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Ⅰ．地域ストーリーとは 
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地域ストーリーの特性 

コウノトリ 

城崎温泉 
豊岡カバン 

ア－トセンター 
出石そば 

コウノトリ 

城崎温泉 
豊岡カバン 

ア－トセンター 出石そば 

コウノトリ 

城崎温泉 
豊岡カバン 

ア－トセンター 

出石そば 

共通の目標 
北極星 

①背景 

②結ぶ 

③語る 

キー・コンセプト 

・観光地域作りには、地域全体を俯瞰したマネジメント
が必要だが、地域の観光関係者は、バラバラに取り
組んできた。 

→観光客から見た地域への印象・魅力に一体感がな
く、うまく共有・共創できるチャネルが存在しない。 

・一体感を持って観光地域作りを行うためには、地域
の観光資源をストーリーで「結ぶ」ことが有効。 

・特に、明確なマーケティング戦略を立てて、効率的な
マネジメントを行うためには、地域が共通の目標（「北
極星」）を共有して、共通のビジョンに合わせてマネジ
メントを進めていくことが必要。 

・ストーリーを共通のビジョンとして位置づければ、供給
側での目標はストーリーを磨くこと、需要側への目標
はそのストーリーをうまく伝えることとなり、地域共通
のベンチマークが生まれ、一体感のあるデスティネー
ション・マネジメントを行うことができる。 

・ストーリーを語るには、登場する人物や物事一般な
どの要素それぞれが役割を持ち、全体の流れを作る
ことが必要。 

・各地域資源のフラットなヨコのつながりだけでなく、 
それぞれが個々に位置づけや順番を持ち、明確化 
されたターゲットに訴求するようアレンジされることに
よって、更なる付加価値・魅力が生まれる。 

ストーリーの要素（地域資源）に順番を持たせる 

ストーリーの
主人公 

ストーリーが狙う 
ターゲット 
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地域ストーリーの構造 

コウノトリ 
子宝 

復活 

エコ 

Be happy 

お米 アート 温泉 旅行 カバン 

コア・ストーリー 

子育てに役立つ 
マザーズバッグ 

コウノトリ 
≒旅人の 
イメージ 

コウノトリが 
傷を癒やした温泉 

コウノトリを 
テーマにした 

コンペティション 

コウノトリ 
育む農法 

お米 アート 温泉 旅行 カバン 

コウノトリというコア・ストーリーに、それぞれの地域資源を小さなストーリーで結びつける。 
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地域ストーリーの具体的イメージ① 

 

主人公：コウノトリが… 
(例) 
 ・エコ、 復活 → かつて環境破壊により絶滅したが、環境の再生が復活させた。 
 ・子宝、幸福 → 温泉に入って傷を癒やし、幸せ、子宝を運んでくる。 
 

 

主人公：旅行者(ぼく、わたし、○○ちゃん etc.)が、 
 --- を訪れて、オリジナル・ストーリーを追体験（見る、聞く、知る、）して… 
・幸せな気分で笑顔になる 
・感動して涙する 
・勇気をもらい、元気になる 

 

オリジナル・ストーリー 

追体験ストーリー 

舞台：ストーリー世界(過去、現在、未来) 

舞台：現実世界（旅行先のまち、地域） 

コウノトリ空港で 
コウノトリの銅像
が迎えてくれる 

コウノトリが傷を
癒やした温泉 

鴻の湯につかる 

コウノトリが 
羽ばたく 
姿を見る 

マザーズバッグを
買って、特急コウ

ノトリで帰る 
起 承 転 結 

観光客が追体験できるストーリーに 

（主人公，ストーリー）＝（観光客，周遊ルート） 

4 



 

 主人公（観光客）をス
トーリーの世界に引き込
む。 
 観光客がストーリーの
世界に入ったことを感じ
させるコンテンツを提供
する。 

 

