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国際グリ ン・ツ リズム商品化の取り組み

３者の課題洗い出しと Win&Win& Winのモデル化検討

国際グリーン・ツーリズム商品化の取り組み

農業体験・農家訪問
潜在ニーズ

旅行者 相談・依頼

現地旅行会社

手配依頼

日本の旅行会社現地旅行会社

• 需要が安定せず募集型企画商品に
組めない

• 依頼があってもどこに連絡すれば
手配できるかわからない。

• 一軒一件の内容チェックまで、コス

【旅行会社のツアーを利用しない旅行者】

• 日本のGT受入状況がよくわからない。

• 情報を見つけても自身で予約できない。

地域

軒 件の内容チ ックまで、 ス
ト上行えない

• 個人旅行者を送客するには交通が
不便で勧められない。

• サービス・設備の質に不安

• 料金体系などが不明確

事 等があ 合 応

マッチングが

できていない
情報が少ない

情報を見 けても自身で予約できない。
⇒言葉・予約方法の問題

• 受入農家を選ぶ判断基準が無い。

農家

地域

• 個人事業単位で広報プロモーションが出来ない。
受け入れ施設 体制に何が必要か分からない

• 万一事故等があった場合の対応に
不安（保険加入の有無など）

できていない
アクセスできない NPO法人

＜海外＞

＜国内＞ • 受け入れ施設・体制に何が必要か分からない
• どうすれば外国人旅行者に来てもらえるのかわから
ない。

• 1地域で団体客を受け入れるキャパシティがない。

• 旅行者からの予約の受付をどうすれば良いかわから
ない。
言葉 習慣の違いに不安 など課題が多々ある

＜国内＞

• 言葉・習慣の違いに不安。・・・など課題が多々ある。



国際グリ ン・ツ リズムの旅行商品化と流通経路の確保

【日本国内】 【海外マーケット】

国際グリーン・ツーリズムの旅行商品化と流通経路の確保

商品タイプ①：海外エージェントが主催する
企画旅行商品の日本国内のユニット

国内ランドオペレーター 海外エージェント

流通①：海外エージェントへの紹介

インターネットＷｅｂ
国内拠点施設

商品タイプ②：国内ランドオペレーターが
主催する募集型企画旅行商品

流通②：Ｗｅｂによる直販

流通③：国内観光拠点での販売
流通②：Ｗｅｂによる直販

在日外国人 訪日外国人旅行者 訪日旅行計画者ターゲット



旅行商品の造成・販売プロセス
<プロセス> <各プロセスにおける旅行会社の対応>

旅行商品企画 ◎地域情報の収集・下見

◎外国人ニーズの把握（マーケット分析）

◎旅程素案の作成（日程、コース）/リクエスト・シリーズ別の対応

◎地域側 手配先（問 合わせ先） 確認 ・ 左図のプロセスは 一般的

旅行商品の造成・販売プロセス

◎地域側の手配先（問い合わせ先）の確認

素材の仕入れ ◎宿泊施設・体験施設の基本整備の確認（法的認可・施設等整備）

◎仕入交渉と契約（価格・手数料、旅行会社との契約条件確認）

◎仮予約（ブロック予約・スポット予約）

◎外国人向けの対応

左図のプロセスは、 般的
な旅行会社の旅行商品の造
成の流れと、各プロセスにお

旅行商品造成 ◎旅行約款・販売マニュアル・ＧＤＳデータの整備

◎価格決定（コスト・利益率）

◎旅行商品パンフレットの作成

ける旅行会社の対応の一覧
である。

広告（募集）販売促進 ◎商品発表（海外エージェントへの告知）

◎旅行参加者の募集（予約開始） ・ 最終的には、ヒアリング調査
結果 モデル商品化の対応

旅行商品販売 ◎販売窓口対応

◎旅行の催行の可否決定

◎手配の最終決定（参加者人数の確定）

結果、モデル商品化の対応
を加味して、旅行会社の旅行
商品造成・販売プロセスに応

ツアー催行（オペレーション） ◎旅程の管理

◎ガイドの対応

◎外国人向けの対応

◎変更・事故発生時等の対応

精算 ◎サプライヤ との精算

じて課題・対応ポイントをまと
める。

精算 ◎サプライヤーとの精算



国際グリ ン・ツ リズム商品化に向けた旅行会社の課題及び対応

