
年間３億人泊の「観光旅行 にGTを浸透させる年間３億人泊の「観光旅行」にGTを浸透させる

“観光地＆農村”連携で市場拡大を目指す

「GTエントリーモデル」開発

～気軽にｸﾞﾘｰﾝﾂｰﾘｽﾞﾑに参加できる「宿泊プラン」開発～

株式会社リクルート 旅行カンパニー
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株式会社リクルート 旅行カンパニー
じゃらんリサーチセンター

横山幸代
２０１１年２月９日



１．じゃらんリサーチセンターについてじ

・国内旅行情報サービス「じゃらん」について
・じゃらんリサーチセンター（ＪＲC）について
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１－１．国内旅行情報サービス「じゃらん」について

2010年は2010年は、
創刊20周年です 北海道じゃらん

●創刊1994.9.20
●部数 １４万９０００部
●発行 刊毎 380

関西・中四国じゃらん

●発行 月刊毎月1日 380円
●北海道、青森県

●創刊2010.7.1
●部数 １３万８５００部
●発行 月刊毎月1日 480円
●近畿2府4県、中国5県、四国4県

北陸3県及び三重県の一部地域

東北じゃらん
●創刊2000.9.1
●部数 １０万７０００部
●発行 月刊毎月1日 480円

東海じゃらん

関東じゃらん
●創刊2010.7.1
●部数 １４万１０００部

●発行 月刊毎月1日 480円
●東北6県及び、新潟県の一部地域

九州じゃらん
●創刊1995.9.10
●部数 １５万７０００部
●発行 月刊毎月1日 380円

東海じゃらん
●創刊1999.6.1
●部数 ７万９０００部
●発行 月刊毎月1日 480円
●愛知県、三重県、岐阜県、静岡県
長野県、石川県、富山県、福井県

●部数 １４万１０００部
●発行 月刊毎月1日 480円
●東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県、

栃木県、群馬県、茨城県、福島県、
山梨県、長野県及び、新潟県、静岡
県の一部地域

3全国で、毎月全国で、毎月約約７７７７万部万部を発行する旅行媒体を発行する旅行媒体ですです

●発行 月刊毎月1日 380円
●九州7県、山口県、沖縄県の一部



国内旅行情報誌『じ らん が く た
TOP画面のイメージ

１－２．じゃらんｎｅｔについて

 国内旅行情報誌『じゃらん』がつくった

宿泊予約サイト。

TOP画面のイメ ジ

 全国約21,371軒（2010年12月現在）の
宿・ホテルにご参画いただいています。

 Ｙａｈｏｏ「ｗｅｂ ｏｆ ｔｈｅ ｙｅａｒ」の“旅行・予
約部門“にて２００５年より５年連続ＴＯＰ

月間純訪問者数が701.3万人
年間5018万人泊。毎秒２人予約。

アドレス http://www.jalan.net/

サービス開始 2000年11月11日

登録宿泊施設数 21,371軒（2010年12月現在）

※実績期間は右記。1ヶ月間に同じ人が何度訪れても1人と
数えます。（ビデオリサーチインタラクティブ調べ）

掲載宿泊プラン数 959,418プラン（2010年12月現在）

月間アクセス数
（ビデオリサーチインタラクティブ調べ）

約701.3万人（2010年8月実績）

年間総人泊数 5,018万人泊実績（1日平均11万件予約）
全国2万件、96万プラン掲載。
年間5018万人泊の予約実績
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（2000年1２月～2010年１2月実績）年間5018万人泊の予約実績
（１日平均13万人泊）

※じゃらんnetの最新の情報は以下のアドレスからご確認いただけます。
http://www.jalan.net/jalan/doc/news/data/yado_data.html



〝もっとお出かけしたくなる世の中に♪“を合言葉に、

１－３．じゃらんリサーチセンター について

もっとお出かけしたくなる世の中に♪ を合言葉に、
地域の魅力発掘、新しい観光市場の創造による業界貢献を目指す

調査調査

実験

●業界誌「と りまかし」●観光振興セミナ （全国7か所）
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●業界誌「とーりまかし」●観光振興セミナー（全国7か所）

●ＷＥＢサイト →http://jrc.jalan.net



２．グリーンツーリズム
エントリーモデル開発推進協議会

・課題背景について
・消費者との接点作りについて
・実施体制について
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（１）GTエントリーモデル開発推進協議会について

【協議会参加団体】
富山県、飯山市、上越市、ＮＰＯ法人グリーン・ツーリズムとやま、
トップツアー協定旅館ホテル連盟、NEXCO東日本、NEXCO西日本、㈱ＲＰＩ、㈱リクルート
じゃらんリサーチセンター