 主人公がストーリーの世界に入って、
様々なことを体験していく。 
 観光客にストーリーを感じさせ、ワク
ワク感を与える仕掛け・演出をいかに
多く提供出来るかがカギ。 
 

(ex.) 
・コウノトリの形をしたスイーツ 
・子宝や幸福をテーマにしたアート 

 

 ストーリーのクライ
マックス。ここを起点
にしてストーリーを
制作する。 
 観光客が味わう最
も感動的・印象的な
体験を用意する。 

 

 主人公がこれまで体
験してきたストーリーを
まとめ、ストーリーが終
了する。 
 持ち帰ったお土産に
語り直すストーリーを想
起させる要素を含めた
り、商品・サービスの効
果を印象づける成功体
験（「御利益」）を用意す
ることによって、口コミ
や再訪・紹介の「理由
付け」をするきっかけを
生み出す。 

地域ストーリーの具体的イメージ② 

コウノトリ空港で 
コウノトリの銅像が 

迎えてくれる 

コウノトリが傷を癒やした温泉 
鴻の湯に入る 

コウノトリが 
羽ばたく 
姿を見る 

マザーズ
バッグを買
い、特急コ
ウノトリに
乗って帰る 

起 承 転 結 

盛
り
上
が
り 

時間 

起 承 転 結 
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Ⅱ．マーケティング手法を踏まえた 
ストーリー作りの具体的なプロセスについて 
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マーケティング 
セグメンテーション、 
４Ｐ、４Ｃなど 

地域ストーリー作りのプロセス（第２回研究会事務局提出資料） 

きっかけ作り・場作り 
•「自分の思い」を率直に議論できる場の設定 
•「対象物」をどうやって守っていくのか？ 

議論→行動に 
•考える前に、まず「やってみる」 
•成功事例・失敗事例の積上げ 

取組の検証 
•成功・失敗の原因の分析 
•個々の取組をヨコにつなげていく 

ストーリーの考案 
•ストーリーとは個々の取組から抽出されるコンセプト 

 

ストーリーの実行 
•観光客にストーリーを「自分ゴト化」させる仕掛け 
•ストーリー→取組（実行）→新たなストーリーへ 

D 

C 

P 

A 

 地域の持つ資源や、関係者が
行った取組、観光客の顧客満足
度などのデータを収集・整理・分
析する。 

地域の方との 
セッションで 

トライした部分 

第２回研究会資料を一部抜粋 
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観光地マーケティングの特性 

・「観光地」という単位でフラットにマーケティング調査を行うと、切り口が無数に存在
することになり、データ分析の際に収集がつかなくなる。 

 

⇒地域ストーリー作りに有効なマーケティング調査を行うため、ストーリーを切り口と
することで調査対象を限定する。 

・マーケティングに関わる主体が多数存在 
・消費者を単純な属性でセグメントできない（切り口が無限に存在） 
 →競争相手がわからない（「可処分所得」と「余暇」を奪い合う無限のプレイヤー） 
・ＬＴＶ（顧客生涯価値）が定義できない（リピート率がブラックボックス） 
 

⇒消費財メーカーなどの一般企業で使用されているマーケティング手法をそのまま 
  適用するのは難しい。 
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・外部有識者の助言 
・マーケティングによりターゲットを明確化 

 
・外部有識者の助言 
・キーパーソン発掘 
・行政を中心とした場作り支援 
→ワールドカフェ方式などを利用した

継続的な関係者による対話 

マーケティング手法を踏まえた地域ストーリー作りプロセス（案） 

➀ 
きっかけ 
場作り 

② 
場の拡大 

③ 
ストーリー 
原案制作 

④ 
ストーリー

検証 

⑤ 
ストーリー

修正 

⑥ 
商品 
展開 

・地域ストーリー作りにおける場作りや合意形成の重要性については、ここまでの委員各位の議論にお
いてもご指摘をいただいたところ。 

・より実践的な地域ストーリー作りの手法の確立に向けて、マーケティング的視点を踏まえた、特定の
ターゲットに訴求する戦略的なストーリー作りのプロセスを以下のとおり提案する。 

