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出典:各国概要 - 日本貿易振興機構 (JETRO), 2020
出入国管理統計 - 国連世界観光機構 (UNWTO), 2017
訪日旅行者数 - 日本政府観光局 (JNTO), 2019
訪沖旅行者数 - 沖縄県観光政策課, 2019暦年

首都:ロンドン
人口:6,680万人
公用語:英語
一人当たりGDP:42,558US$
出国数:7,277万人
訪日旅行者数:42.4万人
訪沖旅行者数:10,300人 (2019 暦年)

首都:パリ
人口:6,706万人
公用語:フランス語
一人当たりGDP:42,878US$
出国数:2,905万人
訪日旅行者数:33.6万人
訪沖旅行者数:2,900人 (2019 暦年)

首都:ベルリン
人口:8,316万人
公用語:ドイツ語
一人当たりGDP:48,264US$
出国数:9,240万人
訪日旅行者数:23.6万人
訪沖旅行者数:7,600人 (2019 暦年)

イギリス

欧州市場の基礎データ

フランス

ドイツ イタリア
首都:ローマ
人口:6,036万人
公用語:イタリア語
一人当たりGDP:34,260US$
出国数:3,180万人
訪日旅行者数:16.2万人
訪沖旅行者数:1,000人 (2019 暦年)

3



北米市場の基礎データ北米市場の基礎データ

首都:ワシントンDC
人口:3億2,823万人
公用語:英語
一人当たりGDP:65,223US$
出国数:8,770万人
訪日旅行者数:172万人
訪沖旅行者数:38,600人 (2019 暦年)

首都:オタワ
人口:3,797万人
公用語:英語・フランス語
一人当たりGDP:46,261US$
出国数:3,306万人
訪日旅行者数:37.5万人
訪沖旅行者数:13,500人 (2019 暦年)

アメリカ

カナダ

出典:各国概要 - 日本貿易振興機構 (JETRO), 2020
出入国管理統計 - 国連世界観光機構 (UNWTO), 2017
訪日旅行者数 - 日本政府観光局 (JNTO), 2019
訪沖旅行者数 - 沖縄県観光政策課, 2019暦年 4



オーストラリア・ロシア市場の基礎データオーストラリア・ロシア市場の基礎データ

首都:キャンベラ
人口:2,552万人
公用語:英語
一人当たりGDP:56,352US$
出国数:1,093万人
訪日旅行者数:62.1万人
訪沖旅行者数:11,900人 (2019 暦年)

首都:モスクワ
人口:1億4,670万人
公用語:ロシア語
一人当たりGDP: 11,163US$
出国数:3,963万人
訪日旅行者数:12万人
訪沖旅行者数:800人 (2019 暦年)

オーストラリア

ロシア

出典:各国概要 - 日本貿易振興機構 (JETRO), 2020
出入国管理統計 - 国連世界観光機構 (UNWTO), 2017
訪日旅行者数 - 日本政府観光局 (JNTO), 2019
訪沖旅行者数 - 沖縄県観光政策課, 2019暦年 5



新規需要獲得の必要性・なぜ新規市場?新規需要獲得の必要性・なぜ新規市場?
新規開拓市場と位置付けている欧米豪露等のリゾート
需要と、海外富裕層をターゲットとして位置づけ、市場
分析と受入体制の整備を進めつつ、誘客に取り組んでいく。

出典:沖縄県文化観光スポーツ部「沖縄観光推進ロードマップ 6

１ ⾧期滞在が期待できる
２ 一人当たりの旅行消費額の向上と観光収入の増が期待できる
３ 歴史や伝統文化に触れることを重視する欧米層。

地域の持続可能な観光に配慮した観光客の受入を目指す
４ 2021年の東京オリンピック・パラリンピック開催に伴い、

訪日外国人の増加が見込まれる。
沖縄を拠点とした周遊型旅行を提案し、那覇空港の国際旅客ハブ
の形成も狙う。

５ 国際情勢や観光危機等の外部要因に適切に対応し、沖縄がより
バランスの取れた国際観光地となるため、市場の多様化を目指す。
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出典：観光庁「訪日外国人消費動向調査」

