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2015年 6月吉日 

各自治体関係者・観光振興に関わる皆様 各位 

株式会社リクルートライフスタイル 

代表取締役社長 淺野 健 

執行役員 旅行領域担当 宮本 賢一郎 

じゃらんリサーチセンター センター長 沢登 次彦 

 

「観光振興セミナー２０１５」のご案内（参加費無料） 

～全国の宿泊旅行動向と国内旅行意向調査、各種実証事業の発表～ 

 

拝啓 時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。 

日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

この度、弊社じゃらんリサーチセンター（以下、ＪＲＣ）では観光振興に携わる皆様に向けて「観

光振興セミナー２０１５」を開催させていただく運びとなりました。本セミナーも今年で１０年目と

なります。ＪＲＣでは２００５年８月の開設以降、観光に関する調査・研究・実証事業に取り組んで

まいりました。今年で１１年目の経年報告となる「じゃらん宿泊旅行調査２０１５」をはじめ各種調

査結果等を観光振興ご担当の皆様にご提供させていただきたいと存じます。 

大変ご多忙中と存じますが、皆様のご参加を心よりお待ち申し上げております。 

また、当ご案内状の送付先に不備がございましたら、大変恐縮ではございますが、ご担当の方へ 

転送をいただければ幸いでございます。よろしくお願い申し上げます。 

敬具 

 

記 

１．日時・場所 

 ＜第１回＞東京会場①：２０１５年７月２９日（水）  

        株式会社リクルートライフスタイル内 ３３階サウスセミナールームＥ 

 ＜第２回＞広島会場：２０１５年７月３１日（金） 

         広島グランドインテリジェントホテル ２階芙蓉の間 

＜第３回＞盛岡会場：２０１５年８月 ４日（火）  

           ホテルメトロポリタン盛岡ＮＥＷ ＷＩＮＧ １１階ギャラクシーの間 

＜第４回＞仙台会場：２０１５年８月 ５日（水） 

           仙台国際ホテル ２階平成の間 

＜第５回＞名古屋会場：２０１５年８月１８日（火） 

名鉄グランドホテル 11階柏の間 

＜第６回＞福岡会場：２０１５年８月１９日（水）  

ホテル日航福岡 本館３階 都久志の間 

＜第７回＞東京会場②：２０１５年８月２５日（火）  

株式会社リクルートライフスタイル内 サウス４１階アカデミーホール 
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＜第８回＞大阪会場：２０１５年８月２６日（水） 

            ウェスティンホテル大阪 ４階花梨の間 

＜第９回＞札幌会場：２０１５年８月２８日（金） 

ホテルモントレ札幌 1階ケンジントンルーム 

＜第１０回＞東京会場③：２０１５年９月 １日（火）  

株式会社リクルートライフスタイル内 サウス４１階アカデミーホール 

＜第１１回＞金沢会場：２０１５年９月 ２日（水） 

ホテル日航金沢 ３階孔雀の間 

＜第１２回＞那覇会場：２０１５年９月 ４日（金）  

           ＡＮＡクラウンプラザホテル沖縄ハーバービュー 彩海の間 

＜第１３回＞高松会場：２０１５年９月 ９日（水） 

           ＪＲホテルクレメント高松 ３階玉藻 

＜第１４回＞東京会場④：２０１５年９月１１日（金） 

株式会社リクルートライフスタイル内 サウス４１階アカデミーホール 

 

開催時間  ： １３：００－１６：２０ （受付・開場１２：３０）  

（札幌・那覇会場は１６：５０終了） 

※受付にて名刺のご準備をお願いいたします。 

※会場の詳細については、別紙１をご参照ください。 

 

会場により一部プログラム、終了時間が異なっております。 

１４会場に分かれておりますので、ご希望の日程・場所にて、お申し込みください。 

※各会場は駐車場のご用意はございません。公共交通機関をご利用いただきますようお願いいたします。 

 

２．プログラム 

 別紙１をご参照ください。（各会場ごとに分かれております） 

３．参加費 

 無料 

４．お申し込み方法 

 別紙２のＦＡＸにてお申し込み下さい。 

 （事務局）株式会社リクルートライフスタイル 

事業創造部 じゃらんリサーチセンター（ＪＲＣ） 

電話：０３－６８３５－６２５０  ＦＡＸ：０３－６８３４－８６２８ 

担当：勢堂 ユキ・大矢 江梨 

５．主催 

株式会社リクルートライフスタイル 事業創造部 じゃらんリサーチセンター（ＪＲＣ） 

６．後援 

国土交通省 観光庁（予定） 

以上 
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 ＜第１回＞東京会場①：２０１５年７月２９日（水） 

