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訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業（実証事業）

「船舶アクセスに優位性のある広域周遊ルート活性化に関する実証事業」
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事業の目的

業務の目的・流れ

各行政様
ヒアリング調査
コンテンツ確認

訪日外国人への
街頭インタビュー

第1回
検討会

周遊ルート(案)
のご提示及び
ご意見収集

モニターツアー
コンテンツ評価

第2回検討会
確定ルート

モニターツアー
結果報告

インフルエンサー・関西観光本部によるPR

パンフレット制作

事業結果
報告

事業の流れ

訪日外国人誘致に向けた
船舶の有効的活用を検証
(及びプロモーション)

来日目的

移動手段調査
(懸念点等)

コンテンツ
認知度、興味度

<訪日外国人ニーズ>

「船舶でしか行くことのできない地域への送客」、「他公共交通モードに比して船舶による移動が
優位性のあるルート」における強みを明らかにし、地方でのインバウンド消費を拡大させること

地域への
ヒアリング調査

ルート案の設計

コンテンツ確認・開拓

<地域の持ち味>

事前調査を行い、訪日外国人の実態・ニーズを把握。そのうえで、第1回目検討会を通じ、各関係者か
ら意見を収集することで、航路（フェリー）を軸にした魅力的な広域周遊ルートを造成する。
また、周遊ルートについては実証事業を通し、更にルートの磨き込みを行うとともに、課題を明確化
し、今後に向けた方針を明確化させるという流れで推進する。



スケジュール

業務の目的・流れ

10月 11月 12月 1月 2月 3月

事前調査
マーケティング

観光ルート設定
評価

商品造成

実証実施

プロモーション

報告書作成

関係者
協議

関係者
フィード
バック

現地での
専門家確認

調査
まとめ

個人SNSからの配信

報告書作成

決
定

和歌山、徳島
実証実施

(モニターツアー)

地元・関係者ヒアリング調査

訪日外国人インタビュー調査

検討
会議

本事業の主な実施内容におけるスケジュールは以下の通り。

検討
会議

新造船
（モニター
ツアー）

SNS、WEB（関西観光本部インバウンド向けHP特集）
プロモーション

パンフレット制作



事前調査

訪日外国人への街頭インタビュー調査 １／４

各関係者からヒアリングを行った上で、調査項目を作成。
以下が調査項目となる。対応言語は、日本語、英語、繁体字、韓国語の４か国語にて作成。

① 調査項目

どこの国から来ましたか？

性別は？ 男 女 無回答

年齢は？ 17歳以下 18∼24歳 25～34歳 35～44歳 35～44歳 45～54歳 55∼64歳以上 65歳以上

今回の旅で日本に来るのは何回目ですか？ 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目以上

今回の旅は何日滞在ですか？ 1日 2日～3日 4日～6日 7日～10日 11日～14日 15日以上

今回の旅は誰と来ましたか？（人数は？） 1人 2～5名グループ 6～10名グループ 11～20名グループ 21名以上グループ

どのような同行形態ですか？ 1人 夫婦・パートナー 友だち 家族・親族 仕事関係者

どんな旅行の行程か教えてください

日本食を食べること 日本の酒を飲むこと
（日本酒・焼酎等） 旅館に宿泊 温泉入浴 自然・景観地観光 繁華街の街歩き ショッピング 美術館・博物館

テーマパーク 舞台鑑賞（歌舞伎・演
劇・音楽等）

スポーツ観戦（相撲・
サッカー等）

自然体験ツアー・農漁村
体験

四季の体感
（花見・紅葉・雪等）

映画・アニメ縁の地を訪
問

日本の歴史・伝統文化
体験 日本の日常生活体験

日本のポップカルチャーを
楽しむ(ファッション・アニメ
等)

治癒・検診 ビジネス 鉄道に乗る 船に乗る ドライブする その他

日本食を食べること 日本の酒を飲むこと（日
本酒・焼酎等） 旅館に宿泊 温泉入浴 自然・景観地観光 繁華街の街歩き ショッピング 美術館・博物館

テーマパーク 舞台鑑賞（歌舞伎・演
劇・音楽等）

スポーツ観戦（相撲・
サッカー等）

自然体験ツアー・農漁村
体験

四季の体感（花見・紅
葉・雪等）

映画・アニメ縁の地を訪
問

日本の歴史・伝統文化
体験 日本の日常生活体験

日本のポップカルチャーを
楽しむ(ファッション・アニメ
等)

治癒・検診 ビジネス 鉄道に乗る 船に乗る ドライブする その他

日本で運転ができるライセンスを持っていますか？ YES NO

└★YESの人

日本でレンタカーを利用したことがありますか？ YES NO

レンタカーを使ってどこにいきましたか？

└★NOの人

レンタカーを利用したいと思いますか YES NO どちらでもない

レンタカーを使わない理由を教えてください 運転が怖い 運転が面倒 交通ルール'がわからない 手続きの方法がわからな
い 考えもしなかった お金がかかりそう 道がわからない その他

高野山を知っていますか？ YES NO

高野山に行ったことがありますか？ YES NO
高野山に行ってみたいと思いますか？ YES NO

弘法大師（空海）を知っていますか？ YES NO

└★YESの人：弘法大師（空海）に興味がありますか？ YES NO

熊野古道を知っていますか？ YES NO

└★YESの人：熊野古道に行ったことがありますか？ YES NO
└★NOの人：熊野古道に行ってみたいと思いますか？ YES NO

四国遍路を知っていますか？ YES NO
四国遍路に行ったことがありますか？ YES NO
四国遍路に行ってみたいと思いますか？ YES NO

藍染体験を知っていますか？ YES NO
藍染体験をしたことがありますか？ YES NO
藍染体験に行ってみたいと思いますか？ YES NO

阿波踊りを知っていますか？ YES NO
阿波踊りに行ったことがありますか？ YES NO
阿波踊りに行ってみたいと思いますか？ YES NO

祖谷地方を知っていますか？ YES NO
祖谷地方に行ったことがありますか？ YES NO
祖谷地方に行ってみたいと思いますか？ YES NO

他　追加で聞けたこと　会話したこと‥等

※高野山：平安時代のはじめに弘法大師によって、開かれた日本仏教の聖地です。
 「金剛峯寺」という名称は、お大師さまが『金剛峯楼閣一切瑜伽瑜祇経（こんごうぶろうかくいっさいゆがゆぎきょう）』というお経より名付けられたと伝えられてい
ます。
 東西60m、南北約70mの主殿(本坊)をはじめとした様々な建物を備え境内総坪数48,295坪の広大さと優雅さを有しています。

　■実施日：2019年　　月　　　　日　　／　■回答場所：大阪　京都　関西国際空港

※空海：774年∼835年。唐から日本にやってきた、真言宗という宗教を広めた人物

※熊野古道：紀伊半島に位置し、三重県、奈良県、和歌山県、大阪府に位置する古道。2004年に世界文化遺産に登録されている。

＜四国遍路とは？＞
古来、四国は国の中心地から遠く離れた地であり、様々な修行の場でありました。讃岐でご生誕されたお大師さま（弘法大師・空海）もたびたびこの地でご修行をされ、八十八ヶ所の寺院などを選び四国八十八ヶ所霊場を開創されたと伝えられております。そのお大師さまの御跡
である八十八ヶ所霊場を巡礼することが遍路です。当初の遍路は、修行僧などが中心でした。その後、お大師さまに対する人々の信仰（弘法大師信仰）の高まりと共に、日本全国から多くの方が遍路されたといわれております。そして、お大師さまのゆかりの地として、誰しもが一度
は訪れたい霊場として発展していきました。

コ
ン
テ
ン
ツ

＜藍染とは？＞
人類最古の染料と言われる「藍」。藍で染めたものは色褪せにくく、虫の嫌いな成分を含み寄りつかせない性質を持ち、そしてその美しい藍色は、多くの人々を魅了し、『JAPAN BLUE』と称されるほど。日本が誇れる偉大な文化の一つとして現在も受け継がれております。ワイシャツ
やTシャツ、ハンカチなど、好きなものを自由に染めることができます。

＜阿波踊りとは？＞
四国・徳島発祥の400年を超える伝統ダンスフェスティバル。着物を着て隊列を組み、三味線の音楽に合わせて大勢で踊る。日本版のリオのカーニバル。徳島市では毎年8月12日から15日までの間、国内外から100万人を超える観光客が訪れる有名イベント。阿波踊り会館で
は年間を通して体験をすることができる。

＜祖谷エリアについて＞
千年…ゆっくりと流れる時の経過。その中に刻まれた歴史、伝統、文化、先人たちの暮らしが、今もなお、息づく場所。誰もが覗いてみたい神秘的な魅力。懐かしさ、秘めやかさ、優しさ、純真さが残る場所。約8ｋｍにわたる渓谷(大歩危　小歩危)や、原始的な吊り橋(かずら橋)
などの名所のある場所。