（１）旅行商品造成 販売に向けた対応

国際グリーン・ツーリズム商品化に向けた旅行会社の課題及び対応

（１）旅行商品造成・販売に向けた対応

①旅行商品における地域コンテンツの仕入れ、旅行商品化に対する対応と課題

②地域との予約・契約・精算方法に関する対応・課題

③旅行商品の販売、地域の体験プログラムの販売

（２）国際グリーン・ツーリズム関連の旅行商品の流通実態・課題（２）国際グリ ン ツ リズム関連の旅行商品の流通実態 課題

①国際グリーン・ツーリズム旅行商品の内容、販売状況

②国際グリーン・ツーリズム旅行商品のオペレーションに対する課題

（３）訪日旅行者の田舎訪問（国際グリーン・ツーリズム）へのニーズ実態



（１）旅行商品造成・販売に向けた対応 １
①旅行商品における地域コンテンツの仕入れ、旅行商品化に対する対応と課題

（１）旅行商品造成・販売に向けた対応－１

◆ 旅行商品の中で移動（交通）にかかるコストが大きいことから、体験プログラム等（地域コ
ンテンツ）は、その地域でしかできないプログラムであること。

◆ 市場のニーズにマッチし、旅行会社として収益が得られる程度のマーケットボリュームが
想定されること。

◆ 手配が容易なこと。（催行間際でも予約対応が可能、少人数でも対応可能）

◆ 外国人旅行者にと て最低限必要となる受入体制の整備が整 ていること◆ 外国人旅行者にとって最低限必要となる受入体制の整備が整っていること。

◆ 日本の到着・出発空港間の行程が優先されるので地理的な立地条件として行程上にある
こと。（行程を変更してもコストが少ないこと）

◆ 外国人の習慣に柔軟に対応してくれること。◆ 外国人の習慣に柔軟に対応してくれること。



（１）旅行商品造成・販売に向けた対応 2
②地域との予約・契約・精算方法に関する対応・課題

（１）旅行商品造成・販売に向けた対応－2

◆ 宿泊施設・飲食施設を利用する場合は、自社と仕入れ契約を結んでいること。

◆ 観光施設 体験プログラムを利用する場合は 契約を結んでいること◆ 観光施設、体験プログラムを利用する場合は、契約を結んでいること。

◆ 地域で企画されたツアーや体験プログラムの料金表があること、支払いフロー（精算の仕
組み）が確立されていること組み）が確立されていること。

◆ 地域内での宿泊日数、立ち寄り箇所が多くなるほど、各施設との調整が必要となり、手◆ 地域内での宿泊日数、 ち寄り箇所 多くなるほ 、各施設 の調整 必要 なり、手
配・精算に手間がかかる。



（１）旅行商品造成・販売に向けた対応 3

③旅行商品の販売、地域の体験プログラムの販売

（１）旅行商品造成・販売に向けた対応－3

◆ 海外エージェントに対して国内の新しいデスティネーション・体験を提案する場合には、コ
ストを掛けてもその地域でしか出来ない魅力が必要になる。

・ 遠方から来日する旅行者の場合、日本までのコストが高いことから日程的、料金的なロス

が大きい地域への訪問は難しい。また、初めて来日する旅行者が海外エージェントを利
用することが多く、ゴールデンルートを求める傾向にあるため、国内ランドオペレーターは、
ゴ デ 紹介が中心となるゴールデンルートの紹介が中心となる。

・ 海外エージェントの担当者が、日本に精通していなければグリーン・ツーリズムを含む日

本の田舎を訪問する旅行商品の販売は難しい。そのため、海外エージェントに対して日
本のグリーン・ツーリズムに対する啓蒙を図ることが必要になる本のグリーン・ツーリズムに対する啓蒙を図ることが必要になる。



（２）国際グリ ン・ツ リズム関連の旅行商品の流通実態・課題 1

①国際グリーン・ツーリズム旅行商品の内容、販売状況

（２）国際グリーン・ツーリズム関連の旅行商品の流通実態・課題－1

◆ 現状で、国内ランドオペレーターが海外エージェント向けにグリーン・ツーリズム（体験・農
泊）を、パッケージ商品のユニット紹介していることは少ない。

国内ランドオペレ タ の業務は 海外エ ジ ントの求めに応じて日本国内の旅行素材・ 国内ランドオペレーターの業務は、海外エージェントの求めに応じて日本国内の旅行素材