株式会社リクルートライフスタイル内 サウス３３階  

＜第１０回＞東京会場③：２０１５年９月 １日（火） 

株式会社リクルートライフスタイル内 サウス４１階アカデミーホール 

＜第１４回＞東京会場④：２０１５年９月１１日（金） 

       株式会社リクルートライフスタイル内 サウス４１階アカデミーホール  
 
      〒100-6640東京都千代田区丸の内 1-9-2 グラントウキョウサウスタワー 

      電話：03-6835-6250  http://jrc.jalan.net/ 

 

 

◆ プログラム ◆（東京会場①③④共通プログラム）    

スケジュール 内    容 

13：00～13：10 開催のご挨拶   

13：10～13：15 国土交通省様からのご挨拶 

13：15～13：50 

「じゃらん宿泊旅行調査２０１５」について                           センター長 沢登 次彦 
 
今年で１１年目を迎える国内観光宿泊旅行実態調査の結果から、最新動向をお伝えいたします。（ご出席の皆様に限り、速報として各

県別の調査結果をお配りします。）宿泊旅行に伴う地域消費実態もご報告いたします。 

13：50～14：25 

若者層を動かす若者の旅行需要創出と温泉地域・レジャー産業の取り組みについて     

東京会場① 研究員 室田 明里／東京③④ 研究員 北嶋 緒里恵 

JRCでは、国内宿泊旅行市場の中長期的発展のために、価値観形成期にある若者に様々なレジャーや地域との出会いのキッカケを作

り旅行需要を創出する試みである「マジ☆部」に取り組んでおります。各レジャー産業や地域（温泉旅行、ゴルフ、スキーなどのアクティ

ビティ、スポーツ観戦など）と実際に取り組んだプロジェクトを通じて、見えてきた若者の興味関心・旅行行動と、旅行需要創出のポイント

についてお話しします。 

14：25～15：00 

変化する１次交通と旅行者動向を最新のビッグデータ分析により解き明かす     

主席研究員 加藤 史子 

人々の観光行動に大きな影響を与える交通。2015 年 3 月だけでも、北陸新幹線開業、中央環状線(高速湾岸線～高速 3 号渋谷線）開

業、上野東京ライン開業が相次ぎ、旅行者の動きが変化しています。旅行者が発する位置情報などのビッグデータ分析も日々進化して

いる中、今までにない新しい分析軸で旅行者の動きを解析し、１次交通の変化が与える影響を解き明かしていきます。 

15：00～15：15 ・・・休憩・・・ 

15：15～15：50 

「初 TABI in 伊勢」キャンペーンから見えてきた、今後の地方創生モデルとしての展開可能性 

東京会場① 企画担当 木島 達也／東京会場③④ 研究員 山本 祐司 

じゃらんリサーチセンターが伊勢市と取り組んだ初旅伊勢事業(平成 26 年度)を通じた研究から、若者誘客と現地消費を上げるために、

ICT を活用した施策実施や、PDCAサイクルの推進など、今後の地方創生におけるポイントや展開可能性をお伝えします。 

15：50～16：20 

今後のじゃらんリサーチセンターの活動について                      センター長 沢登 次彦 
 
じゃらんリサーチセンターは、観光振興に携わる皆様の立場に立って、観光を産業として発展させていくための道筋を探求していきま

す。今後に向けての活動方針をご説明させていただきます。 

JR東京駅八重洲中央口もしくは南口を出て徒歩 3～5分。 

１階は BMW が入っているビルです。目印は、道路を渡って向かい側に、八重洲

ブックセンターがございます。１階の受付にて、「観光振興セミナー2015」に参加

の旨お伝えいただき、「ゲストカード」をお受け取りください。 

＜東京会場①＞一旦 23階までエレベーターで上がっていただき、高層階行き

のエレベーターに乗り換えて 33階までお越しください。 

33階にセミナー受付が別途ございます。 

＜東京会場③④＞一旦 23 階までエレベーターで上がっていただき、高層階

行きのエレベーターに乗り換えて 41階までお越しください。 

41階にセミナー受付が別途ございます。 

別紙 1-1 
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＜第２回＞広島会場：２０１５年７月３１日（金） 

広島グランドインテリジェントホテル ２階芙蓉の間 

〒732-0828広島県広島市南区京橋町１－４ 

電話：082-263-5115   http://www.intelligent-hotel.co.jp/grand/index.html 

 

 

