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静岡県の旅館施設数の推移

県内の旅館施設数は逓減しており、2017年は10年前比▲29.8％減少
一方、ホテルはビジネスホテル等の供給拡大から同＋2.7％増加
旅館客室数を地区別にみると、客室数の約8割は東部地区に集積
減少幅は西部地区が最も大きく（同▲29.1％）、中・東部も同▲20％超減少

資料：厚生労働省「衛生行政報告例」、静岡県統計年鑑（衛生）



静岡県の延べ宿泊者数、客室稼働率の推移

県内の延べ宿泊者数は、日本人宿泊者数が概ね横ばいで推移するなか、
外国人が押し上げる形で右肩上がりに推移（但し直近2年は減少）
県内の旅館客室稼働率は2015年以降上昇基調にあるが、宿泊者数は伸びていない
旅館客室数の減少が要因とみられる

資料：観光庁「宿泊旅行統計調査」



静岡県の宿泊業における労働環境

宿泊業の有効求人倍率は他業種比高位、とくに接客部門の人手不足が顕著
伊豆地方では客室販売を制限する「売り止め」が頻発
「たすき掛け」等の勤務形態や生産性の低さから労働時間が高止まり
有給休暇の取得率も極めて低水準で、劣悪な労働環境が人手不足の一因

資料：静岡県労働局職業安定課、厚生労働省「毎月勤労統計調査」、「就労条件総合調査」



伊豆の旅館の減少（客室数の約8割が東部地区に集積）

H15年度からH26年度の11年間での、伊豆の旅館の減少
旅館の施設数 1,983 ⇒   1,171 （▲ 812 ／ ▲41%）
旅館の客室数 33,452 ⇒ 24,174 （▲9,278 ／ ▲28%）
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弊社とREVICキャピタルで運用
ファンドの投資決定時の資料より



伊豆地域の旅館経営の現状

旅館が減少している要因は、
一昔前と比較して、宿泊客数（需要）が大きく減少していること
一昔前と比較して、旅館経営の困難性が増加していること
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（出典：静岡県観光交流の動向）

旅館経営の困難性の増加

インターネット
旅行代理店からOTA（Online Travel Agent）へ
の主戦場シフト
直接予約を受けるための自社ウェブサイトの構築

インバウンド
外国人客獲得のための海外OTA対応
外国語へのリテラシー強化
従前の一泊二食付きプラン以外のプラン造成
外国人客向けの料理、飲み物、備品

インフラ
Wi-Fi
クレジットカード、銀聯カード等、オンライン決済
台帳（紙）での管理から客室稼働管理システムへ
移行、イールドマネジメントが必須事項に

経営陣・従業員
従業員（仲居、板場）の労働力不足、高齢化
経営者の高齢化、事業承継問題



旅館の構造的課題 （第1回REVIC発表資料より抜粋）

日本旅館 中小・零細企業が大多数
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小規模旅館が直面する問題

ソフトの課題は個別旅館での改善策に限界があるので、運営力の高いオペレーターが複
数の旅館を統合して運営した方が効率的。
結果として人材面・資金面の乏しさに悩まされず、規模の経済性を効かせた運営となる。

ハード
（設備投資）

ソフト
（オペレー
ション等）

カネ
（負債）

老朽化対応や安全対策など、最低限のメンテナンス投資の遅れ
ハードの魅力を高めるための、前向きな設備投資の遅れ

借入が大きいままで、金利支払いや返済の負担が大きい

インバウンドの集客施策が打てていない
インバウンドの接客対応不備（Wi-Fi、言語、食事・飲み物、泊食分離、等）

ヒト
（事業承継）

任せられる後継者がいない
そもそも自分の代で旅館を閉めようと考えている

直面する主な問題

従来の宿泊プランやサービスのままで、新規顧客の獲得ができない
インターネットでの情報発信や集客が不得手

特に、ソフトの課題は個別旅館
での改善策に限界がある

人材、資金に乏しい
規模の経済性が利きづらい

運営力の高いオペレーターが、複
数の旅館を統合して運営、または
共通機能を提供することができれ
ば、人材・資金面の壁を越え、規
模の経済性も効かせられる。

モ
ノ

しずおか観光ソリューションズ(SKS)
の設立へ

弊社とREVICキャピタルで運用
ファンドの投資決定時の資料より
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に修正



