手間がない
利用交通機関について悩まなくてよい

44

29
4

8
14
14

プランが立てやすい

12
11

施設の割引特典がついている

【あまり調べない人】（Ｎ＝212）

小銭を持ち歩く必要がない

あまり調べない人における利用の理由
についても、「交通機関の指定区間の乗
降自由」が最も多く58％、次いで、「通
常料金を支払うより安価」で49％、以下、
「機関・施設利用の都度、支払いの手間
がない」が29％であった。

49
49

通常料金を支払うより安価
記念として残しておける

よく調べる人における利用の理由で最
も多かったのは、「交通機関の指定区間
の乗降自由」であり64％、次いで、「通
常料金を支払うより安価」で49％、「機
関・施設利用の都度、支払いの手間がな
い」が44％であった。

4
3
3
3
よく調べる人

あまり調べない人

（よく調べる人：N＝388 あまり調べない人：N＝212 M.A.）

企画乗車券の利用の理由では、共に、「交通機関の指定区間の乗降自由」及び「機関・施設利用の都度、支払
いの手間がない」の企画乗車券の利便性のよさを挙げる人がいずれも多くみられた。しかしながら、「利用の
都度、支払いの手間がない」についてはよく調べる人とあまり調べない人のスコアの差が大きかった。

（４）直近で
直近で利用した
利用した企画乗車券
した企画乗車券の
企画乗車券の検討方法
数値単位：％
出かける前に、パソコンや携帯電話を使ってネットで
出かける前に、新聞や雑誌、時刻表で

3

7

出かける前に、旅行ガイドやパンフレットで

11

出かける前に、鉄道会社や旅行案内所などのスタッフから

9
7

出かける前に、家族や知人、友人に聞いて

旅行・訪問先で、知人や友人に聞いて

20

12

4

よく調べる人における検討方法では、
「出かける前にパソコンや携帯電話を
使ってネットで」が過半数の57％、次い
で多かったのは、「出かける前に、旅行
ガイドやパンフレットで」が20％であっ
た。
【あまり調べない人】（Ｎ＝212）

11

あまり調べない人における検討方法に
ついても、「出かける前にパソコンや携
帯電話を使ってネットで」を挙げる人が
最も多かったものの30％に留まり、よく
調べる人との差がみられた。

6
6

旅行・訪問先で、旅行案内やパンフレットで
旅行・訪問先で、現地の鉄道会社等のスタッフから

57

30

【よく調べる人】（Ｎ＝388）

7

4
4
よく調べる人

あまり調べない人

（よく調べる人：N＝388 あまり調べない人：N＝212 M.A.）

企画乗車券の検討方法では、共に、「出かける前にパソコンや携帯電話を使ってネットで」検討する人が多く
なっており、様々な検討方法における傾向には大きな差はみられない。
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旅行、
旅行、行楽のお
行楽のお出
のお出かけで企画乗車券
かけで企画乗車券について
企画乗車券について調
について調べるのか ④
あなたは、旅行や行楽に出掛ける時、交通機関等が発行する「企画乗車券」について調べますか。

（５）企画乗車券で
企画乗車券で重要視する
重要視する要素
する要素

数値単位：％
より多く交通機関が利用可能

86

70

利用可能期間の長さ

75

63

利用可能区間やエリア・ゾーンの広さ

88

78

96
93

通常料金との比較でより安価である
自由入館や自由利用の施設、設備の多さ

56

施設や設備の割引特典の多さ

52

物品購入時の特典の多さ

36
34
30

記念品引換えなど特典
チケットの入手しやすさ
デザイン性

65

43

【あまり調べない人】（Ｎ＝212）
83

12

企画乗車券をよく調べる人のスコア

よく調べる人で重視する人が比較的多
かった要素では、「通常料金との比較で
より安価である」が96％で最も多く、
「利用可能区間やエリアゾーンの広さ」、
「より多く交通機関が利用可能」、「チ
ケットの入手しやすさ」が80％台、また、
「利用可能期間の長さ」が75％であった。

63

72
5

【よく調べる人】（Ｎ＝388）

あまり調べない人のスコア

（よく調べる人：N＝388 あまり調べない人：N＝212 各要素項目でS.A.）

あまり調べない人で重視する人が比較
的多かった要素では、「通常料金との比
較でより安価である」が93％で最も多く、
「利用可能区間やエリアゾーンの広さ」、
「チケットの入手しやすさ」 、「より多
く交通機関が利用可能」、がいずれも
70％台、また、「利用可能期間の長さ」
については63％であった。

「通常料金との比較でより安価である」についてはよく調べる人、あまり調べない人共に90％台で両者の差は
ほとんどなかったが、他の重要項目についてはいずれも１０ポイント以上の差がみられた。
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消費者アンケート

２

企画乗車券の非利用者
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企画乗車券の
企画乗車券の検討有無
あなたは旅行や行楽をするにあたり、鉄道やバス観光船会社が発行する企画乗車券の利用を検討しましたか。

利用しなかった
利用しなかった人
しなかった人の検討有無
N=400 S.A.

企画乗車券を実際に利用しなかった人で、「検討し
て利用しようと思ったが、実際には利用しなかった」
人は全体の14％（57人）、また、「検討したが、利用
したいと思わなかった」人は8％（32人）であった。
両者あわせ、利用を検討したのは全体の22％（89人）
が検討をした上で、実際には利用には至らなかった。

検討して利用しよう
と思ったが、実際に
は利用しなかった

14%
企画乗車券を知ら
なかった

検討したが、利用し
たいと思わなかった

34%

8%

また、「企画乗車券は知っていたが、検討しなかっ
た」人は全体の44％（175人）であった。

企画乗車券は知っ
ていたが、検討しな
かった

一方、近畿地方の旅行や行楽で使える企画乗車券に
ついての認知がなかった人は34％（136人）であった。

44%

居住エリア
居住エリア別検討有無
エリア別検討有無
（近畿圏：Ｎ＝200 近畿圏外：Ｎ＝200 数値単位＝人 S.A.）
34

企画乗車券は知っていて検討して利用しようと思ったが、
実際には利用しなかった
企画乗車券は知っていて、検討したが
利用したいと思わなかった

23
17
15

検討した人：
近畿圏＝51人（26％）

近畿圏外＝38人（19％）

97（49％）
78（39％）

企画乗車券は知っていたが検討しなかった

52（26％）

企画乗車券があることを知らなかった

84（42％）
近畿圏

近畿圏外

【近畿圏居住者】（Ｎ＝200）
近畿圏居住者の非利用者で「企画乗車券の利用を検討した」人は26％（51人）、「企画乗車券は知っ
ていたが検討しなかった」人は49％（97人）、また「企画乗車券があることを知らなかった」人は26％
（52人）であった。
【近畿圏外居住者】（Ｎ＝200）
近畿圏外居住者の非利用者では「企画乗車券の利用を検討した」人は19％（38人）と近畿圏居住者を
比較し低いスコアであった。また、「企画乗車券は知っていたが検討しなかった」についても39％（78
人）と近畿圏居住の非利用者と比較し10ポイント低いスコアである。
一方、「企画乗車券があることを知らなかった」人は42％（84人）と近畿圏居住の非利用者と比較し
16ポイント高いスコアであった。
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企画乗車券の
企画乗車券の検討方法
（利用を検討した人）あなたは、どのような方法で検討しましたか。