新規需要獲得の必要性 訪日外国人1人当たり旅行支出（2019年）

欧米旅行者は
宿泊費・飲食
費・交通費が

多い

買物代が少な
い欧米豪は本
物志向で買い

物をする

課題は娯楽サービ
ス費向上

→満足度の高いコ
ンテンツの充実を



中国 9,594,394 22,360,385 70.1%
韓国 5,584,597
台湾 4,890,602
香港 2,290,792
タイ 1,318,977 4,009,661 12.6%
シンガポール 492,252
マレーシア 501,592
フィリピン 613,114
インディア 175,896
ベトナム 495,051
インドネシア 412,779
米国 1,723,861 4,131,105 13%
オーストラリア 621,771
カナダ 375,262
イギリス 424,279
フランス 336,333
ドイツ 236,544
イタリア 162,769
スペイン 130,243
ロシア 120,043
その他 1,380,898 1,380,898 4.3%
合計 31,882,049 31,882,049 100.00%

平成31年(2019年）訪日外客数・国地域別割合
※観光客、商用客、その他（クルーズ船クルー、留学、研修等）含む
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出典：JNTO 2019年 各国・地域別の内訳



訪日 欧米豪露市場 過去3年の伸び訪日 欧米豪露市場 過去3年の伸び

日本全体で見ても欧米豪露の旅行者数は横ばい～微増程度の傾向。
マーケットが大きい（出国者数が多い・旅行によく行く）割にはまだまだ日本に誘致できていない現状 9
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平成31年（暦年）沖観入域観光客数

出典:平成31年（暦年）沖縄県入域観光客数統計概況

誘客ターゲット
欧米豪露:8.66万人（2.96％）

国籍 空海路合計 構成比
台湾 939,700 32.07%
韓国 380,700 12.99%
中国本土 754,200 25.74%
香港 256,800 8.76%
タイ 30,300 1.03%
シンガポール 26,800 0.91%
東南アジアその他 22,200 0.76%
アメリカ 38,600 1.32%
カナダ 13,500 0.46%
イギリス 10,300 0.35%
フランス 2,900 0.10%
ドイツ 7,600 0.26%
イタリア 1,000 0.03%
ロシア 800 0.03%
オーストラリア 11,900 0.41%
インド 2,000 0.07%
その他 430,700 14.70%
外国人観光客数合計 2,930,000 100.00%

台湾

韓国中国本土

香港

ASEAN

新規市場

その他
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海外旅行会社の視点 沖縄の可能性・魅力

★沖縄は訪日のエクステンションとして関心高!
日本、訪日ブームで需要は高まっている。今後はリピーターも。
他社との差別化を図るためにも「新しい行先」を探している。

★ビーチリゾートの魅力
ゴールデンルートで忙しく文化体験、お寺巡りなどをした最後に

ビーチでリラックスできることは魅力。（沖縄単独の訪問は可能性低い）

★!ただし!ビーチだけでは訪れる理由として弱い!
（タイ、インドネシアなどアジアのビーチリゾートとの比較）

歴史・文化、健康⾧寿などのPRが重要!

⇒⇒訪日旅行の多い【春（桜）・秋（紅葉）】に合わせた＋沖縄の提案。

⇒⇒オリンピック・パラリンピックの訪日検討層へのアプローチ
（＋沖縄の提案）※OTA等ウェブCP
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各市場の特徴各市場の特徴
•訪日客数は欧州NO1!
•中高年の高所得者層が多い
•ミレニアル世代（アクティブアドベンチャー）もターゲット
•⾧期滞在型、かける旅行費用も高い（ホテル重視は欧州1位）

イギリス
•マニアック。人とは違う。まだ知られていないもの好き。
• 30-40代カップル、（アニメ好き）（子連れ家族旅行も）
•ビーチや自然に加え、武道や座禅等、文化体験にも関心が高い
•親日で、リピーター訪日が多く地方に目が向きやすい
•大規模リゾートホテルよりも小規模ブティックホテル、ゲストハウス
や民宿を好む

フランス

•若者FIT（カップル、家族）、シニア夫婦、ツアー旅行も
•⾧期滞在型で自然体験を好む。
•まだ知られていない穴場・リゾートを求める傾向
•真面目。SNSは⾧め、深い文章も好き。LIKEも慎重?