質問

属
性

レ
ン
タ
カ
ー

回答欄　選択肢

あなたが日本旅行で満足したことは何ですか？（複数回答）
※これから旅行する人は無回答でOK

あなたが日本旅行でしたいことは何ですか？（複数回答）



事前調査

訪日外国人への街頭インタビュー調査 ２／４

各関係者からヒアリングを行った上で、調査項目を作成。
以下が調査項目となる。対応言語は、日本語、英語、繁体字、韓国語の４か国語にて作成。

① 調査項目

街頭インタビューを実施した場所、スタッフは以下の通り。

② 調査場所・スタッフ

■12月7日(土)＠京都錦

・関西観光本部：2名（ DEUCE氏 LINA氏 )

・リクルート：3名 ( 高橋 畑中 杉岡 )

・集計数：30名

■12月8日(日)＠難波駅

・関西観光本部：3名（ DEUCE氏 LINA氏 JOSBEL氏 )

・リクルート：2名( 高橋 杉岡 )

・集計数：40名

■12月15日(日)＠関西国際空港

・関西観光本部：３名（ DEUCE氏 YVONNE氏 RICHARD氏)

・リクルート：1名 ( 杉岡 )

・集計数：38名

■12月16日(月)＠京都駅

・アドリンク：2名 (黄 今井)

・リクルート：2名 ( 高橋 畑中 )

・集計数：31名

■12月7~16日＠京都市内ホテル

・集計数：5名



事前調査

訪日外国人への街頭インタビュー調査 ３／４

街頭インタビューの調査結果は以下の通り。欧米豪約4割、アジア約6割の割合で実施した。

③ 調査結果

実施場所 集計数

京都錦 30

南海難波駅 40

関西国際空港 38

JR京都駅 31

京都(ホテル) 5

■場所別 ■性別

性別 集計数

女 58

男 75

無回答 11

■年齢

年齢 集計数

17歳以下 2

18~24歳 19

25～34歳 46

35～44歳 32

45～54歳 19

55~64歳以上 14

65歳以上 2

複数混在 6

※ニュージーランド、フィジーは、欧米豪(豪)に分類

国 集計数
台湾 21
アメリカ 20
タイ 12
中国 13
香港 11
オーストラリア 10
フランス 9
シンガポール 8
韓国 6
フィリピン 5
ドイツ 4
イギリス 3
インドネシア 3
カナダ 3
ニュージーランド 3
マレーシア 3
南アフリカ 2
アイスランド 1
イスラエル 1

大エリア 集計数

欧米豪 59

台湾・香港 32

東南アジア 31

東アジア(台湾・香港除) 19

アフリカ 2

中東 1

■国別

訪問回数 集計数

1回目 56

2回目 35

3回目 20

4回目 9

5回目 3

6回目以上 17

■訪問回数別

国 集計数
イタリア 1
ドイツ(ベルギー) 1
フィジー 1
ベルギー 1
ポルトガル 1
ルーマニア 1



事前調査

訪日外国人への街頭インタビュー調査 ４／４

街頭インタビューの調査結果は以下の通り。
和歌山、徳島のコンテンツに対する認知度は低いが、総じて来訪意向は高い。
また、レンタカーに対する懸念は、交通ルール、運転が面倒といった理由が上位であった。

③ 調査結果

■同行形態
同行形態 集計数

1人 39
家族・親族 38
教育(※記載理由不明) 1

仕事関係者 4
夫婦・パートナー 26
友だち 32
言いたくない 4

■目的

83%
58%

49%
48%

36%
36%

33%
33%

27%
24%
24%

21%
20%
18%
16%
15%
10%
8%
7%
7%
3%
3%
1%

日本食を食べること

自然・景観地観光

ショッピング

日本の歴史・伝統文化体験

日本の酒を飲むこと（日本酒・焼酎等）

繁華街の街歩き

日本の日常生活体験

温泉入浴

鉄道に乗る

テーマパーク

美術館・博物館

日本のポップカルチャーを楽しむ…

自然体験ツアー・農漁村体験

四季の体感（花見・紅葉・雪等）

旅館に宿泊

舞台鑑賞（歌舞伎・演劇・音楽等）

スポーツ観戦（相撲・サッカー等）

船に乗る

映画・アニメ縁の地を訪問

ビジネス

ドライブする

その他

治癒・検診

22% 20% 13% 23% 21% 5%

75% 73%
64% 66%

77%
89%

高野山 熊野古道 四国遍路 藍染 阿波踊り 祖谷エリア

認知率 来訪意向

■スポットへの認知度×意向度

■ライセンス保持率、利用率、利用意向率

日本での車ライセンス保持率

YES 24%

NO 76%

実際に利用した方の割合は、5.7％（ほぼアジア）
(台湾人の母数が多いことを考慮しても台湾は多い)
※行き先：大阪(２)、群馬(１)、沖縄(３)、九州(２)、

北海道(２)、仙台(１)、全国(２)
※国籍：アメリカ(１)、タイ(１)、台湾(６)、香港
(１)、

中国(１)→仕事関係者のため保有

レンタカー利用に対する懸念としては、
『交通ルールが不明』『運転が面倒』との回答が非常
に多い。※尚、交通ルールがわからないと回答した方
の36％は運転が面倒と回答。

※無回答：4名

利用率

YES 5.7%

NO 94.3%

※無回答：1名

利用意向率

YES 30.9%

NO 69.1%

※無回答：34名(ライセンス無は、回答していない方が多い)

1.4%
2.1%
2.9%
3.6%
4.3%

14.3%
19.3%

23.6%

お金がかかりそう
考えもしなかった

手続きの方法がわからない
道がわからない

運転が怖い
その他

運転が面倒
交通ルール'がわからない

■レンタカーに対する懸念



事前調査

事前調査結果をもとにした検討会の実施 １／２

■日時：2019年12月24日 13:30～15:30

■場所：和歌山県 近畿運輸局和歌山運輸支局

■参加者：近畿運輸局、和歌山県観光局、イースト徳島観光推進機構、徳島県南部総合県民局
近畿地区レンタカー協会連合会、南海電鉄、南海フェリー、関西観光本部、
有識者(佐藤真一氏)、(株)リクルートライフスタイル

■開催通知：以下ご参照

■検討会の様子：以下ご参照



事前調査

事前調査結果をもとにした検討会の実施 ２／２

■概要：

・今回設定した周遊ルート(案)について、各関係者からご意見を得られていること。
・本事業に対する各関係者の皆様からの懸念事項やご要望をお聞き出来ていること。

時間 内容 ツール

10分
① 事業概要のご説明

・本事業の概要、目的についてのご説明
※本資料『２．事前調査 (４) 訪日外国
人への街頭インタビュー調査』よりご説明

20分
② ターゲットの設定

・大阪、京都エリアでの街頭調査結果
・ターゲットについてのディスカッション

※本資料『３．実証事業(モニターツアー)
(１) ルート確定』よりご説明

45分
③ コンテンツの整理

・和歌山、徳島のコンテンツ内容、
リクルート所感についてのご説明

※本資料『２．事前調査
(１) 地域へのヒアリング調査 (２)

地域のコンテンツ確認 (３) 宿泊施設の
ヒアリング調査』よりご説明

45分

④ 周遊ルートの設計
・リクルートが検討したルートについてのご説明
・皆様からのご意見をいただき、ルート案を決定

※本日時点のルートは仮案となります。

※本資料『３．実証事業(モニターツアー)
(２) ルート詳細』よりご説明

検討会
ゴール

ターゲット設定を観光に対する指向だけではなく、国籍においても分けること。

フェリーを活用することが大前提として検討する。(必ずしもレンタカーに拘る必要はない。)

フェリー×レンタカーを活用することが、その他の交通手段と比較し、優位である点(車でしか行
けない等)を明確にし、ルートを設計すること。

他、各関係者からの意見概要は以下の通り。

・イースト徳島：昭和初期から残る裏路地は、イギリスからファムツアーなども実施し、満足度も高
いため、ルートに取り込むよう検討してほしい。

・徳島県南部総合県民局：四国遍路として、阿南市の加茂谷地区（かもの道）をはじめ多くの遍路道
があり、他にも人口100名程の出羽島という島もあるので、検討してほしい。

・和歌山県観光局：ターゲットは、国籍を特定させる必要も感じる。モニターツアーについても外国
人目線での意見収集をすべき。

・関西観光本部：テーマの共通化は重要。パンフレットの設置場所についても検討が必要。
・南海フェリー：フェリーが目的地へスムーズにいけることを前提にルートをつくることが必要。ま

