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日本での地域発観光プログラムの開発・流通販売をより活発にしていくためには、日本人では気付き
にくい課題やこつを探る必要があるのではないか。―― こうした問題意識から、日本での地域発観光プ
ログラムの開発・販売事業で活躍されている三人の外国人の方々に話をうかがいました。

北海道ニセコ地域から

用者は年間約三万人です。

ＮＡＣに人が集まった理由は、
「オ

ンリー・ワン」だからだと思っていま

す。実際には当時の日本で本当の
「オ

ンリー・ワン」ではなかったのですが、

ここのエリアとして独 特のもので、

運良く多くのメディアに取り上げて

もらったことで、日本では北海道で

しかできないと印象付けられました。

マーケットサイズを
意識したプログラム構成

――現在でも一番人気があるのはラフ

ティングでしょうか。また、提供する

プログラムを構成する上でのポイン

トはありますか。

ロス ラフティングは今でも一番の

オンリー・ワンで
注目を集める
――まず、ＮＡＣ設立のきっかけや、

人気です。いろいろなビジネスのや

るリゾートという 場 所で、誰でも

事業の現状をお聞かせください。

夏を何とかしたいという思いがあり

すぐにできるもの、すなわちマーケ

り方はあると思いますが、一つの基

ました。ボートやテニスは日本中に

ットが大きいものは何か、というこ

ロス・フィンドレー氏（以下、ロス）

すでにあったので、何か他のアクテ

とです。それがラフティングでした。

準になったのは、いろいろな人が来

ィビティがよいと思い、ラフティン

この誰でもできるラフティングの上

スキービジネスが低迷してきて、

グを始めました。現在、ラフティン

に、少し難しいもの、その上にさら
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株式会社ＮＡＣ 代表取締役

ロス・フィンドレー 氏

Profile
オーストラリア・メルボルン生まれ。株式会社NAC代表取締役。
1985年オーストラリア・キャンベラ大学スポーツスタディー卒業。
1990年来日、1992年倶知安町に移り住み、建設会社で働きなが
らスキーのインストラクターを行う。1996年NAC（ニセコアドベン
チャーセンター）
を設立、現在に至る。
「観光カリスマ百選」選定を
はじめ、北海道観光審議会委員、北海道ベンチャービジネスタス
クフォース委員他公職多数。

