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調査手法 デスクリサーチ（2次データ利用）

対象エリア 10地域＋日光市 計11地域

調査内容

デスクリサーチ《10地域＋日光市 計11か所》
1. 延べ宿泊客数、日帰り客数、入れ込み客数、観光消費額の2007年・2015～2017年データ
2. 地域での取り組み記事まとめ

(リソース：新聞、雑誌、専門誌の情報を使用予定)
<検索対象媒体>
電通所蔵の雑誌・図書 約5.4万冊
「ELNET」 【新聞】【雑誌】として検索 新聞約100紙、雑誌約50誌(2017年7月)
「日経テレコン」 【新聞】【雑誌】を対象として検索

<検索方法>
直近2年程度を中心に
【地名】＊【観光orインバウンド or訪日外国人or旅行】＊【施策or取り組みor キャンペーンor誘引orサービス】
複数のキーワードの組み合わせを変えて、検索し外国人受け入れに関する記事を担当者がチェックしピックアップ。

3. 旅行情報プラットホームでの取り上げられ方
<収集媒体>
-ロンリープラネット
-ジャパンガイド
-トリップアドバイザー
-Air BnB
-自治体旅行HP（英）



対象エリア
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栃木県日光市

長野県北安曇郡白馬村

石川県金沢市

岐阜県高山市

広島県広島市

静岡県熱海市

山梨県南都留郡富士河口湖町

三重県伊勢市

長野県松本市

神奈川県足柄下郡箱根町

神奈川県鎌倉市



サマリー
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延べ宿泊客数（日本人＋外国人）

-6-

栃木県

日光市

長野県

北安曇郡白馬

村

長野県

松本市

石川県

金沢市

岐阜県

高山市

広島県

広島市

神奈川県足柄

下郡箱根町

神奈川県

鎌倉市

静岡県

熱海市

山梨県

南都留郡

富士河口湖町

三重県

伊勢市

2007年 3,695,682 2,763,000 2,497,000 2,190,000 4,722,000 304,544 2,939,341 1,843,337

2017年 3,440,959 3,172,000 3,460,000 2,213,000 5,344,000 4,693,513 320,527 3,018,531 2,566,540 585,535

対10年前 93.1% 114.8% 138.6% 101.1% 99.4% 105.2% 102.7% 139.2%

対前年2017年 97.7% 104.1% 99.5% 100.9% 98.5% 108.2% 95.2% 97.9% 90.2% 117.6%
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日本全体（対10年前）
164.7％：309,381,780人

日本全体（対前年2017年）
103.5％／509,596,860人



延べ宿泊客数（日本人）
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日本全体（対10年前）
149.9％：286,727,440人

日本全体（対前年2017年）
101.6％／429,906,270人

（人）

栃木県

日光市

長野県

北安曇郡白馬

村

長野県

松本市

石川県

金沢市

岐阜県

高山市

広島県

広島市

神奈川県足柄

下郡箱根町

神奈川県

鎌倉市

静岡県

熱海市

山梨県

南都留郡

富士河口湖町

三重県

伊勢市

2007年 3,612,297 2,725,269 2,057,700

2017年 3,339,255 3,009,572 2,745,237 1,699,521 4,469,790 4,148,001 2,985,668 1,917,383

対10年前 92.4% 110.4% 82.6%

対前年2017年 97.4% 103.5% 102.1% 98.1% 93.7% 107.0% 98.7% 86.7%
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延べ宿泊客数（外国人）
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栃木県

日光市

長野県

北安曇郡白馬村

長野県

松本市

石川県

金沢市

岐阜県

高山市

広島県

広島市

神奈川県足柄下

郡箱根町

神奈川県

鎌倉市

静岡県

熱海市

山梨県

南都留郡

富士河口湖町

三重県

伊勢市

2007年 83,385 40,967 37,731 132,300 255,394

2017年 101,704 113,970 162,428 448,267 513,479 874,210 545,512 32,863 649,157

対10年前 122.0% 278.2% 430.5% 388.1% 342.3%

対前年2017年 110.0% 109.3% 115.4% 113.1% 111.3% 133.3% 118.0% 56.2% 102.4%
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日本全体（対10年前）
351.8％：22,654,340人

日本全体（対前年2017年）
114.8％／79,690,590人

（人）

2007年
栃木県

日光市

長野県

北安曇郡白馬村

長野県

松本市

石川県

金沢市

岐阜県

高山市

広島県

広島市

神奈川県足柄下郡

箱根町

神奈川県

鎌倉市

静岡県

熱海市

山梨県

南都留郡

富士河口湖町

三重県

伊勢市

アジア 71.8 53.3 41.9 - 61.4 - - - - - -

欧州 9.1 6.8 6.4 - 18.3 - - - - - -

米豪 13.7 35.3 11.3 - 18.2 - - - - - -

その他外国 5.3 4.6 40.4 - 2.0 - - - - - -

2017年
栃木県

日光市

長野県

北安曇郡白馬村

長野県

松本市

石川県

金沢市

岐阜県

高山市

広島県

広島市

神奈川県足柄下郡

箱根町

神奈川県

鎌倉市

静岡県

熱海市

山梨県

南都留郡

富士河口湖町

三重県

伊勢市

アジア 64.2 44.4 57.0 53.0 57.4 - - - - 65.8 -

欧州 13.8 6.2 11.0 18.6 16.8 - - - - 3.2 -

米豪 14.9 45.8 11.8 14.8 9.3 - - - - 4.5 -

その他外国 7.1 3.6 20.2 13.6 16.6 - - - - 26.5 -



延べ宿泊客数
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●日本全体の延べ宿泊者数は、2007年では30,938万人、 2017年50,960万人。10年前比164.7％の増加、 前年比103.5％の増加。

●エリア別での延べ宿泊客数（実数）は、2007年では神奈川県箱根町が472万人と最も高く、次いで栃木県日光市が366万人となっている。2017年

では広島県広島市が534万人と最も高く、次いで神奈川県箱根町が469万人となっている。

●エリア別での延べ宿泊客数（伸び率）は、対前年では三重県伊勢市が117.6％と最も高く、次いで神奈川県箱根町市が108.2％となっている。対10

年前では山梨県富士河口湖町が139.2％と最も高く、次いで石川県金沢市が138.6％となっている。

日光市の延べ宿泊客数は、2007年366万人、 2017年344万人と10年間で22万人の減少。10エリア中4番目。
伸び率では、日本全体が増加傾向にあるのに対し、前年比98％、対10年前比93％と下降傾向にある。

延べ宿泊客数（日本人＋外国人）

延べ宿泊客数（日本人）

●日本全体の延べ宿泊者数は、2007年では28,673万人、 2017年42,991万人。10年前比149.9％の増加、前年比101.6％の増加。

●エリア別での延べ宿泊客数（実数）は、2007年では栃木県日光市が361万人と最も高く、次いで長野県松本市が273万人となっている。2017

年では広島県広島市が447万人と最も高く、次いで神奈川県箱根町が415万人となっている。

●エリア別での延べ宿泊客数（伸び率）では、対前年増加比は神奈川県箱根町が107.0％と最も高く、次いで長野県松本市が103.5％となって

いる。対10年前増加比では、長野県松本市が110.4％と最も高く、次いで栃木県日光市が92.4％となっている。

日光市の延べ宿泊客数は、2007年361万人、 2017年334万人と10年間で27万人の減少。8エリア中３番目。
伸び率では、日本全体が増加傾向にあるのに対し、前年比97％、対10年前比93％と下降傾向にある。

延べ宿泊客数（外国人）

●日本全体の延べ宿泊者数は、2007年では2,265万人、 2017年7,969万人と10年前比351.8％の増加、前年比114.8％の増加。

●エリア別での延べ宿泊客数（実数）は、2007年では広島県広島市が26万人と最も高く、次いで岐阜県高山市が13万人となっている。2017年

では広島県広島市が87万人と最も高く、次いで山梨県富士河口湖町が65万人となっている。

●エリア別での延べ宿泊客数（伸び率）では、対前年増加比は広島県広島市が133.3％と最も高く、次いで神奈川県箱根町が118.0％となって

いる。対10年前増加比では、長野県松本市が430.5％と最も高く、次いで岐阜県高山市が388.1％となっている。

日光市の延べ宿泊客数は、2007年8万人、 2017年10万人と10年間で2万人の増加、9エリア中7番目となっている。
伸び率では、前年比110％、対10年前比122％と上昇傾向にあるが、日本全体の伸び率には及ばない。



入れ込み客数（日本人＋外国人）
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栃木県

日光市

長野県

北安曇郡白馬

村

長野県

松本市

石川県

金沢市

岐阜県

高山市

広島県

広島市

神奈川県足柄

下郡箱根町

神奈川県

鎌倉市

静岡県

熱海市

山梨県

南都留郡

富士河口湖町

三重県

伊勢市

2007年 11,273,327 2,505,600 5,718,559 7,522,000 4,345,000 10,624,000 20,262,000 18,685,598 6,570,444 6,393,117

2017年 12,098,713 2,182,000 11,333,000 10,221,000 4,623,000 13,414,000 21,520,000 20,423,829 6,370,153 4,585,663 6,063,904

対10年前 107.3% 87.1% 198.2% 135.9% 106.4% 126.3% 106.2% 109.3% 97.0% 71.7%

対前年2017年 106.2% 106.4% 100.7% 98.9% 102.5% 106.4% 110.0% 96.0% 96.9% 100.7% 94.5%
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日本全体（対前年2017年）
101.7%／676,201,073人



入れ込み客数
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●日本全体の延べ入れ込み客数は、2017年67,620万人。前年比101.7％の増加。

●エリア別での延べ宿泊客数（実数）は、2007年では神奈川県箱根町が2,026万人と最も高く、次いで神奈川県鎌倉市が1,869万人となっている。

2017年では神奈川県箱根町が2,152万人と最も高く、次いで神奈川県鎌倉市が2,042万人となっている。

●エリア別での延べ宿泊客数（伸び率）は、対前年増加比では神奈川県箱根町が110.0％と最も高く、次いで長野県白馬村、広島県広島市が

106.4％となっている。対10年前増加比では長野県松本市が198.2％と最も高く、次いで石川県金沢市が135.9％となっている。

日光市の延べ入れ込み客数は、2007年では、1,127万人、2017年では1,210万人と10年間で83万人の増加。
11エリア中4番目となっている。
伸び率では、前年比106.2％、対10年前比107.3％と上昇傾向にあり、前年比では日本全体の伸び率を上回る。

入れ込み客数（日本人＋外国人）



観光消費額-宿泊-（日本人＋外国人）

-12-

栃木県

日光市

長野県

北安曇郡白馬村

長野県

松本市

石川県

金沢市

岐阜県

高山市

広島県

広島市

神奈川県足柄下

郡箱根町

神奈川県

鎌倉市

静岡県

熱海市

山梨県

南都留郡

富士河口湖町

三重県

伊勢市

2007年 14,964 27,961 14,770 34,320 23,601

2017年 35,153 20,918 13,082 34,382 17,250 33,123 31,997 30,138

対10年前 87.4% 123.0% 116.8% 93.2%

対前年2017年 133.7% 99.2% 96.2% 94.7% 79.7% 137.3% 107.0%
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日本人（対10年前）
102.7%／48,412円

日本人（対前年2017年）
101.0%／49,732円



観光消費額-宿泊-（外国人）

-13-

（1人当たり：円）

栃木県

日光市

長野県

北安曇郡白

馬村

長野県

松本市

石川県

金沢市

岐阜県

高山市

広島県

広島市

神奈川県足

柄下郡箱根

町

静岡県

熱海市

山梨県

南都留郡

富士河口湖

町

三重県

伊勢市

2007年

2017年 22,277

対10年前

対前年2017年 106.0%
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中国 台湾 韓国 タイ 米国 豪州 英 仏 西

2007年 176,784 103,888 80,875 143,424 159,414 169,445 160,603 232,668

2017年 230,382 125,847 71,795 126,569 182,071 225,845 215,392 212,442 212,584

対10年前 130.3% 121.1% 88.8% 88.2% 114.2% 133.3% 134.1% 91.3%

対前年2017年 99.5% 100.0% 102.2% 99.2% 106.2% 91.5% 118.5% 112.4% 94.9%
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外国人消費金額 国別

外国人（対10年前）
115.4%／133,426円

外国人（対前年2017年）
98.7%／153,921円



栃木県

日光市

長野県

北安曇郡白馬村

長野県

松本市

石川県

金沢市

岐阜県

高山市

広島県

広島市

神奈川県足柄下

郡箱根町

神奈川県

鎌倉市

静岡県

熱海市

山梨県

南都留郡

富士河口湖町

三重県

伊勢市

2007年 3,243 8,108 8,411 7,070

2017年 7,661 1,937 7,441 5,330 7,990 8,263

対10年前 59.7% 91.8% 95.0%

対前年2017年 111.6% 102.7% 80.0% 79.6% 96.5% 100.8%
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観光消費額-日帰り-（日本人＋外国人）
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日本人（対10年前）
96.3%／16,122円

日本人（対前年2017年）
99.5%／15,526円

（1人当たり：円）



観光消費額

-15-

●日本全体の延べ観光消費額（宿泊）は、2007年では48,412円、 2017年49,732円。10年前比102.7％の増加、 前年比101.0％の増加。

●エリア別では栃木県日光市が35,153円と最も高く、次いで岐阜県高山市が34,382円となっている。

●エリア別での延べ観光消費額（宿泊）の伸び率は、対前年増加比では静岡県熱海市が137.3％と最も高く、次いで栃木県日光市が133.7％となっ

ている。対10年前増加比では岐阜県高山市が123.0％と最も高く、次いで広島県広島市が116.8％となっている。

日光市の延べ観光消費額（宿泊）は、2017年35,153円と8エリア中トップだが、日本全体の金額には約1.5万円及ば
ない。伸び率では、前年比133.7％と日本全体の伸び率を30％以上上回る。

観光消費額-宿泊-（日本人＋外国人）

観光消費額-宿泊-（外国人）

観光消費額-日帰り-（日本人＋外国人）

日光市の延べ観光消費額（日帰り）は、 2017年7,661円と6エリア中3番目。伸び率では、前年比111.6％。
日本全体の金額には約8000円及んでいないが、伸び率は上回る。

●日本全体の延べ観光消費額（宿泊）は、2007年では133,426円、 2017年153,921円。10年前比115.4％の増加、 前年比98.7％と減少。

●国別の延べ観光消費額（宿泊）は、2007年では仏国人が232,668円と最も高く、次いで英国人が160,603円となっている。2017年では中国人が

230,382円と最も高く、次いで豪州人が225,845円となっている。

●国別の延べ観光消費額（宿泊）の伸び率は、対前年増加比では英国人が118.5％と最も高く、次いで仏国人が112.4％となっている。対10年前増

加比では豪州人が133.3％と最も高く、次いで英国人が134.1％となっている。

外国人の延べ観光消費額（宿泊）は、2017年では日本全体で約15万円と10年間で約2万円の上昇がみられる。
前年比では98.7％とやや下降傾向。中国人、豪州人の消費金額が高く、前年伸び率では英国人、仏国人が高い。

●日本全体の延べ観光消費額（日帰り）は、2007年では16,122円、 2017年15,526円。10年前比96.3％と減少、 前年比99.5％と減少。

●エリア別での延べ観光消費額（日帰り）は、2007年では静岡県熱海市が8,411円と最も高く、次いで岐阜県高山市が8,108円となっている。2017

年では三重県伊勢市が8,263円と最も高く、次いで静岡県熱海市が7,990円となっている。

●エリア別での延べ観光消費額（日帰り）の伸び率は、対前年増加比では栃木県日光市が111.6％と最も高く、次いで長野県松本市が102.7％と

なっている。対10年前増加比では静岡県熱海市が95.0％と最も高く、次いで岐阜県高山市が91.8％となっている。



宿泊比率／インバウンド比率
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栃木県

日光市

長野県

北安曇郡

白馬村

長野県

松本市

石川県

金沢市

岐阜県

高山市

広島県

広島市

神奈川県

足柄下郡

箱根町

神奈川県

鎌倉市

静岡県

熱海市

山梨県

南都留郡

富士河口

湖町

三重県

伊勢市

2017年宿泊客数（日本人含む）／

入込客数
28.4% 28.0% 33.9% 47.9% 39.8% 21.8% 1.6% 47.4% 56.0% 9.7%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

栃木県

日光市

長野県

北安曇郡白

馬村

長野県

松本市

石川県

金沢市

岐阜県

高山市

広島県

広島市

神奈川県足

柄下郡箱根

町

神奈川県

鎌倉市

静岡県
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山梨県

南都留郡

富士河口湖

町

三重県

伊勢市

2017年宿泊客数（外国人のみ）／

宿泊客数（日本人含む）
3.0% 5.1% 13.0% 23.2% 16.4% 11.6% 1.1% 25.3%
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2017年宿泊客数（外国人のみ）／宿泊客数（日本人含む）



宿泊比率／インバウンド比率
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●エリア別の入れ込み客数のうちの宿泊比率は、2017年では山梨県富士河口湖町が56.0％と最も高く、次いで岐阜県高山市47.9％、静岡県熱海市

47.4％と続く。宿泊比率が低いのは、神奈川県鎌倉市1.6％。

日光市の入れ込み客数のうちの宿泊比率は、2017年では28.4％と10エリア中６番目となっている。

2017年宿泊客数（日本人含む）／入れ込み客数

日光市の宿泊客のインバウンド比率は、2017年では3.0％と8エリア中7番目と低い。

2017年の宿泊客のインバウンド比率
宿泊客数（外国人のみ）／宿泊客数（日本人含む）

●エリア別の宿泊客のインバウンド比率は、2017年では山梨県富士河口湖町が25.3％と最も高く、次いで岐阜県高山市23.2％、広島県広島市

16.4％と続く。宿泊比率が低いのは、静岡県熱海市1.1％。



【日光市内エリア別】延べ宿泊客数
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今市地

域

日光地

域

藤原地

域

足尾地

域

栗山地

域

2007年 86,026 1,338,5531,776,351 9,646 286,140

2017年 62,652 1,270,7431,850,910 1,192 255,462

対10年前 72.8% 94.9% 104.2% 12.4% 89.3%

対前年2017年 98.8% 101.8% 105.4% 18.7% 105.2%
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101.7% 日本（対前年2017年）

今市

地域

日光

地域

藤原

地域

足尾

地域

栗山

地域

2007年 299 36,377 23,157 997

2017年 288 65,819 35,126 471

対10年前 96.3% 180.9% 151.7% 47.2%

対前年2017年 76.8% 119.9% 97.9% 36.4%
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113.8% 日本（対前年2017年）

2007年 今市地域 日光地域 藤原地域 足尾地域 栗山地域

アジア 64.5 49.9 81.6 - 47.6

欧州 19.4 18.2 2.8 - 15.8

米豪 12.7 23.6 4.1 - 31.7

その他外国 3.3 8.3 11.6 - 4.8

2017年 今市地域 日光地域 藤原地域 足尾地域 栗山地域

アジア 46.2 50.2 90.2 - 90.7

欧州 33.0 20.0 2.2 - 4.2

米豪 18.8 20.2 5.2 - 4.0

その他外国 2.1 9.6 2.4 - 1.1

280.3% 日本（対10年前）



【日光市内エリア別】日帰り客数（日本人＋外国人）
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今市地域 日光地域 藤原地域 足尾地域 栗山地域

2007年 1,816,606 5,091,686 452,520 240,829 152,705

2017年 2,744,864 5,123,700 484,302 169,494 135,394

対10年前 151.1% 100.6% 107.0% 70.4% 88.7%

対前年2017年 101.1% 106.8% 200.2% 88.5% 105.2%

0.0%

50.0%

100.0%

150.0%

200.0%

250.0%

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

102.8% 日本（対前年2017年）
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今市地域 日光地域 藤原地域 足尾地域 栗山地域

2007年 1,902,632 6,430,239 2,228,871 250,475 438,845

2017年 2,807,516 6,394,443 2,335,212 170,686 390,856

対10年前 147.6% 99.4% 104.8% 68.1% 89.1%

対前年2017年 101.0% 105.8% 116.9% 86.2% 105.2%
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【日光市内エリア別】入れ込み客数（日本人＋外国人）
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101.7% 日本（対前年2017年）

（人）



【日光市内エリア別】
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●宿泊客数が多いのは、藤原地域で2007年178万人、2017年185万人、次いで日光地域で2007年134万人、2017年127万人。

●伸び率では、対前年増加比では藤原地域が105.4％、次いで栗山地域105.2％。対10年前増加比では藤原地域104.2％。

日光市内エリアでは、藤原地域が宿泊客数、伸び率ともに最も高い。前年比で藤原地域、栗山地域が日本全体を上回
る。

宿泊客数（日本人＋外国人）

●外国人の宿泊客数が多いのは、日光地域で2007年3.6万人、2017年6.5万人、次いで藤原地域で2007年2.3万人、2017年3.5万人。他のエリ

アは数百人と少ない。

●伸び率では、対前年増加比では日光地域が119.9.％、対10年前増加比では日光地域180.9％、藤原地域151.7％。

●日光地域では、アジア人が半数、欧州人、豪州人が2割ずつ、藤原地域ではアジア人が9割を占める。

日光市内エリアでは、日光地域が外国人の宿泊客数、前年比伸び率ともに最も高い。また、10年前より約3万人の増加
がみられる。藤原地域でも1万人超の増加だが、前年比は減少に転じている。

宿泊客数（外国人）

●日帰り客数が多いのは、日光地域で2007年509万人、2017年512万人、次いで今市地域で2007年182万人、2017年274万人。いずれのエリア

も前年よりも増加している。

●伸び率では、対前年増加比では藤原地域が200.2％、次いで日光地域106.8％。対10年前増加比では今市地域151.1％、藤原地域107.0％。

日光地域が500万人超とダントツ。伸び率では前年比で藤原地域が日光地域を上回る。また、日本全体の前年伸び率を
藤原地域、日光地域、栗山地域が上回っている。

日帰り客数（日本人＋外国人）

●入れ込み客数が多いのは、日光地域で2007年、2017年ともに約640万人。次いで2007年は藤原地域223万人、2017年は今市地域281万人。

●伸び率では、対前年増加比では藤原地域が116.9％、次いで日光地域105.8％。対10年前増加比では今市地域147.6％、藤原地域104.8％。

日光地域が約640万人とダントツ。伸び率では前年比で藤原地域が日光地域を上回る。また、日本全体の前年伸び率を
藤原地域、日光地域、栗山地域が上回っている。

入れ込み客数（日本人＋外国人）



訪日外国人受け入れ態勢 記事まとめ
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地域 記事抜粋

①
栃木県
日光市

・2017年外国人宿舎数過去最高を記録
・日光国立公園満喫プロジェクト
・栃木DCキャンペーン
・アフターDCキャンペーンというフォトコンテストを開催
・東部鉄道のSL運行
・折り鶴・かぶとの自動販売機が登場
・お賽銭の電子決済
・東部鉄道がインバウンド施策として、券売機の多言語化・観光案内所の設置・交通サイ
ンの統一／Wifiの提供・多言語WEBサイト等の作成

②
長野県
北安曇郡
白馬村

・「スキー目的＋グリーンシーズン周遊型」から「オールシーズン×滞在型」の転換を目指す
・ICカードで訪日スキー客の行動分析
・地元バスの増便、2次交通の整備を進める
・有職お助けバス（市中心へ行けるシャトルバス）でニーズに対応。
・豪州への売り込みを考え、和室にベッドを入れたり、英語のメニューの導入などをした。
・外国人富裕層向けのコンドミニアム増加
・リゾート化
・送迎から食事まで含めた常設豪華キャンプ
・グリーンシーズン3万人超が来場の絶景テラス

③
長野県
松本市

・松本城の施策公式サイトの多言語化、シニア通訳者による多言語での解説、VRアプリで
ストリートミュージアム
・3ガク（音楽、山岳、学問）で観光客誘致
・外国人登山客向けのガイド養成

④
石川県
金沢市

・宿泊施設の高級化や体験プログラムで差別化
・外国人が免税手続きを1か所できる免税商店街を各地に広げている
・Goggleストリートビューで店内まで見れるようにし、外国人観光客の安心獲得
・侍の寸劇がある「SAMURAI THERIDE」というツアーを企画。
・スペインの旅行博で金沢をPR
・DANZA IN KANAZAWAという新婚旅行を誘う動画配信。

⑤
岐阜県
高山市

・人口の5倍以上の外国人宿泊客がいる。
・Green Cooking Studioの郷土料理体験プログラムの提供。
・JNTO認定外国人観光案内所
・簡易宿泊所の急増
・お寺に泊って日本体験するサービスの提供
・杉原千畝ルート、広域連携を活用
・対象国毎のパンフレット
・ムスリム旅行客向け散策マップ
・免税一括手続きカウンターを設置
・Free Wifi （7日間無料）を提供
・特例通訳案内士養成
・緊急対応（災害、事件、事故）に外国人旅行者を支援する通訳翻訳者を確保養成。
・香港における飛騨牛ブランドフェア実施
・トップセールスをきっかけに継続的なセールス活動（市長が相手国企業のトップと商談）

地域 記事抜粋

⑥
広島県
広島市

・外国人観光客6年連続最多更新
・お好み焼き体験教室
・他国でパンフレット・ポスターの呈示
・留学生が広島の魅力をSNSで配信

⑦
神奈川県
足柄下郡箱根
町

・2016年9~11月の3ヶ月に訪日した米国人で宿泊が最も多かった場所は箱根。
・官民一体で観光客のデータを分析
・寄木細工で箱根駅伝トロフィー
・プライベート温泉や新観光船の導入で快適案周遊を提供

⑧
神奈川県
鎌倉市

・神奈川県で訪日外国人が最も多い
・藤沢・鎌倉エリアをキャッシュレスシティに
・聖地巡礼人気（スラムダンク等）、聖地巡礼用のガイドブック作成

⑨
静岡県
熱海市

・Uターン者等による国内旅行者の回復
・観光客も地元の人も楽しめる街に変貌、空き家の有効活用。
・観光アプリ運用開始、多言語対応。
・インバウンド対策として、Wifiの整備・助成、飲食店様式トイレ推進、多言語ホーム
ページ・海外向けプロモーション動画の作成。
・東京観光の外国人にJAPAN RAIL PASSを使っての熱海日帰り旅行を誘致

⑩
山梨県
南都留郡
富士河口湖町

・外国人旅行者を呼ぶ段階から満足してもらう段階へ
・西湖いやしの里根場（かやぶきの集落を再現）は人気の施設。
・観光バスの路線拡大や、見るべきポイントを抑えた観光コースの提供
・個人旅行客向けのWEBサイトを8言語で提供。
・市場調査によるターゲット決め、新規市場の開拓（ムスリム対応ホテルシャリアホテルの
オープン）
・住民1人1人が楽しんで参画する街づくりとしたことで地元民のアイディアでお菓子料理
が開発。
・費用をかけない花や紅葉関連のイベント戦略、さまざまな花に関するイベントを多く開
催することでマスメディアが取り上げてくれPRになる。

