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はじめに 

OTA と連携した市場動向把握のねらい 

■本レポートの作成にあたって 

■データ分析モデルの目的 

●上記の背景を踏まえ、海外消費者のデジタル行動データを分析し、各テーマ毎に北海道観光資産への

関心や、誘客における情報発信のポイントなどを整理し、 観光コンテンツの開発、受入体制の整備の向

上に向けた示唆を得ていただくことを目的 として作成しました。本レポー トは対象市場ごとに以下の構成

でまとめられています。 

 

● ターゲットの分析 

対象市場における、有望なターゲット層の特性と、各テーマに対する関心を分析したもの。競合比較

を含む。 

 

●  分析結果 

ターゲットの分析、打ち手総論の根拠となる分析結果を整理したもの 

 

●  打ち手総論 

対象市場にアプローチする際の有効なコンテンツ、タイミング、デジタルチャネル等 

 

■作成の背景 

●観光を活性化するには、戦略に基づいたプロモーションや、消費促進のためのコンテンツ開発、満足度向

上のための受入体制整備などを行うことが必要です。 

戦略とは、「どこへ向かって進むべきか」の指針です。そして、そのやり方（以下「打ち手」という。）を決め

、実施して、効果を確かめ、改善して、次の打ち手に活かすことが重要です。 

●このレポートは戦略を定め、打ち手を検討し、実施する上で、自治体・DMO・観光事業関係者の方々

の一助となることを目指して作成しました。 

● ATWS2021 の北海道開催の内定、2020 年 4 月のウポポイ開業など「好機を捉えた取組の推進」 と

して、過去調査から認知度が低いことが判明している欧米に加え豪州、アジア英語圏市場の動向 把握

や、アドベンチャートラベル(以下、AT)やスペシャル・インタレスト・ツアー(以下、SIT)のニーズ等のインサイト

を深掘りするデジタルマーケティング調査を行い、欧米豪、アジア英語圏戦略(打ち手)として取りまとめま

した。戦略は、有効なプロモーション手法や訴求チャネル、地域コンテンツとのマッチングなど今後の取組

の方向性を示すもので、今後の北海道観光戦略立案に活用することを目的としています。 
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分析ステップの説明 

■分析のアプローチ 

-考え方- -Image- 

●本プロジェクトでは、以下のSTEPで市場分析を行っています。 

STEP1.国別、テーマ別の分析 

 

■各国、各テーマに対して優先度を検討。重要国、重要テーマを

設定。優先度は過去実績ならびに今後のポテンシャル等を総

合的に考慮し判断。 

■優先順位に基づき、国別で、かつテーマ別に市場規模や関心

項目を分析。例：オーストラリアのスキー市場 

 

-考え方- -Image- 
STEP2.国別でのサマリ作成 

-考え方- -Image- 

STEP3.分析結果の検証 

■ STEP2で分析した結果を国別に整理。各国の消費者

の特性や有望ターゲット層を設定。 

■各国内で、テーマ別の発展可能性を考慮し、優先的に

プロモーションを行うべきテーマを特定 

■分析結果から考えられる推奨北海道観光コンテンツや

、海外紹介例をリスト化 

 

 

■重点分析対象国に対しては、分析結果に対する検証

を実施。 

■具体的には、分析から導き出されたデモグラとテーマの

組み合わせに対して一定量のデジタル広告を実施し、

広告反応率より分析結果の妥当性を検証 

■検証プロセスを通すことで、分析精度の向上を目指した 
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参考 

分析ソリューション、データソースの説明 

■分析ソリューション 

●利用許諾を得ているパネルモニターのデジタル上の行動データ（ウェブサイトの閲覧な

ど）をもとに、どのような要素が関心を集めているかを分析 

●閲覧されているウェブサイトのURL、記載コンテンツを特許取得済みAI技術で解析する

ことにより、閲覧されている内容や含まれているキーワードが把握可能 

・モニターAはトラベルメディアで京都の食コンテンツ記事を閲覧 

・モニターBは京都の観光案内サイトを訪問 

・モニターCは京都の歴史案内の旅行動画を視聴 

Amobeeの 

分析技術で 

ネット上の 

閲覧データを解析 

オーストラリア人の訪日関

心 

Amobee Japan 

京都への関心が高まる 

オーストラリアの消費者から

京都への関心が高まってい

る。特に京都の食べ物と

歴史に関心が高い 

■ソリューションイメージ 

■補足事項 

●パネルモニターが閲覧しているウェブサイトをベースに分析しているため、閲覧数が限られ

ているサイトやコンテンツは含まれていない可能性がある 

●分析評価軸は「満足度」ではなく、あくまで関心があるかどうかである 
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■対象市場とテーマ 

