
［御参考資料］  「地⽅創⽣」事例のご紹介 
「観」る「光」で地域格差の平準化へ、実例から学ぶ新しいコト 

地方創生・観光プロモーションコンソーシアム（RTPC）事務局 
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（0）地方創生・観光プロモーションコンソーシアム（RTPC）と提供ノウハウのイメージ 
（1）政府 

❶内閣府・農水省・経産省後援（ふるさと名品オブ・ザ・イヤー） 
❷内閣府・農水省・経産省共催（地域商社協議会） 
❸内閣府まち・ひと・しごと創生本部「RESAS」、宇宙開発戦略推進（S-NET） 
❹内閣府クールジャパン戦略推進（マッチングフォーラム） 

 

（２）自治体・観光協会 
❶神奈川県・大阪府（インバウンド・海外ビジネス支援協定） 
❷栃木県・愛知県（県庁・観光協会後援セミナー） 
❸和歌山県（ご当地名品・主催セミナー） 
❹沖縄観光コンベンションビューロー（調査事業） 

 

（３）金融・スタートアップ 
❶オリコカード・マスターカード（国内・海外クレジットカード会社と提携） 
❷あいおいニッセイ同和損害保険（全国のイベント・マッチング提携） 
❸北海道銀行・湘南信金・大阪信金（地域活性化・海外ビジネス支援） 
❹スタートアップのIT技術導入（多言語の翻訳） 

 

（４）ご提案例 
❶富士河口湖町観光連盟との提携・ホテル宿泊のダイレクト予約 
❷蒲郡市観光協会（位置ゲームと提携） 
❸和歌山県・神戸市・下呂市（SNS・インフルエンサーを位置情報でカバー） 
❹青森県・和歌山県・旭川市（サイクルツーリズム） 
❺藤田観光・香川県・那覇市（アプリ協業レベニューシェア）など事例集 



【0】地方創生・観光プロモーションコンソーシアム（RTPC）とは 

【0】コンソーシアムによる提供ノウハウのイメージ 
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地方創生・観光プロモーションコンソーシアム（RTPC）とは 
  
地方自治体や観光地の課題解決のため、 
会員各社が持つ技術やサービス、アイデアを共有すると共に、 
保有する知識やノウハウ、データを組み合わせることで、 
ITやSNSを駆使した観光プロモーションをワンストップで提供し、 
地域内自治体に加え地域ならではの強みを持つ地元事業者に 
対しても地域課題を解決するための先端ノウハウ提供と 
革新的なビジネスモデル創造を推進している企業コンソーシアム 
となります。 

 

地方創生・観光プロモーションコンソーシアム（RTPC）参加企業（抜粋） 

RTPC参加企業は、観光大手企業から航空会社、 
テレビ・新聞会社、広告会社、カード会社、IT企業 
などの多業種の民間企業・団体52 社（2017 年 
12 月末現在）で組成され、 
自治体・観光地の課題解決へITやSNSを駆使した 
様々な観光プロモーション企画を提案しています。 



【0】観光・インバウンドセミナー（ビジネスマッチング）実例 

【0】観光・インバウンドセミナー（ビジネスマッチング）実例 
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【栃木県、愛知県】県庁・観光物産協会後援セミナー 
 
県下観光施設、物産事業者等への観光アプリ紹介等 
を通じた集客強化策をRTPCと検討 

【和歌山県】 体験観光インバウンド受入セミナー 
 

県内事業者を対象に、 
インバウンド向け体験型観光（民泊体験、果物狩り等） 
体制を構築 

【北海道銀行、大阪信金、湘南信金】  
 地域活性化・海外ビジネス支援イベント 
 
地域金融機関の顧客向けに、 
RTPCを通じた海外展開支援や製品販売イベント 
を「インバウンドプロダクツ2017」として実施 



【1-1】内閣府・農水省・経産省後援 
「ふるさと名品オブ・ザ・イヤー」幹事社(2016年度） 
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「ふるさと名品オブ・ザ・イヤー」は、地域に眠る名品とそれ
を支えるストーリーや取組を発掘し、表彰することを通じて、
地域のチャレンジをより多くの人に知ってもらい、地域の将
来を支える名品とその市場開拓および“地域のファン化”を
支援する33部門からなる表彰制度です。 
H.I.S.では、2016 年度より幹事12社に参画し、４つの部門

