
⽇本の地⽅を、世界のデスティネーションに。

Creating experiences for 
travellers from around the world 
to connect with Japan’s regions, 
cultures, nature and people
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⾃⼰紹介

2005年博報堂⼊社。世界17カ国の市場で、観光庁・⽇本政府観光局（JNTO）のビジットジャパンキャンペーンの
企画・制作を担当。沖縄観光映像「⼀⼈旅」でTudou Film Festivalグランプリ、ビジットジャパン韓国で⼤韓⺠国広告
⼤賞、⽇本国際観光映像祭で最優秀⽇本遺産映像賞など、観光インバウンド関連の受賞多数。

国際観光学会会員。 観光庁「既存観光拠点の再⽣・⾼付加価値化推進事業」専⾨家。「ポスト・コロナ時代における
「旅」の価値の変質に関する検討」 （清泉⼥⼦⼤学紀要69号）など。

2016年、博報堂の旅⾏・インバウンド専⾨会社として「⽇本の地⽅を世界のデスティネーションにする」ことをミッションに、
wondertrunk & co.（ワンダートランク アンド カンパニー）を設⽴。国⽴公園オフィシャルパートナー企業。

「グローバルPR会社」×「欧⽶富裕層旅⾏会社」の２つの機能を軸に、東京・⾦沢・五島・⽶国Los Angelsの拠点
と、欧⽶海外10都市の海外ネットワークメンバーにより、デスティネーション・プロデュース事業を展開している。

wondertrunk & co.代表取締役共同CEO  
デスティネーションプロデューサー/クリエイティブディレクター

おかもと たけひろ

岡本 岳⼤



富裕層旅⾏会社機能

New Japan Perspectives
Travel with Purpose

旧 A r t  o f  T r a v e l 社 の 富 裕 層 旅 ⾏ 事 業 を 合 併 し 、 ユ ニ ー ク な 地 域 体 験 を 強 化

「外国⼈向け⾼付加価値型の体験ツアー開発・運営」
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参考：トラベル・ビジネスの顧客層①

シニア中⼼
伝統的な
富裕層
・グローバル
ブランドのホテル

・ シームレスな
サービス

・24時間対応

・クオリティのある
移動や

（全行程に5starsを求めるALL富裕層）



参考：トラベル・ビジネスの顧客層②

新たな富裕層
モダン
ラグジュアリ

・特別な体験

・持続可能性への配慮

・情報収集も
デジタルを駆使

・フル⼿配ではなく
必要に応じて
組み合わせていく

（特別な体験を優先するSELECT富裕層）



国⽴公園のブランディングとプロモーション

①コンテンツづくり＝マーケティング活動

マーケティングと富裕層旅⾏の現場で感じる３つの論点

②サステナブル＋リジェネラティブへ

③ブランドパーパスとWeの視点



①:マーケティング視点の強化

キラーコンテンツやコア ・バ リ ューを検討するときにマーケテ ィング視点が不⾜しがち

「特にターゲティング／ポジショニングの概念の強化が重要である」

出典：アマデウス社のTraveler Report・欧米大手旅行会社ALTourの顧客セグメント及び世界の19ヵ国86社の旅行会社ヒアリングをもとにWT社作成

Educated Traveller 
 

異文化好奇心を持つ旅慣れた知的旅行者 
海外旅行市場が成熟した欧米諸国に多く 
中長期の滞在による異文化交流を好む層 

Special Interest Hunter 
 

特定の趣味を旅の主目的とする旅行者 
近年はスポーツツーリズムなどに加えて 
Foodiesと言ったインフルエンサーも多く 

探究心や制覇欲求の強い層 

Resort Vacationer 
 
海山川などのリゾート地を目指す 
いわゆるバーケーション旅行者 
各国の大都市居住者に多い層 

Wander Backpacker 
 
世界中を放浪するバックパッカー旅行者 
滞在期間が長いためその土地に根付いた 
体験などの情報発信力が最もある層 

FR Visitor 
親戚や友人等の訪問を 
目的とするVFR旅行者 

近年のSNSの発達に伴い 
改めて注目されている層 

Sightseeing Tourist  
 
有名観光地を巡る一般的な物見旅行者 
海外旅行市場が急拡大する新興国に多く 
色々な国や地域に行ってみたい層 

世界の旅行業界のターゲティング 

“既存の国別ターゲティング”だけでは取り逃がしてしまう「世界市場の真ん中」を見据えて 
“旅行業界のグローバルスタンダードのターゲティング手法”を取り入れていく 

世界最大のトラベルITソリューションカンパニーであるアマデウス社のTraveller Tribe Report及び 
欧米屈指の大手旅行会社ALTourの顧客セグメント及び世界の１９ヵ国８６社の旅行会社ヒアリングなどに基いて作成 