9 



➀きっかけ作り・場作り 

・地域ストーリー作りの第一歩は、地域の関係者が対話を行う「場」を作ること。 
①行政が地域の対話のきっかけとなる「場」作りを支援する 
②外部有識者が少数グループでの取組のきっかけ作りやキーパーソン発掘などを行う。 

・第２回研究会において、豊岡市の関係者が委員を交えてワールドカフェ方式で対話を行い、場作り・きっ
かけ作りの実践を行った。 

①行政の場作り支援 ②外部有識者によるきっかけ作り ワールドカフェの模様 

H26.11.13 兵庫県豊岡市役所 第２回研究会資料を一部修正 第２回研究会資料を一部修正 
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②場の拡大（小さな取組を広げていく） 

場 

 観光地域作りを行う「場」が形成されれば、「場」と「個々の取組」の間でインタラクティブな営みが行われ、
その営みが連続していく結果として、その「場」が拡大していく。 

みんなゴト化 
個々の取組が
「場」に加わる 

自分ゴト化 
場での「出会い」が 

新たな取り組みを生む 
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③地域ストーリーの原案制作 

・観光地域作りに向けた個々の取組や、ストーリーに取り入れたい観光資源等を踏まえて、地域ストーリーの原案を制
作する。 

・その際、周辺の商工業・農業などの関係者も巻き込んで、地域が一体となって合意形成を行う。 
→地域の目指すストーリーが「みんなゴト化」するためには、合意形成に向けた十分な対話を行い、一人一人が納得

感を持つことが大前提。 
・マーケティングや地域資源のプロデュース等に深い知見を持つ外部有識者や、ストーリーの制作や演出等に技術を
有するクリエータがアドバイス・チェックなどを行うことによって、ストーリーとしてのおもしろさ・魅力や品質を確保。 

→観光と不可分の交通インフラ（近接性）・繁閑期などの特殊要因を考慮に入れた検証が必要 
・行政による合意形成に向けた後方支援が重要 

 個々の取組から 
エッセンスを抽出 

 

・合意形成に向けた後方支援 
・外部有識者への謝金負担 

行政の役割 

 ストーリー作りに活用できる
地域に存在する観光資源やス
ポットは？ 

徹底した対話 
→合意形成 

12 

外部有識者・クリエータの 
視点・アドバイス 

http://worldheritage.pref.gunma.jp/ja/ks003-001.html
http://worldheritage.pref.gunma.jp/ja/ks003-003.html


④－１ 調査対象の設定 

ストーリーを 
感じていない 

グループ 

何らかの形で
ストーリーを 
既に体験した

グループ 

マーケ
ティング
調査で
抽出 

地域に訪れる 
観光客全体 

 ストーリーが効果的なものとなっているか検証するため、ストーリーを無意識のうちに「既に体験してい
る」観光客をマーケティング調査で抽出する。つまり、ストーリーが意図する地域内での消費のあり方を特
定し、そのような消費を行っている集団を抽出するためのマーケティング調査を行う。 
Ex.城崎温泉に訪れる多くの観光客のうち、温泉の中で全て消費活動を行っているグループではなく、豊岡カバンや 

コウノトリといった他の資源をストーリーと同様の組み合わせで選び、消費したグループを特定して調査。 

ストーリーで 
結びつけられ
た地域資源 13 

http://photo.kinosaki2.net/night/1399.html


④－２  ペルソナの設定 
・マーケティング調査で得られた結果を分析して、抽出された属性等を基に仮のターゲットとしてイメージ化する。 
・このイメージを基に、ターゲット（仮）と共通の属性を持つ集団に対して、集中的な調査を行う。 
・ターゲット（仮）に関する詳細な調査結果を分析し、マーケティング戦略を踏まえて、その地域が「刺す」ターゲットとして
より適性の高いイメージへと明確化し、これをペルソナとして再構築する。 

