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事業目的
新型コロナウィルスの世界的な感染拡大により、大きな打撃を受け、今後の計画修正も必要とされる

日本のインバウンド旅行市場であるが、長期的視野から見れば、V字回復以降は、拡大基調に戻ること
が期待される。旅行形態の多様化や地方エリアへの波及も今後は広がりを見せ、現行の中期計画2030
年に6000万人、旅行消費額15兆円という高みの目標に向かっては、さらに質の高い、多様性に富んだ
訪日旅行促進が求められる。関西は、1000年以上日本の首都であったことから、歴史的建造物や、関
西発祥の日本文化、世界遺産が多く、食（和食から粉もの文化）、自然、宿泊施設とバラエティー豊か
な観光資源が集積している上、2021年にはワールドマスターズゲームズ、2025年の関西・大阪万博や
IR招致など、国際的なイベントも控え、他地域以上の訪日旅行者の大幅な回復見込まれている。
すでに多くの訪日旅行者が訪れている地域の観光資源においてはさらに高品質な旅行サービスを提供す
ること、それ以外の地域においては観光資源を磨き上げることで回遊意向を促進することで、関西全域
の旅行消費額拡大及び地域経済活性化に向け、関西観光本部をはじめ関西の自治体・DMOと連携し、
多様な訪日旅行促進策の推進を図るという、これまでの方向性をさらに強化する必要性がある。

具体的には、
①欧米豪からさらなる来訪を促進するコンテンツの新規開拓や、東アジアや東南アジアからの来訪客需
要を深堀りし、関西ファン化・リピーター化を目指す。
②特定の分野に興味関心のある旅行者層をターゲットに絞り、各地域での宿泊者の増加に寄与するコン
テンツを創出することでインバウンドを取り込み、今後さらなる消費額拡大を目指す。
③関西にしかない価値をもつ“ドキドキ、ワクワク”する、関西ならではの滞在型コンテンツの創出・磨
き上げを実施する。

上記①～③を踏まえ、本事業においては、多種多様な旅行者層のニーズに応えるため、関西の多様な
魅力（ガストロノミー、特色ある宿（農泊等）、ショッピング、アニメ、祭り、日本遺産、スポーツ、
等）を活用した商品ブランドを造成するため、大阪・京都のみならず関西各地域で1泊以上の滞在を可
能とするコンテンツを、特定のテーマ毎に在日外国人によるヒアリングを実施することで、外国人向け
に展開されていない観光資源や、日本人が気付くことができない外国人にとって魅力のある観光資源を
掘り起こし、各テーマに即したコンテンツの磨き上げを実施することで、次年度以降の旅行商品化及び
造成地域での滞在時間長期化による旅行消費額拡大及び地域経済活性化に寄与することを目的とする。

事業方針
関西における宿泊日数及びさらなるリピーター拡大を目指し、下記テーマに係る関西の多様なコンテ

ンツを造成する。なお、本事業において下記のコンテンツを磨き上げる事を基本とする。

No. テーマ 素材 府県 所在地/DMO等

1 ガストロノミー フルーツピッキング 和歌山県 紀の川市/紀の川フルーツ観光局

2 ガストロノミー 漁師体験 和歌山県 和歌山市/和歌山市観光協会

3 ガストロノミー 酒蔵体験 兵庫県 播磨地方/播磨広域連携協議会、兵庫観光本部

4 ガストロノミー ワイン 大阪府 柏原市・羽曳野市/大阪観光局、大阪ワイナリー協会

5 特色のある宿泊施設 古民家 京都府 南丹市/南丹市美山観光まちづくり協会

6 特色のある宿泊施設 宿坊 和歌山県 高野町/高野町観光協会

7 特色のある宿泊施設 農泊 奈良県 明日香村/飛鳥観光協会

8 特色のある宿泊施設 グランピング 京都府 宮津市、天橋立/海の京都DMO他

9 アニメツーリズム 「一休さん」と金閣寺他 京都府 京都市、京田辺市/京都市観光協会、お茶の京都DMO

10 アニメツーリズム 「けいおん」と豊郷小学校 滋賀県 豊郷町/豊郷町観光協会、びわこビジターズビューロー

11 アニメツーリズム 手塚治虫 兵庫県 宝塚市/宝塚観光協会

12 アニメツーリズム 「涼宮ハルヒ」と西宮 兵庫県 西宮市/西宮観光協会

13 お祭、季節の行事、風習、歳時記 だんじり 大阪府 泉州地域/大阪観光局、KIX泉州ツーリズムビューロー

14 お祭、季節の行事、風習、歳時記 曳山 滋賀県 長浜市、大津市、日野町、甲賀市等/びわこビジターズビューロー、各市町観光協会

15 お祭、季節の行事、風習、歳時記 お水取り 奈良県 奈良市/奈良県ビジターズビューロー

16 お祭、季節の行事、風習、歳時記 ひなまつり 奈良県 高取町/奈良県ビジターズビューロー

17 スポーツ ゴルフ 兵庫県 兵庫県内/神戸観光局

18 スポーツ サイクリング 兵庫県 淡路島/淡路島観光協会

19 スポーツ ハイキング 大阪府 箕面/大阪観光局

20 スポーツ トレッキング 滋賀県 大津市/びわこビジターズビューロー
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事業フロー図

事業準備

コンテンツの整理
・統一項目に対して、20コンテンツの情報整理

外国人目線による地域資源ヒアリング
・外国人による現地ヒアリングの実施
・コンテンツの特性把握

コンテンツ企画開発
・OTAワークショップの開催（オンライン）

コンテンツ発信手法の習得機会の提案
テーマ：①外国人観光客向け体験プログラム

WEB掲載セミナー

・ガイド養成講座（オンライン）
外国人に向けた説明方法を習得する機会の提案
テーマ：①印象に残る地域ガイドとは

②外国人にとってのホスピタリティとは何か

・観光受入セミナー（オンライン）
外国人目線による改善点の洗い出しを行う気づきの
場の提供
テーマ：①観光コンテンツの磨き上げ手法

②コンテンツツーリズムの磨き上げ手法

コンテンツ情報翻訳
・20コンテンツに対する多言語解説文の作成、データ入稿

モニターツアー実施
・コンテンツの改善点を洗い出しを行うためにモニター

ツアーを実施
・インバウンド専門旅行会社造成担当者等による外国人目線

での課題を抽出するアンケート実施

効果とりまとめ
・作成コンテンツのとりまとめ
・報告書等の作成
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3 事業内容

（１）コンテンツの整理

項目：
・英語での事前問合せ対応・英語での事前予約・英語の外部予約サイトへの掲載・英語によるアク
セス情報の提供・キャッシュレス決済・WiFi整備状況・ターゲット市場・現地での外国語対応

コンテンツの整理にあたっては、以下の項目に沿って情報の整理を行いました。

テーマ：ガストロノミー
コンテンツ：フルーツピッキング
エリア：和歌山県/紀の川市
概要：フルーツの町紀の川市でのフルーツピッキング体験（いちご等）
上質なフルーツの産地として注目される日本。産地でもぎたてを食べてもらい、みずみずしく糖
度の高い日本産フルーツの魅力を体感してもらう。

→項目を統一したフォー
マットに沿って各コンテン
ツの情報を記載しているが、
一部、ヒアリング内容等の
注記を加えている。

（例）フルーツピッキング調査票①
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（例）フルーツピッキング調査票②
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20コンテンツ分の調査票は、巻末資料に収納

（例）フルーツピッキング調査票③
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（２）外国人目線によるヒアリング
インバウンドビジネスに実績のある外国人目線により、現地ヒアリングを実施。
※長距離移動を避けるため、基本的に関西在住の在日外国人により訪問を行った。

①
フルーツピッキング（紀の川市）②

漁師体験（和歌山市）

③
酒蔵体験（播磨地方）

④ワイン（柏原市）

⑤
古民家（南丹市）

⑥宿坊（高野町）

⑦農泊（明日香村）

⑧グランピング（宮津市）

⑨一休さん（京田辺市）

⑩けいおん（豊郷町）

⑪手塚治虫（宝塚市）

⑫涼宮ハルヒ（西宮市）

⑬
だんじり（泉州地域）

⑭曳山（長浜市（大津市、日野町、甲賀
市））

⑮お水取り（奈良市）

⑯ひなまつり（高取町）

⑰
ゴルフ（神戸市）

⑱サイクリング
（淡路島）

⑲ハイキング（箕面市）

⑳トレッキング（大津市）

【各テーマ】
①～④ ガストロノミー ⑤～⑧ 特色のある宿泊施設
⑨～⑫ アニメツーリズム ⑬～⑯ お祭り、季節の行事、風習
⑰～⑳ スポーツ

●訪問日程

No. 素材 訪問日 訪問者

1 フルーツピッキング 9月8日 Msタマラ　（ポーランド/女性）

2 漁師体験 12月3日 Msアリース　（アメリカ/女性）

3 酒蔵体験 9月1日 Msタマラ（ポーランド/女性）

4 ワイン 11月22日 Msアリース　（アメリカ/女性）

5 古民家 11月17～18日 Msアリース　（アメリカ/女性）

6 宿坊 10月24～25日 Mrダニエル （イギリス/男性）

7 農泊 9月11日～12日 Msアリース　（アメリカ/女性）

8 グランピング 10月22～23日 Msアリース　（アメリカ/女性）

9 「一休さん」と金閣寺他 11月4日 Mrジェームス　（台湾/男性）

10 「けいおん」と豊郷小学校 9月9日 Msアリース　（アメリカ/女性）

11 手塚治虫 9月4日 Msアリース　（アメリカ/女性）

12 「涼宮ハルヒ」と西宮 8月27日 Msアリース　（アメリカ/女性）

13 だんじり 9月3日 Msタマラ　（ポーランド/女性）

14 曳山 10月20日 Msアリース　（アメリカ/女性）

15 お水取り ― Msアリース　（アメリカ/女性）

16 ひなまつり 8月18日 Msタマラ　（ポーランド/女性）

17 ゴルフ 9月2日 Mrダニエル（イギリス/男性）

18 サイクリング 9月9日 Mrダニエル（イギリス/男性）

19 ハイキング 9月2日 Msアリース　（アメリカ/女性）

20 トレッキング 9月7日 Mrダニエル　（イギリス/男性）
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コンテンツ ①フルーツピッキング

訪問先
（現地対応者）

一般社団法人紀の川フルーツ観光局 （事務局長 佐脇様）
藤井の里くらぶ：フルーツ狩り （児玉様 川原様）
小坂農園：いちじく体験 （小坂様）

訪問者 Msタマラ （ポーランド人/女性）
JCD 三浦

訪問日 9月8日（火）

事前調整 紀の川フルーツ観光局佐脇氏にTELにて事業内容を伝えた上で、実際の訪問時
にもアテンド、案内を行っていただいた。時期的に「いちじく体験」となる旨
を教えていただく。

行程 ①紀の川フルーツ観光局 事業説明＆DMO取組ヒアリング
②藤井の里くらぶ レモン＆泉州ナス収穫体験
③小坂農園 いちじく収穫体験
④めっけもん広場 地域特産販売所
⑤和歌山電鐵 和歌山⇔貴志 ※移動行程中

概要 ・紀の川フルーツ観光局佐脇事務局長が現地同行対応いただく
・時期的に、いちじく収穫体験を中心に訪問。加えてレモン＆泉州ナスも訪問
・特産品販売所であるめっけもん広場へも立ち寄り
・フルーツ観光局までの交通移動は、訪問者2名で移動。

②藤井の里くらぶ①紀の川フルーツ観光局（案内所）

③小坂農園 ④めっけもん広場 ⑤和歌山電鐵（貴志駅）

例：フルーツピッキングヒアリング内容
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コンテンツ ヒアリング内容

いちじく体験 ・いちじくが木になっている姿は見たことないので、興味深い

・観光農園でなく、農家の実際に訪れた点は、何かが揃っている訳で
もないので、そう魅力を感じなかった。

・アクセスは問題、外国人だけでは来れないと思う（サイクリングが
あったとしても、駅から遠い道が分からない）日本人向けのイメージ。

・農園が小さく収穫しすぎるとかわいそうに感じてしまう
（※ただ農園曰く、収穫量を調整しているとのこと）

フルーツ狩り （時期的に体験できなかったが、仮にあら川の桃としてヒアリング）
・日本のフルーツは形も良く新鮮というイメージあり
桃が2つで＠1500円としても、初回訪問者なら購入するだろう。

・収穫したものをその場で食べれるのは良い体験（ただ、桃は冷やし
た方がおいしそう）

・フルーツ狩りは果物によると思う。日本のぶどうとか桃など、新鮮
な、その土地にしかないものを食べるのは興味あり。

めっけもん市場 ・普通のスーパーのイメ0時、観光客は買わないだろう。特に魅力は
ない（日本に住んでいる人は良いと思うけど）

和歌山電鐵（いちご電車） ・電車がかわいくて珍しい、撮影した写真は家族や友人たちに見せた
くなるもの。

・駅にある猫のお土産もかわいい。
（ニタマ駅長は昼寝中だったため、そこまで関心を持たれず）

・往復なら1日乗車券が安価のようだが、和歌山駅での案内はなかっ
た。

全般について ・旅行者にとっては、駅から近いところに農園があればベスト。ただ、
収穫だけだとすぐ終わるので、いちご電車（和歌山電鐵）などの観光
要素との組み合わせでないと厳しい。あと食事する場所も欲しいとこ
ろ。

20コンテンツのヒアリング分は、巻末資料に収納
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（３）コンテンツ造成会の開催

外国人目線による地域資源ヒアリングの内容を活用し、外国人や商品造成の有識者を構成員とした検討
会を実施した。

第1回検討委員会
開催日時：9月15日（火）
場所：(株)JTBｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾃﾞｻﾞｲﾝ 会議室（対面開催）
参加人数：14名

議題：出席者紹介
コンテンツ調査報告（状況整理、外国人ヒアリング）
今後の進め方について

(敬称略）

氏 名 所属等

臼 井 冬 彦 北海道大学観光学高等研究センター客員教授、臼井事務所代表

中 村 忠 司 東京経済大学 コミュニケーション学部　教授

森 な お み (株)インプリージョン　プロデューサー

山 本 訓 弘 大阪府立大学観光産業戦略研究所　客員研究員、(株)MydoMind代表

ダ ニ エ ル ・ リ ー 前 関西シーン編集長、（有）モジョプリント代表取締役

「関西ならではの商品ブランド造成事業」
第1回　コンテンツ検討委員会 出席者名簿

検討委員

野 村 昌 彦 （一社）関西観光本部　観光コンテンツ開発部長

川 尻 龍 二 （一社）関西観光本部　観光コンテンツ開発部 担当部長
広域DMO

角 谷 敬 二 郎 近畿運輸局　観光部長

村 上 進 一 郎 近畿運輸局　観光部　計画調整官

波 多 野 誠 介 近畿運輸局　観光部　観光地域振興課　消費促進係長

石 倉 淑 貴 近畿運輸局　観光部　観光地域振興課

国

三 浦 俊 介 (株)JTBコミュニケーションデザイン　西日本営業局　営業2課マネージャー

福 村 和 広 (株)JTBコミュニケーションデザイン　西日本営業局　ツーリズムプロモーション室長

三 谷 さ や か (株)JTBコミュニケーションデザイン　西日本営業局　営業2課

事務局

▼出席者

▼当日の様子
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委員への配布資料について、「コンテンツの概要」「DMO等へのヒアリング内容」「外国人ヒアリ
ング調査の内容（訪問済）」「課題（現状想定される課題」を1枚にまとめたもので準備。その他、
参考資料としてヒアリング時の写真やWEB情報などを添付して準備をした。

▼配布資料（例）
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●議事要旨
議事録については、巻末資料に収納

議事要旨

【ガストロノミー】
・全般

飲み物と食べ物は分けて考えて良い。日本酒やワインなど飲み物はマニアックで調べて勉強したい側面があ
るため。

・フルーツピッキング
ただ採るだけでなく、料理やレストランとの連携で食べ方も一緒に考える方が良い。
二次交通を考えた際に、、レンタカーで多言語ナビ搭載による果樹園登録の例もある

・漁師体験
体験だけでなく、食べる場所やレストランなどの受け皿をセットで展開。
行程中における観光列車という受け皿も考える

・酒蔵やワイン
集積があるエリアでは、食べ歩きを目的とした滞留できるエリアとして展開。
ワインは生産量の問題が前提にあるが、レストランとの連携での展開。
アルコールが入る分、レンタカーなどの運転はNG。ワインタクシーなど実績も考慮。
ツアー後の宿泊先での楽しみ方提示において、ホテルコンシェルジュとの連携。
通訳案内士と観光地とのマッチングも検討できる。

【特色のある宿泊施設】

・グランピング
ファミリーやライフスタイルにこだわりある方に人気
インバウンドにとって、トイレなど水回りの整備環境が気になる点だが、今は整っている状況と思われる。
きれいな場所で、手ぶらでできるグランピングが訴求点にもなる。

・農泊
二次交通での分かりやすさが重要
日本の文化に関心ある層がネットでの検索により情報を収集してオンラインで申し込むのが多い
農泊を体験したインバウンドの方の満足度は高い傾向
教育旅行との関係性でいくとエリア内で登録する農家は多いケースがあるが、第3者が割り振り分泊。
個別でインバウンド予約をとる場合は言葉の問題もあり問題
明日香エリアでいくと、周辺にキトラ古墳やひな祭りのコンテンツもあり、周辺資源の活用を

・古民家
二次交通での分かりやすさがが重要
外国人はかなり来て宿泊をしているようで魅力あるコンテンツ
グランピング同様、トイレなど水回りの整備環境は気になる点。

・宿坊
インバウンドの受入れ自体のシステムは整っているエリア
町そのものの世界があり、行の空間に身をおいて時間を過ごすことの精神性がある。
宗教への興味度もあると思うが、禅体験や護摩行という空間や体験自体への興味を持つ層もいる。
Airbnbでもオンライン瞑想を実施している、コロナ時期こそAirbnbを通じてオンライン瞑想を売ることも考
えても良い。
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議事要旨

【アニメ】
・全般

どの国のどの世代が知っているのかを把握する必要がある。ただ、今はインターネットで見る時代。放映タ
イミングのみ縛られすぎなくても良いが、時間の経過とともに、ある層から認知度が消えていくことを意識
する必要がある。地域がビジネスする時はこの点の把握が必要。

アニメにおける聖地巡礼は、なかなかマネタイズにならない。ここだけで地域は儲けようとせず、来るだけ
で観光としての経済波及効果になるものと思った方が良い。

アニメに関しては全般的に版権の扱い方に気を付ける必要がある。製作委員会との密なやり取りが必要だが、
地域体制によって温度差はある。

地域を知ってもらうというきっかけなら初動は良いかもしれないが、ツーリズムとしての部分を生むには、
例えば、コスプレで集まるのは若い人といった場合、一般的なツーリズムコンテンツよりも、イベント系や
企画系の人が集まり何かする方が良い。

・けいおん
宿泊も考えて、京アニ吉田玲子作品として１つにまとめると周遊の必要性が出る
昔のアニメの見方と違い、空気系のアニメと世界系のアニメがあり、空気系の代表が「けいおん」や「たま
こまーけっと」で、昔の作品だとしても、今の20代の中国の方は結構見ている。

・涼宮ハルヒ
宿泊も考えて、京アニ吉田玲子作品として１つにまとめると周遊の必要性が出る

・手塚治虫
東京ではトキワ荘の復活、トキワ荘を１つにまとめたら、もっと強く売っていけるのでは。
アニメ化が最近はされていない点は気がかり。手塚治虫の世界観より作品で絞る方が良いかと思う。

・一休さん
中国では劇場版の映画もあり、テレビ番組で放映され結構知られている
中国で精進料理に対する興味が広がっている、禅と食。
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【お祭りや行事】
・全般

お祭りの課題は季節性、いかに、その祭りをリアルに体験できるかという点。
その土地の歴史やストーリーを伝える地元の人による説明があると、より魅力が伝わる。
お祭りにあわせた食事も大切。 イベント情報の外国人向け情報がもっとあった方が良い。
イベント、祭り期間によって売り方が違ってくる
地域の人がどんな思いで祭りに向けて準備するかという物語を盛り込んだ祭りの映像を、事前に見せるこ
とで関心を引くことができる
外部の人が参加できる祭り、観る祭り、祭りの日以外に訪れる と3つに分けて対応するべき。
祭りによっては、プロモーションによる集客促進より地元の考えを優先すべきケースもある。

・曳山
実際の祭りの日数が短い
周辺の時期が近い祭りと合わせて展開

・だんじり
実際の祭りの日数が短い
祭り食を組み合わせた展開
岸和田はまち歩きにも適していて、別寅の御殿やユニチカの寺田財閥の自泉会館など歩いて面白い街。
周辺の時期が近い祭りと合わせて展開
泉州にもだんじりはあるが、神聖性という点からも岸和田に絞った方が良さそう。

・お水取り
修二会は圧倒的な映像感

・ひな祭り
ひな祭りだけだと他でもやっているので、やや弱い。周辺コンテンツとの組み合わせ

【スポーツ】
・全般

予約が必要なものは、英語対応で自由に検索できるのが理想的
ターゲットのレベル感を選択する必要がある。初心者、中級者、上級者など。
日本の良さは、コンパクトに良いものが集まっている点。日本人の意識で壮大さを語る際には、海外の規
模感との違いがあり、期待させすぎないよう注意が必要。
必要となってくるのは、英語の地図（レベルに合わせたルートの設定）、試走など安全確認といった整備、
標識看板の整備、レンタル対応といった点。

・サイクリング
初心者がロードバイクに乗るのは難しい、攻めたい上級者向けコースの案内の整備がされていない
外国人向けのサイクリングガイドが欲しい
インフラ整備などにおいて、しまなみに学ぶところは多いと思う。

・ゴルフ
ゴルフは1人でも回れる設定があると良い（通常は1人では受付はしてもらえない）
レンタルクラブ、シューズの充実は必要。日本に来てから思い立ってやってみようという人は結構いるの

で、この層を逃さないためには、レンタルは重要。

・ハイキング
インバウンド向けの山登りアプリが少ない
登山やハイキング用品を扱う店が周辺にあれば、パンフレットに掲載するなどの活用を。

・トレッキング
インバウンド向けの山登りアプリが少ない
比叡山と高野山をセットで売るという考え方も。熊野古道より高野山はミーハー路線で。
登山やハイキング用品を扱う店が周辺にあれば、パンフレットに掲載するなどの活用を。
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第1回検討委員会での意見を反映しての今後の進め方を下記の通りに整理した。

ガストロノミー（全般）
・エリア内に滞在する場所をつくる工夫
・２次交通対策をはじめとする先進事例研究
・「食材」「ドリンク」＋「レストラン」の組合せ方検討
・「お土産」の開発

①フルーツピッキング（紀の川）
・先進事例の研究
・フルーツ狩りだけではなく、周辺レストランとの連携によるフルーツを使った料理提供可能性検討
・２次交通対策の検討
・お土産の状況確認

②漁師体験（舞鶴・宮津）
・地元DMOとの調整
→地元の水産会社が日本人で手一杯。事業の受入れ自体が厳しいとのこと、自社でもプロモーションをしてお
り、既に予約も取れない状況なのでインバウンド向けの余地がないとのことで、和歌山加太エリアでの漁師・
海釣り体験へ変更。

③酒蔵見学（播磨）
・先進事例の研究
・いくつかの酒蔵を巡るツアー造成の検討
・「食」と一緒に楽しむルート等の開発
・２次交通対策の検討
・滞在ホテルからの通訳ガイド・車両付き訪問ツアーの検討

④ワイン（河内）
・先進事例の研究（山梨ワインタクシー）
・周辺レストランと組合せた、モデルルートの構築
・滞在ホテルからの通訳ガイド・車両付き訪問ツアーの検討

特色ある宿泊施設（全般）
・外国語での宿泊予約が可能な箇所は、商品化は容易。
・宿泊と周辺観光や体験とを組合せた。「エリアの楽しみ方」の提示を検討。

⑤古民家（美山）
・地元DMOと調整中
・外国人宿泊客も多い

⑥宿坊（高野山）
・10月24日宿泊で予定中。遍照尊院、豪州出身女性の宿泊
・外国人宿泊も多く、50軒すべてが外国人対応している。
・新型コロナ対応の外国人目線での意見とヒアリング予定。

⑦農泊（明日香村）
・外国語での受入対応の強化策検討
・情報発信手法の充実手法の検討
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⑧グランピング（宮津・天橋立）
・外国人ヒアリング調査予定（10/22泊）
・外国人対応の確認

アニメツーリズム（全般）
・各アニメコンテンツの海外での露出状況の確認
・各アニメコンテンツのターゲティングの
・各アニメコンテンツの版権利用についての状況確認（ｱﾆﾒﾂｰﾘｽﾞﾑ協会等）
・地域でのマネタイズを誘発する周辺観光等の紹介方法の検討

⑨一休さん（京田辺市）
・外国人ヒアリング調査（未）
・精進料理との組合せ検討
・お茶の京都DMOの体験メニューの状況確認

⑩「けいおん」と豊郷小学校（豊郷町）
・コスプレ＋撮影ツアー等の実施可否検討。（日本橋のコスプレ撮影スタジオ連携等）
・「涼宮ハルヒ」等と連携した、「京アニ 吉田玲子作品を巡る旅」の開発
・周辺観光との組合せ検討（豊郷、彦根など）
・ガイドの開拓

⑪手塚治虫（宝塚）
・「ときわ荘」ゆかりの作家の足跡を巡る旅 の検討

（京都国際マンガミュージアムとの連携も検討）
・宝塚ホテル等の周辺施設と組み合わせた街歩きモデルコースの開発

⑫「涼宮ハルヒ」と西宮（西宮市）
・外国人向けツールや案内の手法検討（マナー啓発含む）
・西宮市内交通機関等の多言語化推進方策の検討
・「けいおん」等と連携した、「京アニ 吉田玲子作品を巡る旅」の開発

お祭、季節の行事、風習、歳時記（全般）
・お祭り等の開催期間以外の楽しみ方の開発
・ストーリーの語り手の開発（お祭り等に関わる人、ガイド等）
・動画の活用（どんな動画があるのかを調べる）
・お祭り等と「祭りの食」との組合せ検討
・時期が重なる祭りを集めて売る（関西の春祭り、夏祭りなど）方法の検討
・外国語での情報発信の強化策検討

⑬だんじり（泉州）
・祭り体験（練習、当日）ガイドツアーの検討
・「祭り食」との組合せモデルコース検討
・祭り期間以外の、街歩きモデルコースの開発

⑭曳山（長浜他滋賀県内）
・外国人現地ヒアリング準備中
・観光協会が検討中の「山曳き体験」の状況確認
・滋賀県内の曳山文化訪問モデルコースの創出
・「祭り食」の調査
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⑮お水取り（奈良市）
・外国人映像視聴調査実施予定
・既存「映像」の確認
・奈良県VBのインバウンド向け施策との連携
・お水取り＋αの奈良公園周辺観光モデルコースづくり