た、便が限られるので、うまくつなげて欲しい。
・近畿地区レンタカー協会連合会：関空のレンタカー利用者としては、香港が5割、次に韓国、台湾、

タイ、アメリカ。欧州は少ない。また、目的地は最初から明確に決まっているケースが多い。
・南海電鉄：寺社仏閣ばかりでなく、アジア人は買い物をしたい。ロードサイドのイオン等も魅力で

ある。また、コンテンツとコンテンツを結ぶ意味を考え、自由度を持たせたプラン設計が必要。
・有識者（佐藤真一氏）：絶対的に強いコンテンツがないと難しい。競合の中でどうみられるコンテ

ンツなのか？旅の予算は常識の範囲を超えていないか？高級ホテルがあるか？を前提に検討すべ
き。

また、船舶の位置づけを明確にすべきである。『ゆったりとした時間を過ごすこと』が他との優位
性である。また、ターゲットは、少なくとも日本に何度か来ている人になると考えられる。車での
ルートがネックになる場合は、レンタカーに固執しなくとも良いと考えられる。

■まとめ：



ターゲット設定を観光に対する指向だけではなく、国籍においても分けること。

フェリーを活用することが大前提として検討する。(必ずしもレンタカーに拘る必要はない。)

フェリー×レンタカーを活用することが、その他の交通手段と比較し、優位である点(車でしか行
けない等)を明確にし、ルートを設計すること。

以下が来訪目的30％以上の項目のみを抜粋した際の調査結果となる。

和歌山及び徳島の持ち味との掛け合わせ、『自然・景観』『歴史・伝統文化』『日本酒』
『繁華街』『日常生活』『温泉入浴』にフォーカスを当て、ルート及びコンテンツを整理する。

実証事業(モニターツアー)

ルート確定

上記の結果から4ルートを作成。A、Cは欧米豪・アジア全体向け、Bはアジア、Dは欧米豪をTGT
として設計した。

B：探求心くすぐる物見旅行 王道観光コース
✓Special Interest Hunter＆Sightseeing Tourist (国籍：台湾、香港、タイ)

A：日本の伝統文化 日本らしさを体感 秘境の地を巡る
✓Educated Traveller (国籍：欧米豪、台湾、香港、タイ)

D：高野山＆お遍路 KOBO WALK 電車旅
✓Educated Traveller＆Wander Backpacker (国籍：欧米豪)

C：大自然を満喫 海と美食の“フォトジェニック”ツアー
✓Special Interest Hunter (国籍：欧米豪、台湾、香港、タイ)

第一回検討会及び検討会後のご意見まとめ

該当調査結果(来訪目的の30％以上のみ抜粋)

設計したルート



決定事項
ルート案について、近畿運輸局事務局、関西観光本部・関西コネクションリーダーズに相談
し、ルートA 及び C にてモニターツアーを実施することに決定

背景
ルートA 及び Cは、ターゲットがやや曖昧なため、万人受けする内容になっているか否かを検
証する必要があるため。
また、多くの外国人が訪問しているコンテンツではないため
※一方、ルートB 及び D はターゲットが明確に決まっており、既に一定数外国人が訪問している
コンテンツも含まれるため、検証する必要性は低いと判断。

１
「フェリー（及びレンタカー）を活用した和歌山県～徳島県における周遊ルート」を、訪日外国
人にとって魅力あるルートとするために、ツアーのテーマ ・ 各コンテンツに対する評価、フェ
リーの活用可能性について、外国人視点での意見を収集すること。

２

実施するツアーにおける魅力を発信し、外国人向けに魅力の発信を行うこと。
※発信手段：関西観光本部公式HP『関西ガイドのWhat’s Hot』、『Instagram』

インフルエンサーからは『Instagram』の『STORYS』『POST』からの投稿を行う。
※各コンテンツにおける写真などの素材はプロのカメラマンをアサインし、収集を行う。

３
ツアー内の各コンテンツにおける「多言語対応状況」「Wi-Fi環境」「受け入れキャパシティ」
「駐車場整備状況(受け入れ台数や料金等) 」を確認し、ブラッシュアップすべきポイントを明
確化する。

４
大阪市内などの都市部と郊外における交通量や高速の乗りやすさの違いが、外国人視点ではネッ
クとなり得るか否かを検証する。(発地場所としての妥当性を検証する)

モニターツアー概要

実証事業(モニターツアー)

モニターツアー対象ルート

モニターツアーの目的

モニターツアー実施日

【PlanA】 ： 1月17日(金)、18日(土)、19日(日)

【PlanC】 ： 1月24日(金)、25日(土)、26日(日)

モニターツアーの実施日



和歌山＆徳島を船でつなぐ 2泊3日

コースA 日本の伝統文化 日本らしさを体感 秘境の地を巡る

実証事業(モニターツアー)



START
新大阪 モニターや専門家の視点スケジュール

▸モニターの声 ▸専門家の声

09:30

11:10

トヨタレンタカー新大阪を出発

かどや食堂に到着

▸大阪市内からの出発 所要時間1時40分

▸しらす丼定食をオーダー 日本らしい雰囲気

12:00 九曜蔵にて工場見学・お醤油づくり体験

やや渋滞の中で進むこ
とになるため大阪市内
からの出発は避けた方
が良い。

やや渋滞でか
つ高速の入り
口が難しい
(日本に限ら
ずだが)ので和
歌山までは電
車移動希
望。14:00 中野BCで日本庭園鑑賞、酒蔵、梅酒づくり体験

日本らしい雰
囲気の店で大
好きな刺身が
出て満足
日本の伝統を
感じる。

17:00

▸醤油の蔵は圧巻 充電コーナーもあり、ひと休み

▸移動に苦戦。マップを見ても場所がわからず迷いながら
もなんとか到着。工場見学、日本庭園の鑑賞、梅酒
づくりなど様々な体験を行う。

▸チェックイン時、漁港を少し散歩
シラスは好みが
分かれる。刺
身も含め、苦
手な外国人は
多いので、別
の選択肢が
あった方が良
い。

魚料理ぎんで夕食

加太、ひいなの湯にチェックイン

18:00
▸海鮮料理は最高。ただ、モニターからは、少し受け入れ
体制についての不満がこぼれる。

海岸線をドライブ
▸白崎～湯浅～有田の海岸線は評価が高い

加太、ひいなの湯に宿泊

▸英語対応などは十分ではないが、泉質など、温泉は最
高！朝食も豪華でモニターは感動

ロッカールームが
狭くて着替えにくい

21:00
単語ベースで
はあるが、英
語対応も十
分。満足でき
る体験施設。

櫂（かい）を触れるのは
なかなか無いと思うので
良い。

伝統的な
内装だと感
じる。受入
問題はや
や改善余
地あるが、
十分な施
設。

実証事業(モニターツアー)

モニターツアー詳細

PlanA ダイジェスト １／３



モニターや専門家の視点スケジュール

▸モニターの声 ▸専門家の声

人生初の釣り
体験。すぐに釣
ることができて
すごく楽しい。

外からの眺めは最高。 絶景を楽しむことがで
きる。フォトジェニックな雰囲気を感じる。もっと
写真が撮れる場所やくつろげる場所があれば
最高。

欧米豪は満
足度に差が生
じそうだが、選
択肢として提
示されていると
良い。写真目
的ならニーズに
合致する。

英語の対応力だ
けではなく、当たり
前レベルに到達し
ていない印象
祖谷エリアの人気
に受け入れ側が
追い付いていない
印象を持った。

トイレ消毒されてい
ない、部屋が小さ
い、コストパフォーマ
ンスに問題があり、
満足できるとは言え
ない。

09:00

09:30 和歌山港に到着

▸和歌山市内を走り、和歌山港へ

10:30 和歌山港から船に乗船

12:50 徳島港に到着

▸乗船の手続きに少し苦戦しながらも日本人スタッフが
サポートし手続き完了

▸船から眺める景観は絶景 フォトジェニック

なっとくいち で釣り体験、釣った魚をその場で調理

▸手ぶらで楽しめる釣り体験
初心者でも3から5分で釣ることができる。

▸釣った魚をその場でさばき、刺身、フライでいただく。
▸生きた状態での刺身は少し抵抗を感じることも・・・

加太 ひいなの湯をチェックアウト

13:00

祖谷渓谷温泉ホテル秘境の湯 チェックイン
▸フロントの対応力、部屋の清掃状態に対してモニター
から不満が・・・特に蜘蛛の巣、たばこ臭、トイレ清掃が
できていないことに不満が出る。

▸夕食はホテル内でいただく。
▸夕食後は温泉でゆったり、一日の疲れを癒す。

17:30

運転好きとしては、
徳島県内の運転は
山道を除き快適。

実証事業(モニターツアー)