・ペルソナの嗜好、社会的環境などがマーケティング戦略（競争市場の設定）や商品開発のベンチマークとなる。 

分析 
イメージ化 

再構築 

ストーリーを 
体験している 

集団への 
マーケティング 
調査の結果 

ターゲット（仮） 

修正されたイメージ 
⇒ペルソナ 

集中的調査 

ターゲット 
に関する 
定性的・ 
定量的 

調査結果 

マーケ 
ティング 
戦略 
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⑤ターゲットに訴求するストーリーに修正 

①ストーリー 
原案 

②ストーリーを修正 

・マーケティング調査を始める前に作成されたストーリーの原案を、ペルソナに訴求するよう修正する。 
→その際、ストーリーがマーケティング戦略に整合しているか十分に確認しつつ、マーケティングに知見を持つ

外部有識者にも助言を求める。 
・原案制作と同様、修正したストーリーを決定する際には、合意形成を行う。 
→ストーリーがマーケティング的視点と地域の合意形成を併せ持つことで、効果的なデスティネーション・マネジ

メントに向けて、地域が一体となって取り組むことが出来る。 

 
 
 
 

マーケティング戦略 

外部有識者による助言 

「みんなゴト化」 
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合意形成 



⑥ストーリーの商品展開 
・完成したストーリーを観光客まで届けるためには、ストーリーを商品化して、観光客がストーリーを追体験する
チャネルを用意することが必要。 

・観光ガイドや映像コンテンツがストーリーを解説して観光客に直接体験させたり、ストーリーに基づいて食品や
旅行プランなどを開発し、財やサービスの消費を通じて間接的に観光客にストーリーを追体験させるなど、   
ストーリーを多面的に商品展開し、ストーリー体験のチャネルを増大させることで、観光客にストーリーを「自分
ゴト化」させる。 

ストーリー 

 ストーリーは要素となる個別の地域
資源を寄せ集めて制作される。 

ストーリー 

 マーケティング分析と合意形成によって、ストー
リーは、地域資源の単なる寄せ集めから、それぞれ
を全体の文脈の下で位置づけた、地域の観光マー
ケティング戦略の拠り所となる。 
 それぞれの地域資源は、ストーリーとの結びつき
を前提とした商品開発が行われ、ストーリーと整合
性のない商品は淘汰される。 

地域資源がストーリーを規定 

ストーリーが地域資源をコントロール 

豊岡カバンで 
作られた 

マザーズバッグ 

コウノトリと 
子宝の 

ストーリー 

代表的な 
地域資源の 
豊岡カバン 

 バッグを愛用することで、 
コウノトリと子宝のストーリーを 
消費者が追体験する。 

 主客が逆転 ストーリーの自分ゴト化 16 

ストーリーを商
品開発のコード
として、地域資
源をひとつひと
つの商品に落と
し込んでいく。 



①場作り 

きっかけ作り 
②場の拡大 ③ストーリー

原案制作 
④ストーリー

検証 
⑤ストーリー

修正 ⑥商品展開 

①ストーリー
を知る 

②ストーリー
を感じる 

③ストーリー
を伝える 

口コミ等により伝道 
→空気感の醸成 

 

・マスコミを使ったＰＲ 
・インフルエンサー 
 からの情報発信 

・コミュニティのポータルを提供 

・ストーリーを感じ取れる 
商品・サービスの提供 

生産側（地域） 

消費側（中央） 

ＣＳやニーズの変化を調査 
→ストーリーやブランド戦略を 
定期的（数年ごと）に見直す 

ミクロ・個別な 
取組を重ねていく 

地域として 
売り出したい 

観光資源の決定 

マーケティング調査 

生産プロセスと消費プロセス（イメージ） 

自分ゴト化 

みんなゴト化 

ターゲットに訴求する 
ストーリーとは？ 

３ヶ月程度 
３ヶ月×２サイクル＝６ヶ月程度 想定スケジュール 
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Ⅲ．観光の推進体制について 
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地域ストーリーを具現化していく推進体制の構築 