企画乗車券の
企画乗車券の検討方法

（近畿圏：Ｎ＝51 近畿圏外：Ｎ＝38 数値単位＝人.）

出発前、パソコンや携帯電話でネットで

25

出発前、新聞や雑誌、時刻表で
出発前、旅行ガイドやパンフレットで

出発前、家族や知人、友人に聞いて

2

7
2

1

旅行・訪問先、現地の観光案内所のスタッフに聞いて

1

旅行・訪問先、現地宿泊施設のスタッフに聞いて

1

覚えていない

5

1

旅行・訪問先、旅行案内やパンフレットで

その他

18

10

旅行・訪問先、パソコンや携帯電話でネットで

旅行・訪問先、知人や友人に聞いて

36

11

5

出発前、鉄道や旅行会社、案内所等のスタッフに聞いて

M.A.≦3

3

2
1
1
2

3

3
近畿圏

近畿圏外

その他
●旅行先のポスターで知ったが、地理不案内のため、メリットがよくわからなかった
●車内の吊り広告

企画乗車券を実際利用しなかったものの、検討した人における検討方法では「出発前、パソコンや携帯
電話でネットで」が最も多く、69％（61人）であった。次いで多かったのは「出発前、旅行ガイドやパン
フレットで」で33％（29人）、以下、「出発前、新聞や雑誌、時刻表で」が18％、「出発前、家族や知人、
友人に聞いて」が9％、「出発前、鉄道や旅行会社、案内所等のスタッフに聞いて」が8％と続く。
一方、「旅行・訪問先で」検討した人は、いずれの方法とも非常に低いスコアであった。
【近畿圏居住者】（Ｎ＝51）
近畿圏居住の非利用者の検討方法で最も多かったのは「出発前、パソコンや携帯電話でネットで」で、
71％（36人）、次いで「出発前、旅行ガイドやパンフレットで」が35％（18人）が多かった。以下、「出
発前、新聞や雑誌、時刻表等で」が22％、「出発前、家族や知人、友人に聞いて」が14％（7人）と続く。
【近畿圏外居住者】（Ｎ＝38）
近畿圏外居住者についても「出発前、パソコンや携帯電話でネットで」が最も多く、66％（25人）、以
下、「出発前、旅行ガイド・パンフレットで」が26％、「出発前、新聞や雑誌、時刻表等で」が13％と近
畿圏居住者の検討方法と同様の順位であった。
【参考

利用者の検討方法との比較】（利用者：Ｎ＝600
検討方法

非利用者：89）

利用者

非利用者

出発前、パソコンや携帯電話でネットで

48％

69％

出発前、新聞や雑誌、時刻表等で

6％

18％

出発前、旅行ガイド・パンフレットで

17％

39％

出発前、鉄道や旅行会社、案内所等のスタッフに聞いて

11％

8％

旅行・訪問先で旅行案内やパンフレットを見て

6％

4％

旅行・訪問先で現地の鉄道、バス会社スタッフに聞いて

5％

ー
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企画乗車券を実際に利用し
た人との比較では、非利用者
は出発前にネットやマス・メ
ディア、紙媒体で検討を行っ
た上で利用しない、というパ
ターンが比較的多い傾向となっ
ている。

企画乗車券を
企画乗車券を利用しなかった
利用しなかった理由
しなかった理由（検討したが利用しなかった人 自由意見①）
企画乗車券を検討したものの実際には利用しなかった理由をご自由にお書きください。

企画乗車券の
企画乗車券の非利用理由

（近畿圏51人、近畿圏外38人の自由意見より

旅行・周遊の日程に合わない

3

5
6

予定ルート、目的地までの移動行程にマッチしない
販売場所、入手方法がわからない、手間がかかる

1

内容がよくわからない、比較が面倒

1

10

2
2
2

旅行・周遊の予定が変わった

数値単位：件.）

3
8
8

子供がいる、車移動、移動手段の変更
割安感がない、値段・料金でお得がない

13

2
7

メリットがなさそう、特に理由はない
その他

8

6

3
近畿圏

近畿圏外

企画乗車券の利用を検討しながら、実際には利用しなかった人89人（近畿圏：51人、近畿圏外：38人）に
対し、利用しなかった理由を自由意見で尋ねた結果を、その記載内容から上掲の9グループに分類した。（自
由意見は次ページ以降）
非利用の理由では「予定ルート、目的地までの移動行程にマッチしない」、「子供がいる、車移動、移動
手段の変更」を挙げた人がそれぞれ16人（18％）と他の理由と比較してやや多かった。また「割安感がない、
値段・料金でお得がない」、「メリットがなさそう、特に理由はない」といった内容を挙げる人もそれぞれ
15人と多くみられた。
居住エリア別では近畿圏では「割安感がない、値段・料金でお得がない」とする内容を挙げる人が多く、
一方、近畿圏外居住者では「予定ルート、目的地までの移動行程にマッチしない」とした内容を挙げる人が
比較的多くみられた。
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企画乗車券の
企画乗車券の非利用理由

（検討したが利用しなかった人

自由意見②）

企画乗車券を検討したものの実際には利用しなかった理由をご自由にお書きください。

（１）旅行・
旅行・周遊の
周遊の日程に
日程に合わない （ほぼ原文のまま）
【近畿圏居住者】

【近畿圏外居住者】

●スケジュールが合わなかった（男性60代）

●日程が合わなかった（男性40代）

●日程が合わなかった（男性60代）

●滞在期間が合わなかった（男性60代）

●当日の天気や体調で行けなくなった場合の事を考えて期日
のある物の購入はためらった（女性40代）

●日程に時間の制約を持たせてしまうので（男性30代）

●スケジュールに合わなかった（男性30代）
●スケジュール的にあまりお得感が出なかったから
（女性40代）

（２）予定ルート
予定ルート、
目的地までの移動機関
行程にマッチしない
マッチしない （ほぼ原文のまま）
ルート、目的地までの
までの移動機関・
移動機関・行程に
【近畿圏居住者】
●自分にあった企画乗車券がなかったので。（自分には必
要のないものが企画乗車券の中に含まれていたりした）
（男性20代）

【近畿圏外居住者】
●特急に乗れなかった為（男性40代）
●行先が合わなかった（男性60代）

●利用範囲が目的地と一致しなかった（男性50代）

●そんなに乗り物を利用しないで済んだので、企画乗車券
を買う必要がなくなった（女性40代）

●自身の行動と合わなかった（女性50代）

●回る範囲が限られていて、お得感がうすかった（男性40代）

●1日に複数回利用する必要がなかったから（男性30代）

●旅行先の行程であまり利用できなかったから（男性40代）

●行き先と立ち寄り先を考え、値段を比べた結果、企画乗
車券を使うメリットがなかったため（女性30代）

●出かける範囲が限られていたため（女性20代）

●自分が行きたい所が含まれていなかった（男性60代）

（３）販売場所、
販売場所、入手方法がわからない
入手方法がわからない、
がわからない、手間がかかる
手間がかかる （ほぼ原文のまま）
【近畿圏居住者】
●販売場所がわからない（男性40代）

【近畿圏外居住者】
●時間的な余裕がなかった（男性40代）

●乗車券を売っている最寄り駅などが遠いから（女性40代）

（４）内容がよくわからない
内容がよくわからない、
がよくわからない、比較が
比較が面倒 （ほぼ原文のまま）
【近畿圏居住者】
●調べてみたが、結局よくわからなかった（男性50代）
●どのくらい得か検討するのが面倒になったから（女性30代）

【近畿圏外居住者】
●旅先のポスターで知ったが、地理不案内のためと知識不
足で、メリットがわからなかった。（路線名、使用可能会
社名など）（男性50代）

（５）旅行・
旅行・周遊の
周遊の予定が
予定が変わった （ほぼ原文のまま）
【近畿圏居住者】
●旅行の日程が変更されたから（女性40代）
●旅行先が変わった（女性40代）

【近畿圏外居住者】
●持病を発病した（男性60代）
●旅行を中止した（男性20代）
●旅行先のプランを細かく決めて行かなかった為に起きた不
慮の事故（女性30代）
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企画乗車券の
企画乗車券の非利用理由

（検討したが利用しなかった人

自由意見③）

企画乗車券を検討したものの実際には利用しなかった理由をご自由にお書きください。

（６）子供がいる
子供がいる、
がいる、車移動、
車移動、移動手段の
移動手段の変更 （ほぼ原文のまま）
【近畿圏居住者】
●結局、移動に楽な車で行った（女性50代）
●乗用車を使ったので、駐車料金が気になってやめました
（女性40代）
●自家用車で行くことになったから（男性30代）
●車ででかけたから（女性50代）
●車で移動した方が安上がりだったため（男性40代）
●行きたい所が車移動の方が便利そうだったから（女性50代）
●車で行くほうが大人数で行くと安上がりになる（男性30代）
●こどもが小さかったので、レンタカーに変更した
（女性30代）

