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株式会社リクルート 旅行カンパニー
じゃらんリサーチセンター

２０１０年２月１６日

年間３億人泊の「観光旅行」に「農業」を浸透させる

“観光地”と“農業”を結ぶ
「農業観光エントリーモデル」開発

～気軽にｸﾞﾘｰﾝﾂｰﾘｽﾞﾑに参加できる「宿泊プラン」開発～

nabekura
タイプライタ
【参考資料】※３ページ目から７ページ目までは省略しております。
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グリーンツーリズムから「農業観光」へ。

心と体に素晴らしい効果をもたらすグリーンツーリズム。
学校教育や、団体旅行での限定的な参加形態から、
より気軽に、ふらっと、一般の旅行者が参加できる世界観を
作り、年間国内旅行者3億人※を動かしていきたいと考えています。

（※出張、帰省、子供、インバウンド、を除く）

商品化と流通を促進し、“農業”を観光コンテンツの１つとし、旅行
者の選択肢に組込む。それを我々は「農業観光」と呼び始めました。
「グリーンツーリズム」という広い概念でもなく、
「観光農園」「体験農業」といった商業的な施設としてではない。
“本物が求められる時代”の観光コンテンツ＝「農業観光」は、
観光業界におけるポスト・テーマパークとなりうるかもしれません。

商品化・流通促進のための手段として、「宿泊プラン化」や、
「着地型情報の販売」促進を目指したいと考えています。

【はじめに】
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２．変化する国内旅行市場と、
農業観光について

・国内旅行市場について
・農業観光旅行の受け皿の課題について
・農業観光の可能性について
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1年間に実施されている国内観光旅行件数は、約3億人泊。
（出張・帰省を除く／推計値－じゃらん宿泊旅行調査2009より）

【参考】
手配方法
（旅行件数）

２－１．国内旅行市場について
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09年　延べ宿泊数
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宿泊旅行の目的の上位は、「温泉」、「食」、「宿」。
｢各種体験(果物狩りなど)｣を目的として挙げる人は多くはない

（複数回答）－じゃらん宿泊旅行調査2009

２－２．国内旅行の目的について

1.5
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２－３．「農業観光」の可能性について

国内旅行市場
３億人泊

グリーンツーリズム目的の旅行者を増やしていくのと同時に、
旅行ついでに楽しめる体験プログラムを「旅行プラン化」する
ことで、需要を増やしていくことが可能。

グリーンツーリズム
主目的の旅行者

農家
レストラン

料理
講習会

朝市

農家
体験

稲刈り

農家
交流

産地
訪問
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１．個人手配旅行が全体7割超の中、個人客を動かす仕掛けが重要
イベント型→通年型（宿泊施設のプランへの埋込み）

２．じゃらんnet→「収穫体験」ﾌﾘｰﾜｰﾄﾞ検索で600件～ヒット
集客できる優位性、その土地ならではの魅力づくりが必要

３．農業体験ツアーは、日帰り含め安価なものも多い。
（3000円(日帰り）～1万円（1泊2日交通費込み）まで存在）
宿泊プランに組込み、付加価値販売することで換金化も可能

４．車を保有しない／自家用車で移動しない／集合バス嫌い、な
「若者層」、「女性層」も参加できる交通の便のよいエリア設定

交通の便がよい観光地と、農業との接点に期待

２－４．「農業観光」受け皿の課題

人口の多い「グリーンツーリズム・エントリー層」向け
観光地の宿泊施設でのプラン化の推進が有効
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３．旅行者に求められている
「農業観光」プランについて

・「自然体験旅行」に対する意識調査
・旅行者に求められている農業観光プランについて
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３－１．エントリー層が求める「農業観光」のポイント