ドイツ
•旅行の最後にビーチリゾートでの滞在を選択する国民性

•ダイビング・釣りに関心。ゴルフ・スパ・⾧寿も知られている
•ハネムーンやカップルでの訪日が多い
•質の高いサービスを求める傾向。設備重視。
•まだまだ添乗員付きゴールデンルートツアーも。

イタリア

出典：日本政府観光局(JNTO)＋OCVB担当所感 13

「持続可能」「環境配慮」は欧州・豪州 重要なキーワード！



各市場の特徴各市場の特徴

•極東への路線増だが 狙うはヨーロッパロシアの富裕層。
•平均滞在日が約2週間程度と⾧い
•ビーチフロント・オールインクルーシブのホテルを好む
•日本でレンタカー運転できない
•冬でも泳ぎたい

ロシア

•上海、香港在住エキスパッツは、休暇でタイ、バリなどに行く傾向が
ある

•既存の直行便を活用できるため、気軽に訪沖できる

エキスパッツ

（アジアで欧米系企業に勤める

駐在員、その家族など）

•（米）ビーチ・リゾート・クルーズを求める
•（米）文化の歴史・伝統文化体験に対するニーズが強い
•（米）アドベンチャー好き。流行好き。リア充重視も。
•（加）中華系、カナダ系、仏系のニーズは異なる。自然好き。

アメリカ
カナダ

•消費額NO.1（主にスキー。）所得、物価も日本の２～3倍!
•日本は「行きたい旅行先」の上位!
•アクティブミレニアル世代、シニア層（クルーズ）も
•比較的遠方も気にしない。アジアに親しみ。移民社会。
•伝統・文化に興味があり、その土地ならではの体験を求める

オーストラリア

出典:日本政府観光局(JNTO) ＋OCVB担当所感 14



新規開拓市場における誘客戦略及び施策展開

観光業界及び一般消費者に対する認知度向上
・訪日旅行商品販売旅行社訪問

・セミナーの開催

・商談会、旅行博覧会等への出展

・海外旅行会社等のキーパーソン招聘

・海外メディア招聘

・オンライン活用プロモーション

沖縄観光ブランド戦略とプロモーション戦略
・「Be.Okinawa」をキーコピーにし、

グローバル観光ブランドイメージを市場に発信・浸透

・市場の特性を踏まえたターゲットエリア毎のプロモーション戦略

15



新規開拓市場プロモーション方向性

FIT20-60代、カップル層、家族層、シニア層 など
・国内線利用を促進するオンラインプロモーションを

航空会社及びＯＴＡと実施する

・デジタルマーケティングの強化を図り、オンライン口コ
ミサイト活用広告、ＳＮＳ等を活用する

・訪日旅行を販売するツアーオペレーター、リテーラーへの
沖縄旅行商品造成にかかる情報提供及び最新観光情報の配信

・セールス活動支援、航空会社・旅行社等タイアッププロ
モーション、セミナー、旅行博出展など

増加する訪日観光客をターゲットにする
・オンラインを活用し、訪日旅行に関心を示すＦＩＴ及びリピーターにアプローチする

・訪日旅行を販売するスペシャリストと連携し訪沖旅行商品を造成する

また、訪沖オプショナルツアー販売を促す
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平均泊数
全日数：12.1泊～21.3泊