【近畿圏外居住者】
●料金は安いが利用する上で車の方が便利に感じたから
（女性50代）
●移動時間を考えた際に自家用車のほうが融通がきくため
（男性40代）
●最終的に車で行く事にしたから（女性40代）
●車の運転は、嫌いではないし、なにより目的地に着いてか
ら小回りが利くので、マイカーのほうが便利に思えます。
それに、少人数でも何人かで出かけると交通費も安上がり
になります（男性60代）
●幼児がいるので、他の人に気をつかうのではないかと思っ
た。夫婦ふたりだったら、利用したと思う（女性40代）
●やはり車が便利だった（男性60代）
●小さな子供いるので、交通機関だと不便（女性30代）
●ドライブが好きなので（女性40代）

（７）割安感がない
割安感がない、
がない、値段・
値段・料金でお
料金でお得
でお得がない 代表的な意見を抽出（ほぼ原文のまま）
【近畿圏居住者】
●普通にお金を払った方が安く済そうだったから（女性30代）
●わざわざ使うほどの価格メリットがなかった（男性60代）
●特にお得だと感じなかったので（女性40代）
●行きたい場所や降りたい場所を検討した結果、実費を払う
方が負担額が少なかったので利用しなかった（女性30代）
●その乗車券を使ってもあまりお得にならなかったり、高く
ついたりしたから（女性30代）
●通常利用とあまり運賃が変わらなかったから（男性40代）
●お得度が低い（男性30代）

【近畿圏外居住者】
●結局自分が廻るコースは、あんまり得にならなかったの
で（女性40代）
●どちらがお得か考えて（女性40代）

（８）メリットがなさそう
メリットがなさそう、
がなさそう、特に理由はない
理由はない 代表的な意見を抽出（ほぼ原文のまま）
【近畿圏居住者】
●めんどくさそうだったから（男性30代）
●必要性がないと思ったからです（女性50代）
●メリットがあまり無い（男性30代）
●あまりメリットを感じなかった（女性30代）
●特に魅力を感じなかったから（男性40代）
●惹かれるものがあまりなかった（女性20代）

【近畿圏外居住者】
●メリットが少ない（男性50代）
●大阪市営地下鉄・バス1日乗車券は金曜日安かったが金曜
日以外であまり乗らないと思ったから（男性20代）
●最終的に自分の旅行計画には有用ではなかった（女性40代）
●メリットがなかった（男性50代）
●やはり自分たちのペースで旅行したい（男性40代）

（９）その他
その他 代表的な意見を抽出（ほぼ原文のまま）
【近畿圏居住者】

【近畿圏外居住者】

●得するだけ乗車するかわからなかったから（男性30代）

●使い切れそうになかったから（男性40代）

●使うほどのお出かけをしなかったから（女性40代）

●友人が案内してくれたから（男性60代）

●気がついたのは旅行前日だった為、断念するしかなかった
（男性30代）

●機会がなかった（男性40代）
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企画乗車券を
企画乗車券を検討しなかった
検討しなかった理由
しなかった理由 （検討しなかった人 自由意見①）
企画乗車券を知ってはいるが、検討しなかった理由をご自由にお書きください。

企画乗車券の
企画乗車券の非利用理由

（近畿圏97人、近畿圏外78人の自由意見より

3

旅行・周遊の日程に合わない

5

予定ルート、目的地までの移動行程にマッチしない

12
11

販売場所、入手方法がわからない、手間がかかる
内容がよくわからない、比較が面倒

3
2

4
4

子供がいる、車移動、移動手段の変更
割安感がない、値段・料金でお得がない

数値単位：件.）

27

10
5

7

メリットがなさそう、特に理由はない

23

13
19

その他

近畿圏

27

近畿圏外

企画乗車券を知っているが、利用の検討をしなかった175人（近畿圏：97人、近畿圏外：78人）に対し、
検討しなかった理由を自由意見で尋ねた結果を、その記載内容から上掲の8グループに分類した。（自由意
見は次ページ以降）
検討しなかった理由で最も多く挙げられたのは「子供がいる、車移動、移動手段の変更」で、全体で21％
（37人）であった。次いで多かったのは「予定ルート、目的地までの移動行程にマッチしない」で13％
（23人）、以下、「割安感がない、値段・料金でお得感がない」が7％（12人）で続く。
また、「メリットがなさそう、特に理由はない」とする人が21％（36人）みられた。
居住地エリア別では、近畿圏居住者が近隣エリア周遊ということで車を利用するため検討しなかった、と
いう人が比較的多くみられた他、特に利用のメリットを感じないとする人が近畿圏外居住者と比較すると多
くみられた。
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企画乗車券を
企画乗車券を検討しなかった
検討しなかった理由
しなかった理由

（検討しなかった人

自由意見②）

企画乗車券を知ってはいるが、検討しなかった理由をご自由にお書きください。

（１）旅行・
旅行・周遊の
周遊の日程に
日程に合わない （ほぼ原文のまま）
【近畿圏居住者】

【近畿圏外居住者】

●期間があわなかった（女性50代）

●期間が合わなかった（男性30代）

●旅行をしてもあちこち観光には行きません。 のんびり旅行
です（男性60代）

●時間的にも無理がありそうだった（男性40代）

●出かけるタイミングが企画乗車券の時期に合わなかったり、
忘れてしまったりしたから（女性40代）

●日数が決まっているので。ゆっくり滞在したい（女性40代）
●企画したものに乗るほどの時間的余裕もないし、必要のな
い企画であったりするから（男性40代）
●そこを回らないと却って無駄になり、時間的な余裕がなく
なるから（男性40代）

（２）予定ルート
予定ルート、
ルート、目的地までの
目的地までの移動機関
までの移動機関・
移動機関・行程に
行程にマッチしない
マッチしない 代表的な意見を抽出（ほぼ原文のまま）
【近畿圏居住者】
●特急は料金追加とか、行くことのない場所のバスがついて
たりでいまひとつお得感がない（男性40代）
●関西はある程度土地勘があるので、繁華街に出てしまった
ら歩いて移動してしまうことも多く、金額分ほど電車に乗
らないから（女性30代）
●奈良に行く時に、帰りにJRを使うかどうかが定かではな
かったから（女性50代）
●利用する場所に行かなかったので（女性40代）
●行きたいエリアは対象外だったので（女性30代）
●元がとれるほど電車移動しなかった（女性30代）

【近畿圏外居住者】
●企画乗車券を買って元を取れるほどの距離・回数を乗らな
いことが最初から分かっていたから（男性40代）
●旅行のルートに合わなかった（女性40代）
●利用区間が合わなかった（男性30代）
●目的地が限られていたから（男性50代）
●行く目的箇所が１箇所しかなかったから、企画乗車券を
使っても元が取れないことがわかり、使用しませんでした
（女性30代）
●目的地に行くために必ずしも購入する必要性がなかったた
め（男性30代）
●一か所をゆっくり見物したかったので（女性50代）
●自分が行きたい所等に合わなかったから（女性50代）

（３）販売場所、
販売場所、入手方法がわからない
入手方法がわからない、
がわからない、手間がかかる
手間がかかる 代表的な意見を抽出（ほぼ原文のまま）
【近畿圏居住者】

【近畿圏外居住者】

●時間がなかったから（男性50代）

●購入手段が分からなかった（男性40代）

●買いにいくのが面倒（女性40代）

●思いつきの旅行で準備に時間をかけなかったので
（女性50代）

●どこで購入するかなどがよくわからなかったので
（女性50代）

●どこで買えばいいのかわからなかったから（男性50代）

（４）内容がよくわからない
内容がよくわからない、
がよくわからない、比較が
比較が面倒 （ほぼ原文のまま）
【近畿圏居住者】

【近畿圏外居住者】

●購入に関しての情報に疎かったから（女性40代）

●わかりにくかったから（女性30代）

●いっぱいあって、分かりにくい。お得かどうか分かりにく
い（女性20代）

●利用の仕方がよくわからない（男性50代）

●内容がよくわからないので利用しなかった（男性60代）
●よく内容がわからないから（女性40代）
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企画乗車券を
企画乗車券を検討しなかった
検討しなかった理由
しなかった理由