・地域ストーリーを具現化していくには、ストーリーの発信にとどまらず、観光客がストーリーを追体験できるような具体的な取り組み(商
品）が必要となる。そのため、具体的な商品を立案し、その実現に取り組む主体の存在が必要である。 

・地域ストーリーの関係者は、行政系はもとより、商工業者や農水業者、NPO、地域内外の交通機関、地域外の旅行会社、広告代理店、
有識者など広範にわたるため、会員制を基本とする既存の観光協会や商工会議所などで対応していくことは難しい。 

・地域では、各種イベント（例：花火大会、スポーツ大会）の実施にあたり実行委員会が組織されることは多いが、事務局となる組織に対
する資金的（カネ）な援助のみにとどまることが多い。 

・ストーリーの具現化、商品化に向けて、資金だけでなく、労働力（ヒト）やインフラ・設備（モノ）、知識・ノウハウ分野（チエ）での持続的に
協働、連携させプロジェクト遂行にあたっていくことのできる推進体制の構築が求められる。 

場づくり 

ストーリーづくり 商品化 プロモー
ション 販売 受入 収益 

商工業者 宿泊業者 NPO 交通事業者 旅行会社 有識者 

推進主体の構成員 

人材提供 施設提供 資金提供 知恵・情報提供 
分配※ 

地域ストーリーの具現化プロセス 

行政 

設定 

補助 

地域ストーリー“商品”のイメージ ～ストーリーの追体験と共に消費活動を誘導する取り組み 
・旅行会社の観光バスへのガイド派遣／ガイド付きの観光タクシー 
・ストーリーをたどることで割り引きや付加サービスを受けることのできる地域ストーリーチケット 
・ストーリーに対応した特別なイベント参加券や限定商品 
・ストーリーを語るガイドブック、ハンドブック 
・ストーリーを軸に宿泊施設や飲食施設、体験プログラムなどをパッケージにした着地型旅行商品 

※LLPまたはLLC形態では、提供資金ではなく、
事業への貢献度に応じた収益分配が可能 

一連のプロセスを総合的に管理するシステム（DMS） 

19 



（事例）ハワイ州ワイキキの地域創生 

・ハワイは温暖な気候とダイナミックな自然景観を活かした世界を代表するリゾート地であったが、1990年代に入ると、主要顧客であった
日本のバブル崩壊によって、その成長は途絶えることになった。主要産業の観光業が大きな影響を受けたため、1990年代後半に入り、
ハワイは新しい活性化策に乗り出す。 

・1998年、宿泊事業者からの申し出により、増税分を観光地マーケティングの目的税とする事を条件に、宿泊税を6％から7.25%へ増税し、
その財源をもとにHTA（Hawaii Tourism Authority）を創設。 

・HTAは、安定財源をもとに、中長期的な展望に立った戦略的なマーケティングを行い、ハワイがキーコンテンツとして提供すべき魅力に
ついて、従来のビーチ主体のものから、ハワイの文化や海に留まらない自然資源へと転換した。 

・並行して、 ホノルル市ではWaikiki Livable Community Projectを立ち上げ、ハワイの文化や自然を活かした景観デザインを、コミュニティ
の視点から市民を巻き込んで策定した。そして、そのデザインコードを元に、道路やビーチなどの公共空間の再整備を実施した。 

・このデザインコードは民間事業者にも提示され、特定期間に実施された建物のリノベーションや新築について、固定資産税の減免措置
が同時に講じられたことで、新しいデザインコードに沿った建物改修及び新設を促した。 

・さらに、これらの取り組みが全体として調和を持って進められるよう、BID（Business Improvement District）を不動産オーナー／テナント
で立ち上げることを促し、リゾートとして持続的に高質な空間とサービスを備えたワイキキエリアとして運用していく仕組みを作った。 
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ハワイ州の観光客数推移 

