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出典：「観光地の魅力向上に向けた調査手法調査事業／観光庁、2009」より、山田@JTBF作成,2010. 



ミ ティング プランナ が 会議の開催場所（地域）ミーティング・プランナーが、会議の開催場所（地域）
を選ぶ際、最も、重視する項目は何か？ 

安芸の宮島。若者と中高年層。どちらが、より、
CS/Loyaltyが高いか？CS/Loyaltyが高いか？
 
フロリダの人々が 日本に旅行に行くとなった場合フロリダの人々が、日本に旅行に行くとなった場合、
何を重視するのか？ 逆に何は重視しないのか？ 



Variable N Mean SeDevVariable N Mean SeDev
Contemporary fashion trends 296 3.1014 1.1304 
Modern designs of (tangible 

d h b ld
294 3.0748 1.2176 

products, such as cars, buildings, 
and electronics) 
Level of safety and security 299 4.4448 0.7725
Reliable transportation network 299 4.4515 0.6504 
Restaurants with Western foods 296 3.0642 1.2511 
Affordable Accommodations 296 4.4628 0.6039
Friendly and hospitable hosts 298 4.5671 0.5417 
Hara T (2009) Japan Image Study preliminary report submitted to Japanese Consul General in

顧客の意識を、顧客に聞き、それを統計的に処理することで、 
始めて主観を廃した実態を知ることが出来る

Hara, T., (2009) Japan Image Study - preliminary report submitted to Japanese Consul General in 
Miami, Florida, USA 

始めて主観を廃した実態を知ることが出来る
顧客が認知していない、関心を持っていないものは無と同じ 



bl
When you hear “Japan”, what is the image that comes to your mind? 
Variable N Mean StDev
Food 300 4.4567 0.7506 
High Technology 299 4 5418 0 7053High Technology 299 4.5418 0.7053
Modern literature 299 2.7258 1.0515 
Movies 296 3.1791 1.1070
Ocean/sea 299 3.6689 1.1589 

Hara, T., (2009) Japan Image Study - preliminary report submitted to Japanese Consul General in 
Miami, Florida, USA 

「平均」に対応するのではなく、自地域の魅力・資質に対応した
ニッチ市場を見つけ出す。 
そして その市場を形成する顧客のことを追加調査によ て さそして、その市場を形成する顧客のことを追加調査によって、さ
らに良く知り、その対応を図ることで、WIN-WINの関係を作っ
ていく。ていく。

全体として、何がはやっているかといった事は観光地には関係ない！ 



誘客戦略の検討 立案 実践（対顧客）誘客戦略の検討、立案、実践（対顧客）

◦ 地域資源制約の中から、適合する市場を見つけ出し、その市
場への具体的なアプローチ手法を検討し、それを実践する場 の具体的なアプロ チ手法を検討し、それを実践する

◦ MICE対応を含む 
マーケティング情報の提供（対事業者）ケティング情報の提供（対事業者）

◦ 潜在顧客、来訪顧客に関する各種情報を、地域内の事業者
に提供し、彼らの事業活動を側面から支援する

観光振興の意義の啓蒙（対住民）

◦ 地域の観光産業が地域の経済開発にどれだけ貢献している
情かの情報を整理し、提供する。



地域側にてMICEの受けを ワンストップで対応地域側にてMICEの受けを、ワンストップで対応
◦ B2B（対ミーティング・プランナー）であり、B2C対応はしない 
地域の各種施設 インフラに関する深い知識を元に地域の各種施設、インフラに関する深い知識を元に、
地域側での、一種の代理人として対応する 
◦ 交通機関やケータリング イベントサービスなどの手配 交渉◦ 交通機関やケータリング、イベントサービスなどの手配、交渉、

契約 
◦ MICEを盛り上げる各種取り組みの実施

◦ アフター、ビフォアーコンベンションの手配 
基本的に、マーケティング活動はしない
◦ ディスティネーションとして選ばれてからの勝負 



リゾ トの情報発信および予約サ ビスを 元的にリゾートの情報発信および予約サービスを一元的に
行う組織 
◦ ホテル リフト券 レンタルスキーはもちろん プライベートレッスン 空◦ ホテル、リフト券、レンタルスキ はもちろん、プライベ トレッスン、空

