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海外旅行推進部 保坂明彦

JATA・タイ国政府観光庁共催 タイ研修旅行
実施時期：2016年5月26日~30日

視察方面
1班：タイ北部ランパーンとチェンマイ

2班：タイ南部クラビ
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タイ：ASEAN最大の日本人に人気の渡航先（2015年132万人）

業界の現状：リゾート・モノデスを中心とした従来型旅行会社の販売苦戦

OTA・航空会社↗ ホールセラー・旅行会社↘

主要ﾎｰﾙｾﾗｰ・旅行会社が共同で新しい周遊型商品の開発と消費者へのPR展開
JTB/JWV、KNT/CT、NTA、HEI、HIS、JALPAK、ANAセールス
例：17年上期商品にランパーンを組み込んだ商品を一斉に発売

主要ﾎｰﾙｾﾗｰ

主要旅行会社

ホールセラー・旅行会社・観光局の三身一体となった周遊型旅行商品の集中的なPR展開

タイ＝重要市場

新商品 観光局

業界の現状と共同企画とメディア戦略の必要性

プロモーションプロモーション



実施の背景

１ タイはASEAN諸国の中で最大の日本人に人気の渡航先（12年134万人、13年152万
人、14年127万人、15年130万人（見込み）

２ JATAとタイ国政府観光庁の間で日本人渡航者数2020年200万人を目指すMOUを
2015年11月に締結

３ On Line Travel Agent(OTA)とキャリア・サプライヤー（主に宿泊施設）の直販強化に
よる従来型旅行会社の販売苦戦（特に単純往復先であるモノデス都市とリゾート）

４ 上記３の解決策としての、一般消費者に支持される周遊型旅行商品の主要旅行会社
による共同開発

５ 共同開発した商品先を観光局が集中的にプロモーション展開



視察の旅程と参加者
１ 旅程

5月26日（水） HND/BKK TG661(0:20/04:50) 10:30～12:30タイ政観関係者との意見交換会・昼食会
テーマ：20年200万人達成に向けた問題点と対策
ランパーン・チェンマイコース クラビコース
BKK/ランパーン PG205(17:45/19:15)  Bkk/クラビ PG263(17:20/18:45)
ランパーン泊 クラビ泊

5月27日（木） 午前：花馬車での3つの有名寺院巡り 午前：ﾋﾟﾋﾟ島・ﾄﾞﾝ島の視察
午後：ランパーン象保護センター視察、 午後：ホテル視察 クラビ泊

チェンマイへ チェンマイ泊

5月28日（金） 午前：托鉢、ﾜｯﾄ・ﾌﾟﾗﾀｰﾄ・ﾄﾞｲｽﾃｰﾌﾟ、 午前：ホテル視察
歴史博物館視察 午後：ﾉｯﾊﾟﾗｯﾀﾗﾋﾞｰﾁとｱｵﾅﾝﾋﾞｰﾁ視察

午後：自由行動 夜 ：KBV/BKK TG250(19:20/20:40)
夜 ：CNX/BKK TG117(19:20/20:30)  BKK泊 BKK泊

5月29日（土） 午前：最近注目のﾒｰｸﾛｰﾝ市場視察 午前：水上マーケット視察
両コースとも午後：自由行動
両コースとも：BKK/HND TG682(22:45/06:55+1)



ランパーン・チェンマイコース参加者
団 長：松田 誠司 （阪急交通社社長）
副団長：藤田 克己（JALPAK社長）

団 員：垣内 晃司・北川 哲也・大森 賢一・加藤 佑介（以上4名阪急交通社）、高橋 早智江（ｸﾗﾌﾞﾂｰﾘｽﾞﾑ）、
宮澤 奈菜（KNT）、小俣 佳太（JWV）、保坂 明彦（JATA）