⑯ひなまつり（高取町）
・見学＋食＋周辺観光の整理
・外国語対応（ひなまつりの開設、ストーリー開設）体制の検討（奈良県VB連携含む）

スポーツ（全般）
・旅行者の各スポーツのレベル（スキル）に対応した選択肢の提示方法の検討
・予約が必要なものは、英語等での予約方法があるかの確認
・英語での情報発信の確認
・レンタルや購入できる施設との連携策検討

⑰ゴルフ（神戸）
・神戸観光局、ひょうご観光本部の今年度取組と来期以降の展開を確認
・レンタル用品の確認

⑱サイクリング（淡路島）
・レベルに合わせた多言語解説ツールの作成方法の検討（MAP含む）
・日帰りプランや宿泊等の組合せプランの開発検討
・荷物としての自転車の輸送についての方策確認

⑲ハイキング（箕面）
・ガイド付きウォーキングツアーの検討
・レベルや滞留時間に合わせたモデルコースの開発
・観光コンテンツのインバクトをどうつけるかを検討
・大阪観光局の取組確認

⑳トレッキング（比叡山）
・トレッキング＋精進料理等の組合せ手法検討
・「高野山」と組み合わせた、「二つの日本仏教の母山（世界遺産）」訪問の勧め方検討
・山麓（坂本）、山頂での楽しみ方の追加検討
・英語標識等の整備状況確認
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第2回検討委員会

開催日時：3月22日（月）
場所：オンライン会議 （Microsoft Teams）
参加人数：11名

議題：事前配布資料説明
委員からのご意見発表
今後の進め方について

敬称略

氏 名 所属等

臼 井 冬 彦 北海道大学観光学高等研究センター客員教授、臼井事務所代表

中 村 忠 司 東京経済大学 コミュニケーション学部　教授

森 な お み (株)インプリージョン　プロデューサー

山 本 訓 弘 大阪府立大学観光産業戦略研究所　客員研究員、(株)MydoMind代表

ダ ニ エ ル ・ リ ー 前 関西シーン編集長、（有）モジョプリント代表取締役

広域連携DMO 川 尻 龍 二 （一社）関西観光本部　観光コンテンツ開発部 担当部長

角 谷 敬 二 郎 近畿運輸局　観光部長

波 多 野 誠 介 近畿運輸局　観光部　観光地域振興課　消費促進係長

石 倉 淑 貴 近畿運輸局　観光部　観光地域振興課

三 浦 俊 介 (株)JTBコミュニケーションデザイン　西日本営業局　営業2課マネージャー

福 村 和 広 (株)JTBコミュニケーションデザイン　西日本営業局　ツーリズムプロモーション室長

検討委員

国

事務局

「関西ならではの商品ブランド造成事業」
第2回　コンテンツ検討委員会 出席者名簿

▼出席者

▼当日の様子
Microsoft Teamsによるオンライン会議
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委員への配布資料について、「コンテンツの概要」「DMO等へのヒアリング内容」「第1回検討い
いかいの意見」「外国人地域資源ヒアリング」「モニターツアー」「磨き上げポイント」「旅行商
品化に向けて」「課題」について、それぞれポイントを整理した資料で展開をした。

▼配布資料（例）
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●第２回に検討会における委員からの意見ポイント、キーワード

委員からの意見ポイント、キーワード

全般
・全ての必要情報を集約したWEBの構築（全般）
・言語対応の不足をWEBで補完（全般）
・施設の悩み事への公益的アドバイス、アフターコロナに向けて（全般）
・一つのコンテンツから範囲を広げ、関西全体で消費額アップ。（全般）
・別のコンテンツとの組み合わせた売り方（全般）
・「需要」と「供給」両方の視点（全般）
・供給側のポテンシャルと規模感を突き詰めたプラン。（全般）
・先進事例の整理、活用（全般）。
・供給側が自ら先進例を見に行き課題と向き合う。（全般）
・地域事業者の高度化（全般）
・オンライン観光（全般）

ガストロノミー
・季節性の考慮、日照時間（スポーツ、ガストロノミー）
・安全性の確保と空間の確保（酒蔵、ワイナリー）
・見学、体験の適正な価格のアドバイス。（酒蔵、ワイン）

スポーツ
・安全性をどう担保するか（スポーツ）
・季節性の考慮、日照時間（スポーツ、ガストロノミー）

お祭り、季節の行事
・４Kを使った映像発信（お祭り、季節の行事、風習、歳時記）

議事録は巻末資料に収納
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（４）コンテンツの企画開発・コンテンツの情報翻訳

第1回検討委員会の方向性を踏まえ、訪日旅行者が見学体験できるようFIT向けのOTAへの販売を意識し
た滞在型コンテンツを造成するため、OTAワークショップ、ガイド養成講座、観光受入セミナーを実施
した。

※開催時期が12～3月と緊急事態宣言が発出されている期間でもあり、全てオンラインにて開催した。

OTAワークショップ（全体）
開催日時：12月21日（月）15：00～16：15
場所：オンライン会議 （Microsoft Teams）
参加人数：14名
内容：外国人観光客向け体験プログラムWEB掲載セミナー

（講師：アソビュー株式会社 伊藤 優氏）
参加費：無料

セミナー概要
タイトル：外国人観光客向け体験プログラムWEB掲載セミナー

内容：
国内外の販売ネットワークを持つ、日本最大級のレジャー予約サービス「アソビュー」より講師
を迎え、コンテンツの魅力発信方法を学ぶ機会とします。また、海外販路掲載のための商品販売
プラットフォームについてのご案内もありますので、ご活用を検討ください。
主な内容としては、下記の3点を中心にお話しいただきます。

①コト消費とインバウンドの現状を知る
②インバウンド受け入れと事例を知る
③予約販売サイトの活用方法を知る

▼当日の様子
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OTAワークショップ（個別）
開催日時：3月25日（木）11：00～12：00
場所：オンライン会議 （Microsoft Teams）
参加者：和歌山市観光協会平田氏、アソビュー株式会社伊藤氏、JCD三浦

▼当日の様子

全体ワークショップ実施後に、各コンテンツ事業者へ個別ワークショップへの関心度、参加を打診
し、興味をもたれた漁師体験における地元関係者とのワークショップを開催した。

内容
アソビューより海外販路の仕組みであるAsoview Agent（アソビューエージェント）に関わるインバ
ウンドOTAとの連携状況などの概要を説明。その後、個別ケースに対しての質問や手法についての助
言を得る機会となった。
（漁業体験メニューの海釣り体験は国内向けとしてアソビューへの登録は実施されている）

質問事項や事業者側の課題感
・アソビューエージェントは登録しているだけで、海外向けのBtoB販売ができるのか？
→海外向けに販売したいのかのリクエストがあれば対応可の仕組み、ただ海外向けにおいては、一定
の審査（外国人向けかどうか）があり、アソビュー側としてアクセスや地域性の確認が必要。OKに
なれば、海外向けサイトの陳列棚に商品が連なっていく。また即予約ができるものを原則としている。

・事業者側においては、予約において即予約が出来るかが課題。在庫管理という点で専業の業者であ
れば対応は問題ないと思うが、兼業である場合に本業とのスケジュールが合わせづらいなどの課題が
ある。収支があがってこないと事業者としては在庫管理の優先度があがらないのが正直な所。

（海外向け商品の掲載例の紹介）

（予約パターンについての案内）（海外のOTA利用状況の説明）
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ガイド養成講座
案内日時：3月4日（木）
場所：オンライン視聴
内容：外国人に向けた説明方法を習得する機会の提案

テーマ：①印象に残る地域ガイドとは
②外国人にとってのホスピタリティとは何か

観光受入セミナー
案内日時：3月4日（木）
場所：オンライン視聴
内容：外国人目線による改善点の洗い出しを行う気づきの場の提供

テーマ：①観光コンテンツの磨き上げ手法
②コンテンツツーリズムの磨き上げ手法

近畿運輸局「関西ならではの商品ブランド造成事業～The EXCITING KANSAI～」事業に
ご協力いただきありがとうございます。（委託先：(株)JTB コミュニケーションデザイン）

今回、事業の一環として、「ガイド養成講座」と「観光受入セミナー」として、
以下の 4 つのオンラインセミナー動画をアップいたしました。（YouTube で限定公開）

ご多忙とは存じますが、観光コンテンツ、受入体制の磨き上げのため、
ぜひ関係者の方も含めて、視聴いただけますようお願い申し上げます。（各動画 40～50 分程度で
す）

［ガイド養成講座］
●ガイド養成講座 ①「印象に残る地域ガイドとは」
講師：森 なおみ 氏
(株)インプリージョン プロデューサー、大阪プロガイドマネジメント協会事務局長
★限定公開アドレス
https://youtu.be/BrwGjNnmtX8

●ガイド養成講座 ②「外国人にとってのホスピタリティとは何か？」
講師：劉 賞美 氏
外国人観光客研究所 所長
★限定公開アドレス
https://www.youtube.com/watch?v=rjZ0G0KO49E

［観光受入セミナー］
●観光受入セミナー ①「観光コンテンツの磨上げ手法」
講師：山本 訓弘 氏
大阪府立大学 観光産業戦略研究所 客員研究員、(株)MydoMind 代表
前吉野ビジターズビューロー事務局長
★限定公開アドレス
https://www.youtube.com/watch?v=irWSmL2soXc

●観光受入セミナー ②「コンテンツ ツーリズムの磨き上げ手法」
講師：中村 忠司 氏
東京経済大学教授、日本コンテンツツーリズム学会 常務理事、日本フードツーリズム学会 会長
★限定公開アドレス
https://youtu.be/xiczeYhjbsI

▼案内文書
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ガイド養成講座①
「印象に残る地域ガイドとは」講師：森 なおみ 氏
(株)インプリージョン プロデューサー、大阪プロガイドマネジメント協会事務局長
視聴回数：18回

ガイド養成講座②
「外国人にとってのホスピタリティとは何か？」 講師：劉 賞美 氏 外国人観光客研究所 所長
視聴回数：20回
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観光受入セミナー ①「観光コンテンツの磨上げ手法」 講師：山本 訓弘 氏
大阪府立大学 観光産業戦略研究所 客員研究員、(株)MydoMind 代表
前吉野ビジターズビューロー事務局長
視聴回数20回

観光受入セミナー ②「コンテンツ ツーリズムの磨き上げ手法」
講師：中村 忠司 氏
東京経済大学教授、日本コンテンツツーリズム学会 常務理事、日本フードツーリズム学会 会長
視聴回数19回
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多言語解説文の作成と英語によるウェブサイトへの掲載

20コンテンツに対して、コンテンツを取り巻く歴史的背景や地元との関係性なお、ストーリーやテーマ
を整理した多言語解説文を作成し、英語の翻訳文を準備しました。
原稿については、関西観光本部が運営するThe Kansai Guideへの登録を行いました。

No. テーマ 素材 日本語URL 英語URL

1 ガストロノミー フルーツピッキング https://kansaiguide.jp/rt/hot/detail/?item_id=NWS0000431 https://kansaiguide.jp/rt/eng/hot/detail/?item_id=NWS0000432

2 ガストロノミー 漁師体験 https://kansaiguide.jp/rt/hot/detail/?item_id=NWS0000433 https://kansaiguide.jp/rt/eng/hot/detail/?item_id=NWS0000434

3 ガストロノミー 酒蔵体験 https://kansaiguide.jp/rt/hot/detail/?item_id=NWS0000435 https://kansaiguide.jp/rt/eng/hot/detail/?item_id=NWS0000436

4 ガストロノミー ワイン https://kansaiguide.jp/rt/hot/detail/?item_id=NWS0000437 https://kansaiguide.jp/rt/eng/hot/detail/?item_id=NWS0000438

5 特色のある宿泊施設 古民家 https://kansaiguide.jp/rt/hot/detail/?item_id=NWS0000439 https://kansaiguide.jp/rt/eng/hot/detail/?item_id=NWS0000440

6 特色のある宿泊施設 宿坊 https://kansaiguide.jp/rt/hot/detail/?item_id=NWS0000441 https://kansaiguide.jp/rt/eng/hot/detail/?item_id=NWS0000442

7 特色のある宿泊施設 農泊 https://kansaiguide.jp/rt/hot/detail/?item_id=NWS0000443 https://kansaiguide.jp/rt/eng/hot/detail/?item_id=NWS0000444

8 特色のある宿泊施設 グランピング https://kansaiguide.jp/rt/hot/detail/?item_id=NWS0000445 https://kansaiguide.jp/rt/eng/hot/detail/?item_id=NWS0000446

9 アニメツーリズム 「一休さん」と金閣寺他 https://kansaiguide.jp/rt/hot/detail/?item_id=NWS0000447 https://kansaiguide.jp/rt/eng/hot/detail/?item_id=NWS0000448

10 アニメツーリズム 「けいおん」と豊郷小学校 https://kansaiguide.jp/rt/hot/detail/?item_id=NWS0000449 https://kansaiguide.jp/rt/eng/hot/detail/?item_id=NWS0000450

11 アニメツーリズム 手塚治虫 https://kansaiguide.jp/rt/hot/detail/?item_id=NWS0000451 https://kansaiguide.jp/rt/eng/hot/detail/?item_id=NWS0000452

12 アニメツーリズム 「涼宮ハルヒ」と西宮 https://kansaiguide.jp/rt/hot/detail/?item_id=NWS0000453 https://kansaiguide.jp/rt/eng/hot/detail/?item_id=NWS0000454

13 お祭、季節の行事、
風習、歳時記 だんじり https://kansaiguide.jp/rt/hot/detail/?item_id=NWS0000455 https://kansaiguide.jp/rt/eng/hot/detail/?item_id=NWS0000456

14 お祭、季節の行事、
風習、歳時記 曳山 https://kansaiguide.jp/rt/hot/detail/?item_id=NWS0000457 https://kansaiguide.jp/rt/eng/hot/detail/?item_id=NWS0000458

15 お祭、季節の行事、
風習、歳時記 お水取り https://kansaiguide.jp/rt/hot/detail/?item_id=NWS0000459 https://kansaiguide.jp/rt/eng/hot/detail/?item_id=NWS0000460

16 お祭、季節の行事、
風習、歳時記 ひなまつり https://kansaiguide.jp/rt/hot/detail/?item_id=NWS0000461 https://kansaiguide.jp/rt/eng/hot/detail/?item_id=NWS0000462

17 スポーツ ゴルフ https://kansaiguide.jp/rt/hot/detail/?item_id=NWS0000463 https://kansaiguide.jp/rt/eng/hot/detail/?item_id=NWS0000464

18 スポーツ サイクリング https://kansaiguide.jp/rt/hot/detail/?item_id=NWS0000465 https://kansaiguide.jp/rt/eng/hot/detail/?item_id=NWS0000466

19 スポーツ ハイキング https://kansaiguide.jp/rt/hot/detail/?item_id=NWS0000467 https://kansaiguide.jp/rt/eng/hot/detail/?item_id=NWS0000468

20 スポーツ トレッキング https://kansaiguide.jp/rt/hot/detail/?item_id=NWS0000469 https://kansaiguide.jp/rt/eng/hot/detail/?item_id=NWS0000470
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掲載画面 ワイン（例）

20コンテンツの掲載内容は巻末資料に収納
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（５）旅行商品造成に向けたモニターツアー

●訪問日程

20コンテンツに対して、改善点等の洗い出しを行うため、モニターツアーを実施した。
訪問者はインバウンド専門旅行会社スタッフを基本に、及び外国人目線でコンテンツを評価できる者に
より訪問。

※コロナ感染状況による緊急事態宣言期間中の訪問をなるべく避けるため、個別にコンテンツを訪問す
る方向で、訪問調整を行い実施した。

No. 素材 訪問日 訪問者（会社名） 訪問者（氏名）

1 フルーツピッキング 3月11-12日 株式会社エースブリッジ 劉　賞美

2 漁師体験 3月11-12日 株式会社エースブリッジ 劉　賞美

3 酒蔵体験 2月8日 株式会社JTBグローバルマーケティング＆トラベル
西日本インバウンド事業部 バートン　コラゾン　マリ

4 ワイン 2月26日 株式会社JTBグローバルマーケティング＆トラベル
西日本インバウンド事業部 バートン　コラゾン　マリ

5 古民家 3月16-17日 株式会社JTBグローバルマーケティング＆トラベル
西日本インバウンド事業部 加納　和

6 宿坊 3月11-12日 株式会社エースブリッジ 劉　賞美

7 農泊 3月10-11日 株式会社JTBグローバルマーケティング＆トラベル
西日本インバウンド事業部 向井望

8 グランピング 3月16-17日 株式会社JTBグローバルマーケティング＆トラベル
西日本インバウンド事業部 加納　和

9 「一休さん」と一休寺 2月19日 株式会社JTBグローバルマーケティング＆トラベル
西日本インバウンド事業部 バートン　コラゾン　マリ

10 「けいおん」と豊郷小学校 2月9日 株式会社JTBグローバルマーケティング＆トラベル
西日本インバウンド事業部 チャノン

11 手塚治虫 2月9日 株式会社JTBグローバルマーケティング＆トラベル
西日本インバウンド事業部 バートン　コラゾン　マリ

12 「涼宮ハルヒ」と西宮 2月8日 株式会社JTBグローバルマーケティング＆トラベル
西日本インバウンド事業部 バートン　コラゾン　マリ

13 だんじり 2月26日 株式会社JTBグローバルマーケティング＆トラベル
西日本インバウンド事業部 バートン　コラゾン　マリ

14 曳山 2月9日 株式会社JTBグローバルマーケティング＆トラベル
西日本インバウンド事業部 チャノン

15 お水取り 3月3日 株式会社エースブリッジ 劉　賞美

16 ひなまつり 3月10-11日 株式会社JTBグローバルマーケティング＆トラベル
西日本インバウンド事業部 向井望

17 ゴルフ ― 株式会社JTBグローバルマーケティング＆トラベル
西日本インバウンド事業部 村田　直史

18 サイクリング 3月16日 株式会社JTBグローバルマーケティング＆トラベル
西日本インバウンド事業部 村田　直史

19 ハイキング 2月9日 株式会社JTBグローバルマーケティング＆トラベル
西日本インバウンド事業部 バートン　コラゾン　マリ

20 トレッキング 2月19日 株式会社JTBグローバルマーケティング＆トラベル
西日本インバウンド事業部 バートン　コラゾン　マリ
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旅行商品化に向けた課題を抽出するため、20コンテンツそれぞれ訪問者に対してアンケートを実施した。

観光コンテンツ評価ヒアリング
体験コンテンツ名 淡路島サイクリング
会社名 株式会社JTBグローバルマーケティング＆トラベル
所属 西日本インバウンド事業部
お名前 村田 直史

 評価 満足

 評価 適切である

 評価 適切である

◆上記での回答の理由や、費用内訳についてのご意見をお聞かせください。

Q1． 体験プログラムを４段階で評価のうえ、良い点（お客様へのおすすめポイント）、悪い点（改善点）を教えてください。

良い点（お客様へのおすすめポイント）

・淡路島の街並み、海岸沿いの気持ちの良い景色等を楽しめる。特に海が綺麗で海沿いを走るのは気持ちが良い。
・信号が比較的少ないため、止まることがあまりなく、サイクリングに集中できる。
・立ち寄りスポット（AWAJIオブジェ、伊弉諾神宮、カフェ等）もある程度ある。
・コースも短めのコースから長いコースまで選択ができるため、お客様の志向に合わせてアレンジできる。
・公共交通でのアクセスも良い（三宮からバスで行くことができる）

悪い点（改善点）

・サイクリングロードがあまり整備されておらず、少々危ないと感じる部分もあった。
・多言語対応が、サイクリングショップ、飲食店共に無かったので、改善の余地があるかと思います。
（現時点ではあまりインバウンドの利用がないとのこと）
・ご提案できる観光箇所スポットがもう少しあると良い。飲食店、カフェは人気な箇所はすごく並んでいるので、お店に
よっては事前予約必須。

Q2．体験所要時間について

Q6. その他、ご意見等ありましたらぜひご教示ください。

・オプションのサドルパッドは長時間の場合必須。（お客様の装備にもよるがお尻がすごく痛くなる）
・個人的には1泊2日のプランが売りやすいのではないかと思います。サイクリングが好きな方は1泊2日でアワイチ、そう
でなければ1日目をサイクリングにし、温泉宿に宿泊、2日目観光等。

ガイド料金は内容によると思いますが、適正な範囲かと思います。

Q4. 本体験プログラムは、どのようなグループに適していると思われますか？（複数回答可）

☐ 教育旅行  ☐ インセンティブ旅行  ■ 個人客/ＦＩＴ  ☐ 富裕層
☐ MICE  ■夫婦/カップル  ☐ パーティ  ☐ シニアグループ
■ 家族旅行（こども含む）

安全面やツアー管理の観点から少人数グループが最適だと思います。

Q5. 本体験プログラムが特に魅力的な国籍/エリアがあれば教えてください。

台湾・香港FITor家族層、欧米豪FIT

今回のコースは淡路市1周コースで（所要時間6時間程度）でしたが、サイクリングのみを目的として来られる場合、かつ
サイクリングに慣れている方にとっては適切な時間だと思います。しかし、サイクリング初心者にとっては、少し長く、
体力的にもしんどいのではないかと思います。

◆短いまたは長いと感じた場合、どれくらいが適切でしょうか。

※初心者の場合  ４時間程度 

Q3．料金設定について

カーボンロードバイク1台1日5,000円
ガイド込みの場合、ガイド料1グループ8,000円

アンケート内容 淡路島サイクリング（例）

20コンテンツのアンケート内容は巻末資料に収納
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各コンテンツに関して、事業を通した調査内容を整理を行い、２回検討委員会時の資料としても
活用している。
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■地域のコンテンツを磨く、コンテンツで関西をつなぐ
本事業では、５テーマ×4コンテンツ＝合計20コンテンツの磨き上げを実施した。新型コロナウィル
ス感染症流行の長期化により、事業ゴールとしての旅行商品化は、一部既に、多言語での予約可能な
コンテンツを除き、商品化の実現途上にある。各コンテンツについては、今後のインバウンド回復期
以降に向けた、その復興状況に合わせた調整や一層の磨き上げと旅行商品化の促進が望まれる。
また、検討会で意見のあった、個々のコンテンツのみでの商品化ではなく、テーマ内での連携（ⅰ）
や共通コンテンツにより地域をつなぐ(ⅱ) ことなど、テーマやコンテンツを通した関西の楽しみ方の
多様化についても、様々な可能性の検討や試行が行われ、充実したコンテンツ群が掲載されることを
期待する。

■デジタル技術等を活用した各コンテンツの高付加価値化の検討
検討会委員より発言のあった、4Ｋ映像や各種オンライン体験の仕組み、デジタル技術を活用した

各コンテンツの高付加価値化の検討が望まれる。
また、本事業で情報掲載追加を実施したが、「ワンストップで外国人旅行者必要な情報を掲載したＷ
ＥＢサイト」などへの、磨き上げたコンテンツ情報の継続・情報更新が必要であろう。

■旅行者のニーズと地域の供給の総合的な調整
外国人視点でのニーズ把握を調査することと共に、各コンテンツ提供者側の供給に関する考え方や

キャパシティの把握等の情報確認も重要である。この両者の総合的な調整においては、地域側ＤＭＯ
と広域連携ＤＭＯとの連携による調整が望まれる。また、流通過程を担当するＤＭＣや旅行会社、Ｏ
ＴＡ等とも連携した調整が必要であろう。

合わせて、コンテンツの内容によっては、旅行者の訪問地が、必ずしも観光客を受入れることを歓
迎する場所ばかりではないこともあるため、地域内（狭域）での調整も必要となってくる。

■地域のコンテンツ提供者（事業者）の一層の高度化
今回の20コンテンツをはじめ、新しい切り口やテーマで開発する地域のコンテンツ提供者は、小規

模であったり、観光客の受入れに慣れていないことも多いと想定されるため、コンテンツ提供者やそ
の関係者を対象とした、教育や先進事例視察など、個々のコンテンツの内容、個々の事業者が求める
能力開発等に寄り添った支援体制を関西として構築することが望まれる。

■各コンテンツにおけるリアルとバーチャルの模索への支援
コロナ禍において、バーチャルツアーが登場し、一定の評価や集客があるツアーが登場したことも

あり、旅行者の観光行動に変容が起きていると考えられる。各地域でのバーチャルへの取組は、まだ
はじまっていない、あるいは、始まったばかりであり、まだまだ模索中である。

バーチャルでのアクションを含めた新しい旅行行動、タビマエでの旅行者と地域の関係性づくり等
が、今後どのようになってゆくのか、各地域でも模索が続くと考えられる。今後は、関西地域でのリ
アルなコンテンツ体験及び周遊観光を促進する視点から、リアルトラベルとバーチャルトラベルの関
係性についての研究とその成果の地域への還元できる体制の構築が望まれる状態になろうと考える。

ⅰ アニメツーリズムでの「けいおん」「涼宮ハルヒ」を合わせた、京アニ吉田玲子作品巡り
ⅱ フルーツピッキングでの、果物狩りの場所と、その果物が食べられる他地域のレストランの連携

事業を通した課題と改善点
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資料

・調査票（20コンテンツ）
・外国人ヒアリング調査（20コンテンツ）

・第1回検討委員会議事録
・第2回検討委員会議事録

・モニターツアー 実施写真
・モニターツアー アンケート

・The Kansai Guide掲載
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資料

・調査票（20コンテンツ）
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①フルーツピッキング
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②漁師体験
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③酒蔵体験
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④ワイン



47

⑤古民家



48

⑥宿坊
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⑦農泊
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⑧グランピング
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⑨一休さん
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⑩けいおん
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⑪手塚治虫
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⑫けいおん
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⑬だんじり
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⑭曳山
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⑮修二会



58

⑯ひなまつり



59

⑰ゴルフ
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⑱サイクリング
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⑲ハイキング
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⑳トレッキング



63

資料

・外国人ヒアリング調査（20コンテンツ）
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コンテンツ ①フルーツピッキング

訪問先
（現地対応者）

一般社団法人紀の川フルーツ観光局 （事務局長 佐脇様）
藤井の里くらぶ：フルーツ狩り （児玉様 川原様）
小坂農園：いちじく体験 （小坂様）

訪問者 Msタマラ （ポーランド人/女性）
JCD 三浦

訪問日 9月8日（火）

事前調整 紀の川フルーツ観光局佐脇氏にTELにて事業内容を伝えた上で、実際の訪問時
にもアテンド、案内を行っていただいた。時期的に「いちじく体験」となる旨
を教えていただく。

行程 ①紀の川フルーツ観光局 事業説明＆DMO取組ヒアリング
②藤井の里くらぶ レモン＆泉州ナス収穫体験
③小坂農園 いちじく収穫体験
④めっけもん広場 地域特産販売所
⑤和歌山電鐵 和歌山⇔貴志 ※移動行程中

概要 ・紀の川フルーツ観光局佐脇事務局長が現地同行対応いただく
・時期的に、いちじく収穫体験を中心に訪問。加えてレモン＆泉州ナスも訪問
・特産品販売所であるめっけもん広場へも立ち寄り
・フルーツ観光局までの交通移動は、訪問者2名で移動。

