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１. 業務概要 
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▶ 長崎市は、以前より和華蘭文化に象徴されるように多様な観光資源を保有しているが、近年においても世界文
化遺産である「明治日本の産業革命遺産」の登録等、その保有する観光資源が増え続けている。 

▶ しかしながら、その多様性により、国内観光客の長崎市へ対するイメージは分散しており、また、外国人については、
被爆地としてのイメージが強く、観光地としての魅力が十分に認識されていない。 

▶ 更に、実際に長崎市へ訪れる観光客の動向を見ると、多くがグラバー園や平和公園等、市中心部にある定番の
観光資源の回遊にとどまり、周辺地域を含めた市全体の観光資源が十分に活用されていない。 

▶ 本業務は、上記状況を踏まえて、外国人観光客に向けた長崎ならではの魅力ある体験型旅行商品を造成する
とともに、本商品を含めた市全体の観光資源を「点」から「線」、「線」から「面」へとつなぎ合わせ、各エリア、ひいて
は市全体の観光コンセプト・イメージを確立し、国内外に訴求するための長崎ブランド戦略を策定するものである。 

 ■本事業の主旨・目的 

 ■本事業の検討内容 
１．欧米豪クルーズ船乗客を対象とした体験型旅行商品の造成 
    （１）欧米豪クルーズ船乗客を対象としたニーズ調査及び調査結果の検証 
    （２）欧米豪クルーズ乗船客を対象とした体験型旅行商品のモニターツアーの実施及び実施結果の検証 
    （３）欧米豪クルーズ船乗客向け体験型旅行商品の造成 
 

２．韓国人ＦＩＴを対象とした体験型旅行商品の造成 
    （１）韓国人ＦＩＴを対象としたニーズ調査及び調査結果の検証 
    （２）韓国人ＦＩＴを対象とした体験型旅行商品のモニターツアーの実施及び実施結果の検証 
    （３）韓国人ＦＩＴ向け体験型旅行商品の造成 
 

３．長崎ブランド戦略策定 
    （１）国内外を対象としたインターネットによる調査及び調査結果の検証 
    （２）地域ブランディングに関する先進的事例の調査・分析 
    （３）地域関係者とのワークショップの開催 
    （４）長崎ブランド戦略の策定 
    （５）「ブランド認定制度」構築に向けた検討 
 

４．地域報告会の開催 
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２. 欧米豪クルーズ船乗客を対象とした体験型旅行商品の造成 

【検討の流れ】 

◆長崎市への関心や観光に対するニーズ等について把握するためのアンケート調査を実施 
 

   【調査対象】 クルーズ船で長崎を訪れた外国人観光客 
   【調査地点】 長崎港松が枝国際ターミナル 
   【サンプル数】 109票 

（１）欧米豪クルーズ船乗客を対象としたニーズ調査・検証 

◆体験型旅行商品を複数立案し、魅力や改善点等を把握するためのモニターツアーを実施 
 

   【ツアー参加者】 福岡県内在住の欧米豪出身者：計１２名 
   【体験コース】 ３コース 

（２）欧米豪クルーズ船乗客を対象としたモニターツアーの実施・検証 

◆上記の検討結果をもとに、欧米豪クルーズ船乗客向けの体験型旅行商品を３プラン造成 
 

    ①平和体験  ②神社仏閣体験  ③芸術・文化体験 

（３）欧米豪クルーズ船乗客向け体験型旅行商品の造成 

※ニーズの分析、体験型旅行商品（案）の検討 

※検証、ブラッシュアップ、地域関係者との調整 
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2.1 欧米豪クルーズ船乗客を対象としたニーズ調査及び調査結果の検証 

（１）調査の目的 

（２）調査の概要 

▶ 欧米豪を中心としたクルーズ船乗客向けの体験型旅行商品の造成に
向け、長崎市の観光地に関する関心やニーズ等を把握するためのアン
ケート調査を実施 

項目 内容 

調査方法 クルーズ船に乗船する外国人観光客を対象とした、聞き取り形式によるアンケート調査 
 ※英語版の調査票を作成し、調査員が対象者に声かけを実施 

調査地点 長崎港松が枝国際ターミナル 

調査日 
計２日間 ※各日６時間調査を実施 
 

 平成29年10月13日（金） ［入港船名］セレブリティ・ミレニアム 
 平成29年10月18日（水） ［入港船名］フォーレンダム 

回収数 109票 

調査項目 

①来訪目的、来訪箇所（来訪時間） 
②訪問地、体験等期待したことと実際に体験したこと、訪問先の理由 
③体験ツアー参加の有無、体験の参加希望額・希望時間 
④消費額（訪問前の想定消費額、当該地域における消費額） 
⑤観光地等の評価（訪問、購入したものの） 
⑥満足度（旅行全体の満足度と個々の観光資源の満足度）、再訪意向 

▲アンケート調査の様子 

3 
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（３）調査結果の概要 
 

◆長崎市への観光の意識 
 
  体験したいことや観光地を訪れた理由などから、長崎市の「平和」や「歴史」への関心が高い。 
 
   ＊訪れたところについては、「平和公園」や「原爆資料館」など、 
     平和に関する施設が多い。 
   ＊体験したかったこととして、「平和遺跡めぐり」の割合が最も高く、 
     次いで「美術館・博物館めぐり」など歴史や文化に関心が高い。 
 
     欧州：「和菓子作り体験」、「絵付け体験」など伝統的なもの 
      米国：「日本食グルメ」、「美術館・博物館めぐり」など日本の文化的なもの 
      豪州：「繁華街まち歩き」、「平和遺跡めぐり・平和学習」、「神社仏閣めぐり」など 
          長崎の歴史的なもの 

 
◆体験プログラムについて 
 
  文化や歴史などのメニューで、時間は5時間未満、予算は10,000円未満 
 
   ＊観光や体験をしたくてもできなかったこととして、「文化や歴史的な 
     散策体験」が多い傾向にある。 
   ＊特に、「日本食グルメ」や「神社仏閣めぐり」、「世界遺産」等の達成度が低い。 
   ＊体験プログラムへの参加者は少なく、参加する場合には、 
     2時間未満や3～5時間未満の意見が多い。 
   ＊体験プログラムの予算は、10,000円未満が6割以上を占めている。 

n=109 

▼長崎市内で訪れた場所（上位11箇所） 

▼体験プログラムに対するニーズ 
 （希望する価格帯） 

n=109 

2.1 欧米豪クルーズ船乗客を対象としたニーズ調査及び調査結果の検証 



5 

【ツアーコースの造成に向けた考え方・ポイント】 

  ❑欧米豪出身者のニーズ（訪問前の期待）に応じた「体験」を提供 
 
      ▶平和遺跡めぐり・平和学習 ／ 美術館・博物館めぐり ／ 神社仏閣めぐり ／ 繁華街まちあるき 
 

      ▶テーマ性をもって、『体験』＋『見学』＋『市内散策』を組合わせる 
 
  ❑食や買い物も欧米豪出身者のニーズが高い 
 

  ❑地域の活性化につながるよう、長崎市内での購買機会を増やす 
 
      ▶長崎市内での消費金額は、全体の64.2％が5,000円未満となっており、土産品の購入など消費の拡大が必要となる。 
      ▶ 「日本食」や「郷土料理」の体験、「お土産購入」の体験をなどの消費につながるメニューを各コースに設定 
 