す。難しいものほどマーケットは小

ッド状にプログラムを設定していま

に難しいもの、というようにピラミ
なくなっていってしまうケースもあ

りますが、小さい旅行会社のものは

いです。旅行会社のヒット商品もあ

く使えなければいけないし、雑誌広

は、今はソーシャルメディアをうま

いないと感じています。手段として

しまう状態だとスキルが伸びないの

ートやアルバイトで、毎年変わって

ないと感じています。スタッフがパ

型の雇用の場を用意しなければなら

で、ある程度の年数をやってもらう

告であればちゃんと費用に見合った
効果が期待できるものに絞ることも

ことが一番理想的だと思っています。

ります。

必要だと思います。

また、夏に修学旅行と一般のお客さ

トに動いてしまうことなどが理由で、

学旅行より採算の良い高級マーケッ

なくなってきています。これは、修

地域の中で受け入れる宿泊施設が少

ロス ほぼ半々です。修学旅行は当

団体の割合はどのくらいですか。

もやっていらっしゃいますが、個人と

―― 修学旅行向けのプログラムなど

います。

ルをお客さんに合わせることだと思

がいるので、難易度・楽しさのレベ

なことは、どこの国でもいろんな人

また、自分のメインのマーケット

求するものが必要だと思っています。

なく、
「そこへ行ってみたい」と訴

りの際には、日本中にあるものでは

し訴えています。このイメージづく

そうなイメージをメディアで繰り返

ゴマークを作り、それを使って楽し

場合は、一目見て分かるＮＡＣのロ

ンディングだと思います。ＮＡＣの

ロス まず必要なのは、会社のブラ

りはどのように工夫されてきましたか。

らうか」があると思いますが、その辺

ことの一つとして「どうやって知っても

――観光プログラムを売る時に難しい

足りていません。会社としては通年

向で、ガイドやインストラクターは

ロス 今の若い人は安定した雇用志

ありますか。

―― 受け入れる体制の面での課題は

語が話せないとインストラクターは

全て外国人という独特の環境で、英

ロス ニセコは冬のお客さんがほぼ

クターを行うことは難しいのでしょうか。

冬はスキーといった、通年でインストラ

――夏はラフティングやトレッキング、

なりません。

て成り立つかを考えていかなければ

の給与を賄うことができ、経営とし

いう取り組みをしていけばスタッフ

になります。今後このエリアでどう

れる人間がおらず、常にガイド不足

ブランディング、
マーケティングの重要性

さくなります。
――アウトドアアクティビティを事業
として行っていく際に、日本とオース
トラリアで違いはありますか。

んが重なるピークとなり、年間を通

今後どうなっていくかは不透明なと

はどこにあるのかを考えることが重

ロス 違いは特にありません。大事

―― 旅行会社経由の申し込みと個人

要です。ＮＡＣでは札幌のお客さん

して平均した給与にならないことも

申し込みの状況はいかがでしょうか。

を狙うため、クライミングジムを展

通年型の雇用の場を用意

ロス 旅行会社とも取引をしていま

開し、ラジオや駅前広告などいろい

り組みの一つとして、今年（二〇一四

いますが、通年型の雇用を目指す取

別のところで働いているスタッフも

できません。そのため、冬になると

周辺も真夏が繁忙期なので、代わ

課題です。

すが、今は自分でリサーチしてウェ

ろやっていますが、まだ周知されて
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ころもあります。

ブ予約する個人の動きのほうが大き

一番人気のラフティング

製作を行う工場を始めます。

年）十二月からスキー板やボードの
こと、また「ないものを埋めていく」

は「いつも新しいものを出していく」

全体でさまざまな魅力的なものが

た場所で生活している人が、エリア

――アクティビティ事業者、さらには

で戦わなければお客さんは取られて

ないで、というわけではなく、必死

なります。この分野にはまだ日本に

もあり、非常に行政の協力が必要と

は各種の規制や土地所有者との関係

また、自然系アクティビティ分野

うかは分かりません。

的に観光に取り組んでいくべきかど

光的な魅力の少ないエリアでも積極

リアごとに違うと思いますので、観

何の産業がその場所に合うのか、エ

わざわざ行かないと思います。ただ、

ない、価値の乏しい地方のまちには

一方で、エリアの中での競争もあ
ります。イベントなどでは当然協力

地域がお客さんを引き付けるためには

しまいます。次に何を出せばいいの

し合いますが、のんびり皆で手をつ

何が重要になるでしょうか。

かを常に考えることは必要です。

は、メディアや人を引き付ける力に
なってくると思う。他のエリアを見
て感じるのは、本当のものを持って

ないタイプの観光も多いですが、行

アクティビティが作られ、エリアとし

あり、さらに他のいろいろな楽しい

ます。このエリアはラフティングが

なイメージづくりがないと感じてい

ているのかもしれませんが、全体的

ことです。それぞれが独自に宣伝し

ない、アピールできていないという

らえるような、地元の人も観光客も

などいろいろなところで消費しても

だと思います。長く滞在して、商店街

寄与しているのかどうかはポイント

ロス 観光が地域の経済や活性化に

すか。

に気を付けたほうがよいことはありま

――他のエリアで取り組もうとする際

訪者も限定的なので、さまざまな魅

ただ、魅力的なもの一つだけでは来

の方向性は正しいと思っています。