● 対象国数：10カ国 

アメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、イギリス、ドイツ、 

フランス、シンガポール、マレーシア、フィリピン 

● ※下線のある4ヶ国は本調査における重点分析対象国 

● 対象テーマ：6テーマ 

アドベンチャーツーリズム (AT)*、スキー*、サイクリング、マラソン、 

ガストロノミー、ウェルネス 

*主要テーマ（分析項目を他テーマより多く含む重点分析テーマ） 

● 分析対象期間：2019年（分析項目により一部差異あり） 

 

分析対象市場と分析項目 

■分析項目 

【OTA分析（主要国のみ）】 

・基本情報整理 

・推定利用者数 

・ユーザー層のデモグラ分析 

 

【市場分析】 

● 認知層デモグラ別（性別、年代）推定規模人数* 

● 検討層デモグラ別（性別、年代）推定規模人数* 

● テーマならびに北海道に対する関心時系列（１年間を対象とした月次表示） 

● テーマにおける関心キーワード 

● 北海道における関心キーワード（夏冬別**） 

● 北海道内の特定地域に対する関心キーワード** 

● テーマならびに北海道に対するデジタル接触チャネル比率 

（ウェブ、モバイル、SNS、動画） 

● 北海道と観光主要都市との関心量比較* 

● 北海道と観光主要都市との要素別競合分析* 

● 北海道と国内主要都市との関心量比較** 

● 北海道と国内主要都市との要素別競合分析** 

 

 

*  ：主要国、主要国以外の主要テーマのみ対象 

**：主要国の主要テーマのみ対象 
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比較都市一覧（海外都市はそれぞれ規定の基準により選定。国内・道内都市は総合的に判断） 

分析対象キーワード 

 

分析対象市場と分析項目（補足） 



1.「ドイツ」市場の分析結果 

 

 詳細なターゲットについて 
 想定されるメインターゲット 

• 18~24歳の男性。おもちゃ、ショッピング、電化製品に関心あ

り。 

• ひとり旅でアクティブに行動する。 

 想定されるサブターゲット 

• 25~34歳の女性。SNS、ショッピングに関心あり。 

• 旅行先で景色や食をコスパ良く巡る。 

 求められる打ち手について 
 プロモーション 

• 動画やSNSを活用した情報発信が急務である。 

• 発信時期は北海道への関心が高まる10月以降が効果的で

ある。 

 キーコンテンツ 

• 景色の良い場所での自然アクティビティ 

• 屋台、フードツアーを通しての北海道の食体験 

 ポテンシャルコンテンツ 

• 温泉を楽しめるホテル 

• ハイキング、火山、釣り 

ドイツ市場の主な特徴 

（全体の要約） 
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1.「ドイツ」市場の分析結果 
 (1).テーマ別の整理 
 (2). ターゲットの分析 
 (3). 打ち手の検討 

9 



1.「ドイツ」市場の分析結果 
 (1). Adventure Tourism（AT） 

 25歳～34歳を除く全世代で女性よりも男性の関心規模が大きい。「検討層」においては

25歳～34歳女性の関心規模が大きい 

 北海道のAT関心は9月～10月、12月～1月に上昇する特徴が見られるが、グローバル関

心からは大きく離れている 

“Point” 

2. 関心度の時系列トレンド 

1. デジタル関心規模 
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3. 市場関心と北海道イメージの関係 

1.「ドイツ」市場の分析結果 
 (1). Adventure Tourism（AT） 

 歴史・文化、ハイキング、釣り、トレッキングへの関心が高く、北海道の想起イメージが強い 

 自然、カヌー&カヤックへの関心は高いものの、北海道想起イメージが弱い 

 北海道のATコンテンツへの接触はWebベースがほぼ全数。Video、Socialでの接触機会は

少ない。Socialはほぼゼロ。北海道に関する情報流通が少なく話題の総量が少ない 

“Point” 