旅館経営改革への視点（観光ファンド・ＳＫＳの取組み）

【マーケティング】
ターゲット顧客を強く意識した施設コンセプト、サービスメニュー、プロモーション
自社の強みと地域でのポジションを明確にした施設コンセプト、リニューアル
ＷＥＢ集客マーケティングの支援

【経営・オペレーション】
経営・業務アプリの導入活用による経営課題の見える化
適正コスト管理、社員教育へのハンズオン支援

旅館
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宿泊施設が多数集積する地域である静岡県の宿泊施設が抱える多様な経営課題への支援を目的と
して設立 【法人概要】 【支援している宿泊施設】

しずおか観光ファンド※100％出資で旅館改革を推進する
「しずおか観光ソリューションズ」（SKS）を設立

法人名 株式会社しずおか観光ソリューションズ
本社所在地 静岡県静岡市葵区紺屋町
設 立 2016年5月
資本金 20百万円
主な事業内容 旅館等の宿泊施設の経営、運営受託、コンサル

ティング等による支援事業
役 員 代表取締役 大西 徹

１．登録有形文化財の宿である修善寺温泉「新井
旅館」への株式出資

静岡県の宿泊施設が抱える多様な経営課題への支
援を目的として設立。具体的には、ニーズに応じたコン
サルティングや、運営受託(MC)、設備投資資金の供
与等、幅広く柔軟な解決策を提供するとともに、必要
に応じて静岡県内の金融機関と連携し、支援を行う。
当初は伊豆半島を中心とする静岡県東部地域で事
業を展開するがその後、中部地区や西部地区含む静
岡県全体の観光振興に貢献することが可能。

本件概要本件概要

ハンズオンによる経営改善業務
社外取締役の派遣によるビジネス支援

ファンド投資による好影響

２．旅館を改装したサイクリスト向け宿泊施設「コ
ナステイ」への株式出資

３．数多くの経営・運営問題を抱えていた熱海「A
旅館」の経営支援

※弊社とREVICキャピタルで運用



しずおか観光ファンドとSKSによる旅館改革事例：①新井旅館
地域金融機関とともに、旅館の収益を上げていくリニューアル改修を支援。
ファンドからは、設備投資資金をファイナンスし、投資後はWeb集客マーケティングを支援。

投資先会社名 有限会社 新井旅館

業種 旅館業

所在地 静岡県伊豆市修善寺

設立日 平成7年（1995年）8月4日

従業員数 34名（内、パート10名） ※検討時

投融資先及び投融資内容について リニューアル改修工事後の様子

設備投資の資金使途
客室整備、調理場・パントリー、防災設備 、浴場、
共用部、バックヤード等、設計監理、休業時運転資金

モニタリング及びコンサルティング
定期モニタリング及び経営相談
Web集客マーケティング支援

改修した霞(かすみ)棟の様子。
このほかに桂棟を加えて、計7
室が増室され、収益性に貢献。

調理場も抜本的に改修。衛
生面での安全性が高まり、調
理場の生産性向上にも貢献。

同旅館の強みの一つである浴場についても各所に老朽化が目立っ
ていた。 写真左は大浴場の檜の浴槽、右写真はあやめ風呂の脱
衣所、ともに刷新。



自転車競技のオリンピック・パラピックが行われる静岡県伊豆半島に於いて、サイクル・ツーリ
ズムの拠点として廃業旅館をフルリノベーションしたサイクリスト向け宿泊施設を開業

【法人概要】 【新しいコンセプトで再生した廃業旅館】

しずおか観光ファンドとSKSによる旅館改革事例：②コナリゾート(コナステイ伊豆長岡)

After

法人名 株式会社コナリゾート
本社所在地 静岡県沼津市高島町1番12号
設 立 2015年8月
主な事業内容 宿泊事業、レンタサイクル事業
役 員 代表取締役 大嶽龍太郎
特色 自転車に特化したB&Bやドミトリーの運営