  ❑移動手段は、路線電車または散策（徒歩）を基本 

以下の３つのコースを設定し、モニターツアーを通じた検証を実施 

①平和体験コース  ⇒ 平和公園や原爆資料館等の戦跡を巡り、平和を学ぶ 
②神社仏閣（寺社・街並みめぐり）体験コース  ⇒ 長崎市の歴史や文化が体験できる寺社や街並みを巡る 
③芸術・文化体験コース  ⇒ 体験や散策をしながら、長崎市の芸術や文化を体感する（観光3.5時間＋食事１時間） 

2.2 欧米豪クルーズ乗船客を対象とした体験型旅行商品の 
      モニターツアーの実施及び実施結果の検証 
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（１）目的 

（２）モニターツアーの概要 

▶ 欧米豪クルーズ船乗客向けの体験型旅行商品を造成するにあたり、市内の
観光資源を活用した体験の有効性、魅力や課題の抽出、各訪問先の外国
人観光客への対応の検証等を目的として、モニターツアーを実施 

参加者 福岡県内在住の欧米豪出身者：計１２名 

実施方針 
◇「長崎港（松が枝国際ターミナル）」を起点とした、市内を周遊するツアーを複数案企画 
◇国内在住の欧米豪出身者のモニターが実際にツアーを体験し、体験した内容や訪問先での対応などを評価 
◇ツアー終了後に参加者へのヒアリングを実施し、魅力や改善点等を把握 

コース 

①平和体験コース 
  ⇒ 平和公園や原爆資料館等の戦跡を巡り、平和を学ぶ（観光４時間＋食事１時間） 
  ⇒ 参加者５名 
②神社仏閣（寺社・街並みめぐり）コース 
  ⇒ 長崎市の歴史や文化が体験できる寺社や街並みを巡る（観光3.5時間＋食事１時間） 
  ⇒ 参加者３名 
③芸術・文化コース 
  ⇒ 体験や散策をしながら、長崎の芸術や文化を体感する（観光3.5時間＋食事１時間） 
  ⇒ 参加者４名 

⇒ ツアーを体験したモニターからの意見等をもとに、体験型旅行商品を造成 

▲モニターツアーの様子 

2.2 欧米豪クルーズ乗船客を対象とした体験型旅行商品の 
      モニターツアーの実施及び実施結果の検証 
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2.3 欧米豪クルーズ船乗客向け体験型旅行商品の造成 

▶ モニターツアーでの検証結果をもとに、以下の３つの体験型旅行商品を造成 

 欧米豪クルーズ乗客向け体験型旅行商品 

【ターゲット】 
 オーストラリア出身者 
 
【体験内容】 
食事１.5時間+ツアー4.5時間 
 

 ＊原爆資料館 
 ＊まちあるき（ガイド付き） 
 ＊爆心地 
 ＊平和公園 
 ＊浦上天主堂 
 ＊おみやげ購入 など 
 
【価格設定】 
 11,000円程度 

①平和体験 

【ターゲット】 
 オーストラリア出身者 
 
【体験内容】 
食事２時間+ツアー3時間 
 

 ＊崇福寺 
 ＊興福寺 
 ＊住職による解説 
 ＊普茶料理 
 ＊おみやげ購入 など 
 
 
【価格設定】 
 11,000円程度 

②神社仏閣体験 

【ターゲット】 
 アメリカ出身者、ヨーロッパ出身者 
 
【体験内容】 
食事１.5時間+ツアー4.5時間 
 

 ＊諏訪神社 
 ＊長崎歴史文化博物館 
 ＊刺繍体験・展示見学 
 ＊日本料理 
 ＊おみやげ購入 など 
 
 
【価格設定】 
 12,000円程度 

③芸術・文化体験 
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 欧米豪クルーズ乗客向け体験型旅行商品 

①平和体験 
 【ポイント】 

◇ターゲット：オーストラリア出身者 
◇食事１.5時間+ツアー4.5時間 
◇価格設定：11,000円程度 
◇英語通訳スタッフがツアーに同行 
◇希望者には、原爆資料館の音声ガイドを提供 
◇参加人数：４～7名（飲食店の客席数の制限のため） 

 【行程・立ち寄り先】 
出発・解散：長崎港松が枝国際ターミナル 
 
 出発（AM10:00） 
  ▼ 移動 
 原爆資料館（60分） 
  ▼ 
 昼食（60分） 
  ▼ 
 まちあるき（90分） 
    ＊爆心地⇒平和公園⇒浦上天主堂 
    ＊さるくボランティアガイドによる解説 
  ▼ 
 フルーツいわなが（20分） 
  ▼ 
 お土産店（40分） 
  ▼ 
 到着（PM16:00） 

 【ツアー参加費／利益】 
参加人数 原価 4人

(最少催行人数)
7人

路面電車1日乗車券 500 2,000 3,500
原爆資料館入場料 200 800 1,400
昼食 5,000 20,000 35,000
さるくボランティアガイド 1,500 6,000 15,000
休憩処 800 3,200 5,600
通訳（固定費用） 10,000 10,000 10,000
費用合計金額 18,000 42,000 70,500

2,100 ―
11,025 11,025
44,100 77,175
2,100 6,675

4.8 8.6

1人当たりの参加費(固定)
収入
利益
利益率

利益(費用合計金額の5％と仮定)

2.3 欧米豪クルーズ船乗客向け体験型旅行商品の造成 
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 欧米豪クルーズ乗客向け体験型旅行商品 

②神社仏閣体験 
 【ポイント】 

◇ターゲット：オーストラリア出身者 
◇食事２時間+ツアー３時間 
◇価格設定：11,000円程度 
◇英語通訳スタッフがツアーに同行 
◇ツアー参加者に記念品として『ご朱印』を贈呈 
◇普茶料理は、ベジタリアンにも対応可 

 【行程・立ち寄り先】 
出発・解散：長崎港松が枝国際ターミナル 
 
 出発（AM10:00） 
  ▼ 移動 
 崇福寺（40分） 
  ▼ 
 興福寺（140分） 
    ＊住職による解説 
    ＊昼食：普茶料理 
  ▼ 
 お土産店（40分） 
  ▼ 
 到着（PM15:00） 