②藤井の里くらぶ①紀の川フルーツ観光局（案内所）

③小坂農園 ④めっけもん広場 ⑤和歌山電鐵（貴志駅）
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コンテンツ ヒアリング内容

いちじく体験 ・いちじくが木になっている姿は見たことないので、興味深い

・観光農園でなく、農家の実際に訪れた点は、何かが揃っている訳で
もないので、そう魅力を感じなかった。

・アクセスは問題、外国人だけでは来れないと思う（サイクリングが
あったとしても、駅から遠い道が分からない）日本人向けのイメージ。

・農園が小さく収穫しすぎるとかわいそうに感じてしまう
（※ただ農園曰く、収穫量を調整しているとのこと）

フルーツ狩り （時期的に体験できなかったが、仮にあら川の桃としてヒアリング）
・日本のフルーツは形も良く新鮮というイメージあり
桃が2つで＠1500円としても、初回訪問者なら購入するだろう。

・収穫したものをその場で食べれるのは良い体験（ただ、桃は冷やし
た方がおいしそう）

・フルーツ狩りは果物によると思う。日本のぶどうとか桃など、新鮮
な、その土地にしかないものを食べるのは興味あり。

めっけもん市場 ・普通のスーパーのイメ0時、観光客は買わないだろう。特に魅力は
ない（日本に住んでいる人は良いと思うけど）

和歌山電鐵（いちご電車） ・電車がかわいくて珍しい、撮影した写真は家族や友人たちに見せた
くなるもの。

・駅にある猫のお土産もかわいい。
（ニタマ駅長は昼寝中だったため、そこまで関心を持たれず）

・往復なら1日乗車券が安価のようだが、和歌山駅での案内はなかっ
た。

全般について ・旅行者にとっては、駅から近いところに農園があればベスト。ただ、
収穫だけだとすぐ終わるので、いちご電車（和歌山電鐵）などの観光
要素との組み合わせでないと厳しい。あと食事する場所も欲しいとこ
ろ。
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コンテンツ ②漁業体験・海釣り体験

訪問先
（現地対応者）

雑崎釣具店（店主）

訪問者 Msアリース（アメリカ人/女性）
JCD 三浦

訪問日 12月3日（木）

事前調整 和歌山市観光協会平田氏に事前に説明。釣具店に声をかけておきますとのこと。
釣れてしまうとダメな魚とかレクチャー時に多言語対応はできないので留意が
必要。

行程 ①めでたい電車での移動
②海釣り体験
③淡嶋神社

概要 ・電車と徒歩にて漁港まで移動
・漁港にて海釣り体験
・周辺散策

①めでたい電車 ②海釣り体験

③淡嶋神社
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コンテンツ ヒアリング内容

めでたい電車での移動 ・車両が少ない電車だが、めでたい電車は内装もかわいく、インスタ
映え。楽しい気分で移動ができる。
（ただ、めでたい電車でない場合もあるのが残念。復路は普通の電車
だった）

・車窓も一部、海が見えたりする場所があって楽しめた。日常の電車
からの車窓風景をとったYoutubeもよくあるので、同様に楽しめる車
窓だと思う。

海釣り ・時期がちょっと悪く、海の所なので寒さが気になる。

・漁港でのルール説明や、釣り方のレクチャーをレンタル店の店主よ
り受けたが、日本語での説明となる。通訳か日本語でコミュニケー
ションできる方でないと、むずかしいとは感じた。

・魚釣りは好き嫌いや、経験の有無によって、好みが分かれると思う。
釣れるかどうかも楽しさに影響する。（今回はあまり釣れる予感がな
かったが、夏は小さい子でもいっぱい釣れるそう）
釣った魚を、その後、料理してもらえたりするメニューがあると、よ
り良いと思う。

・行った日は天気が良かったが、天候に左右されるので、旅行中の予
定として立てる際に、気になる所。雨だった場合にどうするか、代替
えの提示があると良いとは思うが。

周辺 ・淡嶋神社という人形供養されている神社があった。たくさんの人形
はかわいらしく、面白いと感じた。



コンテンツ ③酒蔵体験

訪問先
（現地対応者）

灘菊酒造
前蔵

訪問者 Msタマラ（ポーランド人/女性）
JCD 三谷

訪問日 9月1日（火）

事前調整 播磨酒文化ツーリズム協議会の事務局が姫路市（窓口：飯間氏）。電話の上、ヒ
アリング趣意書をメール送付。域内21酒蔵をまとめて紹介、イベント情報の発
信などを行っているが、事務局として特定の酒蔵紹介は難しいとのこと。見学な
どの受入がありそうな任意の酒蔵を訪問することをお伝え。

行程 ①酒造見学 灘菊酒造
②食事処 前蔵

概要 ・灘菊酒造にて酒蔵見学
・お土産販売所で試飲を行う
・食事処「前蔵」で昼食（お酒付き）

①酒蔵見学

②前蔵 昼食・試飲
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コンテンツ ヒアリング内容

酒蔵見学 ・日本独自の食文化で、観光に来た際には試したいと感じる。
・建物や道具などがそのまま残っているため博物館などと違ってリア
ルな歴史を感じられる。
・本当に扱っている道具と一緒に作る工程の写真があるため海外の方
もイメージしやすい。
・観光に来た外国人なら文化や歴史を誰でも感じられる。
・全国でも珍しい女性杜氏が酒造りを担っているという点も興味深い

食事処 ・食前酒もついてあり、食べ物も日本独自の盛り付けや味付けがされ
たものが多い。
・レストランも伝統的な建物で雰囲気がある。
・お酒だけでなく、日本の食文化も一緒に体験できる。
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コンテンツ ④ワイン

訪問先
（現地対応）

河内ワイン

訪問者 Msアリース（アメリカ人/女性）
JCD 福村

訪問日 11月22日（日）

事前調整 事前に大阪ワイナリー協会森氏に事業趣旨を説明。ワイナリーは8~9月は収穫時
期の最中で、この時期の訪問対応は厳しい。ワイナリーのこの時期は、8月初旬か
ら9月ぶどう収穫&醸造、10月醸造、11月新酒リリースといった予定になるとの
こと。

行程 ①河内ワイン

概要 ・ワイナリー見学 （説明ガイド）
・販売所見学

①河内ワイン
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コンテンツ ヒアリング内容

ワイナリー見学 ・コロナ前は外国人もたくさん来場していた。
・一時中国人が多かったが、コロナ前の最近では欧州が良く来ていた
とのこと（フランス、イタリア）
・専務は英語、フランス語対応可能だが、常時見学対応している訳で
はない模様。

・見学所要時間は1.5h程度でちょうど良い時間。ブドウ畑見学は季節
や天候によって、行けたら連れて行ってもらえる模様。

・解説パネルが日本語表示のみなので、外国人は通訳か日本語コミュ
ニケーションができないと厳しいと思う。

・店舗内で10種類程度のワインや梅酒の試飲ができ、説明を受けた樽
の中の焼き方による味の違いなどを楽しめる。

周辺 ・竹ノ内街道エリア内にあって、古い街並みの散策を楽しむことがで
きるが、最寄り駅からのアクセスにおいて、案内サインが少ないので、
個人でいく旅行者は、スマホ等での補助が必要だと思う。
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コンテンツ ⑤古民家

訪問先
（現地対応）

美山Futon&Breakfast（美十八）

訪問者 Msアリース（アメリカ人/女性）
JCD（エースブリッジ） 劉

訪問日 11月17日（水）～18日（木）

事前調整 （一社）南丹市美山観光まちづくり協会 青田事務局次長に事業趣旨を説明。
数カ所訪問候補をお伝えの上、最終、美山Futon&Breakfastに訪問することとした。

行程 ①美山Futon&Breakfast（美十八）
②美山周辺
③美山かやぶき美術館

概要 ・美山Futon&Breakfastにて宿泊体験
・食事は囲炉裏鍋と朝食付きコース
・美山周辺を散策
・美山かやぶき美術館を訪問

①美山Futon&Breakfast（美十八）

②美山周辺
③美山かやぶき美術館
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コンテンツ ヒアリング内容

美山Futon&Breakfast ・伝統的な宿泊施設として、とても良い
・スペースも十分ありますので、友達同士、または仕事の仲間と一緒
に来やすい
・囲炉裏はめったにないもので、実際に使うことができるのはとても
いい！
・自転車もあり、周辺で自由に散策、観光できる
・宿泊は広いので、日本の文化を体験したい団体向けに適していると
思う（例えば、日本に来たばかり英語先生や留学生団体など）
・風呂場・トイレが清潔。水回りが清潔だと快適に過ごせる。
・古民家だが、キッチン、水回りが現代風で使用方法が難解ではなく、
ストレスなく使える。
・大人や子供も遊べるゲームグッズも充実
・写真映えする空間。
・環境が良く、人に紹介したくなる場所だが、外国人旅行者の立場で
考えると、宿泊施設の方とのコミュニケーションの時間が圧倒的に少
ない。文化的な違いなど、よりその場への理解を深めたいと思った時
に、スタッフと関わる接点が殆どない。人との関わりの思い出も体験
として残せれればベスト。
・公共交通機関を使う方にとって行きにくい。

美山周辺 ・豊かな自然でどんな季節でもアウトドアを楽しめる事ができる
・アウトドアには興味なくても、ゆっくりと過ごせることができ、リ
ラックスもできる
・観光スポットを巡るというよりも、ゆっくりと日本独自の古民家と
自然の中の散策を楽しむ場所。
・中心地となる美山かやぶきの里エリアは、散策して１時間以内で満
喫できるところと宿の女将が話されていました。実際に、中国人の
パッケージツアーは美山への立ち寄りは、滞在よりも写真を撮ったら
次のエリアへ移動するものが多い模様。

美山かやぶき美術館 ・本物のかやぶきの中を歩く回ることができる
・英語の表記が見当たらないので、外国人の方にとって不便かもしれ
ない。
・周辺にはカフェなどがなく、美術館の休憩スペースに追加したら、
良いともう。
・今回宿泊した美十八に近い

全般について ・岐阜の白川郷と一緒くたになっている方が多い印象。恐らく、PRに
使用される画像などで似た雰囲気の写真が見受けられるのが原因。
【京都・KYOTO】圧倒的な地名ブランドを生かしつつ、【KYOTO-
MIYAMA】として白川郷とは異なる象徴的な写真やスポットがあると
好ましい。

・エリア全体を楽しむには、車で行くのが好ましい。公共の交通機関
の使用も多くいるため、複雑な乗り換えがない「京都ー美山を結ぶバ
ス」の情報発信の強化は今後もポイントだと思う。
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コンテンツ ⑥宿坊

訪問先
（現地対応）

宿坊 遍照尊院

訪問者 Mrダニエル（イギリス人/男性）
JCD（Mydomind）山本

訪問日 10月24日（土）～10月25日（日）

事前調整 高野町観光協会植木氏にTELにて事業説明。昔なら受入可能が数軒だったので、
候補は伝えやすかったが、現在では、約50のどこでもインバウンド受入可。
磨き上げの視点ということであれば、よくメディアで取り上げられる所よりも他
の方が良いとも思うとのことで、選定は外国人にWEBサイトを見てもらい任意に
選定。

行程 ①宿坊 遍照尊院
②高野山散策 金剛峯寺、壇上伽藍、霊宝館
③ナイトツアー
④奥の院

概要 ・宿坊（遍照尊院）で一泊
・高野山を散策（金剛峯寺、壇上伽藍、霊宝館を見学）
・夕食は精進料理
・ナイトツアー（壇上伽藍ナイトツアー）
・奥の院を散策

駅前英語表記 精進料理 ナイトツアー

伽藍 奥の院 遍照尊院
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コンテンツ ヒアリング内容

高野山までの移動 大阪からだと南海特急で極楽橋まで85分、ケーブルに乗
り換えると高野山まで95分で到着。
京都からは直通のバスがでてており、160分で到着する。
インバウンドの利用者は乗り換えが必要なく非常に便利
に移動できる。

高野山内の英語案内 高野山駅構内、バスのりばの案内表示も英語表記が併設
されているので、英語圏のインバウンド客には問題なく
利用できる。また繁忙期には駅前に英語対応できるス
タッフが常駐している（現在は休止中）

宿坊体験（遍照尊院） 宿坊では基本的に和室で、大浴場があり、精進料理を楽
しむことができる。また朝のお勤めにも参加でき、椅子
＋毛布があり、正座することなくお勤めに参加できる。
また食事もテーブル席なので、海外の利用者も星座をき
にすることなく安心して食事ができます。

ナイトツアー 恵光院が主催している「奥の院ナイトツアー」と遍照尊
院が主催している「壇上伽藍ナイトツアー」がある。今
回「壇上伽藍ナイトツアー」に参加し、遍照尊院の副住
職に高野山の基本的なお話、壇上伽藍の説明を受ける。
タブレットで活用した説明なので、わかりやすく説明し
ていただける。

壇上伽藍 宿泊した遍照尊院は壇上伽藍のすぐ近くにあり、夜のラ
イトアップ、朝の散歩を気軽に楽しむことができる。

奥の院 奥の院は奥の院バス停（一の橋）より徒歩15分。弘法大
師の御廟が祀られており、20万基を超える墓碑や供養塔
が祀られている。ゆっくり回ると２時間ほどかかる。神
秘的な雰囲気に包まれている空間である。奥の院は撮影
禁止であるが少しわかりにくいのでインバウンドの方に
ももう少しわかりやすく周知させる必要がある。

高野山での飲食、買い物 高野山内の土産物店、飲食店は外国語対応できているお
店も多い。近年増加していたインバウンド客に対応でき
ている施設も多く、メニューなど外国語表示が対応でき
ているとこも多くある。

観光列車天空、
新型高野山ケーブルカー

南海橋本駅～極楽橋まで観光列車天空が運行している。
沿線の案内をしながら運行している。橋本駅で大阪方面
行きの列車に乗り換える必要がある。
ケーブルカーは2019年春に新型ケーブルカーが運行し
案内もわかりやすくなっている。
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コンテンツ ⑦農泊

訪問先
（現地対応）

民宿キトラ（田中女将）

訪問者 Msアリース（アメリカ人/女性）
JCD三浦、JCD（エースブリッジ）劉

訪問日 9月11日（金）～12日（土）

事前調整 一般社団法人大和飛鳥ニューツーリズム下田氏にTELにて事業説明。
協会としては、民家スティを教育旅行向けに展開（現在はストップ）
FIT向けは各事業者がそれぞれ対応している。おススメでいうと、民宿キトラ（た
だし1日1組）となるが、その他、ゆるりや、とまりゃんせがあります。個別予約
で訪問いただいてOKですとのこと。

行程 ①民宿キトラ 宿泊体験
②農業体験
③女将と作る料理体験

概要 ・到着後、芋ほりの農業体験
・夕食は女将と作る料理体験
・民宿で一泊

①民宿キトラ ②農業体験

③女将と作る料理体験
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コンテンツ ヒアリング内容

民宿キトラ 宿泊体験 ・農泊ができる民宿だが、実際の日本の田舎の家に宿泊
したような体験ができるのが魅力。【1日1組限定・田舎
の家庭体験ができる宿】と言ったコンセプトでも良い。
女将との料理体験はオススメ。

・店主の方は語学は出来ないが、臆する事なく関わる事
が出来る方。特に、お母さんは「人とお話をするのが好
きで民宿をやろうと決めた」方。民宿を始める前も、実
家で教育宿泊を長年受け入れているので、日本語が話せ
ない海外の方とも深いコミュニケーションが出来るとは
思う。

・宿について、語学表示の説明があれば良い。トイレは
使用注意の語学対応あり。お風呂の使い方・洗面台（ド
ライヤーの場所など）の共用部の注意は表示しているも
のがあっても良いと思われる。

・200年前の古民家を改装。梁などは昔のまま。古いも
のを集めていらっしゃるので、箪笥や小物など、日本の
古いデザインや使用法などが興味深い。

農業体験 ・時期によって収穫できる内容が異なる。農家の家にお
手伝いに来たような感覚で参加できる。畑の規模は大き
くはない。家庭で食べれる量と種類を栽培している。
・海外旅行中に、その土地のその土地で栽培されている
野菜や土を触るのはとても新鮮で、いいコンテンツにな
る。
・体験は天候に左右されるため、農業を大きく推し過ぎ
ると出来なかった時にガッカリさせてしまう。雨の日で
も出来る何かがあれば良いのだが。

女将と作る料理体験 ・その日の相手によってメニューは変える。外国人には、
バラ寿司やお好み焼き、冬は鍋などが人気とのこと。

・料理教室ではなく、実際にお母さんのお料理を手伝う
ような内容となっている。実際に動きながら体験するの
で、言葉がわからなくても楽しめる。深いコミュニケー
ションがとれる。

・特に、日本料理は野菜を使った調理が豊富なのでベジ
タリアンにとっては嬉しい内容。採りたての野菜を調理
してくれるのが嬉しい。

・「食」を通した日本・家庭体験。この料理の体験がこ
こでの宿泊の価値を高めると言える。国を超えて喜ばれ
ると思われるコンテンツ。



コンテンツ ⑧グランピング

訪問先
（現地対応）

ファームグランピング天橋立

訪問者 Msアリース（アメリカ人/女性）
JCD（エースブリッジ）劉

訪問日 10月22日（木）～23日（金）

事前調整 海の京都DMO横山氏に事業趣旨をメール、電話にて説明。
このエリアは1社が運営しているおり、プロモーションの一環になる分には喜ばれ
るとのこと。

行程 ①ファームグランピング天橋立 宿泊
②ポテトフライ作り体験、食事
③周辺観光

概要 ・グランピング施設到着後、ポテトフライ体験
・夕食はBBQ
・宿泊後に周辺観光

①ファームグランピング天橋立 宿泊

②ポテトフライ作り体験、食事
③周辺観光
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コンテンツ ヒアリング内容

ファームグランピング天橋立 ・チェックイン受付時は、日本語表記のみ
外国語対応は予約の段階で、外国人であることが事前に
分かった上で、英語対応スタッフが当日待機していると
のこと。宿泊に当たってのルールは多い。

・写真映えする室内なので、撮影したくなる。バース
デーなど家族の記念日の飾りつけなどをして、オリジナ
ルの空間を作って楽しめると思う。また、日本海を見渡
して華やかな写真が撮れるので喜ばれると思う。

・風呂・トイレは別室のため、都度都度テントから出る
必要あり。空間が特別なので、惹きつける魅力があり、
トイレなどを外に出る必要がある事を除いては、快適に
過ごせる。

・基本的に、「キャンプ」なので、グランピングは十分
施設が整った状態なのだが、施設が綺麗な分、キャンプ
であることを忘れてしまう。

・環境が整った「キャンプ」なので、基本的には自分た
ちで行うのが当たり前だが、訪日観光客という視点で考
えると、旅には快適を求める方が多いから、好みが分か
れると思う。

ポテトフライ作り ・基本的には、体験方法を書いたPOPを見て、自分たち
で行うため、スタッフの方が付いて実施するものではな
く、体験する人によっては物足りない気分になるかもし
れない。外国人への体験メニュー提案の際に、案内の丁
寧さは、満足度のカギになるお思うのでPOP対応だけに
ならない方が良いと思う。

・外国語対応がないので、海外の方がいらした時に、ど
の程度フォローされるかに懸念あり。

周辺観光 ・伊根の舟屋は、路線バスがあり、コロナ前は外国人観
光客でいっぱいだった様子で、いきたいと思わせる魅力
があり。
・天橋立駅と一の宮駅間を海で船で渡り周辺観光を行っ
たが、海上、陸上、山上、ビーチと楽しむことができて、
都市部にはないゆったりとした時間を過ごせてリラック
スした観光を楽しめる。グランピング施設だけでなく、
「エリアを巡る」楽しみを伝えることが満足度を与える
ことができると思うので、グランピング施設でも周辺情
報の発信が会っても良いと思う。
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コンテンツ ⑨一休さん

訪問先
（現地対応）

お茶の京都DMO（佐藤氏）
一休寺（田邊副住職）

訪問者 Mrジェームス（台湾人/男性）
近畿運輸局波多野氏 JCD三浦

訪問日 11月4日（水）

事前調整 事前にお茶の京都DMO佐藤氏に事業趣旨をお伝えし、一休寺への訪問時へアテン
ドいただく。
・DMOとして検討中だが、体験メニューとしては、枯山水庭園・一休さん絵馬・
境内散策・精進料理（要予約）を考えている

行程 ①一休寺
②宇治エリア（お茶）

概要 ・一休寺にて副住職に事業趣旨説明
・一休寺の庭園や境内の鑑賞
・宇治周辺を散策

①一休寺
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コンテンツ ヒアリング内容

一休寺 ・一休寺全景マップと沿革について、マップはかなり広
いし、観光スポットも多い。ただ、マップの字は薄く
なって、少し読みづらい。沿革は日本語しかないので、
外国人なら読むのが難しい。

・館内の説明看板は、料金案内、英語があるので外国人
も分かりやすい。御朱印はお寺の魅力の一つなので外国
人がとても欲しがると思います。
誘導矢印の看板があるが、日本語しかなく、外国人なら
少し迷うかもしれません。

・抹茶体験は日本の雰囲気を感じて、抹茶と伝統なお菓
子を食べてとてもいい感じ。単純に自分で飲むだけでな
く、お寺の方の話を聞きながら飲めると良いと思う。

・方丈庭園南庭枯山水は、今回、来る前に一番楽しみに
していた場所。竜安寺に負けないくらいにすごく静かで
綺麗なスポット。枯山水は日本（京都）が一番代表の場
所と思う。入った所の全景マップについて、こちらの写
真を載せたらいいかもしれません。

・境内の一休さんのとんち話スポットである「このはし
わたふべからず」内容を調べたら、かなり面白かったが、
日本語での表示なので、外国語での説明があると良いと
思う。
また、「虎の屏風」もアニメを見ていたら絶対に分かる
もの。説明表示があると良いと思う。

・40個くらい他の寺と違うかわいい羅漢像がいて、イン
スタ映えのスポットとともう。

・絵馬がある所に、懐かしいアニメの写真があり、思い
出がよみがえる。ただ、絵馬の願い事はどんな内容を書
けば良いのか、説明があると良いと思う。

京田辺駅、一休とんちロード 京田辺駅も一休さんのゆかりの地です。22枚の一休さん
のとんちのストーリーを散策しながら鑑賞できるようだ
が、日本語しかないので、外国人は、読むのが難しいで
す。
・隣に観光案内所があるけど、英語は対応いただけるよ
うだ。
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コンテンツ ⑩「けいおん」と豊郷小学校

訪問先
（現地対応）

旧豊郷小学校

訪問者 Msアリース（アメリカ人/女性）
JCD三谷、JCD（エースブリッジ）劉

訪問日 9月9日（水）

事前調整 びわこVB山田氏に滋賀エリアのコンテンツについて相談。豊郷町産業振興課を尋
ねられるのが良いとのことで、豊郷町役場竹内氏に事業趣旨を電話、メールにて
説明。訪問予定日を事前に案内。

行程 ①豊郷小学校旧校舎群 アニメ「けいおん」の舞台
②伊藤忠兵衛記念館

概要 ・けいおんの舞台となった旧豊郷小学校でアニメの世界を体験
・校内でコスプレ体験
・ファンの方たちが寄贈したものなどを見学
・徒歩圏内にある伊藤忠兵衛記念館を訪問

①旧豊郷小学校旧校舎郡

（ファンの方たちによるメッセージ）
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コンテンツ ヒアリング内容

旧豊郷小学校旧校舎郡 ・アニメのシーンの中でよく出てきている風景。
アニメのシーンと実際の景色と対比して見せることで忠実に再現さ
れていることを感じることができる。

・ファンの寄進によるギャラリーのアイテム群がとにかく圧倒的！
市場に流通していると言われる「けいおん」に関わる商品がほぼ全
てあり、見応えがある。また、楽器の寄進も多数。アニメで使用さ
れている同じ楽器の同じ型のものが揃っている。本や、ファンによ
る手作りのものもあり、けいおんの世界に浸ることができる。

・豊富に寄進された「けいおん」アイテムを見ると、どれだけ愛さ
れているかが分かる。観光用に、設置したものではなく、ファン一
人一人の手によって寄進されているものが集結しているという点が、
人を感じるストーリーとして訴求力になる。

・コスプレで撮影できるのが圧倒的に楽しい。アニメの舞台となっ
た学校に入って楽しめる場所があることが貴重。（ただし、サイズ
が限られている）

・「登校」したファンのノートが見応えがある。絵なども描ける。
様々なエリア、国から絶えず「登校」していることが分かる。記入
は必須と思う。

・校舎全体がアニメファンに公開されているのではなく、地域住民
の公共の場であることも注意が必要。

・オフィシャルの外国語のサイトがないため、検索をした時に、参
考になる情報源が一般人の訪問したブログになる。また、豊郷の英
語のパンフレットがあるが、事前にネット上で海外向けの豊郷エリ
アの情報発信が見つけられない。外国人向けのエリアの見どころ発
信力が弱い

・「けいおん」の他、日本の映画、ドラマの撮影ロケ地として利用
されている。台湾など日本のドラマや映画に敏感な国に寄っては、
そのロケ地として、もしくは人気俳優が訪れた場所としてアピール
できる。

伊藤忠兵衛記念館 ・今から約140年ほど前に建てられた商人の家がそのまま残ってい
る。昔そのままの建築や暮らしの道具を無料で見れるのは貴重。

・英語表記がないので、訪日外国人へ伝えるための工夫は必要。

・当時の日本の暮らし・習慣など文化背景の特徴などを一緒に伝え
ることでより企業に対する理解が深まり、価値を持たせる事ができ
ると思う。

その他（無人駅） ・都会では体験できない電車なので、面白いと思うが、切符の買い
方や仕組みなどの紹介はあった方がいい。
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コンテンツ ⑪手塚治虫

訪問先
（現地対応）

宝塚市立手塚治虫記念館（河合館長）

訪問者 Msアリース（アメリカ人/女性）
JCD三浦、三谷 JCD（エースブリッジ）劉

訪問日 9月4日（金）

事前調整 事前に宝塚市観光企画課森添氏、宝塚観光協会辻原事務局長に事業説明を行う。
市のインバウンド戦略としては、手塚治虫はいちメニューでメインは自然・里
山・温泉と想定している。手塚治虫記念館は市立なので、森添課長を通じて訪問
調整をいただいた。

行程 ①手塚治虫記念館（映像体験・漫画制作体験）
②花のみち
③宝塚ホテル

概要 ・手塚治虫記念館を見学
・手塚治虫記念館で漫画制作を体験
・花のみちを通って宝塚ホテルへ
・宝塚ホテルで宝塚の衣装の展示物を見学し、アフターヌーンティー体験

①手塚治虫記念館

②花のみち ③宝塚ホテル
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コンテンツ ヒアリング内容

手塚治虫記念館 ・手塚治虫さんを日本の漫画・アニメの神としてどのような存在か
を「日本の文化」としての価値を発信する

・海外の口コミを見ると、ファンの方は原画など喜ばれている。

・英語の表記が日本語の直訳（日本語表現）で、海外の方からする
と分かりにくい側面がある。また、資料館としての館内説明部分に
文字が多いので、視覚的に見てアニメ・漫画を感じれるものが、よ
り多いと「読むストレス」が軽減できるのではないか。