モニターツアー詳細

PlanA ダイジェスト ２／３



モニターや専門家の視点スケジュール

▸モニターの声 ▸専門家の声

日本の原風景で
はあるが、ガイドが
つき、ストーリーを
伝えないと魅力が
伝わらない。

人形を触ること
ができたのはす
ごく良かった。ま
さに伝統文化
体験と言える。

落合集落から車で10
分の木村家住宅
休業のためカフェは楽
しめなかったが、茅葺
きの家でお茶したい！
眺めは落合集落の眺
めに似ており最高！

プロダクトとしての
完成度が高い。

スリルがあり、フォトジェ
ニック。日本らしい魚の
丸焼きなどはアメイジ
ング。

伝統を感じる場所
ではあるが、受け入
れ体制(観光名所
のおごり)に問題を
感じる。

08:00

08:30 落合集落展望所からの眺めを楽しむ

かずら橋に到着

祖谷そば 祖谷美人でランチ

15:00 藍の館で藍染め体験

祖谷渓谷温泉ホテル秘境の湯 チェックアウト

11:00

トヨタレンタカー 新大阪駅前にて解散

10:00

▸昔ながらの原風景 日本らしい風景を楽しむ
▸春や秋に来ていれば更に景観が美しいとの意見も
▸途中、木村住宅にも立ち寄るも休業のため入れず。

▸少しのスリルと、景観美を楽しむ。
▸琵琶の滝も含め1時間程度の時間をゆったりと過ごす。

▸店内の雰囲気も日本らしく、英語メニューも豊富で
味も最高 モニターからの満足度が高い。

阿波十郎兵衛屋敷 人形浄瑠璃鑑賞＆体験13:30

▸人形を動かす体験 人形浄瑠璃鑑賞
▸英語字幕ムービーもあり、歴史についても学ぶ。

▸各自が好きな品(ハンカチやタオルなど)を選び藍染めを
行う。初めての経験で満足度も高く。

▸外国人の受け入れも普段から慣れているので問題なし
自分で作り持
ち帰れる。ずっ
と思い出に残
る経験だと思
う。

完成度が非
常に高い。作
品展示もあり、
高い満足度を
期待できる。

実証事業(モニターツアー)

モニターツアー詳細

PlanA ダイジェスト ３／３



和歌山＆徳島を船でつなぐ 2泊3日

コースＢ 探求心くすぐる 王道観光コース

実証事業(モニターツアー)



08:00

11:30

JR新大阪駅を出発

南紀白浜 アドベンチャーワールド 到着

▸阪神高速、近畿道、阪和道を経て白浜へ
途中、紀の川SAで休憩1回
渋滞、混雑なし。

モニターや専門家の視点スケジュール

▸モニターの声 ▸専門家の声

▸円月島から車で5分ほど
▸中国人の宿泊客が多数
（新型肺炎の影響で
通常の1/10程度とのこと）

ショー見学は9割
以上がアジア人
（日本人含む）。

パーク内のランチ
スポットは数多く
あり、そのほとんど
がパンダなどの
キャラクター推し
の商品。ファミリー
層の利用多い。

▸駐車料金1,200円、入園券 大人4,500円
ランチ（バーガープレート）1,520円 計7,220円

（入園券にはマリンライブとケニア号のサファリ見学
費用が含まれている）他オプション多数あり

▸園内で数人のスタッフへヒアリングしたところ、
外国人客は年間通して、ほとんどがアジア系との事

16:05 円月島 到着
▸アドベンチャーワールドから車10分ほど
▸日本人観光客が多くみられる（奈良、神戸、堺ナンバー
の車が4～5台ほど。外国人はいない）

自然景観が
とても美しく、
白浜の良さ
を感じられる
場所。写真
におさめる観
光客が多く
見られた。

16:30 浜千鳥の湯 海舟 チェックイン

部屋はコンパクトなつくり（広い部屋の設定も
ある）。電灯が暗くPC利用などには向かない。

夜泣きそばやアイスキャ
ンデーヤクルトなどの無
料サービスも充実。

▸WIFI 対応
▸温泉は15時～翌10時まで
夜通し利用OK

▸温泉の入り方や、食事のサポートなど、
外国語表記の案内ボードも多数あり

▸フロントスタッフも英語対応OK

▾英語版

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~∼∼∼
- 和歌山港～フェリー情報割愛

-

帰阪-

大歩危峡遊覧船乗船
※モニターツアーAにて視察 モニター1名体験者有
‣英語の受付も可能で英語説明もあり満足
最高の景観美がある(Deuce
氏情報)

モニターツアー詳細

PlanＢ ダイジェスト

START
新大阪

実証事業(モニターツアー)



和歌山＆徳島を船でつなぐ 2泊3日

コースＣ 大自然を満喫 海と美食の “ フォトジェニック ” ツアー

実証事業(モニターツアー)



09:03

11:37

JR新大阪駅を出発

JR白浜駅に到着

▸JR特急くろしお3号乗車 所要時間2時間34分

▸トヨタレンタカー 白浜駅前店にて車をピックアップ

12:15

モニターや専門家の視点スケジュール

白浜ナギサビールBARLEY にてランチ

駅前ロータリーに車を一時停車できるスペース
がないのは問題あり。到着していきなり和歌山
の人に怒られて、モニター全員が凹む事態に。
おもてなし醸成も課題か。

▸モニターの声 ▸専門家の声

ランチ内容は普通。海
が見える店だと、なお良
かった。白浜らしい食事
をとりたいわけではない
が、この店を選ぶ理由を
感じられない。

13:00 白良浜にて散策・撮影など ビーチでビールが
飲めるBARがない
のは残念。台湾で
は当たり前にある。崎の湯が臨時休業のため長生の湯へ14:00

▸ハンバーグ、エビフライ、ピッツァなどオーダー

▸貝をひろったり、写真を撮ったりのんびり

▸男性はお風呂へ、女性は足湯でひと休み

英語表記がなく、
事前に入浴券を
購入する方法が
伝わらず。

白崎海洋公園にてカフェタイム

海岸線をドライブ

16:00

ゴミ問題に敏感な
欧米人にとっては、
漂流物の放置は
環境問題を軽視
しているとみられる
傾向がある。清掃
に課題あり。

▸ソフトクリームや梅干し（はちみつ漬けの甘酸っぱい
ものが台湾の女性に人気）を購入

▸かなり狭い道を通り、外国人には難易度が高い

海岸線をドライブ
▸白崎～湯浅～有田の海岸線は評価が高い

TestiMone ARIDA にて夕陽鑑賞とディナー

▸乾杯は、有田みかんジュースとシャンパンで
▸宿泊はTestiMoneのツインルーム2室と、

鮎茶屋ホテルサンシャインに宿泊

ベッドの硬さがBEST！
景色もGOOD！

ロッカールームが
狭くて着替えにくい。

モニターツアー詳細

PlanＣ ダイジェスト １／３

START
新大阪

実証事業(モニターツアー)



09:00

09:50 和歌山港に到着

▸朝食後、42号線を北上し和歌山港へ

10:30

モニターや専門家の視点スケジュール

和歌山港から船に乗船

▸モニターの声 ▸専門家の声

12:50 徳島港に到着

▸初めての乗船も、車の誘導など的確でスムーズ
▸横揺れもほどんど感じられず快適性も高い

なっとくいち でBBQランチとシーカヤック体験

17:00

▸手ぶらで楽しめる全天候型BBQ
▸席利用料+食材+ドリンク＝支払い料金

阿波市内 宿泊施設にチェックイン
▸スーパーホテル阿南・富岡

テスティモーネ チェックアウト

13:00

とりやつきや にて夕食

淹れたてのコーヒー
とチーズパンが美味
しかった。ボリューム
も良い。

船の中で過ごす時間は、次のディステネーションを
相談できる絶好の機会であるが、有効な検討材
料（パンフレットや雑誌など）がないのは機会損
失となる。椅子席付近で流れていた動画は音声
がなく（ミュート？）始まっていたことにモニターが
気付かない状況であった。

船の中は飲食も出
来て快適。キャッ
シュレス対応がない
のが不便。

BBQの内容はとて
も良かった。アメリカ
や台湾では海辺で
BBQはしないので
（庭やホームパー
ティがほとんど）新
鮮だった。ただ、工
場やテトラポットの
景色に魅力はな
い。

タッチパネルの機械で
のオーダーであったが、
外国語表記がなく外
国人にはオーダーが
難しい状況。「写真
+価格」だけでも一
覧があると良い。

こんな狭い部屋のホテルは
台湾にはなくびっくりした。
（特に洗面スペース）

居酒屋は地元も人
とふれあえたらもっと
楽しい。

▸駅前の居酒屋

モニターツアー詳細

PlanＣ ダイジェスト ２／３

実証事業(モニターツアー)