 【ツアー参加費／利益】 

参加人数 原価
4人

(最少催行人数)
6人 8人

路面電車1日乗車券 500 2,000 3,000 4,000
崇福寺拝観料 300 1,200 1,800 2,400
昼食 6,000 24,000 36,000 48,000
興福寺拝観料 300 1,200 1,800 2,400
御朱印代 500 2,000 3,000 4,000
通訳（固定費用） 10,000 10,000 10,000 10,000
費用合計金額 17,600 40,400 55,600 70,800

2,020 ― ―
10,605 10,605 10,605
42,420 63,630 84,840
2,020 8,030 14,040

4.8 12.6 16.5

利益(費用合計金額の5％と仮定)
1人当たりの参加費（固定）
収入
利益
利益率

2.3 欧米豪クルーズ船乗客向け体験型旅行商品の造成 
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 欧米豪クルーズ乗客向け体験型旅行商品 

③芸術・文化体験 
 【ポイント】 

◇ターゲット：アメリカ出身者、ヨーロッパ出身者 
◇食事１.5時間+ツアー4.5時間 
◇価格設定：12,000円程度 
◇英語通訳スタッフがツアーに同行 
◇ツアー参加者に記念品として『ご朱印』を贈呈 
◇希望者には、長崎歴史文化博物館の音声ガイドを提供 
◇参加人数：4～６名（体験スペースの制限のため） 

 【行程・立ち寄り先】 
出発・解散：長崎港松が枝国際ターミナル 
 
 出発（AM10:00） 
  ▼ 移動 
 諏訪神社（30分） 
  ▼ 
 昼食（60分） 
  ▼ 
 長崎歴史文化博物館（120分） 
    ＊刺繍の歴史の解説 
    ＊刺繍体験 
    ＊館内常設展示の見学 
  ▼ 
 お土産店（40分） 
  ▼ 
 到着（PM16:00） 

  【ツアー参加費／利益】 

参加人数 原価
4人

(最少催行人数)
6人

路面電車1日乗車券 500 2,000 3,000
昼食 5,000 20,000 30,000
御朱印代 500 2,000 3,000
長崎歴史文化博物館入館料 700 2,800 4,200
刺繍体験・講義 2,000 8,000 12,000
通訳（固定費用） 10,000 10,000 10,000
費用合計金額 18,700 44,800 62,200

2,240 ―
11,760 11,760
47,040 70,560
2,240 8,360

4.8 11.8

利益(費用合計金額の5％と仮定)
1人当たりの参加費（固定）
収入
利益
利益率

2.3 欧米豪クルーズ船乗客向け体験型旅行商品の造成 
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❏検討のまとめ 
【現状・課題】 
 

 ◆長崎港松が枝国際ターミナルに寄港するクルーズ船が増加 
   ⇒ 平成29年の寄港回数は267回、多くの外国人観光客が来訪 
   ⇒  新たなターゲットとして、今後の更なる増加が期待 
 
 ◆現状は、平和公園や原爆資料館をはじめ、市内の主要な観光施設に集中 
   ⇒ クルーズ船乗客に対し、魅力を提案するコンテンツがない 
   ⇒ 市内での消費金額は「5,000円未満」が多く、地域の活性化につながっていない 
 
【体験型旅行商品造成の効果・期待】 
 

 ◆欧米豪出身者、クルーズ船乗客のニーズや行動時間等に対応した商品を造成 
   ⇒ テーマ性を有した３つの体験型旅行商品 
   ⇒ クルーズ船乗客へ積極的にPRすることで、市内を訪れる観光客の増加が期待 
 
 ◆長崎市内でのクルーズ船乗客による、消費の拡大が期待 
   ⇒ 米豪出身者の参加率5％とした場合、年間約1,100人の参加が期待※ 

   ⇒ 販売額は12,000円程度、売上は1,210万円程度（米豪出身者） 
   ⇒ 長崎市版DMOの収益事業であり、DMOを中心とした取組み拡大が期待 

 
                          ※ 平成28年の国際クルーズ乗船客数（（米国）13,453人＋（豪州）8,120人）×5％で試算 

2.3 欧米豪クルーズ船乗客向け体験型旅行商品の造成 
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３. 韓国人FITを対象とした体験型旅行商品の造成 

【検討の流れ】 

◆長崎市への関心や観光に対するニーズ等について把握するためのアンケート調査を実施 
 

   【調査対象】 観光客長崎市内を観光目的で訪れた韓国人観光客 
   【調査地点】 長崎空港および福岡空港 
   【サンプル数】 206票 

（１）韓国人FITを対象としたニーズ調査・検証 

◆体験型旅行商品を複数立案し、魅力や改善点等を把握するためのモニターツアーを実施 
 

   【ツアー参加者】 福岡県内在住の韓国出身者：計２０名 
   【体験コース】 ４コース 

（２）韓国人FITを対象としたモニターツアーの実施・検証 

◆上記の検討結果をもとに、韓国人FIT向けの体験型旅行商品を４プラン造成 
 

    ①着物で散策＋グルメ体験   ②市内散策＋カフェ体験  
    ③日帰り温泉＋グルメ体験   ④長崎文化を感じる街並み散策体験 

（３）韓国人FIT向け体験型旅行商品の造成 

※ニーズの分析、体験型旅行商品（案）の検討 

※検証、ブラッシュアップ、地域関係者との調整 
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3.1 韓国人FITを対象としたニーズ調査及び調査結果の検証 

（１）調査の目的 

（２）調査の概要 
項目 内容 

調査方法 長崎市内を観光目的で訪れた韓国人観光客を対象とした、聞き取り形式によるアンケート調査 
 ※韓国語版の調査票を作成し、調査員が対象者に声かけを実施 

調査地点 長崎空港および福岡空港（長崎市への入口となる空港２箇所を調査地点に選定） 

調査日 
計５日間 
 平成29年10月15日（日）、17日（火）、20日（金）、24日（火）、27日（金） 
   長崎空港：6時～9時半、福岡空港：13時半～18時（直行便の出発時刻に合わせて設定） 

回収数 206票 

調査項目 

①来訪目的、来訪箇所（来訪時間） 
②訪問地、体験等期待したことと実際に体験したこと、訪問先の理由 
③体験ツアー参加の有無、体験の参加希望額・希望時間 
④消費額（訪問前の想定消費額、当該地域における消費額） 
⑤観光地等の評価（訪問、購入したものの） 
⑥満足度（旅行全体の満足度と個々の観光資源の満足度）、再訪意向 

▶ 韓国人FIT（個人旅行者）向けの体験型旅行商品の造成に向け、
長崎市の観光地に関する関心やニーズ等を把握するためのアンケート
調査を実施 

▲アンケート調査の様子 



14 

（３）調査結果の概要 
 

◆長崎市への観光の意識 
 
  体験したいことや観光地を訪れた理由などから長崎市の 「まちなみ」や「グルメ」への関心が高い。 
 
   ＊長崎市を選んだ理由は、「特有の街並みに興味があるから」、 
     「グルメに興味があるから」という回答が多い。 
   ＊体験したかったこととして、「日本食グルメ」が最も多い。 
 