・手塚治虫さんを知らない方にとっても、手塚治虫さんが一生をか
けてテーマにしていた漫画のコンセプトは、現在の世界中の課題に
通じます。→漫画で取り扱われているテーマ：環境問題・生命・動
物との関わり・近未来・宇宙・戦争と平和 人種差別・医学など。

・海外で知名度があるドラえもんや、銀河鉄道９９９などの作者な
ど世界で知名度のある漫画家と手塚治虫との関係性がわかるものが
あると、影響力を感じて感動すると思われる。

・海外で発信された手塚治虫のアニメをもっと沢山比較展示して欲
しい（現在の展示では、どの時期に、どの国で発信されているかイ
メージしにくい）

・現行のシアターの内容は、理解しにくい。（長い、日本の文化背
景が分からないとイメージできない。コアなファン向きだが、外国
人からするとそれでもわかりにくい）また、シアターで実際のアニ
メーション作品をもっと観たい

・アジア圏の方は、自身も含めた写真映えする場所を好む。色鮮や
かで、写真映えするポイントをSNSなどでもっと発信すると良い。

・世界的にも手塚治虫作品を知っている人の年齢層は高く、今後長
期的に考えると減少していくことは否めないと思われるので、足を
伸ばして「来る理由」の価値を継続的に発信する必要がある。

花のみち ・宝塚歌劇団までを繋ぐ特別なみち。舞台までの花道とも言われる。
音楽学校、歌劇団から排出された人気スターたちもこの“花道”を
通っていたというストーリーを伝えると良いと思う。
・日本のドラマが放映されているアジア圏には、象徴的な俳優を伝
えるとイメージしやすい

宝塚ホテル ・アフタヌーンティーを体験、日本の果物やスウィーツの味を体験
ができ、興味深い。デザートは目にも鮮やかで、写真映えもする。
（国によってアフタヌーンティーの習慣はないが）
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コンテンツ ⑫「涼宮ハルヒ」と西宮

訪問先
（現地対応）

西宮市内

訪問者 Msアリース（アメリカ人/女性）
JCD 三谷

訪問日 8月27日（木）

事前調整 西宮市、西宮観光協会に事前に事業説明訪問。ハルヒ聖地MAPや、訪問ポイント、
食事場所などの情報を提供いただく。 訪問先の事前ノッキングなしで問題なし
だが、高校は立ち入れない点などは注意が必要。聖地マップは、アニメツーリズ
ム協会連携で作成されたとのこと。

行程 ①「涼宮ハルヒ」聖地巡礼
・西宮北高校
・西宮北口時計塔
・廣田神社
・新池
・珈琲屋ドリーム

概要 ・アニメで舞台となった西宮北高校を訪れる。
・阪急電車で西宮北口で下車し時計塔を訪れる。
・タクシーで廣田神社に行き参拝する。
・徒歩で新池に訪れる。
・タクシーで珈琲屋ドリームに訪れのクリームソーダを飲む。

ハルヒ坂

新池廣田神社

西宮北高校正門 西宮北口時計塔

珈琲屋ドリーム

①「涼宮ハルヒ」聖地巡礼
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コンテンツ ヒアリング内容

西宮北口駅
「涼宮ハルヒの時計塔」

・コアファン・ライトファンにとって、一度廃棄されたものが、
ファンに想いによって、再度設置に至った経緯は、コアファンだけ
でなく、ライトファンにとっても日本のアニメ好きの想いを伝える
ストーリーとして、ポイントとなる。
・団体案内の際は、実際に集合場所としても活用

西宮北高校・坂からの風景 ・アニメシーンと、実際の一致している風景を対比で訴求するだけ
で、十分訴求力がある。
・欧米の場合、日本の学生生活、学校習慣を知るだけでも未知の体
験で興味深い。ツアーなど、ガイドを通して、普段の日本の学生が
どのような学校生活をしているか、どうして、建物がたくさんある
かなど、ハルヒの舞台となっている学校を通して、日本のアニメに
もよく出ている学生の暮らしを知る観光体験となりそう。

廣田神社・新池 ・アニメのタイトルカットで使用されており、実際のシーンと変わ
らない写真が撮れる。

・アニメ聖地巡礼の要素と日本の文化の要素を体感できる。

珈琲屋ドリーム ・移転されて、アニメと同じ空間は楽しめないが、聖地巡礼をして
いる他のファンと、メッセージノートを通じて、時間と国を超えて
繋がれる場所。ノートは日本だけでなく、多くの国の方が残してお
り、見どころがある。

・メロンクリームソーダは日本のアニメでよく出てくる上に、海外
では珍しい写真映えするメニュー。 グッズ販売や関連アイテムが
充実するとなお良いと思う。

全般について ・アニメの全盛期は10～15年ほど前。当時は、アニメ聖地巡礼を
目的とした旅行、留学生のアニメファンの回遊などは見受けられた
が、今ほど日本旅行が身近ではなかったと思う。
近年では、個人旅行がより身近になったので、当時のファンによる
訪問がアジア圏を中心に考えられそう、欧米圏からはコアなファン
層によるのではないかと思う。アニメのシーンと実際の現場の写真
を合わせて紹介することで、コアファンはアニメに対する思いでが
喚起されるのだろうと思う。

・時計塔や珈琲屋ドリームなど、廃棄されたり、廃業を考えている
中でも、ファンの想いにより姿を変えて、アニメの象徴として愛さ
れている。「ヒト」を感じするストーリーがある。

・しっかりと伝えるためには、ヒト（ガイド）を通した案内が好ま
しい。住宅街が多いので、マナーや移動の管理、細かな配慮による
体験の満足度を高めることができると思われる。
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コンテンツ ⑬だんじり

訪問先
（現地対応）

岸和田だんじり会館（武田氏）

訪問者 Msタマラ（ポーランド人/女性）
JCD 三浦、三谷

訪問日 9月3日（木）

事前訪問 KIX泉州ツーリズムビューロー岸田氏に事前にTELにて事業趣旨を説明。
だんじり会館への訪問日程調整をいただき、当日もアテンドいただく。

行程 ①だんじり会館 だんじり展示・映像体験
②岸和田城
③岸城神社

概要 ・だんじり会館で展示物見学
・モニターで実際のだんじり祭りを観覧（3D映像などあり）
・徒歩で岸和田城を訪問
・徒歩で岸城神社を訪問し参拝

①だんじり会館 展示物

③岸城神社②岸和田城
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コンテンツ 内容

だんじり会館

【展示】・細かいデザインなどが日本っぽさを
感じ、建物や建築が好きな人にも面白い。

【モニター】見ているだけで面白いので映像は
わかりやすい。実際に行きたくなる。

【体験】実際にだんじりに乗る経験ができるこ
とは面白い！

岸和田城

・数ある城の中ではあまり行こうとは思わない。

・ゆっくり見て観光したい人なら良いとは思う。

・歴史などが好きな人にとっては興味深いのか
もしれないが、一般的な訪日旅行客はちょっと
難しいと感じる部分がありそう。

岸和田神社

・英語表記がないため、歴史や概要が分からな
い

・参拝を体験したいと思う海外の人が多く、守
るべきルールや説明を英語でしてほしい。

・おみくじや、絵馬、お守りというものが珍し
感じ、持って帰りたいと思う人がたくさんいる
と思う。
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コンテンツ ⑭曳山

訪問先
（現地対応）

長浜市、長浜観光協会（堤氏、梅園氏）
長浜曳山博物館 （岡本館長）

訪問者 Msアリース（アメリカ人/女性）
近畿運輸局 石倉氏 JCD 三浦

訪問日 10月20日（火）

事前調整 びわこVB山田氏に滋賀エリアのコンテンツについて相談。長浜観光協会の梅園氏
を尋ねられるのが良いとのことで、事業趣旨を電話、メールにて説明。
長浜曳山博物館への訪問前に、長浜市・長浜観光協会を訪問しヒアリングを行い、
その後、曳山博物館に向かった。
自治体側では、インバウンド部会でターゲットとしているのは、欧米寄り。欧米
系を扱うランオペのファムを独自に実施したことあり、その他、商談会やファム
の参加、インフルエンサーを使った情報発信などだが、そこまで効果が出ている
状況でもない。全体的には団体が多く、FITも増えている印象はある。

行程 ①長浜市・長浜観光協会
②長浜曳山博物館
③周辺エリア

概要 ・長浜市、長浜観光協会ヒアリング
・長浜曳山博物館視察
・長浜周辺エリアの散策

②長浜曳山博物館

③長浜周辺エリア
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コンテンツ ヒアリング内容

曳山博物館 ・展示物
祭りのとき以外で見れる魅力はある。曳山や衣装などを近くで

見ることができる。ただ、多言語での説明がない点が課題。展示
が何の関係あるのかが分からない。

・映像
祭りへの興味は高いが、祭りの内容がもっとあったら良いと思う。
映像もあるものの、日本語のみなのが残念。

・多言語表示
例えば、QRからWEB表示できれば良いと思う。（VRといったも
のまでは要らないのでは）

・入館料
周辺観光施設とのフリーパスがあればOKだと思う。

周辺エリア ・海洋堂ミュージアム
フィギュアは外国人の方の興味高いと思う。日本のアニメ好きな
方も多いから。

・体験
ガラス工房の体験なども、おもしろいと思うし、外国人はやりた
がると思う。ただ、ガラス系は持ち帰ると割れないかの不安があ
る。

・黒壁スクエア
街並みもきれいで趣があって楽しめる。表示板も英語での表記が
あるので確認しやすい。
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コンテンツ ⑮お水取り（修二会）

訪問先
（現地対応）

―

訪問者 Msアリース（アメリカ人/女性）
※祭りはやっていないため、外国語HPなどを参照

訪問日 ー

訪問調整 （8/24）奈良県ビジターズビューロー川邉氏に事前ヒアリング。
・修二会に合わせて、「修二会セミナー」を毎年開催。日本人向けで、修二会の
意味等を専門家が解説するもの。
・2020年3月分は、コロナにより中止となったが、インバウンド向けの取り組み
を予定していた。
・2021年3月開催分も、状況が許せば、インバウンド向けも含めて、「修二会セ
ミナー」を開催したいと考えている
・修二会セミナー参加以外でも、「単独の個人・グループで通訳ガイド付き」の
リクエストがあれば、奈良県VBでアレンジ可能である。

行程 ―

概要 ー

セミナー2020年3月（中心分）
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コンテンツ ヒアリング内容

お水取り ・日本の伝統行事という印象が強い、現場で見てみたい気にはな
る。

・祭りの内容や背景的なことが分かっている方が、より興味が高
くはなると思う。

・夜の祭りなので、映像上だと若干暗いので、臨場感まで伝わら
ない。

・日本の祭りの映像はYoutubeなどで多くあるが、外国語で紹介
しているとより良いと思う。

全般 ・歴史、文化的な観光資源（行催事）の体験では、その資源の持
つ意味を理解した上での、見学・体験等が顧客の体験価値向上に
とって重要となると思う。
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コンテンツ ⑯ひなまつり

訪問先
（現地対応）

天の川実行委員会（野村氏）
高取町（吉田氏、上田氏）
壷阪寺（喜多執事）

訪問者 Msタマラ（ポーランド人/女性）
JCD 三浦

訪問日 8月18日（火）

事前調整 奈良県観光プロモーション課の葛本氏より、現地側のご担当者を紹介いただく。
事前にTELで事業趣旨を説明した上で、訪問。イベントは天の川実行委員会が主
体となって開催。今年で15回目であるがほぼ自前で実施。国内向けパンフレット
やは手書き制作、印刷やWEB掲載は地元のパソコン教室の協力を得ている模様。

行程 ①雛の里親館
②土佐街道
③壷阪寺

概要 ・メイン会場である雛の里親館を見学
・街中のいたるところに雛がある
・土佐街道を歩く
・壷阪寺に訪れる

①雛の里親館

②壷阪寺③土佐街道
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コンテンツ 内容

メイン会場（雛の里親館） ・これだけの雛が並んでいるのは圧巻。日本文
化を感じられるもので、外国人の方にとっても
楽しいイベント。

・町のいろんな場所で見れる。町全体を博物館
として感じれる。

・時期的に、桜と一緒に限定イベントとしてPR
をしたらよい、

・外国人のお土産としてサムライや芸者が人気
だが、雛人形も人気が出そう。

・雛が並んでいるところに、表示で案内がある
と良い。人形の種類とか、なぜ段になっている
のか など。

土佐街道 ・日本っぽい街並みで面白い。
（奈良は鹿イメージだけど、このイベントを紹
介してくれたらイメージアップ）

雛膳 （茶堂花大和）

イベント時期限定の雛膳が設定されている。
（写真見学のみ）

・インスタ映え、かわいい、写真を撮りたくな
る。

壷阪寺 ・大雛曼荼羅-2020年は2020体千手観音と一緒
に雛が並び、荘厳。お寺の中にあり、日本っぽ
く、外国人にはまると思う。

・ウォーリーを探せ的な遊びも面白い。

・ただ、アクセスの遠さはネックかもしれない、
バスの時間の明示は必要。
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コンテンツ ⑰ゴルフ

訪問先
（現地対応）

花屋敷ゴルフ倶楽部

訪問者 Mrダニエル（イギリス人/男性）

訪問日 9月2日（水）

事前調整 事前に神戸観光局羽東氏に事業趣旨を説明。
・ゴルフツーリズム協議会の事務局 協議会の活動についてヒアリング
・昨年ラグビーW杯期間に実施した手ぶらゴルフの仕組みは、プレイゴルフジャ
パンが担当。 今年については、年度をかけてこの仕組みを整備する予定。ただ
し現在はコース設定なし
・ゴルフ場として推薦は、花屋敷ゴルフ倶楽部か、北六甲カントリー倶楽部。
調査行く際は、後々のことを考えると、ゴルフ場に一声かけておきたいが、詳細
まで伝えると準備する可能性もあるため、ほんのさわりだけ伝えてもらう方向と
なる。

行程 ①ゴルフコース体験

概要 ・ゴルフ体験をする
・ランチを食べる

①ゴルフコース体験
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コンテンツ ヒアリング内容

予約/受付
※英語版サイトはなし。但し、英語専
用メールアドを発見、問題なく英語で
予約出来ました。

・特別に英語版のチェックイン用紙を用意下さった。そし
て英語の話せるスタッフがサポート。スタッフが話さなく
ても英語版のフォームは丁寧。セキュリティロッカーなど、
全てを英語で説明してくれました。簡単な英語パンフレッ
ト／説明があれば良い。本来の仕組みで総合サイトの英語
版予約フォームが一番良い。

コース ・コースは綺麗に整備されています。初心者でも回れます。
２時間１０分内で９ホールを完成しなければならない。９
ホール＋ランチ１時間＋９ホール。丸一日かかります。

・カート内タッチパネル案内は英語版付いてます。スコ
アー記録、ホールの説明そしてプレーの合図を知らせする
便利ツール。カートも決まった線路でしか走らないので安
心。
ハーフラウンドオプションを設けても良い。練習ようグ
リーン有り。

設備 ・クラブハウスは少し古いですがサービスは素晴らしい日
本独特のレベル。
ランチも中々おいしい、英語のメニュー有り。
プレー後のお風呂も日本式。

・姉妹コース（よかわコース）を（今回体験したひろの
コースより）何度も進めされた。よかわの方がもうちょっ
と現代風なのかと思った。コースもチャンピオンシップ
コースらしい、興味ある人には良いかもしれない。

アクセス ・大阪からレンタカーで1時間３０分程度。Naviに沿って
行くしかない。ホテルでの出迎えがあると、一番安心だと
は思う。

その他 ・事前に聞いていたプレイゴルフジャパンみたいに、総合
予約/検索サイトは必須だと思う。
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コンテンツ ⑱サイクリング

訪問先
（現地対応）

Cyclism AWAJI（ シクリズムアワジ）

訪問者 Mr.ダニエル（イギリス人/男性）
JCD（Mydomind）山本

訪問日 9月9日（水）

事前調整 事前に淡路島観光協会土居課長に事業説明を行う。サイクリング体験の予約は個
別で行って進めてくれて大丈夫とのこと。レンタサイクルの場合、観光協会管轄
だと、ロードバイクがないので留意が必要。モデルコースに準じて地域調査くだ
さいとのこと。

行程 ①東浦バスターミナル レンタサイクル
②西海岸北淡エリア
③イサナギコース

概要 ・東浦バスターミナルで自転車をレンタルする
・西海岸北淡エリアを走る
・イサナギコースを走る

①東浦バスターミナル

②西海岸北淡エリア

③イサナギコース
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コンテンツ
アワイチ体験

コンテンツ内容

東浦バスターミナル

※今回はCyclism AWAJI（ シクリズムアワジ）
でロードレーサータイプの自転車をレンタル。

・明石海峡大橋を渡り、10分ほどで東浦バスター
ミナルに到着します。民間のレンタサイクル施設
が２件あり、ロードバイク、Eバイクなど多くの
種類の自転車を扱っています。

・英語サイトもあり、海外の人もWEB上から予
約できる。ただし受付では英語が話せない。

・手ぶらであればヘルメットも用意してくれる。

・着替え室がなく、公式トイレの個室で着替える
点は残念。

東海岸岩屋エリア ・明石からフェリー「淡路ジェノバライン」がで
ており、自転車を持ち込む人はこちらから利用す
る人も多い模様。アワイチの淡路市スタート・
ゴール地点にもなっており、フェリー乗り場に隣
接した場所にレンタサイクルの施設もあり。
・淡路の海岸沿いの道を走るが、車が多いので専
用バイクレーンがなく子供には不向き。
・道路沿いにある観光客向けのレストランやアト
ラクションが並んでいて楽しそう。

西海岸北淡エリア ・明石海峡大橋直下にある道の駅「あわじ」から
室津までは平坦な道で走りやすいコースです。途
中ハローキティショプや幸せのパンケーキなど人
気の施設もあり、寄り道も楽しめる。。

イザナギコース全般 ・イザナギコースは淡路島の北側を半周する約
60kmのコースです。一般国道を走るので車には
注意しないといけないが、多くのサイクリストも
走っているので、安心して走れるとは思う。

・ただし英語の標識が十分ではないので、サイク
リングマップやWEB情報での補完は必要です。

・また途中にあるコンビニはほぼすべてサイクリ
ングラックやポンプの貸し出しサービスが整って
いるのは有難い点。

・サイクリングがメインか観光がメインで分かれ
ると思う。上級者には淡路一周だけではなく、山
の方に登って行ったら峠までの林道を走るなど。
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コンテンツ ⑲ハイキング

訪問先
（現地対応）

箕面市営業室
大阪観光教区

訪問者 Msアリース（アメリカ人/女性）
JCD(エースブリッジ）劉、JCD（Mydomind）山本

訪問日 9月2日（水）

事前調整 箕面市営業室の古野氏に事前説明に伺う。ハイキングコース概要についてのレク
チャーをMAPとともにいただいた。体験については個別に自由に行ってください
とのこと。

行程 ①聖天宮西江寺
②箕面大滝
③勝尾寺

概要 ・ハイキングを行う
・道中にある箕面の滝、晴天宮西江寺、勝尾寺に訪れる

②箕面大滝①聖天宮西江寺

③勝尾寺
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コンテンツ 内容

聖天宮西江寺 ・1300年前よりあるお寺という歴史的な部分と四季のお寺を含む
景色。

・アジア圏に対しては、キーワード良縁で展開したら良いかと思う。
大聖歓喜天像は、男女の髪がカップルの像で、縁結びや夫婦円満の
御利益があるとのこと。

・欧米圏は歓喜天（ガネーシャ）が人気。日本で初めてガネーシャ
が現れたお寺。

・共に拝観はできないがストーリーを伝えたら良いと思う。

箕面大滝 ・「日本の滝百選」にも選ばれている大滝の落差は33m あり、岸
壁から水が一気に流れ落ちる様子はとてもダイナミック。

・大滝にたどり着くまでに、休憩所、トイレが多数設置されている
ことはアピールポイントになる。（海外ではここまでのトイレ設置
がないため、自然公園を苦手とする人もいる。

・茶屋での過ごし方、注文の仕方もナビゲートがあると良い。

・途中にある看板はほとんどが日本語表記のみ。特に全体図を紹介
する看板については、ポイントごとの英語表記があると理想的。

・写真映えとしてもアピール。四季折々の写真は訴求力がある

・霊場としての箕面の山を象徴する大滝。1300年前より、この場
で修行を積んできた人々に思いを馳せ、大滝に至るまでの道中、大
自然とともに浄化される感覚を満喫できる。欧米圏に人気かと思う。
アジア圏の方にとっても興味深い。

・箕面大滝は、都市圏から近く、気軽に行ける大自然として紹介を
されているが、近年高野山等を通して、山や自然を信仰の対象とし
て関わる日本特有の考えも知られ始めており、箕面山自体も修行の
地として1300年の歴史があることを訴求したらどうか。

勝尾寺 ・勝尾寺のダルマは、伏見稲荷大社の鳥居のように視覚的に外国人
観光客を惹きつける魅力があると思う

・勝運・勝ダルマとして、由来とともに、実際にダルマ祈願のやり
方などを紹介すると良い。

・実際に、日本在住の外国人の方も目にした勝尾寺の写真きっかけ
で、「行きたい場所リスト」に入れている方が多くいる。

・帰りバスを使用する人は、バスの時刻の周知が必要
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コンテンツ ⑳トレッキング

訪問先
（現地対応）

比叡山
比叡山延暦寺

訪問者 Mr.ダニエル（イギリス人/男性）
JCD（Mydomind）山本

訪問日 9月7日（月）

事前調整 びわこVB山田氏に滋賀エリアのコンテンツについて相談。
比叡山延暦寺は参拝部事務長小林氏に本件の説明をしておいていただく。訪問時
小林氏へのミートは不要。

行程 ①坂本周辺
②比叡山延暦寺

概要 ・ハイキングを行う
・道中にある坂本案内観光所、延暦寺を訪れる

①坂本周辺

③比叡山延暦寺
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コンテンツ ヒアリング内容

坂本周辺 ・日吉大社を中心とした坂本の町は、日本っぽい閑静な町並
みを感じることができる。

・比叡山トレッキング「本坂ルート」
坂本の日吉大社から比叡山根本中堂に至るコース。海外の方
におって、ある方は修行僧の歴史に魅力を持つかもしれない
が、一般の観光客にはハードだと思う。整備されてないで急
坂なところもあって、道が凸凹で気軽に登れない。人がほと
んどいませんで静かですが、森の中に続く道なので回りの景
色はそんなに楽しむことが出来ない。最後の方がかなり急で
キツイ。下りの道なら、まだ何とか観光客も楽しめるとは思
うが、登りは上級者でないときびしい。
修行の道として少しワイルドな登山道。初心者や子供は不向
きだと思う。２kmで役１時間～１時間半で登れた。

（・無動寺コース）
坂本ケーブル延暦寺駅から無動寺を通り、京阪松ノ馬場まで
の3kmのコースです。こちらのコースは一般的なトレッキン
グコースで眺めもよく、標識もおおいので、歩きやすいコー
ス。

・比叡山坂本ケーブル
トレッキングに慣れていない人は登りにケーブルを使うとい
うのも良いかと思う。

・比叡山の中は英語表記が多くあるのですが、トレッキング
コースである山道はほとんど標識がありません。WEB上でも
日本語の情報は数多くありますが、海外向けの情報ままだま
だ整備されていない。

比叡山延暦寺 ・京都市と滋賀県大津市にまたがる天台宗総本山。「日本仏
教の母」として数多くの僧侶がここで学びました。
・延暦寺は根本中堂のある東塔を中心として、西塔、横川と
３つのエリアに分かれています。これらを見て回るのでも１
日かかる広大な場所

全般について ・アクセスは大阪からJRで１時間程度。乗換えなどの案内は
アプリでいける（スマホ及びWiFiが必須）

・大阪や京都方面から来た場合に日帰りもできるし、大津や
雄琴といった宿泊施設の多いエリアで宿泊するもの良いと思
う。
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資料（別添）

・第1回検討委員会議事録
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●議事内容

議事内容

ご挨拶（角谷部長）
この事業は、昨年度も、各地のコンテンツ造成として進めています。今年度も予算事業としてさらに進めて

いただきますが、コロナ禍で難しいところもありますが、このご時世という時に、各地域の魅力あるコンテン
ツのさらなる磨き上げ等進めていただければありがたいです。機会としては、関西観光本部さんにご出席いた
だいていますが、「プラスワントリップ」という事業も進めていただいている中で、今だからこそできる、い
ずれインバウンドの皆様を再びお迎えするに当たって、より宿泊日数を伸ばす、滞在型観光と言っていますが、
より滞在できるようなコンテンツを充実していきたいというところで、本日委員の皆様には、それらのコンテ
ンツについて色々とご見識をいただければありがたいです。

運輸局ではこのコンテンツ以外でも、受け入れ環境整備等、地域で困っているようなところも取り組んでい
きたいところですが、このご時世、インバウンドはいつからスタートするの？とよく聞かれます。今のところ、
時期はお答えするのがなかなか難しいです。ようやく関西国際空港も日にちはまだ決定していませんが、検査
センターを設置する予定です。報道等で皆様もご承知と思いますが、ビジネス客から特定の市場を受け入れる
よう、今政府として動いているところです。動きの中身は、報道等で書かれている通りです。ビジネス客につ
いては、特定の地域、例えば感染の拡大がどの程度かというのも一つの理由らしいですが、入国すると2週間の
滞在義務、自宅やホテル等の特定の場所に滞在する１４日間が義務付けられています。日本に入ってきても
PCR検査または抗原検査を受けて陰性、または出発地点の国においても同等の検査を受けることによって、１
４日間滞在の行動計画を出してもらうことによって、ある種管理下のもとで行動していただくようなことを、
どうも両国で調整しているという状況らしい。
そういうことで、観光客はいつから？という時期は難しいのですが、それまでの間、先ほど申しましたコンテ
ンツを十分磨き、こんな対応でいかがやろ？ということで、皆様のご見識をいただければと思っております。
今日は長時間になりますけれどもどうぞよろしくお願いいたします。

出席者自己紹介を各自より実施

その後、各テーマの進捗状況とテーマごとのコンテンツについて説明（DMO等ヒアリング内容、外国人調査の
内容、磨き上げのための課題、旅行商品化に向けて想定される課題等）。一つのテーマの説明終了ごとに意見
交換を行う流レで進行。

全5テーマ×各4コンテンツ。
・ガストロノミー（４コンテンツ）
・特色ある宿泊施設（４コンテンツ）
・アニメツーリズム（４コンテンツ）
・お祭、季節の行事、風習、歳時記（４コンテンツ）
・スポーツ（４コンテンツ）
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コンテンツ調査報告
【テーマ】ガストロノミー
【コンテンツ】フルーツピッキング、漁師体験、酒造体験、ワイン