4.  世界と北海道におけるATコンテンツへの接触機会 

補足①「市場関心の高さ」：数値が高いほど、記載のカテゴリに対して関心が高い 

補足②「北海道イメージの強さ」：数値が高いほど、北海道と関連する想起イメージが強い。 

補足③Video：YouTubeなどの動画コンテンツ 

補足④Social：Twitter、FacebookなどのSNSコンテンツ 



1. 「ドイツ」市場の分析結果 
 (1). Adventure Tourism（AT） 

 キャンプ場、トレッキング、噴火口、ハイキングなどの山コンテンツへの関心が見られる 

 シュノーケリング、スキューバダイビング、カヤックなどの海や川のコンテンツへの関心が見られる 

“Point” 

5.世界のコンテンツ関心度 



1. 「ドイツ」市場の分析結果 
 (1). Adventure Tourism（AT） 

 北海道において関心が高いATコンテンツはほとんど見られない 

 「札幌」「函館」「温泉」「ラーメン」「ジンギスカン」などに、若干の認知がある 

“Point” 

6.北海道のコンテンツ関心度 
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1. 「ドイツ」市場の分析結果 
 (1). Adventure Tourism（AT） 

 北海道と海外都市のAT関心度を比べると、北海道への関心は低い 

 北海道と関連する差別化要因として、「火山」「ハイキング」「登山」「トレッキング」「釣り」

「流氷」などが挙げられる 

“Point” 

8. 北海道と海外都市のコンテンツ関心度 

7. 北海道と海外都市の関心度 

 



1. 「ドイツ」市場の分析結果 
 (2). Ski 

 「認知層」においては25歳～34歳女性の関心規模が高い 

 北海道のスキー関心は9月～11月、12月～1月にかけて上昇する 

“Point” 

2. 関心度の時系列トレンド 

1. デジタル関心規模 



1. 「ドイツ」市場の分析結果 
 (2). Ski 

 スキーリゾートへの関心は見られるが、その他に関心が高いスキーコンテンツはほとんど見られ

ない 

 Brasov（ブラショフ・ルーマニア）への関心が高い 

“Point” 

3.世界のコンテンツ関心度 
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1. 「ドイツ」市場の分析結果 
 (2). Ski 

 スキー旅行先として北海道は認知されているが、関心が高い特定のコンテンツは見られない 

“Point” 

4.北海道のコンテンツ関心度 
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1. 「ドイツ」市場の分析結果 
 (2). Ski 

 北海道のスキーコンテンツへの接触はほとんどがWebベースであり、Video、Socialでの接触

機会がほとんど見られず、北海道に関する情報流通が少なく話題の総量が少ない 

“Point” 

5. 世界と北海道におけるSkiコンテンツへの接触機会 

補足①Video：YouTubeなどの動画コンテンツ 

補足②Social：Twitter、FacebookなどのSNSコンテンツ 
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1. 「ドイツ」市場の分析結果 
 (2). Ski 

 ツェルマット（スイス）、モンブラン（フランス）などのスキー競合都市と比べると、北海道の

認知度は高い 

 北海道は「スキーリゾート」「スノーボード」「パウダースノー」などと関連した認知、関心が見られ

る 

“Point” 

7. 北海道と海外都市のコンテンツ関心度 

6. 北海道と海外都市の関心度 
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1. 「ドイツ」市場の分析結果 
 (3). Cycling 

 北海道のサイクリング関心はそれほど高くないが、4月～6月、10月～11月に関心が上昇

する特徴が見られる 

 北海道のサイクリングコンテンツへの接触は、Webベースがほぼ全てでモバイルが占める割

合が多い。Video、Socialでの接触機会はほとんど見られない 

“Point” 

1.  関心度の時系列トレンド 

2.  世界と北海道におけるCyclingコンテンツへの接触機会 

 

補足①Video：YouTubeなどの動画コンテンツ 

補足②Social：Twitter、FacebookなどのSNSコンテンツ 
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1. 「ドイツ」市場の分析結果 
 (3). Cycling 

 サイクリングコンテンツへの関心が一部（自転車の梱包、防水、サイクリングツアーなど）で

見られるが、関心の幅は広くない 

 サイクリングを目的とした海外旅行への関心はほとんど見られない 

“Point” 

3.世界のコンテンツ関心度 
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1. 「ドイツ」市場の分析結果 
 (4).Marathon 

 北海道のマラソンコンテンツへの関心は低い 

 北海道のマラソンコンテンツへの接触はWeb-Desktopの接触のみ。モバイル、Video、

Socialでの接触はほとんど見られず、北海道に関する情報流通が少なく話題の総量が少

ない 

“Point” 