港送迎、レストラン予約、各種エクスカーションなどをワンストップで対
応 
現地での情報案内 手配にも対応◦ 現地での情報案内、手配にも対応

◦ 基本はB2C 
アスペンのセントラル・リザベーションは、DMC的な機能も内包

北米、40地域程度の山岳リゾートに立地 
◦ 業界団体は “CRADR”  http://cradr.org/ 

Central Reservation Association of Destination Resorts
基本的に、マーケティング活動はしない 

情報発信 セ ルスレベルまで◦ 情報発信、セールスレベルまで



特定の地域において 官民のパ トナ シップの上で特定の地域において、官民のパートナーシップの上で、
標準的な公共サービス水準を上回る地域づくりを行う 
◦ 業務地区 中心市街地が主体だが リゾート地でもワイキキ◦ 業務地区、中心市街地が主体だが、リゾート地でもワイキキ

に事例有り  http://www.waikikibid.org/ 
官民が別々に対応するのではなく、民からの資金と、官の（標準官民 別 対 する なく、民 資 、官 （標準
的な公共サービスを展開するための）資金とを合算し、サービス
水準を向上させる 
企業 観光客 従業員 住民の生活 労働 遊びに対して 安全企業、観光客、従業員、住民の生活、労働、遊びに対して、安全、
清潔、楽しさを提供（ワイキキBID：ミッション） 

ゴミの清掃回数を増加、歩道を拡張、サインボードの設置、民間警察
と官警察の協働など

マーケティング活動は行わない。地域づくりが役割。 
住宅地にはHOA（H O A i ti ）が存在住宅地にはHOA（House Owners Association）が存在



90年代半ば以降の 観光客減少に対応するために90年代半ば以降の、観光客減少に対応するために、
ハワイ州がCVBに変わって（その上位組織として）設
立した組織立した組織
◦ 政府機関からは独立（モニタリングは行政） 
◦ 活動内容はDMOに近い（マーケティング、スポーツイベント、活動内容はDMOに近い（マ ケティング、スポ ツイ ント、

コンベンション、各種調査）が、産品開発や観光系地域計画
も担当 

HTAは計画系の部署からの発展、スピンアウトしたもの
Department of Planning->Department of Planning and Economic Development 
->Department of Business, Economic Development and Tourism 

個別市場向け ケテ ングは アウトソ シング◦ 個別市場向けマーケティングは、アウトソーシング

日本向けは「電通」が担当 



組織タイプ 主な財源組織タイプ 主な財源

DMO 宿泊税（例：オーランド6％の一部）または（および）会費 

DMC MICE主催者からの手配手数料 

Central Reservation 送客する事業者からの手配手数料および会費Central Reservation 送客する事業者からの手配手数料および会費

BID 地区内不動産オーナーからの追加税金（固定資産税上
乗せ）または（および）会費乗せ）または（および）会費

参考）HTA

宿泊税（2.75%／徴税自体は7.25%） 
もともとは、6％であった宿泊税を、観光推進組織の安

参考）HTA 、 あ 税を、観光推 組織 安

定財源の確保による中長期的な取り組みの必要性を感
じた、ホテル業界から「増税」を求められた。 



各主体のミッション ゴ ルが 明確に規定され 内外各主体のミッション、ゴールが、明確に規定され、内外
に対して明らかになっている 
◦ それぞれの主体のステークホルダーは これらの指標によっ◦ それぞれの主体のステークホルダーは、これらの指標によっ

て、その主体の活動を評価する。非営利団体でも同様 
それぞれに自立的な主体同士が 連携することで 相それぞれに自立的な主体同士が、連携することで、相
乗効果を発揮する事業環境が構築 
◦ 多数の主体が、有機的にネットワークされていることで、生み多数の主体が、有機的にネットワ クされていることで、生み

出される効果が高まるだけでなく、変化への耐性も強い 
取り組みの「隙間」を埋める主体が、生み出されていく
◦ 全体：規模拡大に伴うマネジメント手法の変化 

個別：専門職化 