（検討しなかった人

自由意見③）

企画乗車券を知ってはいるが、検討しなかった理由をご自由にお書きください。

（５）子供がいる
子供がいる、
がいる、車移動、
車移動、移動手段の
移動手段の変更 代表的な意見を抽出（ほぼ原文のまま）
【近畿圏居住者】
●車で移動することが多かったので（女性40代）
●子供がいるので、出かけるときは車を利用することが多い
ので（女性30代）
●車での移動のほうが自由度が高いから（男性30代）
●子供が小さいので自家用車での移動が便利（男性30代）
●計画を立てているうちに面倒になった。結局レンタカーを
利用した（男性40代）
●車を利用したので、利用できなかった（女性20代）
●自家用車の方が便利よく、購入するのが手間がかかるため
（女性30代）

【近畿圏外居住者】
●タクシーの利用が多かったので（男性50代）
●車を使用したから（男性40代）
●マイカーで行くほうが楽だから（女性30代）
●車で旅行する予定だったから（女性30代）
●自家用車での移動がメインだから（男性30代）
●小さい子供がいるので車での移動手段を考えたため
（男性30代）
●自家用車の利用になったため（男性50代）
●交通機関が車のため（女性30代）
●自家用車での移動が主となるから（女性40代）

●自分で企画する旅行は車使用になる（男性60代）
●子供が小さいので、電車よりは自家用車を使おうということ
に家族会議で決まったので（女性30代）

（６）割安感がない
割安感がない、
がない、値段・
値段・料金でお
料金でお得
でお得がない 代表的な意見を抽出（ほぼ原文のまま）
【近畿圏外居住者】

【近畿圏居住者】
●高いから（女性40代）
●金額的にも魅力的ではなかったこと（男性30代）
●普通に回数券を利用する方が安いから（女性20代）
●最寄駅からの企画乗車券で価格に魅力を感じなかったの
で（女性20代）
●利用しても安くはならなかったので（男性60代）
●計算すると逆に高くつくので（女性30代）
●あまり値ごろ感を感じなかった（男性30代）

●割高に感じたから（女性30代）
●お得感がなかった（男性40代）
●金券ショップで比較的安くすむし、新幹線の駅も近くにな
いから。あと、自由きままにどこでもいけそうだから
（男性30代）
●料金的に得になる企画がなかった（男性50代）
●結局は割高になるから（男性40代）

（７）その他
その他 主な意見を抽出（ほぼ原文のまま）
【近畿圏居住者】
●忙しく遊びにすら行っていない（男性30代）
●就職が決まったら行こうと思ったので（女性20代）
●面倒。拘束されるのが嫌（男性60代）
●出かける予定がなかったから（女性40代）
●面倒（男性40代）
●使うかどうかわからなかったから（女性40代）

【近畿圏外居住者】
●適当なものがなかった（男性40代）
●旅行業者に一任していたため（男性50代）
●特に利用する目的がないから（男性20代）
●企画乗車券がある場所へ行く機会がなかった（女性40代）
●タイミングが合わなかったので（男性40代）
●急な出発だったので検討する間がなかった（男性40代）
●同行の者もあり、企画乗車券を使えそうな場面がなかった
（女性30代）
●別に行きたい場所もあり 時間的にその地域まで いけない
と思った。予定がつかなかった（女性40代）
●行きたい場所が決まっていたから（女性30代）
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企画乗車券の
企画乗車券の選択で
選択で重視すること
重視すること
関西地域で利用できる企画乗車券を選ぶにあたって、どのような点を重視しますか。
（１０の要素それぞれについての重視度）

79.5%
78.5%

より多くの交通機関の利用が可能

77.0%
71.0%

利用できる期間の長さ

87.0%
83.5%

利用できる区間やエリアの広さ

93.5%
92.0%

通常料金との比較でより安価
68.0%
64.0%

自由入館や自由利用の施設の多さ

66.5%
64.5%

施設の割引特典の多さ
48.5%
43.5%

物品購入時の特典の多さ

37.0%
34.0%

記念品引換えなどの特典

71.0%
70.5%

チケットの入手しやすさ
デザイン性

10.0%
8.5%

■近畿圏で重視する人

■近畿圏外で重視する人

※各10項目共、「非常に重視する」「重視する」人をカウント、それぞれの母数（各300人）に対する構成比（％）を表記

企画乗車券を10の要素からそれぞれについて重視する度合いを尋ねた。
10要素で「通常料金との比較でより安価」は近畿圏居住者、近畿圏外居住者共に90％以上の人が重視する
としている。次いで「利用できる区間やエリアの広さ」で重視する人が多く、近畿圏、近畿圏外共に85％
前後の人が重視している。
また、「より多くの交通機関の利用が可能」については近畿圏居住者、近畿圏外居住者共に79％前後、
「利用できる期間の長さ」については近畿圏居住者が77％、近畿圏外の居住者が71％、「チケットの入手
しやすさ」については近畿圏居住者、近畿圏外居住者共に71％の人がそれぞれ重視するとしている。
各項目とも近畿圏居住者、近畿圏外居住者のエリアでの重視する人のスコアに大きな差はみられい。
【参考

利用者の重視度との比較】（利用者：Ｎ＝600
検討方法

非利用者：400）
利用者

非利用者

より多くの交通機関の利用が可能

80％

79％

利用できる期間の長さ

71％

74％

利用できる区間やエリアの広さ

84％

85％

通常料金との比較でより安価

95％

93％

自由入館や自由利用の施設の多さ

62％

66％

施設の割引特典の多さ

59％

66％

物品購入時の特典の多さ

40％

46％

記念品引換えなどの特典

33％

36％

チケットの入手しやすさ

79％

71％

デザイン性

10％

9％
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企画乗車券のいくつかの要素
項目の重視度を、利用者と非利
用者で比較した。
「施設の割引特典の多さ」に
ついて利用者では59％、一方、
非利用者では66％と7ポイント、
また、「チケットの入手のしや
すさ」では利用者では79％、非
利用者では71％と8ポイントの差
がみられた。
この他の項目については企画
乗車券の利用者のスコアとの比
較において各項目とも大きな差
はみられない。

企画乗車券に
企画乗車券に関する要望
する要望（
要望（自由意見①
自由意見①）
関西地域の鉄道・バス会社等が、今後どのような企画乗車券を発売すればよいと思いますか。

挙げられた要望件数
げられた要望件数

（近畿圏：200人 近畿圏外：200人より 数値単位：件）

割引率や値段に関連した内容

34

23

利用期間や期日に関連した内容

11

7

利用できる交通機関共通に関連した内容

21
2

購入できる場所・入手に関連した内容

24

5
40
41

企画乗車券のアイデアに関連した内容
6

交通機関以外のセット、特典に関連した内容
デザイン・形状に関連した内容

1

16

3
9
9

広報、告知、理解促進に関連した内容

26

その他

近畿圏

32

近畿圏外

企画乗車券の非利用者400人（近畿圏：200、近畿圏外：200）における、今後企画乗車券を利用する
として、どんな企画乗車券が発売されたらよいかを尋ね、自由に回答してもらった結果を内容別に上掲
の9つのグループに分類した。（自由意見は次ページ以降）
全体では「企画乗車券のアイデアに関連した内容」 （自分自身のアイデア記載）が81件と最も多く、
次いで「割引率や値段に関連した内容」（57件）が多くみられた。
また「交通機関以外のセット、特典に関連した内容」が22件、「利用期間や期日に関連した内容」、
「広報、告知、理解促進に関連にした内容」がいずれも18件となっている。
居住エリア別では、近畿圏居住者においては「割引率や値段に関連した内容」が比較的多く挙げられ、
近畿圏以外の居住者では「交通機関以外のセット、特典に関連した内容」についての意見が比較的多く
挙げられた。
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企画乗車券に
企画乗車券に関する要望
する要望（
要望（自由意見②
自由意見②）
関西地域の鉄道・バス会社等が、今後どのような企画乗車券を発売すればよいと思いますか。