1.  関心度の時系列トレンド 

2.  世界と北海道におけるMarathonコンテンツへの接触機会 

 

補足①Video：YouTubeなどの動画コンテンツ 

補足②Social：Twitter、FacebookなどのSNSコンテンツ 
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1. 「ドイツ」市場の分析結果 
 (4).Marathon 

 ボストンマラソンなど一部の大会への関心は見られるが、マラソンコンテンツへの関心はほと

んど見られない 

 マラソン目的の海外渡航への関心はほとんどない 

“Point” 

3.世界のコンテンツ関心度 
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1. 「ドイツ」市場の分析結果 
 (5). Gastronomy 

 北海道のグローバル関心は8月～2月にかけて上昇する 

 北海道のガストロノミーコンテンツへの接触はVideo、Socialがほとんど見られず、北海道に

関する情報流通が少なく話題の総量が少ない 

“Point” 

1.  関心度の時系列トレンド 

2.  世界と北海道におけるGastronomyコンテンツへの接触機会 

 

補足①Video：YouTubeなどの動画コンテンツ 

補足②Social：Twitter、FacebookなどのSNSコンテンツ 
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1. 「ドイツ」市場の分析結果 
 (5). Gastronomy 

 Gastronomyコンテンツへの幅広い関心が見られるが、高関心のコンテンツや海外の特定

エリアへの関心が見られない 

 Gastronomyを目的とした海外旅行への関心はほとんどない 

“Point” 

3.世界のコンテンツ関心度 



1. 「ドイツ」市場の分析結果 
 (6). Wellness 

 グローバルでの関心は高く、9月から関心が高まる 

 北海道のウェルネスコンテンツへの接触はWebベースがほとんどを占め、Video、Socialでの

接触機会が少ない。北海道に関する情報流通が少なく話題の総量が少ない 

“Point” 

1.  関心度の時系列トレンド 

2.  世界と北海道におけるWellnessコンテンツへの接触機会 

 

補足①Video：YouTubeなどの動画コンテンツ 

補足②Social：Twitter、FacebookなどのSNSコンテンツ 
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1. 「ドイツ」市場の分析結果 
 (6). Wellness 

 温泉、サウナなどの温浴施設への関心が高い特徴が見られる 

 黒部、箱根、京都/嵐山など日本の地域への若干の認知がみられる 

“Point” 

3.世界の コンテンツ関心度 



1.「ドイツ」市場の分析結果 
 (1). 基礎情報の整理 
 (2). ターゲットの分析 
 (3). 打ち手の検討 
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1.「ドイツ」市場の分析結果 
 (3).ターゲットの分析（市場の規模） 

 メインターゲットは「ひとり旅でアクティブに行動する若年層(18-24歳)男性」 
 アドベンチャーツーリズム(AT) への関心が高い 

 一般的な各テーマの具体的な関心コンテンツは次の通りである。 

AT：歴史/文化、ハイキング、釣り、トレッキング、シュノーケル、スキューバダイビング、カヤッ

ク、キャンプ 

“Point” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
https://unsplash.com/ 