     若年層：「買い物」、「島めぐり」、「路面電車にのる」 
     60代以上：「まつり見学」、「世界遺産」、「キリシタン遺産見学」など  
              ⇒ 歴史・文化への関心が高い 
     リピーター：「温泉入浴」、「夜景めぐり」、「美術館・博物館めぐり」、 
            「世界遺産」など 

 
◆体験プログラムについて 
 
  グルメを取り入れたプログラムで、時間は3時間未満、予算は5,000円未満 
 
   ＊訪問前には、「日本食グルメ」、「買物」、「温泉入浴」、 
         「夜景めぐり」、「繁華街まちあるき」 を期待。 
   ＊体験プログラムへの参加者は少なく、 
     参加する場合には、3時間未満の意見が多い。 
   ＊体験プログラムの予算は、5,000円未満が8割以上を占めている。 
 
 

▼長崎市内で訪れた場所（上位11箇所） 

n=206 

▼体験プログラムに対するニーズ 
 （希望する価格帯） 

n=206 

3.1 韓国人FITを対象としたニーズ調査及び調査結果の検証 
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【ツアーコースの造成に向けた考え方・ポイント】 

以下の４つのコースを設定し、モニターツアーを通じた検証を実施 

①着物で散策＋グルメコース  ⇒着物に着替え、人力車や路面電車で移動しながら市内のグルメを満喫 
②市内散策＋カフェコース  ⇒眼鏡橋や浜町をゆったり散策しながらカフェやレストランでグルメを満喫 
③日帰り温泉＋グルメコース  ⇒バスで伊王島の温泉施設へ移動し、温泉とグルメを満喫 
④長崎文化を感じる街並み散策コース  ⇒東山手洋館群や美術館など、長崎特有の風景をめぐり散策 

  ❑韓国人FITのニーズ（訪問前の期待）に応じた「食を中心」とした体験を提供 
 
      ▶日本食グルメ ／ 繁華街まちあるき ／ 買い物 ／ 温泉入浴 ／ 夜景めぐり 
 

     ▶長崎市を訪れた理由：長崎市特有のまちなみへの興味、長崎市のグルメへの興味 
 

     ▶SNSやブログ等での情報収集、発信が多い傾向（※観光庁の調査報告より） 
 
  ❑ターゲットを設定して、テーマ性をもってプログラム化 
 
      ▶リピーターやシニア層：「世界遺産見学」、「キリシタン遺産見学」、「美術館・博物館めぐり」 など 
 

      ▶ターゲットごとにテーマ性をもって、『食体験』＋『見学』＋『市内散策』+『お土産購入』 などを組合わせる（3時間程度） 
 
  ❑地域の活性化につながるよう、長崎市内での購買機会を増やす 
 
      ▶長崎市内での消費金額は、訪問前の想定よりも低い 

3.2 韓国人FITを対象とした体験型旅行商品のモニターツアーの実施 
      及び実施結果の検証 
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（１）目的 

（２）モニターツアーの概要 

▶ 韓国人FIT向けの体験型旅行商品を造成するにあたり、市内の観光資源
を活用した体験の有効性、魅力や課題の抽出、各訪問先の外国人観光
客への対応の検証等を目的として、モニターツアーを実施 

参加者 福岡県内在住の韓国出身者：計２０名 

実施方針 
◇市内を周遊するツアーを複数案企画 
◇国内在住の韓国出身者のモニターが実際にツアーを体験し、体験した内容や訪問先での対応などを評価 
◇ツアー終了後に参加者へのヒアリングを実施し、魅力や改善点等を把握 

コース 

【女性・カップル向け】 
 ①着物で散策＋グルメコース 
   ⇒ 着物に着替え、人力車や路面電車で移動しながら市内のグルメを満喫（参加者４名） 
 ②市内散策＋カフェコース 
   ⇒ 眼鏡橋や浜町をゆったり散策しながらカフェやレストランでグルメを満喫（参加者4名） 
【リピーター・男性・シニア向け】 
 ③日帰り温泉＋グルメコース 
   ⇒ 伊王島で温泉を楽しみ、市内のグルメを満喫するバスツアー（参加者６名） 
 ④長崎文化のある街並み散策コース 
   ⇒ 東山手洋館群や美術館など、長崎特有の風景をめぐり散策（参加者６名） 

⇒ ツアーを体験したモニターからの意見等をもとに、体験型旅行商品を造成 

▲モニターツアーの様子 

3.2 韓国人FITを対象とした体験型旅行商品のモニターツアーの実施 
      及び実施結果の検証 
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3.3 韓国人FIT向け体験型旅行商品の造成 

▶ モニターツアーでの検証結果をもとに、以下の４つの体験型旅行商品を造成 

 韓国人FIT向け体験型旅行商品 

【ターゲット】 
 女性、カップル、若い世代 など 
 

【体験内容（3時間）】 
 

 ＊着物体験  ＊人力車体験 
 ＊長崎市旧香港上海銀行長崎支店記念館 
 ＊食事  ＊出島周辺散策  ＊写真撮影 
 

【価格設定】 
 11,000円程度 

①着物で散策＋グルメ体験 
【ターゲット】 
 女性、カップル、若い世代 など 
 

【体験内容（3時間40分）】 
 

 ＊眼鏡橋・中島川  ＊トルコライス 
 ＊浜町アーケード散策  ＊買い物  ＊カフェ 
  
【価格設定】 
 10,000円程度 

②市内散策＋カフェ体験 

【ターゲット】 
 リピーター、シニア層 など 
 

【体験内容（5時間）】 
 

 ＊オランダ坂  ＊ちゃんぽん 
 ＊東山手甲十三番館（見学・ティーセレモニー） 
 ＊食事  ＊まちなみ散策  ＊写真撮影 
 

【価格設定】 
 7,000円程度 

④長崎文化を感じる街並み散策 
【ターゲット】 
 リピーター、シニア層、家族連れ など 
 

【体験内容（5時間）】 
 

 ＊伊王島灯台  ＊畔の岩這 
 ＊温泉入浴  ＊寿司  ＊写真撮影 
 ＊バスツアーまたはタクシーツアー（ガイド付き） 
 

【価格設定】 
 11,000円程度 

③日帰り温泉＋グルメ体験 
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 韓国人FIT向け体験型旅行商品 

①着物で散策＋グルメ体験 
 【ポイント】 

◇ターゲット：女性、カップル、若い世代 など 
◇所要時間３時間 
◇価格設定：11,000円程度 
◇韓国語通訳＋ガイド付きツアー（地域ボランティア） 
◇FIT旅行者限定、事前予約制 
◇最大参加人数：２～４名 

 【行程・立ち寄り先】 
出発・解散：長崎駅 
 
 出発 
  ▼ 移動 
 着物体験（着替え：40分） 
  ▼ 
 人力車で散策・写真撮影（50分） 
  ▼ 
 食事・写真撮影（60分） 
    ＊パフェ＆レストラン ハワイ出島店 
  ▼ 
 着替え（30分） 
  ▼ 
 到着・解散 