（１）割引率や
割引率や値段に
値段に関連する
関連する意見
する意見 代表的な意見を抽出（ほぼ原文のまま）
【近畿圏居住者】

【近畿圏外居住者】

●割安で観光できるところ（男性40代）

●大幅な割引率のパスポート券を出してください（男性30代）

●通常料金からの大幅な割引によるお得感（男性40代）

●より安価で、広範囲に利用制限等のないもの（男性50代）

●安価で利用しやすい（できればJRも含めて）（男性60代）
●もっと割引率を高くしてお得に利用できるようにして欲し
い（女性40代）

●期間限定半額以下（男性40代）
●あまり広域でなくても割安な切符（男性50代）

●確実に得な乗車券（男性60代）

●安価で時間の便が多いもの（女性20代）

●料金がもっと割安になれば利用すると思う（女性40代）
●2人で1人分の料金（女性30代）

●出来るだけ安くて、利用できる区間が広い企画乗車券を発
売して欲しいです（女性30代）

●安さで勝負してほしい（男性30代）

●時間帯の制約があっても安い企画切符（男

●車移動より安ければ買う（男性40代）

●料金の安さと有効期限を付けたらいいと思う（女性30代）

●格安チケットよりもメリットがあれば（男性50代）

●関空を利用するときに関西には行くくらいで、あまり関心
がない ただ価格が安ければよいのでは？（女性40代）

50代）

（２）期間、
期間、期日に
期日に関連する
関連する意見
する意見 代表的な意見を抽出（ほぼ原文のまま）
【近畿圏居住者】

【近畿圏外居住者】

●利用期間が1年くらいあるもの（女性40代）

●期間限定制があまりないもの（女性50代）

●利用できるエリアが広く、連続した3日間とかではなく、
自由に日付を設定できると嬉しい（女性30代）

●期間が長く（最低１週間）（女性60代）
●広域で時間の自由が効き、価格の効果がはっきりわかるチ
ケットがいい（男性50代）
●回数券にしても何にしても、定価よりも安く乗れたり１日
券ではなく、２日、１週間の間に乗れる券であれば、旅行
の往復時の際に空港や新幹線の駅までの道のりを１枚の切
符で利用できるのにと思っている（男性30代）

●3-5日間の乗り降り自由周遊券（男性50代）
●長期利用できる。たとえば1年間有効（男性60代）
●１～３日乗り放題（男性50代）
●ユーレイルパスのように、期間中何度使っても一定の値段
の乗車券があればいいと思います。3日、5日、7日、10日
のように、期間に色々な種類があったほうが目的に合わせ
て購入しやすい（女性40代)

●除外日なしの乗り放題。 JRや私鉄関係なく、ICOCAの範囲
で乗れるといい（女性40代）
●数日にわたって使えるもの（女性20代）

●平日も利用可能（男性30代）

（３）利用機関に
利用機関に関連する
関連する意見
する意見 代表的な意見を抽出（ほぼ原文のまま）
【近畿圏居住者】

【近畿圏外居住者】

●JRとそれ以外とが利用できる企画乗車券（男性30代）

●特急も、利用できること（男性40代）

●社が協力してどの鉄道・バスでも利用できる（男性40代）

●ＪＲと私鉄が共通して利用できるととても便利だと思う
（女性50代）

●名古屋圏と共同企画きっぷ（男性40代）
●共通チケットは魅力です（女性50代）

●地元の鉄道会社との提携により、地元から安くいける
（女性30代）

●京都では、バスでも電車でもどの会社でも相互に乗り降り
できるチケットで、今よりあと少しだけお得だったら、使
うと思う（女性50代）

●期間は短くていいので、地下鉄とJRなど複数の会社で使え
る比較的短距離のもので、今あるものより値段がお得なも
の（女性40代）
●JR、私鉄など関係なく使える乗車券。地方にいるといろん
な線の区別がよくわかりません（女性40代）
●鉄道会社を自由に使えること。鉄道オンチに使いやすいこ
と（女性60代）
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企画乗車券に
企画乗車券に関する要望
する要望（
要望（自由意見③
自由意見③）
関西地域の鉄道・バス会社等が、今後どのような企画乗車券を発売すればよいと思いますか。

（４）購入できる
購入できる場所
できる場所・
場所・入手に
入手に関連した
関連した内容
した内容 （ほぼ原文のまま）
【近畿圏居住者】
●手に入れ安い（女性40代）
●インターネットで購入できる。（チケットを郵送して
くれる）（女性50代）

【近畿圏外居住者】
●全国での販売窓口（男性30代）
●コンビニで買える（男性40代）
●チケットがインターネットで入手可能、（女性60代）
●わかりやすい場所で、わかりやすく売ってほしい
（女性30代）
●料金の支払いがカードで出来ること（女性50代）

（５）企画乗車券の
企画乗車券のアイデアに
アイデアに関連した
関連した内容
した内容 代表的な意見を抽出（ほぼ原文のまま）
【近畿圏居住者】
●利用する用途に合わせて、利用者自身が内容をある程度カ
スタマイズできる企画乗車券（男性20代）
●何社か自由に選べる企画品（男性40代）
●一つのテーマを決めて、とことん観れる体験できるといっ
たややコアな企画であれば利用したいと思う（女性50代）
●映画のロケ地めぐり（女性50代）

【近畿圏外居住者】
●京都では、バスでも電車でもどの会社でも相互に乗り降り
できるチケットで、今よりあと少しだけお得だったら、使
うと思う。奈良は「名所めぐりパック」でツアー的な企画
乗車券でお得なものを望む（女性50代）
●自分でカスタマイズできる企画乗車券。またはある程度の
企画からチョイスできる乗車券など（女性50代）

●関西世界遺産巡り切符 期間も長めにとって、夏休みに複数
の観光地巡りに利用できると楽しいかも（女性30代）

●NHKの大河ドラマのタイアップ企画（女性50代）

●展覧会と交通チケットの組み合わせ（男性60代）

●企画乗車券とスタンプラリーをドッキングしたような特典
（女性40代）

●ゴルフイベント等との合同企画（男性60代）
●グループで利用すれば安くなるものがいい（女性60代）
●フリープランを組み込めることができる企画（男性50代）
●とにかく安くてお得で、美容などをテーマとした女子が惹
かれるようなもの（女性20代）
●名所などたくさん回れるコースが色々あったりいろんな地
区を回ると特典が付いたりポイントを集めたりするもの
（女性40代）
●子供が喜ぶ企画や特典があるとうれしい（女性40代）
●家族で利用できるもの（女性30代）
●アニメ、ドラマとのコラボレーション（男性20代）
●時間帯に分けて値段を変える（女性30代）
●長期休みにあわせての企画（女性30代）
●こどもとお出かけするメニューが企画されたもの。女子会
のように、女性が楽しめるグルメや日帰り温泉が楽しめる
企画のもの（女性30代）

●自由選択型乗車券（男性50代）

●抽選番号付きの乗車券。当選番号発表はネットとかでいい
と思います（女性30代）
●子どもが喜びそうなものがあるといいです（女性40代）
●色々なコースの中からチョイスしていけるもの。日数も都
市も訪問先も（女性40代）
●イベント企画等との抱き合わせ（男性40代）
●自分自身が生活するために必要なものを提供してくださる
ところを訪問したりする。例えば、何故福井に関西電力の
施設である原発が多数あるのか・・・など（男性40代）
●学生向けの安価なものがあるといいなと思います
（女性20代）
●いろいろなプラン等が組み合わせできるもの（女性30代）
●テーマに沿った観光。 季節や催事に合わせた観光
（女性50代）

●乗車券とランチ券がセットになったもの。たとえば、神戸
なら乗車券と中華街でのランチがセットになっているとう
れしい。レストランも複数の中から選択できる方が良い
（女性40代）

●レンタカーが使える（女性40代）

●レンタカーとのセット（女性50代）

●アニメとのタイアップなど（女性30代）

●テーマパークを数日かかっても回ることのできる割引券も
しくは入場券つきの企画乗車券（女性30代）

●オプションでも良いので、レンタカーの利用を手軽にした
らどうかと思います（男性60代）

●元気や力がでる企画（女性20代）

●夫婦で使える企画（男性50代）

●各地の特産物をお土産につける（女性20代）
●テレビと連動した企画（男性30代）

67

企画乗車券に
企画乗車券に関する要望
する要望（
要望（自由意見④
自由意見④）
関西地域の鉄道・バス会社等が、今後どのような企画乗車券を発売すればよいと思いますか。

（６）交通機関以外の
交通機関以外のセット、
セット、特典に
特典に関連した
関連した内容
した内容 代表的な意見を抽出（ほぼ原文のまま）
【近畿圏居住者】
●季節ごとに合った観光めぐりとそのチケットで格安で泊ま
れるホテル、旅館などがセットにできるようなチケットが
良いですね（女性 60代）
●往復割引券と施設の入場券などがセットになったもの
（女性40代）
●観光場所入場料の割引券（女性50代）
●荷物の宅配サービス（女性40代）