【事業内容】
１） 消費者ニーズ調査 （エリア調査、消費ニーズ調査）
２） エントリープログラムの開発、モニター宿泊プランの造成

（ル ル／注意等 手引書にまとめ）（ルール／注意等 手引書にまとめ）
３） 流通販売に関する実証調査
４） プラン評価・分析

10年４月 ７月 ９月 12月 11年１月 ３月

事 務 局

地 域 側

協議会設置

地域調査

プラン造成

市場調査 集計及び分析 報告書作成

モデルプラン販売

都 市 側 告知準備 告知・アンケート回収

デ ラ 販売

エントリープラン造成のステップをわかりやすく汎用化、手引き書に



（２） 課題背景について

「５年以内のGT体験者」は８％ 非体験者のうち約半数が「５年以内のGT体験者」は８％。非体験者のうち約半数が
「GTに関心があるが、体験したことはない」と回答している
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拡大余地は9割。「経験なし×関心あり」と回答した層が狙い目



参加したいGTの形態は、農村滞在6％、観光目的旅行プラ
スGT体験が25％、日帰りGT体験希望者36％。

（複数回答）

GT目的の滞在型
５．５％

観光目的＋GT体験観光目 体験
２５．２％

日帰りGT体験
３６．１％
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「ＧＴ経験あり」と回答した人は ＧＴ目的の農村滞在に関心「ＧＴ経験あり」と回答した人は、ＧＴ目的の農村滞在に関心
が高い。観光主目的でＧＴ付き旅行にも関心を示している

10
未経験者に、旅行ついでに農村体験させることが市場拡大に



宿泊希望施設については GT未経験者で最も高いのが民宿宿泊希望施設については、GT未経験者で最も高いのが民宿。
次いで旅館。農家民泊はGT経験者で3割超で未経験者と差

11初回は宿泊施設を公方。リピーターは農家民泊への希望が高い



（２） 課題設定について

１．農村体験プログラムの情報・販売流通のチャネル拡充

２．未体験者にとって、グリーンツーリズム参加への心理的・物理的ハードルが高い

→ただし、1度体験すると、リピート意向が高く、より深い体験への興味・関心が高まる

３．農村体験未経験者が9割。未経験×関心が高い層が幅広く薄く広がっている

21年度GT宿泊者数848万人（推計）21年度GT宿泊者数848万人（推計）

グリーン・ツーリズム宿泊人数＝農林漁家民宿宿泊人数＋公設宿泊施設の宿泊人数
農林漁家民宿の宿泊者数については ２００８漁業センサス等 及び農林漁家民宿
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未経験者に、旅行ついでに農村体験させることが市場拡大に

農林漁家民宿の宿泊者数については、２００８漁業センサス等、及び農林漁家民宿
等新規開業数により算定。都市農村交流を目的とした公的宿泊施設の宿泊者数につ
いては、都道府県及び市町村を通じて実績値を把握。



旅
【実証目的】

１ 農村体験に関心はあるが 実際に体験していない人が対象

（３）解決策―消費者との接点作りについて

旅
行
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ポ

１．農村体験に関心はあるが、実際に体験していない人が対象
２．観光を目的とした宿泊プランに農村体験をセットして、流通販売
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場

1泊2日程度の観光旅行に組込める「エントリーモデル開発」を推進



旅行情報

（４）解決策―プロモーションについて

農業 GT農業・GT
エコ・ロハス消費

GTエントリーモデルの
コンセプト認知＆予約促進

Twitterによる
各タッチポイントへの

働きかけ

コンセプト認知＆予約促進
㈱リクルートじゃらんnet

富山県（例）

地域・エリア

田舎暮らし

働きかけ
㈱リクルートLOHAS通販ｻｲﾄ

富山県（例）

①８／２５「トヤマ・ジャストナウ」メルマガ
②９月中「くらしたい国、富山」メルマガ
③PRリーフレットの配布（東名阪）
・富山県観光課主催「食フェアー」

田舎暮らし 企業内告知

・リクルート社員向け告知
・トランスコスモス㈱告知

㈱リクルート物件情報サイト

富 県観光課 催 食 」

・富山県観光協会主催イベント
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・オイシックス㈱社員告知

農村体験関心者が広がる様々な消費接点にPR



３．実証販売結果について（途中集計）実証販売結果 （ 中集計）

・実証エリアとプラン造成状況
・プロモーションと予約販売結果について
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（１）エントリープラン造成販売状況について