着物の説明や着付け
方法をガイドが解説 

 【ツアー参加費／利益】 

参加人数 原価
2人

(最少催行人数)
4人

路面電車1日乗車券 500 1,000 2,000
着物レンタル 2,000 4,000 8,000
人力車 1,000 2,000 4,000
昼食 1,500 3,000 6,000
通訳（固定費用） 10,000 10,000 10,000
費用合計金額 15,000 20,000 30,000

1,000 ―
10,500 10,500
21,000 42,000
1,000 12,000

4.8 28.6

利益(費用合計金額の5％と仮定)
1人当たりの参加費（固定）
収入
利益
利益率

3.3 韓国人FIT向け体験型旅行商品の造成 
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 韓国人FIT向け体験型旅行商品 

②市内散策＋カフェ体験 

 【ポイント】 
◇ターゲット：女性、カップル、若い世代 など 
◇所要時間３時間40分 
◇価格設定：10,000円程度 
◇韓国語通訳＋ガイド付きツアー（地域ボランティア） 
◇事前予約制 
◇最大参加人数：4～５名 

 【行程・立ち寄り先】 
出発・解散：長崎駅 
 
 出発 
  ▼ 路面電車で移動 
 眼鏡橋周辺の散策・写真撮影（40分） 
  ▼ 
 食事（60分） 
    ＊ツル茶ん：トルコライス 
  ▼ 
 浜町アーケード散策・買い物（60分） 
  ▼ 
 カフェ・写真撮影（60分） 
     ＊パフェオリンピック 
  ▼ 
 到着・解散 

路面電車の歴史や乗車
方法をガイドが解説 

商店街の歴史お店の
概要をガイドが解説  【ツアー参加費／利益】 

参加人数 原価
2人

(最少催行人数)
4人

路面電車1日乗車券 500 1,000 2,000
昼食 1,500 3,000 6,000
カフェ 2,000 4,000 8,000
通訳（固定費用） 10,000 10,000 10,000
費用合計金額 14,000 18,000 26,000

900 ―
9,450 9,450

18,900 37,800
900 11,800
4.8 31.2利益率

利益

利益(費用合計金額の5％と仮定)
1人当たりの参加費（固定）
収入

3.3 韓国人FIT向け体験型旅行商品の造成 
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 韓国人FIT向け体験型旅行商品 

③日帰り温泉＋グルメ体験 

 【ポイント】 
◇ターゲット：リピーター、シニア層、家族連れ など 
◇所要時間５時間 
◇価格設定：11,000円程度 
◇韓国語通訳＋ガイド付きのバスorタクシーツアー 
◇事前予約制 
◇最大参加人数：バスの場合８名以上 
            タクシーの場合4～７名 

 【行程・立ち寄り先】 
出発・解散：長崎駅 
 
 出発 
  ▼ バスまたはタクシーで移動 
 伊王島観光・写真撮影（60分） 
    ＊伊王島灯台、畔の岩這 
  ▼ 
 伊王島温泉（60分） 
  ▼ 
 食事（60分） 
    ＊寿司 みやこ別館 
  ▼ 
 お土産店（40分） 
  ▼ 
 到着・解散 

入浴文化や入浴マ
ナーをガイドが説明 

伊王島の歴史や観光ス
ポットをガイドが解説 

 【ツアー参加費／利益】 

※8名以上でバスを利用 

参加人数 原価
4人

(最少催行人数)
8人

入浴料 800 3,200 6,400
昼食 2,000 8,000 16,000
ジャンボタクシー代（固定費用） 18,000 18,000 ―
バスレンタル代（固定費用） ― ― 30,000
通訳（固定費用） 10,000 10,000 10,000
費用合計金額 30,800 39,200 62,400

1,960 ―
10,290 10,290
41,160 82,320
1,960 19,920

4.8 24.2

利益(費用合計金額の5％と仮定)
1人当たりの参加費（固定）
収入
利益
利益率

3.3 韓国人FIT向け体験型旅行商品の造成 
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 韓国人FIT向け体験型旅行商品 

④長崎文化を感じる街並み散策 
 【ポイント】 

◇ターゲット：リピーター、シニア層 など 
◇所要時間５時間 
◇価格設定：7,000円程度 
◇韓国語通訳＋ガイド付きツアー 
◇最大参加人数の上限なし 

 【行程・立ち寄り先】 
出発・解散：長崎駅 
 
 出発 
  ▼ 路面電車で移動 
 食事（60分） 
    ＊四海楼：ちゃんぽん 
  ▼ 
 まちなみ散策・写真撮影（80分） 
    ＊長崎市旧香港上海銀行長崎支店、オランダ坂 
  ▼ 
 東山手甲十三番館（80分） 
    ＊館内見学、ティーセレモニー 
  ▼ 
 まちなみ散策・写真撮影（30分） 
    ＊東山手洋風住宅群 
  ▼ 
 お土産店（40分） 
  ▼ 
 到着・解散 

路面電車の歴史や乗車
方法をガイドが解説 

各建築物、オランダ坂
の歴史をガイドが解説 

 【ツアー参加費／利益】 

参加人数 原価
4人

(最少催行人数)
8人

路面電車1日乗車券 500 2,000 4,000
昼食 2,000 8,000 16,000
入館料 300 1,200 2,400
カフェ 1,000 4,000 8,000
通訳（固定費用） 10,000 10,000 10,000
費用合計金額 13,800 25,200 40,400

1,260 ―
6,615 6,615

26,460 52,920
1,260 12,520

4.8 23.7

利益(費用合計金額の5％と仮定)
1人当たりの参加費（固定）
収入
利益
利益率

3.3 韓国人FIT向け体験型旅行商品の造成 
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【現状・課題】 
 

 ◆市内を訪れる外国人宿泊客の24.6％が韓国人旅行者 
   ⇒ 国籍別にみると韓国人が第1位 
   ⇒  長崎市版DMOインバウンド戦略でも第1ターゲットに設定、更なる増加が期待 
 
 ◆現状は、グラバー園や出島をはじめ、市内の主要な観光施設に集中 
   ⇒ FITが多く行動の自由度が高いと想定される中、市内での周遊性は低い 
   ⇒ 周遊性の向上、滞在時間の延長、消費の拡大が課題  
【体験型旅行商品造成の効果・期待】 
 

 ◆韓国人旅行者のニーズに対応した商品を造成 
   ⇒ 「食」を中心とした、テーマ性を有する４つの体験型旅行商品 
   ⇒ 市中心部以外への訪問者の増加、韓国人旅行者の満足度の向上が期待 
      ＊SNS等を通じた旅行者目線での情報発信、魅力の訴求も期待 
 