中村先生：今回の大前提の滞在型コンテンツを創出し磨き上げるということで、“滞在型コンテンツはどうした
ら増えるのか”ということベースとしてあるのがよいと思う。
・滞留できる場所（滞留型コンテンツ）がどれぐらいあるかによって、滞在型になるかどうかが分かれていく
気がする。フローのお客さんだけがあるところは滞在型コテンツにはなっていかないと思うので、如何にス
トック型（滞留できる場所）にしていくか、フロー客の受け皿をしっかり作っていくことが必要。
・ガストロノミーというところでは、フードツーリズム学会もやっているので、少しお話すると、このコンテ
ンツのうち2つがお酒。フードツーリズムの中で「食べ物」と「飲み物」は一色単にされるが、飲み物は食べ物
に比べてマニアックで、調べて勉強したいという部分が結構ある。そういう意味では、ガストロノミーの中で
も、飲み物（ドリンクツーリズム）は分けて考えてよいと思う。
フルーツピッキング
・ただ採って食べるだけではなく、料理、レストランとして、食べ方も一緒に。
・レストランと一緒に売っていく形。
漁師体験
・欧米のようなフィッシャーマンズワーフをある程度意識。
・体験だけではなく、食べる場所やレストランなどの受け皿も必要
・観光列車という受け皿も考える。
酒造体験、ワイン
・海外の面白い例として、オーストリアのホイリゲ（オーストリア東部に見られるワイン酒場。ジョッキで飲
むのが特徴的。つまみもある）。ワインの居酒屋街道（のみ食べ歩きができる）
・播磨などの集積があるところでは、食べ歩き＝ストック型と考えることができる。
・結果的に滞在型になるように。
・ワインはレストランとしっかり合わせて（カタシモのタコシャンのようにG20で出された料理なんかと）。
堅下ではアントワーヌ。
・過去に中国で開かれたG20で出された料理やスイーツが印象的だった。そういうところからも発信されてい
く。

臼井先生：フルーツピッキングでは、個人客を意識されていると思うのが、二次交通が悪いところは、団体を
ふつうに考えるが、逆になぜ個人狙う？難しい方にターゲットしているのは何か背景があるのか？

中村先生：二次交通悪くても、本当に行きたかったら何とかして行く

臼井先生
・フルーツピッキングだけで、FITが個人として行くかというと難しいと考える。プラスαがあるなら考えるが、
フルーツ狩りのためだけに、個人として時間をかけていくのは難しい気がする。

臼井先生
・全般的に、このようなテーマでうまくいっている地域を例にマネできる部分はマネすればよい。次のステッ
プに向けて、成功例を研究するほうがよいのではないか？

中村先生
・岡山ではレンタカー。香港の方が多いのでレンタカーで、対応した言語をナビに搭載して。果樹園なども登
録しておく。

臼井先生：富士山ツアーのような大きな塊を果樹園に連れていくのが、数的に一番多いはず。
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コンテンツ調査報告
【テーマ】ガストロノミー
【コンテンツ】フルーツピッキング、漁師体験、酒造体験、ワイン

福村
・ひとつは先進事例を研究するというお話。そして団体と個人旅行ではそれぞれやり口が違うと思うので、中
村先生がおっしゃったような、香港＝レンタカーのような方向のター ゲティングもありますし、ターゲティ
ングを丁寧にして進めていくのがいいのではないかというようなご意見だと。

臼井先生：事務局ないし森さんにお聞きしたい。ワイナリーとしては何件くらいが関わっているのか？規模
は？お客様への対応は？

森さん
・ワイナリーとして協会は現在７社。
・資料のメンバーは酒蔵さんも言えば皆さん入るが、皆さんにとっては作り手。ワイナリーで言うと、農家で
あり、ワインを作る人であり、ちょっと営業するくらい。こちら側がこうしてあげようと言っても、生産量の
問題があるというのが大前提。だからこそ人気がある。協会を立ち上げたきっかけでもある。大阪と、関西ワ
イナリーと西日本ワイナリーを立ち上げ、その核となるのが大阪。

臼井先生：ワイナリーでは、インバウンド含めた観光客に来て欲しい、見て欲しい、味わって欲しいと望んで
いる？

森さん
・実質動いている6社のうち、半分は受け入れ体制がある。
・半分以外のところで、中村ワイン工房は超こだわりがあり、商品が少ないゆえに尖って、神のしずくという
漫画に出るとか。
・別の目線で、フジマル醸造所は都会のアーバンワイナリー。ワインを作り、レストランをして、ワインを卸
す。世界のワインを扱いながらワイナリーを併設するような。稼ぎ方が違う。

臼井先生
・観光客を望むかは温度差があり、体制も違うが、それなりに認知され、一種のブランド化する方向で商売に
繋がることは期待していると言える。

森さん
・期待させるまでに、2012年から時間がかかったが、会議を重ねるにつれ意識が変わっていく。
・観光でどこまで売っていくかは未知数
・海外から見ると、フランスのような歴史はないが、日本人の勤勉さ、きれいな場所で作っているワインに付
随する地域と人は価値がある。日本酒も然り。
・人。あるアメリカの女優からは、あなたの好きな人に合わせて欲しいという希望もあった。
・ワイナリーごと買いたい人も。

臼井先生：酒蔵ツアーやワインツアーで問題は運転。移動についてはどう考えている？

森さん
・成功している例では、山梨のワインタクシーがある。
・近鉄タクシーは後ろ向き。

福村：大阪市内の宿泊先からタクシーでダイレクトに行く方向も考えられる。

臼井先生
・ワインツアーはリゾートのような宿泊とパッケージに。
・ツアー後、宿泊先でいくつかワインと料理を楽しむおもしろさが必要。
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コンテンツ調査報告
【テーマ】ガストロノミー
【コンテンツ】フルーツピッキング、漁師体験、酒造体験、ワイン

野村さん
・ラグジュアリーホテルのコンシェルジュとのネットワーク
・ラグジュアリーホテルとルーツピッキングやワイナリーと連携していきたい。
・酒蔵でお土産を買う人が少ない（海外への別送の問題）という課題があり、海外別送システムの実証実験を
今年度やりつつある。一部の酒蔵は越境ECを持っているところもあるが数少ない。地域の酒蔵でも今後消費額
を上げていくうねりになれば。

臼井先生：海外のお客様も持って帰りたいというのはあり得る？

森さん
・日本でかつ大阪のワイナリーに来る外国の方は、ある程度払える人。その方たちにとっては、送る手間など
を問題にしない。

臼井先生；現地で買い物するときに、送る段取りをする仕組みがないと・・

野村さん
・それを構築したいところ。
・参考ですが、販売側がお客様に別送を勧めない理由として、INVOICEがややこしい。

臼井先生
・参考でいうと、北海道のカニがそう。新鮮なものを送るためにANAとヤマト運輸が組んだシステムが既にあ
る。同じような形があり得るのでは。

野村さん：
・通訳案内士の方をうまく観光地とマッチングさせるようなことも促進していきたい。
（通訳案内士がコースを設定して販売するような仕組みもできている⇒環境が整わない地方などで活用でき
る）

・地域で、インバウンド迎えたいが、受け入れ環境が整わないような所を掘り起こす。
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【テーマ】特色のある宿泊施設
【コンテンツ】古民家、宿坊、農泊、グランピング

福村：森さんが先日グランピングに行かれたとか

森さん
・天橋立のマリンピア・ザ・スイートという施設に仕事で招待いただいて、1泊30万の部屋に1人で宿泊した。
プールや、北欧のゆったりしたドームのグランピングも併設。この夏はコロナで満室とのこと。コロナ前は中
国人が2人で宿泊という例もある。
・課題としては、グランピングはお手洗いが中にない。全て外付けのトイレ（共用）。
・若いファミリーや、ライフスタイルにこだわりのある人に人気。
・アジアの観光客に人気。

臼井先生：グランピングは欧米の方からするとどう感じている？

ダニエル：行ったことはないが、イギリスにもたくさんある。

臼井先生：イギリスからくる観光客にとって、日本のグランピングの施設はどう映る？

ダニエル：綺麗な場所でグランピングすれば理想。手ぶらでキャンピングできる。

臼井先生：日本の季節を感じられるグランピング。

森さん：冬は寒い。

臼井先生：グランピングも古民家もそうだが、インバウンドのお客さんにとって、水回りの環境はどうなのか、
どこまですればよいのか疑問。

ダニエル：30万支払ったらトイレ欲しい。

森さん：キャンプなら外でいいが、グランピングの場合はトイレが課題。

臼井先生：古民家でも同じことが言える。

森さん：日本人でも外国人でもターゲットは払える人でみたほうがいい。まずお手洗いが肝心。水回りは先に
予算を組む。そして手洗い場とお布団。

山本さん
・紹介されているところは、一定のレベルの水回りになっている。
・最近は特にトイレ、お風呂、洗面施設は力をいれているので、ターゲットとしているお客さんが来ても不快
にならないレベルには整っていると思う。
・美山の古民家にも外国人はかなり来て宿泊しているようだ。
・古民家や農泊は二次交通がわかりやすいかどうかが重要。高野山と美山は問題ないが明日香は場所によって
レベル感がありそう。
・明日香のニューツーリズムさんが課題としてあげていたことは、個人客に来てもらって、どう過ごしてもら
うか

臼井先生：インバウンドで農泊する外国人はどんな人？動機などわかる？何を期待？

山本さん
・インバウンドでは個人のバックパッカーの利用が多い。ビンボー旅行という程ではない

・日本の文化に関心があり、ネットで検索して知って行ってみたい。
・オンラインから申し込みが大半。
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【テーマ】特色のある宿泊施設
【コンテンツ】古民家、宿坊、農泊、グランピング

福村：吉野村の杉の家に宿泊している客層のような感じ？バックパッカーよりちょっと上というのは。

山本さん
・吉野杉の家はちょっと特殊。建築に興味があるお客様が半分ぐらい。
・民泊のお客様は、日本の家に泊まりたい。都心は避けたいという人が多い。
・民泊したインバウンドの方の満足度は高い傾向。

臼井先生：農家の方は、その地域一体の農家をいくつかまとめてインバウンド展開することを本当に希望して
いるのか？ 国内向けの教育旅行の方がやりやすいのでは？教育旅行としては別に仕組みがある。農家単独で
インバウンド受け入れは難しい。明日香地域で、農泊のプログラムに絡めそうな農家は何軒くらい？

三浦
・このお母さんのところも教育旅行の関係で、自分では受け付けていないが地域の紹介で対応している。
多言語コミュニケーションはできないが、嫌というわけではない。
・実際は周辺でご夫婦がやられている民泊は英語が堪能。そこの紹介で英語の人も受ける
・農泊に参加しているのは4軒ぐらい。地域を紹介パンフレットに載っている民泊は5件

山本さん
・明日香中心に、教育旅行だけでやっているところはもっと多い。40~50軒

臼井先生
・北海道の長沼という町では、修学旅行生相手の農泊は、150軒くらい登録している。教育旅行の場合基本的
に分宿。お客さんとのやりとりは第3者が全部やってくれて、割り振る。

三浦：先ほどの5軒は個人で受け入れているところ。

臼井先生
・４~５軒が海外からの受け入れに関心を持っている。ただし個別で注文を受けるなどは、言葉の問題もあり
大変。教育旅行のような受け入れの入り口をまとめるような仕組みが、インバウンドにも対応できるかが問題。
受け入れ後は、ある民宿ではスマホの翻訳機能を活用するなどしてコミュニケ-ションをとっている。

中村先生
・民泊は海外でいうとパブリックツーリズムや、イギリスなどのルーラルツーリズム。

・ヴィーガンや精進料理でもいいが、精神性とか、ある程度値段もそれなりの高いレベルのもので引っ張って
よいと思う。何軒かがそういうものにチャレンジして、それを応援していく。すべてが修学旅行民泊ではなく、
何軒かは非常にレベルの高いものがある。AもBもという部分で作っていくのが良いと思う。
・近くに橿原神宮もあるので、精神性で売っていくこともできる。
・高取も近い。ひなまつりやキトラ古墳もある。世界には宿泊マニアもいるので、ユニークなところに泊まり
たい人は多い。明日香では導入していくべき。
・高野山はシステムが出来上がっている。
・Airbnbでもオンライン瞑想をやっている。コロナの時期こそAirbnbを通してでも、オンライン瞑想を売って
いくというのはやってもよいのでは。
・宮津では、グランピングの問題もあるが、天橋立自体の魅力度が落ちて行っている方が問題。宿泊だけでは
なく、そこをどうするかというのもある。

福村：外国人体験とヒアリングがまだなので、外国人が実際泊まってみてどう思うのか、また、議論で出てい
るターゲティングの話など併せて、調査が深まったら皆様とシェアして、ご意見をいただければ。
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【テーマ】特色のある宿泊施設
【コンテンツ】古民家、宿坊、農泊、グランピング

山本さん
・これから調査へ行かれるなら、外国人目線の日本の精神性や文化は、どのような捉え方をしているのかを調
査していただければ。
・スピリチュアルは興味あるが宗教はちょっとという層がきっちり刺さるのか。
禅体験は興味あるが、仏教はそんなに強く興味はないという層も多いので、例えば高
野山でも阿字観体験をFIT対応しているところはあまりなかったように思うが、どれ
くらい受け入れ体制ができているかも調査が必要かと。

森さん：宿坊は、泊まり＋お勤めを一緒に見せる。フランス人は朝の護摩行をじっと見続ける。仏教信者では
ないが、その空間にいたい。

臼井先生：高野山は街が持っているそのものの世界がある。
行の空間に身をおいて時間を過ごすことが精神性というのもある。

森さん：みんな写真を撮りたがる。高野山のあの世界はすごい。

川尻さん：阿字観を英語で体験できるお寺も何か所かあったと思う。

【テーマ】アニメツーリズム
【コンテンツ】「一休さん」と金閣寺他、「けいおん」と豊郷小学校、手塚治虫、
「涼宮ハルヒ」と西宮

中村先生
・けいおんとハルヒはセット。あと一休さんと手塚治虫の３つのパターンという形。
・けいおんとハルヒはコアなファンが中心にいる。
・↑外国人を入れて宿泊を考えると、京アニの吉田玲子作品ということで、一つにまとめて売ると、何か所か
を回るために宿泊が出てくる。（京都アニメの吉田玲子さんがプロデュース作品。京都では「たまこまーけっ
と」の出町柳、「稲荷こんこん」の伏見などがある。）

・手塚治虫では、東京ではトキワ荘の復活。石ノ森章太郎、藤子・F・不二雄など、
トキワ荘関係をひとつまとめ、もっと強く売っていけるのではないか。

・手塚治虫は、宝塚ホテルがかなり入っていて、滞留型の施設をうまく作っているため、きちっと楽しめる。
・一休さんは、中国では劇場版の映画もあり、テレビ番組で放映され結構知られている。
・中国では精進料理に対する興味が広がってきている。禅と食。

・一休さんと精進料理を繋げて売っていくとある程度の層は見込めるのではないか。

臼井先生：三谷さんやダニエルさんは手塚治虫のアニメは見たことある？

三谷：シリーズ全部はないが、漫画の中の一話とか。アニメは見たことない。

ダニエル：存在は知っているが、詳しく見たことはない

臼井先生：
・インバウンドを考えるとき、どの国のどの世代が知っていて、それ以外は知らないという前提をはっきりす
べき。どれぐらい放映されたか、時期も調べて。欧米よりはアジア系とは思うが、はっきりさせる。
・けいおんもハルヒも、ある時にある年代層に受けた。いずれ手塚治虫のように、知っている層と知らない層
が分かれる現象が起こる。地域としてビジネスを組み上げるときに理解しておく必要がある。時を経て忘れら
れていく。
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【テーマ】アニメツーリズム
【コンテンツ】「一休さん」と金閣寺他、「けいおん」と豊郷小学校、手塚治虫、
「涼宮ハルヒ」と西宮

中村先生
・国もネットで見る。昔のテレビはある時期しか放映されないから、ある時期の人しか見ない。今はインター
ネットで見たい時に見られる。
・けいおんもハルヒも結構前だが、今でも新たに見られている作品

臼井先生
・見られている時期がいつかと限定する必要はないが、時間の経過とともに、
ある層からの認知度が消えていくことは片隅に置いておく。地域側としてはそこを 理解してプランする必要
がある。

中村先生
・昔のアニメと見方がちょっと違う。マニアックに言うと空気系のアニメと世界系のアニメがあり、空気系

の代表が「けいおん」や「たまこまーけっと」。昔の作品でも、今の20代の中国の方は結構見ている。

臼井先生
・地域のわくわくドキドキするコンテンツを掘り起こし磨き上げるということで、地域の人を主体に考えた時
に、今言ったようなことがある。
・全般的なことだが、こういうお客さんが来たときに、地域はなにで儲けるのか？

地域は受け入れの整備は整えて、いざ何で儲けるのかが難しい。そこを真剣に考えないともったいない。

中村先生
・聖地巡礼に関しては、なかなかマネタイズにならない。来る人も商売っ気がありすぎると見え見えになっ

てしまう。そのためだけに来るだけで、観光として経済波及になるので、ここだけで儲けようとして作り上げ
ないほうがよい。

山本さん
・この版権を扱う母体をどこに持つかが課題。DMOで既に扱い慣れているところなら任せればよいと思うが、
新規で今回はどうか。豊郷はもともと町役場の一担当の方が
熱心にされていたのが、部署を異動されて、ちょっとトーンダウン。
受け入れ体制は、権利ものに関しては製作委員会と蜜にやり取りが必要など、その辺は気をつけないと。

臼井先生：実際にお金は払う？

山本さん
・払う。吉野の時はオリジナルのグッズを作って収益を運営資金にしていた。良いときで年間150万円の売り
上げがあった。
・手塚治虫に関しては、アニメ化が頻繁にされていないのが気がかり。
・手塚治虫の世界観より、作品で絞る方がよい。

森さん
・ターゲットが気になる。
・コスプレが集まるところで会った外国人はみんな若かった。

・アニメツーリズムに興味がある人が若ければ、マネタイズが重要。
・地域を知ってもらうきっかけにということなら、初動は良いと思うが、本気じゃないところと組んでいくと、
どこかが大変な思いをする。
・ターゲットが想像できる分、その人達が来て、どこまでツーリズムとしての部分が生まれるかは疑問。

臼井先生：そういうところもあって、一般的なツーリズムのコンテンツよりも、イベント系や企画系の分で人
に集まってもらって何かするほうが良いということ。



113

【テーマ】アニメツーリズム
【コンテンツ】「一休さん」と金閣寺他、「けいおん」と豊郷小学校、手塚治虫、
「涼宮ハルヒ」と西宮

森さん
・日本橋のコスプレは、はじめは何もないところから始めて、今は3万人とか、ひとつ
町おこしになった。何年もやるうちに認知されて、地域の価値が上がる。

福村；ある種のコスプレツーリズムというか、コスプレをして撮影できるスタジオは大阪にもたくさんある。
そういう人たちが出張で豊郷に行ってロケで撮影するカメラマン付きプランのようなものを作るといのはでき
るのではないか。

臼井先生：近くの宿がそういうものを準備できるとか。

森さん：全般的にニッチだが、特にアニメは逆にそんな扱いをされてはいけないというのがファンにはある。
そのあたりを丁寧にしないといけないのではないか。

角谷さん：アニメは有効なコンテンツであると考える。

臼井先生：アニメの聖地に行く人は目的が済んだらまっすぐ帰る？どこかに寄りますか？

中村先生：比較的日本人はそれだけで行くケースが多い。外国人は遠くからきているので周辺散策する。スラ
ムダンクの鎌倉は、鎌倉観光するし、伴ってそれなりにお金も使っていく。

臼井先生：関係ないが、滋賀に行くといつももったいない感じがしている。近江商人を生んだ豊かな地域だと
街並みから感じられる。琵琶湖や近江八幡など、けいおんとうまく結びつけて観光になれば良い。

福村：豊郷は近江鉄道アクセスなので、彦根か近江八幡から行くが、彦根が行きやすい。

山本さん：最近の傾向では、けいおん+ひこにゃん。歴史等の文脈で組み合わせは少なく、
ライトなコンテンツとの組み合わせが多い。

野村さん：アニメは難しい感じはしている。違う観点ですが、海外のアポイントで結びついたデータをマーケ
ティングしている会社の方との話の中で、海外にコアなマーケティングのプロモーションをすると、可能性が
秀でているのはアニメ。大規模ではないプロモーションをやってみるのもよいかも。

福村：中村先生からも吉田玲子作品というヒントもいただいた。

臼井先生：ウィリアム・メレル・ヴォーリスの建物が滋賀県全体で何軒残っているか、あれだけで滋賀を周れ
るくらいあるので、もったいない感じがする。
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【テーマ】お祭り
【コンテンツ】だんじり、曳山、お水取り、ひなまつり

山本さん
・お祭りの課題は季節性
・いかにリアルを体験してもらうか。
・ほかのテーマの地域と隣接しているので、組み合わせた商品も作れそう。

森さん
・お祭りは一瞬。
・これだけのために来るのか。
・季節が合わなくて映像だけ見せられても・・。
・人が重要。ひな人形を作っている人など、祭りに昔から関わっているような人が説明を。

・人から祭りで大切にしているものや精神性が伝わる、日本人が思う思いやりに反応。
・祭りがない期間をどこでプラスに変えていくかというと、地元のおばあちゃんとかが説明するとグッとく

る。
・食事も大切。お祭りに合わせた料理を。
・その時期だけホテルとタイアップ、高くなくても、お祭りの時はこれを食べてねというようなストーリー

を作る。⇒祭り期間以外もある一定は楽しめる。
・これが祭りというものだと、日本人の気持ちに沿うようなことができれば、ちょっと尖ったものを探して

いるアッパーな人達は反応する。
・歴史とストーリー、そして楽しむために内側に入らせてあげることができれば。

ダニエルさん
・海外の人からするとどれも興味深いコンテンツ。イベントは実際に見たいと思う。
・見られないのは微妙。
・祭りにタイミングを合わせて行くのがよい。
・祭りはいっぱいあるので、いつ何があるかPRが必要。関西シーンの役割だった。
・イベント情報は日本語しかないので、外国人向けの情報をもっと。

臼井先生：この4つのなかで一番行ってみたいのは？

ダニエルさん：曳山は見たことがないので行きたい。子ども歌舞伎もやっていますね。

福村：長浜の曳山は子ども歌舞伎。ほかは行ったことありますか？

ダニエルさん：だんじりは行った。ひな祭りはどこでもあるので、行くところではなさそう。
お水取りは行ったことがない。

中村先生
・曳山もだんじりも日数が短い。修二会とひなまつりは半月ぐらいなので売り方が違ってくるのでは。
・スペインは牛追い祭りも映像で見て行ってみたいと、世界中の人が思っているような所。

旅行商品を売るというよりも、祭りの価値を際立たせて映像で売っていくというやり方もある。
・祭り食⇒だんじりの時期は渡り蟹やシャコ
・岸和田は街歩きに適している、別寅の御殿やユニチカの寺田財閥の自泉会館など歩いて面白い街。
・曳山やだんじりは、周辺の時期が近い祭りと合わせて一緒に売る。祭り旅。
・修二会は圧倒的な映像感
・ひなまつりだけでは来ない。⇒キトラ古墳や高取城と一緒に売ったりできる。明日香とも近い。

・福村：岸和田以外にも泉州にはだんじりが沢山ある。エリアとしてアピールすることはどうなのか？

中村先生：岸和田と比べると周辺のだんじりは規模が小さい。外国人と考えると、神聖性ということからも岸
和田に絞った方がよさそう。泉州地区よりは岸和田に特化して。
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【テーマ】お祭り
【コンテンツ】だんじり、曳山、お水取り、ひなまつり

臼井先生
・祭りの面白さを伝える⇒映像を見せて事前に関心を惹く。
・その中で、地域の人たちがどんな思いで祭りに向けて準備をしているかを物語として

映像に入れて、歴史の背景も伝える。
映像：多くの人が見られるSNSなどの活用

・①外部の人が参加できる祭り ②観る祭り ③祭りの日以外に訪れる ３つに分けて対応すべき。
・見ながらでも疑似的に参加しているような仕掛け。

臼井先生
・日本の自然や季節との向き合い方みたいな表現。それが少しでも伝わると、精神性も含めて来てもらう人に
もわかるのでは。イベント一つ一つでそれを説明するのは大変。
なぜこの季節にこういうことがあるのか、実は日本の各地域でやっているとか。

角谷さん
・お祭りの目的を発信しようとするが、プロモーションより地元の人の考えを優先。
・だんじりも行政は立ち入っていない、DMOもあまり関われない。あまりプロモーションをしてほしくないと
いう地域の人もいる。それがだんじりの精神道的な部分でもある。それならだんじり会館に行ってと。
・一方曳山祭りのように、住民の理解で、他のお客様も参加いただいて構わないというところもある。
・祭りは目的になどが変わる。

臼井先生
・祭りは無礼講の仕掛け。人間の知恵。祭りの時は特別。
・祭りは行政が関わってはいけないものと考える。
・参加してこそ祭り。それがないとパワーがなくなっていく。

森さん
・星野リゾート青森屋。ミニねぶたを毎夜スタッフが披露する。そのねぶたは本物で、

実際の祭りで使っていらなくなったものを買って活用。とても上手にやっている。
祭り期間以外でも見たい人好評

山本さん
・コンテンツツーリズムでは、日本のお客様は地域の祭りに参加したいというニーズがある。

野村さん
・だんじりなど、来てほしくないところもあるが、そうは言っても無礼講なので、来たものは仕方がない。
ちゃんと説明できる人が集めて、勝手に来たという図式もありでは。

・高取のように、外国人に来て欲しいが、ノウハウも乏しいところは、連れてくる人とのジョイントも必要。
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【テーマ】スポーツ
【コンテンツ】ゴルフ、サイクリング、ハイキング、トレッキング

ダニエルさん
・全体に当てはまるが、本来GoToのような仕組みがウェブサイトにあって、自由に検索できるのが理想。
・英語対応が重要（予約など）

山本さん
・スポーツ系全般的に、ターゲットのレベル感を選択するべき
・初めての人がロードバイクに乗るのは難しい。

・Eバイクで行けるコースと、攻めたい上級者向けコースの案内の整備がされていない
・外国人向けのサイクリングガイドが欲しい（あわいち）
・インバウンド向けの山登りのアプリが少ない。

森さん
・英語は話せるがコンテンツを知らない通訳案内士の方向けに行政を通して講師をしている。その中で毎回

共通して上がる話として、日本のもの（景色など）はコンパクトであるということ。知らずに来て、期待して
いた規模感との違いに残念に思う外国人も（海外の規模感に比べて）。日本人の規模感で壮大さをアピールす
るとギャップが生じる。

・日本の良さはコンパクトに良いものが集まっていることがポイント。
・淡路島の青海波に行ってきた。レベル感はちょっと惜しいが、コンパクトに楽しめる世界観。バスのイン