【性別年代】 

 18-24歳男性 

【日常的関心】 

 おもちゃ、ショッピング、電化製品 

【旅行形態】 

 ソロ(ひとり旅)、バジェット 

1. 基本情報 
「eスポーツ」への関心が非常に高い。プレイヤーを繋ぐコ

ミュニティが多く探されているため実際にプレイする人口

が多いと示唆される。政治問題ではヨーロッパだけでな

くアメリカや中東、北朝鮮など幅広い地域に関心があ

る。 

2. 関心事項 

アドベンチャーツーリズムに関心がある。海や川での関

心が強く、シュノーケル、スキューバダイビング、カヤックを

好む。スキー旅行では、欧米エリアを中心で考えている。 

3. トラベル関心トピック 

【アドベンチャーツーリズム】 

・歴史/文化(※1)、ハイキング(※2)、釣り(※3)、トレッキング(※4)は関心が高いATカテゴリーである。 

・海、川に関心があり、特にシュノーケル(※5)、スキューバダイビング(※6)、カヤック(※7)がアクティビティ人気である。 

・また海、川以外ではキャンプ(※8)は非常に高い関心が寄せられている。 

【スキー】 

・欧米圏のエリアが頻出する中で、札幌は関心が集まっており、選択肢として挙がる可能性がある。 

・宿泊先はタイムシェア、ラグジュアリーホテルと高価なものを好む。 

【サイクリング】 

・サイクリングツアーに関心が集まる。 

・地域については、関心は小さいが四国など日本への興味がある。 

【マラソン】 

・欧米の大会に関心はあるが、自らが大会に参加して走ることは想定していない。 

【ガストロノミー】 

・インドネシア/バリ島、タイとアジア中心の関心であり、日本も大阪が関心を持たれている。 

・食体験は屋台、フードツアーへの関心が高い。 

・食材はシーフード、野菜に注目が集まる。 

・食の多様性としてベジタリアン、ヴィーガンへの関心も高い。 

【ウェルネス】 

・ウェルネス関心はアジアに向けられており、日本も上位に位置付けられている。北海道も関心を集めやすい状態に

ある。 

・アクティビティとしては温泉への関心が最も高いが、旅館よりもホテルへの関心が強い。 

4. 主要関心ポイント 

※ターゲット層は日本旅行関心から選定 
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1.「ドイツ」市場の分析結果 
 (3).ターゲットの分析（市場の特徴） 

 北海道の各テーマの具体的な関心コンテンツは次の通りである 

AT：ハイキング、火山、釣り 

“Point” 

【アドベンチャーツーリズム】 
・北海道のアドベンチャーツーリズムへの関心が高くない 

・札幌、函館等、北海道内の特定の地域への認知はあるが、ATを目的とした旅行先として北海
道は捉えられているわけではない 

・海外他都市(インドネシア/バリ島、トスカーナ等)との比較では、バリが最も高く、スコットランドが次に続く 

・北海道は現状海外他都市に比べ、アドベンチャーツーリズムの想起が弱い 
・ハイキング、火山、釣り、流氷などが差別化要素となりうる 

 

 

【スキー】 
・北海道スキーにおいて温泉、パウダースノーなどが差別化要素となりうる。 

・ツェルマット（スイス）、モンブラン（フランス）などのスキー競合都市と比べると、北
海道の認知度は高い 

・北海道は「スキーリゾート」「スノーボード」「パウダースノー」などと関連した認知、
関心が見られる 

5. 北海道に対する関心、北海道の優位性 
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1.「ドイツ」市場の分析結果 
 (3).ターゲットの分析（ターゲット設定） 

 有効なコンテンツ要素は次の通りである 

AT：歴史/文化、ハイキング、釣り、トレッキング、スキューバダイビング、カヤック、キャンプ 

スキー：タイムシェア/ラグジュアリーホテル、温泉、パウダースノー、移動手段 

ガストロノミー：屋台、フードツアー、シーフード、野菜、ベジタリアン、ヴィーガン 

ウェルネス：温泉、ホテル 

“Point” 