◆ プログラム ◆（広島会場プログラム）    

スケジュール 内    容 

13：00～13：10 開催のご挨拶   

13：10～13：15 国土交通省様からのご挨拶 

13：15～13：50 

「じゃらん宿泊旅行調査２０１５」について                           センター長 沢登 次彦 
 
今年で１１年目を迎える国内観光宿泊旅行実態調査の結果から、最新動向をお伝えいたします。（ご出席の皆様に限り、速報として各

県別の調査結果をお配りします。）宿泊旅行に伴う地域消費実態もご報告いたします。 

13：50～14：25 

変化する１次交通と旅行者動向を最新のビッグデータ分析により解き明かす  

主席研究員 加藤 史子 

人々の観光行動に大きな影響を与える交通。2015年 3月だけでも、北陸新幹線開業、中央環状線(高速湾岸線～高速 3号渋谷線）開 

業、上野東京ライン開業が相次ぎ、旅行者の動きが変化しています。旅行者が発する位置情報などのビッグデータ分析も日々進化して 

いる中、今までにない新しい分析軸で旅行者の動きを解析し、１次交通の変化が与える影響を解き明かしていきます。 

14：25～15：00 

「初 TABI in 伊勢」キャンペーンから見えてきた、今後の地方創生モデルとしての展開可能性 

                           企画担当 木島 達也 

じゃらんリサーチセンターが伊勢市と取り組んだ初旅伊勢事業(平成 26 年度)を通じた研究から、若者誘客と現地消費を上げるために、

ICT を活用した施策実施や、PDCAサイクルの推進など、今後の地方創生におけるポイントや展開可能性をお伝えします。 

15：00～15：15 ・・・休憩・・・ 

15：15～15：50 

若者層を動かす若者の旅行需要創出と温泉地域・レジャー産業の取り組みについて      

主席研究員 加藤 史子 

JRCでは、国内宿泊旅行市場の中長期的発展のために、価値観形成期にある若者に様々なレジャーや地域との出会いのキッカケを作

り旅行需要を創出する試みである「マジ☆部」に取り組んでおります。各レジャー産業や地域（温泉旅行、ゴルフ、スキーなどのアクティ

ビティ、スポーツ観戦など）と実際に取り組んだプロジェクトを通じて、見えてきた若者の興味関心・旅行行動と、旅行需要創出のポイント

についてお話しします。 

15：50～16：20 

今後のじゃらんリサーチセンターの活動について                      センター長 沢登 次彦 
 
じゃらんリサーチセンターは、観光振興に携わる皆様の立場に立って、観光を産業として発展させていくための道筋を探求していきま

す。今後に向けての活動方針をご説明させていただきます。 

 

交通アクセス 

ＪＲ広島駅より地下道を通って福屋の裏に出てから 

駅前大橋を渡るとすぐです。 

 

※近隣にインテリジェントホテル、アネックスもござ

いますので、お間違えのないようにお越しください。 

別紙 1-2 
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＜第３回＞盛岡会場：２０１５年８月 ４日（火）  

ホテルメトロポリタン盛岡ＮＥＷ ＷＩＮＧ １１階ギャラクシーの間 

〒020-0033盛岡市盛岡駅前北通 2番 27号  

電話：019-625-1211    http://www.metro-morioka.co.jp/newwing/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ プログラム ◆（盛岡会場プログラム）    