フラがとても良かった（無料でピストン運行）。どこにもないものではないが、半日～一日岩屋から行って楽
しめる。

中村先生
・サイクリングは、マラソンと同様に、好きな人は景色の良いところを転戦したい。淡路島もその一つ。
・しまなみに学ぶところは多い。

台湾のGIANTで揃えられ、ONOMICHI U2などのおしゃれサイクリングスポット。
インフラ整備がしっかりしている。

・比叡山と高野山のセットで売る。（空海と最澄）

福村：その場合は熊野古道に来ているような人がターゲット層になる？

中村先生
・熊野古道よりは、高野山はミーハー路線。人数や消費に於いても効果的には高い。

臼井先生：高野山から熊野古道に回ってくる外国人も結構いる。

臼井先生
・ゴルフは1人でもまわれるように。（1人は受け付けてくれない）
・レンタルクラブ、レンタルシューズを充実させる。（品質も）
・北海道でBRAWプロジェクトに関わった。（Bike, Run and Walk）

①英語の地図（レベルに合わせたルート設定）紙で
②整備（試走して安全の確認）
③標識看板
④レンタル （靴、ウエアなど手軽に装備が揃う）
その場で思い立ってやってみようという人は結構いる。その層を逃さないために、レンタル重要。

中村さん
・Shopの活用。登山やハイキング用品を扱うアウトレット的な店が周辺にあれば、パンフに掲載。

野村さん
・関西では六甲山は神戸観光局で仕組みを作っていただいているが、まだお客様はそんなに多くない。看板

も整備されていない。レンタルもあまりない。これからという状況。
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【テーマ】スポーツ
【コンテンツ】ゴルフ、サイクリング、ハイキング、トレッキング

臼井先生
・走ることが手軽。ランナーは毎日走りたい。神戸に宿泊したら、どこを走ろう？快適で安全なコースは？

というニーズ。

野村さん
・神戸のホテルでは一部そのような案内がされている。

臼井先生
・第三者が関わってコースマップや安全の整備をして、レベルを上げては。
・走ることはコンテンツになる。

森さん
・朝ラン。東京では皇居。大阪では今は中之島。あのまっすぐな道をVIPの方などは走りたい。

角谷さん
・来年がスポーツイヤー

・ナショナルサイクルルート（関西ではビワイチのみ）
・自転車が荷物となることも・・・

臼井先生
・自転車ツーリズムでは、旅行の荷物を誰が運ぶかという問題もある。

角谷さん
・アワイチの場合は課題が沢山あるので、そこを改善しながら、磨き上げの一助になっていただけたら嬉し

い。

今後の進め方（三浦より）

・外国人訪問がこれからのところは、今日の事を踏まえて実施
・この検討会後、ワークショップを進め、モニターツアーも実施する
・モニターツアー実施後、3月後半に第2回の検討会を開催
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資料（別添）

・第２回検討委員会議事録
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議事内容

事前配布資料説明等（福村より簡単に説明）
・事前に送付済みの資料をご覧いただいているという理解で進行。
・漁師体験は受入れの問題で、和歌山市加太へ。（当初予定の舞鶴から対象地変更）
・外国人調査：前回までに実施できなかったところも実施、資料に反映
・旅行会社視点調査：関西の旅行会社やインバウンドを扱っている会社の社員に実際に体
験してもらった。
・磨き上げポイント：それらの調査でいただいた意見も踏まえまとめたポイント。
・旅行商品化に向けて：すぐに商品化は難しい状況にあるが、今後旅行商品を作るうえで
こういう風なプランを考えていった方が良いいよねという内容。旅行会社等の意見も踏まえ。

出席者からの意見発表

山本さん
・全般的にガイドの育成が必要ではないか。
・個人でネットなどを見て来た人が、十分に楽しめて、さらに理解を深めることができるよう、補うためのガ
イドやその他の仕組みの必要性。
・安全性の担保のためのガイドの必要性（特にサイクリング、トレッキング、ハイキング）
・安全面で、サイクリング（アワイチの場合）はコースがレベル分けされていない（初心者向けなど）。
・淡路島では一般的な交通ルールのほか、地域独特のルールやしきたりのようなものがあり、周知必要。
（触ってはいけないとか）
・専門知識のないお客様が気軽に安全に楽しむためのガイドの活用も必要。
・ハイキング、トレッキングは、道に迷うなど遭難の危険性。
⇒ガイドもしくはアプリの活用で安全性を担保。現在地や立ち入り禁止区域など。
・季節性の考慮（日照時間を踏まえたプランで安全性を保つ）
・ガストロノミーも季節性。どの季節に何が楽しめるか、わかりやすく整備。
・全般的に、個人旅行者が飛び込みで行って体験できるか、要予約か、常時体験できるかそうでないかの整理。
・アニメは比較的シーズンを問わない。

福村
・スポーツを中心に安全に係わる担保をどうするのかのお話。
・日本には季節があるので、そういうものがない国の人には分かりにくいのかもしれない。そのあたりを注意
する。
・予約要か不要かがきっちりわかるようにとか、予約なしで体験も可能だが、フリーかガイド付きか、パター
ンなど商品のバリエーションの作り方もあるのかも。
ダニエルさん

・（全般）お客さんが最終的に全ての情報を得るためのハード（WEBサイト等）が必須。
＋全てのコンテンツをより深く理解してもらえるような機能になっている。
＋予約もできるように（必要なもの）
＋気楽に行けるもの（予約不要）は、注意事項の記載を。自己責任とか。
＋楽しいコンテンツあります！予約はこちら、このルールに沿って行ってらっしゃ

い！という感じで。
・交通の不便さの反応はそれぞれ。（外国人）
・ガイドが必要か。基本的に言語のこと。マルチリンガルなガイドか、展示内容が英語対応かどうか。英語で
より深く理解したいという多くの希望にどう対応するか課題。
⇒そのためにもWEBが必要（展示の多言語化や、ガイドを付けるなど、すぐの対応は不可能）
・トレッキング、ハイキングは十分に誰でも楽しめると思う。そんなに磨く必要ない。
・淡路のサイクリングは結構危険な場所だった。初心者も楽しめるようなコースパターン
があれば。
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出席者からの意見発表

福村
・WEBなどを活用して、コンテンツを楽しむためにはどうなのかという情報が、事前にわかるようにして欲し
いということ。個人で行けるのか、予約で行けるのか、予約するならどこか、交通や、言語対応がどうなって
いるのか等、全てを事前に把握でき、フリープランの場合は自己責任で行ってもらう、というお話。

中村先生
・1日単位で考えていくことは旅行として重要

⇒食事をする場所が周辺になければ（紀の川フルーツピッキング）、その農園の果物を扱っているレスト
ランなどに範囲を広げて紐づけ、一つのコンテンツから関西全体で消費額を上げていく。

・どう伝えていくかが重要（ダニエルさんからもあったように）
４K映像を使った参考例：YouTube「Seoul Walker」。

iPhone12proとジンバルで撮っていると思われるが、かなりの没入感。
https://www.youtube.com/channel/UCSZXwdBppzhYpcqf69WNOIg

・動きがあるものは映像で捉え、４Kで発信していく。（だんじり、お水取りなど）
・入口としてのオンライン観光。この時期に必要性感じる。商品化に向けてトライアルしてはどうか。
・吉田玲子を使った商品は面白い。

福村
・確かに４Ｋを利用しない手はない。
・今年の奈良の修二会（お水取り）では、メインの3日間は一般客を入れず、大型ビジ

ョン（奈良公園内やバスターミナル内ホール）でライブ中継した。
・本番で祭りをしている近くで、敢えて大型ビジョンで中継を観るというのは、新しい面白さ。新しいスタ

イルとして考えるきっかけになった。

森さん
・オンラインは面白い。今はリアルとオンラインが並走している。
・海外の人が映像を通して受け取りたいことは、人のリアルなセンス（地球の歩き方をリアルに見ているよ

うな）。如何にリアルなものを動的にみせるかに興味を持っている。
・オンラインも映像も活かすチャンス。
・九州に仕事で行ってきたが、湯布院は10人ぐらいのグループがガンガン歩いている。コロナ禍の各地の様

子は地域によって全く違う。
・今後動き出す中で、施設側の悩み事への公益的なアドバイスの必要性を感じる。

売上げ回復のための新たな引き出しにもなる。
・ワイナリー見学は、国内ではだいぶ戻ってきている（週末は人数を減らす等対応）
・ワイナリー、酒蔵、古民家ともに、アフターコロナでは、富裕層寄りにターゲティングが必要。（人数を

減らし、料金を上げる⇒レベルも上がる）
・「安全の確保」と同時に「空間の確保」が外国人と受け入れ施設にとって重要。
・「祭り」と「食」のように繋げていく。「食」と「何か」2本柱で。せっかくのコンテンツを生かす。施設側
にはそういったアドバイスも。

福村
・実際に色々お話を聞かれているので、施設の方の今の悩みや空気感を踏まえたお話。
・別の事業で宿泊施設のコロナ対応の調査をしているが、インバウンド再開に向けて「どうなるか、誰に聞い
てもわからない不安」「他の施設ではどうしていくのか参考にしたい。情報が欲しい」という声がある。特に
個々で経営をしている旅館などは、どういうことをしたらいいのか、周りはどうなっているのかを伝えていく
のが大切と感じた。
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出席者からの意見発表

臼井先生
・どの地域も、地域の思いや工夫、課題、悩みを抱えて苦しんでいることがわかった。その中で、今回は地

域の関係者の方々が、思いを一緒にして悩んでいく良いきっかけになればと思う。
・「需要」⇔「供給」を念頭に。
・需要側：これが売れるのでは？ ⇔ 供給側：どこまで何ができるのか？
・供給側の部分を詰める必要がある。
・需要に対してどれぐらい提供できるか、どれぐらいの数がこなせるか、季節で数が変わるのか等。
・自分たちがどれくらいの規模感でやろうかと思ったときも含めて、どこの誰にウケる？狙うターゲットの規
模は？どう現実的に織り込んでいくのか？
・国ごとにウケる内容も違うかもしれない。心象性。自分たちを変えてまで対応するのか（本物で勝負するの
か、本物感を出すレベルに止めるのかなど）
・「どこの誰に、どの程度の規模でやるか？」によって内容がすべて変わる。さらに情報発信の方法、商品の
売り方、流通なども全て変わっていく。
・一般論で需要があるということだけでは、具体的に進まない。
・調査や分析を基にした考えも大事だが、抱えているスタッフ、経験値、資金、ネットワークで、自分たちに
何ができるか？という視点に立って案を組み上げることが需要。
・「儲かるか」「やっていて楽しいか」どちらかあれば地域で続けられる。
・商品開発するとき、地域の人たちが本当にやりたいものやこだわるものを大事にしてプランする。時間がか
かってもやり遂げたいと、地域の人が挑んでいく覚悟を持つような商品に結び付けないといけない。5年10年
取り組むきっかけになってほしい。
・アイデア→プラン→アクションプランと繋がるように今回の取り組みの中で、地域で進化していって欲しい。

福村
・こういう事業をすると、需要側の議論で進めがちだが、実際の供給側の視点も入れながら、どうやってい

くのかということ。また流通の途上にいる地域側の旅行会社の思いなど色々考えながら作り上げていかなけれ
ばならないと改めて思った。

今後の進め方について（自由討議）

川尻さん
・皆様ご意見ありがとうございます。コロナの中、何とか20のコンテンツを体験していただけたのは良かっ

た。皆様がおっしゃるように、作ったものをどう地元で使えるもの、売れるものにしていくかがこれからと感
じる。

臼井先生：皆さんにお聞きしたいことがある。
・全国で同じような趣旨の先進例があると思うが、参考になる例を整理してほしい。（このコンテンツなら、

あそこを見にいったら参考になるよ、というところ）
・供給側の当事者が、それぞれテーマを持って課題を整理して、実際に先進例を見に行き、自身に問いかけ

て納得するという作業は大事だと思う。（自らが気になっていることを確認に行く）

福村：20コンテンツでこの例が参考になる、面白い！というところあればお願いします。

臼井先生
・日本酒では、新潟の取り組みを調べるべき。お酒に対するこだわり、どうしていこ

という試行錯誤trial and errorが半端ない。いくつかの酒蔵に行くだけでもかなり刺激
を受けると思う。

中村先生
・オンラインの料理教室が面白い。見るだけでなく体験する。

イタリアの食材でイタリア料理を作ってみるなど。Airbnbで体験が上がっている。
・リアル体験ではフランス。パリの市場を散策しながら買いもの（デザートやチーズ
ワインの試飲しながら）その後市場に関係したレストランでランチ。
・一般の人も行くが専門家も行くような市場（大阪では木津市場など）を歩くのは参考になるかも。（京都の
錦市場は人が多いのであまり適さないかも）
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今後の進め方について（自由討議）

福村
・TripAdvisorの外国人に人気の体験でも料理教室が何個かあった。そこに専門家が行く市

場を絡めるのもいい。

中村先生
・訪日外国人の動向調査で上位「日本食を食べたい」など、ニーズに合わせたコ

ンテンツづくり。

森さん
・山口県の周南のフルーツピッキングは、オンラインで体験と商品を売る。「これ採ろうか？」「それ採っ

て」のようにオンラインで収穫して発送。
・コロナ禍の対応として、特に小さい規模のところは、創意工夫がある。
・同業者からアイデアをもらわないという企業も。→業種を超えて、こんな面白い取り組みもあるというこ

とを紹介して、やる気を引き出すということも考えられる。
・星野リゾートもまた追い風が吹いている。1年の差は大きい。
・面白い取り組みあれば事務局にメールします。

臼井先生
・規模感は大事なテーマ。体験では規模感（受け入れる業者が、現実にどれぐらいの規模感のビジネスを手

掛けようとしているのか。）を大事にしてほしい。地域にいくほど配慮が必要。その規模感で考えた時に、課
題は何か、どこが参考になるのか？そこから具体化して進める。不特定多数にウケる等の一般論で進めないこ
と。

福村
・実はDMCのような機能をやる人がうまく入らないと、ビジネスとしてまとまりにくい（規模感の話につい

ても）ように感じている。

ダニエルさん
・田辺観光協会はうまく窓口になってオンラインで発信している。https://www.tb-kumano.jp/en/

民泊、農泊、熊野古道の個人向けのトレイルマップなど、サービスが参考になる。

福村
・確かに熊野のビジターズビューローは、DMOでありながら、2種の旅行業も持っていて、ツアーのブッキ

ングができるような仕組みになっている。人数も増えている。日本でもメジャー。参考になると思う。

山本さん
・目的税や協力金を確保して環境整備に活用（DMO）。受益者負担の形も考える。
・吉野では、春の時期に合わせて、駐車場とトイレを整備した。
・広島の宮島で入島協力金（100円/人）導入→環境整備やインバウント対応等に使う。

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO59254340Y0A510C2LC0000/

角谷さん
・情報共有：情報が古いかもしれないが、地域づくりの全国の事例集、または近畿管内の事例集を作成して

いた時期がある。事例集あります。
・需要と供給の観点で、供給側がインスペクションツアーの形で、類似するところに、自分なりのチェック

をかけに行くのもよいのでは（規模感に注意）と感じた。

臼井先生
・事例集もとても大事。ぜひ読んで面白いと思ったら、地域の事業者さんや自治体関係者が、自ら運営者の

立場で実際に足を運び、見学先事業者と意見交換の場にしてほしい。
事例集（知識の使い方、ノウハウの使い方）からアクションに繋げる。
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今後の進め方について（自由討議）

福村
・インバウンド再開までの期間、この磨き上げのようなものも必要だが、供給側の人が独自の視点を持って

体験に行くということがあっていい。この期間だからそれができるのかもしれない。

中村先生
・臼井先生からあったように視察は大事。

・地域の事業者の高度化事業を考える必要。
→視察を高度化して売る。視察の有料化（徳島の上山町）お金を取って徹底的に教える。

・アニメツーリズムは個々におもしろい。
・一休さんとお茶文化「アニメｘフードツーリズム」のように、コンテンツを組み合わせで売っていくことが
必要。

・フードツーリズムの中でも飲み物はうんちくが好きな人が来る。

福村
・アニメはファンでないと楽しくないというところもあるが、コアなファン向け（吉田玲子の作品を巡る 詳

しいガイド付き）やライトなファン向け（豊郷行ったら次いでに近江八幡に寄って近江牛食べる）など、バリ
エーションがあってもよいかも。

中村先生
・ファン活動することに興味を持つ人もいる（埼玉のらき☆すた）。聖地巡礼の広がり。

角谷さん
・情報共有：高付加価値事業に絡んで

今回はコンテンツ造成事業で、ひとつひとつのコンテンツの磨き上げだが、既存観光事業の高付加価値化はひ
とつのコンテンツということではなく、面的な支援。
・情報についても、個々のコンテンツから発するというよりは、地域や、共通の情報発信の在り方もあるかも
しれない。
・串本のロケット発射場は、発射は数秒なのでほとんど見られない。そこでどこかで発射を映像としてみるこ
と、解説する人が必要だというところで、動いていただいている。ロケット+観光、1日や2日で考える旅行商
品についても、那智勝浦町など周辺観光地域も含めてやっていこうというところ。

福村
・串本のロケットはフルになると年間20基ぐらい打ち上げる予定。

打ち上げの時には2万人ほどの観光客を見込んでいるが、それ以外の日に、年間通して「ロケットの町」を
感じられるような取り組み、自然やジオパーク、宇宙や空を繋げられるようなストーリーが作れないかという
ことを一緒やらせていただいている。既存の観光ガイドさんが宇宙やジオパークについて話せるように教育す
るなど。

行政視察がぎっしり。メニューをちゃんと作った方がいいよねという話がまさしく出ている。

臼井先生
・その行政視察、中村先生からあったように、視察の内容に応じて料金表テーブルを作ってきっちりやるべ

き。豊岡ではDMOの収益に貢献している。

福村
・DMOという言葉ができてからは、DMOでは結構メニューが作られている。田辺のビューローでもブラッド

さんの話を聞きに行くのは有料。

森さん
・串本は（ソーシャルディスタンスの取れる地域ということで）国内の教育旅行でどんと人が来た。
・ロケット打ち上げを周辺の観光地域でどう活かそうかという連携を感じる。
・海外からみると、ワインより日本酒（国酒）に対する興味があるが、実はほとんど知らない。
・酒蔵ツーリズムでは、３段階くらいパターンを考える（初めての人はこれぐらい、次に来る人はこれぐら

いなど）。その際酒蔵の人は商品以外の値付けが苦手。見学や体験の適正な価格を伝えてあげることが必要。
ちゃんとした金額を伝えると乗り気になる。
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今後の進め方について（自由討議）

臼井先生
・明日香が目指す規模がわからないが、大規模な例で、北海道の長沼町が参考になる。https://www.maoi-

net.jp/nougyou/gttop.htm
主に関東圏を中心にした修学旅行生対象。100~300人の体験を受け入れている。長沼町グリーンツーリズ

ム協議会が、旅行会社と農家の間に入って調整や差配。かなりうまくいっている。ルールブックなど参考に。

福村
・農水省も農泊を進めとようという話もある。いろんな泊まり方、地域の体験の仕方の

一つとして、関西にあるコンテンツとして紹介していくことは重要。関西では都市部から車で1時間も走れば農
村地帯になるので、バリエーションも出していければ。

挨拶

角谷さん
コロナの緊急事態宣言禍、モニターツアー実施も厳しい状況の中、事務局の方には資料作成いただき、また委
員の皆様には本当に細かくご覧いただきました。今年度この事業としては皆様のご支援によって成り立ったと
感じています。皆様本当にありがとうございました。

来年度は大阪でも「ツーリズムEXPOジャパン」があります。委員の皆様にご協力いただいた20のコンテン
ツについても、行政としても、それぞれ機会ごとに情報発信に努めたいと思います。引き続きのご支援ご協力
をお願いいたします。

＜今回の検討会のポイント、キーワード＞

・安全性をどう担保するか（スポーツ）
・季節性の考慮、日照時間（スポーツ、ガストロノミー）
・全ての必要情報を集約したWEBの構築（全般）
・言語対応の不足をWEBで補完（全般）
・４Kを使った映像発信（お祭り、季節の行事、風習、歳時記）
・オンライン観光（全般）
・施設の悩み事への公益的アドバイス、アフターコロナに向けて（全般）
・安全性の確保と空間の確保（酒蔵、ワイナリー）
・一つのコンテンツから範囲を広げ、関西全体で消費額アップ。（全般）
・別のコンテンツとの組み合わせた売り方（全般）
・「需要」と「供給」両方の視点（全般）
・供給側のポテンシャルと規模感を突き詰めたプラン。（全般）
・先進事例の整理、活用（全般）。
・供給側が自ら先進例を見に行き課題と向き合う。（全般）
・地域事業者の高度化（全般）
・見学、体験の適正な価格のアドバイス。（酒蔵、ワイン）
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資料

・モニターツアー 実施写真
・モニターツアー アンケート
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●訪問日程

①フルーツピッキング

②漁師体験

No. 素材 訪問日 訪問者（会社名） 訪問者（氏名）

1 フルーツピッキング 3月11-12日 株式会社エースブリッジ 劉　賞美

2 漁師体験 3月11-12日 株式会社エースブリッジ 劉　賞美

3 酒蔵体験 2月8日 株式会社JTBグローバルマーケティング＆トラベル
西日本インバウンド事業部 バートン　コラゾン　マリ

4 ワイン 2月26日 株式会社JTBグローバルマーケティング＆トラベル
西日本インバウンド事業部 バートン　コラゾン　マリ

5 古民家 3月16-17日 株式会社JTBグローバルマーケティング＆トラベル
西日本インバウンド事業部 加納　和

6 宿坊 3月11-12日 株式会社エースブリッジ 劉　賞美

7 農泊 3月10-11日 株式会社JTBグローバルマーケティング＆トラベル
西日本インバウンド事業部 向井望

8 グランピング 3月16-17日 株式会社JTBグローバルマーケティング＆トラベル
西日本インバウンド事業部 加納　和

9 「一休さん」と一休寺 2月19日 株式会社JTBグローバルマーケティング＆トラベル
西日本インバウンド事業部 バートン　コラゾン　マリ

10 「けいおん」と豊郷小学校 2月9日 株式会社JTBグローバルマーケティング＆トラベル
西日本インバウンド事業部 チャノン

11 手塚治虫 2月9日 株式会社JTBグローバルマーケティング＆トラベル
西日本インバウンド事業部 バートン　コラゾン　マリ

12 「涼宮ハルヒ」と西宮 2月8日 株式会社JTBグローバルマーケティング＆トラベル
西日本インバウンド事業部 バートン　コラゾン　マリ

13 だんじり 2月26日 株式会社JTBグローバルマーケティング＆トラベル
西日本インバウンド事業部 バートン　コラゾン　マリ

14 曳山 2月9日 株式会社JTBグローバルマーケティング＆トラベル
西日本インバウンド事業部 チャノン

15 お水取り 3月3日 株式会社エースブリッジ 劉　賞美

16 ひなまつり 3月10-11日 株式会社JTBグローバルマーケティング＆トラベル
西日本インバウンド事業部 向井望

17 ゴルフ ― 株式会社JTBグローバルマーケティング＆トラベル
西日本インバウンド事業部 村田　直史

18 サイクリング 3月16日 株式会社JTBグローバルマーケティング＆トラベル
西日本インバウンド事業部 村田　直史

19 ハイキング 2月9日 株式会社JTBグローバルマーケティング＆トラベル
西日本インバウンド事業部 バートン　コラゾン　マリ

20 トレッキング 2月19日 株式会社JTBグローバルマーケティング＆トラベル
西日本インバウンド事業部 バートン　コラゾン　マリ
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③酒蔵体験

④ワイン

⑤古民家

⑥宿坊
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⑦農泊

⑧グランピング

⑨一休さん

⑩けいおん
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⑪手塚治虫

⑫涼宮ハルヒ

⑬だんじり

⑭曳山
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⑮お水取り

⑯ひなまつり

⑰サイクリング

⑲ハイキング
⑳トレッキング
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①フルーツピッキング

 評価 満足

 評価 短い

 評価 適正である

Q7. テーマ、コンテンツ毎の今後の旅行商品化方向について意見をお聞かせください。

果物の旬の時期によって、サイクリングのコースも変わって来そうなので、各エリアのおすすめレンタサイクルコースを、シェアサイクルのスポットと合わせて、紹介するパンフレット
があれば良い。
周辺レストランや、カフェなど情報、どのフルーツが、どの季節で楽しめるかなどを視覚的にわかりやすい内容が良い。
現在のパンフレットでも紹介はありますが、何パターンか季節によって楽しめるコースを提示する方が、ツアーを組む側も、個人旅行で目的地をセレクトする側に持っても、わかりやす
い。

現在の紀の川市のパンフレットの６ページ目、１０ページ目の情報をさらに増やしたものが有ると、フルーツをメインにした旅のプランを立てやすい。

せっかくフルーツピッキングに来ても、30分～1時間以内で完結するのであれば、違う側面でフルーツを楽しめる情報を多く紹介し、１日をフルーツ三昧で楽しみ尽くせるような提案があ
ると、わざわざ来た甲斐があると感じれます。

■  教育旅行  ■  インセンティブ旅行  ■  個人客/ＦＩＴ  ☐ 富裕層
☐ MICE  ■ 夫婦/カップル  ☐パーティ  ☐  シニアグループ
■  家族旅行（こども含む）

公共交通機関のアクセスが良くないため、団体の場合はバス利用。
多言語対応をしてない農家もあると思うので、ルールを伝えるガイドは必要。
特に子供連れは注意。

Q5. 本体験プログラムが特に魅力的な国籍/エリアがあれば教えてください。

中華圏、東南アジアでの日本の果物の人気や、日常的に果物を食べる習慣を考えると該当エリアからの教育旅行、インセンティブ旅行、団体旅行が良い。
東南アジアは農業体験というよりも、日本の果物を産地で食べれるお得感を押す方が良い。海外での日本の果物は高いので、産地で新鮮な日本の果物（特にいちご、桃）をお得にたくさ
ん食べれる。というお得感は中華圏、東南アジアに響く。ヨーロッパの方々もフルーツが好きですが、時間がタイトなものよりも十分に時間を楽しめる提案の方が好まれます。

Q6. その他、ご意見等ありましたらぜひご教示ください。

現在の外国語のサイトがわかりにくいです。紀ノ川の地図が紹介されていますが、文字ばかりなので、その時点で読み込みがされません。地名は海外の方からするとわからないものなの
で、なるべくイラストや画像で視覚的に分かるものでないと、興味を持ってもらえません。
また、季節によって取れる果物について、もう少しわかりやすく構成した方が良いです。
日本語ですが、「フルーツ一覧」のページで、各フルーツの収穫可能時期や、花が見頃の時期を、画像に重ねて視覚的に一目でわかるようにすると、どの時期が旬で、フルーツピッキン
グにチャレンジしようか見やすくなると思います。
それぞれの果物の花は、普段馴染みがないものなので、桃のように、花も楽しめるのであれば紹介してもいいと思いました。