Before

ロビー

玄関

客室

玄関

客室

ダイニングドミトリー客室

新機軸の集客を目指し、廃業旅館を改装した宿泊施
設。自転車が持ち込めるサイクルホテルを中心に、e-
Bike（電動アシスト付スポーツバイク）を用いたサイ
クルツアーやレンタルサイクルなど、観光サービスを提供。
地域金融機関との協調融資。
SKSから株式出資を行い、取締役を派遣し、ホテル運
営等の助言を行う。

本件概要と投資スキーム本件概要と投資スキーム

ロビー

ファンド、地域金融機関からの事業シナジーが有る企業の紹介
取締役派遣による経営支援(定例経営会議同席等）
バリューの高いリリースとなり、NHKのTVニュースで繰返し放送

ファンド投資による好影響



静岡観光ファンドとSKSによる旅館改革事例：③熱海のA旅館
熱海のA旅館の支援前の状況

事業内容

事業別の売上構成 旅館事業

主要仕入先 青果店、鮮魚店、魚加工、酒店、石油販売店(ほとんどが地元業
者)

主要販売先 一般旅行客（直接予約）、OTA、リアルエージェント

純和風の数寄屋造りの老舗旅館
室数10～20室
稼働率(2016年度)

MAX 60%弱(8月)→例年12~3,8月は高稼働
MIN 20%強(9月)→例年4~7,9~11月は低稼働
年間稼働率平均は30%程度

単価(2016年度)
客単価17,000円程度(一泊二食)



参考資料 A旅館売上実績（累計）

12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月
予算 13792186 24527178 36400558 51113640 59911318 69142643 77199243 86109137 107826425116209917125145344137739772
実績 13586431 29209272 41090250 54733050 67764025 77165327 86040603 96117354 112929831123806993
昨年実績 13957123 25610841 36100049 48018642 58229974 66795166 74368824 82469433 97064606 107644881115954033127339940
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133454577143265913

コンサル契約後、地域金融機関とと
もに一気に経営改革を進め、前年実
績を大きく上回り、毎月計画達成。
原価や販管費の効率化にも努め、
利益も計上。



参考資料 A旅館チャネル販売の変遷

経営支援前 経営支援後

直受（45%) リアルエージェント（24%)

国内OTA（18%） 海外OTA（14%）

直受（42%） リアルエージェント（6%）

国内OTA（39%） 海外OTA（13%）

総数4000名弱 総数5000名強

リピート客の直受（直販）中心で、次にリアル
エージェント、国内OTA、海外OTAとなっている。
待ちの姿勢のチャネル販売であった。

リピート客も積極的に獲得活動を行いながら、国
内OTAとの契約・コンテンツ拡充・柔軟な価格設
定も展開し、顧客特性やシーゾナリティに応じた
攻めのチャネル販売に転換。
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旅館
経営

マーケティング オペレーション
旅館
経営

マーケティング オペレーション
旅館
経営

マーケティング オペレーション

旅館の経営改革を考える際のフレームワーク案（静岡キャピタル案）
稼ぐ旅館を数多く創出するための新たなビジネスモデルを構築するためのフレームワークは下図の通り。

旅館
経営

（目的：利益）

マーケティング
（目的：集客・売上）

オペレーション
（目的：満足度・コスト効率）

戦略・計画 施策準備・
実行 管理・改善

ターゲティング
ニーズ分析

商品・プロモー
ション企画

チャネル別
販売

最適調達
(人材・食材・

資材)

最適配置
(予約・シフト・

原価)
接客

旅館宿泊地域
地域マーケティング

（目的：集客）
地域のターゲティング

ニーズ分析
地域の商品・

プロモーション企画

観光客の目的地は
旅館ではなく地域の
観光資源であること
が多く、地域全体で
マーケティングし、その
上で個旅館のマーケ
ティングを行う必要



旅館経営改革の課題と地域金融機関としての貢献：①地域マーケティング
地域マーケティング、に関する課題と地域金融機関として協力できること・ハードルは以下の通り。

あるべき姿

課題

地域金融機関
として協力できる

こと(＋)と
ハードル(ー)

①情報：分析に必要なデータの蓄積
②モノ：データを蓄積・分析するシステム
③ヒト：システム・分析に精通する専門家
④カネ：システム構築・運用のための資金

・ターゲティング・ニーズ分析やセグメントに基づく商品・プロモーション企画の必要性を地
域のキーマンが理解していない(特に官)

