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2012年3月27日
株式会社チャイナ・コンシェルジュ

※本件調査結果は2012年3月23日時点のヒアリング結果を元にまとめております。
※お問い合わせ：
株式会社チャイナ・コンシェルジュ 営業企画部 林・平島
東京都中央区銀座8-11-5正金ビル6階
TEL03/3573-1222／FAX.03-3573-1221

調査概要
１）調査期間：2012年3月8日～2012年3月23日
２）対象都市：瀋陽、大連、北京、青島、上海、重慶、広州、深セン、香港
３）対象者：上記都市にて訪日旅行を取り扱う旅行会社の訪日関連部署の担当者
４）調査手法：電話調査
５）サンプル数：38社
瀋陽(3)

瀋陽中国旅行社、瀋陽青年国際旅行社有限会社、遼寧海外国際旅行社

大連(2)

大連市海外旅行社、大連市中国国際旅行社

北京(4)

中商国際旅行社有限公司、中国婦女旅行社、北京中西国際旅游有限責任公司、中国康
輝旅行社集団有限責任公司

青島(2)

青島海外旅游有限公司、中国国旅（青島）国際旅行社

上海(7)

上海国旅国際旅行社有限公司、上海中旅国際旅行社有限公司、上海中国青年旅行社、
上海錦江旅游有限公司、上海春秋国際旅行社有限公司、上海不夜城國際旅行社有限公
司、上海興旅國際旅行社有限公司

重慶(3)

重慶海外旅業集団体海外旅游有限公司、重慶中国青年旅行社、重慶天鵞国際旅遊有限
公司

広州(7)

広東国旅国際旅行社、広州広之旅国際旅行社、港中旅広東国際旅行社有限公司、広東
省中国青年旅行社、広州東方国際旅行社、広東南湖国際旅行社

深圳(1)

深圳中国国際旅行社

香港(9)

東瀛遊（EGL）、星晨旅遊（MorningStar)、專業旅運（TravelExpert）、安運旅遊
（Wincastle）、新華旅遊（SunFlower）、康泰旅遊（HongThai）、縱橫遊（PackageTour)、至尊
假日（Xpert Holidays）、國泰假期（cathaypacific）