ようなビジネスが始まっていて、そ

日本中で個人旅行にアピールする

な気がします。

みが日本ではまだ見えていないよう

中でビジネスチャンスを生かす仕組

組みが進められているものの、その

ん。事業者が実績を積んでいくこと

り、そのルールにうまくはまりませ

地元の人も観光客も集ま
りたくなるまちづくり

ロス「オンリー・ワン」を作ること

エリア全体でさまざまな
プログラムを

ことだと思います。

たくなるようなまちづくりへの取り

てリピートしたり一週間滞在したり

集まりたくなるようなまちづくりを

力的なものを作り、来訪者を拡大さ

いないか、持っていても把握してい

しても楽しいところになっています。

目指さなければいけないと思います。

せていく必要があります。

政はどうしても事例がない新しいも

―― 個々の事業者が頑張るだけでな

地域内のある施設だけに観光客が

アートなど何でもあります。そうし

聞き手・守屋主任研究員）

東京などの大都市には面白いお店、 （二〇一四年十一月七日

――ありがとうございました。

ポートが必要となります。

どを使う場合、それぞれの行政のサ

も必要ですが、山や川、まち全体な

地方 自治 体 所 有 林ではルールがあ

ー をし たい、という 時、国 有 地や

例えば、雪上車で山に登ってスキ

のに対しては動きにくくなります。

く、エリア全体として取り組むことが

集まるのはちょっと違うと思います。
最近、こうした観光客も集まり
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雪上車でスキーへ。
「オンリー・ワン」の開拓

群馬県みなかみ町から
株式会社キャニオンズ 代表取締役

けが三十五人です。

インターナショナルスクー
ルをターゲットに販売展開

トは世の中の経済状況に左右されづ

らく安定しており、五、
六月や九、
十、

十一月といった当社にとってショル

ダーシーズンに来てくれることが大

きなメリットです。

インターナショナルスクールはＩＢ

メインの温泉地だったので、
「 なぜ

時のみなかみ町は団 体の観 光客が

当時は結構反対も強かったです。当

始まったのは二十年ぐらい前ですが、

マイク・ハリス氏（以下、マイク）

始めたころは大変だったと聞きました。

のイメージは浸透していると思いますが、

――現在ではみなかみ町＝アウトドア

一万五千人くらいですが、今年の冬

です。夏のビジネスのほうが大きく

うち外国人が二五％の五千人くらい

マイク 利用者は年間約二万人で、

ようなものでしょうか。

――キャニオンズの事業の現状はどの

思っています。

がみなかみに必要なものになったと

では経済的な面も含め、アウトドア

つ理解されるようになりました。今

は何かありますか。

―― 他のシーズナリティ対 策として

けてスキースクールを行っています。

スキー場から当社が業務 委託を受

野沢温泉、軽井沢、みなかみ近辺の

入れられる施設が少ないこともあり、

加しているのですが、その割に受け

なっています。外国人スキー客も増

に人気のあるデスティネーションと

の高まりや円安の効果もあり、非常

ことに加え、今は日本文化への関心

九割になります。日本は雪質が良い

す。一方で冬は外国人のお客さんが

九月は約九割が日本人のお客さんで

社は、夏は日本人がメインで、七、
八、

て狙うマーケットが異なります。当

ィが一つの課題で、シーズンによっ

マイク アウトドアはシーズナリテ

に来てくれる、まだ手が付けられてい

――自分たちにとって来てほしい時期

したりすることもあります。

トは富裕層も多く、親や家族へ波及

ットの一つです。また、このマーケッ

アジアでは最も成長しているマーケ

中国では年十校以上増加していて、

ーケットと感じるかもしれませんが、

ョナルスクールというとニッチなマ

ることができました。インターナシ

社は先駆けて実績とリピーターを作

できるところが少なかったため、当

アにはそういったプログラムを提供

ラムを作って提供しています。アジ

要なので、それに合うようなプログ

ラム）に沿った体験や文化交流が必

マイク・ハリス 氏

―― 夏と冬では利用者が大きく異な

そんな危険なことをするのか」とね。

は伸びそ う。冬の五千 人の九割 く

マイク 約十年前から国内のインタ

ないマーケットを狙っているというこ

（国際バカロレア・ディプロマプログ

でも、私を含めスタッフが地域活動

らいは外国人です。スタッフは大体

ーナショナルスクールをターゲット

とですね。そうするとほとんどが直接

りますね。

に参加したことや、団体の観光客が

五十人で、うちフルタイムが十五人、

にしています。教育旅行のマーケッ

みなかみ町で商業ラフティングが

だんだん減少していったことなどが

冬だけのスタッフが約四十人、夏だ

直接販売がメイン

あり、時間はかかりましたが少しず
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Profile
1973年、
ニュージーランド生まれ。株式会社キャニオンズ代表
取締役。大学にて日本語と会計学を学ぶ。大学在学中に初めて
来日し、
卒業後、群馬県みなかみ町のアウトドア会社に就職。勤務
先会社内にキャニオニング部門を設立し、全国に先駆けて本格
的なキャニオニングツアーを開始、現在に至る。2000年に独立し、
株式会社キャニオンズを設立。仕事以外でも、
まだ誰も下ったこと
のない渓谷を探してはキャニオニングアドベンチャーをしている。