農業観光はあくまで、観光コンテンツの一つ。
旅行プラン全体のストーリー立てと、ﾊﾞﾘｴｰｼｮﾝが必要。

①旅行ついでに「短時間」で気軽に参加できる仕組み
観光地の「宿泊施設」との連携、宿泊プラン化

（体験内容・時間、観光地からの距離も重要）

② 「食の魅力」,「知的好奇心」,「宿泊条件」を満たす
旅行の楽しみを満たせるプラン設計も重要。

ソフト力で勝負が可能。

③参加意欲をくすぐる競争優位性のある商品開発
「その土地ならでは」、「その時期ならでは」など

エリアの魅力を発掘し、磨くことが求められる。
バリエーション豊富な体験プログラム開発が重要
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３－２．「自然体験旅行」ー旅行者の経験

「自然体験旅行」に対する意識調査（07年3月調査）

「これまでに自然体験旅行の経験がある人」は４割程度。

日帰りが約半数、１泊２日以内が約８割を占める。

自然体験旅行の経験 自然体験旅行の日数

日帰り



16

３－３．「自然体験旅行」ー旅行者の経験

「自然体験旅行」に対する意識調査（07年3月調査）

「これまでに体験したことのあるもの」の上位は、
短時間で気軽に体験できるものが上位に挙がっている。

（複数回答）
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グリーンツーリズムに参加しない「明確な理由はない」。
魅力的な商品がないか、情報が魅力的に伝えられていない

（複数回答）

「自然体験旅行」に対する意識調査（07年3月 じゃらんリサーチセンター2000人調査）

３－４．「自然体験旅行」の課題
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３－５．希望する「自然体験旅行」

数が多く見込めるグリーンツーリズムエントリー層は、
簡易な体験、一般の宿泊施設を希望する人が多い

宿泊希望施設については、最も希望が高かったのが民宿。
次いでペンション、旅館。
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３－６．1泊2日の「農業観光」事例について

事例）リピートを促すための「1泊2日×複数回」を狙うプラン例。
東京から日帰り圏内のエリアでも宿泊させることも可能なプラン。

「ハード（体験受入農場）」＋「ソフト（農業者）」の両者がウリ

【有機にんじん収穫＆農場ブランチプラン】

1泊2食＋体験（ランチ含む）

・11:00ホテル集合 →農場へ送迎

・11：30 有機野菜 収穫体験（さつまいも）

・12：30 農場ブランチ（野菜バーベキュー）

・13：30 有機野菜 収穫体験（にんじん、大根）

・14：00 ホテル着 チェックイン後フリータイム

・18:00～夕食を楽しみながら、

「食から始めるエコ講座

～地球に優しい有機野菜とは」

・翌日～ フリータイム（朝食後11:00ﾁｪｯｸｱｳﾄ）

ホテル泊(1泊朝食付)

農業体験＆ランチ

関連講座＆ディナ－
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宿泊プランについて

３－７．参加者の声より

・気軽にこれる場所でよかった。
車がないので、アクセスがよいのが便利（27歳女性）

・ホテルに泊まってのんびりできた。観光して帰ります。（40歳女性）

・農業には興味があったけど、どこでできるのか分からなかった。
プランに組み込まれていたので、一人でも参加できた（36歳女性）

・体験の時間が丁度よかった。少し土に触れるだけで、癒された。

・農家の方のお話が面白かった。いろいろと知識が得られて、
農業に対する興味がわいた。（28歳女性）

・広い農場で食べた食事がおいしかった。
野菜のおいしさに気付いた。定期的に取り寄せたい（38歳女性）

農業体験について



21

楽しい

体験・
思い出

異性
関係

話題性季節感

ﾘﾗｯｸｽ

参加感

３－８．変化する「旅行者のニーズ」

出会い

(シェア可能)
ネタになる

（その土地）

ならでは感

開放感

(じゃらんリサーチセンター
「働く若者旅行実態調査」

－事前定性調査 09年2月

旅行者のニーズは変化している。
“本物体験が求められる時代”。農業観光市場拡大に期待。

生活基礎欲求因子

08年国内旅行意識調査より

知的好奇
心を満たす
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４．事業プラン案について

年間３億人泊の「観光旅行」に「農業」を浸透させる

「農業観光エントリーモデル」開発
～旅行ついでグリツリ体験ができる「宿泊プラン」の開発～
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４－１．事業全体概要（案）について