⑪
三重県
伊勢市

・訪日外国人客に低調、認知度は高いが関心低い。
・キラーコンテンツと連携した伊勢湾周遊ツアーを企画
・米国英国にターゲットを絞ったYOUTUBE広告作成
・店員（外国籍）との英会話カフェ人気、身近な国際交流
・日帰り客が多い伊勢市にお金が落ちるように「手ぶら観光サービス」として荷物を鳥羽
や志摩に配送するサービスの提供、伊勢神宮参拝の日帰り客が多勢の為、着地型商
品（体験型商品など）の開発に力を入れている。

 ソフト ：サービスやプログラム
 ハード ：設備／施設
 施策（体制） ：地域での考え、意識
 広告活動／その他
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（シビックプライド・住民参
画）

観光事業者だけではなく
住民を巻き込むこと
地元民も楽しめる町

（観光だけでない総合戦
略）

観光戦略だけではなく
環境・地元物産などとの自治

体全体戦略
海外戦略室も

（観光地コンセプトメーキン
グ）

三ガク都（音楽・山岳・学
問）

来訪客分析

（DMO・まちづくり会社・新た
なプレーヤー）
変革の必要性

稼ぐ

（呼ぶだけではなく
満足してもらうステージへ）

（新たな選択肢
新たな商品開発）

高級路線
体験プログラム
コンドミニアム

民泊・簡易宿泊・寺・キャンプ

（デジタルマー
ケティング）
来訪客分析

（その他）
オールシーズン型
世界的権威の誘致
夕食難民対策
免税対策
ガイド養成

外国人・留学生活用
著名人活用

費用かけなくてもできる事
キラーコンテンツ連携

（悩み）
認知高いが関心低

く
宿泊しない
日帰りで悩む



旅行情報プラットホームでの取り上げられ方 数表
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地域
ロンリー
プラネット

japan-guide.comの評価
1位は東京／2位は京都

トリップアドバイザー
Airbnb

地域外国語HP

宿泊施設 観光スポット レストラン URL 自治体旅行HP

①
栃木県
日光市

Mt FUJI＆Around TOKYO
7P掲載
うち3ページは東照宮の説明。
鬼怒川温泉等の紹介無。

★4.3
11位／199中

●3
305軒

220軒
1位：日光田母沢御用邸記念公園
2位：日光東照宮
3位：大猷院廟

788軒 142軒
http://nikko-
travel.jp/english/

Google検索表示：2番
WEBランキング：2,687,840
訪問者数：無

②
長野県
北安曇郡
白馬村

THE JAPAN Alps & Central
3P掲載

★3.7
51位／199中

●1
719軒

42軒
1位：八方尾根
2位：白馬スノースポーツスクール
3位：白馬

247軒 300+軒
http://www.hakubavalley.j
p/index_english.html

Google検索表示：1番
WEBランキング：2,481,734
訪問者数：無

③
長野県
松本市

THE JAPAN Alps & Central
6P掲載

★3.8
32位／199中

●1
305軒

200軒
1位：松本城
2位：安曇野ちひろ美術館
3位：乗鞍高原

1,719軒 216軒
https://visitmatsumoto.co
m/en/

Google検索表示：2番
WEBランキング：927,165
訪問者数：無

④
石川県
金沢市

THE JAPAN Alps & Central
9P掲載
◎JapanTOP25に掲載

★4.0
20位／199中

●2
188軒

266軒
1位：兼六園
2位：鈴木大拙館
3位：金沢駅

3,371軒 300+軒
https://www.kanazawa-
kankoukyoukai.or.jp

Google検索表示：3番
WEBランキング：349,149
訪問者数：110.19K

⑤
岐阜県
高山市

THE JAPAN Alps & Central
7P掲載
GreenCookingSchool掲載

★4.2
23位／199中

●2
369軒

163軒
1位：飛騨の里
2位：新穂高ロープウェイ
3位：東山遊歩道

894軒 270軒
http://www.hida.jp/english
/

Google検索表示：3番
WEBランキング：1,639,266
訪問者数：無

⑥
広島県
広島市

HIROSHIMA&WEST
11P掲載
◎JapanTOP25に掲載

★4.2
6位／199中

●2
208軒

265軒
1位：原爆ドーム
2位：安広島平和記念公園
3位：広島平和記念資料館

7,243軒 300+軒
https://www.hiroshima-
navi.or.jp/en/

Google検索表示：5番
WEBランキング：337,809
訪問者数：135.14K

⑦
神奈川県
足柄下郡
箱根町

Mt FUJI＆Around TOKYO
3P掲載

★4.1
10位／199中

●1
366軒

101軒
1位：箱根彫刻の森美術館
2位：ポーラ美術館
3位：箱根美術館

391軒 300+軒
https://www.hakone.or.jp/
en/

Google検索表示：3番
WEBランキング：168,217
訪問者数：無

⑧
神奈川県
鎌倉市

Mt FUJI＆Around TOKYO
4P掲載

★4.4
7位／199中

●2
56軒

191軒
1位：長谷寺
2位：建長寺
3位：鎌倉ハイキングコース

1,529軒 300+軒
https://www.city.kamakura
.kanagawa.jp/visitkamakur
a/en/index.html

Google検索表示：5番
WEBランキング：127,678
訪問者数：305.06K

⑨
静岡県
熱海市

Mt FUJI＆Around TOKYO
伊豆半島で掲載
0.5P掲載

★3.3
ランキング外

206軒

80軒
1位：MOA美術館
2位：起雲閣
3位：来宮神社

529軒 300+軒
http://travel.ataminews.gr.j
p/en/

Google検索表示：7番
WEBランキング：4,303,397
訪問者数：無

⑩
山梨県
南都留郡
富士河口湖町

Mt FUJI＆Around TOKYO
富士山付近エリアとして紹介
12P掲載

★3.8
ランキング外
●1

354軒

87軒
1位：久保田一竹美術館
2位：河口湖
3位：西湖いやしの里根場

369軒 300+軒 http://www.fujisan.ne.jp/

Google検索表示：2番
WEBランキング：637,637
訪問者数：65.13K

⑪
三重県
伊勢市

KANSAI
4P掲載 ランキング外 71軒

99軒
1位：伊勢神宮
2位：伊勢神宮 外宮
3位：月読宮

878軒 75軒
https://ise-
kanko.jp/main/english/

Google検索表示：6番
WEBランキング：937,990
訪問者数：無

上位5位は赤背景

JNTO：59,839位／イタリア政府観光局（JP）：788,147位／スイスツェルマット公式ホームページ：153,038位／visitcalifornia：33,332位



旅行情報プラットホームでの取り上げられ方 グラフ

-25-

ロンリープラネットに紹介されているページ数 ジャパンガイド「★」の数
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Air BnB掲載軒数

自治体HP グローバルランキング
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（軒）

エリア内順位 地名 グローバルランキング （参考）サイト名 グローバルランキング

visitcalifornia 33,332

JNTO 59,839

1 神奈川県鎌倉市 127,678

スイスツェルマット公式ホームページ 153,038

2 神奈川県足柄下郡箱根町 168,217

3 広島県広島市 337,809

4 石川県金沢市 349,149

5 山梨県南都留郡富士河口湖町 637,637

イタリア政府観光局 788,147

6 長野県松本市 927,165

7 三重県伊勢市 937,990

8 岐阜県高山市 1,639,266

9 長野県北安曇郡白馬村 2,481,734

10 栃木県日光市 2,687,840

11 静岡県熱海市 4,303,397
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地域での取り組み記事まとめ

-28-



-29-

【日光市】外国人観光客数

【概況】2017年度、外国人宿泊数過去最高を記録

2017年度に日光市を訪れた観光客数は、最多の1200万人台。外国人
宿泊数も前年比10％増の10万1704人で過去最多となった。

台湾をはじめとしたアジア圏が前年とほぼ同数の約6万5千人となった一方、
北米、欧州、オセアニアの3圏は前年比44.9％増の2万9235人と急伸した。

栃木県の観光をけん引する日光は、1999年の二社一寺の世界登録を契機
に外国人宿泊数が急伸。東日本大震災で一時半減したが、官民一体の
勧誘で立ち直り、2017年度は日光東照宮の国宝「陽明門」の大修理完了
などもあり、過去最多を記録した。

文化だけでなく、「奥日光の湿原」がラムサール条約に登録され、豊かな自然
にも注目が集まった。国立公園という枠組みを超え、環境保全への取り組みが
美しい景観を守り、外国人を二社一寺だけに留めず奥日光へと導いている。

出典：栃木県「-平成29年栃木県観光客入込数・宿泊数推定調査結果」

栃木県日光市

【観光サービス】日光国立公園満喫プロジェクト

環境省は、全国の国立公園を2017年に訪れた訪日外国人旅行者が、
推計で前年比10％増の600万1千人と発表した。日光は27万1千人で
12.6％増だった(尾瀬、小笠原など4公園は集計に含まず）。

環境省は、訪日外国人の国立公園利用者数を2020年までに1,000万人
に増やすことを目標としている。日光国立公園は「国立公園満喫プロジェクト」
の先導モデルの１つに選ばれており、日光国立公園を世界水準の「ナショナル
パーク」としてブランド化し、外国人観光客の誘客を図る。

出典：下野新聞
出典：栃木県「日光国立公園ステップアッププログラム2020」

出典：下野新聞
出典：下野新聞SOON
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【日光市】地域での取り組み 栃木県日光市

【観光サービス】栃木DCキャンペーン 注目を集める日光エリア

2018年4月～6月の3カ月間、JRグループの大型観光企画である「栃木
デスティネーション(DC)キャンペーン」が開催された。キャッチフレーズは「本物の
出会い栃木」。花、食、温泉、自然、歴史・文化の五つが基本テーマだ。
「今、ここでしか体験できない」特別感のある新たな観光の魅力を創出した。

出典：週刊観光経済新聞

・慈雲寺御快調・化け地蔵ライトアップ

・日光東照宮の陽明門などの世界遺産
「日光の社寺」建造物群のライトアップ

・温泉寺での写経体験

・エリア内の中から3施設でスタンプをもらうと、
記念品をプレゼント

・足尾銅山などの廃線跡などの、立入禁止
エリアに入れるガイド付特別ツアー

・春の花祭りフリープラン

・宿泊施設で奥日光名物「マス」を使った料理を
食べると、豪華食品があたるスタンプラリー

・中禅寺湖畔国際避暑地記念施設ミニコンサート

出典：栃木県観光物産協会公式サイト「とちぎ旅ネット」

【観光サービス】アフターDCキャンペーン特別企画

2019年4月1日～6月30日の3カ月間、「本物の出会い
栃木アフターデスティネーションキャンペーン」を開催。

Instagramでキャンペーンアカウントをフォローし、「#栃木DC」のハッシュタグと
ともに、自身の栃木旅の写真を公開するとフォトコンテストに応募できる。
受賞作品には賞品としてJTBの商品券が贈られる。

【観光サービス】東武鉄道のSL運行、新型特急投入

東京オリンピック・パラリンピック開催に向け、東武鉄道は様々なインバウンド
施策を実施している。2017年4月に新型特急「リバティ」を導入、SL「大樹」
の運行を開始。東日本大震災の影響で日光・鬼怒川エリアの入り込みが冷え
込んだ。地域活性化に寄与する鉄道会社ならではの施策だ。

出典：観光経済新聞

日光・鬼怒川エリアの
新たな観光の魅力と
なっているSL「大樹」

新型特急「リバティ」
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【日光市】地域での取り組み 栃木県日光市

出典：インバウンドNOW
出典：東部鉄道サイト ニュースリリース

【観光サービス】東部鉄道のインバウンド政策

（1)券売機の多言語化:23の駅で合計8カ国語に対応する券売機を導入

（2)クーポンや周遊パスの発行
日光では、鉄道とバスのフリー乗車パス２種類販売。これらのパスを提示すると、
｢東武ワールドスクエア｣と｢日光江戸村｣に割引価格で入場可能になる。

【NIKKO PASS all area】 / 【NIKKO PASS world heritage area】

（3)観光案内所の設置
手ぶらカウンターの常設、コンシェルジュ、サイネージによる案内。

（4)日光・鬼怒川温泉エリア交通案内サイン・デザイン統一
案内を多言語表記に変更 / ピクトグラム(絵文字)を
使用。

（5)無料Wi-Fiの用意
東武線にある122駅、特急列車｢スペーシア｣｢りょうもう｣の全車両に、無料の
｢TOBU FREE Wi-Fi｣を導入。接続したユーザーに強制的にコンテンツを表示
できる｢リダイレクト機能｣を活用。アクセスする場所ごとに、表示するコンテンツを
変更できる。観光スポットなどを表示することで、プロモーションとして活用している。

Web・SNS編

(1)多言語Webサイト：｢TOBU JAPAN TRIP｣で観光案内

(2)FacebookやInstagram、中国のWeChatなどSNSで情報発信

(3)インフルエンサーの招待
中国人ブロガー2名を招待し、ファンにアプローチ
ミス･インターナショナルの世界大会開催に合わせ、各国のミスを日光･鬼怒川
温泉エリアに招聘。メディアやSNSを通したPR活動も実施した。

鉄道編

【観光サービス】折り鶴・かぶとの自動販売機が登場

2017年から折り紙作品の自動販売機が登場し、外国人観光客らがお土産
に買い求め、売り切れ続出している。作品は市内にある障害者就労施設の
人たちが丹精込めて折ったものだ。

看板商品は、鶴やかぶとなどの5点セット(200円)と、箸置き２点と鶴などの
4点セット(300円)だ。パッケージにはQRコードがあり、フェイスブックのサイトに
つながる。購入者に日光の思い出などを発信してもらうとともに、情報提供を
し、

交流を図るのが狙いだ。

【観光サービス】おさい銭の電子決済が可能に

中国や香港では電子決済が広がっており、「さい銭の電子決済はできない
のか」などの問い合わせもあり、日光二荒山神社は、参拝者がスマートフォン
の電子決済で、いつでもさい銭をあげられる仕組みを導入している。

境内でお参りができる拝殿や神橋の横に、中国語、韓国語、英語の説明が
記された朱塗りのQRコード付きの看板を設置。スマホをかざすと神社の見どこ
ろや由緒を紹介したあと、おさい銭を電子決済できる。

出典：朝日新聞
出典：朝日新聞デジタル

出典：朝日新聞
出典：下野新聞SOON
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【白馬村】地域での取り組み

出典：月間レジャー産業

【概況】2017年の外国人宿泊数は11万超え

2004年に一般観光旅行がスキー目的者を逆転。2017年、村内を訪れた
観光客は約218万人。外国人の宿泊数は11万人を超えた。

出典：日経産業新聞

【観光サービス】白馬バレー訪日客45％増、地元バスも増便

2017～18年シーズンにかけて、大町市、白馬村、小谷村の10スキー場で
構成されるスノーリゾート「白馬バレー」を訪れたインバウンド数が33万400人と
なり、過去最高を記録した。

オーストラリアなどオセアニアが半数以上を占め、中国や欧州各国からの増加も
著しいという。降雪に恵まれた上、パウダースノーの魅力が海外にも浸透し、
口コミによる来場やリピーターが増加した。

地元バス会社は、関東や関西からの空港バスを増便させるなど、2次交通の
整備を進めており、これも増加を促したとみられる。

【観光サービス】外国人スキー客「夕食お助けバス」で経済波及

出典：読売新聞

【広報活動】世界大会開催による相乗効果

2017年に行われた世界的に権威のあるフリーライドスキー・スノーボードの
国際競技大会である「Freeride World Tour」(FWT)誘致により、
ヨーロッパでは「FWTの白馬」としての認知も広まりつつあるという。

また、同大会にはマスターカードがスポンサーとして参加。白馬村の決済環境の
充実に取り組み、国際的な観光地としてキャッシュレス化を推進した。

出典：産経新聞

長野県北安曇郡白馬村

1970～90年代 ペンションブーム、バブル景気で開発が進む

1991年 スキー客数が279万人でピーク(村推計)に

1998年 長野五輪が開かれる

2000年前後 過剰投資の返済で倒産が相次ぐ

2005年 豪州への売り込み開始

2015年 外国人宿泊者数が10万人突破(村推計)

2016年3月に策定された「白馬村観光地計画」では、「スキー目的+グリーン
シーズン周遊型」から「オールシーズン×滞在型」への転換が謳われている。

9月のショルダーシーズンには、マウンテンバイクやロードバイクによる「サイクルツー
リズム」を推進。国内だけでなく、台湾のサイクリスト向けプロモーションや、ウィン
ターシーズンに訪れる海外のスキーヤーにも訴求していく。

出典：週刊観光経済新聞

出典：朝日新聞
白馬村から糸魚川市に到着した
バスから降り立つ外国人観桜客ら

【広報活動】リフト共通ICカードで訪日スキー客の行動分析

大町市、白馬村、小谷村で構成する北アルプス3市村観光連絡会は、域内
のスキー場と連携し、リフトの共通ICカードシステムを使った顧客情報の分析を
始める。複数のスキー場にまたがる行動パターンや、属性から周遊データを
分析。国籍・年代・地域ごとに合わせた広告や旅行商品の開発に生かす。

夕食時間帯に近隣の大町市や小谷村、新潟県
糸魚川市の中心街とを結ぶシャトルバスを運行。

繁忙期は宿泊施設以外の飲食店約30軒が予約
で埋まり、「夕食難民」が出るケースが目立っていた。

宿の外での夕食を好む外国人客のニーズを満たし
周辺自治体への経済波及効果も狙っている。
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【白馬村】地域での取り組み

出典：月間レジャー産業

【観光サービス】ニセコに倣う豪州への売り込み

2005年、 11軒の宿泊業者は、資金を出し合い、国の補助制度も使って
豪州へ売り込みを開始。外国人を受け入れる準備として、和室にベッドを
運び込み、ユニットバスは風呂とトイレに分けた。

村内のレストランを回って、英語のメニューを作ってもらい、ラーメン店でもクレ
ジット決済を導入。店主からの反対もあったが白馬が生き残るためにと訴えた。

長野五輪開催の知名度もあり、外国人スキー客は増加。廃屋と化したロッジ
や空き家が外国人に買われ始めた。外国人の投資により、良い建物が建ち、
街並みがきれいになった。地元も外国人への拒否反応は今はほとんどない。

出典：月間レジャー産業

【観光施設】送迎から食事まで含めた常設豪華キャンプ

2019年5月より、常設のグランピング「フィールド・スイート・ハクバ」が開業。8つ
のテントとテラスを用意し、本格的なコース料理の食事や、アクティビティを含め
た旅行プランで販売する。設備はキャンプ用品大手のスノーピークが監修した。

ウィンターシーズンはデイユースで1人5万円、グリーンシーズンは1人1泊8万円。
ウィンターシーズンは、スキー場周辺のホテルやシャレーに泊まっている富裕層の
インバウンドをターゲットにし、宿泊期間中のオプションプランとしての発売も予定。

出典：ハクバ マウンテンハーバー

【観光施設】外国人富裕層所有のコンドミニアムの増加

地球温暖化もあり、欧州のアルプスのゲレンデは、雪質がかつてほど良好では
ない。そのためニセコや白馬といった雪質のいいゲレンデに、外国人が訪問す
る。

富裕層が中心の彼らは、一度やってくると1週間から10日ほど滞在する。

一部の外国人富裕層はエリア内にコンドミニアムや「シャレー」と呼ばれる戸建て
の貸し別荘を所有し、自分たちの利用期間以外はほかの客に部屋を賃貸して
運用する。これはコンドミニアムホテルともいわれる。

最初から家具付きにしつらえ、現地の不動産業者やホテルオペレーターに運用
してもらうのが基本スタイルである。2017年1月に開業した外国人富裕層
向けコンドミニアム「マウンテンサイド白馬」は全8戸ながら翌月に完売した。

出典：日経MJ

長野県北安曇郡白馬村

【観光施設】訪日客向けにリゾート化

森トラストと米マリオット・インターナショナルは2018年末、森トラストのホテルを
「マリオット白馬」にリブランドして開業。増築した27室には全て温泉の露天
風呂を設けた。リブランドにあたっては、マリオットの法人会員制システムからの
流入が中心になり、インバウンド客がさらに増えるとされる。

藤田リゾートマネージングは、40年近く家族で営業していたロッジ「バターミルク」
とレストランを閉じて、外国人が好むコンドミニアムを2019年1月に開業。
ロッジは1人当たり1泊1万円以下だったが、2万円以上と高級に設定した。

出典：朝日新聞

出典：週刊東洋経済

出典：ザハクバカンパニー

出典：月間レジャー産業

【観光施設】グリーンシーズン3万人超が来場の絶景テラス

ゴンドラ山麓駅から約8分の山頂に「ハクバ マウンテンハーバー」が、2018年
10月に開業。グリーンシーズン最終日11月11日までに3万人超が来場した。
往復のゴンドラ料金は1800円で、売り上げ貢献は大きい。

出典：フィールド・スイート・ハクバ

出典：月間レジャー産業
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【松本市】地域での取り組み

出典：新まつもと物語 松本市役所

【概況】松本城、高まる外国人人気で入場者右肩上がり

松本城管理事務所によると、2015年度の有料入場者のうち外国人は前年
度比9％増の9万3874人。イベント時の無料入場者を合わせた全入場者数
は94万9430人と、前年度より5万6468人増えて過去10年で最多だった。

政府のインバウンド政策に加え、フランスで発行されている「ミシュラン・グリーン
ガイド・ジャポン」の高評価や、トリップアドバイザーの人気投票で上位にランク
し続けていることで、海外でも名前が浸透していることが背景にある。

松本城の有料入場者のうち外国人数は、記録を取り始めた2008年度は
約2万4190人。東日本大震災の年度を除き、右肩上がりで増加している。

2016年の松本市の外国人延べ宿泊者数は14万755人。同県の軽井沢町
を凌駕して県内トップである。10年前の1万6661人から8.4倍に膨らんだ。

外国人数は国・地域別内訳では欧米人が2万5551人、割合では18％も
達する。軽井沢町の1.9％に比べ欧米人人気が突出していることがわかる。

出典：松本城ホームページ 松本市役所

【観光サービス】松本城が外国人から人気を集める3つの施策

① 公式サイトの多言語対応

日本語、英語、中国語(簡体字・繁体字)、韓国語に対応。
アクセスやオープン時間、入場料を把握でき、観光へのハードルが下がる。

② シニア通訳者による多言語での解説

通訳をするシニアは、企業で海外に関わる仕事経験のある定年退職者。
英語だけでなく、中国語やフランス語、スペイン語など多言語を話す人も。

③ 松本城VRアプリ｢ストリートミュージアム｣の活用

合計29カ所のVRスポットを用意。近づくと、VRによる映像と解説を聞くこと
ができる。イメージしづらい日本の歴史や過去の様子を理解しやすい。

出典：NIKKEI STYLE

「松本城おもてなし隊」には写真撮影希望者の列ができる

カナダから来た観光客にフランス語で
松本城を案内するシニア通訳者

長野県松本市

出典：中部経済新聞
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【松本市】地域での取り組み

出典：週刊東洋経済

【観光サービス】音楽・山岳・学問、3つの「ガク」で観光客誘致

音楽の「楽都」、山岳の「岳都」、学問の「岳都」という3つの「ガク」を売りにした
松本は「三ガク都」と呼ばれている。

楽都として代表的なイベントには、世界的指揮者の小澤征爾氏が総監督を
務め、毎夏開催している「セイジ・オザワ松本フェスティバル」がある。

1992年に小澤氏の恩師の名前を冠にして開催した「サイトウ・キネン・フェス
ティバル松本」が前進だが、世界的に有名な小澤氏が作り上げたクラッシック
音楽の祭典であることを世界的にアピールするために、2015年に現状の名称
に変更し、結果として大勢の観客を呼び込んだ経緯がある。

出典：国交省北陸信越運輸局 平成30年度実証事業の概要(訪日外国人者受入環境整備緊急対策事業)

【観光サービス】外国人登山者向けのガイド養成へ

出典：銀座NAGANO

岳都としては、北アルプス、御嶽山、蓼科山に囲まれており、昔から多くの登山
客でにぎわう街だったが、雄大な光景に魅せられた外国人観光客も急増中
だ。

長野県松本市

オーケストラだけでなく、
オペラ公演や、
マーチングバンドの行進も
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【金沢市】地域での取り組み

出典：金沢ニューグランドホテル

【概況】北陸新幹線開業後からホテルが乱立

2015年3月の北陸新幹線・金沢開業後に進出を決めたホテル数が20を
超え、ホテル戦争が起きている。市内のホテル客室数は名古屋に並ぶ勢いだ。

市内の外国人宿泊数は2012年の10万8千人から2016年は39万6千人と
約4倍に急増。金沢市は対策として、2019年4月から宿泊税導入を決めた。

ホテル開業ラッシュを「過剰」と指摘する向きもある。日本政策投資銀行北陸
支店は、金沢市のホテル宿泊客数が2021年に約346万人まで増えても、
客室稼働率は16年の75％から69％に下がるとのリポートを公表している。

出典：朝日新聞

【観光施設】各宿泊施設の高級化や体験プログラムで差別化

日本ハイアットは、「高価格帯ホテルは足りていない」とし、2020年に金沢駅
前に14階建ての「ハイアットセントリック金沢」と、日本初進出の長期滞在型
「ハイアットハウス金沢」の開業を計画する。

1867年創業の旅館「浅田屋」は、ホームページの英語表記や予約客との
英語メールのやりとりに力を入れ、客の半数以上を外国人が占める月もあると
いう。「金沢ニューグランドホテル」は茶道や着物、金箔貼りなどの金沢らしい
体験プログラムを打ち出している。

石川県金沢市

出典：日本経済新聞

【観光サービス】中心部5商店街が連携。カウンターで一括手続き

訪日外国人が、免税手続きを1か所でできる「免税商店街」が各地で広がって
いる。北陸新幹線延伸で訪日観光客の目立つ金沢市では、2016年2月に
中心部の5商店が「一括カウンター」を開いている。

【観光サービス】360度パノラマでPR

金沢商工会議所は商店街の集客力を高めるため、訪日外国人の利用が
多いグーグルの「ストリートビュー」を使い、店内を自由に見られるようにした。

スマートフォンなどのグーグルで当該店舗を検索すると、地図とともに店内が
360度のパノラマが画像で表示、店の雰囲気や品ぞろえ、レイアウトを見られる
ようにし、訪日観光客などが安心して店舗を訪問できる効果を狙う。

出典：金箔屋さくだ

出典：日経MJ
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【金沢市】地域での取り組み

【観光サービス】侍の寸劇話題。加賀藩の歴史ガイドも

タイムスリップした侍が金沢の街を案内する。役者たちが加賀藩の歴史や観光
スポットをガイド、当時の日常風景などを題材とした寸劇も披露する「サムライ・
ザ・ライド」ツアーが人気だ。江戸時代の趣を残す茶屋町や寺院で、本格的な
殺陣を交え、侍がかっぽしていた日常の様子を再現している。

【広報活動】スペインの旅行博で金沢観光PR

金沢市は、スペイン・マドリードで2019年1月26、27日、欧州最大級の旅行
博「フィトゥール」にブース出展し、金沢の歴史や伝統文化の魅力をPRした。

ブースでは金沢の動画を上映し、着物姿の職員が伝統工芸体験などを案内
した。市職員はマドリードやバルセロナの旅行会社も訪れ、見どころをまとめた
パンフレットを配り、金沢観光のツアー造成を呼び掛けた。