09:00

09:40 日和佐うみがめ博物館カレッタに到着

▸渋滞混雑もなく、快適なドライブ

モニターや専門家の視点スケジュール

太龍寺に到着

▸モニターの声 ▸専門家の声

カントリーロード でカレーランチ

15:00 お松大権現

▸日本一のロープウエイで山頂へ
▸外国人はパスポート提示で割引あり

スーパーホテル阿南・富岡 を チェックアウト

12:30

トヨタレンタカー 新大阪駅前にて解散

11:00

移動距離が長くなるので、途中で買い物したり、
カフェに寄ったりできる立ち寄り情報が欲しい。

動物愛護の意識が高い欧米人には「カメかわ
いそう」「カメを開放してほしい」との見方になる
が、この施設はカメを保護していることを後に知
り、納得。最初から学ぶべきポイントについて、
スタッフから説明が欲しいところ。

大自然と日本の文化
を体感出来て気持ち
良い。お寺の雰囲気
が好き。

地元で人気の
お店っぽくてお
客さんが多かっ
た。満足！

「写真映え」するだ
けでなく、可愛い
おみくじや産直販
売など購買意欲
を高める仕掛けも
あり、女性陣に特
に人気。

▸招き猫が多数

▸英語メニューはなく、少し残念
▸外国人にとって、カレーはライスではなくナン

▸モニターに亀好きが多く、テンションが上がる。
▸途中、亀の解放運動が始まるも、一時的に保護してい
るということを知り、納得

モニターツアー詳細

PlanＣ ダイジェスト ３／３
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コース

和歌山＆徳島を船でつなぐ 2泊3日

D 高野山＆お遍路 KOBO WALK 電車旅

実証事業(モニターツアー)



10:00

11:35

南海難波駅を出発

高野山駅に到着

▸南海特急こうや3号乗車 高野山ケーブル
所要時間1時間35分

▸バスに乗り換えてランチへ

13:00

モニターや専門家の視点スケジュール

壇上伽藍、金剛峯寺へお参り

▸モニターの声 ▸専門家の声

16:00 西禅院 チェックイン

精進料理を食べる17:00

▸壇上伽藍、金剛峯寺、周辺エリアの散策

▸庭園を眺め、ゆったりひと休み

▸早めの夕食 スペイン人のカップルと会話を楽しむ

朝の勤行、精進料理で朝食、写経体験06:00

▸朝早くから勤行、外国人ばかりでびっくり！
海外からの女性一人旅で来る方も

奥の院へお参り
▸奥の院で世界観を体感する

光海珈琲でランチ&カフェ
▸店長さんと打ち解ける。メニューの英語対応、ベジタリア
ン対応もしっかりされている

09:00 西禅院 チェックアウト

10:00

11:30

高野駅から和歌山港へ13:01

▸高野山ケーブル 南海高野線 JR和歌山線
JR紀勢本線 南海和歌山港線
所要時間3時間8分

▸約2KMをゆったり散歩

和歌山港に到着16:09

大阪からのアクセスはやや遠いものの、景観
も良く、特に問題は感じない。
特急こうやでは、先頭車両まで移動し、線
路を撮影する外国人も複数見られた。

大門、壇上伽藍、金剛峯寺、奥の院まで歩いて
ゆったりと周ることができ、片道2∼３KM と適度
な距離だと思われる。お洒落なカフェもあり外国
人の受け入れも柔軟に対応できている。

宿坊も外国人
受入は全く問題
がないと感じる。
スペイン人とも会
話をしたが、高野
山・宿坊目的で
来日したとのこ
と。完成度が高
い。

モニターツアー詳細

PlanＤ ダイジェスト １／２
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18:30 徳島港に到着

19:00

モニターや専門家の視点スケジュール

徳島裏路地散策 まわりみち 蛍 で夕食

▸モニターの声 ▸専門家の声

08:00 ダイワロイネットホテル徳島 チェックアウト

▸入って早々からお客さんに話しかけられ、仲良くなる
異文化体験ができる

板東駅に到着 1番札所霊山寺へ
▸板東駅を降りてすぐ、バックパッカーに出会う

1番札所霊山寺まで看板での道案内(英語表記有)
迷うことなく霊山寺へ 800m

09:04

ダイワロイネットホテル徳島 チェックイン

19:30

▸わんまん電車で坂東駅へ 所要時間18分

08:46 徳島駅を出発

2番札所 極楽寺へ
▸霊山寺から極楽寺へ

お遍路で巡っている方々に出会う 1.3KM

09:45

3番札所 金泉寺へ
▸極楽寺から金泉寺へ 2.6KM

10:30 

4番札所 大日寺へ
▸金泉寺から大日寺へ 5.1KM

11:30 

5番札所 地蔵寺へ
▸大日寺から地蔵寺へ 1.9KM

13:30

だいせん食堂へ
▸地蔵寺からだいせん食堂へ 2.5KM

14:15

6番札所 安楽寺へ
▸だいせん食堂から安楽寺へ 2.6KM

15:30

平原バスに乗り、徳島駅へ
▸安楽寺から徒歩10分 平原バスから徳島駅へ 17:53着

16:30

徳島駅からバスで大阪駅へ
▸徳島駅からバスで大阪駅へ 21時着

18:15

裏路地の雰囲気は、
大阪や京都の飲み
屋街とは異なる雰囲
気で楽しい。ただ、英
語表記や受入対応
などはまだ整備されて
いないように感じる。
外国人だけで行くに
はやや不安も残るが、
総じて楽しむことがで
きた。

徳島駅から1
番札所まで
の電車アクセ
スはよく、下
車後も迷わ
ず行ける点は
良い。荷物は
徳島市内の
ホテルにおい
ておきたい。

至る所にお遍路の目印があり、お遍路の道を
歩いていると実感できる。ただ英語表記ではな
い点もあるのでその点は改善してほしい。
境内の雰囲気はどこも最高。特に寺好きには
良いと思う。

モニターツアー詳細

PlanＤ ダイジェスト ２／２

実証事業(モニターツアー)



実証事業結果をもとにした検討会の実施 １／２

■日時：2020年3月2日 10:30～12:00

■場所：和歌山県 近畿運輸局和歌山運輸支局

■参加者：近畿運輸局、和歌山県観光局、イースト徳島観光推進機構、
近畿地区レンタカー協会連合会、南海電鉄、南海フェリー、有識者(佐藤真一氏)、
(株)リクルートライフスタイル

■開催通知：以下ご参照

■検討会の様子：以下ご参照

実証事業(モニターツアー)



事前調査結果をもとにした検討会の実施 ２／２

■概要：

・モニターツアーによって得られたモニター、専門家からの意見及び改善点についてのご説
明を行い、各関係者にとって有意義な情報をご提供できていること。

・インフルエンサーや関西観光本部HP（関西ガイド）によるプロモーションの結果をご報告
し、ご理解及びご意見を得られていること。

・また、制作したパンフレット（ゲラ原稿）のご意見を頂戴できていること。

時間 内容 ツール

30分
①モニターツアー結果のご報告

・ルートのテーマ、及び各スポットに対する評価
情報をポイントを絞りご説明

※本資料『３．実証事業(モニターツアー)
(３) モニターツアー概要 (４) モニ
ターツアー詳細』よりご説明

30分

②プロモーション結果のご報告
・インフルエンサーによる個人SNSからの発信、

及び関西観光本部HP（関西ガイド）のブログ記
事（Ads広告結果含む）の結果報告

※本資料『4．プロモーション (２) デ
ジタルプロモーション』よりご説明

30分
③ パンフレット（ゲラ原稿）のご意見収集

・制作を行ったパンフレットのゲラ原稿をもとに
関係者の皆様からのご意見を頂戴する

※本資料『4．プロモーション (１) パ
ンフレット』よりご説明

検討会
ゴール

各関係者より、今回のモニターツアーから得られた情報は大変参考になったとのご意見をいただい
た。やはり受入環境の部分については特に徳島においては最大の課題になるため、今後も改善に向
けて検討していくことが必要であるとの結論に至る。

パンフレットでは、記載すべき点や修正点についてのご意見をいただき、パンフレット制作に向け
ての有意義な情報を得られた。※あくまでも外国人視点でのパンフレット制作を行っているため、
関係者からの意見を全て反映しているわけではない。

フェリーの位置づけとしては、『ゆったりとくつろぐことができる船旅』というテーマとして魅力
訴求を行っていくべきということで、全体の合意形成を得られた。

他、各関係者からの意見概要は以下の通り。

・イースト徳島：お遍路や裏路地飲食店などの受入体制について、元々感じていた課題があらためて
今回の事業を通じても浮き彫りになった。

・和歌山県観光局：白浜を少し除いても良いので、もう少し他のエリアも訴求すべきではないか。

・南海フェリー：フェリーの時間帯や車でフェリーに乗った際の金額一覧など、もう少し詳しい情報
を記載すべきではないか。

・近畿地区レンタカー協会連合会：パンフレットの配架などについては協力できる。

・南海電鉄：買い物ができるルートはできるだけ入れるべきである。そのため、徳島バス、南海バス
等を使って、徳島から大阪のミナミまで行けるということは訴求した方が良いと感じる。