６）ヒアリング項目：
1.検討中のゴールデンルート以外のテーマ旅行・地域
2.販促のためのコンテンツが不足している地域
7）結果サマリー
1.検討中のゴールデンルート以外のテーマ旅行・地域
●都市別にみると、広州、香港の16社中1社を除く旅行会社がテーマ旅行を検討中と回答。
●テーマを見るとゴルフ、ウエディングが挙げられ、この他少数意見としてスキューバダイビング、
電車（鉄道）の旅を検討しているとの回答が得られた。
●検討している地域があると回答した21社中、5社が沖縄を挙げた。
2.販促のためのコンテンツが不足している(もしくはほぼない）地域
●「コンテンツ・情報が不足」と回答のあった地域は、沖縄、九州、四国のゴールデンルート以外の地域。
●都市別で見ると、広州、香港の旅行会社が広島県、鳥取県と中国地方のコンテンツが不足していると回答。
●その他、2社が補助金についての情報がほしいと回答した。
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１．検討中のゴールデンルート以外のテーマ旅行・地域
●都市別にみると、広州、香港の旅行会社はそれ以外の地域に比べ”検討中”との回答が16社中15社と多い。
●テーマを見るとゴルフ、ウエディングが多く挙げられ、この他少数意見としてスキューバダイビング、
スキー、フルーツ狩り、電車（鉄道）の旅を検討しているとの回答が得られた。
●検討している地域としては、5社が沖縄を挙げ、また少数意見として九州、北海道との回答が見られた。
No. エリア
検討中のゴールデンルート以外のテーマ旅行・地域
1 瀋陽A社 まだ検討していない。
2 瀋陽B社 九州方面でテーマ旅行を計画中。
3 瀋陽C社 予定はありません。
4 大連B社 検討していない。
5 大連C社 まだ決まっていない。
6 北京B社 検討してない。
7 北京E社 沖縄への団体を検討中。
8 北京F社 現在商品化中。
9 北京G社 北海道スキーを検討中。
10 青島A社 今のところ予定なし。
11 青島C社 まだ決めていない。
12 上海B社 無回答
13 上海C社 もし補助があるのなら、検討してみたい。
14 上海D社 検討してない。
15 上海E社 検討してない。
16 上海F社 温泉旅行を検討中。
17 上海H社 沖縄ゴルフを検討中。
18 上海I社 検討していない。
19 重慶A社 検討していない。
20 重慶B社 検討していない。
21 重慶D社 ゴルフは商品化の予定。ただし、資料・情報が足りない。
22 広州A社 お花見、ゴルフなどの商務ツアー
23 広州B社 お花見、ゴルフなどの商務ツアーを検討中。
24 広州C社 クルーズ旅行を検討中。
ゴルフ、ウエディングともに取り扱う予定。ただし、ウエディングの場合は、件数は多くないだろう。ゴルフ、ウエ
25 広州D社
ディングに関する情報が少ない。
沖縄への団体客は、海だけでなく、陸上も楽しめる。だた、ダイビングについては安全性のも問題性があるので
26 広州E社
心配。
27 広州F社 沖縄でのゴルフ、ウエディングを検討中。
28 広州G社 ウエディング、ゴルフ、スキューバも作りたい。しかし情報がない。
29 深圳A社 ゴルフを検討中。
30 香港A社 ウエディングを検討中。
31 香港B社 検討していない。
32 香港D社 ダイビングを検討中。
33 香港E社 ショッピング＆電車の商品を検討中。
34 香港F社 沖縄の水上スポーツを検討。
35 香港G社 体験項目として、フルーツ狩りを検討。
36 香港H社 電車旅行を検討中。
37 香港K社 ダイビングを検討中。
38 香港L社 電車旅行を検討中。
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２．販促のためのコンテンツが不足している地域（もしくはほぼない）地域
●「コンテンツ・情報が不足」と回答のあった地域は、沖縄、九州、四国のゴールデンルート以外の地域が中心。
●都市別で見ると、広州、香港の旅行会社では広島県、鳥取県と中国地方のコンテンツが不足していると回答が見られた。
●その他、2社が補助金についての情報がほしいと回答した。
No. エリア
1 瀋陽A社
2 瀋陽B社
3 瀋陽C社
4 大連B社
5 大連C社
6 北京B社
7 北京E社
8 北京F社
9 北京G社
10 青島A社
11 青島C社
12 上海B社
13 上海C社
14 上海D社
15 上海E社
16 上海F社
17 上海H社
18 上海I社
19 重慶A社
20 重慶B社
21 重慶D社
22 広州A社
23 広州B社
24 広州C社
25 広州D社
26 広州E社
27 広州F社
28 広州G社
29 深圳A社
30 香港A社
31 香港B社
32 香港D社
33 香港E社
34 香港F社
35 香港G社
36 香港H社
37 香港K社
38 香港L社

販促のためのコンテンツが不足している（もしくはほぼない）地域
ゴールデンルート以外。
九州のお勧めルート。
九州と東京もしくは大阪のルート。
四国。
沖縄。
今のところ無い。
ゴールデンルート以外。
例えばサービス権や、ショップの割引券についてや、東京、大阪からの日帰り旅行についての情報。
無い。
思いつかない。
広告補助の情報。
無い。
ゴールデンルート以外の地域またはスポット情報、政府の補助情報。
無い。
無い。
ゴールデンルート以外。
無回答。
無い。
沖縄。
沖縄、九州。
関西。
九州、四国。
ゴールデンルート以外の地域。四国、広島。
ウエディング商品。
長野、和歌山、東京近郊。
長野、九州。
東北の近況。
沖縄、東北、四国、広島附近。
沖縄、九州、中部。
沖縄離島。
無い。
無い。
四国。
無い。
広島、鳥取など、まだ知名度の低い地域。
鹿児島。
高級ツアーの問い合わせ先、スキューバダイビング、ゴルフ、ウエディングなど。
無い。
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