出典：JTB

石川県金沢市

出典：北国新聞

出典：日本経済新聞

【広報活動】新婚旅行誘う動画「DANZA IN KANAZAWA」

欧州ではハネムーン先として日本の人気が高まっており、中でもイタリア人の
訪日旅行者の半数はハネムーンが目的だという。動画配信を新婚旅行客な
どの誘致につなげる。動画のタイトルは「DANZA IN KANAZAWA」。
男女のカップルによるモダンダンスを織り交ぜつつ、金沢城やひがし茶屋街、
鈴木大拙館など主要な観光地で互いを探し合う内容だ。

出典：中部経済新聞

出典：YouTube
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【高山市】地域での取り組み

出典：国土交通省高山市におけるインバウンドの取り組み

【概況】人口の5倍以上の外国人旅行者が宿泊する高山市

インバウンドの成功例として取り上げられることの多い岐阜県高山市。東京か
ら電車を乗り継いで４時間半、決してアクセスが良いわけではないこの土地
に、

人口の5倍にもなる年間50万人超の外国人観光客が訪れる。

高山市がインバウンド政策に取り組み始めたのは、1986年の国際観光都市
宣言がきっかけだ。環境都市としての環境整備を進め、1996年には「バリア
フリーまちづくり」を提唱。パンフレットやマップ、ホームページに外国語を表記する
など外国人観光客への言語の壁をなくすことにも力を入れた。

海外戦略室(現在・海外戦略部)を設けた2011年には、東日本大震災の
影響で外国人観光客の宿泊数が半減し、9万5000人となったが、2017年
には、50万人を超えるまで伸びている。内訳はアジアからの観光客が60％、
ヨーロッパが20％、北米・オセアニアがそれぞれ5％強である。

出典：PROJECT DESIGN

岐阜県高山市

【観光施設】GREEN Cooking Studioの郷土料理体験

高山市を訪れた外国人を対象に、朝一での買い物と郷土料理を提供する
「GREEN Cooking Studio」が2016年にオープンした。

朝市を散策しながら市の通訳案内士が店先の食材を説明。その後の調理
体験に必要な材料を購入してスタジオへ移動し、和食の基本である出汁をと
り、

高山味噌を食べ比べ、各自が気に入った味噌で自分だけの味噌汁を作る。

その他、わらを編んだ「こも」で豆腐を包んだ飛騨地方の食材「こも豆腐」を
使ったがんもどきや巻き寿司等をつくる。「食」というコンテンツを通じて、飛騨
高山の文化や産品を理解してもらい、朝一や近所の商店での買い物等、
滞在中の消費促進にもつながっている事例と言える。

高山市の外国人宿泊者数の推移

出典：Green Cooking 
出典：インバウンドの消費促進と地域経済活性化

【観光施設】JNTO認定外国人観光案内所

・H24年(2014年)、外国人観光案内所カテゴリー1に認定。
・H25年(2015年)、カテゴリー2に認定(機能向上)。
・英語案内、インターネット無料利用可能。

出典：国土交通省高山市におけるインバウンドの取り組み
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【高山市】地域での取り組み

【観光施設】寺に泊まって日本体感～訪日外国人に的～

会社員などを対象に僧侶の講話を聞くイベントなどを手掛けたシェアウィングが、
2017年7月から高山善光寺に宿泊できるサービスを始めた。
主に訪日外国人を狙い、日本文化を体験してもらう。

出典：Relux
出典：日経MJ

岐阜県高山市

【サービス】対象国ごとに異なる多種多様なデザインパンフレット

海外旅行者向けのパンフレットは、高山に来る前の旅行者を対象に海外で
配布するもの1種類、高山に来ている旅行者を対象に市内で配布するもの
2種類の合計3種類を作成。

海外で配布しているものは、写真メインで対象国ごとにデザインや内容を変えて
いる。きめ細かくニーズを把握し、プロモーションに活用している。

【サービス】広域連携 ～「杉原千畝ルート」～

高山市では集客増に向けた手段の1つとして広域連携を活用。近年では月に
よっては、訪日イスラエル人の7割が高山市を訪問している。

第二次世界大戦中、迫害されたユダヤ人にビザを発給した杉原千畝の出身
地・八百津町(岐阜)、とユダヤ人が上陸した敦賀港のある福井県、その2つの
間にある金沢・高山への訪問が増えている。

八百津町、高山氏、金沢市、白川村、敦賀市で「杉原千畝ルート」を立ち
上げ、世界に広がるユダヤ人市場にアピールしていく。

出典：中部経済新聞

【観光施設】訪日外国人らに人気『簡易宿所』急増

古い町並みなどが国内外の観光客から人気の高山市の中心部で、ゲスト
ハウスなど観光客向けの「簡易宿所」が急増している。2019年1月現在、
2015年の同時期と比べ8割以上増加。ホテルや旅館の滞在とは異なる体験
を求める訪日外国人客らの受け皿として期待されている。

インターネットで宿泊予約を受け付け、フロント
には英語が話せるスタッフが在中する。

料理は提供せず、共同の炊事場と風呂、談話
室を設けた。長期滞在にも対応し、各室には
洗濯機を設置している。

出典：インバウンドの消費促進と地域経済活性化

【フランス】
北アルプスの写真

【韓国】
山岳、ゴルフ、温泉の写真

【タイ】
タイ人の好む桜の写真

出典：高山市公式観光サイト
出典：インバウンドの消費促進と地域経済活性化

【観光サービス】ムスリム旅行者向け散策マップ

出典：高山市役所
出典：国土交通省高山市におけるインバウンドの取り組み

国や民間のプロジェクトチームと
連携し、ムスリム(イスラム教徒)
旅行者が安心して食事できる
飲食店や礼拝対応可能な施設
などを掲載したパンフレットを作
成。
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地域での取り組み 岐阜県高山市

【観光サービス】消費税「免税一括手続カウンター」設置

2016年、免税手続カンターがオープン。全国初となる百貨店や大型商業
施設と連携しない商店街単独で設置。 出典：中部経済新聞

【観光サービス】「Free Wi-Fi TAKAYAMA」

外国人旅行者に対して、まちなかで７日間無料で
インターネットに接続できるサービスを実施。

高山の天候・季節の催しの案内や、高山市が海外の旅行博に出展する際
は、

その国の居住者に案内メールを送付し、リピーター獲得に取り組んでいる。

【観光サービス】緊急対応コミュニケーションサポーター制度

【観光サービス】特例通訳案内士養成

飛騨地域を訪れる外国人観光客に、当地域の歴史や文化、地場産品等を
紹介する地域通訳案内士を育成・確保することを目的として開設。
区域内において有償での通訳ガイドが可能。

地域通訳案内士は２種類。
（１）高山市中心市街地・地域通訳案内士(英語)

→古い町並や高山陣屋などの観光資源をはじめ当地ならではの
特産品など、中心市街地の魅力を説明。

（２）「飛騨地域・地域通訳案内士(英語・中国語)」
→高山市全域の案内に加え、世界遺産の合掌集落で有名な白川村、
白壁土蔵街を有する飛騨市、下呂市なども案内。

災害・事件・事故・医療等、緊急時に
外国人旅行者を支援する通訳・翻訳
者等を確保・育成する制度を策定。

出典：高山市役所
出典：インバウンドの消費促進と地域経済活性化

【観光サービス】香港における飛騨牛ブランドフェア

2016年、来訪を意欲を高めて欲しい20～30代をターゲットに、2016年JA
全農ミートフーズの香港法人が経営する和牛焼肉店にて飛騨牛フェアを開
催。

郷土料理である朴葉焼きと飛騨牛の特別コースメニューや地酒を揃えた。

店内では、高山市の観光プロモーションを実施、名古屋や東京から高山市へ
の鉄道・バス交通商品のチラシを設置。香港からの訪日旅行者はレンタカー
利用者が多いことを受け、高速道路定額乗り放題パスのチラシも設置した。

SNSで情報発信を行い、高山で飛騨牛を食べた人の投稿も目立つようにな
り、

飛騨牛目当てに香港からの高山に来る人も増加。これらの動きを受け、
古い町並み界隈では、飛騨牛の串焼き以外の食べ歩きメニューが増えた。

出典：インバウンドの消費促進と地域経済活性化
出典：「暮らし～の」飛騨高山の食べ歩き人気グルメ12選

「飛騨牛つくね」 「飛騨牛にぎり」 「高山バーガー」

【広報活動】トップセールスをきっかけとした継続的なセールス活動

高山市では年5回程度トップセールスを実施。まず市長が相手国企業のトップ
と商談、その後現場に引き継ぐスタイルで実績を上げている。民間企業が中心
で交渉してもらい、行政はその下支えをする。一度訪問して終了ではなく、
セールスを継続することが関係構築には必要不可欠だ。

出典：インバウンドの消費促進と地域経済活性化
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【広島市】地域での取り組み

出典：オタフクソース

【概況】外国人観光客、6年連続最多人数更新

2017年に広島を訪れた観光客は1341万4千人で過去最高を更新。その
うち外国人観光客は、6年連続で過去最多の151万9千人。前年29.2％
増となった。世界最大の口コミサイトで外国人に人気の国内観光地の3位に
原爆資料館、4位厳島神社が入ったことが要因とみられる。

広島市を訪れている外国人観光客100人に聞くと、課題もある。広島市内の
宿泊は、「ゼロ泊」が31％にのぼり、「大阪に滞在した方が、京都や奈良等、
他の観光地にアクセスしやすい」、「原爆ドームや宮島等、目当ては数カ所
だけ」、「野生のウサギと触れ合える大久野島を滞在中に知ったが、時間がなく
行けなかった。事前に知っていればもっと長く泊まっていた」等の声が聞かれた。

また、訪日客の楽しみは買い物から、茶道など文化体験型に移りつつあると
されているが、「広島で体験型観光をしますか？」と聞くと、84％が「いいえ」と
回答。「着物や茶道に興味がある。でも、広島でもできるの？」と文化体験を
望む声は多かった。情報をいかに届けるか、工夫が求められそうだ。

出典：ひろしま留学大使

【広報活動】他国でのパンフレット、ポスターの掲示

広島市経済観光局 観光政策部 観光プロモーション担当は、韓国の地下鉄
駅構内での広告版を掲示している。また各団体を通し、台湾、中国等他国で
行われる観光展等へ観光パンフレット、ポスター等を提供している。

【広報活動】留学生が広島の魅力をSNS発信

13カ国22人の留学生を「ひろしま留学大使」として任命。公式Facebook
や、

個人のInstagramで、学校生活や観光地・のみならず、神楽鑑賞、祭り、
温泉、そば打ち体験など日本ならではの文化的体験を紹介している。

出典：中国新聞

大邱広域市の地下鉄
半月堂駅構内

平成29年10月1日～12月31日

大邱広域市の地下鉄
中央路駅構内

平成29年10月1日～11月30日

【観光施設】訪日外国人に人気のお好み焼き体験教室

オタフクソースが10年前に開設した「WodEgg(ウッドエッグ)お好み焼き館」
は、

訪日外国人が多く訪れる。プロ仕様の鉄板やホットプレートを使った体験教室
が特に人気だ。広島風お好み焼きの歴史や文化を学ぶことができる。

出典：広島市

広島県広島市
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【箱根町】地域での取り組み

出典：観光経済新聞

【概況】観光客・宿泊客数ともに躍進する箱根

2016年9月から11月の3ヶ月間に、日本を訪れたアメリカ人の宿泊人数が
もっとも多かった場所は箱根だった。東京各地や京都よりも多い結果となった。
またアメリカ人だけではなく、箱根町の外国人観光客の宿泊者数も増加を
続けており、2016年は前年比122%で46万人に達した。

【観光サービス】官民一体で、観光客のデータを分析

箱根町観光協会が「箱根DMO」(観光経営マーケティング組織)に名称を
変更。地域の「稼ぐ力」を引き出すことを目標に「観光地そのものを経営する」。

誘客や宣伝といった従来の業務に加え、観光客の消費額や満足度調査など
の情報を集約、分析する事業に重点を置く。消費行動を探るマーケティングの
ため、リクルートライフスタイル、楽天、JTBの3社から出向者を迎え入れた。

2015年4月に箱根山の火山活動が活発化して以降、情報発信が一枚岩で
なく、行政や観光協会、事業者ごとにばらばらになっていた。「通常通り営業」
「温泉が出ない」と各地で異なる状況が混然となって発信され、混乱が生じたと
いう。今後は箱根DMOが観光分野の情報発信で中心的な役割を担ってい
く。

【広報活動】伝統工芸「寄木細工」で作られた箱根駅伝トロフィー

海外の人が「描いたものではないのか」とビックリするという「寄木細工」。トレー・
コースター等の日用品や、秘密箱もお土産として人気が高い。自然の木の色
の組み合わせがユニークで美しく、無限の色と柄の組み合わせがある。伝統
工芸士の金指勝悦さんが毎年製作する、寄木細工の箱根駅伝往路優勝校
に箱根町長から送られるトロフィーが有名だ。最近では、伝統の技を受け
継ごうと、若いアーティストによる斬新なデザインの寄木細工が登場しており、
進化を続ける伝統工芸は、外国人観光客からの人気を押し上げている。

出典：金指勝悦の無垢の箱根寄木細工

【アメリカ人の宿泊先ランキング】
(2016年9月1日～11月30日)

2017年の入込観光客数が3年ぶりに2千万人を突破。大型宿泊施設の
オープンが相次いだこともあり、外国人観光客は約54万6千人(同18％増)
で、

2013年から5年連続で過去最高を更新した。

町は、オーストラリアやベトナムを中心に海外での誘致活動が奏功し、全国の
観光地と同様、箱根でも訪日外国人が増えたと分析する。

神奈川県足柄下郡箱根町

出典：神奈川新聞

2015年トロフィー

出典：神奈川新聞

出典：PR TIMES 箱根DM
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【箱根町】地域での取り組み

出典：小田急NEWS RELEASE

【観光施設】プライベート温泉や新観光船の導入で快適な周遊を

以前は修学旅行生が多かった箱根だが、箱根山の噴火警戒レベルが上がった
2015年は前年の4万5千人から5千人弱にまで激減した。そのため、老朽化
等による改修に合わせて仕様を高級化する等、施設自体も変化してきた。

外国人観光客にとっても、温泉に入るのは大きな楽しみの一つだが、大浴場や
混浴といった温泉文化には、困惑するのだという。しかし箱根には、貸切風呂
が充実している旅館・ホテルが多く、プライベート温泉が充実しており、外国人
にも人気だ。温泉を楽しむ光景をSNSにあげる外国人観光客も多い。

（２）箱根登山電車各駅の改築

（４）大涌谷駅待合室の新設

また、小田急箱根ホールディングスは、2018～2020年にかけて、箱根エリア
に計100憶円規模の大型投資を行う。新しい観光船やゴンドラの導入、駅舎
の改修および改築などに取り組み、快適な箱根エリアの周遊をサポートする。
箱根エリアの発展に貢献する投資は、以下の3つのテーマで実施する。

①「もっと乗りたくなる箱根」～乗り物でめぐる箱根の楽しさのさらなる追求～

（１）新型海賊船の建造 （２）新型ゴンドラの導入

神奈川県足柄下郡箱根町

✔箱根登山ケーブルカーと箱根ロープウェイとの乗り換え機能の強化
✔バリアフリー対応の強化
✔明星ヶ岳や相模湾を一望する足湯テラスの設置

箱根では数多くの
プライベート温泉が楽しめる

出典：商業施設新聞

（３）箱根登山電車新型車両の追加導入
（４）箱根登山電車2000形車両の更新
（５）箱根登山ケーブルカーの更新（６）路線バス車両の増車と更新

②「もっとまわりたくなる箱根」～山内施設の機能的・質的向上～

（１）早雲山駅舎の改築および改修

✔4駅の老築化更新・耐震強化および、多目的トイレの新設、待合スペースの拡充

（５）箱根キャリーサービス運搬車両の増強

✔施設リニューアルと体験施設を充実。
✔ガラスアートや器などの作品を取り扱う雑貨セレクトショップをオープン

（３）箱根クラフトハウスのリニューアル

✔旅客滞在スペースの確保や防災備蓄品の配備など火山防災を目的に待合室を設置
✔待合室は富士山側に面しており、富士山ビュースポットとしても楽しめる

✔2005年から開始している手荷物配送サービスの運搬車両を増車

✔日本語、英語、中国語、韓国語で、GPSによるバスの位置情報をスマホ配信

③「もっとわかりやすい箱根」～快適な箱根周遊に向けたサービスの充実～

（１）多言語によるバスロケーションシステムの導入

（２）WEBサイト、多言語パンフレットの充実

✔4観光ポータルサイト「箱根ナビ」外国語版リニューアル
✔多言語パンフレットの拡充

出典：神奈川新聞

出典：PR TIMES 箱根DMO
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【鎌倉市】地域での取り組み

出典：神奈川県「神奈川県外国人観光客実態調査」

【概況】神奈川県で訪日外国人が一番多く訪れる鎌倉

神奈川県が2017年に行った調査では、神奈川を訪れる国籍・地域は、中国
が31.0％ともっとも多く、東アジアで6割弱、東南アジアを含めると66.0％と
全体の3分の2がアジアからの来訪だ。

訪問地は、鎌倉市が 47.9％ともっとも多く、横浜市(43.8％)、箱根町
(40.1％)と続く。国籍・地域別にみると横浜市は東南アジアが73.5％、
鎌倉市はヨーロッパが67.9％、中南米が75.8％だ。

主な訪問目的は「自然観光」(50.4％)がもっとも多い。次いで「神社・仏閣」
(26.9％)が高く、国籍・地域ではヨーロッパや中南米、タイ、北米が、訪問
地域では鎌倉が高い比率となっている。

横浜や箱根、川崎が最初の訪問地の場合は多岐に広がっているが、鎌倉、
江の島が最初に訪問地の場合は、その両地点に留まるケースが多い。

出典：NTT東日本

【観光サービス】藤沢・鎌倉エリアをキャッシュレスシティーに

藤沢商工会議所、鎌倉商工会議所、NTT東日本、ネットスターズは共同
で、

会議所会員のキャッシュレス決済を促進する取り組みを始めた。

2次元コード「QRコード」決済システムの導入費や利用料の利率を低く抑える
キャンペーンを行った。藤沢・鎌倉エリアでは訪日外国人や国内観光客が多く
訪れる一方、導入コストや手数料の問題で地元商店や施設のキャッシュレス
が進んでいなかった。両会議所は地域ぐるみでインフラを整備することで、訪問
者の利便性向上と店舗業務の省力化を一気に進める。

NTT東日本は、Wi-Fiや光回線等、通信環境の整備を支援する。

出典：日刊工業新聞社

神奈川県鎌倉市

神奈川県の訪問地
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【鎌倉市】地域での取り組み

出典：日経MJ

【観光サービス】聖地巡礼人気。観光ガイドブック「かなもえ」作成

江ノ島電鉄の鎌倉高校前駅のすぐ横の踏切が外国人観光客を集めている。
漫画「スラムダンク」のアニメのオープニングで流れた踏切のシーンのモデルと
言われ、一躍有名になった。5年ほど前から、中国や台湾等から外国人観光
客が押し寄せている。

漫画は中国語や英語、スペイン語など12カ国語で訳され、アニメも好評。
アジアでの人気は著しく、中国のSNSでは現在も関連する投稿が続いている。

駅の周りには目立った観光地や飲食店もなく、スラムダンクを紹介するポスター
もない。それでも観光客の中には、主人公のチームカラーである赤のユニホーム
を着て撮影している人もいるほど。中国でも漫画や映画の舞台を巡る旅行を
「聖地巡礼(シェンディーシュエンリー)」と呼び、根付いている。

出典：神奈川県ホームページ

鎌倉高校駅前の踏切に
外国人観光客が集まる

出典：Tokyo Day Trip

神奈川県鎌倉市

中国の旅行サイトでは、スラムダンクの舞台、
鎌倉を巡る日帰りツアーも売り出されている。

取り上げたアニメ・マンガ等

ヱヴァンゲリヲン新劇場版(箱根町)
スラムダンク(湘南エリア)
つり球(藤沢市 江の島)
ねらわれた学園(鎌倉市)
たまゆら(横須賀市)
コクリコ坂から(横浜市 山手・元町)
夏のあらし！(横浜市 大倉山)
ココロコネクト(横浜市 港北ニュータウン)
天体戦士サンレッド(川崎市 溝の口)
川崎市藤子・F・不二雄ミュージアム(川崎市)
横浜アンパンマンこどもミュージアム＆モール(横浜市)

神奈川県はアニメや漫画の舞台となった県内の場所や施設をまとめたガイド
ブック「かなもえ」を作成。2017年には外国人観光客向けに県内の観光地を
紹介するサイト「Tokyo Day Trip」を開設。鎌倉高校前駅の踏切を含め、
県内の観光地を英語や中国語で紹介している。

出典：BUSINESS INSIDER JAPAN
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【熱海市】地域での取り組み

【概況】Ｕターン者による国内旅行者の回復

宿泊者数が長期的に低迷する危機的な状況の中、2006年に熱海市は
「熱海市財政危機宣言」を出し、地元の事業者、住民等に対して市政への
協力依頼を行い、「熱海市観光戦略会議」を設置し、長期的な観光基本
計画を策定するところから再生をスタートさせた。

施策の一つ「やる気のある民間プレーヤーによる個人客を意識した宿泊施設の
リニューアルやコンテンツづくり」は、やる気のある宿泊事業者が旅行スタイルの
ニーズに合わせた施設のリニューアルを行ったり、Uターン者が立ち上げたNPO
法人による魅力的なコンテンツづくりだ。新たなプレーヤーを巻き込み、行政の
観光地域づくりと連携しながら活躍することで、熱海が生まれ変わりつつある。

「2015年の訪日旅行先ランキング」によると、伸び率1位は「静岡県・熱海」と
なった。東京、富士山・箱根、京都、大阪を巡る「ゴールデンルート」外の人気
が高まっている。

熱海は温泉だけでなく、海や海の幸、１年を通して楽しめる花火大会など
イベントも豊富で、神社や商店街など、日本独特の観光スポットも多数ある。

【観光施設】観光客も地元の人も楽しめるまちに変貌

2016年11月にオープンした JR熱海駅の新しい駅ビル「ラスカ熱海」。1階に
は地元の生産者が持ち寄る旬の野菜や果物、さらに特産品などが販売されて
いる「伊豆・村の駅」をはじめ、熱海・伊豆半島エリアの名店が多く出店。

平日にも土産物を買う観光客であふれかえるほどのにぎわいだ。3階には伊豆
の各漁港から買い付けた新鮮な魚介類と地酒などを楽しめる飲食店もある。

変化しているのは熱海駅だけではない。数年前まで多くのお店のシャッターが
閉まった状態だったという「熱海銀座商店街」は、今では若者を中心に住民
たちの交流の場となっている。その再生のカギを握るのは「空き家の有効活用」。

証券会社だった空きビルをリノベーションしたカフェ「RoCA」や、コワーキング
スペース「naedoco」、さらに宿泊者と地元の人たちとの触れ合いによって熱海
の魅力を知ってもらおうとさまざまなイベントを企画するゲストハウス「マルヤ」など、
いずれも使われていなかった建物をリノベーションしてよみがえらせた。

出典：繊研新聞

静岡県熱海市

訪日旅行先 伸び率ランキングトップ5

1位 静岡県 熱海 282.7％

2位 福岡県 福岡市（天神・中州・百道浜）・糸島 209.3％

3位 福岡県 北九州市内（小倉・門司） 208.7％

4位 長野県 軽井沢・佐久・小諸 206.5％

5位 京都府 嵐山・太秦・高雄周辺 199.1％

出典：日経トレンディネット

出典：国土交通省「観光白書」(平成29年度版)

JR熱海駅の新しい駅ビル「ラスカ熱海」 カフェ「RoCA」

また、2カ月に1度、熱海銀座商店街を中心に、「海辺のあたみマルシェ」という
地元農家の野菜を販売するイベントや、レトロなスナックや喫茶店が立ち並ぶ
路地裏を巡るまち歩きツアーなど、熱海の魅力をPRするための体験交流型
イベントも開催。この取り組みは、NPO法人atamistaが中心となっている。
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【熱海市】地域での取り組み 静岡県熱海市

出典：静岡新聞

【広報活動】東京観光の外国人にアピール

官民が協力した誘客キャンペーンや映画、テレビ番組のロケを支援する事業の
効果でメディアへの露出が増え、国内から注目される“Ｖ字回復”につながった。

一方で、「夜の街や郊外の活気は戻ってきていない」と、にぎわいの偏りを指摘
する声は多い。基幹産業の宿泊・飲食業では人手不足も深刻で、新規開業
や事業拡大の足かせになっている。看板の多言語化やキャッシュレス決済の
機器導入など、訪日外国人旅行客への対応の遅れも目立つ。

東京観光の外国人をターゲットに、ジャパン・レール・パスを使って熱海日帰り
旅行を推進していき、まずは知ってもらって“次回は泊まろう”という流れを狙う。

【観光サービス】タブレット端末、スマホ向け観光アプリ運用開始

熱海市は、県立大、JTBと共同開発したスマートフォンやタブレット端末向けの
観光アプリ「意外と熱海」の運用を開始した。人気スポットの起雲閣については
特設コーナーを設け、AR(拡張現実)を活用したガイド機能などを搭載した。

出典：PRESIDENT Online

出典：静岡新聞

出典： JAPAN RAIL PASSホームページ

ジャパン・レール・パスは、JRグループ6社が共同して提供するパスで、
日本中を鉄道でくまなく旅行して回るのに最も経済的なきっぷです。【観光サービス】熱海市のインバウンド対策

Wi-Fi環境の整備・助成・飲食店洋式トイレ推進事業 タブロイド誌・多言語
ホームページ・海外向けプロモーション動画の作成。

出典：熱海市観光建設部観光経済課

アプリは訪日外国人旅行者にも配慮し、
日本語のほか、英語、中国語の簡体字と
繁体字に対応。起雲閣館内の主要な
部屋、庭園などで端末をかざすと、ゆかりの
人物の説明やクイズなどが表示され、
画面のボタンを押すと音声ガイドが始まる。
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【河口湖町】地域での取り組み

【概況】外国人旅行者を「呼ぶ」段階から「満足してもらう」段階へ

富士河口湖町は首都圏からおよそ100kmの場所に位置し、湖や、山や森で
のトレッキングやエコツアー等のアクティビティ、河口湖周辺の温泉等、豊富な
自然資源を活用した様々な楽しみ方ができる観光地だ。

富士河口湖町を訪れる外国人宿泊者数は、東日本大震災以降、急激に
増加し、2016年には過去最高の54.4万人となった。主要国の内訳は中国
(31%)、台湾(19%)、タイ(18%)である。

長年のセールスの結果、町として受け入れられる外国人旅行者は、一定の
ボリュームに達しており、外国人旅行者にいかに「満足してもらう」ためのプロモー
ションよりも魅力づくりや受け入れ態勢の整備に注力している。