日本のバブル崩壊による低迷期 

HTAの稼働による再活性期 

空間リノベーション後の成長期 

 観光の特性上、同時多発テロ、リーマンショック
などの影響を強く受けるが、重層的な取り組みに
よってハワイの観光は着実に成長している。 

 現在のハワイは、ビーチや水着などでは
なく、ハワイの文化や広範な自然をアピー
ルするようになっている。 
これにより、他のリゾートと差別化し、中高
年層を含む幅広い客層を取り込むのに成
功した。 

 ワイキキエリアは、多数の地権者がいる
にもかかわらず、新しいハワイの価値に対
応すべく10年余りで、ほぼ全面的なリノベー
ションを実現した。 20 



【参考】DMS（Destination Management System） 

ＤＭＳ 

観光 
資源 
管理 

販売･ 
決済 
機能 

来訪者
調査 

広告 
管理 

顧客
CRM 

レポート
機能 

・地域ストーリー“商品”の展開に当たって、経営資源の限られている推進主体が、様々な取り組みを統一的に展開し
ていくことは容易ではない。 

・このギャップを埋める手法として、欧米ではDMSというＩＴシステムが運用されるようになっている。 
・このDMSは、ホームページの管理システムとして広く普及してきているCMS（Contents Management System）をDMO、
DMC向けに展開したもので、観光客の誘致と維持に関わる情報発信、販売、調査、広告、CRMに加え、関係者向け
のレポート機能などを備えている。 

・地域ストーリー“商品”の展開においても、このシステムを利用することで大幅な効率化が可能となると考えられる。 
・しかしながら、この種のシステムは欧米では普及してきているものの、我が国では一般化していない。 

出展：英国でDMS最大シェアを持つNew Mind社および観光地マネジメント研究会（JTBF主催）の資料より作成 

 一般的なCMS同様にASP（SaaS）として機
能するためブラウザのみで運用できる。 
 ブラウザを介して観光資源DBに、施設

の情報を登録・更新することで、自動的に
WebページがPC版、スマホ版が生成され
る（ワンソース・マルチユース）。 
観光資源DBは、各施設が自ら更新するこ
ともできる。 
 また、決済機能や広告管理機能とも
シームレスに連動し、商品紹介だけでなく、
その宣伝や販売も一体的に行える。 

 併せて、DMSでは観光客向けのWebア

ンケートや、案内所での問い合わせ履歴
などの情報も集約する機能を備える。 
 さらに、アンケート回答者などを対象に、
顧客管理（CRM）機能を備え、全員また

は任意に選択した顧客に電子メールを送
付したり、顧客の宛名ラベルを印刷したり
することも可能である。 

 モジュール構造になっ
ており、必要に応じた組
み替えを行う。 

21 



Ⅳ．富岡製糸場と絹産業遺産群が 
抱える課題と対応策について 

22 



 
 

富岡製糸場と周囲が抱える課題 

富岡製糸場 

田島弥平旧宅 

荒船風穴  

高山社跡  

富岡市内の 
商工業者 

・富岡製糸場に年間１２０万人ペースの人が訪れている一方、他の世界遺産への来訪者は１０分の１程度に留まる。 
・交通インフラの制約もあり、団体客のバスによる来訪が大半。この場合、観光客の時間的な自由度は制限され、製糸場という限られた
エリアと定められた順路の中でしか活動できない。 

・大半の観光客の目当ては、絹産業遺産群でもなく、富岡市でもなく、製糸場のみであり、動線は観光バスの駐車場と製糸場の往復に
限定され、短時間の滞在が終われば軽井沢などの他の観光地に移動する。 

・世界遺産は国内に一定数存在し、それだけで多くのリピーターを呼び込む差別化は困難。 
→富岡製糸場と絹産業遺産群で、実は年間１２０万人ペースで潜在的な観光客を「失っている」可能性がある。 