1泊2日の旅行のついでにグリーンツーリズムに触れる
『農業観光エントリーモデル』の開発

【ターゲット】
・グリーンツーリズムに関心はあるが、実際には体験していない人たち
（消費接点別に、異なるグリーンツーリズムへの関心を頂いている人たち）

【目的】
・旅行の中でどのような体験を求めるのか等の一般調査からニーズを把握し、
実験参加エリアの特性や、観光資源との組合せなどの地域別観光調査から、
売れる1泊2日の宿泊プラン、宿泊に組込める着地型体験コンテンツの
商品モデル開発、および、販売促進モデルの開発を目指す。
→観光地の条件別に、成功する「商品パターン」の分析を実施したい。

【ゴール】
・「農業観光エントリーモデル」の成功事例について情報開示し、
全国の宿泊施設等で、条件に合わせ、グリーツーリズムが組み込まれた
「宿泊プラン化」、「着地型コンテンツの情報発信」を推進していく。



24

４－２．プロジェクト推進（案）について

ＳＴＥＰ１ コンセプト調査（プラン受容調査）

・一般調査→消費接点別にグリーンツーリズムへの関心、阻害要因を調査
・実験地調査→観光コンテンツとの相性、｢その土地のならでは｣の魅力発掘、

プラン受容調査を実施（検討）

ＳＴＥＰ２ 実験地・内容を決める
・「宿泊プラン」の商品化を実現できるエリア選定

ＳＴＥＰ３ 実証実験する「プランタイプ」の検討
・販売データ分析の軸を検討（例：対象×エリア×内容×金額など）

・ターゲット別にニーズの高そうな「モデルプラン」を策定

ＳＴＥＰ４ 体験プラン化（農業と宿を結びつける作業）

・ 各地域（グリーンツーリズム関連）と、関係事業者でプラン造成

ＳＴＥＰ５ 宿泊プランの販売開始
・情報の一元化を図り、予約動向、予約者プロフィールを把握する。

ＳＴＥＰ６ 記入式アンケートを配布・回収

・実際の参加者の声を調査。分析し、仮説検証を行い知見を共有する

以下と並行
(公募後）

～３月

～４月

～６月

７～11月

～11年３月
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【参考】1泊2日に組込み可能な「コンテンツ」例

ホテル・旅館 泊

農業体験＆ランチ エコ講座＆ディナ－朝市散策＆朝食

青果市場 見学

農家料理 講習会

早朝農業体験

生みたて卵 採取体験

地元農家との交流会

野生動物・自然観測

エリアの温泉／歴史・文化資産／観光スポットなど観光資源との組み合わせ
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旅行情報サイト

【参考】情報集約ー宿予約情報の集積方法案

やっぱりイチゴ大好き お土産を買う人がほとんど

消費接点別サイト

本事業プロジェクトサイト

画面上で
アンケート実施

アンケート画面

予約画面

予約一覧画面

プラン一覧 画面

野菜通販
サイト

エコ・ロハス

ガーデニング

アンケート
パネル
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【最後に】

・グリーンツーリズムとの消費者接点を創っている企業（媒体、物販）
・趣旨にご賛同を頂けるエリア
・観光地近隣でグリーツーリズムを推進している組織の方
・宿泊施設との連携、プラン企画をしている方々…等とご一緒に

国内旅行3億人泊へのＧＴ普及を目指し、
気軽にグリーンツーリズムに触れて頂ける
「プラン作りの推進」をしていきたいと考えて
おります。どうぞ、よろしくお願いします

1泊2日旅行のついでにグリーンツーリズムに触れる
『農業観光エントリーモデル』の開発