マーケティング調査の結果から、「見るべきポイント」を押さえ、移動効率にも
配慮した「2時間コース(徒歩)」 「半日コース(観光バス)」「半日コース
(自転車)」などのモデルコースを提示した多言語マップを作成している。

また、富士河口湖町では、2014年から個人旅行者向けのウェブサイトを
公開。英語、中国語、韓国語、フランス語、タイ語、マレー語、インドネシア
語の8言語で情報を提供している。

出典：「育て、輝き、輝かせる！インバウンド受入殿堂観光地に学ぼう」

【観光施設】 西湖いやしの里根場

もともと1966年までこの場所にあった茅葺の集落を再現したもので、外国人に
人気の施設となっている。

山梨県南都留郡富士河口湖町

出典：富士河口湖が目指す「一人一人が楽しんで参画する観光まちづくり」

西湖いやしの里根場

出典：「育て、輝き、輝かせる！インバウンド受入殿堂観光地に学ぼう」

【観光サービス】魅力をつなぐーハードとソフトの両面からアプローチ

1995年には温泉掘削に成功し、自然資源だけでなく、温泉という魅力も
加わった。これらの観光スポットをできるだけ効率的に移動できることが重要で、
こうした魅力をつなぐ取り組みも進めている。

ハード面整備としては、観光バスの「レトロバス」と「オムニバス」が挙げられる。
1995年には主要観光施設を巡る「河口湖周遊バス」(レッドライン)が開設。
2004年には、「西湖周遊バス」(グリーンライン)の開設。
2016年には、「鳴沢・精進湖・本栖湖周遊バス」(ブルーライン)を新設。

出典：西湖いやしの里根場

出典：富士急行バス

出典：富士河口湖が目指す「一人一人が楽しんで参画する観光まちづくり」
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【河口湖町】地域での取り組み

出典：週刊東洋経済

山梨県南都留郡富士河口湖町

【観光サービス】住民一人一人が楽しんで参画する観光まちづくり

2007年には「観光立町推進条例」を施行。特筆されるのは「観光地づくり」を
するのではなく、全住民参加型の「観光街づくり」を打ち出したこと。

西湖で発見された幻の魚「クニマス」を模したたい焼き「西湖クニマス焼」や、
名古屋名物のひつまぶしを地域の食材でアレンジした「富士まぶし」等、住民の
発想による菓子や料理が生み出された。

西湖クニマス焼

出典：「育て、輝き、輝かせる！インバウンド受入殿堂観光地に学ぼう」

【観光サービス】市場調査によるターゲット決め・新規市場の開拓

外国人旅行者を積極的に受け入れ始めた1999年以降、10年以上継続的
に海外プロモーションに取り組み、ターゲットを絞ったプロモーションや調査を実施。

2009年には、欧米のFITニーズの把握を目的とした調査を実施、その結果
から外国人旅行者向けのマップを作成した。

その他、韓国市場のシェアが全国と比較して低いことから、韓国市場を対象に
調査、その結果から韓国市場よりもタイ市場を積極的に取り込んでいくべき
市場と判断し、現地での海外プロモーションや、町の案内表示、マップの対応
言語などをタイ語で対応した。近年では新規市場としてベトナムとスリムを
狙っていく予定である。

出典：富士山ファミリー

【広報活動】費用をかけない花や紅葉関連のイベント戦略

富士河口湖では、年間を通じて何らかの花や紅葉が見ごろを迎える仕掛けが
されている。様々な花に関するイベントを数多く開催することで、マスメディアが
イベントを取り上げ、それを元に旅行会社が商品を作る。宣伝費をかけなくても
富士河口湖として重要な観光資源を国内外にPRできる。

「富士芝桜まつり」の2017年外国人の来場者は14.6万人、来場者のおよそ
3割を占めている。

出典：「育て、輝き、輝かせる！インバウンド受入殿堂観光地に学ぼう」

出典：富士山NET

2016年7月21日には、ムスリム対応のシャリアホテルがオープン。
豚肉やアルコールを提供しない、女性従業員がヒジャブやスカーフを
着用するなど、イスラム教のきまりに則った運営がなされている。 富士まぶし

出典：富士芝桜まつり
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【伊勢市】地域での取り組み

出典：中日新聞

【概況】訪日外国人客が低調。認知度高いが関心低く

伊勢市において外国人観光客の数の目安となっている伊勢神宮への外国人
参拝者数は2018年まで2年連続で減少している。

神宮の外国人参拝者数は、式年遷宮の前年2012年から急増、伊勢志摩
サミットがあった2016年の19万9900人がピークで、2018年は10万1400人。

2017年度、訪日外国人800人に行った調査では、観光地として「よく知って
いる」「なんとなく知っている」と答えた人の割合は、伊勢市が62％と半分以上
に認知されている一方で「ぜひ旅行してみたい」と高い訪問意欲を持っている人
は、24％となり、認知度に比べてかなり低かった。

出典：中日新聞

【観光施設】キラーコンテンツと連携した伊勢湾周遊ツアーを企画

伊勢鳥羽志摩インバウンド協議会は、台湾の旅行会社に、真珠の成り立ちを
紹介する「ミキモト真珠島」、新鮮なサザエなどを食べながら海女さんと交流
する「海女小屋」を訪ねる旅程を提案していたが、思うように集客できなかった。

転機は2014年。空港から観光バスで移動し、伊良湖ー鳥羽間を伊勢湾フェ
リーで海を渡り、伊勢神宮など三重県が誇る観光資源を楽しむ伊勢湾周遊
ツアーを企画した。台湾向けのキラーコンテンツの一つが、名古屋と伊良湖の
中間地点となる蒲郡のレジャー施設「ラグーナテンボス」だ。

三重県のインバウンドを集計する5施設では、2018年GWの県内観光客数
が、前年より減る中で、インバウンドの増加が目立った。

三重県伊勢市

場所 認知度 旅行したい
複数回
旅行した

伊勢市 62％ 24％ 16％

鳥羽市 56％ 16％ 10％

志摩市 56％ 17％ 9％

出典：中部経済新聞

出典：中部読売新聞

場所 観光客数 前年比
インバウンド

人数 前年比

赤目四十八滝(名張市) 11,785 96.6％ 164 105.1％

伊賀流忍者博物館(伊賀市) 15,700 95.3％ 474 125.1％

鬼ケ城センター(熊野市) 18,549 94.3％ 129 379.4％

ミキモト真珠島(鳥羽市) 8,837 93.6％ 736 128.7％

伊勢神宮(伊勢市) 387,725 89.8％ 2667 111.3％

【広報活動】米国や英国にターゲットを絞ったYouTube広告作成

デジタル広告戦略に力を入れている伊勢市。2016年には、伊勢志摩サミット
で露出も高まったことから、YouTube上で旅行好きなユーザーが見る動画に
伊勢神宮の広告をポップアップさせるデジタル広告を展開した。

ターゲットは英国。日本文化に関心の高いフランスも候補に上がったが、英語
の波及効果を考慮した。動画冒頭の広告はスキップされる確率が高いが、
10人に3人が30秒以上見てくれたことで、伊勢に興味があることがわかった。

2019年2月には、米国のネットメディアと共同で、米国の映像作家を3人ほど
募集する。作家が2週間程度滞在し、斬新な映像をまとめてもらった作品を
市が、YouTubeなどで発信する。英国でも同様のプロジェクトが進んでいる。
市としては2019年度、米国や英国からの誘客に力を入れる方針だ。

台湾で人気のアニメ「ワンピース」の催事に力を
入れている同施設や、国の天然記念物に指定
されている「竹島」の風景明媚な景色などが、
台湾人の心をつかんだ。

出典：ラグーナテンボス

出典：トラベルボイス
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【伊勢市】地域での取り組み

出典：タケダダイスケの【地底探検】

【観光サービス】店員との英会話カフェ人気。身近な国際交流

伊勢神宮の近くにある「カフェ武雷庵(ぶらいあん)」では、看板商品の松坂牛と
的矢カキに加え、店員との英会話が人気だ。2004年の開店以来、店主の
仲武氏は、来日した若者を店員として50人以上受け入れてきた。

「フォー、カキ、プリーズ」。店内では英語と日本語が混じった会話が行き交う。
この日の接客はイタリア人男性だ。常連客の71歳女性は「英語は苦手だけど、
この店の人の国には親近感が湧くようになった」と笑う。

伊勢神宮がある伊勢市には昔から多くの日本観光客が訪れるが、外国人
観光客に不慣れな地元の人も多い。

英語が母国の店員がいる時は、お酒も楽しめる英会話教室を定期的に開く。
仲武氏は、「地元の人にとって身近で国際交流できる場にしたい。違う文化を
知ると視野が広がって面白い。店に来るお客さんも滞在する外国人にもそれを
味わってほしい」という。

【観光サービス】日帰り客が多い伊勢市にお金が落ちる仕組み

伊勢市観光協会とヤマト運輸と協業でJR伊勢市駅に「手ぶら観光サービス」
として手荷物預かり所を置いているが、自治体が行う取り組みながら、鳥羽や
志摩に宿泊する旅行者向けにホテルへの配送サービスも行っている。

伊勢市としては、宿泊は他でもOKというスタンスを取る。関わる事業者や自治
体がWinWinの関係になれば、伊勢市にとってもメリットがあるという考え。

伊勢市の旅行者は、伊勢神宮を参拝する日帰り客が多勢を占めるため、
地域にお金が落ちる仕組みとして、着地型商品の開発に力を入れている。
129種類の体験型商品をつくり、2016年9月から「じゃらんnet」で「コト旅in
伊勢」として販売している。

2017年2月には地域DMOの伊勢まちづくりが同じ商品を販売するサイトを
立ち上げた。システム使用料は支払う必要があるが、地元が売ればその手数
料は地元に入る。地元DMOが運営することで、地元の人たち自身が体験型
商品を育て、地域で稼ぐ体制づくりにつながることに大きな期待が持てる。

出典：中部経済新聞

外国人店員が肉を焼く「カフェ武雷庵」

出典：コト旅in伊勢

三重県伊勢市

出典：トラベルボイス
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-Air BnB
-自治体旅行HP（英）
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掲載情報について
 Japan 15 (Lonely Planet Travel Guide) を参照
 対象地域の紹介文を簡易翻訳
 対象地域のTOP2ページを掲載
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【日光市】ロンリープラネット掲載状況 栃木県日光市

日光周辺：
東京の北方に位置する関東平野は、山
岳地帯、荘厳な日光の神社や近隣の
美しい中禅寺湖を背景に臨む森林風
景 を有している。
敷地面積400平方キロメートルの日光
国立公園は、福島県、栃木県、群馬
県、新潟県にまたがっており、絶好のハイ
キングや人里離れた温泉が楽しめます。

日光：
苔むした古い石壁、整然と並ぶ石灯籠、
朱色の鳥居、そびえ立つ杉の木々、
これらは江戸時代（1600年～1868
年）の栄華が祀られた神聖な日光随一
の参道です。

日光は丘陵地に囲まれた日本の主要な
見所のひとつです。世界遺産に登録されて
る、徳川将軍の富と権力を象徴する神社
仏閣が複数あります。ハイシーズン（夏・
秋）や週末は非常に混雑することがある
ため、地域の神霊性はあまり感じられない
かもしれません。多くの人で賑わう前の早
朝から動き始められるように夜を明かすの
もいいですが、ぜひ数日の宿泊をお勧めし
ます。そうすれば周辺地域の華やかな自
然の風景の探索や、国立公園だけでなく
皇居や温泉といった他の名所を回ったり、
アクティビティ体験をすることができます。

※TOP2ページの画像、計7ページ掲載
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【白馬村】ロンリープラネット掲載状況 長野県北安曇郡白馬村

白馬は北日本アルプスの最高峰のひ
とつであり、日本の主要なスキーとハ
イキングの中心地のひとつです。
冬は日本全国から白馬にある7箇所
のスキーリゾートに訪れます。海外か
らの訪問も増加しています。
夏は、山頂への容易なアクセスで登
山客に人気です。中心地の白馬村
には、多くの温泉があり、一日の疲れ
を癒すのに最高です。この地域は
2014年11月21日にマグニチュード
6.7の大地震に見舞われ、白馬とそ
の周辺の村に多大な被害をもたらし
ましたが、観光客に大きな影響はあり
ませんでした。

※TOP2ページの画像、計3ページ掲載
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【松本市】ロンリープラネット掲載状況 長野県松本市

松本は西に7つの大きな峰（それぞれ
3000m以上の槍ヶ岳、穂高岳、乗鞍
岳を含む）と東に3つの小さな山地
（美ヶ原高原を含む）に囲まれていま
す。最も広いところでも幅わずか20キロ
の、肥沃な谷に守られたところに位置し
ています。壮大なアルプスの景色が間近
に臨め、息をのむような夕日が見られま
す。
以前は深志として知られていた松本は、
長野県で2番目に大きい都市で、8世
紀から続いています。14世紀から15世
紀にかけては小笠原藩の城下町であり、
江戸時代から現在にかけて繁栄してい
ました。
近年、都心から地方へ移り住む若者に
人気があり、地方の人口増加の新たな
流れを示唆しているかもしれません。松
本市は住民に愛されている魅力的で国
際的な日本有数の都市の一つです。
世界中のファンたちは、素晴らしい城、
美しい通り、ギャラリー、カフェ、そして魅
力的な景色を楽しんでいます。

※TOP2ページの画像、計6ページ掲載
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【金沢市】ロンリープラネット掲載状況 石川県金沢市

金沢の様々な文化的な観光名所
は、北陸地方の魅力であり、日本本
土の歴史的財産である京都のライバ
ルでもあります。
17世紀の城庭園である兼六園が最
も有名で、美しく保存された侍と芸
者の街、魅力的な寺院、豊富な美
術館、素晴らしい市場などがあります。
それらすべてを体験するために、2～
3日間の滞在をおすすめします。

※TOP2ページの画像、計9ページ掲載
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【高山市】ロンリープラネット掲載状況 岐阜県高山市

高山（正式には飛騨高山として知られてい
る）は、趣のある街並みと、人気の祭りがあ
る場所です。ここ最近人気が高まったことで、
10年前のあまり知られていなかった頃の輝
きはないかもしれませんが、本州中心の旅
行者にとって、ここは真っ先に訪れるべき場
所です。ショルダーシーズンの訪問なら、静
かに過ごせるでしょう。現在の街並みは17
世紀後半から確立され、都市向けの小さな
サイズの美術館やギャラリー、寺院が点在し
ています。
明治時代の旅館、丘の中腹にある神社や
寺院、そして川沿いの素敵な雰囲気が魅
力的です。友好的で親切な地元の人々が
強固な生活基盤を築いています。
それらすべてを楽しむためには二、三日必要
です。 高山は徒歩で簡単に探索でき、飛
騨地方や日本北部アルプスへの旅の出発
点または終着点として最適です。

※TOP2ページの画像、計7ページ掲載



-59-

【広島市】ロンリープラネット掲載状況 広島県広島市

多くの人にとって広島はたった一つのことを示して
います。1945年8月6日に広島が世界初の原
爆攻撃の標的になったことで、その都市の名前
は永遠に忘れられることはないでしょう。
広島の平和記念公園は、その日のことを忘れな
いための不変的なものとして建てられました。それ
は心を打つ平和のメッセージとして世界中から訪
問者を引き付けています。また、広大な大通りと
ゆったりとした親しみやすさを兼ね備えた緑豊か
な広島は、気の滅入るようなところからはかけ離
れています。今日の広島は、繁栄する国際的な
コミュニティの本拠地です。ここで数日過ごして、
最高に活気ある街を体験してみてください。

※TOP2ページの画像、計11ページ掲載
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【箱根町】ロンリープラネット掲載状況 神奈川県足柄下郡箱根町

箱根は、静かな温泉、世界クラスの美術
館、伝統的な旅館、富士山の壮観な山
の風景など、東京の喧騒を逃れるのに最
適な場所です。芦ノ湖はその中心にある
湖で、湖に浮かぶ箱根神社の鳥居と富
士山の象徴的なイメージが臨める場所で
す。すべて非常に魅力的なため、週末や
休日には多くの人で混雑します。混雑の
中訪れれば、すし詰め気分を味わうことで
しょう。混雑を避けるには、平日の旅行が
おすすめです。ハイキングに行ったり、箱根
の風変わりな宝の数々を試してみてくださ
い。

※TOP2ページの画像、計3ページ掲載
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【鎌倉市】ロンリープラネット掲載状況 神奈川県鎌倉市

日本初の封建制度（1185年～
1333年）の輝かしい日々は、大
衆のための仏教が広がりを見せた時
期と一致しています。この遺産は、こ
の地域で見事な寺院が急増したこ
とに反映されています。鎌倉には
オーガニックレストラン、海の家、サー
ファーなどのゆったりとした素朴な雰
囲気もあり、朝日の中での瞑想体
験や丘陵地のハイキングなども訪れ
る理由となってます。東京からわずか
1時間のところにあり、週末や休日
には混雑が予想されるため、それを
考慮して計画を立ててください。

※TOP2ページの画像、計4ページ掲載
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【熱海市】ロンリープラネット掲載状況 静岡県熱海市

熱海の温泉と海辺のリゾート地は、伊
豆への玄関口であり最大の町です。丘
陵地にもかかわらず、乱開発により多く
の魅力が奪われてきました。しかし、伊
豆諸島行きの船を待つ間の、海岸通り
の散歩はとても快適です。また、新しく改
装されたMOA美術館は一見の価値が
あります。

※TOP2ページの画像、計0.5ページ掲載
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【河口湖町】ロンリープラネット掲載状況 山梨県南都留郡富士河口湖町

もし富士山に登るつもりがなくても、同名の湖の周り
に広がる河口湖町は、素晴らしい山の景色をはじ
め、富士五湖の魅力を満喫できる最適な場所で
す。また、この地域の公共温泉には割引券がある
場合がありますので、観光案内所へお問い合わせく
ださい。

※TOP2ページの画像、計12ページ掲載
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【伊勢市】ロンリープラネット掲載状況 三重県伊勢市

三重県の志摩半島にある伊勢地域は、日
本で最も神聖な神社であり、最も印象的な
神社のひとつである伊勢神宮があります。
唯一のライバルである、豪華絢爛な日光東
照宮とは対照的に質素な神社です。その
純粋さ（そして間違いなく古代の建築技
術）を保つために、神社の建物は20年ごと
に再建されます！伊勢市の中心には、興
味深い歴史的な地区や様々な旅館やレス
トランがあります。 海岸の向こうには志摩地
方があり、海岸の景色は江戸時代の版画
のように感じられます。伊勢へは、名古屋、
京都、大阪から簡単にアクセスでき、これら
の都市のいずれからも2日間の旅行が可能
です（近鉄急行列車を利用すれば、日帰
り旅行も可能です）。

※TOP2ページの画像、計4ページ掲載



旅行情報プラットホームでの取り上げられ方
<収集媒体>
-ロンリープラネット
-ジャパンガイド
-トリップアドバイザー
-Air BnB
-自治体旅行HP（英）
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掲載情報について
 2019年3月の検索結果に基づく。
 評価指標
① most visited in Japan

-JapanGuideのお勧め度・口コミや閲覧数などから総合的に評価
TOPページのタイトルと連動している

② 星
-ユーザーの投票で評価 ①

②

連動
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【日光市】ジャパンガイド掲載状況 栃木県日光市
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【白馬村】ジャパンガイド掲載状況 長野県北安曇郡白馬村
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【松本市】ジャパンガイド掲載状況 長野県松本市
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【金沢市】ジャパンガイド掲載状況 石川県金沢市



-70-

【高山市】ジャパンガイド掲載状況 岐阜県高山市
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【広島市】ジャパンガイド掲載状況 広島県広島市
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【箱根町】ジャパンガイド掲載状況 神奈川県足柄下郡箱根町
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【鎌倉市】ジャパンガイド掲載状況 神奈川県鎌倉市
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【熱海市】ジャパンガイド掲載状況 静岡県熱海市
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【河口湖町】ジャパンガイド掲載状況 山梨県南都留郡富士河口湖町
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【伊勢市】ジャパンガイド掲載状況 三重県伊勢市



旅行情報プラットホームでの取り上げられ方
<収集媒体>
-ロンリープラネット
-ジャパンガイド
-トリップアドバイザー
-Air BnB
-自治体旅行HP（英）
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掲載情報について
 2019年3月の検索結果に基づく。
 宿泊施設／観光スポット／レストランの上位3位を掲載。
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【日光市】トリップアドバイザー掲載状況 栃木県日光市

宿泊施設 ：305軒
＜ホテル/旅館（158）/B&B/民宿（106）/その他(ゲストハウス、ロッジ等)（41）＞

ランク 施設名（評価：☆） 口コミ件数 コメント（一例）

1位
奥の院 ほてる とく川

<2019トラベラーズチョイス賞> ☆4.5
204件

（日76/英101/簡46/繁41）
市街地から離れたステキなホテル。（シンガポール）

2位
鬼怒川温泉 あさや

☆4.0
468件

（日413/英40/繁16）
温泉とビュッフェディナーが素晴らしい（バンコク）

3位
日光 千姫物語

☆4.5
178件

（日100/英64/繁21）
日本の素晴らしい旅館のひとつ。コスパがいい。

（シンガポール）

ランク 施設名（評価：☆） 口コミ件数 コメント（一例）

1位
日光田母沢御用邸記念公園

☆4.5
296件

（日141/英100/伊・仏・簡13）
チャーミングな大邸宅と庭園。バス停からのアクセスが簡単。

（ポートランド）

2位
日光東照宮
☆4.5

2971件
（日1540/英777/簡154/伊153/繁145/西125）

無宗教だが建築が美しくて、落ち着けるところ。日光に来たら
絶対訪れるべき。（インド）

3位
大猷院廟
☆4.5

425件
（日185/英109/仏27/伊26/西24）

とても価値のある日帰り旅行。世界遺産に登録されている
絶好の観光地。（イギリス）

観光スポット：220軒

ランク 施設名（評価：☆） 口コミ件数 コメント（一例）

1位
米吉 晃寿司
☆5.0

126件
（日15/英67/西・仏・簡・繁13）

素晴らしい食事体験。畳の席があるのが嬉しかったので5つ
星。また訪れたいと思った。（ロンドン）

2位
ひっぱり凧
☆4.0

262件
（日10/英114/西68）

素晴らしい料理、幅広いメニュー（オーストラリア）

3位
Bar de Nikko くじら食堂

☆4.5
117件

（日22/英64/西12）
本当に素晴らしい隠れ家的スポット。初めてオムライスを食べ

た。ここにきて良かったと思った。（フロリダ）

レストラン：788軒
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【白馬村】トリップアドバイザー掲載状況 長野県北安曇郡白馬村

ランク 施設名（評価：☆） 口コミ件数 コメント（一例）

1位
信州白馬八方温泉 しろうま荘

☆5.0
159件

（日33/英129/独2）
スタッフがとても親切で日本食もよかった。旅館は少し古さを
感じたが、布団で寝るのは素晴らしい体験。（イギリス）

2位
フェニックスホテル

☆4.5
143件

（日13/英139/繁15）
素晴らしいサービス。部屋は清潔で居心地がいい。また、階下の乾
燥室で毎日スキー道具の乾燥ができるのは利点。（スウェーデン）

3位
アクアアルパインホテル

☆5.0
189件

（日17/英81）
今回が2回目。日本語がわからない家族にとっては最高のホテル。リ
フト券や送迎、レストランの予約すべてやってくれる。（オーストラリア）

ランク 施設名（評価：☆） 口コミ件数 コメント（一例）

1位
八方尾根
☆4.5

227件
（日143/英74/簡・繁7）

初心者向けではない。スキー経験者には楽しいと思う。山か
らの景色もきれい。（ウィスコンシン）

2位
白馬スノースポーツスクール

☆4.5
129件

（日10/英127/露1）
スキーもスノーボードも楽しめる。英語だけでなく中国語にも

対応している。（シンガポール）

3位
白馬
☆4.5

263件
（日67/英180/繁26）

リフトやゴンドラはとても古く、手入れは最小限だが雪はキレイ
だった。また、限られたリフトしか開いていなかった。

（オーストラリア）

ランク 施設名（評価：☆） 口コミ件数 コメント（一例）

1位
ミミーズ レストラン＆バー

☆4.5
140件

（日11/英137）
10名で来店。リラックスできて最高級の食事に満足。パスタ

が最高。（フランス）

2位
Lucky Pete's Cafe and Bar

☆4.5
207件

（日11/英202）
白馬は3度目。ここへ来れば冷たいビールと美味しい料理に

ありつける。また来年も楽しみ。（オーストラリア）

3位
ハミングバード
☆4.5

108件
（日11/英107）

東急ホテルの向かいにあるレストラン。サーモンの刺身の前菜
とチキンのクリーム煮は最高。（テキサス）

宿泊施設 ：719軒
＜ホテル/旅館（113）/B&B/民宿（27）/その他(ゲストハウス、ロッジ等)（48）＞

観光スポット：42軒

レストラン：247軒



-80-

【松本市】トリップアドバイザー掲載状況 長野県松本市

ランク 施設名（評価：☆） 口コミ件数 コメント（一例）

1位
五千尺ロッヂ
☆4.5

281件
（日267/英12/繁7）

カッパ橋の正面に位置し、バスターミナルから徒歩数分のとこ
ろにある。外の川の音でリラックスできる。（ワシントン）

2位
美ヶ原高原 王ヶ頭ホテル

☆4.5
187件

（日181/英5）
標高2000メートルに位置する雲の上のホテル。貸切温泉か

らの眺めは最高。（イギリス）

3位
旅館 静風荘
☆4.5

165件
（日18/英138/仏9）

とても快適で、いいお風呂だった。和朝食も最高。
（スペイン）

ランク 施設名（評価：☆） 口コミ件数 コメント（一例）

1位
松本城
☆4.5

3173件
（日1501/英1217/簡153/繁145/仏93）

ガイド付きツアーがおすすめ。幸運にもボランティアの英語ガイ
ドに案内してもらえた。（イスラエル）

2位
安曇野ちひろ美術館

☆4.5
164件

（日156/英4/韓2）
美術品の展示は素敵ですが、日本語がわからないので、彼
女の伝記の展示を読めないのが残念。（テキサス）

3位
乗鞍高原
☆4.5

216件
（日186/英21/繁13）

自転車ツアーで19キロほど走った。上りは素晴らしい景色と
滝があるが、道は幅が狭いところもある。（オーストラリア）

ランク 施設名（評価：☆） 口コミ件数 コメント（一例）

1位
インド家庭料理ドゥーン食堂 印度山

☆5.0
181件

（日14/英142/仏10）
小さなレストランだがサービスも料理も素晴らしい。ベジタリア

ン向けのメニューもあり値段も手ごろ。（イギリス）

2位
寿し典
☆5.0

54件
（日13/英32/仏6/蘭5）

店は大きくないが雰囲気は最高。リラックスして寿司を楽しめる。アイ
ス付きのセット（2500円）を注文。コスパもいい！（オランダ）

3位
小料理 いとう家

☆5.0
95件

（日13/英71/仏7）

おいしいお酒と様々な小皿料理が楽しめる。好みを聞いてくれるのでビー
ガンでも満足できる。お土産に手作りの日本語リストと折り紙をもらった。

（ワシントン）

宿泊施設 ：305軒
＜ホテル/旅館（198）/B&B/民宿（64）/その他(ゲストハウス、ロッジ等)（43）＞

観光スポット：200軒

レストラン：1,719軒
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【金沢市】トリップアドバイザー掲載状況 石川県金沢市