タイ国政府観光庁：パッタラアノン・ナチェンマイ東京事務所所長、桑木 友子（東京事務所）

クラビコース参加者
団 員：山川 豊治・藤野 健志（以上2名阪急交通社）、五味 留美子（ANAセールス）

タイ国政府観光庁：藤村 喜章（東京事務所）

5月26日開催意見交換会 現地参加者
タイ国政府観光庁：ｽﾘｽﾀﾞ・ﾜﾅﾋﾟﾝﾖｻｯｸ副総裁、ｳｫﾗﾊﾟｰ・ｱﾝｶｼﾘｻｯﾌﾟ東アジア部部長、

ﾀﾅｽﾆｰ・ｽﾘﾁｬﾝﾃｯｸ ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｵﾌｨｻｰ、ﾎﾟﾝﾊﾟﾝ・ﾓﾝﾊﾟﾝ事務局長
泰日旅行業協会（TJTA、バンコク）

菊池副会長（SMIﾄﾗﾍﾞﾙ社長）、坂田副会長（JTBﾀｲﾗﾝﾄﾞ支店長）、山本事務局長（JHCﾊﾞﾝｺｸ所長）
泰日旅行業協会（TJTA、日本）

関根会長（ﾄﾞｳｼｯﾄﾎﾃﾙ日本事務所）、大畑顧問（ｻｲﾄﾗﾍﾞﾙ社長）

意見交換会発言要旨：別紙参照



結論：2020年200万人に向け、以下の点を重点的に取り組む。

１ 日本人向け、日系航空会社による座席供給量の強化

２ 政観によるデスティネーションプロモーションの強化

３ 日本語ガイドの質と数の増加

４ 政観のPR戦略と旅行会社の商品展開を
リンク

日タイ関係者 意見交換会 合意内容



ランパーン・チェンマイの視察報告 その１

１ ランパーンの視察先
＊花馬車体験：馬車1台2名乗車、所要90分(500バーツ/台～)

訪問先はﾜｯﾄ・ｼｰﾁｭﾑ､ﾜｯﾄ・ﾌﾟﾗｹｵﾄﾞｰﾝﾀｵ､ﾜｯﾄ・ﾎﾟﾝｻﾇｯｸ
＊訪問先寺院とﾀｲ象保護ｾﾝﾀｰの詳細はガイドブック等参照

＊視察先に関する参加者の意見
・花馬車は観光資源としては魅力的。寺院3か所の訪問は多すぎる、2か所程度が適当。
・宿泊施設が限定されるのは残念(Lampang Wienglakor Hotel ﾗﾝﾊﾟｰﾝ ・ｳｨｴﾝﾗｺｰ・ﾎﾃﾙ)。
・宿泊ホテルは地方の伝統的な文化や歴史を感じることができ、商品化は可能。
・ｶﾝﾄｰｸﾃﾞｨﾅｰは地方色豊かで日本人の口にも合う。象乗りは高齢者には安全の観点から
不向き、実施するとすれば平坦なコースで時間を短くする必要あり（10～15分程度）。

・古民家レストランは雰囲気はいいが床に座るスタイルは特に高齢者には不向き。
・チェンマイから日帰りツアーが適当か？但し、往復2時間かけて行く価値があるかは今後
検討要。

・日本語ガイドの手配は必須だが、レベルが低い場合はBKKからスルー手配の必要あり、
特にシニアにはガイドが命。ミャンマー等周辺国と一緒に商品化したい。BKKのメークロンと
比較するとインパクトは弱い。



ランパーン・チェンマイの視察報告 その２

• ＢＫＫ→ランパーン（ＰＧ２０５便）の機材はＡＴＲ－７２－６００（７０人乗りプロペラ機）で

飛行時間１時間２０分の中でのホットミールの機内食は素晴らしい。しかしこの路線は

ＰＧとＬＣＣの２社のみで安定的な座席手配という点でリスクあり。

• ランパーンを売るならＢＫＫ＝チェンマイを利用しチャンマイ宿泊で、ランパーン日帰り
がベター。

• 宿泊ホテル（Wieanglakor）は、部屋は綺麗だがドライヤーもなく、アメニティーも物足り

ず（歯ブラシ、クシなし。シャンプーはあるがコンディショナーない、など）、現状のままで

は日本人のパッケージでは厳しい。

• 今回のランパーン、チェンマイの移動時に使用したマイクロバスにシートベルトが装着さ

れていなかった。

・花馬車、象センターはともに素晴らしく、今後の商品造成に参考にしたい



ランパーンを商品化するためのモデルコース等の提案を欲しかった。
タイの観光地は寺院が主なので、あえてランパーンに寺院を特化する必要なし。周遊型の一方
面としての商品化が限界か。