の情報の提供、手配、精算等を行うことである。したがって、海外エージェントが、日本の
グリーン・ツーリズムに対する認知・理解を持っていることが必要である。

・ 海外エージェントが販売する日本行きのパッケージ商品は、ゴールデンルートに関するも海外エ ジェントが販売する日本行きのパッケ ジ商品は、ゴ ルデンル トに関するも

のが多い現状にある。そのため、海外エージェントへの情報発信だけでなく、旅行の手配
にエージェントを利用していないと想定されるＦＩＴに対する情報発信が、国際グリーン・
ツーリズムの普及に向けては重要になる。

◆ 手配型の場合は、海外エージェント・顧客の要望に応じて紹介を行っている状況である。

・ 日本の地方（田舎）を紹介・販売している海外エージェントも存在しているが ごく僅かで・ 日本の地方（田舎）を紹介・販売している海外エ ジェントも存在しているが、ごく僅かで
ある。手配型旅行商品の場合は、海外エージェントからの送客が保障されるため、希望
に応じた旅行先の紹介・手配が可能となり、これまで実績のない地域への送客も可能と
なる。地域側でも、集客が保障されるため宿泊・体験施設等の協力を得やすい。



（２）国際グリ ン・ツ リズム関連の旅行商品の流通実態・課題 2
②国際グリーン・ツーリズム旅行商品のオペレーションに対する課題

◆ 体験プログラム等のリスク管理ができること

（２）国際グリーン・ツーリズム関連の旅行商品の流通実態・課題－2

◆ 体験プログラム等のリスク管理ができること。

◆ 交通の利便性（二次交通）が確保されること。

◆ 案内、ガイドの充実、ツアーに同行する通訳ガイドの正確な説明ができること。

◆ 宿泊施設、体験施設内の最低限の設備されていること。

◆ 宗教、アレルギーによる食事制限への対応できること。

◆ 旅行商品として企画されているプ グラム 素材が天候 生育状況等で提供できない場合◆ 旅行商品として企画されているプログラム・素材が天候・生育状況等で提供できない場合
の対応ができること。

◆ 海外エージェントに紹介する段階で 仮予約ができること。◆ 海外エ ジェントに紹介する段階で、仮予約ができること。

◆ 旅行商品を販売する窓口での対応 商品内容について理解していること。

◆ 企画時期に偏りが見られる。特に春・秋は農作物の収穫シーズンになるため、商品が多く
なるが、冬は少ない状況である。



（３）訪日旅行者の田舎訪問へのニ ズ実態
◆ 国内ランドオペレーターが海外からの訪日のニーズを把握できていない可能性もある。

グ ズ

（３）訪日旅行者の田舎訪問へのニーズ実態

・ 海外エージェントの日本のグリーン・ツーリズムに対する認知度、海外エージェントを利用
する旅行者の趣向を把握することが必要となる。

（４）国際グリーン・ツーリズム商品の試作
日程 時間 食事 宿泊

NH3771(SNA071) 羽田空港（08:35）→鹿児島空港（10:35） 朝食：×

11:00～12:15 鹿児島空港=(バス)=くま川下り
昼食：弁当

12:30～14:00 くま川下り体験 人吉駅弁　やまぐち
（くま川下りをしながら昼食を取る） 栗めし＋暖かいお茶

14:20～15:00 青井阿蘇神社（下車観光）
年 農家民泊

Rural Life Experience in Kyushu
行程

2010年 農家民泊
1/30 （土） 15:20～16:20 味噌・しょうゆ蔵巡り（下車観光） （あさぎり町内）
（１日目） ※現地ボランティアガイドによるガイディング

16:20～16:50 人吉市内＝（バス）＝ヘルシーランド（銭湯）

16:50～17:50 ヘルシーランドで温泉or物産館（自由行動）
※温泉はお客様の任意。入浴しない人は物産館見学。

17:50～18:10 あさぎり町＝（バス）＝やったろ館（交流会会場）

18:10～19:40 交流会（地元農家の方々との交流・夕食） 夕食：交流会
※和太鼓演奏あり。 大三軒

ケータリング
19:40～20:00 やったろ館＝（農家所有の自家用車）＝各農家 和洋食バイキング

7:30 朝食 朝食：農家民泊

9:00～9:15 農家＝（各農家の自家用車）＝あさぎり町ふれあい物産館

9:15～9:30 あさぎり町ふれあい物産館＝（バス）＝フルーツトマト農園（樅木様宅）9:15 9:30 あさぎり町ふれあい物産館 （バス） フル ツトマト農園（樅木様宅）