ランク 施設名（評価：☆） 口コミ件数 コメント（一例）

1位
金沢 彩の庭ホテル

☆5.0
346件

（日/英/簡/繁）
駅やバス停からすぐのところにある。部屋はちょうどよい大きさ。
ロビーの装飾が日光みたいで印象的。（マサチューセッツ）

2位
すみよしや
☆4.5

224件
（日28/英143/簡48/繁41）

旅館に泊まってみたかったので1泊だけ宿泊した。2時間早く
着いたがチェックインできた。とても親切。（オランダ）

3位
ホテル日航金沢

☆4.5
1778件

（日1087英469/簡126/繁117）
駅近の伝統的な西洋スタイルのモダンなホテル。朝食込みで

1泊2万円。（カナダ）

ランク 施設名（評価：☆） 口コミ件数 コメント（一例）

1位
兼六園
☆4.5

5103件
（日2364/英1730/簡296/繁286/伊232）

一年中楽しめる美しい庭園。行ったときはあまり天気が良くな
かったが楽しめた。（ウィスコンシン）

2位
鈴木大拙館
☆4.5

384件
（日198/英137/簡47/繁45）

西洋に禅仏教を広めた、哲学者D.T. Suzukiの記念館。
彼の有名な言葉が書かれたリーフレットは持ち帰ることができ

るのでお薦め。（イギリス）

3位
金沢駅
☆4.5

1351件
（日766/英340/簡62/繁61/伊50）

街の中心部からタクシーやバスで10分ほどのところにある近
代的な駅。店や飲食店がたくさんある。（カリフォルニア）

ランク 施設名（評価：☆） 口コミ件数 コメント（一例）

1位
ザゴッドバーガー

☆5.0
156件

（日11/英103/伊・仏13）
trip advisorの評価が高かったので行ってみた。バーガーもポテトも際
立っていた。ビールのセレクションもよく価格もリーズナブル。（ドイツ）

2位
エンブレムソーシャルバー

☆5.0
107件

（日10/英85/西5/仏4）
ホステルに併設されたバー。価格はかなり安く、電源プラグも

ある。おいしい地酒を飲んだ。（インドネシア）

3位
香りん寿司 Kourin Sushi

☆5.0
391件

（日24/英194/伊74）
クレジットカードが使えて英語も通じる。観光名所からのアクセスもい

い。寿司を作っているところが見える。（カリフォルニア）

宿泊施設 ：188軒
＜ホテル/旅館（108）/B&B/民宿（13）/その他(ゲストハウス、ロッジ等)（34）＞

観光スポット：266軒

レストラン：3,371軒
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【高山市】トリップアドバイザー掲載状況 岐阜県高山市

ランク 施設名（評価：☆） 口コミ件数 コメント（一例）

1位
お宿 山久
☆5.0

395件
（日41/英266/簡72/繁63）

空港送迎つき。お風呂は和風の大浴場だが専用浴室もあ
る。英語が話せるスタッフもいる。（バリ）

2位
寿美吉旅館
☆4.5

382件
（日16/英295/簡60/繁54）

魅力的で美しく趣のある旅館。オーナーとスタッフのおもてなし
に驚いた。（マレーシア）

3位
旅館 あすなろ
☆4.5

364件
（日22/英235/簡86/繁76）

高山の中心部にあるとても素敵で手入れの行き届いた木造
家屋。日本の伝統的な装飾でステキ。（スイス）

ランク 施設名（評価：☆） 口コミ件数 コメント（一例）

1位
飛騨の里
☆4.5

1360件
（日225/英828/簡82/繁80/仏71/西66/伊51）

白川郷よりずっと小さな合掌造りの村で、アクセスもずっと簡
単。高山駅からバスで15分で着く。（カリフォルニア）

2位
新穂高ロープウェイ

☆4.5
878件

（日497/英259/簡116/繁108）
天気の良い日は素晴らしい景色を一望できる。特に最上駅
の展望台からの眺めは素晴らしい。（オーストラリア）

3位
東山遊歩道
☆4.5

387件
（日24/英264/繁51/西23/仏21）

朝の散歩に最適。歴史と美しい眺めの融合がステキ。
（シンガポール）

ランク 施設名（評価：☆） 口コミ件数 コメント（一例）

1位
炒飯 花
☆5.0

102件
（日10/英72/簡14/繁13）

オーナー夫婦の素晴らしいおもてなしと素敵な料理！
（マレーシア）

2位
平安楽
☆5.0

549件
（日21/英381/簡83/繁69）

ベジタリアンにやさしい店。オーナーの奥さんは英語も話せるの
でニーズに応えてくれる。（ニュージーランド）

3位
EBIS CAFE and PACHINKO

☆5.0
109件

（日11/英77/西15）
パチンコができるカフェ。スタッフはとてもフレンドリーで他ではで

きない体験ができる。（カナダ）

宿泊施設 ：366軒
＜ホテル/旅館（184）/B&B/民宿（39）/その他(ゲストハウス、ロッジ等)（24）＞

観光スポット：163軒

レストラン：894軒
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【広島市】トリップアドバイザー掲載状況 広島県広島市

ランク 施設名（評価：☆） 口コミ件数 コメント（一例）

1位
シェラトングランドホテル広島

☆4.5
2209件

（日556/英1379/簡159/繁142）
駅のすぐ近くで最適なロケーション。どこへ行くにも歩いて行け

て便利。（オーストラリア）

2位
ホテルグランヴィア広島

☆4.5
1791件

（日510/英906/簡186/繁173/伊103）
広島駅の隣でとても便利。部屋は小さくも古くもなく良かった

が、朝晩はネットが繋がりにくい。（シンガポール）

3位
リーガロイヤルホテル広島

☆4.0
1396件

（日868/英520/簡110/繁104）
観光地やショッピングセンターまで徒歩で行ける、古き良きホ
テル。上層階の部屋は眺めもいい。（フィンランド）

ランク 施設名（評価：☆） 口コミ件数 コメント（一例）

1位
原爆ドーム
☆4.5

5376件
（日1539/英2604/西268/伊202/仏194）

必見の象徴的な跡地。すべてがそのまま保存されているので、
訪れた人にかなりのインパクトを与える。（ワシントン）

2位
広島平和記念公園

☆4.5
3187件

（日722/英1733/西155/伊132）
公園には見どころがたくさん。子供の記念館、ベル、ドームのある建物、学
生記念館、公園。どれも非常に強く重い感情を残す。（イスラエル）

3位
広島平和記念資料館

☆4.5
6346件

（日1102/英3597/伊365/仏・葡250）

原爆生存者のインタビュー動画の部屋があって1時間で見ることがで
きる。感動的で有益。展示は日本語と英語があるが、オーディオツ

アーがお勧め。（イリノイ）

ランク 施設名（評価：☆） 口コミ件数 コメント（一例）

1位
パルコデッラ パーチェ

☆5.0
247件

（日11/英142/伊35/仏22）
夫婦が営む小さなピザレストラン。今まで食べたピザで一番お

いしい。（カナダ）

2位
コバ
☆5.0

140件
（日17/英106/伊・西・仏6）

平和記念資料館から徒歩圏内にある。3Fなので見つけにく
いが行く価値はある。（ハワイ）

3位
ぐっつり庵
☆5.0

165件
（日19/英119/簡33/繁27）

オーナーは英語が堪能。店は小さく見つけにくい。安くないが
行く価値はある。支払いは現金のみ。（タイ）

宿泊施設 ：208軒
＜ホテル/旅館（127）/B&B/民宿（31）/その他(ゲストハウス、ロッジ等)（50）＞

観光スポット：265軒

レストラン：7,243軒
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【箱根町】トリップアドバイザー掲載状況 神奈川県足柄下郡箱根町

宿泊施設 ：366軒
＜ホテル/旅館（246）/B&B/民宿（44）/その他(ゲストハウス、ロッジ等)（23）＞

ランク 施設名（評価：☆） 口コミ件数 コメント（一例）

1位
箱根湯宿 然-ZEN-

☆5.0
139件

（日115/英20/簡・繁11）
リラックスできるステキなところ。（香港）

2位
真奈邸箱根
☆4.0

230件
（日69/英132/繁36）

とても素敵な温泉付きホテル。（イギリス）

3位
ハイアットリージェンシー箱根 リゾート＆スパ

☆4.5
1242件

（日564/英581/簡126/繁111）
広い部屋で眺めもいい最高のホテル。（ニューヨーク）

ランク 施設名（評価：☆） 口コミ件数 コメント（一例）

1位
箱根彫刻の森美術館

☆4.5
2393件

（日779/英1282/簡124/繁116）
1時間半ほど時間があったので立ち寄ったが、すべてみるのに

最低3時間は必要。（オーストラリア）

2位 ポーラ美術館
☆4.5

689件
（日541/英112/簡42/繁36）

自然と芸術作品の両方が楽しめてパーフェクト。
（オーストラリア）

3位
箱根美術館
☆4.5

221件
（日143/英53/簡35/繁33）

今まで日本で訪れた中で一番の庭園（タイ）

観光スポット：101軒

ランク 施設名（評価：☆） 口コミ件数 コメント（一例）

1位
ITOH DINING by NOBU

☆4.5
309件

（日58/英202/簡64/繁55）
素晴らしい牛肉とサービスでとてもリラックスできる環境。

（香港）

2位 GORA BREWERY&GRILL
☆4.5

75件
（日23/英41/仏6/繁4）

料理もサービスも最高。キッチンの後ろに美しいダイニングエリ
アがある。（オーストラリア）

3位
餃子センター
☆4.0

222件
（日114/英64/簡・繁37）

素晴らしいおもてなしとおいしい餃子！（イギリス）

レストラン：391軒
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【鎌倉市】トリップアドバイザー掲載状況 神奈川県鎌倉市

宿泊施設 ：56軒
＜ホテル/旅館（17）/B&B/民宿（12）/その他(ゲストハウス、ロッジ等)（27）＞

ランク 施設名（評価：☆） 口コミ件数 コメント（一例）

1位
相鉄フレッサイン 鎌倉大船

☆4.0
208件

（日168/英30/繁11）
狭い部屋だが清潔で便利でフレンドリーなスタッフ。

（オーストラリア）

2位
鎌倉パークホテル

☆4.0
141件

（日107/英23/簡18/繁16）
非常にプロフェッショナルなスタッフがいるハイスタンダードホテル。

海辺のモダンなホテル。（フランス）

3位
鎌倉プリンスホテル

☆4.0
335件

（日265/英57/簡31/繁30）
海側の部屋で富士山を一望できたのでラッキーだった。

（イングランド）

観光スポット：191軒

レストラン：1,529軒

ランク 施設名（評価：☆） 口コミ件数 コメント（一例）

1位
長谷寺
☆4.5

1539件
（日755/英432/簡118/繁109）

内部に素晴らしい金の仏像が並ぶ寺院に行けるミニツアーは最
高！多くの彫刻、洞窟、庭園を見ることができる。（イタリア）

2位
建長寺
☆4.0

481件
（日274/英95/伊・簡27/仏25/繁23）

鎌倉にある5つの禅寺のなかでも最高ランク。
（テキサス）

3位
鎌倉ハイキングコース

☆4.5
279件

（日133/英102/簡21/繁17）
日本文化が学べる素晴らしいところ！（フロリダ）

ランク 施設名（評価：☆） 口コミ件数 コメント（一例）

1位
鎌倉 ケバブ
☆4.5

187件
（日18/英97/簡40/繁38）

ケバブはリーズナブルでおいしい。オーナーがフレンドリー。
（タイ）

2位 里のうどん
☆4.5

198件
（日65/英59/簡48/繁45）

豚丼がとてもおいしい。 ポン酢うどんも香りがよい。
（インドネシア）

3位
珊瑚礁モアナマカイ店

☆4.0
188件

（日169/英15/繁9）
どれもおいしく量も十分。常に行列している。（韓国）
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【熱海市】トリップアドバイザー掲載状況 静岡県熱海市

宿泊施設 ：206軒
＜ホテル/旅館（124）/B&B/民宿（56）/その他(ゲストハウス、ロッジ等)（26）＞

ランク 施設名（評価：☆） 口コミ件数 コメント（一例）

1位
古屋旅館
☆4.5

206件
（日190/英11/簡8/繁6）

すばらしいスタッフ、清潔な部屋、快適な温泉。英語を話せるスタッフ
はいないがジェスチャーや単語でコミュニケーションできた。(カナダ）

2位
星野リゾート リゾナーレ熱海

☆4.0
287件

（日273/簡10/英・繁9）
美しいロケーションで子連れの家族に最適。

（シンガポール）

3位
熱海 ふふ
☆4.5

187件
（日169/英15/繁7）

最高級の贅沢。5つ星ホテル！最初から最後まで最高の経
験ができた。（スイス）

ランク 施設名（評価：☆） 口コミ件数 コメント（一例）

1位
MOA美術館
☆4.5

387件
（日332/英38/簡・繁17）

広大な敷地内に緑豊かで美しい日本庭園がある。周囲の
近代性とは対照的な数寄屋づくりの茶室がある。（香港）

2位 起雲閣
☆4.0

229件
（日214/英14/繁8）

邸宅と庭園が楽しめる。興味深い歴史。
でも英語の情報がないのが残念。（オハイオ）

3位
来宮神社
☆4.5

664件
（日641/英16/簡・繁7）

美しい神社で2本の大木が非常に印象的。
（メリーランド）

観光スポット：80軒

ランク 施設名（評価：☆） 口コミ件数 コメント（一例）

1位
まる天 JR熱海駅店

☆4.0
109件

（日104/英2/韓・簡2）
棒にささった大きなフィッシュケーキ。（シンガポール）

2位
磯丸 熱海平和通り店

☆4.0
60件

（日57/英1/繁2）
新鮮な寿司屋。使用されている魚は新鮮で、特に人気の金

目鯛の寿司は甘くて美味しかった。（香港）

3位
海を見晴す森のレストラン春陽亭

☆4.5
33件

（日32/英1）
素晴らしい景色と素晴らしい料理。でも高い。（カナダ）

レストラン：529軒
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【河口湖町】トリップアドバイザー掲載状況 山梨県南都留郡富士河口湖町

ランク 施設名（評価：☆） 口コミ件数 コメント（一例）

1位
若草の宿 丸栄

☆4.5
295件

（日58/英143/簡97/繁91）
素晴らしいおもてなしと料理。飛行機が遅れたが、食事の時

間をずらしてくれた。（シンガポール）

2位
秀峰閣 湖月
☆4.5

380件
（日128/英127/簡128/繁126）

河口湖と富士山が一望できる。（香港）

3位
湖のホテル
☆4.0

88件
（日11/英67/簡26/繁27）

屋上には富士山を一望できる専用温泉がある。安くはない
がそれだけの価値がある。（オーストラリア）

ランク 施設名（評価：☆） 口コミ件数 コメント（一例）

1位
久保田一竹美術館

☆4.5
296件

（日81/英157/簡62/繁57）
素晴らしい着物と作り方の動画は興味深いが、残念ながら
日本語のみ。靴を脱ぐので靴下が必要。（フィンランド）

2位
河口湖
☆4.5

2025件
（日501/英902/簡263/繁248）

湖と富士山の眺めが最高。（フィリピン）

3位 西湖いやしの里根場
☆4.5

430件
（日144/英166/簡93/繁92）

茅葺屋根の家が並ぶ伝統的な村。（オハイオ）

ランク 施設名（評価：☆） 口コミ件数 コメント（一例）

1位
居酒屋 ハイ スピリッツ

☆5.0
230件

（日16/英176/簡26/繁25）
小さなレストランで、床に座るタイプの店。すぐ満席になるので
待たなければならないが、料理はどれもおいしかった。(ドイツ)

2位
鉄焼
☆4.5

245件
（日20/英182/簡53/繁52）

8席ほどの小さな店なので少し待ち時間がある。料理・サービ
スとも素晴らしく安い。（イギリス）

3位
甲州ほうとう 小作 河口湖店

☆4.5
211件

（日132/英54/簡30/繁26）
富士山に近くて眺めがいい。濃厚なスープに入った平たい麺
の郷土料理が楽しめる。種類も量も豊富！（インド）

宿泊施設 ：354軒
＜ホテル/旅館（57）/B&B/民宿（171）/その他(ゲストハウス、ロッジ等)（69）＞

観光スポット：87軒

レストラン：369軒
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【伊勢市】トリップアドバイザー掲載状況 三重県伊勢市

ランク 施設名（評価：☆） 口コミ件数 コメント（一例）

1位
夫婦岩前 大石屋

☆4.5
87件

（日5/英24/簡13/繁12）
二見浦駅からの送迎サービスを提供している、すてきなおもて

なしの旅館。（シンガポール）

2位
伊勢神泉
☆4.0

126件
（日115/英8/繁2）

テラスにプライベート風呂がついていて本当に素敵なホテル。
（チェコ）

3位
いにしえの宿 伊久

☆4.0
165件

（日153/英7/繁3）

伊勢神宮から徒歩圏内という便利なロケーション。カラフルな浴衣を
着て散歩は楽しかった。部屋のバルコニーに小さなc露天風呂がつい

ていた。（ジョージア）

ランク 施設名（評価：☆） 口コミ件数 コメント（一例）

1位
伊勢神宮
☆4.5

2486件
（日2191/英182/簡101/繁93）

日本で最も崇敬されている神社のひとつ。名古屋から日帰り
できる。（シンガポール）

2位
伊勢神宮 外宮

☆4.5
625件

（日566/英39/繁21）
2つの有名な伊勢必見の神社のうちの1つ。JR伊勢市駅か
ら徒歩5分。パンフレットは色々な言語に対応。（ハワイ）

3位
☆月読宮

4.5
143件

（日139/繁3/英1）
もうひとつの伊勢神宮。観光客は少なく森の中にある。参拝

には順序があるので注意が必要。（台湾）

ランク 施設名（評価：☆） 口コミ件数 コメント（一例）

1位
おかげ横丁豚捨

☆4.0
265件

（日260/英3/簡2）
おかげ横丁にある、おいしい伊勢牛丼の店。旅行者の間で
評価が高い。新年だったので1時間くらい並んだ（台湾）

2位
すし久
☆4.0

143件
（日137/英3/簡2/伊1）

朝食を食べに行った。魚のお粥が素晴らしい！（イギリス）

3位
ふくすけ
☆4.0

155件
（日149/繁3/英2/韓国1）

おいしい！生卵入りの伊勢うどんを注文。麺は普通のうどん
に比べて柔らかい。（マサチューセッツ）

宿泊施設 ：71軒
＜ホテル/旅館（47）/B&B/民宿（15）/その他(ゲストハウス、ロッジ等)（9）＞

観光スポット：99軒

レストラン：878軒



旅行情報プラットホームでの取り上げられ方
<収集媒体>
-ロンリープラネット
-ジャパンガイド
-トリップアドバイザー
-Air BnB
-自治体旅行HP（英）
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掲載情報について
 2019年3月の検索結果に基づく。
 上位10軒を掲載、表示順番が口コミの評価・サイトの推奨で決まっている。
 注釈

• 300軒以上の場合は値ではなく300∔と表示される。
• スーパーホストとはユーザーの評価が特に高いホスト。
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【日光市】Airbnb掲載状況 栃木県日光市

宿泊施設 ：142軒

施設画像 評価
レビュー
数

金額 ロケーション

1位 ☆4.5 149件
¥2,779

/泊

東武鬼怒川線･
東武ﾜｰﾙﾄﾞｽｸｳｪ
ｱ駅から徒歩5分
程度(約400m)

2位 ☆4.5 144件
¥1,890

/泊

東武鬼怒川線･
小佐越駅から
徒歩10分から

12分程度
(約900m)

3位 ☆5.0
(スーパーホスト)

116件
¥1,890

/泊

JR日光駅･東武
下今市駅から
徒歩5分

4位 ☆4.5 75件
¥2,446

/泊

東武ワールドスク
ウェア駅から
徒歩5分

5位 ☆5.0
(スーパーホスト)

51件
¥4.447

(子供2,500)

/泊

JR今市駅･東武
下今市駅から
徒歩6分

施設画像 評価
レビュー
数

金額 ロケーション

6位 ☆5.0 14件
¥3,557

/泊

日光東照宮の
表門まで

徒歩約15分

7位 ☆5.0
(スーパーホスト)

53件
¥3,113

/泊

JR今市駅･東武
下今市駅から
徒歩10分程度

8位 ☆5.0
(スーパーホスト)

163件
¥3,891

/泊

JR下野大沢駅・
東武下今市駅
から車で20分

(駅まで送迎有)

9位 ☆4.5 60件
¥2,446

/泊

東武鬼怒川線･
東武ﾜｰﾙﾄﾞｽｸｳｪ
ｱ駅から徒歩5分
程度(約400m)

10位 ☆4.5
(スーパーホスト)

69件
¥3,335

/泊

JR下野大沢駅
から徒歩10分
（約700m）
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【白馬村】Airbnb掲載状況 長野県北安曇郡白馬村

宿泊施設 ： 300+軒

施設画像 評価
レビュー
数

金額 ロケーション

1位 ☆5.0
(スーパーホスト)

88件
¥8,004

/泊

岩田岳と八方尾
根ｽｷｰ場までの
ｼｬﾄﾙﾊﾞｽ有

2位 ☆5.0 20件
¥3,001

/泊

JR白馬駅・
白馬町ﾊﾞｽ停
(高速ﾊﾞｽ)から
徒歩8分

3位 ☆4.5 28件
¥5,002

/泊
白馬駅から
徒歩3分

4位 新着
(スーパーホスト)

–件
¥2,779

/泊

黒姫駅(長野駅
から電車で35
分)からｼｬﾄﾙｻｰ
ﾋﾞｽを本数限定

で運行

5位 ☆4.5 62件
¥15,007

/泊
無料ｼｬﾄﾙﾊﾞｽ有

施設画像 評価
レビュー
数

金額 ロケーション

6位 ☆5.0
(スーパーホスト)

91件
¥19,787

/泊
無料ｼｬﾄﾙﾊﾞｽ有

7位 ☆5.0
(スーパーホスト)

94件
¥16,007

/泊

無料送迎
サービス・駐車場

有

8位 ☆5.0 28件
¥4,335

/泊
特急落倉バス停
より徒歩3分

9位 ☆4.5
(スーパーホスト)

46件
¥21,010

/泊

白馬駅から
2.6km。敷地内
に駐車場有

10位 ☆5.0
(スーパーホスト)

43件
¥21,010

/泊
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【松本市】Airbnb掲載状況 長野県松本市

宿泊施設 ：216軒

施設画像 評価
レビュー
数

金額 ロケーション

1位 ☆5.0
(スーパーホスト)

172件
¥5,225

/泊

松本駅から
徒歩30分。
深志高校前、
蟻ヶ先北ﾊﾞｽ停
から徒歩3分

2位 ☆5.0
(スーパーホスト)

125件
¥4,447

/泊

JR大糸線 島内
駅及び島高松駅
から徒歩12分
（送迎有）

3位 ☆5.0
(スーパーホスト)

152件
¥12,006

/泊

JR松本駅から
徒歩20分､

JR北松本駅から
徒歩10分

4位 ☆4.5 255件
¥3,001

/泊

松本駅から
徒歩13分、
北松本駅から
徒歩8分

5位 ☆5.0
(スーパーホスト)

35件
¥4,002

/泊

施設画像 評価
レビュー
数

金額 ロケーション

6位 ☆5.0
(スーパーホスト)

67件
¥6,003

/泊

新島々駅から乗
鞍高原行きの
ﾊﾞｽに乗って観光
ｾﾝﾀｰで下車し、
徒歩5分程度

7位 ☆5.0 99件
¥3,001

/泊
下諏訪駅から
徒歩15分

8位 ☆5.0 181件
¥8,004

/泊

平田駅から
車で5分

無料駐車場有

9位 ☆5.0 20件
¥7,337

/泊
松本駅から
徒歩11分

10位 ☆5.0 42件
¥8,004

/泊

JR高山駅（バス
ターミナル5番）
から新穂高ロープ
ウェイバスターミナ
ルまで1h40m
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【金沢市】Airbnb掲載状況 石川県金沢市

宿泊施設 ： 300+軒

施設画像 評価
レビュー
数

金額 ロケーション

1位 ☆4.5 169件
¥1,334

/泊

金沢駅から長町
ﾙｰﾄﾊﾞｽに乗り富
本町で下車し､
徒歩1分

2位 ☆5.0 78件
¥3,001

/泊
兼六園まで
徒歩10分

3位 ☆4.5
(スーパーホスト)

119件
¥3,224

/泊

兼六園まで
徒歩10分

4位 ☆4.5 144件
¥2,557

/泊
東茶屋街まで
徒歩5分

5位 ☆4.5 95件
¥3,001

/泊
金沢城の
すぐ裏手

施設画像 評価
レビュー
数

金額 ロケーション

6位 ☆5.0
(スーパーホスト)

318件
¥3,557

/泊

金沢駅から
徒歩20分、

最寄りﾊﾞｽ停から
徒歩1分

7位 ☆5.0 217件
¥3,446

/泊
金沢駅から
徒歩10分

8位 ☆5.0 70件
¥4,447

/泊
金沢城公園から
徒歩10分

9位 ☆4.5 162件
¥5,002

/泊

21世紀美術館､
兼六園､金沢城
から徒歩圏内

10位 ☆5.0
(スーパーホスト)

201件
¥3,891

/泊
金沢駅から
徒歩6分
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【高山市】Airbnb掲載状況 岐阜県高山市

宿泊施設 ：270軒

施設画像 評価
レビュー
数

金額 ロケーション

1位 ☆5.0 160件
¥4,447

/泊
JR高山駅西口
から徒歩3分

2位 ☆5.0
(スーパーホスト)

128件
¥3,335

/泊
JR高山駅から
徒歩19分

3位 ☆5.0
(スーパーホスト)

80件
¥4,002

/泊

JR高山駅から
徒歩20分､
高山ICから
車で15分

4位 ☆5.0
(スーパーホスト)

311件
¥18,008

/泊
高山駅､ﾊﾞｽｾﾝ
ﾀｰから徒歩3分

5位 ☆5.0
(スーパーホスト)

167件
¥2,446

/泊

JR高山駅から
徒歩3分

施設画像 評価
レビュー
数

金額 ロケーション

6位 ☆5.0
(スーパーホスト)

85件
¥1,445

/泊

高山市内から
車で約20分。
飛騨細江駅まで
送迎ｻｰﾋﾞｽ有

7位 ☆5.0 208件
¥10,005

/泊
JR高山駅から
徒歩10分

8位 ☆4.5 76件
¥3,113

/泊
JR高山駅から
徒歩12分

9位 ☆4.5 291件
¥9,449

/泊

飛騨国府から
徒歩20分

｢吉城の郷｣内、
目の前にﾊﾞｽ停

あり

10位 ☆4.5 31件
¥9,449

/泊

JR高山駅から
徒歩15分、
鉄砲町ﾊﾞｽ停前
(まちなみﾊﾞｽ)
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【広島市】Airbnb掲載状況 広島県広島市