チェンマイとのコンビネーションでランパーンに宿泊（CNXから往復2時間かけて日帰りする価値は
少ない）

ランパーン・チェンマイの視察報告 その３

＊視察先に関する参加者の意見 続き

カントーク料理：床に座って膳を囲んで食べる

カントーク料理：膳の上にある多数の皿
に盛った料理



ランパーン：花馬車・象保護センターと宿泊ホテル

花馬車：馬車1台2名乗り

Lampang Wienglakor Hotel

象保護センターでのゾウの演技



ランパーン：花馬車での寺院めぐりと陶器博物館



２ チェンマイの視察先

＊ﾜｯﾄ・ﾌﾟﾗﾀｰﾄｲｽﾃｰﾌﾟ：詳細はガイドブック等参照
＊チェンマイ歴史博物館(Historical Center)：市心にあり、チェンマイの歴史と発掘
された昔の遺構が残っているが、参加者には不評。

＊托鉢体験：朝6:30にホテルを出発して動物園先の寺院周辺で托鉢僧に購入した
お供えを寄進しお経をあげてもらう体験。ﾗｵｽのﾙｱﾝﾌﾟﾗﾊﾞｰﾝほど大規模ではないが
体験の価値あり。日本人には受ける企画。

＊視察先に関する参加者の意見
ミャンマー等周辺国と一緒に商品化したい。托鉢は商品としての魅力あり。
レストランは味だけでなく衛生面や雰囲気、マナーやサービスの良さ等も含めて
総合的に決めるべき、予約不可は論外。新たな観光資源を発掘しないとCNX自体の
商品としての魅力をPRできず、結果的に販売に結びつかない。このままではBKK
のみの商品造成と販売が精一杯。



チェンマイ：早朝の托鉢とﾜｯﾄﾌﾟﾗﾀｰﾄﾀﾞｵｲｽﾃｰﾌ

托鉢の風景

ﾜｯﾄ・ﾌﾟﾗﾀｰﾄﾄﾞｲｽﾃｰﾌﾟから
望むチェンマイ市街

ﾜｯﾄ・ﾌﾟﾗﾀｰﾄﾄﾞｲｽﾃｰﾌﾟの風景



バンコクの視察報告
１ ルンピニホテル

広さ（42㎡）・清潔感・アメニティ・利用しやすさ等を含め4つ星SPRクラスとしては
十分に合格点。朝食に和食あり。全室バスタブ・シャワー付き。
＊視察者の意見

ルンピニー公園隣接というロケーションにやや難はあるが、料金的なメリットがあれば各社とも
今後は集中的にシフトしたいとのこと。日本人は全体の約3割、中国人が宿泊の場合は極力
フロアを別にするよう配慮しているとのこと。今回の視察では一番の掘り出し物。

２ メークローン市場
今回はJWVとCTの2社が視察。BKK市内から車で片道90分。列車の到着11:10・
出発11:30のため、10:45頃には市場に到着し、市場が醸し出す独特の雑踏や
雰囲気を事前に楽しむ点がポイント。午後は市場の賑わいがなくなるため、
午前中が必見。列車到着と発着の時の喧騒を楽しむのがお勧め。
＊視察者の意見
早急に商品化したい。ランパーンより魅力的。外国人観光客が多く、渋谷のハチ公前
交差点のよう。