スケジュール 内    容 

13：00～13：10 開催のご挨拶   

13：10～13：15 国土交通省様からのご挨拶 

13：15～13：50 

「じゃらん宿泊旅行調査２０１５」について                           センター長 沢登 次彦 
 
今年で１１年目を迎える国内観光宿泊旅行実態調査の結果から、最新動向をお伝えいたします。（ご出席の皆様に限り、速報として各

県別の調査結果をお配りします。）宿泊旅行に伴う地域消費実態もご報告いたします。 

13：50～14：25 

地域に眠る力を引き出し、自走型地域を実現する「地域コ・クリエーション（共創）」      

研究員 三田 愛 

人口減少時代の今は前提が変わり、地域課題は複雑化、これまでの方法ではなく、成熟時代の今だからこそ必要なあり方、方法が求

められています。地域内の組織間連携はもちろん、地域と地域、都市、企業、国など、垣根を越えた連携による「みんなゴト」化と、事業

創造による「地域イノベーション」を促進し、外部に依存しない自走型の持続可能な地域活性化を実現する「地域コ・クリエーション」研究

から見えてきた、各地域で変化を起こすためのポイントをご紹介します。 

14：25～15：00 

新たな食メニューによる地域の魅力向上について～岩手県陸前高田市の取り組み～ 

エグゼクティブプロデューサー ヒロ中田（中田 博人） 

来年３月デビューを目指して取り組み始めた、岩手県陸前高田市の新・ご当地グルメプロジェクト。「新・ご当地グルメ」って何？どんな手

法で開発しているの？成功するポイントは？ホタテとワカメを使った御膳料理を開発中の、プロジェクトの「今」をご紹介します。 

15：00～15：15 ・・・休憩・・・ 

15：15～15：50 

「初 TABI in 伊勢」キャンペーンから見えてきた、今後の地方創生モデルとしての展開可能性 

                       企画担当 木島 達也 

じゃらんリサーチセンターが伊勢市と取り組んだ初旅伊勢事業(平成 26年度)を通じた研究から、若者誘客と現地消費を上げるために、

ICT を活用した施策実施や、PDCAサイクルの推進など、今後の地方創生におけるポイントや展開可能性をお伝えします。 

15：50～16：20 

今後のじゃらんリサーチセンターの活動について                      センター長 沢登 次彦 
 
じゃらんリサーチセンターは、観光振興に携わる皆様の立場に立って、観光を産業として発展させていくための道筋を探求していきま

す。今後に向けての活動方針をご説明させていただきます。 

メトロポリタン盛岡 NEW WING：JR 盛岡駅

より、徒歩約３分 

ホテルメトロポリタン盛岡も別途ございま

す。NEW WING となりますので、お間違え

のないようにお越しください。 

駐車場のご用意はございませんので、周

辺の駐車場をご利用いただくか、公共交

通機関にてお越しください。 

 

別紙 1-3 
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＜第４回＞仙台会場：２０１５年８月 ５日（水） 

      仙台国際ホテル ２階平成の間 

〒980-0021仙台市青葉区中央 4-6-1   

電話：022-268-1111   http://www.tobu-skh.co.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ プログラム ◆（仙台会場プログラム）                           

スケジュール 内    容 

13：00～13：10 開催のご挨拶   

13：10～13：15 国土交通省様からのご挨拶 

13：15～13：50 

「じゃらん宿泊旅行調査２０１５」について                           センター長 沢登 次彦 
 
今年で１１年目を迎える国内観光宿泊旅行実態調査の結果から、最新動向をお伝えいたします。（ご出席の皆様に限り、速報として各

県別の調査結果をお配りします。）宿泊旅行に伴う地域消費実態もご報告いたします。 

13：50～14：25 

変化する１次交通と旅行者動向を最新のビッグデータ分析により解き明かす  

主席研究員 加藤 史子 

人々の観光行動に大きな影響を与える交通。2015年 3月だけでも、北陸新幹線開業、中央環状線(高速湾岸線～高速 3号渋谷線）開 

業、上野東京ライン開業が相次ぎ、旅行者の動きが変化しています。旅行者が発する位置情報などのビッグデータ分析も日々進化して 

いる中、今までにない新しい分析軸で旅行者の動きを解析し、１次交通の変化が与える影響を解き明かしていきます。 

14：25～15：00 

新たな食メニューによる地域の魅力向上について～岩手県陸前高田市の取り組み～ 

エグゼクティブプロデューサー ヒロ中田（中田 博人） 

来年３月デビューを目指して取り組み始めた、岩手県陸前高田市の新・ご当地グルメプロジェクト。「新・ご当地グルメ」って何？どんな手

法で開発しているの？成功するポイントは？ホタテとワカメを使った御膳料理を開発中の、プロジェクトの「今」を紹介します。 

15：00～15：15 ・・休憩・・・ 

15：15～15：50 

「初 TABI in 伊勢」キャンペーンから見えてきた、今後の地方創生モデルとしての展開可能性 

                 企画担当 木島 達也 

じゃらんリサーチセンターが伊勢市と取り組んだ初旅伊勢事業(平成 26年度)を通じた研究から、若者誘客と現地消費を上げるために、

ICT を活用した施策実施や、PDCAサイクルの推進など、今後の地方創生におけるポイントや展開可能性をお伝えします。 

15：50～16：20 

今後のじゃらんリサーチセンターの活動について                      センター長 沢登 次彦 
 
じゃらんリサーチセンターは、観光振興に携わる皆様の立場に立って、観光を産業として発展させていくための道筋を探求していきま

す。今後に向けての活動方針をご説明させていただきます。 

 

 

■ＪＲ仙台駅より徒歩 5分 

■地下鉄仙台駅南２出口より徒歩 4分 

■地下鉄五橋駅より徒歩７分 
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＜第５回＞名古屋会場：２０１５年８月１８日（火） 

     名鉄グランドホテル 11階柏の間 

〒450-0002愛知県名古屋市中村区名駅 1-2-4 名古屋駅前名鉄バスターミナルビル  

電話:052-582-2227  http://www.meitetsu-gh.co.jp/ 

 

 

 

 