宿泊施設 ： 300+軒

施設画像 評価
レビュー
数

金額 ロケーション

1位 ☆4.5 307件
¥2,779

/泊

日比谷病院前
駅から徒歩6分、
平和記念公園
から徒歩15分

2位 ☆5.0 279件
¥3,891

/泊

ｱｽﾃｰﾙﾌﾟﾗｻﾞから
徒歩2分、

広島駅からはﾊﾞｽ
利用が便利

(ﾊﾞｽ停目の前)

3位 ☆5.0 362件
¥4,000

/泊

ﾏｸﾞﾉﾘｱﾋﾞﾙ内、
広島駅から

路面電車2番か
3番乗車、

小網町下車すぐ

4位 ☆5.0
(スーパーホスト)

256件
¥4,447

/泊

広島駅南口から
路面電車2番か
6番乗車、本川
町で下車し
徒歩5分

5位 ☆5.0
(スーパーホスト)

270件
¥4,002

/泊

平和公園から
徒歩5分、
本川町駅から
徒歩1分

施設画像 評価
レビュー
数

金額 ロケーション

6位 ☆5.0
(スーパーホスト)

134件
¥2,557

/泊
広島駅からﾀｸｼｰ
で15分程度

7位 ☆4.5 322件
¥4,002

/泊

平和公園､
原爆ﾄﾞｰﾑまで
徒歩すぐ

8位 ☆5.0 347件
¥5,002

/泊
紙屋町停留場
から徒歩3分

9位 ☆4.5
(スーパーホスト)

215件
¥3,891

/泊

原爆ﾄﾞｰﾑ､
平和公園まで
徒歩1分

10位 ☆5.0
(スーパーホスト)

311件
¥9,782

/泊

JR廿日市駅･広
電廿日市から
徒歩7分
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【箱根町】Airbnb掲載状況 神奈川県足柄下郡箱根町

宿泊施設 ： 300+軒

施設画像 評価
レビュー
数

金額 ロケーション

1位 ☆4.5 182件
¥5,002

/泊
箱根湯本駅から
車で5～10分

2位 ☆5.0
(スーパーホスト)

53件
¥4,002

/泊

神奈川県足柄
下郡箱根町元
箱根159-22

3位 ☆5.0
(スーパーホスト)

248件
¥9,004

/泊

箱根登山ﾊﾞｽで､
小涌園ﾊﾞｽ停

下車

4位 ☆5.0
(スーパーホスト)

166件
¥9,004

/泊

ﾎﾟｰﾗ美術館より
徒歩2分、

彫刻の森駅まで
送迎有

5位 ☆5.0
(スーパーホスト)

137件
¥4,002

/泊
大平台駅から
徒歩3分

施設画像 評価
レビュー
数

金額 ロケーション

6位 ☆5.0
(スーパーホスト)

230件
¥17,564

/泊

大平台温泉
姫之湯まで
徒歩2分

7位 ☆5.0
(スーパーホスト)

168件
¥16,007

/泊

神奈川県足柄
下郡箱根町仙
石原 830-6

8位 ☆5.0
(スーパーホスト)

196件
¥17,897

/泊
箱根湯本駅から
徒歩5分

9位 ☆4.5 62件
¥3,446

/泊
仙石ﾊﾞｽ停から
徒歩5分

10位 ☆5.0
(スーパーホスト)

98件
¥17,230

/泊

強羅駅または
早雲山駅まで
送迎有
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【鎌倉市】Airbnb掲載状況 神奈川県鎌倉市

宿泊施設 ： 300+軒

施設画像 評価
レビュー
数

金額 ロケーション

1位 ☆5.0
(スーパーホスト)

362件
¥5,780

/泊

鎌倉高校前駅から
徒歩8分、
腰越駅から
徒歩約10分、
湘南ﾓﾉﾚｰﾙ
西鎌倉駅から
徒歩約12分

2位 ☆5.0
(スーパーホスト)

119件
¥3,224

/泊
北鎌倉台ﾊﾞｽ停
から徒歩2分

3位 ☆5.0
(スーパーホスト)

296件
¥4,002

/泊
JR鎌倉駅から
徒歩13分

4位 ☆5.0
(スーパーホスト)

419件
¥8,893

/泊

江ﾉ電腰越駅
徒歩5分｡

江ﾉ電江ﾉ島駅
徒歩7分｡
湘南ﾓﾉﾚｰﾙ
湘南江の島駅
徒歩7分｡

5位 ☆4.5 116件
¥6,447

/泊

江ﾉ島電鉄の由
比ヶ浜駅から
徒歩5分

施設画像 評価
レビュー
数

金額 ロケーション

6位 ☆5.0
(スーパーホスト)

234件
¥13,451

/泊
鎌倉駅から
徒歩13分

7位 ☆5.0
(スーパーホスト)

169件
¥13,673

/泊

長谷駅(江ﾉ電)
徒歩5分

極楽寺駅(江ﾉ
電)徒歩8分

8位 ☆5.0
(スーパーホスト)

265件
¥4,002

/泊
JR/小田急 藤沢
駅から徒歩10分

9位 ☆5.0
(スーパーホスト)

313件
¥9,782

/泊
稲村ヶ崎駅から
徒歩5分

10位 ☆5.0
(スーパーホスト)

119件
¥7,003

/泊

湘南ﾓﾉﾚｰﾙ西鎌
倉駅から
徒歩8分､
江ﾉ電腰越駅
から徒歩15分
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【熱海市】Airbnb掲載状況 静岡県熱海市

宿泊施設 ： 300+軒

施設画像 評価
レビュー
数

金額 ロケーション

1位 ☆5.0
(スーパーホスト)

526件
¥7,448

/泊
網代駅から
ﾀｸｼｰで5分

2位 ☆4.5 169件
¥3,557

/泊
湯河原駅から
徒歩18分

3位 ☆4.5
(スーパーホスト)

271件
¥3,001

/泊
湯河原駅から
徒歩8分

4位 ☆4.5 170件
¥2,446

/泊
JR湯河原駅から
徒歩13分

5位 ☆5.0
(スーパーホスト)

76件
¥10,005

/泊
網代駅から
ﾀｸｼｰで5分

施設画像 評価
レビュー
数

金額 ロケーション

6位 ☆5.0
(スーパーホスト)

108件
¥8,448

/泊

熱海駅から
車で32分、

最寄りﾊﾞｽ停から
徒歩5分

7位 ☆5.0
(スーパーホスト)

118件
¥6,447

/泊

JR東海道線
熱海駅から
ﾀｸｼｰで4分

8位 ☆5.0
(スーパーホスト)

101件
¥3,001

/泊
湯河原駅から
ﾀｸｼｰで10分

9位 ☆5.0 11件
¥3,001

/泊
湯河原駅まで
送迎ｻｰﾋﾞｽ有

10位 ☆4.5
(スーパーホスト)

233件
¥25,012

/泊

JR熱海駅､JR湯
河原駅から
車で10分
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【河口湖町】Airbnb掲載状況 山梨県南都留郡富士河口湖町

宿泊施設 ：300+軒

施設画像 評価
レビュー
数

金額 ロケーション

1位 ☆5.0
(スーパーホスト)

320件
¥6,559

/泊
富士山駅より
徒歩10分

2位 ☆5.0
(スーパーホスト)

210件
¥6,003

/泊

富士山駅から
ﾊﾞｽで5分､
下吉田駅､
月江寺駅から
徒歩5分｡

3位 ☆5.0
(スーパーホスト)

239件
¥13,006

/泊
河口湖駅まで
徒歩7分

4位 ☆5.0
(スーパーホスト)

227件
¥9,449

/泊
河口湖まで
徒歩5分

5位 ☆5.0
(スーパーホスト)

285件
¥12,006

/泊

施設画像 評価
レビュー
数

金額 ロケーション

6位 ☆5.0
(スーパーホスト)

127件
¥5,447

/泊
富士山駅より
徒歩2分

7位 ☆5.0
(スーパーホスト)

285件
¥12,450

/泊
河口湖駅から
徒歩7分

8位 ☆5.0 243件
¥15,007

/泊
河口湖駅から
徒歩6分

9位 ☆5.0 138件
¥25,012

/泊
河口湖駅から
車で10分

10位 ☆5.0 78件
¥9,004

/泊
河口湖駅から
徒歩1分
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【伊勢市】Airbnb掲載状況 三重県伊勢市

宿泊施設 ：75軒

施設画像 評価
レビュー
数

金額 ロケーション

1位 ☆5.0
(スーパーホスト)

75件
¥4,002

/泊
伊勢宇治山田
駅から徒歩20分

2位 ☆5.0
(スーパーホスト)

39件
¥3,001

/泊
近鉄 明野駅から
徒歩13分

3位 ☆4.5 73件
¥5,447

/泊

猿田彦神社
ﾊﾞｽ停から
徒歩3分

4位 ☆5.0
(スーパーホスト)

50件
¥3,001

/泊
JR田丸駅から
徒歩5分

5位 ☆5.0 23件
¥3,557

/泊
伊勢市駅から
徒歩1分

施設画像 評価
レビュー
数

金額 ロケーション

6位 ☆5.0 115件
¥10,005

/泊
伊勢市駅から
徒歩8分

7位 ☆4.5 15件
¥4,002

/泊
二見浦駅から
徒歩30分

8位 ☆4.5 10件
¥4,002

/泊
五十鈴川駅から
徒歩20分

9位 ☆4.5 36件
¥7,115

/泊
伊勢市駅から
徒歩1分

10位 ☆5.0 32件
¥4,002

/泊

JR参宮線
二見浦駅より
徒歩15分



旅行情報プラットホームでの取り上げられ方
<収集媒体>
-ロンリープラネット
-ジャパンガイド
-トリップアドバイザー
-Air BnB
-自治体旅行HP（英）
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掲載情報について
 2019年3月の検索結果に基づく。
 指標：

① Googleで検索をした際に、何番目に表示されるか
② SimilarWebというWEBサイトアクセス状況管理ツールで算出したランキング、
訪問者数
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【日光市】地域の外国人向けWEBサイト 栃木県日光市

日光 サイトマップ

サイト評価

外国語HP

連携サイト

英語版Googleで地域名を
英語で検索した際の表示順位

2番目

Similar web

グローバルランキング 2,687,840

訪問者数 ※充分な情報ないためブランク
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【白馬村】地域の外国人向けWEBサイト 長野県北安曇郡白馬村

白馬村 サイトマップ

連携サイト

外国語HP

サイト評価

英語版Googleで地域名を
英語で検索した際の表示順位

1番目

Similar web

グローバルランキング 2,481,734

訪問者数 ※充分な情報ないためブランク
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【松本市】地域の外国人向けWEBサイト 長野県松本市

松本市 サイトマップ

連携サイト

外国語HP

サイト評価

英語版Googleで地域名を
英語で検索した際の表示順位

2番目

Similar web

グローバルランキング 927,165

訪問者数 ※充分な情報ないためブランク
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【金沢市】地域の外国人向けWEBサイト 石川県金沢市

金沢市 サイトマップ

連携サイト

外国語HP

Google検索ランク：3位

サイト評価

英語版Googleで地域名を
英語で検索した際の表示順位

3番目

Similar web

グローバルランキング 349,149

訪問者数 110.19K
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【高山市】地域の外国人向けWEBサイト 岐阜県高山市

高山市 サイトマップ

連携サイト

外国語HP

リンクバナー

サイト評価

英語版Googleで地域名を
英語で検索した際の表示順位

3番目

Similar web

グローバルランキング 1,639,266

訪問者数 ※充分な情報ないためブランク
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【広島市】地域の外国人向けWEBサイト 広島県広島市

広島市 サイトマップ

連携サイト

外国語HP

サイト評価

英語版Googleで地域名を
英語で検索した際の表示順位

5番目

Similar web

グローバルランキング 337,809

訪問者数 135.14K
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【箱根町】地域の外国人向けWEBサイト 神奈川県足柄下郡箱根町

箱根町

外国語HP

サイトマップ

連携サイト

サイト評価

英語版Googleで地域名を
英語で検索した際の表示順位

3番目

Similar web

グローバルランキング 168,217

訪問者数 ※充分な情報ないためブランク
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【鎌倉市】地域の外国人向けWEBサイト 神奈川県鎌倉市

鎌倉市

外国語HP

サイトマップ

連携サイトサイト評価

英語版Googleで地域名を
英語で検索した際の表示順位

5番目

Similar web

グローバルランキング 127,678

訪問者数 305.06K
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【熱海市】地域の外国人向けWEBサイト 静岡県熱海市

熱海市 Google検索ランク：7位

外国語HP

サイトマップ

連携サイト

サイト評価

英語版Googleで地域名を
英語で検索した際の表示順位

7番目

Similar web

グローバルランキング 4,303,397

訪問者数 ※充分な情報ないためブランク
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【河口湖町】地域の外国人向けWEBサイト 山梨県南都留郡富士河口湖町

河口湖町 サイトマップ

連携サイト

外国語HP

リンク集サイト評価

英語版Googleで地域名を
英語で検索した際の表示順位

2番目

Similar web

グローバルランキング 637,637

訪問者数 65.13K
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【伊勢市】地域の外国人向けWEBサイト 三重県伊勢市

伊勢市 サイトマップ

連携サイト

外国語HP

サイト評価

英語版Googleで地域名を
英語で検索した際の表示順位

6番目

Similar web

グローバルランキング 937,990

訪問者数 ※充分な情報ないためブランク
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（参考データ）

JNTO

HP

サイト評価

Googleで「JNTO」を
検索した際の表示順位

1番目

Similar web

グローバルランキング 59,839

訪問者数 ※充分な情報ないためブランク

https://www.jnto.go.jp/jpn/index.html

https://www.jnto.go.jp/jpn/index.html
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（参考データ）

イタリア観光局

HP

サイト評価

Googleで「イタリア観光局」を
検索した際の表示順位

1番目

Similar web

グローバルランキング 788,147

訪問者数 ※充分な情報ないためブランク

http://visitaly.jp/

http://visitaly.jp/
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（参考データ）

スイスツェルマット公式ホームページ

HP

サイト評価

Googleで「ツェルマット観光局」を
検索した際の表示順位

1番目

Similar web

グローバルランキング 153,038

訪問者数 309.59K

https://www.zermatt.ch/jp/zermatt-matterhorn

https://www.zermatt.ch/jp/zermatt-matterhorn
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（参考データ）

カルフォルニア観光局

HP

サイト評価

Googleで「カリフォルニア観光局」を
検索した際の表示順位

1番目

Similar web

グローバルランキング 33,332

訪問者数 ※充分な情報ないためブランクhttps://www.visitcalifornia.com/

https://www.visitcalifornia.com/


外国人観光客受入れ態勢に関する「ヒアリング」
調査レポート
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デスクリサーチ概要
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調査手法 ヒアリング

対象エリア 5地域

ヒアリング内容

行政担当者からどのような意識・進め方でインバウンドに取り組んでいるのかを深堀ヒアリング。
状況に応じてヒアリング先を拡張。（計1-2名を想定）

1)インバウンド戦略
・訪日インバウンドの位置づけと取り組み動機
・長期ゴール及び主要な戦略
・現状の課題
・インバウンドにかかわる組織と各プレーヤーとの連携方法
L行政とDMO・観光協会・推進協議会・地域の町おこし観光おこし会社など観光にかかわる関係各団体はうまく連携しているか？
L地域でのDMOの役割は？戦略立案か、実際の事業開発・事業販売までか？
L観光協会がDMOになったエリア（箱根、金沢）は今までの観光協会からちゃんとマーケティングができる組織に変革できているか？
Lまちづくり株式会社の位置づけはどのような位置づけですか？また地域の価値を高めるような視点で活動（自己利益だけではなく）
をしていますか？

2)インバウンド施策（受け入れ態勢＝街中の看板、宿泊、飲食店のメニュー、ガイド、観光案内所）
・訪日外国人の受け入れ態勢作りへの取り組みの考え方
・具体的な取り組み内容
・現在の受け入れ態勢の状況写真（現地の外国人向けの看板／飲食店のメニュー／宿泊施設などの写真）
・取り組みの実施状況と地域理解

3)インバウンド用の新たなエリアでの事業開発（商品・サービス開発）
・訪日外国人に向けて新たなエリア（その地域内での別の地域）での事業開発（商品・サービス開発）
例：松本では梓川地域の史跡巡りのモデルコースを作成。
・訪日外国人に向けて広域エリアで（その地域だけではなく、他県にわたり）での事業開発（商品・サービス開発）

2)インバウンド施策（プロモーション）
・インバウンドプロモーションの考え方
・具体的な取り組み内容
・事例と施策のポイント

4)インバウンドの効果
・ここ何年でどのくらいくらい伸びたか



対象エリア候補
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松本市、高山市、箱根町、金沢市、伊勢市
の5地域をターゲットにヒアリングを実施

石川県金沢市

岐阜県高山市

三重県伊勢市

長野県松本市

神奈川県足柄下郡箱根町



調査対象者一覧
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エリア セクション 対象役職 手法 実施日時

長野県松本市

松本市商工観光部 観光温泉課 課長職 面談ヒアリング 2019/3/14

松本市商工観光部 山岳観光課 主任職 面談ヒアリング 2019/3/14

一般社団法人松本観光コンベンション協会 観光誘客担当 電話ヒアリング 2019/3/15

株式会社信州未来づくりカンパニー 部長職 面談ヒアリング 2019/3/15

岐阜県高山市

高山市海外戦略部 課長職 面談ヒアリング 2019/3/16

高山市観光課 課長職 面談ヒアリング 2019/3/15

一般社団法人飛騨・高山観光コンベンション協会 主任職 面談ヒアリング 2019/3/14

神奈川県足柄下郡箱根町

箱根町企画観光部観光課 主任職 面談ヒアリング 2019/3/19

箱根町企画観光部観光課 役職なし 電話ヒアリング 2019/3/20

一般財団法人箱根町観光協会 主任職 面談ヒアリング 2019/3/21

石川県金沢市

金沢市経済局観光政策課 企画係 係長職 面談ヒアリング 2019/3/22

金沢市経済局観光政策課 観光係 主任職 面談ヒアリング 2019/3/23

金沢市経済局観光政策課 誘客推進室 主任職 電話ヒアリング 2019/3/19

一般社団法人金沢市観光協会 課長職 面談ヒアリング 2019/3/19

三重県伊勢市

伊勢市観光誘客課 課長職 面談ヒアリング 2019/3/25

伊勢市観光誘客課 主任職 電話ヒアリング 2019/3/26

伊勢まちづくり株式会社 部長職 面談ヒアリング 2019/3/24



ヒアリング結果 －長野県松本市－
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１．インバウンド戦略
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長野県松本市

■訪日インバウンドの位置づけと取組み動機

訪日インバウンドの位置づけ

松本市観光ビジョンの重要な位置づけ

取組み動機

地方エリアへの注目が高くなってきた事
全国的にインバウンドが注目されている

• 松本市観光戦略が平成18年に制定されているものの、ここ最近で訪日客を中心に、大きな伸びや変化が起こっている。そのスピード感は想像以上で、Ｊ
ＮＴＯとの連携により、プロモーション戦略を強化するという流れになっている。

• 訪日外国人客については、Ｈ24年からＨ30年を比較すると550％の伸びとなっており、観光戦略の点でも無視できないターゲットになっている状況がある。
現状では、台湾、中国本土、タイの順番で訪日客数が増えてきており、戦略的なターゲットとして設定。

• 取組み動機としては、日本政府観光局からの指導や案内もあり、さらに、市内を中心に県内の観光系の事業者からも対応を求める声が上がってきていると
いうのが背景。

• そういった外部環境もあるが、実際としても訪日客が増えているというのが実感としても見えてきたという事もあり、注力している状況にある。

■長期ゴール及び主要な戦略

主要観光ルート・目的地の一つになる存在感を持つ

戦略① 松本の深さ、多様性をアピール

・生活観光の強化（暮らしに触れる体験）
・滞在拡大のフックを作る
・地域と時期の分散（松本城集中を避ける・冬季の誘客強化）

戦略② プロモーションの高度化、多様化

・市場別プロモーションの継続＆強化
・東南アジア＆欧米露を見据えた展開
・デジタルプロモーションの強化

戦略③ 中部国際空港からの誘客強化（継続）

・2019年のLCC増設に伴う2次ルート開発

• 松本城を中心に観光の目玉になる資産があるため、それらを有効活用し、日
本の中でも有数の観光地としての地位を目指す事が長期的なゴール

• ただし、スピード感が速いため、状況を見据えて、しっかりと柔軟な対応を行う

• 戦略としては、既存観光資源を限りなく有効活用するという事と、そこまでの
ルートや誘客をどうするかという事を検討していく。

• 特に既存のプロモーションに加えて、ターゲットをより絞り込んだプロモーションの
展開は強化していく方針

• また、主要各エリアで様々なSWAT分析などを行い、それぞれのターゲットへの
アプローチ方法なども検討している



１．インバウンド戦略
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長野県松本市

■現状の課題

課題① 多様化するニーズへの対応においついていない

・モノ→コトに意識変化が起こっていると言われている中でも訪日客
へのニーズが捉え切れていない
・スピード感についていけない状況

課題② 一極集中の観光スポット（＝超広域化ができていない）

・地方が注目されてきている中でも、松本城を中心としたエリアが中心
となってしまっている状況がある。
・周辺市区町村や近隣観光地との連携の強化ができていない

課題③ マーケティング不足・効果的な情報発信ができていない

・課題①とも関連するもので、マーケティングや情報発信について
既存のやり方と訪日客の感覚がズレてしまっていると実感する

• 課題としては、訪日客の消費の傾向やそれに伴う嗜好性、関心を持つポイン
トなどが異なってきているという点に、追いつけていない状況がある。

• 特に訪日客については、使っているＳＮＳツールやコミュニケーションツールなど
も異なってきているという事もあり、どのようなプロモーションが効果的か、好まれ
るかといったあたりが把握整理できていない状況がある。

• そういった点で、こちらの情報取集の仕方やマーケティングの仕方なども検討し
ていく必要があると課題意識を持っている。

• また、松本城以外の観光スポットへの拡大といった点なども今後の集客拡大
につながるという事で、その点も課題。

■インバウンドにかかわる組織と各プレーヤーとの連携方法

松本市 商工観光部 地域DMO松本市アルプス山岳郷

• 方向性の計画立案
• 観光事業者との調整
• 地域住民、ステークホルダーとの連携

• 観光に関わる戦略立案
• プロモーションプランニング
• 一部事業開発＆推進

連携状況 密な連携とコミュニケーションによりうまく連携できている

インバウンド
注力状況

世の中と全国的な潮流に合わせ、傾注ターゲット

課題・苦労
役所と事業者の立場や意思決定が大きく変わるため

進め方に苦労する事が多い

• 基本的な大枠の方向性や計画については、商工観光部にて決定され、
もう少し具体的な戦略や事業者との事業開発などの取組みについては、
地域ＤＭＯが担う形になっている。

• 連携は比較的問題なくは進んでいるものの、もともとが事業者と行政と
いう事で成り立ちが異なっていることもあり、物事の進め方が異なってき
ているという事がある。

• どうしても行政上の手続きが必要になってくる部分と、事業者での決裁
スピードなどが異なることで、双方が業務をやりにくくなるという事がある。
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■訪日外国人の受け入れ態勢づくりへの取組みの考え方

取組みへの考え方

外国人苦手意識の払しょく
簡易的な接客、対応ができる工夫づくり

• 訪日客が増えてくる一方で、まだまだ保守的な事業者が多くいる。
• そのために、大きな考え方として外国人苦手意識を払しょくするという
事を意識した展開を行っている。

• 特に多言語化したパンフレットやネイティブスピーカーの準備、地域セミ
ナーなどを行う事で、特性を理解するところから始めている。

• 施策については、視覚情報ですぐにわかるような展開や、最新技術を
用いた観光地のアピールには注力するようにしている。

取組み内容 概要

ネイティブスピーカーの雇
用

松本城を中心に、案内所などにネイティブスピーカーの雇用補
助などを行う

画像を多用したＰＲ 観光サイトや観光案内などに、文字情報よりも視覚で分かり
やすい訴求を行う

パンフレット類の多言語
化

様々な案内書類などの多言語化を積極化
客数が多いエリアから注力エリアまで幅広く準備を進める

無料wifi整備 各所に無料wifiを整理

観光ＡＲ・ＶＲの整
理

松本城を中心に、観光客向けのスマホアプリの展開
ＡＲやＶＲで様々なコンテンツが見られるように準備

外国人セミナーの実施 外国人受け入れに向けて、外国人の特性や特徴を理解する
ための地域セミナーを行う事での啓蒙活動

■取組みの実施状況と地域理解

取組み実態

多くの施設や事業者で取組み強化が進
んでいる

• 取組みについては、行政・ＤＭＯを中心に、色々な所で、インバウンドの重要性やインバウンドの波についての説明を強化してきた。
• 最初のうちは、全然聞いてくれなかった話も、徐々に理解を示し、地域一丸となって取り組める方向になってきている実感はある。

• ただし、まだまだ理解を示してくれない飲食店や事業者などもいくつかあり、うまく進んでいるとは言い切れない部分もある。
• 非常に根気や時間がかかってくる部分であり、もう少し時間がかかりそうな印象がある。

地域理解

だいぶ理解は進んでいるが
非常に時間と根気が必要
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■訪日外国人の受け入れ態勢づくりへの取組みの考え方

インバウンドセミナーの様子

13:10～14:10【鉄板神社門田氏講演】
外国人集客で売上120％！ゼロから始めた超シンプル外国人対策
創業当時は外国人客への関心は低かったが、訪日外国人が増え続ける現実を痛感し、
2013年9月から外国人観光客獲得に着手。
以来、独学で独自の工夫を重ね、現在では集客の3～4割が
外国人という状況を作り上げているその具体策を大公開していただきます。

14:20～15:20 インバウンド対策セミナー
訪日外国人旅行客数は2016年、2,403万人となり、今なお増加中です。
外国人客をお店に呼び込む為に何が必要なのか？来店時に戸惑わないための準備とは？
お店のルールを外国人に伝えるための準備とは？まずは基本からお伝えします。
そして、ぐるなびと世界最大級の旅行口コミサイトTripAdvisorとの連携についてお伝えします。
この連携により正確な一次情報（ぐるなび）と口コミ情報（TripAdvisor）両面から
外国人へのアピールができるようになりました。
そこで、TripAdvisorとはどのようなサイトか？
ぐるなびのページとどのような相乗効果をもたらすのか？などをお伝えします。
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■訪日外国人の受け入れ態勢づくりへの取組み

松本駅前の観光案内所 松本駅前観光案内所 案内パンフレット

松本市中町商店街の英語案内マップ 松本市内レストラン 英語メニュー
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■訪日外国人に向けて新たなエリアでの事業開発