富岡市 

下仁田町 
伊勢崎市 

藤岡市 

 富岡製糸場を見たから、目的
は達成したな。 
 次の休みは白川郷あたりに
行ってみるかな。 
 よし、取りあえず、軽井沢へ向
かおう！ 

観光客の多くは製糸場と 
バス駐車場の間を往復 
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富岡製糸場と絹産業遺産群が抱える課題の整理 

• 富岡製糸場に現在来訪している多くの観光客を周辺地域に
呼び込み、滞在時間と域内消費額を増大させる仕掛け作り
が喫緊の課題。 
• 製糸場の中で、どのように観光客を「楽しませる」か 
• 製糸場の周辺で、どのように観光客を「もてなす」か 
• 製糸場から少し離れた富岡市街や他の遺産で、どのように

観光客に「つながっている感覚」を与えるか 

現在 

• 富岡製糸場が一過性のブームだけで終わらないために、
ブームが落ち着く３～５年後をイメージした戦略作りが必要。 
• 製糸場のデスティネーションとしての位置づけ 
• 製糸場の目標来訪者数（個人旅行比率）の設定 
• 製糸場から距離のある宿泊可能なデスティネーション   

との連携 

将来 
24 



富岡製糸場との距離を基軸とした観光戦略 

①富岡製糸場内 

観光客を楽しませる ②富岡製糸場周辺 

③富岡市街 
他の遺産群 

④宿泊施設を持った 
デスティネーション 

観光客をもてなす 

観光客に「つながり」を体験させる 

他のデスティネーションに向かう 
観光客を呼び込む 草津温泉 

伊香保温泉 

軽井沢 

・観光客を呼び込む動機となるキラーコンテンツは富岡製糸場のみ。 
・観光客の選択には、「近接性」が大きな影響を及ぼす。 
⇒富岡製糸場との距離を基軸にして、必要な対応策を考える必要がある。 
 富岡製糸場や周辺地域に滞在できる時間は観光客によって様々。各スポットが観光客に魅力的な選択肢を提供するこ
とで、富岡製糸場周辺のデスティネーション全体の魅力を高め、リピート率やロイヤリティを高める。 

25 
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①富岡製糸場内 

 まずは、富岡製糸場に来ている多くの観光客を楽しませるための取組が重要 
（例） 
・富岡製糸場の初代場長である尾高 惇忠、その長女であり工女第１号として採用された尾高 勇、創業時に指導者として
雇われていたフランス人ポール・ブリュナ、伝習工女として入場して後に「富岡日記」を記した和田 英等になりきり、各人物
の目を通して当時の様子をありありと伝えるガイドツアーを数パターン用意 

・当時、「フランス人技師たちは生き血を飲んでいる」と恐れられていた赤ワインや蚕にちなんだお菓子などのセットを数量
限定で販売し、ブリュナ館など通常非公開の場所で特別に試飲・試食してもらう 

・工女の衣装を着た入場者には入場料減免、記念撮影のサービス（市街地の貸衣装店とのコラボレーション） 
・工女の生活を描いた「富岡日記」をメディアミックスによりコンテンツ化（ドラマ化、アニメ化） 
・糸繰り体験で自ら紡いだ糸を染色し、赤い糸のお守りとしてプレゼント 
・富岡製糸場の歴史を伝えるプロジェクションマッピングを実施   等 

プロジェクションマッピングの 
イメージ図（東京駅） 

赤い糸のお守りイメージ 
（出雲のおみやげ） 

尾高 勇 

和田 英 ポール・ブリュナ 

尾高 惇忠 

オール群馬の 
「桑の実ワイン」 

工女衣装 

くず湯まゆこもり 

かいこの王国 
（チョコレート） 

「富岡日記」の 
メディアミックス 
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②富岡製糸場周辺 

・富岡製糸場に係る消費を敷地外に波及させるためには、製糸場周辺の商店街などの「おもてなし」によって、  
観光客の更なる消費を呼び込む仕掛けが必要。そのためには、狭義の観光業だけでなく、飲食業・商工業などの
協力が必須。 