 ◆韓国人FITによる、消費の拡大が期待 
   ⇒ 韓国人旅行者の参加率2％とした場合、年間約1,500人の参加が期待※      
      ⇒ 販売額は10,000円程度、売上は1,500万円程度 
      ＊市中心部だけでなく、市全体での消費拡大が見込まれる 
   ⇒ 長崎市版DMOの収益事業であり、DMOを中心とした取組み拡大が期待 

 
                                                                                                ※平成28年度の韓国人宿泊客数76,262人×2％で試算 

❏検討のまとめ 

3.3 韓国人FIT向け体験型旅行商品の造成 



23 

４. 長崎ブランド戦略の策定 
【検討の流れ】 

◆国内外からの「訪問者」の視点から、長崎市観光のイメージ等を把握するための調査を実施 
 

   【対象者】 国内（首都圏）および海外在住者：計10地域   【サンプル数】 合計：1,050サンプル 

（１）国内外を対象としたインターネットによる調査・検証 

◆地域ブランディング検討の参考となる他地域の取組みの内容、ポイント等を整理・分析 
 

   【対象地域】 計７地域（東京都、沖縄県、岐阜県、金沢市、函館市、尾道市、横浜市） 

（２）地域のブランディングに関する国内外の先進的事例の調査・分析 

◆長崎市観光のコンセプトに基づく、観光振興を図るための「長崎ブランド戦略」を策定 

（４）長崎ブランド戦略策定 

※検討の基礎資料と 
  なる情報を収集 

※検討の参考となる 
  情報を整理 

◆地域関係者等とのワークショップを３回開催し、長崎市観光の核となる『メインコピー』を検討 

（３）地元関係者、専門家を交えたワークショップの開催 
※観光ｺﾝｾﾌﾟﾄの検討 

◆観光コンセプトの認知度向上、一体的な取組みを推進するための制度の仕組み等を検討 

（５）「ブランド認定制度」構築に向けた検討 

※結果のとりまとめ 
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（１）調査の目的 

（２）調査の概要 

▶長崎ブランド戦略の策定に向けた検討に係る基礎資料として、国内外の対象地域に居住する
「訪問者」の視点から、多様な資源を有し分散している「長崎市観光のイメージ」、「長崎市へ
の来訪意向」等を把握することを目的としたアンケート調査を実施 

項目 内容 

対象者 
◇対象地域在住者（国内／海外、合計１０地域） 
   ①国内 ⇒ 関東（東京都）、関西（大阪府） 
   ②海外 ⇒ 韓国、台湾、タイ、フィリピン、ベトナム、米国、豪州、欧州（イギリス、フランス、ドイツ） 
◇海外在住者は、有益な回答を得ることができるよう、「訪日経験者（過去３年以内）」をスクリーニング調査で抽出 

サンプル数 合計1,050サンプル 
  ＊各地域100サンプルずつ設定（欧州は、イギリス、フランス、ドイツを50サンプルずつ回収） 

実施方法 WEB上で設問に回答可能なアンケートフォームを構築し、条件に対応したモニターが各設問に回答 
  ＊多言語化した調査画面を構築（英、韓、繁体、タイ、ベトナム、仏、独、日） 

調査期間 10月27日（金）～11月2日（金） 

質問項目 

①個人属性 
  年齢／性別／国籍／日本国内への訪問経験・訪れた時期／情報収集手段・媒体（旅行前・旅行中） 
②長崎市の観光のイメージ 
  長崎市の認知度／長崎市への訪問経験／長崎市内の観光に関する要素の魅力度（７段階評価）／ 
  最も魅力の高い観光コンテンツ／長崎市への来訪意向／魅力を感じるビジュアルイメージ 

4.1 国内外を対象としたインターネットによる調査及び調査結果の検証 



（３）調査結果の概要 
 

◆長崎市内の観光要素の魅力度 
 

  市内の観光要素の魅力度は、「夜景」、「街並み」、「歴史・文化」 
    に対する評価が比較的高い傾向 
 

    ⇒特に、 「夜景」、「食」は “非常に魅力を感じる” という回答が多い 
 

  【居住地ごとの傾向】 
   国内：夜景／食／歴史・文化／街並み     台湾：街並み／夜景／歴史・文化 
   韓国：食／夜景                                東南アジア：歴史・文化／街並み 
      欧州：夜景／祭り・イベント                    米・豪：夜景／歴史・文化／街並み 
 
◆観光要素の内、最も魅力に感じ、実際に訪れて体験したいコンテンツ 
 

  最も魅力を感じるコンテンツは、「歴史・文化」、「街並み」、「食」を 
    挙げる意見が比較的多い 
 

  【居住地ごとの傾向】 
   国内：食／歴史・文化       台湾：街並み／夜景 
   韓国：食／街並み          東南アジア：歴史・文化／街並み 
    欧州：歴史・文化／街並み   米・豪：街並み／歴史・文化 
 
◆魅力的なビジュアルイメージ 
 

  魅力的なビジュアルイメージは、「夜景」、「卓袱料理」、「大中尾棚田」、「どんどん坂」を挙げる意見が多い 
 

  【居住地ごとの傾向】 
   国内：夜景／平和公園／ちゃんぽん   台湾：夜景／卓袱料理／温泉           韓国：卓袱料理／夜景／ちゃんぽん 
   東南アジア：夜景／卓袱料理        欧州：夜景／大中尾棚田／卓袱料理      米・豪：夜景／大中尾棚田／どんどん坂 
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▼長崎市内の観光要素の魅力度 

n=1,050 

▼最も魅力に感じ、実際に訪れて体験したいもの 

n=1,050 

4.1 国内外を対象としたインターネットによる調査及び調査結果の検証 



（１）調査の目的 
▶「長崎観光ブランド戦略」の策定にあたり、観光に係る地域ブランディングを実践している他地域の事

例から、本検討の参考となる取組みの内容や仕組み、ポイント等を整理・分析。 

（２）調査方法 
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◆対象地域の選定 

◆情報収集（文献、WEB、ヒアリング） 
   【調査項目】  
      戦略の目的／地域の課題／目標設定／ 
      地域の魅力／ブランドコンセプト／ 
      ターゲット／プロモーション方針 等 

◆結果のとりまとめ 
◆長崎ブランド戦略策定に向けて参考となる 
   ポイントの分析 

▶専門家へのヒアリングを踏まえ、先進地域
3件、類似地域4件を選定 

    【先進地域】 
       東京都、沖縄県、岐阜県 
    【類似地域】 
       金沢市、函館市、尾道市、横浜市 
 
▶文献調査、先進地域等へのヒアリングをも

とに取組み内容を整理 

▶調査結果や学識経験者、専門家の意見
を踏まえ、長崎ブランド戦略策定に向けて
参考となるポイントを分析 

4.2 地域ブランディングに関する先進的事例の調査・分析 



（３）長崎ブランド戦略策定に向けて参考となるポイント 
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 ◆ブランドコンセプト（地域の魅力の説明文）検討の考え方 
    ＊旅行者が地域で体験、経験できることを表現（東京都、岐阜県） 