事業開発への取組み

様々なメンバーを取り入れたプロジェクト会議を多数立上げての展開

私たちの里山プロジェクト

松本平周辺の事業者や一般市民とともに、たんぼ、畑・池・林・坂道・柿など、様々な切り口で観光資源となりそうなものを検討する

広域連携 雪国観光圏との連携

先進事例として取り上げられている「雪国観光圏」の担当者と連携し、観光資源開発プロジェクトを立ち上げ

松本の体験マップ作成

体験メニューの掘り起しワークショップとして、様々なゲストと、地元事業者などを交えての資源開発プロジェクト

• 企画担当者のみでは、限界があるという事で、外部のスタッフや、様々な事業者を交えてのプロジェクトを立ち上げて、観光事業開発を行っている。
• 国内外の観光客をターゲットとしており、インバウンドのみのものも、国内に特化したものなども含めて検討している。



４．インバウンド施策（プロモーション）

-128-

長野県松本市

■インバウンドプロモーションの考え方

プロモーションの考え方

目新しい取組みは積極的に展開したい

• 方針としては、スピード感や新しい取組みについては強化していきたい
考え。

• 捉えている以上に速いスピードで情報訴求の仕方や関心を持たれる
内容が異なってくるため、常に新しいものについては取組んでいきたい
考え。

取組み内容 概要

公式サイトの多言語化 公式サイトを5か国語に対応することで、幅広いターゲットへの
情報配信を狙う

海外メディアの招致 イベントに合わせ、海外メディアを招致してのＰＲイベントを実
施

口コミ促進 協力店舗によっては、ＳＮＳでの投稿による割引サービスを
協力してくれるお店あり

各種ＳＮＳ展開 ＦＢなどを中心に、松本の観光情報をＰＲ

インバウンドメディアへの
広告

常時ではないものの、中国、台湾を中心にインバウンドでの広
告展開を一部実施

ＫＯＬ施策 ＫＯＬを招致して、ＳＮＳでの拡大を狙う

■具体的な取組み内容

■事例とポイント
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■ここ数年でどのくらい伸びたか
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年度 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

延宿泊人数 30325 17274 28727 47624 67084 107874 140755 149376 157998

外国人延べ宿泊者数（年別）

平成24年から大幅に伸びており、平成24年→平成30年で
550％の伸びとなっている。

• インバウンド客については、平成24年から大幅に伸び始めている。
• ここ数年は少し伸び率は少なくなってはいるものの、平成24年から比較すると550％の伸び。
• 2020年まではまだまだ伸びると捉えており、その後も大幅減少はなく、安定すると見ている。

出展：県内外国人延宿泊者数調査をベースに、ヒアリングにより作成
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■訪日インバウンドの位置づけと取組み動機

訪日インバウンドの位置づけ

“市”全体を巻き込んだ町おこし

取組み動機

1986年に国からの国際観光モデル地区
に指定後、国際観光都市宣言がきかっけ

• 昭和のタイミングで市全体の少子高齢化と人口減少の危機を迎え、経済活動も縮小。打開策として早いタイミングからインバウンド対策に乗り出している。
• 年間50万人以上(同市人口の5倍)の外国人観光客が訪れている。
• インバウンドへの取り組みの歴史は深く、1986年の国際観光都市宣言から始まり、具体的には、平成8年から観光施策を強化。
平成17年の市町村合併が、面的な観光施策を展開するきっかけとなった。その後、平成21年にリーマンショックの影響があったが、平成22年まで順調な伸
びを見せた。東日本大震災の影響で、平成23年は約95,000人に落ち込んだものの、これまでの様々な観光政策の相乗効果により、
平成29年には約513,000人と年々外国人観光客の宿泊者数は増加している。

• 台湾やタイといった高山市がプロモーションを強化してきた国々の航空会社が輸送客数の減少を避けるために、旅行エージェントやルポライターなどに声をか
け、高山祭へ誘致を図った。それが、高山観光の安全・安心のアピールとなり、高山観光が広くアピールされる結果となった。

■長期ゴール及び主要な戦略

ひとつの国に偏らない、様々な国からの訪日客誘致

戦略① 現地目線を取り入れたPR資料作り

・国ごとに、異なるパンフレットを作製
→韓国でトラッキングが流行している状況を知り、
韓国向けのパンフレットの表紙を山岳風景にするなど

戦略② ムスリム旅行者受け入れ体制の強化

・パンフレットにムスリム受け入れ可能な施設の掲載
・店頭へのムスリム受け入れ可能表示の掲載
・食材情報等をピクトグラムで表示

戦略③ 多言語化

・パンフレット8言語、マップ10言語を用意、WEB11言語

• インバウンドは水物と捉え、少しの世界情勢の変化で今まで訪日があった国か
らの訪問が無くなることもあり得るとし、現在は様々な国から満遍なく愛される
観光地づくりを行っている。

• 現在の訪日観光客の上位国は、1.台湾 2.タイ 3.香港 4.アメリカとなって
いる。

• 長年メインターゲットとしてきた台湾・タイの観光客数は今後伸び悩むことが予
想される為、今後は、ムスリムやヨーロッパの国々からの誘致を強化したい狙い
がある。

岐阜県高山市
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■現状の課題

課題① 訪日国の偏りがある

・アジア圏からの観光客が全体の58％を占めるが、中国客の訪日は
全体の7.5%と低い数値となっている。

課題② 安価な宿泊手段が少ない

・高山周辺にビジネスホテルが少ないことから、宿泊施設が限られ
宿泊費用が高くなってしまう。

課題③ 新たな観光スポット・ルートの作りに苦戦

・インバウンドに対して長年取り組んでいるため、観光スポットも
出し尽くしてしまっており、リピート客に対するアプローチ方法
に苦慮している。

• 様々な文化圏からの誘致を強化していく中で、対応スタッフの人手不足、教
育課題や、小売店舗の従業員も高齢化しているため、高齢者でも外国人の
対応が出来る「しくみ」作りに課題がある。

• 中国の観光客誘致を強化したいものの、中国人はツアーでの訪日割合が高
く、
高山の場合、都心から離れているため、2次交通が高くなり、加えてビジネスホ
テル等の安価な宿泊施設が少ない為、ツアー料金が高くなってしまい中国客
の誘致に苦戦している。

■インバウンドにかかわる組織と各プレーヤーとの連携方法

高山市 飛騨高山国際誘客協会

連携状況
飛騨高山国際誘客協会が官民連携の場となり、

密な連携が図れている

インバウンド
注力状況

インバウンドを中心とし、少子高齢者化社会でも受け入
れが可能な対策を同時に模索

課題・苦労
高山市が主導となり、宿泊客の国別属性や滞在日数の
集計を行っているが施設により正確な数字が拾えない

• 高山市の海外戦略部主導で、傾注項目や観光場所などを立案し、コ
ンベンション協会の民間企業や鉄道事業者、観光関連団体を中心に
ルートの策定やパッケージ作製を行う。

• 決定内容は高山市が情報発信を行い、近隣の各企業や店舗への協
力はコンベンション協会が要請する。

岐阜県高山市

海外戦略部

一般社団法人飛騨・高山観光コンベンション協会• インバウンド方向性の立案
• 訪日外国人の状況・傾向を発信
• 国際間活動(姉妹都市など)のやりとり

• 観光ルートや交通機関、
パッケージの策定

• 小売店舗への協力呼びかけ

• 行政と民間企
業との話し合
いの場

• 会費は一口
10万円で施
策の費用が捻
出されている。
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■訪日外国人の受け入れ態勢づくりへの取組みの考え方

取組みへの考え方

幅広い国へのアプローチを行いながらも、
より生産性の高い国がどこかも探る

• 市を挙げて、官民一体となり訪日外国人の受け入れを積極的に行っ
ている。

• 限定された国に頼ることなく、より多くの地域・文化の国からの来訪を
狙った多言語化・多様化に力を入れている。

• 無料Wi-Fiを利用しインバウンドマーケティングにも力をいれており、
より生産性の高い国がどこかなども常に把握できる状況にある。

取組み内容 概要

無料Wi-Fi 中心地に無料Wi-Fiを設置。
利用者は無料で7日間Wi-Fiが利用できる。
利用開始時にユーザーからメールアドレスを取得するとともに、
何処の国から来たか、滞在予定日数は何日かなどのアンケー
トを取得する。
希望者には帰国後にも高山の情報を発信(Wi-Fi利用者の3
割が情報受け取りを希望している)
帰国後にも29項目の細かいアンケートを取得し、来日客の動
向を把握、マーケティングに活用している。
導入費用は920万円。2万人以上のリーチ可能なアドレスを
取得出来ている。

消費免税一括手続き
カウンターの設置

全国初の免税手続きカウンターを設置。
各店舗の買い物時の手続きが簡略化されることで、地域商店
も外国人の受け入れに前向きに取り組めるようになった。
低価格商品中心の店舗での買い物が増え、全体の消費額
アップに繋がった。
導入前と比較し、外国人の買い物における消費額が30％上
昇、免税手続き回数は60％上昇した。

特例通訳案内士の養
成

有償の通訳案内士確保の為、海外戦略部が主導で積極的
に養成講座の開催を行っている。
(県内31年3月時点：英語42名、中国語4名、韓国語1名、
スペイン語3名、フランス語4名、タイ語1名、ポルトガル語1
名)

EaTown飛騨高山 飛騨高山の名産品を扱う飲食店がテナントとして集まった施
設。
高山商工会議所が主導で立ち上げた株式会社まちづくり飛
騨高山が運営している。
集客に苦戦しており、オープン当初は15店舗あったテナントが
現在は2店舗のみとなっている。

ムスリム旅行者向けマッ
プ作製

ムスリム旅行者向けの市内散策マップを策定。
イスラム教旅行者が安心して食事が出来る飲食店や礼拝可
能な施設をまとめたパンフレット。

■取組みの実施状況と地域理解

取組み実態

海外旅行者と地域小売店両者にメリット
がある施策を中心に取り入れている。

• 地域の飲食店では日本人より外国人の旅行客の方が単価が高い為、
歓迎されている模様。(日本人：4,000円外国人：7,000円)

地域理解

外国人の消費活動が積極的になるにつ
れ、地域の理解も進んだ。

岐阜県高山市
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■訪日外国人の受け入れ態勢づくりへの取組みの考え方

岐阜県高山市

交通事業者等による広域周遊旅行
商品の事例

複数のバス事業者（京王、アルピコ
交通、濃飛バス、北陸鉄道、富山地
方鉄道）と観光関連事業者が連携
して商品造成高速バス等でミシュラン
三つ星観光地（兼六園、白川郷、
飛騨高山、松本城）を周遊可能バス
乗車券のほか、ロープウェイの往復乗
車券、地域の観光施設の割引・特典

二次交通事業者の連携による便利
な移動手段の事例

外国人旅行者にも人気のアトラクショ
ンと施設までの移動手段
（バス＋タクシー）をセットにした商品
路線バスを活用することで、最少催行
人数の低減（２名～）を実現

Free Wi-Fiは災害時などに外国人観光客への緊急周知などにも活用されている。

インターネット接続環境の整備
登録から7日間、無料で容易にインターネットに接続できるようにすることにより、観光客の利便性の向上を図るとともに、SNS等によ
る高山市の魅力の発信を促す。

観光・緊急情報等の提供
観光客に対し、旬な観光情報や災害時の緊急情報等を提供することにより、観光客が安心して快適に滞在できるようにする。

マーケティングへの活用
観光客の国や地域などの情報を入手し、動向を把握することにより、その後の誘客活動に活かす。
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■訪日外国人の受け入れ態勢づくりへの取組みの考え方

岐阜県高山市

宮川朝市の多言語訴求看板

高山祭の多言語パンフレット

観光施設の多言語看板
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■訪日外国人の受け入れ態勢づくりへの取組みの考え方

岐阜県高山市

酒蔵 英語メニュー 市内カフェ 英語メニュー

市内レストラン 多言語メニュー
高山市内案内パンフレット



３．インバウンド用の新たなエリアでの事業開発

-137-

■訪日外国人に向けて新たなエリアでの事業開発

事業開発への取組み

隣接他市の観光地と連携し観光ルートを策定することで中心部以外の観光エリアも生かす
プロモーションを実施。海外に向けた情報発信も他市と連携することで相乗効果を狙う。

ミシュラン三ツ星街道

金沢市、高山市、白川村、南砺市、松本市が広域で連携し、兼六園、合掌造り集落、松本城などの世界遺産や国宝を巡る観光ルートが
ミシュランガイドに掲載され、世界的に話題となっった。
日本ではあまり馴染みのない名称だが、このルートを「サムライルート」、アジア圏では「昇龍道」と呼ばれており、
訪日外国人向けの大人気の旅行コースとなっている。

海外への情報積極的な情報発信

市長自らが海外の旅行会社や航空会社へ直接PR活動を行う等トップセールスを積極的に行っている。
海外旅行の展示会にも積極的に出店しており、他エリアの観光協会と合同で出店を行う事で、コストの削減と広域でのアプローチが可能。

岐阜県高山市

訪日外国人が高山だけを観光目的にしているわけではない為、周辺地域と合わせてプロモーションを行う事で、立地的な欠点もカバー

韓国航空会社へのトップセールス 旅行展示への「昇龍道」ブース共同出店の様子



４．インバウンド施策（プロモーション）

-138-

■インバウンドプロモーションの考え方

プロモーションの考え方

”日本”体験=高山観光という
ブランドの確立

• アンケート結果から、最も高い訪日観光の目的が日本の原風景を見
たい・体験したいという結果であるため、地域の自然や伝統的な家屋
を保存・修繕を行い、体験型の”コト消費”が増える取り組みを強化し
ている。

• 高山観光=日本の”コト”体験の全てが出来るという印象を訪日客に
感じて貰えるように、体験型のプロモーションを強化。

取組み内容 概要

少人数でも参加が可
能な商品の開発

2次交通機関や地域商店と観光協会が強い連携を図れてお
り、欧米人向けの少人数でも参加可能な体験会を多く用意
できている。

農山村体験（グリーン
ツーリズム）

「農業」「自然」「生活文化」「環境活動」「食文化」「雪遊び」
の6つのカテゴリーから約70種類以上の充実した体験プログラ
ムが用意。
田植え体験やさるぼぼ作成体験、スキーハイクなど四季を通じ
て高山の文化や自然を楽しむことが出来るように工夫。

ロケツーリズム 「君の名は」「聲の形」「氷菓」などのアニメ文化を取り入れたロ
ケ地・聖地巡業のツアー商品を用意。

もてなしの匠・心得帳 高山市が、接客力を高める冊子を個店や宿泊施設に配布し、
年に一度研修会を行うことで接客力の向上を図る取り組みを
行っている。

■具体的な取組み内容

■事例とポイント

岐阜県高山市

※高山市 高山市におけるインバウンドの取組み資料抜粋

• 市民主導で行われている取り組みに「町並保存会」がある。
伝統的な家屋や、高山祭の目玉でもある屋台などの修繕を市民が中心となり
行っている。この市民発の取り組みに行政も共感し、市の景観対策の条例の公
布や、国の重要建築物指定などにつながっている。

• 課題として伝統的家屋や屋台などの修繕を行う職人の不足があったが、市が中心
となり、町並保存会の連携やその活動の周知を支援する「高山市景観町並保存
連合会」を組織。観光客や子孫のために景観を維持する活動を官民一体となっ
て行っている。

• 結果、地域市民が愛する地域資源だからこそ、外国人観光客はそこに「本物」を
感じることができ、感動したからこそ口コミやSNSなどで高山の良さを広める。
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■ここ数年でどのくらい伸びたか
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外国人延べ宿泊者数（年別）

平成23年の東日本大震災で大打撃を受けるものの、
2年後には震災後の数字を超えるまでに回復し、その後も伸長を続けている。

• 東日本大震災後も、メインターゲットの台湾、タイの航空会社と連携し訪日数を回復させた。
• 現在人口の5倍以上の訪日外国人が訪れており、外国人受け入れを行う働き手の不足・高齢化が課題となっている。
→現状は人材派遣会社の協力やインターンシップを活用し人員の確保を進めている。

岐阜県高山市

年度 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

延宿泊人数 187000 95000 151000 225000 280322 364471 461253 513479

出展：平成29年 髙山市外国人観光客宿泊統計より
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ヒアリング結果 －石川県金沢市－
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■訪日インバウンドの位置づけと取組み動機

訪日インバウンドの位置づけ

国内観光客に代わる、早急に受け入れ
態勢を整えなければならないターゲット

取組み動機

国内観光客売り上げ減少に伴う、
外国客取り込み強化の必要性

• 2015年3月に北陸新幹線長野～金沢間が開業し、国内・国外の観光客が急増した。
• 北陸新幹線の開通後に国内観光客が増えたことで、まずは日本人観光客を優先とする受け入れ態勢の整備を行ってきたが、近年国内観光客数の減少
が見られはじめ、ここにきて国外の訪日外国人の受け入れ強化が急務である現状が浮き彫りとなっている。

• インバウンドの受け入れ体制については、Free Wi-Fiや免税一括手続きカウンター等の設置、WEBの多言語対応等、一通りの外国人向けのサービスは
導入されている。

• ピーク(7月～9月)は宿泊施設の収容可能数を超える観光客数があったため、オフピーク(12月～2月)時期の誘客に力を入れている。一方2020年までに
建設が完了する宿泊施設の計画が多くあるため、今後はピーク時期の国内外問わず更なる観光客の誘致計画が必要とされている。

■長期ゴール及び主要な戦略

ほっと石川 観光プラン2016 
(石川県としての2025年までの長期計画)

戦略① 石川ファンの拡大 (リピーターの醸成)

・県民の理解を得ながら観光地づくりを行う事で、
実際に来訪される観光客の満足度向上を図り、
リピーターの獲得に努める。

戦略② オリンピック後も見据えた海外誘客の促進

・オリンピック開催までに、北陸新幹線等の充実した交通
インフラを活かした広域連携による新たなゴールデンルート
づくりを目指す。

戦略③ 次代の観光人材の育成

・生産年齢人口が減少に対し、若手の人材育成強化を行う

• 北陸新幹線開通後の観光産業を取り巻く環境の大きな変化を受け、石川
県として委員会を設置、観光産業促進への目標と基本的戦略、指針を
“ほっと石川 観光プラン2016”として打ち出した。

• 金沢市としての基本方針も上記プランに沿う形で推進されているが、具体的
な施策は金沢市が主導で策定・施行されている。

• 次代の観光人材の確保においては苦戦しており、
商店街等のテナント貸し出しについて、 新規事業者へのテナント貸し出しへ
オーナー側が積極的でないケースが見られている。

石川県金沢市
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■現状の課題

課題① 市が主導で環境整備を行うも、浸透していない

・免税一括手続きカウンター等を設置するも、利用率は低く、
商店街の売り上げ増までには至っていない。
利用者への周知も行き届いていない。

課題② 消費が観光スポットのみに集中

・観光スポット周辺地域の経済活動活性化に至っていない。
・観光スポットと周辺地域を繋げるルートの作製が出来ておらず、
商店街への誘客が出来ていない。

課題③ 正確な誘客数の把握が出来ておらずマーケティング不足

・未だに国内観光客のみをターゲットとした店づくりとなっている店舗が
あり、インバウンド誘致に事業主ごとで温度差が見られる。
そのため、誘客数等正確な数字が拾えず、
マーケティングが出来ていない。

• 兼六園等のメジャーな観光スポットは外国人受け入れ体制がしっかりとれてい
るが、個店舗ごとで見るとクレジット対応率も全体で70％程度とまだまだ整備
が追い付いていない。

• 金沢市として、外国人観光客向けの環境整備に対する補助金制度(金沢
市外国人旅行者受入環境整備事業費補助金制度：金沢市 観光政策
課 誘客推進室：最大20万円補助)などを打ち出しているが、小規模事業
者や個人商店を中心に周知がいきわたってないのが実情

• 商店街側からは、観光客向けの店舗が増え、地元密着型の店舗が減ること
で、商店街の魅力が損なわれるという意見も出ている。

■インバウンドにかかわる組織と各プレーヤーとの連携方法

金沢市 経済局観光政策課 地域DMO 金沢市観光協会

• 具体的実施内容の立案
• 広域観光施策に対する他市町村と
の連携

• 情報サイト“金沢旅物語”にお
ける情報発信(9か国語対応)

• 誘致施策の実施・運営

連携状況 市と協会との連携は図れている。

インバウンド
注力状況

インバウンドに特化した施策より国内観光客向けの施策
の割合が高い。

課題・苦労 脱国内観光客の意識改革

• 金沢市観光協会の副理事は現金沢市副市長となっており、市と協会
の連携は図れている。市が立案→協会が実行の構図となっている。

• 協会運営の“金沢旅物語は”多言語に対応しており、国ごとにサイトの
構成や内容も違い宿泊予約まで出来るなどコンテンツが充実してい
る。

• “金沢旅物語”とは別に、その日に金沢市内で開かれるイベントや体験
プランを網羅した“かなざわ自由時間”も協会が運営しているが、此方
は外国語非対応となっている。

石川県金沢市
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■訪日外国人の受け入れ態勢づくりへの取組みの考え方

取組みへの考え方

官民連携の強化

• 北陸新幹線開通以降、国外問わず観光客が増えたことに対し、国
内優先の対策を進めた結果、海外観光客の受け入れ態勢の整備に
一部遅れを取っている観光エリアがある。

• 市や商工会議所、観光協会が右記のような取り組みを行っているも
のの、実際に個店舗(小規模店舗)まで浸透していない。理由として
は、個店舗のインバウンド需要取組みの必要性に対して危機感を
持って取り組めていないから(国内観光客への対応で稼働が逼迫して
いる)

取組み内容 概要

インバウンド対策セミ
ナーの開催

ようこそ金沢推進協議会(金沢商工会議所地域復興グルー
プ)による地域小規模事業者向けのセミナーを実施。
SNSを活用方法や外国人向けのメニュー表の作り方、様々な
食文化などについて紹介している。

ピクトグラムを使用した
表示、案内板

市のHPにて、文字ではなく視覚的にわかりやすい絵を利用し
た案内表示の画像をダウンロードできる。

パンフレット類の多言語
化

様々な案内書類などの多言語化を積極化
客数が多いエリアから注力エリアまで幅広く準備を進める

インバウンド対策環境
整備に対する助成金

海外旅行客向けの受け入れ設備の整備に対して金沢市から
助成金(最大20万円)が出される制度がある。

無料wifi整備 各所に無料wifiを整理

■取組みの実施状況と地域理解

取組み実態

対策整備に追いつけていない事業者が
目立つ

• 現在金沢市では「金沢市中心市街地活性化基本計画」を策定し、中心市街地の活性化に取り組んでいるものの、商店街の空き店舗の多さや駅周辺の
公共交通機関が充実していない点など、課題が多い状況。

• 最優先で中心市市街地の活性化を行いたい理由は、新幹線で来た観光客へ中心市街地をスタート地点とした観光周遊ルートの策定を行いたい(観光ス
ポットと観光スポットを線で結び、周遊を促進したい)狙いがある。

• 市民の中には、現在の観光客増が一過性のものだと感じている人も多く、街並みにそぐわない出店、民泊施設の出現、近江町市場の歩き食い、観光客の
市場内でのマナーの悪さに対して批判の声があがっている。それに対して市からの具体的な対応策が示されていない点も留意が必要。

地域理解

賛否両論があがっており、特に金沢駅周
辺の中心地への理解が進んでいない

石川県金沢市
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■訪日外国人の受け入れ態勢づくりへの取組みの考え方

インバウンド設備整理に対する補助金制度

石川県金沢市

事業者の業種ごとに整備必須の項目と、
選択可能な項目が定められている。

インバウンドセミナー

講師を招いての講演会形式のセミナーになっている。
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■訪日外国人の受け入れ態勢づくりへの取組みの考え方

石川県金沢市

市内ハラルショップマップ

市内レストラン 外国語対応メニュー

市内 外国語対応バスマップ
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■訪日外国人に向けて新たなエリアでの事業開発

事業開発への取組み

既存のルート・目的以外の新しいインバウンド誘客を積極的に行っている。

金沢港へのクルーズ船誘致

石川県と金沢市、金沢港復興協会により、金沢港への海外からのクルーズ船誘致活動を行っている。
海外見本市への出展、クルーズ船社の金沢市への招聘、施設増築を行っている。
新たに「金沢港クルーズ・ウェルカム・クラブ」を組織し、クルーズ客船寄港時の入港歓迎及び見送りイベントを実施している。

欧州ハネムーン需要の囲い込み

欧州でハネムーン先として日本の人気が高まっており、中でもイタリア人の訪日旅行者の半数はハネムーンが目的という調査結果を受け、
金沢市はハネムーン旅行者をターゲットとした動画を使ったPR活動を開始している。
動画のタイトルは「ＤＡＮＺＡ ＩＮ ＫＡＮＡＺＡＷＡ」で、２分38秒。
動画共有サイトの「ユーチューブ」での配信を開始。イタリアでも動画広告も流している。

• 宿泊施設不足によりピーク時期の観光客受け入れキャパのアッパーが見えているため、新たな属性の観光客を誘致しオフピーク時期への誘致を強化していきた
い狙いがある。

石川県金沢市
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■インバウンドプロモーションの考え方

プロモーションの考え方

基本的なプロモーションは外さず網羅しつ
つ、金沢ならではの取組みを強化

• 基本方針としては、他県で行っている基本的なインバウンド対策は、
金沢市主導で行っていく。

• 金沢港のクルーズ船誘致強化や北陸3県との連携による広域周遊観
光の促進など、金沢ならではのプロモーションを行っている。

取組み内容 概要

観光サイトの多言語化 観光サイト「金沢旅物語」を9か国語に対応することで、幅広
いターゲットへの情報配信を狙う

地域DMOとの連携 金沢市観光協会との連携を強化し、市主導で発信したイン
バウンドへの取り組みを地域全体に浸透させる狙いがある。
→地域事業者へのメリットが少ない施策も多く、あくまでも情
報提供までで終わってしまっているプロモーションも多い為、個
店舗まで定着していない。

外国人アンケート調査 定期的に外国人へのアンケートで観光の目的、ルートヒアリン
グ、満足度調査などを行い、マーケティングを行っている。

金沢港へのクルーズ船
誘致

主要な観光エリアから近い金沢港へのクルーズ船誘致を促進
し、新たな顧客獲得を行っている。

動画を使った海外への
PRを実施

欧州をターゲットに、動画を使ったプロモーションを実施。イタリ
ア国内への広告出稿もおこなっている。

■具体的な取組み内容

■事例とポイント

石川県金沢市

金沢港：クルーズ客船寄港時の入港歓迎及び見送りイベント

日本語版

英語版

韓国語版

地域により趣の違うサイト構成
におり、紹介する内容も国の
好みに合わせて若干カスタマイズされている。

地域DMO 金沢市観光協会 観光サイト「金沢旅物語」
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■ここ数年でどのくらい伸びたか
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平成27年の北陸新幹線 長野～金沢間開業により観光客が急増
27年→28年で10万人以上増加した

• ゴールデンルートに代わるヨーロッパで人気の「サムライルート」により、金沢への外国人観光客は増え続けている。
• 北陸新幹線開業後、平成27年から平成29年までに宿泊施設数が倍増(119→201施設)しているが、国内観光客も急増しているため、
受け入れ施設が足りない状況が続いている。
また、金沢の宿泊施設(日本旅館)の文化として、一つの施設にあまり多くの観光客を宿泊させず、その代わりに宿泊金額を高くするという習慣
が宿泊者数の受け入れ態勢整備に歯止めをかけている実状もある。