【近畿圏外居住者】
●宿泊、交通機関、観光地の割引、お土産付きなどたくさん
特典があるとうれしい（女性50代）
●観光地などとコラボして、神社仏閣などの入場料の割引な
どがあればいい（女性20代）
●宿泊施設周辺を含んだ乗車券。訪問先と宿泊先を自由に行
き来できるようになれば、使用頻度が多くなり、その度の
乗車券購入等のわずらわしさが減ると思う。またその施設
とタイアップしてお得感があがれば購入頻度も上がると思
われる（男性40代）
●京都・奈良の寺社などの入場料が無料もしくは割引になる
乗車券があればいいと思う（女性30代）
●提示すると割引などされる施設が多いこと（女性20代）

（７）デザイン形状
デザイン形状に
形状に関連した
関連した内容
した内容 （ほぼ原文のまま）
【近畿圏居住者】
●カードタイプで、広範囲に使えたら便利ですね（女性40代）

【近畿圏外居住者】
●思わず半券を保存しておきたくなるような希少性
（男性50代）
●関西らしいデザイン（女性50代）
●動物園のパスポートのように、自画像が入るようなデザイ
ンのパスポートだと楽しい（女性30代）

（８）広報、
広報、告知、
告知、理解促進に
理解促進に関連した
関連した内容
した内容 代表的な意見を抽出（ほぼ原文のまま）
【近畿圏居住者】
●わかりやすいもの（女性40代）
●近畿圏内での販売よりも他エリアでの販売強化の方が良い
のでは、、、（男性30代）
●○○へ行くという目的が明確なほうが利用しやすいと思う
（女性40代）
●一目で見てわかる割安感（男性40代）
●乗り継ぎの便利さと、観光目玉の案内（男性60代）
●企画してもらっても気づかないので携帯にメールで配信す
る等してくれたらもっと利用出来ると思います（女性30代）
●ガイドブックなどもついていればいいですねぇ（男性40代）
●もっとたくさんの人に知ってもらうことから考えるべきだ
と思います（女性20代）
●あまり知られていないと思うのでまず駅、バス停宣伝しつ
つ、利便性があることを出した方がいいと想われる。私も
調べるまでは知らなかったくらいです（男性30代）

【近畿圏外居住者】
●使用不可条件」が少ない企画。個人旅行にも分かり易い企
画とその企画があるという広い告知（男性50代）
●新幹線の止まる主要な駅などでの告知は販売が分かりやす
くあると存在が知れて有効に使えそう（女性20代）
●なんか情報誌みたいなものを付けると（ミニサイズ）いい
かも。ＪＲの職員が個人的におすすめ！！的な（男性30代）
●旅行プランや時刻表など、その表をみてその表のとおりや
れば観光がきちんとでき、最終的にお土産がもらえるよう
な徹底マニュアルなどを作成すれば達成感もあり楽しいと
考えます（男性40代）
●企画乗車券と共に、周遊のモデルを記したリーフレットな
どを用意し高品質な旅の提案をしてほしい（旅なれた人に
も発見があるようなありきたりでないもの）（男性40代）
●広告に力を入れてほしい（男性20代）
●旅行パンフや旅行雑誌にかねあわせて、掲載する。それし
かない（女性30代）
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インバウンド調査
インバウンド調査

海外旅行社ケーススタデイ

海外旅行社の状況

■

この３～４年間に、どのような企画乗車券を取り扱ったか。

■

企画乗車券を販売する時、お客様にどのようにして渡しているのか。

■

企画乗車券についてどんな方法でお客様にお知らせしているか。

■

この１年間に何枚くらいの企画乗車券を取り扱ったか。

■

どんなお客様が企画乗車券を購入したり、問い合わせしたりするのか。

■

企画乗車券を利用したことがあるお客様から、利用後に企画乗車券につ
いてどんな感想や要望があるのか。

■

特に関西地方で利用できる企画乗車券について、鉄道、バス、会社等か
らどのような支援があればよいと思うか。

■

今後、特に関西地域で利用できる企画乗車券で、どんなものがあればよ
いと思うか。

【海外旅行社】
〔韓国〕

●旅行博士

●BICO

〔香港〕

●エバーグロスツアー

〔台湾〕

●広徳旅行会社

●JAL Satellite

●創造旅行会社
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●天福旅行会社

海外旅行社 まとめ

今回、企画乗車券のインバウンド展開の視点から比較的個人旅行者が多い、韓国、香港及び台湾の国、地域に
おけるＦＩＴのハンドリングが多い現地旅行会社への調査を行った。
現状では企画乗車券について海外旅行会社向けに、認知や販売支援が十分ではない状況ながら、今後こうし
た国、地域の日本向けＦＩＴが拡大が予想される中で、いくつかの課題がみられた。

【企画乗車券の紹介】
■全般的には、ＪＲパス、スルッとKANSAIをハンドリングする。
■近鉄のパスについては一部でみられるものの、多くの鉄道、バス会社の企画乗車券の紹介は
ほとんどみられない。
■韓国の旅行会社では、ＪＲパス、スルッとKANSAIのみならず、目的地に応じた企画乗車券を多彩に
積極的にハンドリングしている。
【販売】
■ＪＲパスについては現地で引き換え券を発行、日本に入国後に空港などで引き換え。
■スルッとKANSAIについては現地で実券を発行する。

【消費者への紹介】
■ハンドリングの多い韓国や香港の旅行社では媒体掲載の他、スタッフによる紹介など多彩な手法で積
極的に実施する。

【消費者の傾向】
■いずれの旅行社においても２０歳代～３０歳代、女性が比較的多い他、また有職者が多くみられる。

【販売促進支援】
■企画乗車券についての、顧客説明や購入者へ渡すことができる説明書が多く求められている。
■またハンドリングが多い韓国の旅行社では、もっと積極的な情報提供をネットを活用して行ってほし
いという意見がみられた。
■説明書やスタッフによる説明についての韓国語対応。

【利用者から聞く不満点、企画乗車券ニーズ】
■乗車路線の制限がわかり難い意見が多い。（企画乗車券の内容がわかり難い）
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海外旅行社ケーススタデイ
海外旅行社ケーススタデイ 韓国：
韓国：旅行博士

紹介する
企画乗車券

販売時の
ハンドリング

告知方法

●各種・各地域のJRパス
●近鉄レールパス
●サンキュウパス
●スルッとKansai3day・2dayパス
●大阪周遊パス
●ようこそ大阪きっぷ
（南海＋大阪市交通局）
●箱根フリーパス
●オール日光パス
●世界遺産周回パスなど
●自社の特別企画制作：静岡OneDayぱす、静岡・伊豆ドリームパス
＜すべてのパス ＞
●出発日が間近の場合は、乗車券そのものを直接訪問してもらい手渡し
●日本で乗車券と引き換えのクーポンについては宅配か郵便で送付
来店した時に係員が紹介

○

自社ホームページで紹介

○

旅行の案内書に記載

○

ポスターや掲示物で紹介

○

問合せに応じ日本の旅行会
社等に聞いて紹介

○

その他：検索サイトでキーワードにより広告に入るようにしている
新聞広告、ブログ・ポスティングなど
取扱状況
（年間）

日本全国のパスの合計：約５万枚
主要なパス
・JRレールパス(九州だけ)
約１万枚
・サンキューパス
約１万枚

問合せ客
の
傾向

主に自由旅行の人。
中心年代層は20～40歳代で、有職者や大学生が多い。
購入者性別：男性＝30％、女性＝70％

利用後に
聞く意見

【近鉄レールバス】名古屋市内のバスや三重県のバスを使えないところがあり、
不便。大阪市内地下鉄も利用できない。
【静岡伊豆ドリームパス】バスが適用されないところがある。
【スルッとKansai3day・2dayパス】ほとんど満足しているが、奈良市内でバスが
使えないところあり。
全般的に、別々の会社が連携して行っているため、コミュニケーションがうまく
いかない会社やシステムが適用されない会社はパス適用ができないということな
のかと考える。