バンコク郊外のメークローン市場の風景

電車が到着する前の風景：レール間際まで商
品があふれて展示・販売されている。

電車が近づくとご覧の通り：品物やテントを撤去し
て通過を待つ。



クラビの報告 その１
１ 天候について

天候が悪く思うような視察ができなかったのが残念。

２ 全体の印象
＊天候が良ければそれなりに商品化可能。
＊HKTと比べても遜色なし、欧米人には人気なのでメディアへの更なる露出が必要。
＊中国からの直行便（3都市）有り、日本市場を特にホテルは重要視していない。
＊ホテル・食事・治安等ハード面については問題なし。
＊日本語ガイドの日本語レベルは低いが、リゾート地なのであまり関係ない。
＊主要旅行会社が商品化し観光局がプロモーションを行えば、一定程度のマーケット
開拓は可能。

３ 視察者の意見
TATと一般企業のジョイントによるプロモーションを検討したらどうか？
16日の説明会で予定していたトランが最終日程表で消えていた。日本のメディアに
もっと露出してほしい。



【ホテル視察】
・ラヤバディは、ハード、ソフトともに充実。自然を壊さずに建設されている。
・センタラは、雨季の悪天候での移動は危険（画像参照）。リゾート全体が斜面に作られているため、
坂や階段が多い。陸側のボートの発着場所に屋根がなく雨季は不便。
・アオナンヴィラは、アオナンビーチ沿いの繁華街に位置、アオナンでは最多の部屋数を有している
が、固定シャワーユニットバスなど古さは否めない。
・アマリ・ボーグは、傾斜に作られているため一番上のレセプションからビーチまでの階段数は4‐5階
建てに匹敵。
・ソフィテルは、部屋数多い。プライベートビーチはないが、プールは大きい。ゴルフ場を併設。
・デュシタニは、ハード、ソフトともに充実。

【BKK乗継手順】
1.降機後、モニターで国際線の搭乗ゲート番号を確認
2.サインにしたがって進む
3.手荷物検査
4.検査後、上の階に進むと免税店エリアに出る
5.飲食店は少ないが、土産物店はたくさんある
6.搭乗待合室内にトイレあり

※2時間の乗継時間は、移動と手荷物検査の行列などで
時間を取られるので、アッという間でした。

雨季だというのに西洋人観光客が多く、ホテルの稼働率も差
はあるものの概ね80％以上と大変驚きました。

オーストラリア、英国、北欧、タイ在住の外国人が多く訪れると
のこと。

プーケットを訪れていた西洋人観光客が、カオラックやクラビ
を訪れるようになってきているとのこと。

クラビの報告 その２ ANAセールス 五味留美子さんよ
り



その他全般 参加者の意見
１ 航空座席について

＊タイの企画商品への座席供給量がひっ迫していることが数字が伸びない最大の理由。
他地域で渡航者数が好調なところを調べると、どこもみな座席供給量が比較的潤沢。

＊座席がタイトであれば、ランドオンリーの商品にシフトすることも今後は必要か？
＊LCCは買取のためリスク大だが今後は検討要。一部ノンブランドでは既に企画中。
＊現在のタイへの航空座席が苦しい状況の中ではタイを企画する意味がない。
＊ BKKの回復なくして地方の商品化なし。航空座席の供給量不足が最大のネック。

２ メディア戦略について
＊黄金の三角地帯を商品化したが販売実績に結びついていない。（企画内容・告知方法等に問題あり？）
＊現在様々なメディアが取り上げている素材を商品化するほうがはるかに集客には効果的。
＊メディア戦略がへたくそ、ウユニ塩湖の見せ方を研究してほしい。

３ その他
＊事前アンケートで集約した要望が全く反映されていなかった。
＊取消料の約款を変える必要あり。取柄資料を3～4か月前からとれる仕組みが必要。要は航空座席
供給量が豊富なところに商品造成が傾斜する。

＊年末商品を従来より2か月前倒しで行っているが、40日前の取消料の現在の約款にリスクを感じている。
＊タイ12の秘宝の表紙を飾っている巨大仏跡石の視察をなぜ組まないか？



Thank You For Your Kind Attention!
ご清聴ありがとうございました。