石川県金沢市

年度 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

延宿泊人数 112988 63219 108040 155899 200580 256092 396173 448267

出展：統計からみた石川県の観光 をベースにヒアリングにより作成



-149-

ヒアリング結果 －神奈川県足柄下郡箱根町－
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■訪日インバウンドの位置づけと取組み動機

訪日インバウンドの位置づけ

国際文化観光地を目指す箱根としての
重要な取り組み

取組み動機

地方インバウンドの活性化

・ 2018年4月に箱根町観光協会が「箱根DMO」を創設。それに併せ、協会自体の名称も箱根DMOに変更。
箱根DMOには楽天、リクルートスタッフィング、JTBからの出向者も参加しており、官民一体が強化された体制になっている。

・ 2015年の箱根山大涌谷の火山活動活発化を受け、国内旅行者が激減したが、インバウンド旅行者の伸長が助けとなり、火山活動が落ち着いた後は観
光客数も回復。2017年には3年ぶりに観光客数が2,000万人を突破した。

・ 箱根町は2011年に”HOT21 観光プラン基本計画”を発表し、2018年3月に”第2次HOT21 観光プラン基本計画”を発表。2011年に定めた海外旅
行客向け対策への実行率が5割程度と対策が遅延しており、第2次計画では更なる促進が示されている。

■長期ゴール及び主要な戦略

国際的な評価に叶う質の高い観光地としての持続的な
発展

戦略① つなげる

・個々の観光スポットにおける来訪者の周遊・回遊を促進し、
多様な体験・発見ができる観光スタイルを提案する。

戦略② えがく

・マーケティングを基に国内外の観光市場のニーズを踏まえ、
箱根、並びに各地域の観光地ブランドイメージを構築し
ターゲットに合わせて適切に伝達する。

戦略③ まもり、そだてる

・地域経済の継続的な発展に観光産業が寄与する
ための観光地保存、災害対策を強化する。

• 箱根町は、湯本地域から温泉、宮城野、仙石原、箱根などが離れており、
観光客に各地域の独自性の違いが浸透していないため、観光客の広域周遊
観光が促進されていない。

・ 訪日観光客の増加と多国籍化に合わせ、言語環境、商品の予約・決済環
境をユニバーサル基準に適合させる。

・ 大涌谷火山の噴火により観光産業が大ダメージを受けた過去を顧み、災害
対策に進んだ観光地イメージの創出を促進していく。

神奈川県足柄下郡箱根町
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■現状の課題

課題① 外国人観光客の対応力の強化

・観光案内所、観光施設等で会話によるコミュニケーションがとれない
などの言語の問題を解決して欲しいと求める声が多く上がっている。

課題② 多言語表記の案内板等の充実

・現在多言語表示に対する整備については、観光中心地の個店舗
を見ても全体の5割程度となっており、整備の遅れがみられる。

課題③ 素通り観光客が多く、宿泊観光客の割合が少ない

・都心からの交通アクセスが良いため、観光客は増加しているが、
日帰りで帰られてしまっており、宿泊率が低い。

• 行政として外国語対応や表示に対してのガイドラインの整備がされておらず、
現状は観光スポットや事業者任せとなっている状況がある。
箱根の森美術館など、主要なスポットでは整備が進んでいるものの、地域全
体としての満足度向上を図るために、行政としての発信を強化する必要があ
る。

・ 素通り観光客について、箱根を訪れた外国人観光客に対するアンケート結果
では「宿泊はしたいが、宿泊費が高い」という回答が多く寄せられており、安価
に泊まれるホテルや民泊施設などの拡充が急務課題となっている。

■インバウンドにかかわる組織と各プレーヤーとの連携方法

箱根町 規格観光部 箱根DMO

• 外国人観光客向けインフラ、設備の
導入

• 企画の策定

• リサーチ、マーケティング
• 広報、宣伝
• 国内、海外営業

連携状況 DMOの財政支援などを行うなど、関係は良好

インバウンド
注力状況

現状、インバウンドを中心としたリサーチ、マーケティングを
実施

課題・苦労 今後の具体的な活動次第

• 箱根DMOの財源は会費で賄われているが、2018年度は、箱根町が
支援事業として補助金2,040万円を予算上乗せした。

• 箱根DMOは平成31年3月11日に、発足してから行ったデータ分析や
動向調査を踏まえて作成した「今後 10年先の箱根の観光戦略と動
向」を発表した。

神奈川県足柄下郡箱根町
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■訪日外国人の受け入れ態勢づくりへの取組みの考え方

取組みへの考え方

現在は鉄道会社主導の体制づくりに頼っているが、今後は
DMOを活用して、箱根町としての取組み強化を行っていく。

・ 現状は、西武グループと小田急グループ主導による受け入れ態勢整
備が進められている。

• 老舗事業者も多く、外国人の受け入れ態勢強化のスピード感につい
ていけていない事業者も目立つ。

• 観光産業に従事している人口が町全体のが45.2%と高い割合となっ
ており、観光産業への取り組みには前向きだが、外国人に対しては苦
手意識を持っている事業者も多くいる。

取組み内容 概要

バス停ナンバリング
(小田急グループ)

箱根エリアのすべての駅・港・バス停留所にナンバリングを実施
し、外国人でもわかりやすい公共交通機関整備を行う。

観光ルートの策定
外国語パンフレットの作
製(西武グループ・小田
急グループ)

地元の観光施設や飲食店等が連携し、訪日外国人向けの
観光ルートを造成。
これら観光ルートを提案するために、箱根エリアを紹介する外
国語パンフレットも制作

多言語バスロケーション
システム
(小田急グループ)

外国人にも安心してバスをご利用いただけるよう、ＧＰＳ等
を用いてバスの位置情報を収集し、スマートフォンにリアルタイ
ム運行情報や到着予測時刻を配信する「多言語バスロケー
ションシステム」を導入
対応言語：日本語、英語、中国語（繁体、簡体）、韓国語

自動外貨両替機
(小田急グループ)

箱根登山鉄道強羅駅および箱根ロープウェイの大涌谷駅構
内に自動外貨両替機を設置

■取組みの実施状況と地域理解

取組み実態

地域を巻き込んだ取り組み実現には至っ
ていない。

• 現状、市や観光協会、商工組合からは方針などの発表はされているものの、具体的に個店舗まで巻き込んだ取り組みはなされておらず、事業者はあくまで
の近隣の事業者同士で様子を見ながら独自に外国語表記やキャッシュレス設備の導入などを行っている。

• 結果、事業者による差が生まれたり、統一感のない景観に繋がっていることも課題となっている。

• 近隣の鉄道や宿泊施設を運営する西武グループや小田急グループが独自に地域向けに行っているインバウンド対策の方が認知されている状況。
(小田急箱根ホールディングスが運営する箱根観光サイト「箱根ナビ」は5ヵ国語対応しており、DMOが運営する観光サイト「箱根全山」より内容が充実して
いる)

地域理解

温度感は上がっているが、あくまでも近
隣事業者の様子次第

神奈川県足柄下郡箱根町
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■訪日外国人の受け入れ態勢づくりへの取組みの考え方

箱根周遊ルート外国語パンフレット

神奈川県足柄下郡箱根町

多言語バスロケーションシステム (利用イメージ)

自動外貨両替機
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■訪日外国人の受け入れ態勢づくりへの取組みの考え方

多言語バスマップ

神奈川県足柄下郡箱根町

コミュニケーションロボットによる観光案内

バス停ナンバリング

市内レストラン 多言語メニュー（中国語・英語）
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■訪日外国人に向けて新たなエリアでの事業開発

事業開発への取組み

鉄道会社(小田急箱根グループと西武グループ)と連携し
積極的に新たな観光地整備を行っている

小田急100億円投資計画

新型海賊船の建造、新型ゴンドラの導入、箱根登山電車新型車両の追加導入、路線バス車両の増車、早雲山駅舎の改築、
箱根強羅公園 体験工芸館「箱根クラフトハウス」のリニューアル、バスロケーションシステムの導入、情報媒体の多言語対応強化など、
100億円を掛けた大型投資を行っている。

西武グループ 地域との連携によりインバウンド強化

地元の観光施設や飲食店と連携し、箱根エリアの観光ルートを造成、その内容を紹介する外国語パンフレットを制作している。
今後は海外で開催されるイベント等でのパンフレット配布や、海外の旅行雑誌への展開を予定している。
また、新たな観光エンターテイメントづくりにも積極的に取り組んでおり、NINJABUS WATER SPIDER（水陸両用バス）などの
新サービスもスタートさせている。

2次交通事業者の歩み寄り

箱根登山バス株式会社、小田急箱根高速バス株式会社、株式会社東海バスオレンジシャトルでは、伊豆箱根バス株式会社と共同で、
箱根エリアの全バス停留所に、3桁の番号を付与する「バス停ナンバリング」を実施し、外国人観光客にも分かりやすい交通機関環境整備を行う。

神奈川県足柄下郡箱根町
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■インバウンドプロモーションの考え方

プロモーションの考え方

地域DMOを活用した「観光地そのもの
を経営する」稼げる観光地づくり

• 大手民間企業の出向者を迎えたDMOの徹底したマーケティング分析
に基づいた、観光地経営を箱根町とDMOが連携し推進していく考え

• 2015年の箱根山（大桶谷）の火山活動を受けて、「防災」の視点
からの観光地プロモーションを箱根町として再検討している。

取組み内容 概要

箱根町広報人員の増
員

2015年の大涌谷火山活動活性化による観光産業が受けた
大打撃について、箱根町として的確な情報をメディアにリリース
できなかったことで、情報が一人歩きし、結果、箱根観光に対
するイメージダウンにつながった経緯から、メディア対応の重要
性を再認識、広報人員の増員を行った。

外国人モニターツアー
招待とSNS発信

外国人留学生100名を招聘し、箱根モニターツアーを実施。
ツアーの様子や箱根の魅力を参加者のSNSで発信してもらい、
海外への情報発信を促進。

無料Wi-Fi設備の刷
新

箱根町独自で設置していたWi-Fiは町外へ出てしまうと繋がら
なかったり、都度利用登録が必要なことから、町外への周遊観
光機会の多い観光客の利便性向上のために、他エリアでも広
く普及しているNTT東日本が提供するW-Fiへ変更。

■具体的な取組み内容

■事例とポイント

神奈川県足柄下郡箱根町

箱根DMO
楽天、リクルートライフスタイル、JTBからの出向者3名をアサイン

外国人留学生モニターツアーの様子
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■ここ数年でどのくらい伸びたか
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多彩な観光資源とアクセスの良さで地方インバウンド活性化の好影響を受けてお
り、外国人宿泊者数も50万人を突破。

• 箱根彫刻の森美術館がTripAdvisor ｢旅好きが選ぶ！外国人に人気の日本の観光スポット ランキング 2017｣で9位にランクイン＆平均評
価は4.5/5を獲得し人気を集めている。
(公式サイトの多言語化・鑑賞コースの用意・VRを活用した観覧・イベントの開催などの取組みを行っている)

・ 都心からのアクセスが良く、ゴールデンルートに組み込まれたことで、東京・大阪両面からの誘客に成功している。

神奈川県足柄下郡箱根町

年度 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

延宿泊人数 132562 62728 93229 168239 217358 377661 462337 545512

出展：箱根町 平成29年 観光客実態調査報告書より
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ヒアリング結果 －三重県伊勢市－
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■訪日インバウンドの位置づけと取組み動機

訪日インバウンドの位置づけ

観光復興事業の
必要不可欠な取り組みの一つ

取組み動機

地方への外国人観光客が
増加している為

・ 2016年開催のG7伊勢志摩サミットを契機に海外への伊勢市の認知度が向上し、外国人観光客数が増加、インバウンド対策の基本姿勢として、海外榎
情報発信と認知度向上に力を入れている。

・ 伊勢市と伊勢神宮が協力し「政教連携」で誘致活動を行っている。「政教分離」に抵触するのではないかという懸念の声も挙がっている。

・ 現在、訪日外国人のゴールデンルートに組み込まれるように、JNTOと連携しアジア人向けのPR活動を強化している。

■長期ゴール及び主要な戦略

地域住民・日本人観光客・外国人観光客
全員が満足する観光地づくり

戦略① 地域住民(事業者)の満足

・地域が稼げる観光地施策を第一に行い、
周辺地域からの理解を得る。

戦略② 日本人観光客の満足

・伊勢神宮は日本人観光客に愛される観光地であることが
大前提とし、参拝目的で来訪される日本人を大切にした
観光地づくりが大切だと考えている。

戦略③ 外国人観光客の満足

・伊勢神宮が日本人にとって特別な場所で有ることを事前に
認識してもらう事が、満足度向上に繋がると考えている。

• 観光スポットとして欠かせない伊勢神宮については、参拝のルール等が細かく
決められていることから、外国人観光客が事前の知識なく訪問することで満足
な観光ができなかったり、また参拝に訪れる日本人観光客への迷惑に繋がる
可能性がある。

・ 伊勢崎市としては、日本人観光客を大切にする方針を前面に発信しつつ、
外国人には、訪問前に伊勢神宮が日本人にとって特別な場所で有ること
を理解して貰えるような発信を心がけている。

・ 地域事業者に対しては、稼げることをアピールした企画を推進する事で、地域
DMOや取り組みへの関心を醸成する方針。

三重県伊勢市
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■現状の課題

課題① 「政教分離」の観点

・「政教分離」の観点から伊勢神宮参拝推奨を大きく発信しづらい
問題がある。実際にPR開始後に地域住民からのクレームにより
取りやめ、撤去となった施策もある。

課題② 中心市街地の空き店舗が目立つ

・郊外への大型小売店出店などで駅前中心地の事業者撤退が続き
歩行者の数も平成11年当時と比較し半減している。中心地が
閑散としていることが伊勢市全体のイメージダウンに繋がっている。

課題③ 日帰り客が多く、消費額が少ない

・観光が伊勢神宮に集中しており、伊勢神宮のみの観光で終わって
しまい日帰り客が多い。

• 伊勢市役所産業観光部は「市町村などの自治体は政教分離の原則を過度
に恐れず、観光客の目線で必要なことは何かを考えて取り組むべき」としており、
「夏祭りや初詣でなど、多くの日本人にとって神社は宗教というよりも、精神に
結び付いた伝統文化の場だ」として、伝統文化を伝えるという趣旨での「政教
連携」という姿勢を取っている。

• 伊勢神宮のみの観光で終わらないように、市と地域DMOが中心となって地域
店舗へ訪日外国人を誘客する取り組みを行ったり、周辺市町村と連携して
広域周遊観光の促進を行っている。

■インバウンドにかかわる組織と各プレーヤーとの連携方法

伊勢市 観光誘致課・観光復興課 地域DMO伊勢まちづくり株式会社

• 観光復興企画の策定
• 広域連携・調整
• 観光統計調査

• SNSやデジタルコンテンツによ
る情報発信

• 企画実行
• 地元事業者連携

連携状況
民間事業者を巻き込んだ密なコミュニケーションが取れて

いる。

インバウンド
注力状況

個店舗への誘客というポイントでは注力出来ている。

課題・苦労
誘客後の個店舗ごとの外国人に対する接客の質までは

把握しきれていない。

• まずは地元事業者が稼げる仕組みづくりを第一歩とし、地元商店への
誘客の為の、外国人訪問者への情報発信を中心に実施している。

• 誘客については、一定の効果は得られているが、誘客後の動向(接客
の質や外国人の満足度)までは詳細を把握できておらず、今後のマー
ケティング分析の為にも、個店舗からの詳細な数字の吸い上げが急務
な連携課題として挙がっている。

三重県伊勢市
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■訪日外国人の受け入れ態勢づくりへの取組みの考え方

取組みへの考え方

地元商店への誘客
地元が稼げる仕組みづくりが必須

• 地元企業や事業者が稼げる仕組みを作ることが、地域一体となった
受け入れ体制整備の第一歩だとし、地元着地型商品の開発を強化
している。

• 伊勢市としては、民間事業者が利益を上げるために始めた新事業を
まとめ、広げていくことが地方自治体の観光担当の役割だとしている。
それによって、関わる事業者や自治体がウィンウィンの関係になれば、
伊勢市にとってもメリットがあるという考え。

取組み内容 概要

コト旅in 伊勢 地元の129種類の種類の体験型商品を『じゃらんnet』を通し
て販売

したいコト旅いっぱいin
伊勢

地域DMOの伊勢まちづくり株式会社が上記の体験型商品を
販売するサイトを立ち上げ、地域が稼げる体制づくりを行って
いる。

お伊勢さんまち歩きクー
ポン

地元店舗で利用できるクーポンを販売。個店舗への誘客を促
す。利用されたクーポンは地域DMOが個店舗から買い取り。

市民向け神宮案内 地域住民向けに神宮案内を行い、市民に地元の良さを再確
認してもらう取組みを行っている。

■取組みの実施状況と地域理解

取組み実態

事業者に感謝される取り組みが
出来ている

• 伊勢市としてはインバウンド対策に積極的に力を入れながらも、地域住民や事業者へは外国人誘致の具体的な目標値は語らず、「伊勢市は日本人に愛
される観光地であることが大前提で、大量の外国人が訪れて、伊勢神宮の本来的な意味が失われては意味がない」と発信。
地域事業者にインバウンド対策の推進を公に押し付けない事が地域理解が進む要因と考えている。

・ 現在は地域にとってメリットしかない取組みが行われているが、今後は外国人観光客への接客スキルの均一化やキャッシュレス対策整備なども進めて行かな
ければならず、上記の促進のためには、更なる事業者の協力体制が必要であるため、更なる連携強化必要。

地域理解

外国人売り上げが上がることで取り組み
への理解が進んでいる。

三重県伊勢市
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■訪日外国人の受け入れ態勢づくりへの取組みの考え方

したいコト旅いっぱいin伊勢

三重県伊勢市

ネットから空き状況の確認、予約ができる。

お伊勢さんまち歩きクーポン
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■訪日外国人の受け入れ態勢づくりへの取組みの考え方

三重県伊勢市

市内レストラン 外国語メニュー

市内レストラン 店頭の外国語案内 指さし会話シート
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■訪日外国人に向けて新たなエリアでの事業開発

事業開発への取組み

新たなターゲットからの顧客獲得と周辺市町村と連携した取り組み

JNTOと連携したゴールデンルートへの組み込み

アジア訪日客の取組み強化を目的とし、ゴールデンルートへ組み込まれるため、JNTOと連携したプロモーションを強化している。
・JNTOの協力を得てアジア現地旅行会社との意見交換会を開催
・三重県として「忍者」、「花（なばなの里）」、「買い物（アウトレット）」といった現地の関心の高いコンテンツを中心にPR
・JNTOにおいて、三重県等で撮影されたアジアで人気の男性アーティストを起用したPR映像を作成し、紹介

ゴルフツーリズムの促進

三重県として、県内に多くあるゴルフ場を活用し、ゴルフツーリズムの推進により、欧米市場をはじめとした新たな需要を開拓する動きがある。
・三重県外国人観光客誘致促進協議会内に「みえゴルフツーリズム促進部会」を設置
→平成28年に「みえゴルフツーリズム推進協会」に組織改正。会費徴収・目的の明確化・事業推進体制の強化を行う。

周辺市町村との連携

県の観光誘致課主導で、「伊賀市の忍者」「鳥羽市の海女」「四日市市の四日市港」等、周辺市町村との連携を強化して、
三重県全体としての滞在日数の強化と伊勢市訪日客の満足度向上を図っている。

三重県伊勢市
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■インバウンドプロモーションの考え方

プロモーションの考え方

外国人目線の情報発信とプロモーション

• 訪日外国人の地方観光の目的で「日本の原風景を見たい」という要
望が高い中、観光地化されすぎた景観を嫌がる様子があるため、伊
勢では雰囲気を壊さないように看板は日本語と英語のみ、もしくは
マークのみとし看板を増やしすぎないようにしている。

• 伊勢神宮は伊勢市が行う訪日プロモーションに非常に協力的ではあ
るものの、行政が特定の宗教施設への参拝を推奨してはいけない「政
教分離」の観点から、地元ではPR活動を慎重におこなうべきという声
も挙がっている。

取組み内容 概要

Travelkoホテル検索
エンジンの導入

伊勢市観光協会の訪日観光客向け多言語版サイトに
「Travelko」のホテル検索・比較システムを導入

日本神話の解りやすい
要約

伊勢神宮の成り立ちや神事イベントを宗教文化の違う国の訪
問者にもわかりやすいように要約し表示することで、伊勢神宮
に対す理解度向上を図る。

Youtubeを利用した
動画広告

イギリスをターゲットにyoutube上でポップアップ広告を展開。
伊勢神宮を紹介した内容の動画で、10人中3人が30秒以
上広告動画をスキップせずに閲覧するという驚異的な数字を
出した。

手ぶらで観光サービス JR伊勢市駅に手荷物預かり所を設置。
鳥羽や志摩など他地域に宿泊する旅行者向けにホテルまで
配送するサービスも行っている。

■具体的な取組み内容

■事例とポイント

三重県伊勢市

Travelkoホテル検索エンジンの導入

伊勢神宮で何が行われているのかと興味を持たれるような内容になっている。

Youtube ポップアップ広告動画
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■ここ数年でどのくらい伸びたか
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伊勢神宮外国人参拝者数(内宮・外宮合計)（年別）※伊勢市単体の外国人宿泊者数不明

平成24年から伊勢の認知度向上に伴い、増加
サミット開催時にピークを迎え、現在は緩やかに減少傾向

• 今後は伊勢神宮の更なる外国人への認知度向上と合わせて伊勢市周辺市町村と連携した観光地づくりにより、来訪数の増加と宿泊者数の
増加を狙う。

三重県伊勢市

年度 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

外国人参拝客数 48346 26859 40123 51754 66707 97970 109947 104481 101446

出展：伊勢市統計データより
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地域 記事抜粋

①
栃木県
日光市

・2017年外国人宿舎数過去最高を記録
・日光国立公園満喫プロジェクト
・栃木DCキャンペーン
・アフターDCキャンペーンというフォトコンテストを開催
・東部鉄道のSL運行
・折り鶴・かぶとの自動販売機が登場
・お賽銭の電子決済
・東部鉄道がインバウンド施策として、券売機の多言語化・観光案内所の設置・交通サイ
ンの統一／Wifiの提供・多言語WEBサイト等の作成

②
長野県
北安曇郡
白馬村

・「スキー目的＋グリーンシーズン周遊型」から「オールシーズン×滞在型」の転換を目指す
・ICカードで訪日スキー客の行動分析
・地元バスの増便、2次交通の整備を進める
・有職お助けバス（市中心へ行けるシャトルバス）でニーズに対応。
・豪州への売り込みを考え、和室にベッドを入れたり、英語のメニューの導入などをした。
・外国人富裕層向けのコンドミニアム増加
・リゾート化
・送迎から食事まで含めた常設豪華キャンプ
・グリーンシーズン3万人超が来場の絶景テラス

③
長野県
松本市

・松本城の施策公式サイトの多言語化、シニア通訳者による多言語での解説、VRアプリで
ストリートミュージアム
・3ガク（音楽、山岳、学問）で観光客誘致
・外国人登山客向けのガイド養成

④
石川県
金沢市

・宿泊施設の高級化や体験プログラムで差別化
・外国人が免税手続きを1か所できる免税商店街を各地に広げている
・Goggleストリートビューで店内まで見れるようにし、外国人観光客の安心獲得
・侍の寸劇がある「SAMURAI THERIDE」というツアーを企画。
・スペインの旅行博で金沢をPR
・DANZA IN KANAZAWAという新婚旅行を誘う動画配信。

⑤
岐阜県
高山市

・人口の5倍以上の外国人宿泊客がいる。
・Green Cooking Studioの郷土料理体験プログラムの提供。
・JNTO認定外国人観光案内所
・簡易宿泊所の急増
・お寺に泊って日本体験するサービスの提供
・杉原千畝ルート、広域連携を活用
・対象国毎のパンフレット
・ムスリム旅行客向け散策マップ
・免税一括手続きカウンターを設置
・Free Wifi （7日間無料）を提供
・特例通訳案内士養成
・緊急対応（災害、事件、事故）に外国人旅行者を支援する通訳翻訳者を確保養成。
・香港における飛騨牛ブランドフェア実施
・トップセールスをきっかけに継続的なセールス活動（市長が相手国企業のトップと商談）

地域 記事抜粋

⑥
広島県
広島市

・外国人観光客6年連続最多更新
・お好み焼き体験教室
・他国でパンフレット・ポスターの呈示
・留学生が広島の魅力をSNSで配信

⑦
神奈川県
足柄下郡箱根
町

・2016年9~11月の3ヶ月に訪日した米国人で宿泊が最も多かった場所は箱根。
・官民一体で観光客のデータを分析
・寄木細工で箱根駅伝トロフィー
・プライベート温泉や新観光船の導入で快適案周遊を提供

⑧
神奈川県
鎌倉市

・神奈川県で訪日外国人が最も多い
・藤沢・鎌倉エリアをキャッシュレスシティに
・聖地巡礼人気（スラムダンク等）、聖地巡礼用のガイドブック作成

⑨
静岡県
熱海市

・Uターン者等による国内旅行者の回復
・観光客も地元の人も楽しめる街に変貌、空き家の有効活用。
・観光アプリ運用開始、多言語対応。
・インバウンド対策として、Wifiの整備・助成、飲食店様式トイレ推進、多言語ホーム
ページ・海外向けプロモーション動画の作成。
・東京観光の外国人にJAPAN RAIL PASSを使っての熱海日帰り旅行を誘致

⑩
山梨県
南都留郡
富士河口湖町

・外国人旅行者を呼ぶ段階から満足してもらう段階へ
・西湖いやしの里根場（かやぶきの集落を再現）は人気の施設。
・観光バスの路線拡大や、見るべきポイントを抑えた観光コースの提供
・個人旅行客向けのWEBサイトを8言語で提供。
・市場調査によるターゲット決め、新規市場の開拓（ムスリム対応ホテルシャリアホテルの
オープン）
・住民1人1人が楽しんで参画する街づくりとしたことで地元民のアイディアでお菓子料理
が開発。
・費用をかけない花や紅葉関連のイベント戦略、さまざまな花に関するイベントを多く開
催することでマスメディアが取り上げてくれPRになる。

⑪
三重県
伊勢市

・訪日外国人客に低調、認知度は高いが関心低い。
・キラーコンテンツと連携した伊勢湾周遊ツアーを企画
・米国英国にターゲットを絞ったYOUTUBE広告作成
・店員（外国籍）との英会話カフェ人気、身近な国際交流
・日帰り客が多い伊勢市にお金が落ちるように「手ぶら観光サービス」として荷物を鳥羽
や志摩に配送するサービスの提供、伊勢神宮参拝の日帰り客が多勢の為、着地型商
品（体験型商品など）の開発に力を入れている。

 ソフト ：サービスやプログラム
 ハード ：設備／施設
 施策（体制） ：地域での考え、意識
 広告活動／その他