緒ですが、当社では複数の学校を同

ただ、同じ国の学校の休みは大体一

地へ行って話をすることもあります。

電話をして、興味がありそうなら現

マイク そうですね。まずはメールや

販売になりますか。

いと思っています。

重視してくれる旅行会社と取引した

いますが、人数よりも質や満足度を

との取引も多少していこうと思って

客さんを確保するために、旅行会社

ンは直接販売です。今後は平日のお

会社と多少取引していますが、メイ

タッフが、他のスタッフの前でプレ

行ってみたり体験してみたりしたス

います。トレーニングとは、実際に

ブック」を利用者に提供したりして

そうした情報をまとめた「アフター

介できるようにトレーニングしたり、

めるプログラムなどをスタッフが紹

ゼンをする機会を設けたり、アフタ
ーブックに記載されている情報を皆

マイク 冬はあります。どちらかと

取ることはありますか。

―― 海外の旅行会社とコンタクトを

映像が撮れるので、最初にメディアが

マイク キャニオニングは迫力ある

きっかけはあったのでしょうか。

―― 日本人が夏に来るようになった

修もしています。

技術やチームビルディングなどの研

部から講師をお呼びして、ガイドの

育成という意味では、その他にも外

地域全体を活用する

時に受け入れられないため、調整が
必要になります。そこで、中国の旧
正月やタイのソンクラーンなど、休み

いうと旅行会社からのリクエストが

かなり来たことが大きいと思います。

で共有するといった活動です。人材

多いです。スキースクールについて

また、業者が増えて受け入れられる

が異なるマーケットを狙っています。

は、オーストラリアの旅行会社や日

て利用することが難しくなり、ルー

ル作りも難しくなります。産業と自

然を守り、安全性を確保するために

ですか。

すが、それはほとんど個人のお客さん

―― 夏は約九割が日本人とのことで

してくるリピーターも多いです。

した。一度来ると翌年から直接連絡

さず直接依頼が来るようになりま

るようになり、現在は旅行会社を通

くらい前からオーストラリア人が来

ストが多いです。野沢などは十五年

本のスキー専門の旅行会社のリクエ

ことが大切です。例えば当社の場合、

宿泊なども含め地域全体で考える

とは、単発のプログラムだけでなく、

ディングも確立してきています。あ

です し、みなかみの場 合 はブラン

マイク ウェブの力を使えればよい

は早いのでしょうか。

で発 信されていくことが、今の時代

―― やはり実 績を積んで口コミの力

えていきました。

人数が増え、口コミによる宣伝も増

いますが、業者が多くなると協力し

思います。限られた資源を利用して

どできちんと監理する必要があると

危 険性があります。やはり法 律な

ラムのクオリティが下がってしまう

増えた時にルールがなければプログ

事業者が増えると良い点もある反面、

ングの事業者が十四社あるのですが、

マイク 今みなかみにはキャニオニ

にしていくための課題は何でしょうか。

――みなかみでアウトドアをより活発

事 故が増 え、質が低下します。実

ルのないまま事業者だけが増えれば

めることが必要だと思います。ルー

ルールといった安全面での規制を決

を守ることになります。また、利用

キャパシティを決めることで自然

可制にすることが考えられます。

マイク まず、自然資源の利用を許

――具体的にはどんな内容でしょうか。

いと思っています。

にルールをきちんと決めたほうがよ

は、これ以上事業者が増えないうち

マイク そうですね。最近はネット

空いた時 間に行けるところや 楽し
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夏を堪能。身体も心もリフレッシュ