・有識者（佐藤真一氏）：受入体制の部分については、英語が話せるということが大事というわけで
はなく、外国人の受入に慣れていることが重要。また、環境問題についてはペットボトルやスト
ロー等も嫌う欧州人はいるので、できれば改善していくべきである。また、パンフレットにおいて
は、一言でどう表現するか？について、精度を磨いておくことが必要と言える。他、細かいルート
の時間はとるべきである。

■まとめ：

実証事業(モニターツアー)



プロモーション

・大きさ：A4 ／ ・色：カラー ／ ・見開き：右見開き ／ ・ページ数：12P(表紙含む)
・印刷部数：英語3000部、繁体字2000部 ※日本語はPDFデータでの納品となります。

パンフレット

・大阪、京都の宿泊施設(ハイクラス向け) 英語77部／軒 繁体字45部／軒
・白浜町内宿泊施設(ハイクラス向け) 英語77部／軒 繁体字45部／軒

※宿泊施設様の記載部数は、平均値となります。
・南海電鉄：英語400部、繁体字400部（南海難波駅／南海新今宮駅／天下茶屋駅／関西空港駅）
・南海フェリー：英語200部、繁体字100部
・和歌山県庁：英語50部、繁体字50部
・和歌山市観光協会：英語10部、繁体字10部
・南紀白浜観光局：英語10部、繁体字10部
・テスティモーネ：英語300部
・高野山光海珈琲：英語200部、繁体字150部
・イースト徳島：英語100部、繁体字100部 ＋ご要望に沿い、微調整
・関西観光本部：英語30部、繁体字30部
・レンタカー会社店舗：大阪エリアを中心に英語200部、繁体字300部

・関西観光本部 特集記事ページ(ブログ)への掲載 (※イメージ図は下記に記載)
・外国人向けWebサイト インバウンド事業部管理「FIND MY OSAKA」

仕様

配架先

WEB広報

●Topページ「What’sHot!」サムネイルイメージ ●ブログ掲載イメージ（PC）



プロモーション

デジタルプロモーション

概要

＜セグメント＞

■国
【主要国】
・United States
・Australia
・Canada
・United Kingdom
・Hong Kong
・Taiwan
・Indonesia
・Malaysia
・Philippones
・Singapore
※その他：World wideに展開

■年齢：21歳以上

■言語：英語

■興味属性：
・Adventure 
・travel
・Osaka
・Kyoto
・Japanese 
・cruise
・Japanese Language&Culture
・Hiking trails,Tourism in Japan
・Nature
・Tourism

■行動属性：
・Frequent Travelers
・Frequent international travelers

SNS広告を活用し、今回の周遊ルートの訴求を実施。関西観光本部公式サイト「The
KANSAI Guide」への流入を促進。広告はカスタマーへの拡散を狙うPHASE１とカス
タマーのファン化を図るPHASE２に分けて展開した。

■PHASE1
目的：リーチ増加
実施時期：2020年2月10日～2月24日

■PHASE2
目的：リンククリック、いいね数増、エンゲージメントの向上
実施時期：2020年2月25日～3月10日



プロモーション

デジタルプロモーション

結果

SNSのAdsを利用し、今回の周遊ルートの訴求を実施。関西観光本部公式サイト「The KANSAI 
Guide」への流入を促進した。フェーズ１、２の結果は以下の通り。(個人のインフルエンサーの結
果を除く)

＜Ads＞※以下の結果はインフルエンサー個人のいいね数等を除いた結果となります。

＜ The KANSAI Guide＞

・Impressions

497万9069
※広告が表示された回

数。

同じユーザーが同じ広告

を2回見るとカウントは２

・Reach

440万8881
※広告を見た人数。

同じユーザーが複数回同

じ広告を見てもカウント

は１

・Link Clicks 2504
※The KANSAI GUIDEへ遷移した数

・Page Likes 

1万2001
（PHASE２のみ）

※「いいね！」の数

・Post 

Engagement

5096
（PHASE２のみ）
※書き込みの数
（「いいね！」を含む）



和歌山県・徳島県のコンテンツについての課題とご提言

課題分析と今後へのご提案

◆総合評価

〇

１つ１つコンテンツにおいては、一部を除き、総じて満足度が高かったと言える。
特に九曜蔵の醤油づくり体験、高野山、なっとく市での釣り体験、かずら橋、藍染体験、白浜
温泉、太龍寺、お松大権現に対する人気は高い傾向である。

高野山以外には、何か1つのゴールデンコンテンツがあるということではなく、車でゆっくり
巡っていく旅、という大枠で捉えると、総合的な旅の満足度は上がると考えられる。

また、ドライブにおいても、和歌山の絶景シーサイドロードや徳島の渓谷美についても満足度
は高く、一部の細い山道などを除けばドライブ自体が楽しいコースであるという印象を抱かれ
ていた。(大阪市内など都会における運転を除く。)

改善

車での移動になるので、通常の旅行よりも疲れやすい傾向がみられる。移動時間の長さを考慮
した余裕のあるルートなど、不満が出にくいスポットや流れを設計し、提示することが必要で
ある。期待値調整が非常に重要と言える。

英語メニューや英語の表記、受入体制などがまだまだ充実していないと思われる。
コンテンツ自体に魅力はあっても、英語の表記やスタッフの受け入れが不十分のため、
本質的な魅力を体感できていない可能性が高い。

祖谷エリアの受入土壌の全面的な見直しは検討すべきと言える。かずら橋をはじめとした急激
な人気上昇に、受け入れ側が追い付いていないと考えられる。落合集落の過ごし方や宿泊施設
の環境面など、あらゆる面で整備していかなければならない。

◆宿泊施設

改善

特に祖谷温泉に対する評価が非常に低い。16,000円～18,000円という金額自体が高いという
ことではなく、『それに見合ったクオリティがない』ということがモニター全体から出た意見
であった。
また、欧州から旅行に来ていたグループにもヒアリングを行ったが、宿泊施設に対する評価が
非常に低いことがわかった。値段からグレードの高いホテルだと期待していたため、余計に
ギャップを感じることになったとのこと。東京、京都の宿泊施設に泊まっているため、それと
比較をしてしまう傾向にある。
※東京、京都の高級ホテルとの比較だけではなく、京都でインバウンドの受入慣れをしている
8000円前後の宿泊施設との比較等も含む。)
要するに、コストパフォーマンスが見合わない、との意見であった。

祖谷エリアでは、宿泊施設のおもてなしレベルの改善が必要であるとともに、現段階では、
『ちいおり』をはじめとした古民家や『ハイクラスな宿泊施設』をベースに案内していくこと
が必要と言える。

◆食事

改善

宿泊施設と同様に、コストパフォーマンスで評価をしてしまう。東京、京都で日本らしい食事
は既に経験している。そのため、やや高い食事となるとどうしても高いクオリティを求めてし
まう。3000円以内の食事や、ラーメンなどにした方が良いのではないか、という意見が多く出
ていた。

また、日本食を食べたいというニーズはあるが、和歌山・徳島でしか食べられないものを食べ
たいとは思わないという意見が多くみられた。(もちろん、そこでしか味わえないものがあれば、
よりベターではある。)

※今回実施したモニターの意見をもとに記載しています。
外国人全般の意見とは限りません。



課題分析と今後へのご提案

◆国籍による違い

考察

総じて国籍による違いは見られなかった。
ただし、過ごし方という点で、ゆったりと過ごす旅にしたいという欧米層と、コンテンツは少
し多くても問題ないという台湾とでは、多少の意見の違いはあった。
そのため、ルートを決め切って提示するのではなく、自ら選べる仕立てで紹介していくことが
望ましいと考えられる。
※アジア(台湾の2名)もドライブ旅行になるので、運転疲れなども考慮すると、決して多くのコ

ンテンツを求めているわけではない。ドライブしかしていないと感じる旅にはしたくないた
め、ゆったりしたドライブ旅がネックになることはない。

欧米豪は、エコ、環境問題に対して敏感である(欧米豪でも人による差は大きい)。海辺にゴミ
が散見されるといった観点だけでなく、飲食店や宿泊施設等で、ペットボトルを使用している、
ストローを使用している、といったことも、特にヨーロッパ圏の方にとってはネックに感じる
可能性がある。
※ただし、改善すべき点ではあるが、多言語対応や受け入れ環境の整備など、他にも改善すべ
きことがあるため、優先順位としてはやや低いことともいえる。

改善

表記言語、受入スタッフの体制がまだまだ不十分であるスポットが多い。飲食店では、英語メ
ニューを、宿泊・体験施設では英語での説明マニュアルなどの設備を整える必要がある。

また、テスティモーネや藍の館など、英語表記が十分でなくとも、スタッフの愛想の良さ、
ウェルカムな雰囲気を出すなど、対応力を伸ばすことができれば尚良いと考えられる。