＜第６回＞福岡会場：２０１５年８月１９日（水） 

ホテル日航福岡 本館３階 都久志の間 

〒812-0011 福岡市博多区博多駅前 2丁目 18番 25号  

電話：092-482-1111  http://www.hotelnikko-fukuoka.com/ 

 

 

JR博多駅（博多口）より徒歩３分。 

正面に福岡朝日ビルがございます。住吉

通りを福岡朝日ビル側に横断し、大博通

りを直進すると左手にございます。 

ＪＲ名古屋駅すぐ。ホテル棟（名鉄百貨

店メンズ館）B1 または１階よりホテル専

用エレベーターにてお越しください。 
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＜第７回＞東京会場②：２０１５年８月２５日（火）  

      株式会社リクルートライフスタイル内 サウス４１階アカデミーホール                 

〒100-6640東京都千代田区丸の内 1-9-2 グラントウキョウサウスタワー 

      電話：03-6835-6250  http://jrc.jalan.net/ 

 

 

 

 

＜第８回＞大阪会場：２０１５年８月２６日（水） 

     ウェスティンホテル大阪 ４階花梨の間 

〒531-0076 大阪市北区大淀中 1-1-20（新梅田シティ内） 

電話：06-6440-1111   http://www.westin-osaka.co.jp/ 

 

JR東京駅八重洲中央口もしくは南口を出て徒歩 3～5分。 

１階は BMW が入っているビルです。目印は、道路を渡って向かい

側に、八重洲ブックセンターがございます。 

 

１階の受付にて、「観光振興セミナー2015」に参加の旨お伝えいた

だき、「ゲストカード」をお受け取りください。一旦 23 階までエレベ

ーターで上がっていただき、高層階行きのエレベーターに乗り換

えて 41階までお越しください。 

41階にセミナー受付が別途ございます。 

•ＪＲ大阪駅中央北口から徒歩約 7分 

•ＪＲ環状線・福島駅から徒歩 10分 

•地下鉄御堂筋線・中津駅から徒歩 10分 

•各線・梅田駅から徒歩約 9分 

ＪＲ大阪駅とホテル間に無料シャトルバス

が約 15分間隔で運行しています。 
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＜第１３回＞高松会場：２０１５年９月 ９日（水） 

     ＪＲホテルクレメント高松 ３階玉藻 

〒760-0011 香川県高松市浜ノ町 1-1 

電話：087-811-1111  http://www.jrclement.co.jp/ 

 

 