賞「デジタル観光パンフ」に加え、「体験アクティビティ部門」
「こだわりの駅弁」「ふるさと動画部門」を追加、地域の名品
を取り扱う事業者が、様々な角度から地域に眠る名品とそ
れを支える取組を独自に発掘・表彰いたします。 

【後援】 

【1-2】内閣府・農水省・経産省 
「地域商社協議会」で新しいビジネスモデル展開 
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【2016年度幹事12社】 



【1-3】「まち・ひと・しごと創生本部」「宇宙開発戦略推進」 
「RESAS」 「S-NET（３D画像）」 で 民間活用事例 で 紹介 
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【1-4】内閣府クールジャパン戦略推進 
クールジャパンマッチングフォーラムで紹介・商談会参加 

本年は／０月開催予定 
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【2-1】神奈川県・大阪府 
インバウンド協定（H.I.S.本社・海外から自治体へ出向） 
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【2-2】栃木県・愛知県 
県庁・観光物産協会後援のセミナー 

自治体後援セミナー例 
2017年9月28日（木）  【国内・訪日】広島県 
2017年10月4日（水）  【国内・訪日】沖縄県名護市 
2017年10月5日（木）  【国内・訪日】沖縄県那覇市 
2017年10月12日（木） 【国内・訪日】千葉県 
2017年10月26日（木） 【国内・訪日】宮城県 
2017年11月       茨城・九州（長崎・佐賀） 
2017年12月       北海道（旭川）・奈良（南部） 

【栃木県・栃木県物産協会後援セミナー】 

【愛知県・愛知県観光協会後援セミナー】 

セミナー・意見交換会の同時開催 
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【2-3】和歌山県 
  ご当地グルメ、県庁主催セミナーで連携 
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案件 

概要 

※画像の内容画像の内容 

スポーツを「観光+α」で楽しみたい30代〜40代⼥性をターゲットとし、沖縄の観光コンテンツとして 

スポーツアクティビティで気軽に楽しめるイメージを定着させ、沖縄のスポーツツーリズムの需要拡大 

及び⾏動喚起につなげる施策展開を実施。さらに、アクティビティプログラムを所有する事業者のリス 

ト化・実態調査、ターゲット層における顧客意識調査を実施。 

実 績 

平成28年度スポーツ観光誘客促進事業「スポーツアクティビティープロモーション業務」 

一般財団法人 沖縄観光コンベンションビューロー様 

提案 

調査 

H.I.S.店舗窓口にて顧客アンケート(500件) 
を実施、アンケート項目も弊社にて設定 

P R 

弊社取締役大

淵によるトー

クイベントを

開催。定員60

名満席 SUPヨ

ガインストラ

クターによる

講義も開催。 

トークショーや講義など 

業界の第一人者のご紹介や 

イベントコーディネートも 

可能です。 

1 1 1 1  

レポート 

事業者 

調査 

w e bサイト制作 MOOK本制作 観光協会調査 

弊社の専門的ノウハウ、視点から、ターゲット・市 
場の分析をおこない、対象となるスポーツアクティ 
ビティ種目の選定を実施。 

PR ・ 
イベント 
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【2-4】沖縄観光コンベンションビューロー 
「アクティビティジャパン」スポーツ観光誘客促進事業 

顧客
調査 

クロス集計による分析、レポートの作成 

実 施 概 要 

㈱アクティビティジャパン/ ㈱電通沖縄様/ ㈱セキュアイノベーション様との共同体にて委託 
※画像の内容画像の内容 

対象事業者240社に対しアンケート調査を実施。 
アンケート項目も弊社にて設定 

クロス集計による分析、レポートの作成 レポート 



【3-1】オリコカード・マスターカード 
クレジットカード会社と提携して国内・海外プロモーション 

海外 
会員数約21億人 

国内 
会員数約1000万人 

自治体の観光案内所へ送客 
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観光案内所から施設を紹介 

【3-2】あいおいニッセイ同和損害保険 
県庁後援のセミナー・マッチングを全国で開催 
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【3-3】北海道銀行・湘南信金・大阪信金 
地域活性化・海外ビジネス支援・イベント連携 

16 

北海道銀行とRTPC１０社で出展 
インバウンドプロダクツ2017 

【3-4】スタートアップと連携 
IT技術を導入してニュースリリース・セミナー 

大企業が導入した 

スタートアップのITを 

全国セミナーで紹介 
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【4-1】富士河口湖町観光連盟と提携 
観光案内所で連携、ホテル直販モデルを支援 
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【4-2】蒲郡市観光協会 
位置ゲームとクーポンアプリ連携２ヶ月で1000名集客 
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【4-3①】和歌山県・神戸市・下呂市 
ブロガーの「いいね！」数値だけでなく「来た！」まで分析 