(ドイツ) (ロシア)
FIT率：

90％
1人当たり
旅行支出：
194,150円

来訪目的
①観光レジャー
②商談等・ビジネス
③親族・知人訪問

旅行情報取得元：
日本または自国在
住の親族・知人、イ
ンターネット、ガイド
ブック等

性別：
男性 65％
女性 35％

訪日回数
1回： 50％
2-5回： 30％
6回以上： 20％

訪日旅行ブームによる
需要増加（プラス要因）

FITが9割以上を占める。旅行会
社を通さず、インターネットで旅
行手配をする傾向が高い

訪日観光客の増加と国内都
市⇔沖縄間の航空路線が充
実から、トランジット客の増加
が見込める

長期滞在傾向が高いため、
消費単価が高い

初訪日客にはまだ
ゴールデンルートが
主流

訪日旅行リピーターの
増加

“沖縄”の知名度が低く、
旅行候補先に挙がらな
い

沖縄旅行商品
造成の充実化

手配時の情報
不足により提
案できない

・欧米圏向けの体験
型ランド商品の充実
化
・欧米圏向け県内ラ
ンドオペレーターの
不足

トランジットによる沖縄
入域客数が不明。実態
把握が困難。

・県内公共交通機関
の利便性が良くない

・外国語による案内
や対応が不十分
（ハード＆ソフト）

・台風のイメージ

・国内線価格

・欧米人向けの
宿泊施設不足
（小規模スタイ
リッシュ、ビーチ
フロント）
・ホテル価格

マリン／アドベンチャー関連
・手つかずのビーチ
・シュノーケリング
・ダイビング
・ネイチャーアクティビティ

文化（体験）
・空手
・陶芸
・染織物
・料理体験

歴史
・世界遺産
・戦跡
・県立博物館

食
・長寿食
・琉球料理、泡盛
・沖縄郷土料理
・さしみ、すし

自然・景観
・慶良間諸島（国立公園）
・竹富島
・西表島（国立公園）
・やんばる

祭り
・エイサー
・大綱引き
・豊年祭
・その他地域住民との交流

【メディア向け】
①メディア向け情報発信（ニュースレター等）

②デジタルPR、マーケティング
（SNS,OTA等活用）

③メディアを活用した記事投稿及び広告出稿
④メディア招聘（旅行雑誌、新聞、ＴＶ番組等）

【旅行社向け】
①旅行社向け情報発信（ニュースレター等）
②旅行社訪問、ウェビナー、E-learning等の実施

③BtoB/BtoC旅行博覧会出展（JNTO共同出展含）
※オンライン含

④旅行社向け支援事業及び共同広告
⑤旅行社招聘の実施

【経由便活用プロモーション】
①航空会社タイアップキャンペーン
②他都道府県との連携

１. 新規開拓市場から訪日観光客の傾向

２. 現状 ・ トピック

３. 課 題

４. セールスPR素材

５. プロモーションの方向性

<観光庁 「訪日外国人の消費動向」 平成27年年次報告より>

COVID-19の影響により状況の変化を注視

COVID-19の影響により当面海外からの招聘、海外イベント参加、旅行会社・航空会社連携等は現在困難。
国内在メディアの活用、国内在住者向けＰＲ、オンライン商談会などを検討。 17



各市場 COVID-19 状況各市場 COVID-19 状況 (2020.8.17現在）
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市場 入国制限
（海外→日本）

入国制限
（日本→海外）

市場状況

イギリス

× 〇
・７月中旬から再び新規感染者拡大
・国内旅行：〇

2020年夏バカンス：国内シーサイドエリア旅行中心だが、
隣国（フランス、スペイン）へ行く旅行者も少なくない。

・海外旅行：〇 （ＥＵ中心）
・大手旅行社が続々と店舗縮小

フランス

× 〇
・６月中旬に国境開放、７月中旬から再び新規感染者拡大
・国内旅行：〇 夏バカンスはフランス国内旅行中心。
・海外旅行： 〇（ＥＵ中心）
・旅行会社職員の多くは休業状態

・アジア取り扱い旅行社もフランス国内旅行手配に業務シフ
トしているケースも有。

ドイツ

× ×
入国制限措置は

相互性を条件として
いる

・６月中旬に国境開放、７月中旬から再び新規感染者拡大

・国内旅行：〇 2020年夏バカンス：隣国（スペイン、フランス、
イタリア、オーストリア）へ行く旅行者も少なくない。
・海外旅行：〇（ＥＵ中心）
・大手旅行社が続々と店舗縮小

イタリア

× 〇
入国後14日間の自

己隔離義務あり

・コロナ回復が進んでいる状況
・国内旅行：夏休みはイタリア国内のショートバケーション
・海外旅行：〇 （６月初頭に国境開放）

参考：ＪＮＴＯ、外務省、大使館、

沖縄県観光レップ（在英仏独豪）から
の情報等
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市場 入国制限
（海外→日本）

入国制限
（日本→海外）

市場状況

オーストラリア

× ×
・メルボルンにて第２波がくすぶる。メルボルン都市圏ではステー
ジ４の規制（最高）が敷かれる。（9月13日まで）
他の地域では大きな感染は見られない。
・国内旅行：△ 州境制限あり
・海外旅行：× 国境制限解除は早くて2021年1月になる見込み。
渡航再開はニュージーランドからの予定

アメリカ

× 〇
入国後14日間の自宅待

機が求められる
（一部義務とする地域有）

・フロリダ、テキサス、アリゾナなど南部や中西部で感染者拡大。

・米北東部では「準ロックダウン」とも言える感染防止策が続いて
いるため感染者数も徐々に減少。
・3月末に発出した渡航中止勧告を取り下げたが、感染状況は改
善していない。
・国内旅行：△
・海外旅行：×
・老舗大手企業が続々と破綻