    ＊地域の魅力の根底にある「地域性」「生活文化」に着目（沖縄県、金沢市） 

 ◆キャッチコピーの検討の考え方 
    ＊「地域性」や「街の姿」を表現 
       例：『Be.Okinawa』…フレンドリーであたたかな沖縄を表現 
          『＆TOKYO』…様々なものが出会い、新しい楽しさを作り出す街を表現 
    ＊地域関係者等が利用しやすいブランドロゴの作成・運用（東京都、沖縄県） 

    ＊キャッチコピー、ブランドロゴ、キービジュアルなどを組み合わせてPRに活用（沖縄県） 

 ◆地域内外へのブランドの発信 
    ＊地域の魅力やブランドコンセプト、取組みの内容等を伝えるHPの開設（東京都、沖縄県） 

4.2 地域ブランディングに関する先進的事例の調査・分析 



【ワークショップの開催概要】 

▲第１回ワークショップの様子 
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回数 開催日 検討内容 

第1回 平成29年12月6日 

 
◇検討主旨の説明 
◇地域ブランド戦略策定に向けた考え方 
   ＊株式会社JTB 山下氏（ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ）による講演 
◇長崎市内の観光に係る動向等の共有 
◇議論・検討 

第2回 平成30年1月23日 

 
◇前回の議論の振り返り  
◇他地域の観光ブランド化に向けた取組みの事例の紹介 
◇議論・検討 
 

第3回 平成30年2月16日 

 
◇前回の議論の振り返り  
◇議論・検討 
 

検討のゴールの共有 
長崎市の観光を構成する要素の洗い出し 

長崎市の観光のコンセプトとなる 
具体的なキーワードの抽出 

長崎市全体の観光ブランドを表現する 
コンセプト・キーコピーの決定 

▶ 計３回のワークショップを開催し、国内・海外からの来訪客に対して、長崎市の魅力を訴求するための、 
   長崎市観光の核となる『メインコピー』を検討 

▲第２回ワークショップの様子 

▲第３回ワークショップの様子 

4.3 地域関係者とのワークショップの開催 



4.4 長崎ブランド戦略の策定 

◇地域外のひとに長崎の魅力をアピールし付加価値を高めるための活動 
◇地域のオリジナリティ＝コアコンセプトとして規定 
◇地域ブランドの策定はマーケティングに直結。ブランド戦略が実践としてのマーケティングに 
  つながる 
◇ブランドを展開するために、地域の意識醸成が必須であり、コンベンション協会が推進の 
  ための母体として運営 

マーケティング 
コンテンツ作り 

ブランディング 
（戦略） 

意識醸成 
（ｲﾝﾅｰﾌﾞﾗﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ） 

外向き 

今年度の検討対象 

✔ 観光に関わる事業者や住民が“ブランド”を認識し、広げる 
✔ 誰もが“ブランド”のコンセプトを理解し、その意味や意義を説明できる 
✔ ロゴなどを使って内外への発信を実行している 

✔ “ブランド”コンセプトに合致したプロモーションを実施する 
✔ “ブランド”を伝えることによって、観光客等にまちの良さが明確に伝わる 
✔ “ブランド”の推進が、観光客の増加や消費額の増加につながっている 

内向き 

プロモーション等 
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（１）地域ブランディングの考え方 



【観光のブランド化とは？】 
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長崎市観光のブランドコンセプトの考え方 

◇地域外の人に長崎の魅力をアピールし付加価値を高めるための活動 
◇地域のオリジナリティ＝コアコンセプトとして規定 
◇地域ブランドの策定は、マーケティングに直結 
◇ブランド展開には『地域の意識醸成が必須』であり、長崎市版DMOが推進のための母体を担う 

【コンセプト・キーコピーの前提条件】 
①観光客などの地域外の人が、コンセプトを見たときに、『長崎市の魅力』をイメージできること 
   ▶国内、海外の観光客に理解しやすいキーワードとすること 
 

②長崎市の魅力全体を表現しているキーワードであり、直接的、間接的に長崎の数々の魅力を連想できること 
   ▶ひとつのキーとなるコピーとそれを補足するサブコピー 
 

③誰もが理解しやすく、関係者などが共通認識をもてること 
   ▶コピーやブランドの背景を説明することができる ▶説明する文章が明確に示されている  ▶ロゴやキービジュアルを設定 

【長崎市観光のコンセプト（検討成果）】 

Open NAGASAKI 

（２）長崎市観光のブランドコンセプトの検討 

4.4 長崎ブランド戦略の策定 
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ブランドコンセプトがもつ意味 

【長崎市観光のコンセプト】 

Open NAGASAKI 
【ブランドコンセプトに込めた思い】 

▶ 地域内外へのコンセプトの浸透を図るため、ブランドコンセプトに込めた思いを整理 

 長崎市は古くから港町として栄え、鎖国の時代も含めて多くの外国人や日本人が集い、交流してきた『開か
れた』まちです。長崎の人々はいつでも門戸を『開き』、これら様々人々やその文化をあたたかく迎え入れてきま
した。この気質は現在も受け継がれており、気さくであたたかい長崎の人々と過ごすとき、まるで自分のまちにい
るかのように感じることでしょう。 
 
 また、長崎の人々が受け入れてきた多様な文化は、長い年月をかけてこの地に溶け込み、混ざり合うことで、
新たなものへと進化を遂げて現在に引き継がれています。これに地理的・歴史的産物が加わり、長崎は独特
かつ多種多様な魅力で満ちあふれています。 
多彩な食文化、伝統工芸、お祭りや世界遺産など異文化の香りがただよう文化遺産の数々、美しい自然景
観、夜景、路面電車や坂のある趣のあるまちなみ、そして戦争の爪痕とこれを乗り越え復活した後世に引き継
ぐべき軌跡・・・独特かつ多種多様な魅力が詰まった長崎は、あたかも１つの宝箱のようです。 
 
長崎という宝箱を『開けて』みませんか。もう一つの自分のまちでここにしかない宝物を見つけてください。 

4.4 長崎ブランド戦略の策定 
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▶ これまでの検討成果を用いて、長崎市の観光ブランドを地域内外に発信し、浸透を図っていくため 
    の指針となる、『長崎観光ブランド戦略』を策定 

１．長崎ブランド戦略策定の背景 
 （１）長崎市の観光の現状と課題認識 
    ＊入込客数と観光客の動向 ＊長崎市内の観光資源・魅力     ＊長崎市の観光のイメージ 
    ＊観光に係る動向・今後への期待 ＊観光振興に向けた『課題認識』 
 

 （２）地域DMOを中心とした観光振興の取組み 
     ＊長崎市版DMOの機能・戦略 ＊長崎市版DMOに期待される役割 
 
２．長崎ブランド戦略の概要 
 （１）長崎市観光のコンセプト 
     ＊メインコピー 『Open NAGASAKI』 
    ＊メインコピーに込めた思い ＊観光コンセプトの活用方法 
 