・特に、③ヒトと④カネが圧倒的に不足
地域金融機関は内部の様々な情報に基づき、また豊富な顧客資産をセグメント化して
活動しており、地域との関係性も極めて密であるため、
＋ターゲティングやニーズ分析の必要性、セグメントに基づく商品・プロモーション企画
を地域のキーマンに理解させるには最適

＋必要資金調達のアレンジメント（補助金含む）も可能
ー官の説得は単独では難しい
ーヒトの調達は単独では難しい。最適なシステムの選定も難しい。
ー資金投下のためには何らかの公式の組織体が必要

①情報：分析に基づき、セグメント*の嗜
好・動向も加味した企画

②モノ：セグメントに魅力的なハード・ソフト
③ヒト：企画力のある専門家
④カネ：ハード・ソフトやヒトの調達資金

地域マーケティング
（目的：集客）

地域のターゲティング・ニーズ分析 地域の商品・プロモーション企画

*セグメントとは、ターゲティングされた顧客属性集団のこと



旅館経営改革の課題と地域金融機関としての貢献：②個旅館のマーケティング
個旅館のマーケティング、に関する課題と地域金融機関として協力できること・ハードルは以下の通り。

あるべき姿

課題

マーケティング
（目的：集客・売上）

ターゲティング・
ニーズ分析 商品・プロモーション企画 チャネル別販売

①情報：分析に必要なデータ
の蓄積、②モノ：データを蓄積・
分析するシステム、③ヒト：シス
テム・分析に精通する専門家、
④カネ：システム構築・運用の
ための資金

・ターゲティング・ニーズ分析、セグメントに基づく商品・プロモーション企画、セグメントやチャネル特性に対
応したチャネル販売、に対する経営者の理解不足

・販売力のある強いチャネルとの交渉力は、地域でのまとまりやデータの蓄積で求心力を作り対抗すべき
・専門家を雇える体力がない場合、システム又は外部リソースで対応すべき

①情報：分析に基づき、セグメ
ントの嗜好・動向も加味した企
画、②モノ：セグメントに魅力的
なハード・ソフト、③ヒト：企画
力のある専門家、④カネ：ハー
ド・ソフトやヒトの調達資金

①情報：セグメントやチャネル特
性に対応したチャネル販売、②モ
ノ：在庫状況に柔軟に対応する
チャネル管理システム、③ヒト：
チャネル毎の専門家、④カネ：シ
ステム・専門家の調達資金

地域金融機関
として協力できる

こと(＋)と
ハードル(ー)

地域金融機関は内部の様々な情報に基づき、また豊富な顧客資産をセグメント化し、営
業マン・Web含めたチャネル販売をしており、経営者との関係性も極めて密であるため、
＋ターゲティングやニーズ分析の必要性、セグメントに基づく商品・プロモーション企画、
セグメントやチャネル特性に対応したチャネル販売を、経営者に理解させるには最適

＋必要資金調達のアレンジメント（補助金含む）も可能
ーヒトの調達は単独では難しい。旅館に最適なシステムの選定も単独では難しい
ー債務過多・業績低迷の旅館に対する資金投入は、事業計画の高い蓋然性が必要



旅館経営改革の課題と地域金融機関としての貢献：③経営
経営、に関する課題と地域金融機関として協力できること・ハードルは以下の通り。

あるべき姿

課題

①情報：戦略・計画策定に必
要なデータの蓄積、②モノ：デー
タを蓄積・分析するシステム、③
ヒト：戦略・計画策定に精通す
る専門家、④カネ：システム構
築・運用のための資金

②モノ：計画を実行するための
ハード・ソフト、③ヒト：計画を実
行するヒトの不足があれば調
達、④カネ：ハード・ソフト、ヒト
を調達するための資金

①情報：施策実行時のKPI
データの蓄積、②モノ：KPIデー
タを蓄積・管理するシステム、③
ヒト：KPI管理に精通する専門
家、④カネ：システム・ヒトを調
達するための資金

経営
（目的：利益）

戦略・計画 施策準備・実行 管理・改善

・戦略・計画策定→施策準備・実行→管理・改善という戦略PDCA、に対する経営者の理解不足
・戦略PDCAを回す上で必要な①情報（データ）・②モノ（システム）・③ヒト（経営者を補佐する専
門家）の不足。④そうしたシステム・ヒトを調達するためのカネの不足