Q4. 本体験プログラムは、どのようなグループに適していると思われますか？（複数回答可）

サイトが見にくいです。体験のページより、じゃらんのサイトが反映されるのですが、スケジュール更新がなされていないのか、体験を実施していてもほとんどがサイト上ではNG日に
なっています。
いちご狩りができるのは実質30分（施設によっては45分）のみ。今回の施設は、滞在１時間で食べ放題、飲み放題がついていたものの、紀の川市まで足を運んで１時間以内に完結してし
まうのでは、物足りないので、他のプランと組み合わせた方が良い。
ももが収穫できる時期は、自家用車で訪れる人たちで交通渋滞するようです。交通手段をどうするかも検討必要です。
季節によって、メインになる場所が変わる。アクセスが少し難しい。

Q2．体験所要時間について

遠方まで足を運んで、体験が１時間以内で完結するのは物足りない。

◆短いまたは長いと感じた場合、どれくらいが適切でしょうか。

1時間30分
最低90分。２時間くらいの滞在できる工夫が欲しい。ピッキング自体の制限時間は農家さんの都合もあるので、短くていいが、その場所で滞在を楽しめるアイデアがあると良い。
今回の施設に関しては、食べ放題、飲み放題があったので良かったです。欲を言えば、提供しているスウィーツがもっと見栄えが良かったり、クレープなど手作りするスペースがあった
り、オーダー制でなくても、自身でトッピングしてパフェが作れたり、別の体験の要素があっても良いと思います。
また、それ以外に紀ノ川のフルーツを感じるパンフレットや、読み物など、来た人に対して、さらに訴求を深めるものを準備しても良い。
直売所もあったが、少し奥まっていました。見せ方を変えるだけでも与える印象は変わる気がします。

Q3．料金設定について

◆上記での回答の理由や、費用内訳についてのご意見をお聞かせください。

食べ放題などついていたので、２８００円も妥当と思えました。
が、スーパーの安さ重視のいちごに慣れている人にとってはそれでもお得感を感じにくい方もいるかも知れません。
提供しているいちごが市場販売額がどれくらいか分かると、お得感を感じてもらえるのではないでしょうか。提示価格は妥当なのですが、時間が1時間以内で完結することを考えると、高
いような印象も受けてしまいます。

悪い点（改善点）

Q1． 体験プログラムを４段階で評価のうえ、良い点（お客様へのおすすめポイント）、悪い点（改善点）を教えてください。

良い点（お客様へのおすすめポイント）

今回はいちごでした。自分で採ったいちごが本当に美味しくて、たくさん食べれて満足しました。種類も３種類あり、食べ比べができたことも嬉しい。
トイレが清潔で、施設自体も新しく、綺麗だったので快適に過ごせました。
写真を撮りたくなる配色の施設。今回ここに決めたのも、写真を撮りたいと思ったからです。
採ったいちごに合わせてクリームやスウィーツをトッピングできます。ドリンク、スウィーツは時間内食べ放題だったのも良い。
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②漁師体験

 評価 満足（釣れたら）

 評価 適切

 評価 適正

Q7. テーマ、コンテンツ毎の今後の旅行商品化方向について意見をお聞かせください。

ネットで検索をしたところ、体験できるメニューのサイトにヒットしない、もしくは探しにくかったりします。
体験説明も文字がメインの記事よりも、画像が多く紹介されており、デザインもワクワクできるようなものである方が、興味付けできると思います。
日本人にしても、外国人にしても、事前にサイトで確認はする方が多いので、その時にわかりにくく、読みにくい、もしくはページが古くと不安を感じますので、
コンテンツ紹介はわかりやすいものがあると良いと思いました。

サイトがしっかりしていると、旅行会社を介したもの以外に、個人の通訳案内士などがツアープランを検討する時にも確認しやすくなります。

漁業や釣りは、自然を相手としているもので、ルールなどもしっかり理解してもらうことが必要です。通訳などを介した体験が双方に安心です。

■  教育旅行  ■  インセンティブ旅行  ■  個人客/ＦＩＴ  ☐ 富裕層
☐ MICE  ■ 夫婦/カップル  ☐パーティ  □  シニアグループ
■  家族旅行（こども含む）

Q5. 本体験プログラムが特に魅力的な国籍/エリアがあれば教えてください。

友ヶ島とセットで海を楽しむ企画旅行。かわいい電車は、特に台湾や、東南アジアに人気なので、そのエリアからの教育旅行。  中国（大陸）はわかりやすい結
果が伴って旅行商品になるため、ツアーとなると難しいイメージです。

Q6. その他、ご意見等ありましたらぜひご教示ください。

加太から友ヶ島へ船が出ていると思います。友ヶ島を「ラピュタの島」とうたって訪れる方も多いようです。宮崎駿作品は世界的に人気なので、それをセットとし
た上で、離島と、海、釣り、温泉、美食全てある加太エリアを楽しむプランはどうでしょうか。
また周辺には個性あるカフェなどもあるようで、写真が映えるスポットは多いと思います。デザインがいい町全体のパンプレットなどがあると、個人旅行者にとっ
ても街歩きしやすく楽しめます。

Q4. 本体験プログラムは、どのようなグループに適していると思われますか？（複数回答可）

季節によっては、魚が少なく釣れない。（調査時は釣れませんでした）
海の上なので、冬場など寒い季節や、夏場は暑すぎる季節は楽しめない。分かりやすく魚が釣れて、気候的にも快適な時期の実施が望ましい。
雨や台風時期など気候条件に左右されるコンテンツであるので、ツアーとして釣りメインで組むのは周辺に屋内で楽しめるのが温泉施設以外ないので難しい。
釣り体験は、日本語のみの対応なので通訳スタッフが必要です。
一本釣りの天然真鯛をはじめとする漁業が盛んな場所というのが、訪れた観光客にとって、もう少しわかりやすく訴求できれば、場所への理解が深まると感じまし
た。
わざわざ来ているので、この場所がどのような価値があるか伝えることで満足度を上げることができます。

Q2．体験所要時間について

レンタルした釣具は16時まで使用可能。それぞれの楽しみたい時間で楽しむことができる。

◆短いまたは長いと感じた場合、どれくらいが適切でしょうか。

Q3．料金設定について

◆上記での回答の理由や、費用内訳についてのご意見をお聞かせください。

気軽にチャレンジしてみようと思える価格帯でした。

悪い点（改善点）

Q1． 体験プログラムを４段階で評価のうえ、良い点（お客様へのおすすめポイント）、悪い点（改善点）を教えてください。

良い点（お客様へのおすすめポイント）

めでたい電車での移動（本数は限られている）が旅の気分を盛り上げる。
よく釣れる時期は、子供でも釣れるくらい簡単に釣れるようです。
釣り方は、とても簡単なので、初心者向け。
釣具店からスポットまで距離が近く、周辺にトイレもあります。
清掃員がいるので、ゴミなどの捨てる場が用意されている。（釣りをする人は、清掃協力金１人２００円必要）
釣りスポットすぐに温泉施設や、海鮮料理を提供している飲食店がある。
近くに人形供養をしている淡嶋神社という神社があり、視覚的にインパクトがあるので、海外からのゲストにも喜ばれそうです。
周辺に居心地が良さそうな雰囲気のいいカフェが数件あって、散策してみたくなる。
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③酒蔵体験

 評価 やや不満

 評価 適切

 評価 適正

悪い点（改善点）

Q1． 体験プログラムを４段階で評価のうえ、良い点（お客様へのおすすめポイント）、悪い点（改善点）を教えてください。

良い点（お客様へのおすすめポイント）

・色々な種類のお酒を飲める（食事箇所でお試しセットあり）
・アクセスは容易、姫路城近くで立ち寄りやすい
・同じ場所に食事場所があり、同時体験できる

Q4. 本体験プログラムは、どのようなグループに適していると思われますか？（複数回答可）

・体験モノが少ない（見学は自由見学、試飲は、コロナ影響により希望があれば対応している状態であった）
 ※試飲は団体の場合は準備されていて個人は声掛け対応で普段は実施しているとのこと
・英語の表示版が少ない
  ※多言語スタッフはいる模様だが、常時ではない（コロナ禍でシフト減の状況）
・外観などは、そこまで日本っぽさを感じない。

Q2．体験所要時間について

見るポイントは決まっていて、30分程度で自由見学は完結するであろうから。
内容に応じた時間設定となっていると思う

◆短いまたは長いと感じた場合、どれくらいが適切でしょうか。

Q3．料金設定について

◆上記での回答の理由や、費用内訳についてのご意見をお聞かせください。

見学はフリー（無料）での自由見学
昼食はコースとなっておりメイン、前菜、デザートと揃っている（2000～4000円）
お酒のお試しセットは3種で700円

Q7. テーマ、コンテンツ毎の今後の旅行商品化方向について意見をお聞かせください。

・酒蔵巡りツアー
 何カ所か巡るのは比較ができて面白そう。ただ、何かしら体験モノが必要
・滞在ホテルからのガイドや車両付きツアーについて
 ガイドなく行けるツアーだと思う、 ガイド自身が説明するツアーは面白いとは思う（単に通訳するだけなら不要）
・食と酒を楽しめるルート開発
 方向性は良いと思う 食事があればお酒を頼むケースが多いと思うから。

□  教育旅行  □  インセンティブ旅行  ■  個人客/ＦＩＴ  ☐ 富裕層
☐ MICE  ■ 夫婦/カップル  ☐パーティ  ■  シニアグループ
□  家族旅行（こども含む）

※団体としては、昼食箇所+酒蔵見学 程度でのリクエストなら適していそう

Q5. 本体験プログラムが特に魅力的な国籍/エリアがあれば教えてください。

フランス 柔道を伝えた創業者の弟がいて、ストーリー性あり
東アジアなら、韓国などお酒の好きな方やグループ。
東南アジアはあまり適さないように感じる
見学が軽いものなので、富裕層としたら、アクティビティがある方が良い

Q6. その他、ご意見等ありましたらぜひご教示ください。
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④ワイン

 評価 満足

 評価 適切

 評価 適正

悪い点（改善点）

Q1． 体験プログラムを４段階で評価のうえ、良い点（お客様へのおすすめポイント）、悪い点（改善点）を教えてください。

良い点（お客様へのおすすめポイント）

・ワインと梅酒の試飲もできた （日本の）ワインに興味がなくても梅酒もあるので。
・テェイスティングの体験が楽しめる
・（時期によってだが）ぶどう畑での体験もできるとのことで、楽しそう。
・梅酒の作り方が分かれば、面白いと思う（タイで最近、梅酒が人気）

Q4. 本体験プログラムは、どのようなグループに適していると思われますか？（複数回答可）

・英語表示が少ない、漢字の看板が多いなど、海外向けと感じれない
・食事の場合、予約が必要とのこと。 海外の人が予約がしやすいかは気になる。

Q2．体験所要時間について

見学と試飲で約1時間、ちょうど良い時間。

◆短いまたは長いと感じた場合、どれくらいが適切でしょうか。

Q3．料金設定について

◆上記での回答の理由や、費用内訳についてのご意見をお聞かせください。

テェイスティングを含んだ見学案内で、＠1650円。 試飲もあり、この程度の値ごろ感だと思う。

Q7. テーマ、コンテンツ毎の今後の旅行商品化方向について意見をお聞かせください。

・レストラン+ワイナリー  ワイナリーの雰囲気が良いので、食事も楽しくできそう
・ホテルからのガイド付きツアー
  ワイナリーツアーやぶどう畑などの体験を含めたセットが良いと思う。

□  教育旅行  ■  インセンティブ旅行  ■  個人客/ＦＩＴ  ☐ 富裕層
■ MICE  ■ 夫婦/カップル  ■パーティ  ■  シニアグループ
□  家族旅行（こども含む）

Q5. 本体験プログラムが特に魅力的な国籍/エリアがあれば教えてください。

全世界対象で、アジアはワイン＆梅酒、欧米は、ワインよりは梅酒に興味出るのでは。
インセンティブで、MyWineを作るといった特別プランがあれば面白そう。

Q6. その他、ご意見等ありましたらぜひご教示ください。
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⑤古民家

 評価 満足

 評価 ※

 評価 高い（高すぎる）

Q7. テーマ、コンテンツ毎の今後の旅行商品化方向について意見をお聞かせください。

□  教育旅行  □  インセンティブ旅行  ■  個人客/ＦＩＴ  ■ 富裕層
☐ MICE  ■ 夫婦/カップル  ☐パーティ  □  シニアグループ
□  家族旅行（こども含む）

Q5. 本体験プログラムが特に魅力的な国籍/エリアがあれば教えてください。

日本文化に興味のある欧米カップル、ファミリー、長期滞在し田舎を体験したい小グループ

Q6. その他、ご意見等ありましたらぜひご教示ください。

 ・アピールポイントである囲炉裏のお部屋や畳のお部屋はとても素晴らしいが、囲炉裏鍋プラン等を利用すると欧米のお客様は足が辛い可能性が高い。
座椅子は一つ用意があったが、人数分用意する必要がある。
また、大変広い畳のお部屋が多いので、ソファや大きめのクッションなどがあると国内外のお客様問わず、さらにくつろげると感じた。

Q4. 本体験プログラムは、どのようなグループに適していると思われますか？（複数回答可）

・周囲には、お店や観光施設、食事箇所などがないので、案内の時には注意が必要。
・写真などでよく知られている「美山かやぶきの里」からは３０分ほど離れている棟もあるので、案内の時には注意が必要。

Q2．体験所要時間について

※宿泊施設のため、体験所要時間はなし

◆短いまたは長いと感じた場合、どれくらいが適切でしょうか。

Q3．料金設定について

２万円以下が適正

◆上記での回答の理由や、費用内訳についてのご意見をお聞かせください。

今回は、５名定員（７名まOK）の棟を2名利用で１泊２食付き：一人27,500円
定員が多い棟だったため、致し方ないところもあるが、平日利用・食事内容（夕食：地鶏鍋、朝食：卵・牛乳・シリアルなど自由調理）を考慮するとハイク
ラス旅館の金額と比較しても高いと感じた。
例えば、「選べる体験プログラム」や「アルコール含む飲料代込み」等を付けると、納得感は増すかもしれない。
また、リトリートや長期間滞在にも向いている施設だと思うので、連泊割引などがあれば良い。

悪い点（改善点）

Q1． 体験プログラムを４段階で評価のうえ、良い点（お客様へのおすすめポイント）、悪い点（改善点）を教えてください。

良い点（お客様へのおすすめポイント）

・日本ならではの古民家文化、全国的にも珍しくなった立派な茅葺き屋根を体験できる。
 ・自然豊かな日本の原風景の中でのんびりと何もない時間を過ごすことができ、「リラックス」「デトックス」「プライベート感」が求められるアフターコ

ロナの需要にはピッタリである。
 ・受付時や施設の使用について、英語表記はほぼすべて対応しているため英語圏FITの方にもおすすめできる。
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 評価 大変満足

 評価 適切

 評価 適正

悪い点（改善点）

Q1． 体験プログラムを４段階で評価のうえ、良い点（お客様へのおすすめポイント）、悪い点（改善点）を教えてください。

良い点（お客様へのおすすめポイント）

５２箇所ある高野山の宿坊のうち、外国人対応できる場所が約半数。英語対応できる住職もおり、英語で丁寧に仏教の世界を感じることができ
る。また、高野山の意味についても深く理解に落とすことができる。
施設によって、体験できることは異なるが、共通して朝のお勤めに参加可能。
街の中にある観光案内所にて、英語で丁寧に宿泊の説明をしてくれる。また観光の案内、提案も種類豊富で良い。
外国人の対応に慣れているため、案内がスムーズ。
パンフレットなども外国人の視点で構成されているものが多い。見やすい。
今回宿泊した不動院さまのご住職は海外に住まわれ、英語の先生もしていたこともあり、外国人の対応にとても慣れているようでした。
夜になっても、ライトアップされているお寺もあり雰囲気がいい。
朝食・夕食会場は日本で使用されている最古の書院造りの建物でした。それぞれの宿坊によって、歴史的建造物を泊まりながら体感できるのも素
晴らしい。

Q4. 本体験プログラムは、どのようなグループに適していると思われますか？（複数回答可）

宿坊によって、体験できることが異なる。特に護摩行を体験できるところは限られており、宿泊する場所によって、実施時間帯、内容が異なるた
め、ゲストが特別なニーズがあれば事前にヒアリングしておいた方がいい。
現在はコロナの影響で、予約が取りやすい（良い時の１/４ほどと言われていました）が、護摩焚きなど行なっているところは予約が取りにくい。

Q2．体験所要時間について

今回は、朝のお勤めと阿字観を体験しました。早すぎず、長すぎず体験できました。
朝食はお勤めの後の流れで、そのまま朝食だったので、無理がなかったです。
夕食ですが、到着時間が18時を超えたため、宿坊の提供時間に合わず、お弁当にして部屋で食べれる準備をしてくださいました。

◆短いまたは長いと感じた場合、どれくらいが適切でしょうか。

Q3．料金設定について

◆上記での回答の理由や、費用内訳についてのご意見をお聞かせください。

今回は、コロナ禍でしたので、通常より安くなっていると聞いています。

Q7. テーマ、コンテンツ毎の今後の旅行商品化方向について意見をお聞かせください。

各宿坊での体験できることや、宿泊しなくても体験できるプランは観光協会さんで情報収集ができます。高野山というすでに認知があるブランド
力の力を借りて、周辺地域の訴求を促すプランを作るのはどうでしょうか。

■   教育旅行  ■   インセンティブ旅行  ■  個人客/ＦＩＴ  ☐ 富裕層
■ MICE  ■ 夫婦/カップル  ☐パーティ  ■  シニアグループ
□  家族旅行（こども含む）

Q5. 本体験プログラムが特に魅力的な国籍/エリアがあれば教えてください。

欧米圏の仏教に馴染みがない方々も多いとのこと、英語が話せる国であれば、英語対応の宿坊にて体験が出来る為、どの国に対しても細やかに対
応できるようです。宿坊協会と宿坊の連携が取れているので、柔軟に対応いただけます。

Q6. その他、ご意見等ありましたらぜひご教示ください。

高野山・宿坊での宿泊に対しての情報が、実際に体験した旅行者によって多く発信されています。英語でのコミュニケーションができている為、
他の観光地と違い、深い内容のものも多く見受けられます。

⑥宿坊
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 評価 満足

 評価 適切

 評価 適正

Q7. テーマ、コンテンツ毎の今後の旅行商品化方向について意見をお聞かせください。

とても良いと思う。
インバウンドも強化するなら、多言語案内や受入整備が必須になってくると思う。
“飛鳥鍋”は地域ならではのメニューであったので、キトラ以外の施設でもそのようなメニューをコンテンツに盛り込められれば良いと感じた。

■  教育旅行  □  インセンティブ旅行  ■  個人客/ＦＩＴ  ☐ 富裕層
☐ MICE  □ 夫婦/カップル  ☐パーティ  □  シニアグループ
□ 家族旅行（こども含む）■その他（インバウンド）

Q5. 本体験プログラムが特に魅力的な国籍/エリアがあれば教えてください。

欧米豪、日本慣れしたアジア圏からのＦＩＴまたは小グループ

Q6. その他、ご意見等ありましたらぜひご教示ください。

料理は夕食・朝食ともに大変おいしかった。奈良のジビエ料理もいただけたが、特別感があったため、今後も提供してほしい。施設も良かった。

Q4. 本体験プログラムは、どのようなグループに適していると思われますか？（複数回答可）

客の希望によって対応してくれるのかもしれないが、もう少し女将とゆっくり話せる時間があると良いと感じた。

Q2．体験所要時間について

ゆっくりと明日香を体験するのに適していると感じた。

◆短いまたは長いと感じた場合、どれくらいが適切でしょうか。

Q3．料金設定について

◆上記での回答の理由や、費用内訳についてのご意見をお聞かせください。

充実した内容であるにも関わらず、良心的な価格だと感じた。

悪い点（改善点）

Q1． 体験プログラムを４段階で評価のうえ、良い点（お客様へのおすすめポイント）、悪い点（改善点）を教えてください。

良い点（お客様へのおすすめポイント）

女将と一緒に地のものを使って郷土料理を作り、食べることができる。おいしい。
一緒に散歩しながら飛鳥の歴史の話を聞いたり、明日香唯一の露天風呂に入ることができる。深度が深い体験コンテンツとなっていて、魅力的な内容で
あった。

⑦農泊
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 評価 満足

 評価 適切

 評価 高い（高すぎる）

Q7. テーマ、コンテンツ毎の今後の旅行商品化方向について意見をお聞かせください。

□  教育旅行  □  インセンティブ旅行  ■  個人客/ＦＩＴ  ☐ 富裕層
☐ MICE  ■ 夫婦/カップル  ☐パーティ  □  シニアグループ
■  家族旅行（こども含む）

Q5. 本体験プログラムが特に魅力的な国籍/エリアがあれば教えてください。

設えや案内は、日本人向けである。
インバウンドであれば、台湾・中国などアジア圏のお客様、写真映え・可愛いが好きなグループ、海や自然の中でのアクティビティが珍しいと思われる国籍。

Q6. その他、ご意見等ありましたらぜひご教示ください。

「食育」がテーマとお伺いしたが、今回のバーベキュープランでは食育を感じるポイントが少なかった。（ピザ作りやポテトチップス作り体験はできるとのこと）
野菜や魚、お肉など食材がもっと地元産であることを示したり、「ファームグランピング」という名前なので畑から野菜収穫・海で漁業体験・ソーセージ作り体験な
どをしてから、バーベキューをするというプランであれば、今の単価でも良いと思う。

Q4. 本体験プログラムは、どのようなグループに適していると思われますか？（複数回答可）

・写真映えはするが、料金設定の割には現場の実際の設えが全体的にチープな雰囲気である。
 ・バーベキュースペース（管理棟）に檻に入ったうさぎが５匹おり、食材を調理するスペースの横にはうさぎのおトイレがあったりと、衛生的にも見た目的にも飲食

スペースにふさわしくないのではと感じた。
 ・ほとんどのお客様が車で行くことになるが、ナビに入れると別の管理棟を指しており、間違える可能性が高い。（天橋立マリントピアリゾートが管理する施設が多

いためどれかわからない。Google map上でも２箇所にファームグランピングと表示されている。）
 ・英語表記など多言語表記は全くないため、日本語が全くわからないお客様（FIT）にはご案内が難しい可能性がある。

Q2．体験所要時間について

日帰りバーベキューは１１時～１４時まで利用可能で、１１時に行くことができれば適切な時間設定である。ただし、前泊場所が遠かったり、前泊箇所の朝食時間や
ボリュームによっては１２時～１２時半頃の到着になると思われるので、その場合は短すぎる。

◆短いまたは長いと感じた場合、どれくらいが適切でしょうか。

Q3．料金設定について

 一人3,000～5,000円 が適正

◆上記での回答の理由や、費用内訳についてのご意見をお聞かせください。

今回は、食材付きバーベキュープランで一人10,750円。（飲み物含まず）
食材の量は十分であったが、昼食でアルコール飲料やデザート等を含まずに１万円は高すぎると感じた。
食材付きプランでも松竹梅の高級～リーズナブルプランが選べるようにすれば、お客様にご案内しやすい。（例えば、教育旅行やFITで昼食に1万円の予算があるケー
スは少ない。）

悪い点（改善点）

Q1． 体験プログラムを４段階で評価のうえ、良い点（お客様へのおすすめポイント）、悪い点（改善点）を教えてください。

良い点（お客様へのおすすめポイント）

・見晴らしの良い開放感のある場所、手ぶらでバーベキューが楽しめる。
・宿泊施設、バーベキュースペース共に非常に写真映えする施設である。
・宿泊施設は１４棟あり、プライベート感・清潔感があり、ファミリー層・カップル・グループなど幅広い層に適している。

⑧グランピング
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 評価 満足

 評価 適切

 評価 適正である

Q7. テーマ、コンテンツ毎の今後の旅行商品化方向について意見をお聞かせください。

・パッケージ
 一休さん（一休寺）＋宇治でのお茶体験 といった組み合わせOK
・精進料理とのセット
 良いと思う、予約の仕方が分かり易ければ （ただ、一休寺では作ってなく外注のようで、何日か前の予約が都度必要）
・アニメ登場の寺巡り
 見たことある人は面白いと思う。ただ、最近のアニメでない点から、ファンの興味度は低い（昔、見たなぁという程度）ので、そこまでの動機付けに
なるかが微妙。来てみて思い出す感じ。
 

□  教育旅行  □  インセンティブ旅行  ■  個人客/ＦＩＴ  ☐ 富裕層
☐ MICE  ■ 夫婦/カップル  ☐パーティ  ■  シニアグループ
■  家族旅行（こども含む）

Q5. 本体験プログラムが特に魅力的な国籍/エリアがあれば教えてください。

 ・FIT系で、どの市場でも
 ・一休さんでいうと、タイは放映されていたので知っている人多い、あとは中国、台湾

Q6. その他、ご意見等ありましたらぜひご教示ください。

記載なし

Q4. 本体験プログラムは、どのようなグループに適していると思われますか？（複数回答可）

・アクセス バスは外国人わからないと思う。 歩く距離は距離的に歩ける距離だが、道しるべがなく、GoogleMapなどで行くことになると思う。
・（冬の時期であり、コロナ禍もあり）受付に人がいなかった、入場料の支払い方が分からない

Q2．体験所要時間について

見るポイントは決まっている。自由に歩けて休憩もできる。

◆短いまたは長いと感じた場合、どれくらいが適切でしょうか。

Q3．料金設定について

◆上記での回答の理由や、費用内訳についてのご意見をお聞かせください。

入場料 500円 日本だと高いとは思わない
善哉 800円  やや高いと思う、意識としてデザートとなるので。

悪い点（改善点）

Q1． 体験プログラムを４段階で評価のうえ、良い点（お客様へのおすすめポイント）、悪い点（改善点）を教えてください。

良い点（お客様へのおすすめポイント）

・一休寺のお寺が広く、きれいなお寺。日本っぽい印象。庭園も素敵。
・一休さんを知っている人にとっては面白い。
・絵馬（一休さん）も面白かった。説明文があれば書き方も分かるし、外国人でもやる人は多いと思う。
・一休善哉もおいしかった。外の景色（庭園）を見ながら楽しめる。一休納豆はややくさみがあって外国人にとっては苦手な人もいるかもしれない。
・新田辺駅前の観光案内所が親切に、色々と教えてくれた

⑨一休さん
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 評価 回答なし

 評価 適切である

 評価 安い（安すぎる）

・ＡＲやアトラクションなどで、けいおんのストーリー体験できれば楽しい。
・以下のような取組は可能性有と思う。
・（ファン向け）コスプレ＋ロケ撮影体験ツアー
・（ファン向け）「けいおん」を始め「涼宮ハルヒ（西宮）」「たまこまーけっと（京都市）」などの
 「京アニ 吉田玲子作品を巡る旅」開発。
・上記にアニメ好き通訳ガイド等を組合わせ。
※京都から1時間程度のアクセスはいいと思う。

Q5. 本体験プログラムが特に魅力的な国籍/エリアがあれば教えてください。

世界各国のアニメファン

Q6. その他、ご意見等ありましたらぜひご教示ください。

記載なし

Q7. テーマ、コンテンツ毎の今後の旅行商品化方向について意見をお聞かせください。

☐ 教育旅行  ☐ インセンティブ旅行  ☐ 個人客/ＦＩＴ  ☐ 富裕層
☐ MICE  ☐夫婦/カップル  ☐ パーティ  ☐ シニアグループ
☐ 家族旅行（こども含む）■その他（ファンに絞る）