パンフレットやSNSを活用したプロモーションで旅全体の魅力や各スポットの魅力を紹介し興
味を惹けば、旅行者は気になった固有のスポットを検索エンジンで検索し、本当に行きたいス
ポットであるか否かを検証する傾向にある。
その際、検索エンジンで多言語対応、少なくとも英語対応ができていないスポットは、どれだ
け魅力があった場合でもそれが伝わらない結果に終わってしまう。
要は訪問されない可能性が高い。和歌山、徳島の各スポットでは、まだ多言語対応できていな
いスポットが多く見られるため、優先順位高く対応すべき点と言える。以下がメインとなるス
ポットの多言語対応リストである。(今回の最終ルート別に色分けしています。)

◆受け入れ環境

スポット名 対応言語 スポット名 対応言語 スポット名 対応言語

・かどや食堂 ー
・ジャイアントストア

南紀白浜
ー ・お松大権現 ―

・北町茶屋いっぷく ー ・らーめん幕末 ー ・高野山 英/仏

・九曜蔵 英/仏/蘭/伊 ・崎の湯 ー ・光海珈琲 ―

・テスティモーネ ― ・三段壁洞窟 ー ・まわり道 ー

・なっとく市 ― ・千畳敷 ー ・お遍路 英/簡

・藍の館 英 ・インフィニティ足湯 英/繁/簡/韓 ・アドベンチャーワールド 英

・かずら橋 英/繁/簡/韓 ・Rise&Win 英 ・とれとれ市場 英/繁/簡/韓

・祖谷美人 ― ・太龍寺 ― ・大歩危遊覧船 英/簡
※一部のみ

・十郎兵衛屋敷 英 ・鷲の里 ― ※食べログの英語サイトや観光協会のページなどで確認す
ることは可能。ただし、情報がやや薄くなる。

和歌山県・徳島県のコンテンツについての課題とご提言

※今回実施したモニターの意見をもとに記載しています。
外国人全般の意見とは限りません。

※下図の一覧表は、今回確定したスポットの一覧となります。
和歌山、徳島のスポット全般について調査しているわけではありません。



レンタカーの活用についての課題とご提言

課題分析と今後へのご提案

◆都市部での運転

〇

高速の入り口や合流は大きな問題ではない。海外においても、場所によっては複雑でわかりに
くい入口や交通量の多い合流などはあるため、日本が独自で難しいということはない。
※高速の入口の複雑さや合流が難しいと感じるか否かは、個人差が大きく、国による差ではな

いと言える。実際、阪神高速の乗り換えを行ったが、特に苦ではないとのことであった。

特に台湾では、バイクが多いため、大阪市内の道でもむしろ運転はしやすいという意見であっ
た。

改善

大阪市内は交通量が多く、時間がかかることはネックである。上記に記載の通り、運転の難易
度が高いわけではない。

特にアメリカ、カナダは道路が広く混むことが少ないので、日本の運転にはストレスがかかる
との意見が出ていた。

一方、ヨーロッパや台湾は渋滞することはよくあるが、海外旅行で渋滞になることは避けたい
との意見であった。

また、都市部では分岐が複雑で、わかりにくいということもネックだと言える。分岐のわかり
づらさは、日本人でも土地勘のない場所での高速の分岐では迷うことがあるが、標識の英字が
小さくまた地名に馴染みのない外国人にとってはより迷ってしまう可能性が高い。

総じて、運転の難易度が高いわけではないが、海外旅行で日本に来て、渋滞になるなどのこと
は避けたいとの意見はどの国にも共通して見られた。そのため、紹介するルートなどは、都市
部での運転をできるだけ避けた行程で組むことが望ましいと言える。

◆郊外での運転

〇
電車ではいけないところ(または公共交通機関なら相当時間がかかるところ)にある徳島県内の
スポットを満喫できる点が非常に良いという意見は国別関係なく、モニター全員から得られた
意見であった。
この観点は、ドライブ旅行を勧める際には、訴求すべきポイントであると言える。

改善

コンテンツとコンテンツの距離が1つ1つ遠すぎるとの意見が目立った。
遠く感じるか否かについて、国別の差異はないが、ネガティブに感じる度合いは個人差が大き
いと言える。(国別の差というよりも、ドライブが好きか否かという個人の問題によるところが
大きい。)

山道の運転については、個人別に意見が大きく分かれた。台湾でもアメリカでも細い山道の運
転は慣れているという意見がある一方、同じアメリカでも細い山道自体が自国には存在しない
という意見もあった。(要は国というよりも、自国の住んでいたエリアの道路状況次第である）
後者は、『崖から落ちそう怖い』という意見もあった。
※細い山道の定義：中央線がなく、対向ができない道を指す。

総じて、車でしか行けない、または車の方が圧倒的に便利なスポット、ルートを紹介するとと
もに、距離が遠すぎないかつ細い山道を極力避けたルートを設計しておく必要があると言える。
一部では、凍結なども懸念されるため、極力凍結しないルートを選定しておくことが望ましい。
(実際、徳島の剣山などは、ルートから外している。)

※今回実施したモニターの意見をもとに記載しています。
外国人全般の意見とは限りません。



レンタカーの活用についての課題とご提言

課題分析と今後へのご提案

◆交通ルール

〇

高速と一般道とは、看板の色が異なる(緑と青)という点においては、海外でも共通しているの
で、高速、一般道の違いで間違えることはない。(国別での差異はみられない。)

また、信号を守る、停止線で一時停止する、シートベルトをつける、飲酒運転はしない‥等、
日本での当たり前レベルは、海外においても同様であるため、ネックになることはない。また、
最低限の標識(一時停止や駐停車禁止等)においても、見ればわかる、とのことであった。

改善

山道での対向においては、どちらが譲るべきか？など国によってルールがあるのではないか、
と不安に感じていた。(特に台湾の方)
要は、交通ルールというよりも暗黙のルールのようなものがあるのではないか？と感じるとの
ことであった。

また、レンタカーの手続き時に配布されているマニュアルには、交通ルールだけでなく、山道
対向時の注意点などの、ルール以外の困りごとなどについてもQ&Aコーナーとして設けられて
いると現状よりも更に不安を緩和できるのではないかと考えられる。

◆その他

〇
給油方法は、海外と非常に似ており、全く問題は感じないとのことであった。
ただし、カードが使用できないガソリンスタンドがあれば困るとの意見はみられた。
(支払い金額が5000円以上になるため、できれば現金は使いたくないとのこと。)

ETCの貸し出しができるレンタカー会社、店舗が多い点は良い。

改善

旅行に来て、昼間からお酒を飲めないのはネックである。

高速道路料金は無料、もしくは日本の3分の１以下が相場であるため、高速代については非常
にネックに感じる。事前におおよそ発生する料金は把握しておけると良い。(また、できれば、
レンタカーを借りる手続き時に相談できると良い。)

車では音楽を聴きたいとの意見が多く出ていた。(特にアメリカやカナダなどの北米)
個人差によるところが大きいが、Bluetoothだけでなく、イヤホン接続や、車内での充実機の
設置など、設備面を充実させておくことは必要だと言える。※Bluetoothでは、接続がうまく
機能しないことが多いため、代替案があれば尚良い。
(参考：ハードルは高いが、ETCの電波を使用し、高速外においても観光情報や音楽配信などが
できれば、満足度は高まると言える。)

また、徳島港に着いた後、レンタカー会社が無い点についてはネックであったが、今回Jネット
レンタカー社と交渉し、徳島港までお迎えに行き、その場でのキャッシュレス手続きをできる
体制を構築している。

※今回実施したモニターの意見をもとに記載しています。
外国人全般の意見とは限りません。



(ご参考) 外国人が日本で運転するための概要

日本国内で運転が認められる運転免許証

外国の免許をお持ちの方が、日本で運転する際には
「国際免許証」もしくは「外国運転免許証（特定国、1地域に限る）+日本語翻訳文」が必要です。

次のいずれかの免許証を所持している必要があります。

■通常の国内運転免許証（日本国内在住者）

■国際運転免許証
ジュネーブ条約加盟国がジュネーブ条約に基づき
発行された型式のもの

■外国運転免許証+日本語翻訳文
エストニア・スイス連邦・ドイツ連邦共和国・フランス共和国・
ベルギー王国・スロベニア共和国・モナコ公国・台湾
以上の７カ国

パスポートの確認

□顔写真と本人の確認
□運転できる期間の確認

ステップ

１

国際運転免許証の確認

□ジュネーブ条約加盟国がジュネーブ条約に
基づき発行された形式の物であるかの確認

□有効期限の確認
□顔写真と本人の確認
□運転車両条件の確認

OK OK

外国運転免許証+日本語翻訳文の確認

□特定の6カ国、1地域であるかの確認
□指定の機関が発行した日本語翻訳文で

あるかの確認
□有効期限の確認
□顔写真と本人の確認
□運転車両条件の確認

日本国内で運転可能

パス
ポート +

ジュネーヴ条約の
国際運転免許証

パス
ポート + 自国の

運転免許証 + 日本語
翻訳文

運転可能判別確認のチェックフロー

ステップ

２-A
ステップ

２-B

OK OK

課題分析と今後へのご提案



空港➡目的地

QCDR フェリー＋レンタカー バス レンタカー

D
所要時間

（乗換回数）
長い やや短い 短い

C
費用

※4人旅を想定
高い 安い 高い

Q

空間(快適性)