地域金融機関
として協力できる

こと(＋)と
ハードル(ー)

地域金融機関は、自ら戦略PDCAを回しながら活動するとともに、融資の際も、企業の
事業計画とその実効性、進捗状況を定期的に管理をしているため、
＋戦略・計画策定→施策準備・実行→管理・改善という戦略PDCAを、経営者に理
解させるには最適

＋必要資金調達のアレンジメント（補助金含む）も可能
ーヒトの調達は単独では難しい。旅館に最適なシステムの選定も単独では難しい
ー債務過多・業績低迷の旅館に対する資金投入は、事業計画の高い蓋然性が必要



旅館経営改革の課題と地域金融機関としての貢献：④オペレーション
オペレーション、に関する課題と地域金融機関として協力できること・ハードルは以下の通り。

あるべき姿

課題

①情報：不足する材の調達に
必要なデータの蓄積、②モノ：
調達のためのデータ分析システ
ム、③ヒト：分析・調達に精通
する専門家、④カネ：調達やシ
ステム構築のための資金

①情報：最適配置に必要な
データの蓄積、②モノ：データを
蓄積・分析するシステム、③ヒ
ト：分析・最適配置に精通する
専門家、④カネ：システム構
築・ヒトの調達のための資金

①情報：顧客・従業員満足度
に必要なデータの蓄積、②モ
ノ：データを蓄積・分析するシス
テム、③ヒト：分析・接客に精
通する専門家、④カネ：システ
ム構築・ヒトの調達のための資金

オペレーション
（目的：満足度・コスト効率）

最適調達
(人材・食材・資材)

最適配置
(予約・シフト・原価) 接客

・データ蓄積・分析に基づく最適調達・最適配置、顧客・従業員満足度を高める接客、に対する経営
者の理解不足

・最適調達・最適配置、顧客・従業員満足度を高める接客のために必要な①情報（データ）・②モノ
（システム）・③ヒト（支配人レベル）の不足。④そうしたシステム・ヒトを調達するためのカネの不足

地域金融機関
として協力できる

こと(＋)と
ハードル(ー)

地域金融機関は、人材や資材の最適調達、最適配置、接客教育を受けて活動してお
り、経営者との関係性も極めて密であるため、
＋データ蓄積・分析に基づく最適調達・最適配置、顧客・従業員満足度を高める接客
を、経営者に理解させるには最適

＋必要資金調達のアレンジメント（補助金含む）も可能
ーヒトの調達は単独では難しい。旅館に最適なシステムの選定も単独では難しい
ー債務過多・業績低迷の旅館に対する資金投入は、事業計画の高い蓋然性が必要



旅館経営改革の課題と地域金融機関としての貢献：まとめ
稼ぐ旅館を数多く創出するための新たなビジネスモデルを構築するためのフレームワークは以下の通り。

地域金融機関
として協力できる

こと(＋)と
ハードル(ー)

地域金融機関自らの内部運営体制の実績に基づき、また、地域キーマンや経営
者との密な関係性から、
＋旅館の経営改革に対する、地域キーマンや経営者への理解浸透にとって、地
域金融機関は多大な貢献ができうるものと考える。

＋必要資金調達のアレンジメント(補助金含む)も可能である。しかしながら、
ー専門家等のヒトの調達や旅館に最適なシステムの選定は単独では難しく、
ーまた、債務過多・業績低迷の旅館が多いため、地域金融機関からの資金投
入は、事業計画の高い蓋然性の精査等慎重な対応が必要となる。

旅館
経営

（目的：利益）

マーケティング
（目的：集客・売上）

オペレーション
（目的：満足度・コスト効率）

戦略・計画 施策準備・
実行 管理・改善

ターゲティング
ニーズ分析

商品・プロモー
ション企画

チャネル別
販売

最適調達
(人材・食材・

資材)

最適配置
(予約・シフト・

原価)
接客

旅館宿泊地域
地域マーケティング

（目的：集客）
地域のターゲティング

ニーズ分析
地域の商品・

プロモーション企画