Q2．体験所要時間について

・見学時間が決まっていないので、いたいだけいられる。

◆短いまたは長いと感じた場合、どれくらいが適切でしょうか。

Q3．料金設定について

・無料なので、高低の評価はしにくい。
・お土産屋、グッズなどがもっとあればいい。
・Caféなどが充実していればよりよい。

◆上記での回答の理由や、費用内訳についてのご意見をお聞かせください。

Q4. 本体験プログラムは、どのようなグループに適していると思われますか？（複数回答可）

記載なし

Q1． 体験プログラムを４段階で評価のうえ、良い点（お客様へのおすすめポイント）、悪い点（改善点）を教えてください。

良い点（お客様へのおすすめポイント）

・旅行者のテーマによる素材なので、一般的には評価しにくい。
 ・ファンならば、とても満足するであろう。（ファン以外には難しい）

悪い点（改善点）

⑩けいおん
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 評価 満足

 評価 適切

 評価 適正

Q7. テーマ、コンテンツ毎の今後の旅行商品化方向について意見をお聞かせください。

・アニメテーマの連動は面白いと思う。 対象はFITで、その個人の興味度により、自由に見たいと思うから、ツアーよりはFITが個人で周遊するものかと思
う。
・宝塚周辺の連動
 宝塚歌劇は日本語での上演なのがネック。例えばロミオとジュリエットなら日本では見ない演劇だと思う（本場感がない）
 宝塚ホテルでアフタヌーンティーとの組み合わせも、そこまで魅力はないのでは。目的が手塚治虫を見たいと思って来ていると思われるため。

□  教育旅行  □  インセンティブ旅行  ■  個人客/ＦＩＴ  ☐ 富裕層
☐ MICE  ■ 夫婦/カップル  ☐パーティ  ■  シニアグループ
■  家族旅行（こども含む）

Q5. 本体験プログラムが特に魅力的な国籍/エリアがあれば教えてください。

マンガが知られている国のFIT、小グループも。

Q6. その他、ご意見等ありましたらぜひご教示ください。

Q4. 本体験プログラムは、どのようなグループに適していると思われますか？（複数回答可）

・館内サインの中で、昔作られたものだから、人種差別的な表現があるのを理解してほしいとの営業表記あり。 この内容が、具体的にどこの表現がといっ
た記載もないので、人によって気になる可能性あり。中途半端な説明かもしれない。

Q2．体験所要時間について

展示鑑賞、シアター、体験で約1時間ちょっと ちょうど良い時間。

◆短いまたは長いと感じた場合、どれくらいが適切でしょうか。

Q3．料金設定について

◆上記での回答の理由や、費用内訳についてのご意見をお聞かせください。

入場料＠700円は高くない。
展示鑑賞に加え、アニメづくり体験などもあるから。

悪い点（改善点）

Q1． 体験プログラムを４段階で評価のうえ、良い点（お客様へのおすすめポイント）、悪い点（改善点）を教えてください。

良い点（お客様へのおすすめポイント）

・手塚治虫さんに興味があったら面白い場所。興味がなくても（知らなくても）いったら楽しめる。
例：シアターでノンバーバルのアニメ体験やマンガづくり体験もあり、興味がわく、もっと知りたくなる。
・外国語表記が揃っていて分かり易い
・アクセスも駅から近くて良い。

⑪手塚治虫
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⑫涼宮ハルヒ

 評価 満足

 評価 適切

 評価 適正

悪い点（改善点）

Q1． 体験プログラムを４段階で評価のうえ、良い点（お客様へのおすすめポイント）、悪い点（改善点）を教えてください。

良い点（お客様へのおすすめポイント）

・アニメが好きでなくても、街中を楽しめた。（海外の）テレビの中でみる日本の街。きれいだし、かわいさもあり興味深い  （住みたいまち
No1といった側面で）
・旅慣れないリピーターでなくても楽しめそう。個人SNSで投稿したところ、行きたいという海外の友人知人のコメントバックあり
・アニメ好きな人ならうれしいだろう。アニメストーリーに合わせた素材も面白い

Q4. 本体験プログラムは、どのようなグループに適していると思われますか？（複数回答可）

・聖地紹介の多言語ツールが乏しい  ブログなりで、自国語で紹介されているものがあるとベスト
・アクセス（バス利用として）がわかりづらい
・御朱印（アニメ聖地のスタンプ）は興味なし

Q2．体験所要時間について

個人が巡る形となると思うが、アニメ好きなら長時間いても気にならないと思う。
1日いることだって楽しめそう。

◆短いまたは長いと感じた場合、どれくらいが適切でしょうか。

Q3．料金設定について

◆上記での回答の理由や、費用内訳についてのご意見をお聞かせください。

かかる費用として、交通費と飲食費程度なので必要経費の範囲内。

Q7. テーマ、コンテンツ毎の今後の旅行商品化方向について意見をお聞かせください。

・作品を通じて、巡るコースは面白そう
・FIT個人で行けるレベルなので、パッケージツアーとかではなさそう
 アニメ好きの深度によって、個人に自由に設定する性質なもの
・小さいグループなら、（西宮を）関西の住みたい街No1として訴求もあり。

□  教育旅行  □  インセンティブ旅行  ■  個人客/ＦＩＴ  ☐ 富裕層
☐ MICE  ■ 夫婦/カップル  ☐パーティ  □  シニアグループ
□  家族旅行（こども含む）

Q5. 本体験プログラムが特に魅力的な国籍/エリアがあれば教えてください。

東南アジアやヨーロッパのFIT +アニメ好きならなおさら

Q6. その他、ご意見等ありましたらぜひご教示ください。
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 評価 満足

 評価 適切である

 評価 適正である

Q7. テーマ、コンテンツ毎の今後の旅行商品化方向について意見をお聞かせください。

・祭り当日のガイドツアー
  当日を体験できるのは面白い、自分の名前入りのはっぴのお土産とかあるとさらに。
・祭り食（わたりがに（ガサミ）、関東煮）
  地域の風習とともに楽しめるのは体験メニューとして良い。
・ミュージアムとお城のモデルコース
 お城は日本っぽいものなので面白いと思う。 会館は何かしらの動機付けが必要、館内にあるビジョンであり３Dバーチャルは面白いと
思うが、Youtube全盛で、そっちを見る人も多いから。
 

☐ 教育旅行  ☐ インセンティブ旅行  ■  個人客/ＦＩＴ  ☐ 富裕層
☐ MICE  ☐ 夫婦/カップル  ☐パーティ  ■  シニアグループ
☐  家族旅行（こども含む）

Q5. 本体験プログラムが特に魅力的な国籍/エリアがあれば教えてください。

欧米豪、東南アジア、東アジア、どこでも良いと思う 小グループや個人なども。

Q6. その他、ご意見等ありましたらぜひご教示ください。

Q4. 本体験プログラムは、どのようなグループに適していると思われますか？（複数回答可）

・日本に祭りは様々あって、会館での体験というよりは、やっぱり当日の祭りが興味ある

Q2．体験所要時間について

観覧、視聴で約1時間、ちょうど良い時間。

◆短いまたは長いと感じた場合、どれくらいが適切でしょうか。

Q3．料金設定について

◆上記での回答の理由や、費用内訳についてのご意見をお聞かせください。

入館料が＠600円  体験的なものもあり、この程度かと思う

悪い点（改善点）

Q1． 体験プログラムを４段階で評価のうえ、良い点（お客様へのおすすめポイント）、悪い点（改善点）を教えてください。

良い点（お客様へのおすすめポイント）

・（だんじり会館での）大画面のビジョンは迫力があって、祭りの雰囲気が伝わる
・館内の英語表記もあり、３Dバーチャルの体験も、面白い。
・近くに岸和田城もあり、日本っぽい景色や風景を楽しめる
・どこの祭りでも、海外の人はうれしいと思う
・（コロナで体験不可であったが）音出し体験なども楽しそう

⑬だんじり
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 評価 満足

 評価 適切

 評価 適切

Q7. テーマ、コンテンツ毎の今後の旅行商品化方向について意見をお聞かせください。

・山を曳く体験ができるならいい。
・実際のまつり体験もできれば良いと思う
・しかし、山曳体験は、ターゲティングが難しい。（予約制にすると本当にやりたい人しか来なくなる。本当に来たい人のターゲティングが難
しい）

※訪問時に開催していて、盆梅展も視察。こちらも、多言語解説の課題はあるものの、日本文化を感じられると好評。写真映えもする。曳山展
示会と盆梅展両方を巡れるパスポート販売されていたが、外国人にとっても便利なものだと思うので、もっとPRすればいいと思うとのことで
あった。

■ 教育旅行  □  インセンティブ旅行  □  個人客/ＦＩＴ  ☐ 富裕層
☐ MICE  □夫婦/カップル  ☐パーティ  ■  シニアグループ
■  家族旅行（こども含む）

Q5. 本体験プログラムが特に魅力的な国籍/エリアがあれば教えてください。

欧州、米国

Q6. その他、ご意見等ありましたらぜひご教示ください。

Q4. 本体験プログラムは、どのようなグループに適していると思われますか？（複数回答可）

・英語等の表示や解説文章が不足している。
・映像にも字幕が欲しい。

Q2．体験所要時間について

◆短いまたは長いと感じた場合、どれくらいが適切でしょうか。

Q3．料金設定について

◆上記での回答の理由や、費用内訳についてのご意見をお聞かせください。

悪い点（改善点）

Q1． 体験プログラムを４段階で評価のうえ、良い点（お客様へのおすすめポイント）、悪い点（改善点）を教えてください。

良い点（お客様へのおすすめポイント）

・本物が展示してあったこと。（写真だけではわからない事が、良く理解できた）
・実際に参加できなくても、映像があってよかった。（準備から、子供の練習風景など）
・日本文化が感じられた。

⑭曳山（長浜）
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 評価 満足

 評価 適切である

 評価 適切である

修二会の場合は、視覚的に印象的ですが、極寒の季節の中で周囲の鑑賞客にも配慮して鑑賞する行事になります。ただ、写真だけを訴求して、映える写真を撮りたい
だけの人が増えないように、しっかりと意味や、マナーを伝える“人”や“コンテンツ”の充実が必要です。日本の祭りはyoutubeにて多く紹介されていますが、出来れ
ば外国語の修二会を紹介する映像がもっとあるといいと思います。

・修二会セミナー（インバウンド向け）を活用した体験プログラム
 セミナーは一方的な情報発信となります。それぞれの国において、また人によって興味のポイントが異なります。セミナー途中に、興味がない内容で集中力がそれ
てしまった場合、その後に興味深い内容を話されていたとしても、注意を戻すのは難しいです。
 できれば、説明できる方を教育し、それぞれのインバウンドグループに対応できる人を増やす方が好ましいです。
 欧米圏の方は知識欲はありますが、興味の対象がバラバラです。
 中華圏の方、現在訪日旅行ができる東南アジアの層を考えると、自分の気分に合わない対応をされると機嫌を損ねられます。（特に富裕層）コミュニケーションを
とりながら、柔軟に質問に答えれる人が多くいることで、今後FITにも柔軟に対処できるのではないでしょうか。

・修二会の動画や動画配信を活用を検討
 動画配信をどこでどのように配信するかがポイントになります。
 まずはyoutubeで外国語の修二会の動画が多くはないので、youtubeでの紹介を増やせると旅の情報ソースとして
 活用されるのではないでしょうか。

Q5. 本体験プログラムが特に魅力的な国籍/エリアがあれば教えてください。

特に欧米圏の方であれば、ガイド付きのFIT,教育旅行や、MICEなど。世界の平和を祈っている修行なので、その観点で日本の文化紹介としてご案内できる。欧米圏
でも特にフランスの方は共感を得やすい。
中国よりも、台湾、香港のツアーやガイド付きのFITの方が共感を得やすい。富裕層には不向き。待機環境が不十分です。

Q6. その他、ご意見等ありましたらぜひご教示ください。

視覚的な訴求よりも、日本の宗教観や行法の内容、歴史など視覚だけでは分からない部分をお伝えすることで特別な文化体験になります。
 海外では、日本の宗教の認知が低いです。紙ベースのFIT向けチラシではなく、ガイドをつけた旅行商品であれば、とても楽しんでいただけると思います。

Q7. テーマ、コンテンツ毎の今後の旅行商品化方向について意見をお聞かせください。

■ 教育旅行  ☐ インセンティブ旅行  ■ 個人客/ＦＩＴ  ☐ 富裕層
■ MICE  ■夫婦/カップル  ☐ パーティ  ☐ シニアグループ
☐ 家族旅行（こども含む）

Q2．体験所要時間について

今回はコロナ禍と言うこともあり、例年よりも人数が少ないと思われます。その為、開始40分前でもいい環境で鑑賞ができました。待機時間が１時間を超えるようで
あれば、季節的な環境を考えると、快適には楽しめません。

◆短いまたは長いと感じた場合、どれくらいが適切でしょうか。

Q3．料金設定について

拝観料は無料です。

◆上記での回答の理由や、費用内訳についてのご意見をお聞かせください。

Q4. 本体験プログラムは、どのようなグループに適していると思われますか？（複数回答可）

何も案内がなく個人で観光に来た場合、外国語表記や外国語案内がないため、不安を覚えます。
また意味を知らず、鑑賞するだけだと、どう言うものかわからず楽しめません。鑑賞する上でのマナーを守っていただくためには、説明をする方が必要です。
厳かな行事だからこそ、説明も丁寧な方法が好ましい。

Q1． 体験プログラムを４段階で評価のうえ、良い点（お客様へのおすすめポイント）、悪い点（改善点）を教えてください。

良い点（お客様へのおすすめポイント）

奈良の春の到来を告げる季節の行事として、守られてきている歴史的な側面や、日本における東大寺のお寺の役割と、
その中での行法についてもお伝えした上で、鑑賞いただくと、日本らしい文化体験となります。

悪い点（改善点）

⑮お水取り
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⑯高取ひな祭り

 評価 満足

 評価 適切

 評価 適正

Q7. テーマ、コンテンツ毎の今後の旅行商品化方向について意見をお聞かせください。

とても良いと思う。
食に関してはできる限り地の食材を使用し、地域の人と関わることができる仕掛けがあれば尚良いと思う。また、歴史ある街なのでしっか
りとガイディングできるよう、ガイドへの情報提供や研修の開催も良いと感じた。
現地で配布されていたひなめぐりＭＡＰには、メイン会場である、雛の里会館から壷阪寺までの道のりについて特に注記はなかったが、歩
いていくのは困難であることが現地に行ってから判明したため、メイン会場から駅前まで戻ってからバスに乗った。この交通については事
前の注意喚起が必要かと思う。

□  教育旅行  □  インセンティブ旅行  ■  個人客/ＦＩＴ  ☐ 富裕層
☐ MICE  ■ 夫婦/カップル  ☐パーティ  ■  シニアグループ
■  家族旅行（こども含む）

Q5. 本体験プログラムが特に魅力的な国籍/エリアがあれば教えてください。

欧米豪のＦＩＴまたは小グループ

Q6. その他、ご意見等ありましたらぜひご教示ください。

インバウンドをターゲットとする場合、多言語案内や受入整備が不可欠。

Q4. 本体験プログラムは、どのようなグループに適していると思われますか？（複数回答可）

カフェや喫茶などのオープンが１２時前後となっており、ゆっくり休める場所が少なかった。まつりの間だけでも早めにオープンしても良
いのではないかと感じた。（土日だけでも可）
※訪問したのが宿泊翌日の午前中だった。

Q2．体験所要時間について

ゆるやかな坂になっているので長すぎても良くないと感じた。

◆短いまたは長いと感じた場合、どれくらいが適切でしょうか。

Q3．料金設定について

◆上記での回答の理由や、費用内訳についてのご意見をお聞かせください。

参加は無料（壷阪寺拝観料のみ）

悪い点（改善点）

Q1． 体験プログラムを４段階で評価のうえ、良い点（お客様へのおすすめポイント）、悪い点（改善点）を教えてください。

良い点（お客様へのおすすめポイント）

地元の雰囲気を街歩きを通じてゆっくりと味わうことができる。高取町の人とひな人形の歴史や思い出について書いてある家もあり、より
地元の人と深くコミュニケーションを図ることができた。
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⑰ゴルフ

ゴルフはプレーに至る予約サイト等の状況や地域資源ヒアリング内容を元に意見抽出を行っている。

 評価 ―

 評価 ―

 評価

Q7. テーマ、コンテンツ毎の今後の旅行商品化方向について意見をお聞かせください。
・ゴルフ場は大体山中にあり、レンタカーで行くには道も曲がりくねっていて、旅行者にとっては
ゴルフをする前に疲れてしまう。やはり、宿泊箇所からの送迎はあった方がベスト。
・プレイゴルフジャパン検索サイトには発着が神戸のホテルのみとなっているが、旅館（例えば有馬など）も入れるよう
整備されると尚良い。※神戸市から三木への所要時間と有馬からの所要時間はあまり変わらない。
・限られた旅行の時間を有効に活用するには
ハーフプレイを設定すると幅広いニーズに応えられると思われる。

□  教育旅行  □  インセンティブ旅行  □  個人客/ＦＩＴ  ☐ 富裕層
☐ MICE  □夫婦/カップル  ☐パーティ  □  シニアグループ
□  家族旅行（こども含む）

Q5. 本体験プログラムが特に魅力的な国籍/エリアがあれば教えてください。

「ただゴルフを旅行中にしたい」のか、「チャンピオンシップコースなど有名コースを回りたい」のか
ゴルフをする目的にもよる。

Q6. その他、ご意見等ありましたらぜひご教示ください。

・「チャンピオンシップコース」を売りにして、インバウンドを誘客するならやはりゴルフ場自身のＨＰでの
多言語化は必須。
・

Q3．料金設定について

 ー

◆上記での回答の理由や、費用内訳についてのご意見をお聞かせください。

 ー

Q4. 本体験プログラムは、どのようなグループに適していると思われますか？（複数回答可）

―

Q2．体験所要時間について

―

◆短いまたは長いと感じた場合、どれくらいが適切でしょうか。

―

Q1． 体験プログラムを４段階で評価のうえ、良い点（お客様へのおすすめポイント）、悪い点（改善点）を教えてください。

良い点（お客様へのおすすめポイント）

―

悪い点（改善点）
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⑱サイクリング

 評価 満足

 評価 適切である

 評価 適切である

◆上記での回答の理由や、費用内訳についてのご意見をお聞かせください。

Q1． 体験プログラムを４段階で評価のうえ、良い点（お客様へのおすすめポイント）、悪い点（改善点）を教えてください。

良い点（お客様へのおすすめポイント）

・淡路島の街並み、海岸沿いの気持ちの良い景色等を楽しめる。特に海が綺麗で海沿いを走るのは気持ちが良い。
・信号が比較的少ないため、止まることがあまりなく、サイクリングに集中できる。
・立ち寄りスポット（AWAJIオブジェ、伊弉諾神宮、カフェ等）もある程度ある。
・コースも短めのコースから長いコースまで選択ができるため、お客様の志向に合わせてアレンジできる。
・公共交通でのアクセスも良い（三宮からバスで行くことができる）

悪い点（改善点）

・サイクリングロードがあまり整備されておらず、少々危ないと感じる部分もあった。
・多言語対応が、サイクリングショップ、飲食店共に無かったので、改善の余地があるかと思います。
（現時点ではあまりインバウンドの利用がないとのこと）
・ご提案できる観光箇所スポットがもう少しあると良い。飲食店、カフェは人気な箇所はすごく並んでいるので、お店によっては事前予約必
須。

Q2．体験所要時間について

Q6. その他、ご意見等ありましたらぜひご教示ください。

・オプションのサドルパッドは長時間の場合必須。（お客様の装備にもよるがお尻がすごく痛くなる）
・個人的には1泊2日のプランが売りやすいのではないかと思います。サイクリングが好きな方は1泊2日でアワイチ、そうでなければ1日目をサ
イクリングにし、温泉宿に宿泊、2日目観光等。

ガイド料金は内容によると思いますが、適正な範囲かと思います。

Q4. 本体験プログラムは、どのようなグループに適していると思われますか？（複数回答可）

☐ 教育旅行  ☐ インセンティブ旅行  ■ 個人客/ＦＩＴ  ☐ 富裕層
☐ MICE  ■夫婦/カップル  ☐ パーティ  ☐ シニアグループ
■ 家族旅行（こども含む）

安全面やツアー管理の観点から少人数グループが最適だと思います。

Q5. 本体験プログラムが特に魅力的な国籍/エリアがあれば教えてください。

台湾・香港FITor家族層、欧米豪FIT

今回のコースは淡路市1周コースで（所要時間6時間程度）でしたが、サイクリングのみを目的として来られる場合、かつサイクリングに慣れ
ている方にとっては適切な時間だと思います。しかし、サイクリング初心者にとっては、少し長く、体力的にもしんどいのではないかと思い
ます。

◆短いまたは長いと感じた場合、どれくらいが適切でしょうか。

※初心者の場合  ４時間程度 

Q3．料金設定について

カーボンロードバイク1台1日5,000円
ガイド込みの場合、ガイド料1グループ8,000円
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⑲ハイキング

 評価 やや不満

 評価 適切である

 評価 適正である

Q7. テーマ、コンテンツ毎の今後の旅行商品化方向について意見をお聞かせください。

・ガイド付きウォーキングツアーについて
 ショートコースは説明する場面はないから要らないのでは。歩くコースの表示さえ、ちゃんとしていれば自分達で行く。
 リラックス目的なら、ガイドがいない方が良いと思う。

☐ 教育旅行  ☐ インセンティブ旅行  ■  個人客/ＦＩＴ  ☐ 富裕層
☐ MICE  ■ 夫婦/カップル  ☐パーティ  ☐  シニアグループ
■  家族旅行（こども含む）

Q5. 本体験プログラムが特に魅力的な国籍/エリアがあれば教えてください。

欧米系のFITや小グループ、シニア層。
東南アジアは季節を楽しみたい方には合いそう（ただし、歩く距離によって。ショートコースなら大丈夫だと思うが、あまり歩かない国もある
ため。自然が楽しめたら距離は気にならないとは思うが。）

Q6. その他、ご意見等ありましたらぜひご教示ください。

記載なし

Q4. 本体験プログラムは、どのようなグループに適していると思われますか？（複数回答可）

・今回は冬で季節が悪かった
・感動が少ない（何かしらゴールにいった際に。今回は箕面大滝に行った際の驚きが、そこまでない）
・コロナの影響からか、沿道のお店もさみしかった
・英語表示が、散策コースでところどころにしかない。多言語パンフレットは案内所で入手できるものの、コース中の道しるべも英語表記が欲
しい所。（間違った道に行く可能性）
・猿は、そこまで興味ないのでは（東南アジアは猿に良いイメージがある訳でなく）

Q2．体験所要時間について

ショートコースの設定として、ハイキングに適切。駅から往復約2h程度だから。

◆短いまたは長いと感じた場合、どれくらいが適切でしょうか。

Q3．料金設定について

◆上記での回答の理由や、費用内訳についてのご意見をお聞かせください。

交通費程度の必要経費だけなので。

悪い点（改善点）

Q1． 体験プログラムを４段階で評価のうえ、良い点（お客様へのおすすめポイント）、悪い点（改善点）を教えてください。

良い点（お客様へのおすすめポイント）

・自然の美しさを楽しめる時期なら良さそう。季節によって差が出る。
・行程中もハードでなく体験できるショートコースあり
・都心からも近くリフレッシュな気持ちになれる
・服装も身軽に来れる
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⑳トレッキング

 評価 満足

 評価 適切である

 評価 適正である

Q7. テーマ、コンテンツ毎の今後の旅行商品化方向について意見をお聞かせください。

・ガイド付きウォーキングツアー
 延暦寺ではガイドがいると良い（説明がそこまでないから）
 トレッキングの時はマイペースで行きたいから、ガイドはいなくても良いのでは。アドベンチャー感がなくなる。
 ハードコースを選ぶ人は、ハードアドベンチャーのつもりのはずなので、事前に詳しく下調べをしてくるのでは

・トレッキング＋精進料理
 精進料理はスピリチュアル感があるので、すがすがしい気持ちとなって良い
 延暦寺の（海外向け）情報は多く、お坊さんの日常を体験したいという気持ちも強い

☐ 教育旅行  ☐ インセンティブ旅行  ■  個人客/ＦＩＴ  ☐ 富裕層
☐ MICE  ■ 夫婦/カップル  ■パーティ  ■  シニアグループ
■  家族旅行（こども含む）

Q5. 本体験プログラムが特に魅力的な国籍/エリアがあれば教えてください。

・欧米系   他の国でもトレッキング好きな人なら
・東南アジア系は歩かないから、きびしいのでは。

Q6. その他、ご意見等ありましたらぜひご教示ください。

・季節の選択は考慮に入れる必要あり
・登りはトレッキング経験者でないと厳しいかも。
・日本のトレッキングイメージは、富士山が有名

Q4. 本体験プログラムは、どのようなグループに適していると思われますか？（複数回答可）

・登りは大変だと思う。
・案内所（比叡山坂本）が外観からは、案内所と分かりづらい
・自分達で来るなら、ブログなどで下調べが必要。
・道中、表示板（道しるべ）の記載が、英語がまばら、日本語のみもある（人によってはアドベンチャー感あって
 面白いかもしれないが）

Q2．体験所要時間について

歩くのが1.5～2ｈでも、それなりの距離がある。
延暦寺での滞在時間を入れて半日程度かと。
トレッキングと歴史文化に触れるので、双方楽しめて半日は適度な時間だと思う。

◆短いまたは長いと感じた場合、どれくらいが適切でしょうか。

Q3．料金設定について

◆上記での回答の理由や、費用内訳についてのご意見をお聞かせください。

かかる費用として、交通費と飲食費程度なので必要経費の範囲内。
延暦寺 1,000円 →魅力あるので、適切な範囲
ケーブル 片道870円 → 適切

悪い点（改善点）

Q1． 体験プログラムを４段階で評価のうえ、良い点（お客様へのおすすめポイント）、悪い点（改善点）を教えてください。

良い点（お客様へのおすすめポイント）

・延暦寺 日本の歴史あるところに行ける。  ケーブル利用も便利
・自然、川（山中の）、と楽しめる、景色も良く、アドベンチャー感がある、面白い
・下りは、訪日旅行客にもおススメできると思う。夏の時期は、一般のツーリストにとては日本は湿度あるのでちょっと
 無理かも。トレッキング慣れている人なら。
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資料

・The Kansai Guide掲載
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①フルーツピッキング
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②漁師体験
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③酒蔵体験
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④ワイン

20コンテンツの掲載内容は巻末資料に収納
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⑤古民家
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⑥宿坊
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⑦農泊
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⑧グランピング
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⑨一休さん
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⑩けいおん
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⑪手塚治虫
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⑫涼宮ハルヒ
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⑬だんじり
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⑭曳山
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⑮お水取り
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⑯ひなまつり
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⑰ゴルフ
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⑱サイクリング
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⑲ハイキング
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⑳トレッキング