◆ プログラム ◆（名古屋会場・福岡会場・東京会場②・大阪会場・高松会場）共通プログラム  

スケジュール 内    容 

13：00～13：10 開催のご挨拶   

13：10～13：15 国土交通省様からのご挨拶 

13：15～13：50 

「じゃらん宿泊旅行調査２０１５」について                           センター長 沢登 次彦 
 
今年で１１年目を迎える国内観光宿泊旅行実態調査の結果から、最新動向をお伝えいたします。（ご出席の皆様に限り、速報として各

県別の調査結果をお配りします。）宿泊旅行に伴う地域消費実態もご報告いたします。 

13：50～14：25 

地域に眠る力を引き出し、自走型地域を実現する「地域コ・クリエーション（共創）」      

研究員 三田 愛 

人口減少時代の今は前提が変わり、地域課題は複雑化、これまでの方法ではなく、成熟時代の今だからこそ必要なあり方、方法が求

められています。地域内の組織間連携はもちろん、地域と地域、都市、企業、国など、垣根を越えた連携による「みんなゴト」化と、事業

創造による「地域イノベーション」を促進し、外部に依存しない自走型の持続可能な地域活性化を実現する「地域コ・クリエーション」研究

から見えてきた、各地域で変化を起こすためのポイントをご紹介します。 

14：25～15：00 

若者層を動かす若者の旅行需要創出と温泉地域・レジャー産業の取り組みについて      

   名古屋会場・福岡会場・大阪会場・高松会場 研究員 山本 祐司 

東京会場② 研究員 北嶋 緒里恵 

JRCでは、国内宿泊旅行市場の中長期的発展のために、価値観形成期にある若者に様々なレジャーや地域との出会いのキッカケを作

り旅行需要を創出する試みである「マジ☆部」に取り組んでおります。各レジャー産業や地域（温泉旅行、ゴルフ、スキーなどのアクティ

ビティ、スポーツ観戦など）と実際に取り組んだプロジェクトを通じて、見えてきた若者の興味関心・旅行行動と、旅行需要創出のポイント

についてお話しします。 

15：00～15：15 ・・・休憩・・・ 

15：15～15：50 

「初 TABI in 伊勢」キャンペーンから見えてきた、今後の地方創生モデルとしての展開可能性 

                       研究員 山本 祐司 

じゃらんリサーチセンターが伊勢市と取り組んだ初旅伊勢事業(平成 26年度)を通じた研究から、若者誘客と現地消費を上げるために、

ICT を活用した施策実施や、PDCAサイクルの推進など、今後の地方創生におけるポイントや展開可能性をお伝えします。 

15：50～16：20 

今後のじゃらんリサーチセンターの活動について                      センター長 沢登 次彦 
 

じゃらんリサーチセンターは、観光振興に携わる皆様の立場に立って、観光を産業として発展させていくための道筋を探求していきま

す。今後に向けての活動方針をご説明させていただきます。 

JR高松駅、ことでん高松築港駅 

及び、バスターミナルに隣接 
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＜第９回＞札幌会場：２０１５年８月２８日（金） 

ホテルモントレ札幌 1階ケンジントンルーム 

          〒060-0034 札幌市中央区北 4条東 1丁目 3番地 

電話： 011-232-7111  http://www.hotelmonterey.co.jp/sapporo/ 

 

 

◆プログラム ◆（札幌会場）   

スケジュール 内    容 

13：00～13：10 開催のご挨拶   

13：10～13：15 国土交通省様からのご挨拶 

13：15～13：50 

「じゃらん宿泊旅行調査２０１５」について                           センター長 沢登 次彦 
 
今年で１１年目を迎える国内観光宿泊旅行実態調査の結果から、最新動向をお伝えいたします。（ご出席の皆様に限り、速報として各

県別の調査結果をお配りします。）宿泊旅行に伴う地域消費実態もご報告いたします。 

13：50～14：25 

変化する１次交通と旅行者動向を最新のビッグデータ分析により解き明かす  

主席研究員 加藤 史子 

人々の観光行動に大きな影響を与える交通。2015年 3月だけでも、北陸新幹線開業、中央環状線(高速湾岸線～高速 3号渋谷線）開 

業、上野東京ライン開業が相次ぎ、旅行者の動きが変化しています。旅行者が発する位置情報などのビッグデータ分析も日々進化して 

いる中、今までにない新しい分析軸で旅行者の動きを解析し、１次交通の変化が与える影響を解き明かしていきます。 

14：25～15：00 

新・ご当地グルメの経済効果と成功のポイント      

エグゼクティブプロデューサー ヒロ中田（中田 博人） 

地場産食材に徹底的にこだわった企画開発型の新・ご当地グルメ第１号「美瑛カレーうどん」がデビューして 10 年。その新・ご当地グル

メが地域に与えた影響や経済効果は？成功する確率は？失敗の要因は？60 以上の商品開発を手がけたプロデューサーだからこそ知

りえた、成功するポイントをご紹介します。 

15：00～15：15 ・・休憩・・・ 

15：15～15：50 

若者層を動かす若者の旅行需要創出と温泉地域・レジャー産業の取り組みについて      

主席研究員 加藤 史子 

JRCでは、国内宿泊旅行市場の中長期的発展のために、価値観形成期にある若者に様々なレジャーや地域との出会いのキッカケを作

り旅行需要を創出する試みである「マジ☆部」に取り組んでおります。各レジャー産業や地域（温泉旅行、ゴルフ、スキーなどのアクティ

ビティ、スポーツ観戦など）と実際に取り組んだプロジェクトを通じて、見えてきた若者の興味関心・旅行行動と、旅行需要創出のポイント

についてお話しします。 

15：50～16：20 

「地方の時代」への北海道じゃらんの取り組み 

株式会社リクルート北海道じゃらん 代表取締役社長 佐藤 守 

地方創生や新幹線開業など、多くの追い風の中、北海道観光への意気込みをお伝えします！       

16：20～16：50 

今後のじゃらんリサーチセンターの活動について                      センター長 沢登 次彦 
 

じゃらんリサーチセンターは、観光振興に携わる皆様の立場に立って、観光を産業として発展させていくための道筋を探求していきま

す。今後に向けての活動方針をご説明させていただきます。 

地下鉄利用の場合 

地下鉄南北線、東豊線「さっぽろ駅」下車 

18番出口より徒歩 2分。 

JR利用の場合 

JR札幌駅下車。東改札口を右へ出て 

札幌駅南口より左方向徒歩 5分。 
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＜第１１回＞金沢会場：２０１５年９月 ２日（水） 

    ホテル日航金沢 ３階孔雀の間 

〒920-0853石川県金沢市本町 2-15-1 

電話：076-234-1111  http://www.hnkanazawa.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ プログラム ◆（金沢会場）                                     