際に海外で悪循環に陥った例もあり
ますので、みなかみに限った話では
なく、日本全体を対象としてここ五
年くらいで規制へと動かなければい
けないと思います。
現在、地域レベルでの条例はでき
ていますが、まだ中途半端な印象な
ので、国全体で取り組んで、レベル
アップを図るべきだと思います。ル
ールの仕組みなどはニュージーラン
ドやスイスなど、すでにある良いシ
ステムを学べばよいのではないでし
ょうか。

ガイドが産業として
認められる

よくなるといった良い循環が成り立

実し、人材育成が進み、商品の質も

て認められることで教育の機会も充

あれば雇用も生まれます。産業とし

資格ですが、こうしたステータスが

ニュージーランドはガイドが国家

社会的に認められるようになります。

か、外から知っている人を連れてこ

自分たち自身がどこかで体験をする

いわば「ワールドクラス」の商品は、

いのではないでしょうか。こうした

く面白い」と感じられるものは少な

していますが、印象としては「すご

生懸命新しいプログラムを掘り起こ

アップしてから海外へ発信していく

ニターツアーを試行し、ブラッシュ

者である国内の外国人対象にまずモ

ません。そのためには、身近な対象

えるプログラムを作らなければいけ

ばれません。それぞれのニーズに応

ベンチャー系を盛り込まなければ喜

のがよいと思います。

第三に、プログラムを開発し提供

ないと提供しようがありません。ま
た、素材が良くても、紹介や案内の

ちます。
日本にはガイドの専門学 校があ

したら終わりになってしまい、フィ

がなかなか進まないのも原因かと思

仕方が上手ではないケースもあると
今はＳＮＳの時代なので、本当に

います。いろいろな地域でやってい

りません。ニュージーランドではガ
ピタリティや安全管理、ガイディン

感動するものを作ればどんどん口コ

るモニターツアーは効果的ですが、一

ードバックがないことも多く、改善

グ技 術、話 術 などを学 び、その後

ミで広がります。友達に紹介したく

回、二回やったら終わってしまう。

思います。

インターンのような形でツアーのサ

なるようなコンテンツを作らなけれ

イドは二年の専門学校へ通い、ホス

ポートを行っていきます。日本の場

そして最も大事なことは、商品を

特に最初のころはフレキシブルに、

第二に、最近は日本を訪れる外国

作る前に、まず自分たちの地域にど

ばいけないですし、お客さんが感動

人旅行者が増えていますが、それぞ

ういうマーケットが合うか、価値観

合、ホテルマン向けの専門学校でお

れのマーケットのニーズを把握しき

が共通するかどうかを考 えなけれ

かつリアルタイムでどんどん改良を

れていない印象があります。
「 外国

ばいけません。ボリュームが見込め

するような紹介の仕方をしなければ

人」とひとくくりになっていて、そ

るからと短期的に無理に合わせても、

もてなしなどを学ぶことはできます
と思っています。そのためには産業

れ以上のきめ細かい対応にはなって

長期的には持続していきません。

していく必要があります。
として認められることが重要です。

いないこともよくあります。アウト

――ありがとうございました。

いけません。

―― 今 後、各地域で観光 プログラム

ドアで言えば、例えば東南アジアの

が、もっと幅広い教育機関が必要だ

の販売をより活発にしていくために

人たちには運動量の多いものは好ま

地域に合う
マーケットを探す

は何が必要とお感じでしょうか。

れませんが、欧米の人たちにはアド

聞き手・守屋主任研究員）

（二〇一四年十一月七日
マイク まず、いろいろな地域で一
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マイク もう一つは、ガイドの資格づ