【アドベンチャーツーリズム】 

重要要素：歴史/文化、ハイキング、釣り、トレッキング、スキューバダイビング、カヤック、キャンプ、札幌、函館、火山、

流氷 

ポテンシャルコンテンツ例 

・歴史/文化×札幌/函館：函館元町街並、ウポポイ、五稜郭 

・ハイキング×トレッキング：夏の利尻島、大雪山国立公園、有珠山、藻岩山 

・釣り：ワカサギ釣り、小樽港、積丹半島、石狩湾新港 

・スキューバダイビング：積丹半島、支笏湖 

・カヤック：釧路湿原、屈斜路湖、洞爺湖、支笏湖、青の洞窟 

・キャンプ：真狩焚火キャンプ場、苫小牧アルテン、アルゴンキン公園 

・火山：昭和新山、有珠山、地獄谷 

・流氷：流氷ウォーク、砕氷船、流氷バードウォッチングクルーズ 

【スキー】 

重要要素：タイムシェア/ラグジュアリーホテル、温泉、パウダースノー、移動手段 

ポテンシャルコンテンツ例 

・タイムシェア/ラグジュアリーホテル：ヒルトンニセコビレッジ、パークハイアットニセコ、ウェストイン ルスツリゾート 

・パウダースノー：ニセコユナイテッド 

・移動手段：サッポロテイネスキー場（札幌から車で40分）、藻岩山スキー場（札幌から車で30分） 

【ガストロノミー】 

重要要素：屋台、フードツアー、シーフード、野菜、ベジタリアン・ヴィーガン 

ポテンシャルコンテンツ例 

・屋台：北の屋台、大門横丁、小樽屋台村レンガ横丁、帯広屋台村 

・フードツアー：ラーメンタクシー、居酒屋巡り、酒造巡り 

・シーフード：牡蠣、ウニ、鮨、函館朝市 

・野菜：スプウン谷のザワザワ村、ファームイン富夢 

・ベジタリアン/ヴィーガン：谷観光農園、オガワ観光農園、トトロの里冨原観光果樹園、ファームズ千代田、ホテル

知床（ベジタリアン料理提供） 

 ※ムスリムやベジタリアン向けレストランを函館市公式観光情報が提供 

【ウェルネス】 

重要要素：温泉、ホテル 

ポテンシャルコンテンツ例 

・温泉：足湯、秘湯温泉カムイワッカ、豊富温泉、然別湖氷上温泉露天風呂、湯の川温泉、登別温泉、定山

渓温泉、洞爺湖温泉、層雲峡温泉 

・ホテル×温泉：ホテル清さと、ピリカレラホテル、北村温泉ホテル 

【札幌・函館周辺のマストスポット】トリップアドバイザーTop5 

・札幌：藻岩山からの景色、モエレ沼公園、中島公園、北海道開拓の村、すすきの 

・函館：函館山、五稜郭タワー、五稜郭公園、八幡坂、函館朝市どんぶり横丁市場 

6. 想定される有効なコンテンツ例 

 -関心ポイントや北海道の優位性から刺さりそうなコンテンツをピックアップ- 

※高関心テーマ/キーワードを元にコンテンツを選定。実際に有効かどうかは別途検証が必要 
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1.「ドイツ」市場の分析結果 
 (1). 基礎情報の整理 
 (2). ターゲットの分析 
 (3). 打ち手の検討 
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1.「ドイツ」市場の分析結果 
 (4).打ち手の検討 

【デモグラ特性】 

・エンタメ/電化製品への興味が強い。 

・ソロ(ひとり旅)でバジェット旅行をすることを好む。 

 

【キーコンテンツ】 

・ハイキング、釣りなどソロでお金をかけずに楽しむ。 

・温泉に関心はあるものの、旅館ではなく、ホテルに滞在し日帰り温泉を巡る。 

 

【コンテンツ】 

例：有珠山、ワカサギ釣り、登別温泉、然別湖氷上温泉露天風呂 

【デモグラ特性】 

・SNSを活用し、またショッピングを好む。 

・ソロ(ひとり旅)でバジェット旅行をすることを好む。 

 

【キーコンテンツ】 

・景色の良い場所でのアクティビティ 

・屋台、フードツアーに参加し、北海道の様々な食を経験する。 

 

【コンテンツ】 

例：夏の利尻島、大雪山国立公園、流氷ウォーク、大門横丁、ラーメンタクシー、

函館朝市 

 

メイン 

ターゲット 
『ひとり旅で
アクティブに行

動をする若年

層男性』 

 

 

サブ 

ターゲット 

『旅行先で景

色や食をコスパ

よく巡る若年

層女性』 

 

【高関心コンテンツ】 
・アドベンチャーツーリズム(以下AT)の中では歴史/文化、ハイキング、釣り、トレッキングへの関心が高い。 
・アクティビティでは、シュノーケル、スキューバダイビング、カヤック、キャンプ、流氷は海外のAT競合地との差別化コ
ンテンツとなりうる 

 

【アプローチ方法】 
・10月から関心が高まるため、9月末には情報発信準備を完了させておくべき 

・動画やソーシャルの接触がまだ少ないため、情報発信の強化が必要 

 

【ポテンシャルコンテンツ】 
・現状北海道は、アドベンチャーツーリズムの具体的な関心が認知されている様子がないため、上記3テーマを訴求す
ることで興味を惹きつつ、北海道のAT認知に繋げられる潜在要素となっている 

 

1. 打ち手総論 
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1.「ドイツ」市場の分析結果 
 マーケット・リサーチに基づく施策の方向性 

旅
前 

Promotion 

誘客を促進するための
打ち手 

Contents 

消費を促進するための
打ち手 

Infrastructure 

満足度を高めるための
打ち手 

Alliance 

事業者等との連携  
のための打ち手 

旅
中 

移
動 

買
物 
体
験 

食
事 

宿
泊 

旅
後 

 デジタルプロモー

ション 

 OTA連携 

 JR-Pass 

キャッシュレス対応
店舗情報 

 歴史 / 文化 

 釣り 

 トレッキング 

 キャッシュレス対応店
舗情報 

 フードツアー 

 シーフード 

 野菜 

 ラグジュアリーホテル 

 タイムシェア 

 再訪促進 

 OTA連携 

 