スケジュール 内    容 

13：00～13：10 開催のご挨拶   

13：10～13：15 国土交通省様からのご挨拶 

13：15～13：50 

「じゃらん宿泊旅行調査２０１５」について                           センター長 沢登 次彦 
 
今年で１１年目を迎える国内観光宿泊旅行実態調査の結果から、最新動向をお伝えいたします。（ご出席の皆様に限り、速報として各

県別の調査結果をお配りします。）宿泊旅行に伴う地域消費実態もご報告いたします。 

13：50～14：25 

変化する１次交通と旅行者動向を最新のビッグデータ分析により解き明かす  

主席研究員 加藤 史子 

人々の観光行動に大きな影響を与える交通。2015年 3月だけでも、北陸新幹線開業、中央環状線(高速湾岸線～高速 3号渋谷線）開 

業、上野東京ライン開業が相次ぎ、旅行者の動きが変化しています。旅行者が発する位置情報などのビッグデータ分析も日々進化して 

いる中、今までにない新しい分析軸で旅行者の動きを解析し、１次交通の変化が与える影響を解き明かしていきます。 

14：25～15：00 

新たな食メニューによる地域の魅力向上について～石川県加賀市の取り組み～ 

エグゼクティブプロデューサー ヒロ中田（中田 博人） 

北陸新幹線開業を千載一遇のチャンスと捉え、大掛かりな観光振興に取り組み始めた石川県加賀市。その背景、課題、目標、戦略、施

策・・・。そして、具体的な事例として、新・ＯＭＯＴＥＮＡＳＨＩご当地グルメ「加賀カニごはん」「加賀パフェ」の取り組みを紹介します。 

15：00～15：15 ・・休憩・・・ 

15：15～15：50 

若者層を動かす若者の旅行需要創出と温泉地域・レジャー産業の取り組みについて      

主席研究員 加藤 史子 

JRCでは、国内宿泊旅行市場の中長期的発展のために、価値観形成期にある若者に様々なレジャーや地域との出会いのキッカケを作

り旅行需要を創出する試みである「マジ☆部」に取り組んでおります。各レジャー産業や地域（温泉旅行、ゴルフ、スキーなどのアクティ

ビティ、スポーツ観戦など）と実際に取り組んだプロジェクトを通じて、見えてきた若者の興味関心・旅行行動と、旅行需要創出のポイント

についてお話しします。 

15：50～16：20 

今後のじゃらんリサーチセンターの活動について                      センター長 沢登 次彦 
 

じゃらんリサーチセンターは、観光振興に携わる皆様の立場に立って、観光を産業として発展させていくための道筋を探求していきま

す。今後に向けての活動方針をご説明させていただきます。 

 

 

JR 金沢駅東口より徒歩３分  

 

雨天の場合も地下道より濡れずにお越

しいただけます。駐車場のご準備はござい

ませんので、周辺の駐車場をご利用いただく

か、公共交通機関にてお越しください。 
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＜第１２回＞那覇会場：２０１５年９月 ４日（金）  

      ＡＮＡクラウンプラザホテル沖縄ハーバービュー 彩海の間 

〒900-0021 沖縄県那覇市泉崎 2-46  

TEL：098-853-2111  http://www.anacpokinawa.com/ 

 