【長野県 飯山市】【富山県】→県内4エリアで実証 【長野県 飯山市】

なべくら高原 （ピュア ヨシゴエ）１プラン

なべくら高原 （森の家） ２プラン

【富山県】 県内4エリアで実証

利賀村 （瞑想の郷） ９プラン

城端地区（はなやま温泉） ７プラン

氷見市 （灘浦荘） ２プラン 飯山市 （文化北竜館） ２プラン氷見市 （灘浦荘） ２プラン

朝日町 （ホテルおがわ） ２プラン

※「グリーンツーリズム市場調査」から、市場評価の高かった

プログラムを含む新規２プランを事務局と造成＆販売

・朝日町 ホテルおがわ

「ヒスイ海岸で開運石探し＋漁師ランチ付きプラン」

・飯山市 なべくら高原森の家

「森でくるくるバームクーヘン体験＆ティータイム」「森でくるくるバ ムク ヘン体験＆ティ タイム」

16

計28種のプラン造成し、10年9月5日～12月5日実証販売を実施



（２）キャンペーンサイトUU数推移について

キャンペ ンペ ジのUU数（類計）キャンペーンページのUU数（類計）

UU数（時期別）

17対象エリアの秋口の落ち込みをキャンペーンが補てんする推移に



（参考）協力エリアの概況について

じゃらんnet宿画面のPV数推移（合算）じゃらんnet宿画面のPV数推移（合算）

宿泊予約数推移（宿全プラン合算）

18対象エリアの秋口の落ち込みをキャンペーンが補てんする推移に



3か月で約1．2万UU、Twitter1000名フォロワー、計140名予約実績

（２）プロモーションと予約販売状況について

3か月で約1．2万UU、Twitter1000名フォロワ 、計140名予約実績

【富山県 計】100名予約実績

＜富山＞

【飯山市計】40名予約実績

＜飯山市＞

旅行情報

利賀村（瞑想の郷）49名 城端(ふくみつ華山温泉)10名

氷見市（灘浦荘） 8名 朝日町（ホテルおがわ） 33名

（森の家）33名 （文化北竜館）5名

（ピュアヨシゴエ）2名

トラフィックの約5割
予約者ｱﾝｹｰﾄ約5割

旅行情報

トラフィックの約３割

田舎暮らし

予約者ｱﾝｹｰﾄで２割

キャンペーンサイト

予約者ｱﾝｹｰﾄ約5割 予約者ｱﾝｹ ﾄで２割

その他
T itt ポンパレ

・エコ・ロハス消費

トラフィックの約1割
約3割

Twitteｒ、ポンパレ
（地域、エコ団体）

トラフィックの約２割

コ ハス消費
・農業・食材関心者
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予約者ｱﾝｹｰﾄ約3割

予約者ｱﾝｹｰﾄで３割

口コミ、友人



（３）宿泊者の声について（途中集計）

（ 性）暖炉を自 達 が き 暖 く快適 ご 事 す・（２０代女性）暖炉を自分達の力でつけることができた…暖かく快適に過ごせた事です。
みなさん親切で体験宿泊の気分を盛り上げるのが上手でした。

・（１０代女性）日常と違う体験ができる事で宿泊 観光だけでない満足感が得られました。（１０代女性）日常と違う体験ができる事で宿泊、観光だけでない満足感が得られました。

・（４０代女性）最初、民宿かと思っていたが、モダンで清潔で雰囲気も良く、素敵だった。
世界遺産や富山駅周辺 観光も き よか た世界遺産や富山駅周辺の観光もできてよかった。

・（40代女性）今回のようにお試し感覚で体験できるととりあえず行ってみるか？と言う人も居ると思う。
最初のきっかけが大事だと感じた最初のきっかけが大事だと感じた

・（６０代女性）民宿の料理は家庭でも作れそうなので、大いに参考になりました。
作り方も直接教えて頂けるし。

・（６０代男性）わざわざ近くの温泉にまで送迎していただき嬉しかった。とても暖まる温泉でした。

・（３０代男性）自然に囲まれた感じがよかったです。（３０代男性）自然に囲まれた感じがよかったです。
夜、耳を澄ますと葉がすれ合う音や風の音などが聴こえ癒されました。
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４．今後の活動について今後 活動
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【検討中】継続スキーム 例

※今回協力いただいたエリアから継続の要望を※今回協力いただいたエリアから継続の要望を

頂いているため、サイト継続を検討中（未定）。

今後 地域 ご提案例今後の地域へのご提案例

行政＋受入側＋観光事業者でのワークショップ

企画運営企画運営

参加者で宿泊プラン造成

宿泊プラン、体験プログラムの集客・ＰＲ

ＷＥＢを利用した提案

モニターツアー集客＆実施（ポンパレ利用含む）

ＷＥＢを利用した提案

じゃらんnet（宿プラン情報）での「GT付宿泊プラン掲載」は無料。
キャンペーン継続（個別ＰＲ プロジェクトサイト掲載）については

タ 集客 実施（ 利用含む）
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キャンペーン継続（個別ＰＲ、プロジェクトサイト掲載）については
予算が発生するため、「行政単位」での検討状況により継続検討。

(ご検討頂く行政数、予算により状況検討いたします）



【最後に】

「旅行ついでの気軽なグリーンツーリズム体験」の普及、
市場拡大を目指していきます。

・グリーンツーリズムとの消費者接点を創っている企業（媒体、物販）
・趣旨にご賛同を頂けるエリア趣旨にご賛同を頂けるエリア
・観光地近隣でグリーツーリズムを推進している組織の方
・宿泊施設との連携、プラン企画をしている方々…等とご一緒に

国内旅行3億人泊へのＧＴ普及を目指し、
気軽にグリーンツーリズムに触れて頂ける
「エントリーモデル開発推進」をしていきたいと考えントリ デ 開発推進」をして きた と考え

ております。どうぞ、よろしくお願いします。

GT ト デ 開発推進協議会 事務局 ㈱ ク ト じ らん サ タ
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GTエントリーモデル開発推進協議会 事務局 ㈱リクルート じゃらんリサーチセンター
Tel ０３－６８３５－６２５０ 担当：横山幸代 twitter acc@muragohan