カナダ

× ×
・3月末から入国制限。米国カナダ国境封鎖？（不要不急の移動
制限？）が9月（8月？）21日まで延長。州ごとのペースで規制緩
和が進んでいる。
・流行は大都市中心（バンクーバーやトロント、モントリオール）で、
田舎では感染者自体があまりいない。
・感染者数は確実に減少傾向にあったが、経済活動の再開ととも
に増加傾向にある。
・国内旅行：△
・海外旅行：×

ロシア

× ×
・国内旅行：〇 8月-12月の国内旅行キャンペーンは盛況
・海外旅行：〇

8月からロンドン、トルコ等への国際航空便が再開
トルコ、タンザニアは入国後の自己隔離なし

各市場 COVID-19 状況各市場 COVID-19 状況 (2020.8.17現在）
参考：ＪＮＴＯ、外務省、大使館、

沖縄県観光レップ（在英仏独豪）から
の情報等



令和２年度 新規開拓市場 活動の方向性
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フェーズ１
県内、国内
外で渡航移
動規制あり

フェーズ２
（県内旅行需要喚起）

国内外で渡航移
動規制あり

フェーズ３
（国内旅行需要喚起）
日本及び相手国で国内旅行再
開。海外で渡航移動規制が段
階的に解除

フェーズ４
（海外旅行需要喚起）
海外渡航移動規制なし。観光客の入
国制限が解除され、インバウンドの受
入環境が整った状態。

①沖縄ファンに向けたＳＮＳ等による継続的な情報発信
②ウェビナー,E-learning等を通じたBtoB向けの情報発信

各市場の動向の正確な把握

③安心・安全の情報発信
④コロナによるトレンド変化を踏まえた商品の造成支援
⑤コロナによるトレンド変化を踏まえた訪沖旅行の

イメージ訴求

⑥旅行会社・航空会社との
誘客ＰＲ
⑦旅行会社、メディア・
インフルセンサー招聘

（参考）JNTOにおける情報発信・ＰＲの段階的な拡大（ロードマップ）

↑↑今できるここを強化↑↑
及びフェーズ３、
フェーズ４に向けた準備

当面海外からの招聘、海外イ
ベント参加、旅行会社・航空会
社連携等は困難。

国内在メディアの活用、国内
在住者向けＰＲ、オンライン商
談会などを検討。



令和２年度 新規開拓市場 活動計画

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

フェーズ１
県内、国内外で
渡航移動規制あり

フェーズ２
（県内旅行需要喚起）
国内外で
渡航移動規制あり

フェーズ３
（国内旅行需要喚起）
日本及び相手国で国内旅行再開。
海外で渡航移動規制あり

フェーズ４
（海外旅行需要喚起）
海外渡航移動規制なし。観光客の入国制限が解除され、インバウンド
の受入環境が整った状態。

フェーズ４はいつから実施できるか不透明。
東アジア→ＡＳＥＡＮ→欧米豪露と予測。
欧米豪露は早くて年明け、大きな回復は
2021年春の訪日桜需要か夏のオリンピック？

？

（Ｃ向け）
①SNS等による継続的な
情報発信 （be reminded）

（Ｂ向け）

③旅行会社、メディアとの関
係性継続、情報発信
ニュースレター等

（Ｂ向け）

②旅行会社向けウェビナー、
e-learning等

渡航再開後の販売に向けた
情報発信、商品造成支援

（Ｂ向け）商談会等（予定）

（Ｃ向け）

メディア等を通じた、渡航再
開後の訪沖のDREAMにつ
ながる情報発信

航空会社・旅行会社との
誘客ＰＲ（Ｃ向け）

旅行会社・メディア招聘

欧州旅行販売ピークシーズン

AUS JNTO
ロードショー
（日本参加募集なし）UK

WTM

GER
ITB

？

？

FRA
TOPRESA FRA

SMT

21



令和２年度 新規開拓市場 ＰＲのポイント
・コロナ後、訪日旅行へのハードルはさらに高くなる。（心理的、金銭的）

→数より質!（ハネムーナー、ダイバーなど高付加価値も狙う）

・ターゲット:①回復は高所得者層から。
55歳以上（金銭的、時間的余裕。いつでも渡航可）

②旅行意欲旺盛なミレニアルカップル
（沖縄は”off the beaten track”。訪日リピーターの次の渡航先）
※子連れ⾧距離旅行にはまだ不安が大きいと予測。

・旅行社の情報不足「沖縄は売りにくい」
⇒詳細情報の教育(Webinar, E-learning等）
⇒提案・販売力強化「売りやすい沖縄」へ!渡航再開とともに速やかな送客を目指す!