くりです。これができればガイドが

キャニオニングでスリリングな体験

和歌山県田辺市から
一般社団法人田辺市熊野ツーリズムビューロー
プロモーション事業部長

ーロー（以下、熊野ＴＢ）がどのような

――まず、田辺市熊野ツーリズムビュ

年（平成二十三年）の台風被災後、日

二〇一一
ブラッド いわゆる旅行ツアーは、

商品販売の現状をお聞かせください。

―― 熊野ＴＢのツアーやプログラムの

ブラッド・トウル 氏

ブラッド・トウル氏（以下、ブラッド）

組織かお聞かせくださいますか。

数も多く、ある団体がいっぱいであれ

ブラッド 語り部と歩くプログラムの

ではどちらの販売が多いのですか。

参加者は年配の方が多いので、日本人

す。その理由としては、語り部は団体
ば、他の団体がフォローできるためです。

行会社経由が多いです。インターネッ

旅行者は旅行会社経由、中でも大手旅

ト経由のお客様はまだ多くありません

また、同じ熊野古道の体験でも、語
康志向派向けの「セラピストウォーク」

が、将来的に若い人の利用が増えてく

り部とは少し案内の仕方が異なる、健
に対応できる団体もあり、これも日本

なると思っています。

れば、申し込みが増える可能性が高く

――旅行会社が販売する場合、熊野Ｔ

熊野ＴＢは半民半官の営利を目的と

人に向いているものです。
しない団体です。ですから、大手の旅

ブラッド 語り部ガイドを当ＴＢが、

宿や交通を旅行会社が手配します。

Ｂはどの部分を担うのでしょうか。

―― 旅行 会社からツアー商品の中に

行 会社ができない、地域が元気にな
これはハイリスクローリターンの事業

語り部ガイドを入れたいという話が

り面白くなるような挑戦ができますが、

あり短所でもあります。

所に来て「昼から語り部のツアーを申

ブラッド 日本人の旅行者で直接案内

ブラッド これには当ＴＢが設立される

来るのでしょうか。

でもあり、そこが着地型観光の長所で

語り部プログラムは旅行
会社経由が販売の中心

グラムについても、可能性はたくさん

し込みたい」という人はいません。日

――販売の方法としては、
インターネッ

ありますが、受け入れる側が本業のビ

本人は事前に計画を立て、旅の前に泊

本人向けに実施した「道普請ウォー

い歴史や文化、龍神温泉、湯の峰温泉

ジネスとしてやっていません。そのた

我がまちには、世界遺産「紀伊山地

などの温泉郷、特産品など魅力ある資

め、先々の日程を確約した安定的な商

前もってインターネットでの事前申し

まるところを決めています。したがって、

と思いますが、現状はいかがでしょうか。

源や素材があります。これらを活用し

品にまでは至らず、継続した紹介や販

込みか、旅行会社と組んで販売してい

トや直接案内所へ来る場合などがある

て、田辺市の総合的な観光をプロモー

売がしづらく、テスト的なものが多く

は販売していません。また、体験プロ

ションするために、市内の五つの観光

なっています。旅行者が参加しやすく、

ク」など期間限定のもので、そう多く

協会が構成団体となって、二〇〇六年

――インターネット経由と旅行会社経由

るものに申し込むことになります。

野古道、熊野本宮大社に代表される古

（平成十八年）に当組織は設立されま

安定的に手配できているのが、語り部
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の霊場と参詣道」として登録された熊

した。二〇一〇年（平成二十二年）には、

と一緒に熊野古道を歩くというもので
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旅行業（第二種）に着手しました。

出発前にウオーミングアップ

Profile
一般社団法人田辺市熊野ツーリズムビューロー プロモーショ
ン事業部長。カナダ・マニトバ大学でスポーツサイエンスを学び、
カナダ国内でスキーインストラクター、
プロのハイキングガイドと
して働く。
日本では北海道のスキーリゾートでもインストラクター
を経験。1999年から旧本宮町にてＡＬＴ
（Assistant Language
Teacher）
として三年勤務した縁で、2006年、熊野ツーリズム
ビューロー発足と同時に同国際観光推進員に就任、現在に至る。