9:30～10:10 フルーツトマト収穫体験

10:10～10:20 フルーツトマト農園＝（バス）＝松の泉酒造

10:20～11:00 球磨焼酎蔵元見学＠松の泉酒造

11:00～11:30 酒造＝（バス）＝山江村
1/31（日）
（2日目） 11:30～13:00 鍋祭り（昼食フリー） 昼食：鍋祭り（自由）
　

13:00～14:30 意見交換会＠山江村農村環境改善センター

14:30～15:30 山江村＝（バス）＝鹿児島空港

NH628 鹿児島空港（16:40）＝羽田空港（18:15） 夕食：なし





【参考資料】海外エ ジェントの商品造成サイクル①
1月 ２月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

前年販売データ収集

海外 ジ 発信

【参考資料】海外エージェントの商品造成サイクル①

訪日外国人向け
募集型企画旅行商品

地域情報収集・商品企画
（翌年販売商品）

商品ラインナップの決定・
調整・仕入

商品造成・
値付

翌年商品の
概要発表

パンフレット作成 納品 海外エージェントへの発信 翌年1月～12月商品の販売
（翌年12月まで）

南ヨーロッパ
（フランス・スペイン・
イタリア・ポルトガル等）
＜企画商品販売年1回型＞

海外エージェントへ
商品の紹介

地域情報収集・商品企画・仕入
海外エージェントからのリクエス

海外エージェントへ
のヒアリング・打合

海外エージェントの商品造成・
値付

パンフレット発行

翌年1月～12月
商品の販売
（翌年12月まで）

海外エージェントへ

夏向け商品の販売（７月まで）

商品の販売（12月まで）

海外エージェントからのリクエスト対応（通年）

南ヨーロッパ
（フランス・スペイン・
イタリア・ポルトガル等）
＜企画商品販売年２回型＞

地域情報収集・商品企画・仕入
海外エージェントからのリクエスト

海外 ジ ント
のヒアリング・打合

翌年向け
商品の販売
（翌年７月まで）

海外エージェントへ
のヒアリング・打合

冬向け商品の販売（翌年２月まで）海外エージェントへ
商品の紹介

海外エージェントへ
商品の紹介

海外エージェントの商品造成・
値付

パンフレット発行

海外エージェントの商品造成・
値付

パンフレット発行

北ヨーロッパ
（イギリス・ドイツ・
オランダ・北欧等）

翌年1月～12月向け商品の販売
（翌年12月まで）

海外エージェントからのリクエスト
国内ユニットの紹介・企画・仕入

地域情報収集

海外エージェントの
商品造成・値付

地域情報収集

パンフレット発行

商品の販売（12月まで：来日ピークは3・4月）

海外エージェントからのリクエスト対応（通年）



【参考資料】海外エ ジェントの商品造成サイクル②
1月 ２月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

地域情報収集 地域情報収集
海外エージェント
からのリクエスト
国内ユニットの紹介

【参考資料】海外エージェントの商品造成サイクル②

北アメリカ
（アメリカ・カナダ等）
パッケージは
ほとんどなし

翌年1月～12月向け商品の販売
（翌年12月まで）

国内ユニットの企画・仕入 海外エージェントの
商品造成・値付

商品の販売（12月まで）来日ピークは3・4月）

海外エージェントからのリクエスト対応（通年）

パンフレット発行

国 ッ 紹介

中南米
（メキシコ・ブラジル等）

商品の販売（12月まで）

海外エージェントへ
商品の紹介

地域情報収集・商品企画・仕入
海外エージェントからのリクエス

海外エージェントへ
のヒアリング・打合

海外エージェントの商品造成・
値付

パンフレット発行

海外エージェントからのリクエスト対応（通年）

台湾 海外エージェントからのリクエスト対応（通年）

台湾⇔日本の航空機の座席が確保されてから企画する傾向
ツアー催行日の2ヶ月前ぐらいにエージェントからの手配依頼

韓国
（パッケージユニットは
ほとんどない）

海外エージェントからのリクエスト対応（通年）

ツアー催行日の2ヶ月前ぐらいにエージェントからの手配依頼