・送客先となる沖縄県内DMC、ホテル等のセールス力強化（ニーズ把握、事前準備）

・９０％以上ＦＩＴの市場であるが、安心を求めて旅行社手配のニーズは高まると予測。
旅行社アプローチを継続。

・一般認知、需要を高めるため、メディア露出を継続（ただしイメージや概要にとどまらず、
適切な時期には航空会社、旅行会社など具体的な販路も示すことを目指す）

・渡航再開のめどが立つまでは一般向け「営業、セールス」、「直接的な訪問の呼びかけ」は
行わない! ×「Come & Visit!」

22



地産地消

コンセプト

自然 健康 文化

アウトドア

ラグジュアリー ワーケーション

沖縄の防疫体制

長期滞在商品 高付加価値商品

富裕層・旅行意欲が高い層

23

令和２年度 新規開拓市場 ＰＲコンセプト



ＡＮＡ共同キャンペーン
（英・独・仏）

年間プロモーションスケジュール
令和2年度 新規開拓市場<欧州・北米・豪・露>
年間プロモーションスケジュール (２０２０．８月現在予定）

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月９月

独

露

米

英

豪

仏

加

他

伊

E-learning (OTT活用)、ウェビナー等

オンライン
商談会

Asian Workshop
８月～９月

フランス
ケーブルＴＶ
取材支援

E-learning (Travel Daily活用)

E-learning （Wa Sakuraプラグイン活用）
パリSMT
3/18-21
(B to C)

JNTO
ロードショー
(B to B) 

TOP RESA
11/17-20
(B to B)

富裕層向け
旅行博
10/9-10
(B to C)

Nantes旅行博
１/24-26
(B to C)

旅行会社
調査

ウェビナー
１０月

ＪＡＬ共同
キャンペーン

（露）

東京都連携キャンペーン
（独・加）

旅行会社
連携

ウェブサイト強化

ITBベルリン
3/10-14
(B to B/C)

24

ダイビング
旅行博1/8-11
(B to C)



欧州・北米・豪・露 市場別旅行シーズン

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月９月

独

露

米

英

豪

仏

加

イース
ター休暇

他

夏休み
(7月下旬～8月)

夏休み
（7月上旬～9月上旬）

イース
ター休暇

マーチブレイク
(3月中旬～下旬)

夏休み（6月末から9月上旬）

夏休み
（12月～2月）

春休み
（9月～10月）

夏休み
春休み
3月下旬
から4月

春休み
3月下旬
から4月

冬休み
（12月下旬
から1月）

イース
ター休暇

夏休み（州によって異なるが
6月下旬～9月上旬）

冬休み
（12月下旬
から1月）

秋休み
（10月
下旬）

伊
イース
ター休暇
3月下旬
から4月

イースター休暇
（4月上旬～5月上
旬のうち2週間）

冬休み
（12月下旬
から1月）

秋休み
(10月下旬
-11月初め)

クリスマス
休暇

（12月下旬
～1月上旬）

イース
ター休暇

イース
ター休暇

冬休み
（12月下旬
から1月）

冬休み
(州によって異なるが
12月下旬～2月中旬)

サンクスギビング

(11月下旬)

サンクスギビング

(10月中旬)
冬休み

（12月下旬～）

夏休み（6～8月）

冬休み
（6月～7月）

冬休み
(２月中旬～3月

上旬のうち2週間)

イース
ター休暇
3月下旬
から4月

カーニバル
休暇

2月～3月の
うち1週間

夏休み（6月下旬～9月上旬）
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OCVBとの連携方法・その他PR方法OCVBとの連携方法・その他PR方法

①海外現地旅行博等イベント・商談会への参加（OCVBとの共同出展もあり）
→一般向け、旅行会社との商談

★セールスコール支援（渡航費の一部支援）もご活用ください★
※海外までご参加が難しい場合は資料・情報提供も歓迎です!