20 

都道府県・国籍 
まで集計可能 

【4-3②】フォトジェニック創出、CRMキャッシュポイント 
風景・歴史的建造物・アンケートなどから収益 

【②CRM】 

アンケート回答者 

に、近くで使える 

クーポン配布 

【①インスタ映えスポット創出】 

【④H.I.S.店舗・空港カウンター連携ご提案】 
・「フォトフレーム」「自治体ポストカード」 
・H.I.S.店舗カウンターでプレゼント 
・費用対効果の検証 

投稿キャンペーン 
空港でプレゼント 

【③風景・建造物】 
二次元バーコード 
から近くで使える 
クーポン紹介 

21 



【4-4①】青森県・和歌山県 
サイクルツーリズム分科会 

・和歌山県 ハイブリッドバイク glafit 
（株式会社FINE TRADING JAPAN） 
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【4-4②】旭川市 
３D画像で高低差出したサイクリング検討中（イメージ） 
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・青森県 ナビチャリ 
（株式会社フォルテ） 



【4-5①】藤田観光・香川県 
宿泊・ホテル内飲食タイムセール、観光パンフとアプリ連携 
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【4-5②】那覇市観光協会 
公式サイト、パンフレットからのレベニューシェア 

アプリの売上を観光協会・DMOとレベニューシェア 
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【周辺】 

【4-5③】「お試し」プラン（月1万円）ご提案 
観光協会・ホテルとのアプリ連携レベニューシェア 
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【ホテル直販推進＆P14,20参照＇】 

日帰り温泉 お土産 飲食・バイキング 

観光 
（知ってもらう） 

ファン化 
（地産外商） 

【ご参考】観光から移住までの仮説 

行きたい（着地収益） 

応援したい（域外収益） 

着地情報の充実・配信 

魅力的なWEB・企業支援 

気になる地域 
（関心人口） 

移住 
（地産地商） 

応援したい（関心人口） 

住みたい（人口増加） 

つながりを継続 

地域の受け入れ体制 

27 

宿泊施設「周辺」観光施設クーポン・体験 



３Dツーリズム① 
高低差がわかるサイクリング３D画像販売 
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３D画像で地形と 

コースをチェック！ 

３D画像をインストール！ 
地形とコースをチェック！ 

サイクリング 
パンフレット 
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「H.I.S.クーポン」で検索 
 

レンタサイクルの予約・ 
精算までワンストップ 

周辺の観光施設も紹介 

３Dツーリズム② 
サイクリングパンフと観光アプリでビジネス化ご提案 



②県産品ECができない 

⬇ 
無料でEC作成、公式  

ページから県外へ販売 

⬇ 

クラウドファンドツーリズム① 
クラウドファンドからEC連携による地産外商ご提案 
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①お⾦がない 

⬇ 
クラウドファンド 

応援者を募集 

⬇ 
 

クラウドファンド 

送客⼿数料 

EC 

送 数料 客⼿ 

③観光の広告ができない 

⬇ 
すでにユーザーが多い 

サイトに露出告知 

⬇ 
         H.I.S.グループ 

送客⼿数料 

④人がいない 

⬇ 
「ソト」「ナカ」 

の事業者と交流 

⬇ 
異業種68社と交流 

データ一元化 
RTPC事務局 

➡ 
 

➡ 
 

➡ 
 

収入 項目 
寄付金 
協賛金 

�1,600,000 

�750,000 

クラウドファンド 

企業からの協賛金 
合計 �2,350,000 

支出 項目 金額 内訳 

クラウドファンドツーリズム② 
サマースタンプラリーご提案 

ゴム印、インクパッド 予算不足 

ポスター300枚、マップ、スタンプシート3000枚 

30000枚作成 

4000枚作成 

800個作成 

135個作成 

ゴム印、スタンプ台 
のぼり・スタンド・卓上 POP  

印刷費 

シール 

ステッカー 
ピンバッジ 
グッズ 
デザイン費用 
 事務局費 

郵送費 

�30,000 

�0 

�300,000 
�300,000 
�400,000 

�120,000 

�150,000 

�500,000 

�500,000 

�50,000 

合計 �2,350,000 

参加人数 16500名 
シール 
ステッカー 
ピンバッジ 
グッズ 

3900枚 

320枚 
132個 

25個 31 

金額 内訳 