（平成十六年）の世界遺産登録の際に

前からの経緯があります。二〇〇四年
紹介すること、また、プログラムをきち

さまざまなプログラムやモデルコースを

ネットと飛び込みで
申し込む外国人旅行者
――外国人旅行者の方はどうなのでし

んと売れる形にしていくことが熊野ＴＢ
ょうか。

の大きな役割なのですね。
ブラッド 旅行会社経由ではなく、直

ブラッド 言葉の壁があり、現地の情報

社・語り部団体との間でやりとりをし
ていました。そして、二〇一〇年（平成
接申し込んでくる人も多いですが、こ

が一切なく電話もできないので、予約シ

は観光協会が窓口となり、大手旅行会

二十二年）
、旅行業免許を取得した当

ステムも 含めこのウェブサイトがないと

受け入れる側にとって一番不安な海外

からの予約（旅行者）を受け入れやす

ムを現在も検討中です。

いようにするために、より良いシステ

何をするための
旅行業登録か

――日本を訪れる外国人旅行者が増え

地域のイメージを作っているからだと

何もできません。このためウェブサイト

がますます重要になりますね。

てきている中、観光案内所の機能充実

れはある程度の広域の情報をまとめて、
思っています。当ＴＢのウェブサイトで

――日本人旅行者は直接案内所には来

から直接申し込む人が多くなっています。

した。これによって旅行会社が個別に
語り部団体とやりとりする必要がなく
旅行商品ではなく、半分は「こんな旅

は予約もできますが、全てが直接的な

ＴＢが、事業を引き継ぎ窓口となりま

なり、販売しやすくもなりました。

予約ができることにはなっていますが、

それは、ウェブサイトの予約システム

案内所に来るケースが多くあります。

旅行者から「少し空き時間があるので

れは非常に不便だと思います。また、

予約や販売ができないことが多く、こ

ブラッド 日本の観光案内所は行政や

ができる」というプロモーション用です。

実際には、掲載されている宿などに直

の申込締切を一週間前にしていること

ないとの話がありましたが、外国人旅

素材をつなげてまとめる
ブラッド 現地で語り部などをやって

接電話して予約する人も多いからで

観光協会が運営していることが多いで

いる人たちは、売りたいプログラムの

す。当ＴＢの売り上げにはなりません

すが」と相談された時にプログラムな

すが、旅行業登録がなく旅行商品の

形はイメージできますが、何時にどこ

や、事前決済（一週間前までに決済）

どを紹介したりすることも苦手です。

ブラッド 外国人旅行者の場合、直接

で、いくらで、どんな内容のものを、

が、ウェブサイトがプロモーションツー

をしないと予約ができないことが影響

行者はどうですか。

どの媒体で紹介するか、といったノウ

ルとして、つなぎとしての役割を果た

というのは、ウェブサイト経 由で

ハウがないので、商品としてまとめる

つなげてまとめる」ことです。新しい

ってくる場合もあり、実際に商品化さ

ブサイトで見て、販売させてほしいと言

主に海外の旅行会社が当ＴＢのウェ

約しているが、キャンセルせず当日来

多いクレームであるＮｏ Ｓｈｏｗ（予

設などから外国人旅行者に対して一番

ただ、これには理由があり、宿泊施

ネスとしてしっかり対応できていない

状です。それは、受け入れる側がビジ

約に対応できるところが少ないのが現

日本ではまだまだそうした直前の予

の計画を作っていくことが多いですが、

外国人旅行者は旅行しながら旅行

しています。

観光プログラムを作ることもあります

ないこと）への対応のためです。です

そういう使い方をする方が多くいます。

しています。特に日本人の旅行者には

が、それはメインではなく、今あるも

れたケースも数多くあります。当ＴＢ

もあると思います。

からではないかと考えますし、課題で

熊野ＴＢの大事な役割は、
「素材を

ことが困難でした。

の（観光資源など）をつなげて紹介す

には、ウェブサイトで自分の希望する

――最近では旅行業登録している観光

ので、行程を決めきれない旅行者の方

協会などが運営する観光案内所も増え

の第一の役割はビジネスではなく、まち

宿泊施設やプログラムをイメージして

ましたが、これをうまく活用できてい

のＰＲなのですが、そうかといって収入
がなければ活動はできません。情報発

もらって、あとは案内所で対応するこ

ない、という状況もあるように思います。

とになります。
今の仕組みにして三年経ちますが、

売上という数字には表れない部分を示
していくことも大切だと思っています。

信と販売システムをどう守っていくか、

ることが活動の中心です。

イメージを伝えることも
ウェブサイトの一つの役割
―― 自分たちでツアーを作るというより、
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加申込があった際に、都度、空き状況