 アドベンチャーツーリ
ズムの提示 

 道内移動の選択
肢 

 キャッシュレス対応
店舗情報 

 宿泊施設との連携
(カタログ、クーポン
設置等) 

 シュノーケル、ス
キューバダイビング、
カヤック、キャンプ 

 流氷 

 ヴィーガン/ベジタリ
アン対応店舗情報 

 外国語メニュー表
記 

 使用食材の提示 

 

 スキー場近隣 

 道内他地域および
時期別のでの北海
道の楽しみ方を提
示 

 SNS、コミュニティで
の口コミ 

 

 動画、ソーシャルで
より詳細な情報提
示 

 決済手段の一貫
性 

交通情報アプリの整
備 

 

 現地訪日旅行サイ
トでのクーポン発行 

 自然全般のアクティ
ビティをグループ単
位でアレンジして一
括提供 

 宿泊施設推奨レス
トラン / 食体験の
掲載 

 日本食 

 

 ウェルネス体験可
能なホテル、タイム
シェア 

 

 定期的な情報提
供 

メディア 

OTA 

JNTO 

 道内交通事業者
(JR、バス各社、レン
タカー事業者)との
連携 

ドラッグストア、百貨
店協会、貿易物産
等との連携 

キャッシュレス事業者
との連携 

 ツアー会社との連携 

 同地域の宿泊事
業者、飲食店、地
元の住民の連携 

 キャッシュレス事業
者との連携 

 飲食店との連携 

 ツアー会社との連携 

 

 宿泊事業者との連
携 

メディア 

OTA 

JNTO 

打ち手の検討 
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参考資料 

※1.歴史/文化 

北海道旅行におけるやるべきことで五稜郭や元町の教会を紹介 

https://leaveyourdailyhell.com/2019/08/19/hakodate-itinerary/ 

北海道ガイドにおいて歴史でアイヌ文化を紹介 

https://www.japanvisitor.com/japan-travel/hokkaido-guide 

※2.ハイキング 

北海道ガイドにて、夏の利尻島でのハイキングをおすすめ 

https://www.japanvisitor.com/japan-travel/hokkaido-guide 

大雪山国立公園における紅葉を楽しむハイキング 

https://www.japan.travel/en/guide/september/ 

※3.釣り 

2度目の日本旅行ですべきことの記事で小樽の漁港に触れている 

https://www.tokyocreative.com/articles/19781-second-time-in-japan-where-to-go-and-

what-to-do 

※4.トレッキング 

ハイキング同様大雪山国立公園の紅葉を楽しむトレッキングを紹介 

https://www.independent.co.uk/travel/news-and-advice/leaf-peeping-colours-autumn-

leaves-scotland-italy-usa-canada-a9101536.html 

※5.シュノーケル 

2020年世界のベストな島でアクティビティとしてシュノーケルを紹介 

https://www.cntraveler.com/galleries/2014-10-20/top-30-islands-in-the-world-readers-

choice-awards-2014 

メキシコのトゥルムでの楽しみでシュノーケルを紹介 

https://castawaywithcrystal.com/best-cenotes-tulum/ 

※6.スキューバダイビング 

ユカタン半島でのすべき15のことでスキューバダイビングを紹介 

https://expertvagabond.com/yucatan-peninsula/ 

アンダマン諸島でのスキューバ体験を動画付きで紹介 

https://www.experienceandamans.com/andaman-scubadiving.php 

※7.カヤック 

世界で最も過小評価されている旅行先でノルウェーベルゲン、スロベニアボーヒン湖、ウィスコンシン州アポス

ル諸島でカヤックをおすすめ 

https://www.insider.com/underrated-travel-destinations-2018-6#apostle-islands-wisconsin-

united-states-28 

ニュージーランドの北の島で体験できるアクティビティでカヤックをおすすめ 

https://iamaileen.com/things-to-do-in-north-island-new-zealand-itinerary-top-best-

adventure-tips/ 

※8.キャンプ 

ニュージーランドでのキャンピングカー予約のサイト 

https://www.compareandchoose.com.au/new-zealand/campervan-hire-new-zealand 

 

 

 

 

概要とURL(主要関心ポイント) 
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