非常に快適性がある。
└グリーン席等もあり快適
└ゆったりくつろぐことが可能
└船上など、様々なことができる。
※要するに、フェリー乗船時、自
身の自由な時間を持つ事が可能。

快適性はやや低い。
時間の使い方に制限がある。(ス
マートフォンを見るなど)

快適性はやや低い。
プライベート空間ではあるが、
運転しなければならないので、
制限がある。SAなどに行くこ
とはできるが、やや時間的な
制限がある。

環
境

Wi－Fi 一部接続可 高速Wi－Fi完備 無

電源 有り 無し 基本的に不可

キャッシュレス 不可(車乗船費用のみ可) 可能 可能

サ
ー
ビ
ス

飲食
(飲料)

船内にお弁当などの軽食有り
※好きな時に好きな物を食べる

ことができる。

駅弁等
※匂いや空間などを考慮すると

制限がある。

SAやコンビニでの購入等
※移動時間を有効に活用する

ことはできない。

接客 売店利用時に有り ほぼ無し 無し

情報収集 船内に有り
チケット売場に有り
バス内には無し

レンタカー店舗に有り
※見る余裕があまりない。

荷物
負担少ない(車にもレンタカーに
も積むことができる)

負担多い
負担少ない(車に積むことが可
能)

予約 直前予約可能 直前予約可能 基本的には事前予約必要

景観
船上からの圧巻の景観
海、島、太陽を満喫できる。

明石海峡大橋からの眺めは良い
が席によってはやや見づらい。

運転手はあまり見ることがで
きない。

R

事故
（郊外や中距離運転においては）
リスク低い

ほぼリスク無し
（都市部や長距離運転時にお
いては）ややリスク有り

行き先間違い
ややリスク有り
(レンタカー利用時)

リスク無し
（都市部や分岐点の多い高速
などにおいては）リスク高い

交通ルール
ややリスク有り(レンタカーの場
合)

リスク無し ややリスク有り

疲労(眠気等) 少ない(フェリーで睡眠も可能)
窮屈さなどにより、やや疲労を
感じる可能性有り

渋滞や長距離運転時はやや疲
労を感じる可能性有り

他
フェリーの時間帯が限られるため、
行程時間の工夫が必要

目的地に直接到達することがで
きない。(バスの停車上が目的地
であある場合を除く)

―

課題分析と今後へのご提案

フェリーの優位性について

QCDRの観点での比較

Delivery(所要時間や乗り換え回数等)やCost(運賃等)において、
特に直通バスとの差別化は非常に難しいことがわかる。

そのため『Quality』の充実度を高めることで差別化を図る必要がある。

劣位 普通 優位

※相対比較しての優劣



課題分析と今後へのご提案

〇

椅子やくつろぎスペースがあり、揺れも少ないため、快適さを感じる。

アイスクリームや飲み物などの売店があること(特にアイスに対する満足度が高い)はメリット
を感じる。

内装が美しいこと、グリーン席が豪華であることも非常に良かった。

外から眺める海の景色が絶景であると感じた。フォトジェニックスポットだと感じた。

改善

船内が、キャッシュレス対応になっていない点は見直すべきである。
券売機も車利用しない場合は現金のみとなっており、不便さを感じる。

ジャズなどの音楽が流れているスペースがあると、より快適さが増すと考えられる。
(ジャズに拘らなくとも良い)

Wi－Fiがほぼつながらず、ストレスを感じる。(Wi-Fiマークがあると期待値が上がってしま
う)
改善できなければ、注意書きなどを記載しておくことが必要である。

フェリー内では、甲板部分を除き、写真映えするスポットがあまりない。
インスタグラムなどで、『♯wakayama』で検索しても、フェリー情報は全く検出されない。

海外旅行に来た際にフェリーに乗ることが目的になることはない。(モニター全員が一致しての
意見)
※ただし、自身の好きなマンガのラッピングがあれば、わざわざ大阪や京都からでも来

るという外国人は2名／7名
（ハードル：好きではないマンガだった場合は来ないという点と、ラッピングコスト、

特に著作関係におけるハードルが高い）

待合スペースが殺風景に感じられるため、新幹線の駅構内にあるカフェのようなつくりのス
ペースが欲しい。また、和歌山港、徳島港ともに、レンタカー会社がなく、また、楽しめるス
ポットなどもないため、港付近や近場のスポットで楽しめるコンテンツが欲しい。

フェリーの優位性について

モニター、専門家からの意見

優位性に繋がる『Quality』において、改善すべき点が複数見られた。

※今回実施したモニターの意見をもとに記載しています。
外国人全般の意見とは限りません。



フェリーの優位性について

課題分析と今後へのご提案

Quality

空間(快適性)

※特にこの快適性の向上が非常に重要であると言える。

現状、グリーン席等もあり快適で、絨毯スペースなど、ゆったりくつろぐことが可能
な仕立てになっており快適性は十分高い。現状でも高速バスに比較しての優位性には
なっている。

ただ、自身の自由な時間を持つ事ができるという船の優位際は更に伸ばすことができる。

• 改善案１：船内に、Instagramから発信したくなる仕掛けをつくり、国内外への発信を行
う。壁を写真映えするようにデザインしたり、お遍路や阿波踊りの衣装レンタ
ルなどを行うなど、写真を撮りたくなる仕掛けをつくる。

• 改善案２：リラックスできる音楽が流れている場所を設置する。

• 改善案３：徳島(和歌山)での楽しみ方を考えられるような工夫をする。
エリア別に体験スポットや名所の情報が入っている情報を設置し、皆(旅行者
グループ)で 旅の計画を立てられるような仕立てとする。
※できれば、切符を見せる際やチケット購入時にパンフレットを渡したい。
また、「ANAのシートベルト着用の映像」のように、ユーモアがあり、フェ
リーの乗船時間2時間があっという間の「高野山・お遍路(例)」映像を制作、
上映を行う。インバウンドの中で、「面白い！！」となり、SNSなどを通じて
有名になるようなものを制作する。
※一般的な観光動画だと、観られない可能性が非常に高い。ただ流している

だけになってしまうリスクがある。
※南海フェリーのHPにも掲載し、QRで読込み、Wi－Fi接続して閲覧できるよ

うにするなど、工夫が必要である。

• 改善案４：改善案３と紐づけて、和歌山と徳島の名産で作った軽食や所縁のあるミニ体験
などを造成する。セットの貸し出しやお遍路グッズづくりなど。

環
境

Wi－Fi
Wi－Fiについては、海上での電波問題も考慮し、繋がりにくいなどの表記を行い、

期待値の調整を行う。(HP上にも記載ができると尚良い。)
できれば、繋がりやすさについては改善したい点である。

電源 既に充電器は複数有り。特に改善は不要。

キャッシュレス
乗船券購入時から乗船後の飲食販売などにおけるキャッシュレス対応を行うことは必要で
ある。

サ
ー
ビ
ス

飲食
(飲酒)

船内に軽食は有るが、もう少し手作り感のある軽食を揃えておきたい。
また、簡易なカウンターがあれば良い。(和歌山、徳島名産のフルーツジュース等)

接客 可能であれば、バーカウンターなどでの接客ができると良い。

情報収集
上記の快適性の改善案３ともつながるが、ネット上から情報をダウンロードできるシステ
ムは構築したい。※Wi－Fi表示の部分に、QRコードを設置する。

荷物 既に負担が少ない。

予約 直前予約が可能

景観
船上からの景観美が圧巻である。できれば、船上での、おすすめな写真カットなどが表示
されていると更に良くなると考えられる。

今後に向けて

【前提】和歌山及び徳島のルートやコンテンツの魅力を訴求し、まずは和歌山に行きたい！と思われる
ことが大前提となる。その上でフェリーが付加価値となるように訴求していくことが重要になる。



(ご参考) インスタ映えする壁や楽しめる動画のイメージ

■フェリー藍に紐づけカップルが楽しめる壁イメージ

■韓国 パンスターフェリーの壁 ■子供やマンガ好きにも楽しめる壁イメージ

■外国人向け動画イメージ(ANA)

※ANAホームページより引用

※Google画像より引用

課題分析と今後へのご提案