②沖縄へのメディア、旅行会社の招聘
→取材協力、視察などへのご協力をお願いいたします。

③旅行会社の紹介（海外現地・県内、訪日ランドオペレーター）

④沖縄を訪れる外国人観光客へのアプローチ
・観光案内所、レンタカー会社、周辺宿泊施設等での情報発信
・ウェブ／SNSによる情報発信

（自社サイト、Trip Advisorなどの活用。こまめな返信など）
・宿泊予約サイト（OTA)の活用（Booking.com, Expedia等）
・欧米市場向け着地型コンテンツサイトの活用

（Trip Advisor, ベルトラ、Google店舗情報、Japanican, Japawalk等）

⑤多言語資料の作成、外国語（人）人材の雇用など
26

R2年度は海外旅行博・商談会、メディア・招聘事業は現在困難ですが、
新規市場へ積極的にセールスをお考えの際はお気軽にＯＣＶＢへご相談ください。



海外旅行会社
（ホールセラー）

商品造成

海外旅行会社
（リテイラー）販売窓口

国内県内手配
DMC・
ランドオペ
レーター
（海外、

日本国内、
沖縄県内）

サプライヤー
・宿泊施設
・観光施設
・体験プログラム提供事業者
・交通
・ガイド

一般旅行者

一般メディア

OTA
口コミサイト等

セールスする相手は?セールスする相手は?



OCVB海外プロモーション課

①重点市場
（東アジア）

②戦略開拓市場
（ASEAN)

④クルーズ

③新規市場
（欧米豪露）

⑤デジタル
マーケティング

⑥支援
航空路線誘致

◆県海外事務所
台北
ソウル
上海
北京
香港
シンガポール

◆県委託駐在員
タイ・マレーシア・フィリピ
ン・ベトナム・インドネシア・
オーストラリア等

◆現地委託PR会社
（レップ）
オーストラリア
イギリス
フランス
ドイツ

日本政府観光局
（JNTO）
海外事務所

沖縄県

沖縄県・OCVB 海外PRの実施体制
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InstagramFacebook

#visitokinawa #beokinawa
がタグ付けされた一般ユーザー
の画像から選定し、オリジナル
の英語キャプションと共に
週4回投稿している。

地域紹介、伝統、自然、
アート、食などから偏りな
くテーマを選定し、毎月
約20回ほど投稿している。

SNSの取り組み
（Visit Okinawa Japan Facebook/Instagram）
SNSの取り組み
（Visit Okinawa Japan Facebook/Instagram）



国（フォロワー数）
令和２年月末日月時点

特徴、ポイント

英語
facebook

アメリカ 19,082
・全世界をターゲットとしたグローバルアカウント。

・アメリカが多いのは、在沖米軍関係や県系人が多いためとみられる。

・必要に応じてターゲット設定機能を活用し、特定の地域向けに情報を配信している。

・良質な投稿を続けることでフォロワーは自然に増える傾向。

・国別目標値を設定し、さらに増やしたい地域にはターゲット広告をかけている。
(フィリピンのフォロワーが多い理由は、広告費が安価であるため）

シンガポール 12,347

イタリア 5,794

マレーシア 15,603

オーストラリア 8,122

イギリス 8,962

フィリピン 46,503

カナダ 2,725

フランス語
facebook

フランス 23,206 ・フランスをターゲットとするが、世界のフランス語圏からフォローされている。

・フランスからのフォロワー数はOCVBのFacebook全体で最も多い。

・広告なしではフォロワーは減少傾向のため広告で数を維持している。
カナダ 1,126

ドイツ語
facebook

ドイツ 11,201 ・ドイツをターゲットとするが、世界のドイツ語圏からフォローされている。

・広告なしではフォロワーは減少傾向のため広告で数を維持している。

・ドイツ全体がSNSをあまり好まないとの声も。

30

・英語では細かい情報が好反応
フランス・ドイツでは背景・概要の説明に重点を置くと好まれる。
・コメントを促すのも効果的。

→フォロワー間で情報交換ができるメリットも。

Facebookの活用PRFacebookの活用PR



ＯＣＶＢ海外プロモーション課
新規市場（欧米豪露）チーム
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OKINAWAがより多様性を受け入れられる
国際観光地になるために!

今後とも欧米豪露市場の誘致受入に
取り組んで参りましょう!

引き続きよろしくお願い申し上げます。