◆ プログラム ◆（那覇会場）    

スケジュール 内    容 

13：00～13：10 開催のご挨拶   

13：10～13：15 沖縄県庁様からのご挨拶 

13：15～13：50 

「じゃらん宿泊旅行調査２０１５」について                           センター長 沢登 次彦 
 
今年で１１年目を迎える国内観光宿泊旅行実態調査の結果から、最新動向をお伝えいたします。（ご出席の皆様に限り、速報として各

県別の調査結果をお配りします。）宿泊旅行に伴う地域消費実態もご報告いたします。 

13：50～14：25 

地域に眠る力を引き出し、自走型地域を実現する「地域コ・クリエーション（共創）」      

研究員 三田 愛 

人口減少時代の今は前提が変わり、地域課題は複雑化、これまでの方法ではなく、成熟時代の今だからこそ必要なあり方、方法が求

められています。地域内の組織間連携はもちろん、地域と地域、都市、企業、国など、垣根を越えた連携による「みんなゴト」化と、事業

創造による「地域イノベーション」を促進し、外部に依存しない自走型の持続可能な地域活性化を実現する「地域コ・クリエーション」研究

から見えてきた、各地域で変化を起こすためのポイントをご紹介します。 

14：25～15：00 

若者層を動かす若者の旅行需要創出と温泉地域・レジャー産業の取り組みについて      

研究員 室田 明里 

JRCでは、国内宿泊旅行市場の中長期的発展のために、価値観形成期にある若者に様々なレジャーや地域との出会いのキッカケを作

り旅行需要を創出する試みである「マジ☆部」に取り組んでおります。各レジャー産業や地域（温泉旅行、ゴルフ、スキーなどのアクティ

ビティ、スポーツ観戦など）と実際に取り組んだプロジェクトを通じて、見えてきた若者の興味関心・旅行行動と、旅行需要創出のポイント

についてお話しします。 

15：00～15：15 ・・・休憩・・・ 

15：15～15：50 

「初 TABI in 伊勢」キャンペーンから見えてきた、今後の地方創生モデルとしての展開可能性 

                   企画担当 木島 達也 

じゃらんリサーチセンターが伊勢市と取り組んだ初旅伊勢事業(平成 26年度)を通じた研究から、若者誘客と現地消費を上げるために、

ICT を活用した施策実施や、PDCAサイクルの推進など、今後の地方創生におけるポイントや展開可能性をお伝えします。 

15：50～16：20 

じゃらん netでみる沖縄旅行の最新動向とリクルートライフスタイル沖縄の地域活性事例紹介    

株式会社リクルートライフスタイル沖縄 エリア活性支援グループ プランナー 鈴木愛子 

リクルートライフスタイル沖縄では、調査事業から誘客プロモーションまで、沖縄県全体や市町村の誘客・地域活性のお手伝いをしてお

ります。今回はじゃらん netでみる最新の沖縄旅行の傾向と昨年度までに弊社がお手伝いさせていただいた事例についてご報告させて

いただきます。 

16：20～16：50 

今後のじゃらんリサーチセンターの活動について                      センター長 沢登 次彦 
 

じゃらんリサーチセンターは、観光振興に携わる皆様の立場に立って、観光を産業として発展させていくための道筋を探求していきま

す。今後に向けての活動方針をご説明させていただきます。 

乗車バス停：国内線旅客ターミナルビル前 

バス会社：那覇バス、琉球バス 

路線番号：25、99、111、113、120、123番のいずれか 

降車バス停：（那覇バスターミナル構内）旭橋 

別紙 1-10 

 

http://www.anacpokinawa.com/


 13 

 

 

 

ご希望の 

会場に○を 

ご記入ください 

会 場 
FAX申込 

締め切り 

ご希望の 

会場に○を 

ご記入ください 

会 場 
FAX申込 

締め切り 

 7/29（水）東京会場① 7/23（木）  8/26（水）大阪会場 8/19（水） 

 7/31（金）広島会場 7/24（金）  8/28（金）札幌会場 8/21（金） 

 8/4（火）盛岡会場 
7/28（火） 

 9/1（火）東京会場③ 
8/26（水） 

 8/5（水）仙台会場  9/2（水）金沢会場 

 8/18（火）名古屋会場 
8/14（金） 

 9/4（金）那覇会場 8/28（金） 

 8/19（水）福岡会場  9/9（水）高松会場 9/2（水） 

 8/25（火）東京会場② 8/19（水）  9/11（金）東京会場④ 9/7（月） 

※ご出席いただける方は、出欠票１枚に付きお 1人のご記入でお願いいたします。 

自治体・会社名                                         

部課名                                             

役職                 氏名                             

電話番号               ＦＡＸ番号                          

住所 〒                                               

e-mail                                                 

■プライバシーポリシー 
 

お預かりした個人情報は、【各種セミナーご案内、とーりまかし、メルマガ配信等】の発送・配信に利用いたします。本サービスにおいてそれぞれ必要とな

る項目を記入、または入力いただかない場合は、本サービスを受けられない場合があります。当社は、原則として、ご本人の承諾なく上記目的以外に個

人情報を利用または第三者に提供しません。ただし、当社は個人情報取扱い業務の一部または全部を外部委託することがあります。原則として本人に

限り、「個人情報の利用目的」の通知、登録した個人情報の開示、訂正、追加または削除、利用停止、ならびに第三者への提供の停止を求めることがで

きるものとします。具体的な方法については下記の個人情報管理の問い合わせ先にご連絡ください｡ 
 

■個人情報管理責任者 
 

株式会社リクルートライフスタイル じゃらんリサーチセンター センター長 

※個人情報に関するお問合せは以下の担当者までご連絡ください。 

本件に関するお問合せは（株）リクルートライフスタイル事業創造部ＪＲＣ勢堂（ｾｲﾄﾞｳ）・大矢までお願いいたします。 
 

お問い合わせ先：電話番号 03-6835-6250 （平日 10：00～18：00） 
 

お申込みはこちらまで FAX：03-6834-8628 
※定員になり次第、締め切らせていただく場合がございます。満席の場合のみご連絡いたします。 

      

「観光振興セミナー２０１５」参加申込

書 
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