休暇と学びを同時に楽しむ層

特定の趣味・嗜好を重視する層

現状の訪日旅行者の主体
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東京・京都
富⼠⼭など

アジアの
50-70%

瀬⼾内
⾦沢など

欧⽶の
20-25%

ニセコ
熊野など

欧⽶の
20-25%



参考：庄内の例（磐梯朝⽇国⽴公園エリア）
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Train with a true mountain 
mystic in Yamagata
Get in touch with nature by authentically 
embracing this ancient faith
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 99 Toge, Haguro-machi, Tsuruoka-shi, Yamagata 
 https://www.yamabushido.jp/

Yamabushido Team
株式会社めぐるん

About 300 km north of Tokyo, in Yamagata prefecture, is a trio of sacred 
mountains: the Dewa Sanzan. Journey there and immerse yourself in 
the ways of the local yamabushi, white-robed followers of the ancient 
Japanese mountain religion called Shugendo. Meet Master Hoshino, who 
will guide you in an authentic training program to reconnect with nature 
and refresh mind and body. Various programs offer different activities: 
stay at the Daishobo pilgrim lodge where you can try vegetarian cuisine, 
hike sacred trails and even try your hand at waterfall meditation.

Dance like no-one’s 
watching in historic 
Tokushima
Take part in one of Japan’s most 
famous traditional dance events
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 2-5 Saiwai-cho, Tokushima-shi, Tokushima 
 http://setouchitrip.com/travel-directory/940?dir=list

Awa Odori
阿波踊り

Every year, from August 12-15, beating drums, stomping 
geta clogs and high-spirited calls of “Yattosa!” and “Yatto 
yatto!” bring the city of Tokushima alive. Synonymous with 
summer, nationwide festivals feature this traditional dance, 
but it all started here, over four centuries ago. This makes it 
the biggest festival of its kind in the country, drawing people 
in the hundreds of thousands. Enjoy parading dancers, with 
an electric atmosphere and infectious energy. Move to the 
DGCV�CPF�KH�[QWŦTG�NWEM[�GPQWIJ��VT[�VJG�HWP�ƒTUV�JCPF�KP�QPG�QH�
the groups open to non-professionals. The Awa Odori Kaikan 
offers daily performances at noon, with further insights into 
the dance at the Awa Dance Museum inside.
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●2016年にWT社と庄内めぐるん社共同で
山伏修行の外国人受入を開始する。
当初はコアなSpiritual層をターゲットに。

●2018年、JNTOの100 Experiences in 
Japan に選定。調査や来客動向を踏まえて
ターゲットを、欧米SBNR層/ET層に修正。
SBNR : Spiritual but not Religious / ET :Educated Traveler

●2018年から山形県が精神文化事業を開始。
フランス・イタリア市場を中心にセールスを
強化し、ZENイベントなどでも販売。
チベットやイタリアの僧院などを競合と設定。
（一部、競合との連携もはじまる）

S p e c i a l  I n t e r e s t の 中 の S p i r i t u a l 層 向 け 「 本 物 の ⼭ 伏 修 ⾏ 」 か ら は じ ま っ た が 、 そ の 後 、

「SBNR/ET層向けの“五感回復/⾃⼰変⾰”を中⼼とした体験にチューニング」



②サステナブル＋リジェネラティブへ

サステナブルツー リズム業界で議論されているキーワード

リ ジェ ネラ テ ィブトラ ベ ル ＝ 「 回 復 と 再 ⽣ 、 未 来 を築 く 地 域 還 元 型 の 旅 」
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（ニューヨーク・タイムズ/2020年8⽉27⽇）

サステナブル

リジェネラティブ

• 現状維持
• 社会的・環境的影響を相殺すること
• 劣化を遅らせること

• 地域をより良くする
• 地域に還元することで、⾃分⾃⾝も地域も
回復し持続可能になる

進化

Jonathon Day / アメリカ・インディアナ州パデュー⼤学准教授
サステイナブル・ツーリズム（持続可能な観光）やレスポンシブル・トラベル

（責任ある観光）に造詣が深い。

“Sustainable Tourism is sort of a low bar. At the end of the day, it’s just 
not making a mess of the place”

「サステイナブル・ツーリズムのハードルはかなり低い。
結局のところ、観光地を汚さずに帰るというだけのことですから。」
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Shinta Mani Wild（カンボジア）

プノンペンから4時間、アルダモン国⽴公園にある
全15室（テント）のラグジュアリー・エコリゾート。

（サステナブル視点）
・３⽇以上の滞在が必須
・地産地消の⾷事、環境に配慮した施設やアメニティ

（リジェネラティブ視点）
・経済的な理由から密漁や違法伐採を⾏なっていた⼈を雇⽤
・滞在者のアクティビティとして、密漁や違法伐採を取り締まる
レンジャーとのパトロール体験も提供している