販売支援
ニーズ

●パス販売担当者のファムツアー(見学旅行)について、扱っている担当者が行っ
ていない人が多いが、お客さんに販売するとき必要である。（企画担当と販売担
当が別）
●「ようこそ大阪きっぷ」や「スルッとKansai3day・2dayパス」などはパスと同
じ数の説明書が提供されるので、消費者に対し大変安心して渡せる。一方、「近
鉄レールパス」については、いくら説明書を要請しても、担当者からは「多くの
需要があれば制作する」とのこと。また名古屋インのお客さんが関西に行くとき
に有効であり、それ以外の使用については不便さがあり、進めることもなかなか
難しい。
●パス会社とのタイアッププロモーションを企画してほしい。

企画乗車
券ニーズ

関西地域が日本国内の企画乗車券の利用は一番便利であるが、①スルッと
Kansai3day・2dayパスの1日券、②関西アートギャラリー周遊パス、③近鉄レー
ルパス＋スルッとKansai3day・2dayパス＝近鉄(関西)オールパスといったパスが
あれば更に便利である。
③については、近鉄の大阪市内地下鉄不利用を補完し、スルッとKansai3day・
2dayパスの奈良でのバスの一部不使用を補完できる。これにより名古屋インの済
州航空やその他のお客を関西に取り入れられる。
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顧客
傾向

旅行社
ニーズ

海外旅行社ケーススタデイ
海外旅行社ケーススタデイ 韓国：
韓国：BICO

紹介する
企画乗車券

●JRパス（ウエストパス、イーストパス含み、地域ごとのパス含む）
レールバス
●サンキュウパス
●スルッとKansai3day・2dayパス
阪周遊パス ●オール日光パスなど

●近鉄
●大

●特別企画パス：Q(キュウ)チケット（富士急アイランド入場券＋新宿高速バス
往復）

販売時の
ハンドリング

告知方法

取扱状況
（年間）

＜ほとんどのチケット ＞
●出発の日に近い場合、訪問・手渡し
●日本で乗車券と引き換えのクーポンについては郵便で送付
＜JRイーストレールパス＞
●日本で乗車券と引き換えのＥチケット
来店した時に係員が紹介

○

自社ホームページで紹介

○

旅行の案内書に記載

○

○

ポスターや掲示物で紹介

－

問合せに応じ日本の旅行会
社等に聞いて紹介

日本全国のパスの合計：約５万枚
主要なパス
・JRレールパス(九州だけ)
約１万枚
・サンキューパス
約１万枚

問合せ客
の
傾向

個人旅行や家族旅行者。
20代後半～30代半ばで、女性が多い。
また有職者が多い。

利用後に
聞く意見

●チケットがＥチケットの場合は引換券なので、キャンセルした時にはそれを破
棄すればよいが、ほとんどが生チケットであるため、発行して郵便で2～3日かか
り、もし返却の場合は、実費で返却をする煩わしさがある。
●生チケットの場合は、チケットの紛失のリスクがあり、お客さんの中で日本に
着いて紛失したということで対応に困ったことがあった。
●訪問施設の時間帯がはっきり説明がなく、訪問した時にはクローズをしてし
まっていたというクレームがあった。

顧客
傾向

販売支援
ニーズ

●ネット上でのパスに関するPRを韓国でもっとしてほしい。
●海外で買うチケットの場合は、割引や各種施設が無料で入館できるようなメ
リットをたくさんつけて欲しい。

●周遊パスのように施設が無料入場できるところも多く加味したチケットができ
ればいいと思う。

旅行社
ニーズ
企画乗車
券ニーズ

●スルッとKansai3day・2dayパスの関空からの特急をつけた場合には料金が高く
なると利用メリットを感じないため、消費者の多くが購入しないと思われる。
●また、パスの中でも使い方が複雑でなく単純でしかも多くのメリットをもてる
ような関西地域のパスがあれば大変役に立つと思われる。
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海外旅行社ケーススタデイ
海外旅行社ケーススタデイ 香港：
香港：JAL

紹介する
企画乗車券

販売時の
ハンドリング

告知方法

取扱状況
（年間）

Satellite

●ＪＲパス（東日本・西日本・九州・北海道）
●スルッとKansai3day・2dayパス
●東武鉄道乗車券（世界遺産めぐりパス）

＜ＪＲパス、東武鉄道 ＞
●日本で乗車券と引き換えのクーポンを渡す
＜スルッとKANSAI＞
●乗車券をそのものを渡す
来店した時に係員が紹介

○

自社ホームページで紹介

○

旅行の案内書に記載

○

○

ポスターや掲示物で紹介

○

問合せに応じ日本の旅行会
社等に聞いて紹介

・JRパス 約1200枚
・スルッとKansai3day・2dayパス

約60枚

問合せ客
の
傾向

30代～40代、個人型自由旅行者が中心

利用後に
聞く意見

便利でお得である

販売支援
ニーズ

期間限定の特別割引料金を希望する。

企画乗車
券ニーズ

ＪＲ西日本をもっとＰＲして欲しい。

顧客
傾向

旅行社
ニーズ
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海外旅行社ケーススタデイ
海外旅行社ケーススタデイ 香港：
香港：エバーグロスツアー

紹介する
企画乗車券

販売時の
ハンドリング

告知方法

取扱状況
（年間）

●ジャパンレールパス（JR)
●ウエストレールパス
●スルッとKANSAI（2DAY）
●関西空港リムジンパス

＜ジャパンレールパス（JR)＞
●日本で乗車券と引き換えのクーポンを渡す
＜スルッとKANSAI、関西空港リムジン＞
●乗車券をそのものを渡す
来店した時に係員が紹介

○

自社ホームページで紹介

○

旅行の案内書に記載

○

－

ポスターや掲示物で紹介

○

問合せに応じ日本の旅行会
社等に聞いて紹介

未公開

問合せ客
の
傾向

20代～30代の年齢層で、２人分の購入が多い。

利用後に
聞く意見

関西空港～心斎橋（日航やクロス）間のリムジンバスの運行を増やして欲しい。

顧客
傾向

販売支援
ニーズ

－

旅行社
ニーズ
企画乗車
券ニーズ

スルッとKansai3day・2dayパスで有馬温泉行きの高速バス利用。
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海外旅行社ケーススタデイ
海外旅行社ケーススタデイ 台湾：
台湾：広徳旅行会社

紹介する
企画乗車券

販売時の
ハンドリング

告知方法

●リムジンバス
●スルッとKANSAI
●ＪＲ
＜すべてのパス ＞
●日本で乗車券と引き換えのクーポンを渡す

来店した時に係員が紹介

○

自社ホームページで紹介

－

旅行の案内書に記載

－

○

ポスターや掲示物で紹介

－

問合せに応じ日本の旅行会
社等に聞いて紹介

その他：お客様のニーズに合わせて路線を説明と旅情報提供、アドバイスをする
取扱状況
（年間）

未公開

問合せ客
の
傾向

年齢や性別と関係なく、興味があるお客様はまずネットで検索する傾向がある。

利用後に
聞く意見

●大阪周遊パスは、一日でそんな多くの所を回れなく、あまり実用的ではない。

販売支援
ニーズ

●詳しい中国語の解説があればいいと思う。

企画乗車
券ニーズ

特にない。
お客様のニーズに合わせて提供していく。

顧客
傾向

旅行社
ニーズ
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海外旅行社ケーススタデイ
海外旅行社ケーススタデイ 台湾：
台湾：創造旅行会社

紹介する
企画乗車券

KANSAI販売時の
ハンドリング

告知方法

●ＪＲ
●近畿鉄道
●スルッとKANSAI
●大阪周遊パス
＜すべてのパス ＞
●日本で乗車券と引き換えのクーポンを渡す

来店した時に係員が紹介

－

自社ホームページで紹介

○

旅行の案内書に記載

－

○

ポスターや掲示物で紹介

－

問合せに応じ日本の旅行会
社等に聞いて紹介

その他：ホームページで紹介。
またはお客様に日程に合わせて適切なアドバイスをする。
取扱状況
（年間）

●ＪＲが一番売れている。
●次いで、スルッとKANSAI、近鉄、大阪周遊パス。

問合せ客
の
傾向

20代～30代が多い。

利用後に
聞く意見

●スルッとKANSAIを利用するお客様からはJRも乗ることが出来ればいいな、と聞
いたことがある。

販売支援
ニーズ

●ＪＲ以外ではほとんど中国語の紹介文がある。英語や日本語が出来ないお客様
にとってはＪＲのように英語の紹介文があるよりは、日本語の紹介文の漢字を
使って認識することが多いが、やはり中国語の紹介文があってほしい。