とも考えられます。しかし、宿泊や参

確保しておくことなどの対応をするこ

になるはずです。また、熊野では、英

を確認する手間をかけることで、その

ＴＢが売る分の部屋数やツアー人数を

語の能力はあっても山の中で安全にガ

好むので、現地の民宿に泊まれるよう

海外の旅行会社が日本への旅行商

イドできないという場合があり、外国

にしてあげるだけで立派なプログラム

箱、つまり旅行業登録をする組織を
行会社を組み合わせて仕入れますが、

品を作る際には、いろいろな日本の旅

分地域の宿泊施設や事業者が参加し

小さいところです。

先につくってしまい、地域で解決すべ

人旅行者向けの観光プログラムの数も

やすくなります。その結果、大手旅

らいと取引がありますが、ほとんどが

き課題が後になる。だから、
「旅行者
当ＴＢが扱っているような細かいプロ

まだまだ少なく、商品として販売ルー

ブラッド 箱と中身の順序が逆、とい

とつなげられない、売れない」という
グラムに️
なると日本の大手旅行会社は

うことがあるのではないでしょうか。

ことになっているように思います。

行会社では取り扱えないものを取り

金で管理していかなければならないこ

約システムを、その後は自分たちの資

課題として、補助金で立ち上げた予

扱うことができるようになります。

トに乗らないのが現状です。

常にアップデートを

対応しきれません。大手旅行会社に
もっと当地域の商品を組み込んでほし
いとは思っていますが、なかなか話が

―― 訪れる人と受け入れる人の真ん中に

大手旅行会社の力が
強い日本
の観光プログラムの販売上の一つの課

まとまりません。それが日本の地域発
――日本と海外で地域発観光プログラ

ともあります。ウェブサイトは地域の
立つ熊野ＴＢとして、これから取り組んで

顔なので、どんどんアップデートしな

題だと思います。

いと地域そのものが古く見え、安心感

ムの流通・販売に何か違いはあるので

ブラッド まず、地域にもう少し若い

もなくなります。最近はタブレットや

いかなければならないことは何でしょうか。

を増やしていくために、大手旅行会社

人が戻ってきてほしいですね。年配の

スマートフォンを使う人が多くなって

今後もっと地域発の観光プログラム

ブラッド 日本は大手旅行会社の力が

がある程度寛容になってくれることも

方が多いので、新しいものがなかなか

しょうか。

非常に強いですが、海外は小さい旅行

できません。また、観光素材はパズル

させていくにも費用が掛かります。

必要ではないでしょうか。また、外国

のピースのように多くのものがありま

情報収集や予約の際の利用度合いは

人旅行者は日本国内を広域に動くの

すが、完成した全体のイメージがない

どんどん高まっているので、地域で販

会社が多いです。例えば当ＴＢの外国

で、売りやすい商品を作り、地域同士

ことが課題です。旅行者と地域の間

人旅行者向け商品は海外の五十社く

が連携して販売していくのも一つの手

に立つ当ＴＢとしては、イメージを決
め、そこにピースを持ってきて形にし

売システムをつくらなければいけない

インターネットの変化は早いですし、
――大手旅行会社が、自ら地域発の観

法かもしれません。
光プログラムを作っていこうという動

初期の段階はリスクが高いので、行政

ればならないと思っています。

りながら、今後も取り組んでいかなけ

の地域のポジショニングと差別化を図

ます。リスクもありますが、自分たち

し、うまくやらなければ負けてしまい
高い満足度を保つことを両立するのは

度軌道に乗ったとしても、目的をビジ

のサポートが必要不可欠です。ある程

地域発観光プログラムに取り組む

なければいけません。

簡単ではありません。特に外国人旅行

ブラッド 一定の観光客数の確 保と、

きも見られます。

者向けの商品は言葉の壁もあり、商

――今日はありがとうございました。

聞き手・守屋主任研究員）

（二〇一四年十一月七日

ネスだけにすると、面白いプログラム

品として安定的に販売できていません。

を取り扱えなくなってしまいます。
旅行会社という立場で言えば、当
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しかし、実際には特別な体験などは
必要なくて、例えば欧米人は自由を
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いますが、これにウェブサイトを対応

語り部と歩く熊野古道