参考：海外のリジェネラティブ・ツーリズムの例

出典：https://wild.bensleycollection.com/



参考：弟⼦屈町の例（阿寒摩周国⽴公園エリア）
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●阿寒摩周国立公園内の弟子屈町は、もともと
エコツーリズムの先進地域。

●サステナブルツーリズムの視点をベースに
GSTCの基準とあわせた「観光計画」を策定、
2022年度から推進予定。
（マネジメント視点としてのサステナブル）
GSTC: Global Sustainable Tourism Council

●硫黄山では、認定ガイドだけが催行できる
ガイドツアーを展開。
売上の一部が硫黄山や国立公園の保全に還元
される新たな仕組みも導入している。
（アクション視点としてのリジェネラティブ）

サステナブルツー リズムをベースに、観光計画・モニ タ リ ングな どマネジメン トの整備を推進

「具体的なアクションには、リジェネラティブ（地域還元）視点も組み合わせ」
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STORIES 02

There are certain places in the 
world that are so serene, so 
still, and so stunning that 
you’ll catch yourself holding 

your breath when you’re near them. Lake 
Mashu in Akan-Mashu National Park 
is one of those places. There’s an air of 
mystery around this crescent-shaped caldera 
pool, as it’s often shrouded in mist and 
its water levels never change—no water 
!ows in or out. The lake is a reservoir 
created from snowmelt and rainwater, 
which formed when a volcano erupted 
around 7,000 years ago; today it’s one of 
the clearest lakes in the world (second only 
to Siberia's Lake Baikal). The volcanic 
rock acts as a natural "ltration system, and 
the lack of rivers —and frankly, the lack of 
humans—keeps sediment and pollutants 

away. Lake Mashu is also off-limits to 
people, and fairly inaccessible anyway: 
It’s surrounded by sheer cliffs. There’s no 
boats cutting through the water, no hikers 
snapping photos or leave footprints near 
the shore—to wit, there was really barely 
even a ripple in the water. We stood for 
ages at both viewpoints perched high 
above the lake, gazing down in awe at its 
signature center island, a little hump of land 
is what the Ainu called “the island of the 
Gods” As the late afternoon beams of light 
turned it golden, it looked like a natural yet 
otherworldly shrine.

While Lake Mashu is purely for gazing, 
Lake Kussharo is activities. There, we 
canoed across the lake, always keeping an 
eye out for “Kusshi”—Lake Kussharo’s own 
take on the Loch Ness monster—and headed 

The beautiful caldera lakes of Akan-Mashu National 
Park—serene Lake Mashu and active Lake Kussharo—

are two highlights of Akan-Mashu National Park.

Land of Lakes
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down a stream. After a pleasant 30 minutes 
drifting past swaying trees and steering 
around bends, we pulled over in a pretty cove 
to snack on a tasty green cake made with 
Japanese mugwort, or yomogi, and tea, our 
guide serving up the treats on the !at edge 
of his paddle. Afterward, we camped right 
by the water’s edge in comfortably roomy 
tents decked out with space heaters and !uffy 
white bedding, astounded at how many stars 
were visible overhead.

There’s a third lake we didn’t visit 
in Akan-Mashu National Park: Lake 
Akan, famous for its alien-like moss 
balls, or marimo. Instead, we visited the 
active volcano of I zan, dubbed “sulfur 
mountain” for the smoky yellow vents of 
sulfurous steam around its foot. As the 
wind pushed the smoke aside, we caught 
glimpses of the mountaintop above.



③ブランドパーパスとWeの視点

ブラン ド（お客様との約束）は、ブラン ド側がめざすビジ ョ ンや差別化ポイントではな く

「どんな社会を⽬指すか＝パーパス による価値共創の呼びかけになっていく」

15出典：博報堂「ブランドパーパス」資料より
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Hello World. It's me, Tomorrow.
（ポルトガル政府観光局）

ポルトガル政府観光局がポスト・コロナにむけて発信している
サステナブルツーリズムのプロモーションビデオ。

This is a call for union（連帯へのメッセージ）だり、
「未来からのメッセージ」で、映像の⼤半がポルトガル以外の
世界の美しい⾃然や持続可能性の重要性を表現。

最後に、ポルトガルで持続可能な観光に取り組む⼈々が、
（サーフガイド、シェフ、通訳など）が登場し、ポルトガルが
より良いデスティネーションになろうとしていることを伝える。

参考：ポルトガルの例



国⽴公園のブランディングとプロモーション

①コンテンツ・ストーリーづくりはマーケティング活動
特にターゲティング・ポジショニングの強化が重要

マーケティングと富裕層旅⾏の現場で感じる３つの論点

②「サステナブル」と「リジェネラティブ」の概念を両輪に
地域の計画づくりからアクションまで網羅することが重要

③ブランディングは「パーパス」の時代へ
差別化だけでなくWe視点で価値共創のメッセージが重要