 （２）コンセプトに基づく今後の取り組み方針 
    ＊ロゴ・キービジュアル等の制作   ＊インナープロモーションの強化 
    ＊プロモーションツールの作成・発信   ＊新たな観光プログラムの造成 
    ＊「ブランド認定制度」の構築 

長崎市 『観光ブランド戦略』 ～長崎市版DMOを中心としたさらなる観光振興に向けて～ 

【構成および内容】 

（４）長崎観光ブランド戦略の作成 

4.4 長崎ブランド戦略の策定 
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▼策定したブランド戦略のイメージ 

4.4 長崎ブランド戦略の策定 
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▶ 長崎市の観光ブランドのアイデンティティを体現する質の高いモノ・コトづくりを推進する仕組みとして、『ブランド認定制度』
の構築に向けた検討を実施 

 
▶ 具体的には、長崎市の観光コンセプトとして検討した『Open NAGASAKI』を地域内の観光関係者と共有し、コンセプ

トに基づく一体的な取組みを推進するための制度として、長崎国際観光コンベンション協会との協議のもと、ロゴの使用
規定に係る申請や認定の仕組み、様式等を検討 

 

 ①「認定制度」としての基本方針の検討 
 

   ⇒ 観光振興のためのコンセプト の認知度向上・普及が目的 
   ⇒ 対象を限定せず、広く市内各所で活用できる仕組みを検討 
 
 ②「認定制度」を次年度以降推進するための運営方法の検討 
 

   ⇒ 運営事務は、長崎国際観光コンベンション協会が実施 
      ⇒ 趣旨に合致しないものに対しては認定しない、もしくは認定 
          済みのものでも使用を禁ずる仕組みとしての運用を検討 
 
 ③「認定制度」の概要・申請様式の検討 
 

   ⇒ 次年度からの「認定制度」の運営に向け、規定および様式の 
          案を作成 
 
 ④次年度以降の「認定制度」創設に向けた課題の整理 

（１）検討事項 

▲「認定制度」の規定の作成イメージ 

申請者
事務局
長崎国際観光
コンベンション

協会

①書面による申請

②書面審査

③審査結果の通知

④使用の差止め通知
（非適合の場合）

▲申請から認定までの手順 

4.5 「ブランド認定制度」構築に向けた検討 



（２）次年度以降の「認定制度」創設に向けた課題の整理 
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▶ 長崎市における観光に係る「ブランド認定制度」を次年度以降創設し、運営していくにあたり、課題として考えら
れる事項を抽出・整理 

 

 ①観光コンセプト『Open NAGASAKI』のロゴの作成 
 

  ＊本検討では、 『Open NAGASAKI』 の認知度向上・普及を目的として実施 
  ＊今後の認知度向上・普及を図るためには、まずロゴやキービジュアル、ロゴの使用に係るガイドラインなどの整備が必要不可欠 
  ＊次年度、できるだけ早期にこれらの整備を行うことが必要  ⇒ 実際の活用にあたり「認定制度」を導入 
 
 ②「認定制度」を運営する体制の構築 
 

  ＊できるだけ多くの観光関連事業者に『Open NAGASAKI』 のロゴを使用してもらうことが重要 
    ⇒ 書面での使用申請、書面審査を経て、ロゴの使用を承認する仕組みとして検討 
  ＊「認定制度」の運営は、長崎国際観光コンベンション協会が実施することとなるが、多くの事業者からの申請に対応し、申請 
    受付から審査、承認に至る一連の作業を滞りなく行うための体制の構築が必要不可欠 
 
 ③品質等の管理 
 

  ＊『Open NAGASAKI』 の認知度向上・普及を図るため、広くロゴの使用を認めることを前提とする一方で、質の確保は 
       重要な視点 
  ＊「認定制度」を推進する中で、趣旨に合致しないものへの「使用の差止め通知」の基準や最適なタイミング等の明確化が課題 
 
 ④プロモーションの強化 
 

  ＊『Open NAGASAKI』 の認知度向上・普及、「認定制度」の効果的な運用を実現するためには、申請数の確保につなが 
       るよう、観光コンセプトやロゴを含め、「認定制度」に係る積極的なプロモーション展開が必要不可欠 

4.5 「ブランド認定制度」構築に向けた検討 



５. 地域報告会の開催 
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目 的 

・本事業の検討結果の説明および地域関係者との共有 
  ⇒ 欧米豪クルーズ船乗客を対象とした体験型旅行商品の造成 
  ⇒ 韓国人FITを対象とした体験型旅行商品の造成 
   ⇒ 長崎ブランド戦略策定 
・策定した「長崎ブランド戦略」の浸透および検討結果の地域関係者との共有 

日 程 

平成30年3月8日（木）14:30～16:00 
 
 『プログラム』 14:30～14:40  開会・挨拶 
         14:40～15:50  成果報告 
         15:50～16:00  質疑応答・閉会 

会 場 長崎県美術館 ２階ホール 

対象者 長崎市内の観光関連事業者の方 

参加者 計42名（交通事業者、宿泊事業者、旅行会社、行政関係者  等） 

▶ 本事業において実施した各種調査や欧米豪、韓国FITを対象とした体験型旅行商品造成の結
果、策定した「長崎ブランド戦略」の浸透および検討結果の共有を図ることを目的として、地域関
係者を対象とした報告会を開催 

【地域報告会の概要】 

▲地域報告会の様子 



６. 本検討の成果・まとめ 

❑長崎市のさらなる観光振興に向けて、市全体の魅力を統一的に発信するための 
  『長崎観光ブランドコンセプト』 および 『長崎観光ブランド戦略』 を策定 
 

  Open NAGASAKI 
 
      ▶次年度以降、長崎市版DMOを中心に、観光コンセプトに基づく“地域が一体となった取組み”を推進 
 

    ▶観光コンセプトの認知度向上・普及を図るための「ロゴ」や「キービジュアル」等を次年度作成予定 

 
❑今後の観光振興の取組み検討の基礎資料となるデータ等の収集整理 
 
    ▶国内外在住の「来訪者」の視点からみた長崎市観光のイメージ、ニーズ等を調査をもとに分析 
 

       ▶調査結果等を参考に、来訪客の誘客促進、市内の観光振興、地域経済の活性化につながる継続的な 
          取組みが期待される 

 
❑観光振興に向けた重要なマーケットとなる、「外国人観光客」や「クルーズ船乗客」 
   の満足度向上につながる新たな体験型旅行商品の造成 
 
    ▶ニーズや行動特性に対応した市内の観光コンテンツとなる体験型旅行商品を造成 
 

    ▶販売・展開に向けた関係者との最終調整、観光コンセプトと連携した仕組み・積極的なプロモーションが必要 
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