企画乗車
券ニーズ

スルッとKANSAIでＪＲも利用できればいいなと思う。

顧客
傾向

旅行社
ニーズ
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海外旅行社ケーススタデイ
海外旅行社ケーススタデイ 台湾：
台湾：天福旅行会社

紹介する
企画乗車券

販売時の
ハンドリング

告知方法

●スルッとKANSAI
●ＪＲパス

＜スルッとKANSAI、ＪＲパス＞
●乗車券そのものを直接訪問してもらい手渡し

来店した時に係員が紹介

－

自社ホームページで紹介

○

旅行の案内書に記載

－

－

ポスターや掲示物で紹介

－

問合せに応じ日本の旅行会
社等に聞いて紹介

その他：ホームページで紹介する
取扱状況
（年間）

未公開

問合せ客
の
傾向

比較的に若い年齢層のお客様が多い。

利用後に
聞く意見

クレームは特にない。また利用後にお客様にも聞いた事もない。

販売支援
ニーズ

中国語が話せるスタッフがいれば助けてもらえる。

企画乗車
券ニーズ

運転本数がもっと増えればよい。

顧客
傾向

旅行社
ニーズ
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旅行社への
旅行社への案内箇所調査
への案内箇所調査

観光案内所ケーススタデイ

観光案内所における企画乗車券の対応

■

お客様からの問い合わせ内容

■

企画乗車券の情報入手

■

観光案内所としての要望事項

【観光案内所】
●京都総合観光案内所
●大阪ビジターズ・インフォメーション・センター
●神戸市観光案内所（ハローステーション神戸）
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観光案内所 まとめ

関西地区で比較的多くの旅行者が問合せ等で立ち寄る、京都、大阪、神戸各地区の主要な観光案内所にお
いて、企画乗車券に関する問い合わせの内容や、案内所スタッフの企画乗車券に関する情報収集、また企画
販売事業者への要望についてヒアリングを行った。

【企画乗車券の問合せ】
■旅行者から企画乗車券に関する問合せは多い。
■問合せ内容は観光案内所のロケーションにより傾向は異なるが、全般的に、基本的な内容に関す
るものが多い。
■旅行者の企画乗車券についての問い合わせ対応で多くの時間が要されている。
■観光案内所を企画乗車券の売場と誤認する旅行者が多い。（一部、案内所でも販売している乗車券あり）
■海外の旅行者からの問合せも非常に多い。

【企画乗車券の情報収集】
■全ての企画販売事業者からの情報提供が、パンフレットの供給も含め十分ではない。
観光案内所のスタッフが情報雑誌や各社チラシ、HP等から情報収集を行っている。
■企画乗車券の券種が多いため、整理された体系だった情報収集ができていない。
■企画乗車券の区間の利用可／不可などの情報表示がわかり難い。

【要望】
■企画販売事業者は、更新情報もあわせ十分な情報を提供して欲しい。
（スルッとKANSAIは旅行者にとっても知名度が高いことから指名する旅行者も多いがそれ以外
はあまり知られていない）

■現状ではほとんどが、各社それぞれの売場で販売しているが、販売場所の集約化などはできない
のだろうか。
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観光案内所ケーススタデイ
観光案内所ケーススタデイ

京都総合観光案内所

●案内所はチケットの引換えや販売する場所と混同する旅行者が多く困る時もあ
るが、問い合わせに対しては分かる範囲でお答えしている。

問い合わせ内容

●立地場所からか、ＪＲで来られた人の場合、ＪＲ+京都市交通局商品の引き換
えクーポン（市1日乗車券）を持ってくる人が多いが、案内所ではクーポン
引換は行っていないので、引換場所の案内をする。
●案内所では1日乗車券購入者が多い。（京都市交の特約店）
スルットKANSAI2、3dayについての問い合わせに対しては、
バスチケットセンターを案内している。

企画乗車券の
情報入手

●京都では、京都市内の企画乗車券がまとまったパンフレットがあるので、個別
に各社の情報を入手する必要はない。
また他の地域などについてはスルっとKANSAIでカバーしている。
●その他更新される情報は、ニュース等（HP含む）で入手する。

要望

●毎回、更新した一覧があると助かる。
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観光案内所ケーススタデイ
観光案内所ケーススタデイ

問い合わせ内容

企画乗車券の
情報入手

企画乗車券の課題
及び要望

大阪ビジターズ
大阪ビジターズ・
ビジターズ・インフォメーション・
インフォメーション・センター

●国内の旅行者、海外の旅行者とも企画乗車券に関する問い合わせは多い。
●目的地に「１枚で行けるキップ」に関する問い合わせが多い。
●外国人は、京都に行きたいなど、漠然と聞いてくるケースが多い。
●企画乗車券は種類が多いので、問い合わせに関する対応も、目的地が１箇所な
のか広域でまわるのか、どこから出発するのか、何日間＝１日・２日・３日、
連続・不連続なのかを様々な内容を聞かないと適切な対応ができないので困る。
●京都方面の問い合わせが多い。（京都は多種の企画乗車券があるので、具体的
に京都で何をしたいのかを聞かないと案内ができない）
●利用できるエリアが限定されるものはお客様への説明に時間がかかる。
●いろんな鉄道会社があるということを理解してもらうことに時間がかかる場合
もある。
●スルッとKANSAIの2DAYと3DAYは（国内用と海外用は券面は同じでながら）、な
ぜ海外用しか売っていないのかを聞かれ困ることがある。
●企画乗車券の説明をすると、それくださいと言われるが、インフォメーション
センターの窓口では売っていない。
●鉄道会社等からパンフレットが送られてくるものもあるが、その都度資料を取
り寄せたり、調べたりもしている。情報誌（関西ウォーカーや遊びマップな
ど）
の情報も参考にする。
●国内のお客様の中には情報に詳しい人もいる。
●例外表示（利用できない区間など）が大きくない。そのため、案内所で説明し
忘れるとクレームの対象になる。
●企画乗車券を販売している窓口が各社別々なので、案内して理解してもらうの
が大変である。
●スルットKANSAIの場合知名度があるため、「スルットKANSAI」を下さいとよく
言われるが、それ以外は知名度が低いため、企画乗車券を含めていろいろな種
類があることが説明しにくい。
また、スルットKANSAI対応のカードも各社ごとに名前が違ってわかりにくい。
●関西の交通体系を説明できるようなものが必要なのではないか。
●JRの１日券（WEST JRパス）もエリアが広すぎるので、もう少し狭いエリアで
低価格のバージョンがあってもいいのでは。
また、JRも私鉄も地下鉄もバスも乗れる企画乗車券が理想である。
●IC系のカードの相互乗り入れがわかりにくい。問い合わせに答える時苦労して
いるので、説明できる書類などあるとうれしい。
（例：スイカは、どの鉄道が使えるか？九州新幹線開通で増えた九州のお客様
から、九州エリアのカードは使えるのか？）
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観光案内所ケーススタデイ

神戸市観光案内所

●場所は決めずに「お得なきっぷは何か？」といった質問が多い。
（→その際はどこに行くかを質問し対応。）

問い合わせ内容

●アジア系の方がスルットKANSAI3daysをどこで買えるか？の問い合わせがある
が、ここでは販売ができないので販売場所を案内する。
●またJRパスをもっている方も多い。
●旅行者がパスを持っていても歩き回るのには適さないことがあり、相談にお答
え
するのが難しい場面もある。

企画乗車券の
情報入手

要望

●企画乗車券のチラシを各社から全て送られてきている訳でもなく、観光案内
所のスタッフが自分たちで、各社のチラシなどツールを取りにいくこともある。
しかしながら、神戸エリア以外で利用するものの場合、パンフレットしかない
こともあるので、相談に乗るが、旅行者に駅で問い合わせてもらうこともある。

●情報は定期的に届くのがありがたい。
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