・レストラン、喫茶店などの飲食サービスは、空腹感の充足や休憩場所の提供という純粋な機能だけでなく、「ここで
しか食べられないもの」や「ここでしか味わえない体験」などの独自性を持たせることで、リピートを呼ぶ一因を作る。 

工女が食べた食事 

富岡日記弁当 工女カレー 

絹石鹸 
着物 

富岡に来ないと味わえない体験 富岡でしか味わえない食事や地域産品 

機織体験 

シルク麵 

絹を活かした地域産品 

工女の衣装 

製糸場周辺や富岡
市街を仮装で闊歩 
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③富岡市街・他の遺産群 

・現状では、ほとんどの観光客の動線が富岡製糸場と観光バスの駐車場の往復に終始しているが、その効果を周辺地域
に波及させるためには、富岡市街や他の遺産群への観光客が回遊する仕掛けが必要。 

 
 

富岡製糸場 

田島弥平旧宅 

伊勢崎市 

富岡市 

荒船風穴  

下仁田町 

高山社跡  

藤岡市 富岡市内の 
商工業者 

・スタンプラリーの実施 
（市街地、自治体間） 
・団体ツアー客に市街地限定の
地域通貨（クーポン）を付与 
（市街地での消費を促進） 
・有料ガイドによる周遊ツアー 
・共通キャラクターの活用（※） 
・新たな切り口での観光名所化 
 （荒船風穴＝冷気のパワースポット 
  碓氷第三橋梁を歩いて渡る）   等 

（※）例 まゆダーマン（藤岡市） 

安中市 

碓氷第三橋梁 
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④宿泊施設を持ったデスティネーション（草津温泉、伊香保温泉、軽井沢等）との連携 

 富岡製糸場と絹産業遺産群は、観光地に立地していないため近隣に宿泊施設がなく、草津温泉等の
宿泊地と連携し、それらの宿泊客に来訪を促す取組が必要。 

富岡製糸場には行か
れました？ 
製糸場の他にも・・・・・。 

お時間があれば、 
富岡製糸場に 

行かれてみては 
どうでしょうか？ 

・草津温泉、伊香保温泉等の旅館の女将や仲居、軽井沢のホテルのベルボーイ、ペンションのオーナーなどが、
宿泊客に対し、富岡製糸場と絹産業遺産群の話題を提供する。客の反応によっては、パンフレットなどを提供
し、当該客が行ってみたくなるように、簡単なストーリーを紹介する。 

・宿泊者向けに、富岡製糸場や絹産業遺産群への無料送迎バスを運行。 
 旅館単位、ホテル単位ではなく、旅館組合等の街単位で運行する。 

・宿泊者のうち、知識層、富裕層向けに、一級のガイドが付いた有料の「プレミアムツアー」の実施。 
・富岡製糸場の入場券の半券提示で、宿泊費割引や飲み物一杯無料等のサービスを実施。 
・旅館、ホテルのテレビで、４遺産を紹介するビデオを流す。 29 

http://worldheritage.pref.gunma.jp/ja/ks003-003.html

	地域ストーリー作り研究会（第３回）
	目  次
	Ⅰ．地域ストーリーとは
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	Ⅱ．マーケティング手法を踏まえた�ストーリー作りの具体的なプロセスについて
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	スライド番号 11
	スライド番号 12
	スライド番号 13
	スライド番号 14
	スライド番号 15
	スライド番号 16
	スライド番号 17
	スライド番号 18
	スライド番号 19
	Ⅲ．観光の推進体制について
	スライド番号 21
	スライド番号 22
	スライド番号 23
	Ⅳ．富岡製糸場と絹産業遺産群が�抱える課題と対応策について
	スライド番号 25
	スライド番号 26
	スライド番号 27
	スライド番号 28
	スライド番号 29
	スライド番号 30
	スライド番号 31

