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横浜観光プロモーション認定事業
平成２３年度１０月認定事業として、９件の事業を認定！
横浜への集客力を高める事業を、オール横浜でサポートする『横浜観光
プロモーション認定事業』。 この度、平成23年10月認定事業として、新た
に9件を認定しました。
ニューツーリズムとしての取組みでの『健康増進』『スポーツ』をテーマにし
た集客事業や、東日本大震災後回復が切望されているアジアインバウンド
マーケットの活性化に貢献が期待できる事業などを中心に、平成23年度下
期の集客強化を目指します。
認定された事業の一部をご紹介いたします。
スポーツツーリズム「ウォーキングの街
よこはま」実現に向けた事業
健康志向の今、ウォーキングイベントは各地で開催され
盛況ですが、横浜をウォーキングの街としてブランディング
する試みがスタートします。
既存のウォーキングイベントには無い体験型メニューを
提供する施設を組み込み、健康づくりに欠かせない「食の
重要性」を学べるコースで、1月～3月
に掛けて4回のウォーキングイベントを
実施します。
3月恒例の、《よこはまシティウォーク》
の参加者増加も期待できます。

株式会社ＪＴＢ法人東京
よこはま・インバウンド
及び国内観光促進事業
外国人来訪者、特に中国人マーケットを
メインターゲットとした戦略を採る(株)ドン・
キホーテ。
横浜の集客力に期待し「外国語対応音声
ペン」を初めて導入。ホテル、観光施設、
飲食店などでの外国人観光客の受入れを
サポートします。
また、災害時対応にも活用できるため 、
誰もが安心して観光できる環境整備にも
役立ちます。

株式会社ドン・キホーテ

走る男F 駅前バスマラソン・横浜特別編
tvkの「走る男F」は、タレント森脇健児が
走ることの楽しさを伝え、全国述べ110万
世帯余りが視聴する人気番組です。その
特別編を制作し、走るコースで横浜の見
どころを凝縮、コアな情報も含め横浜の
魅力を紹介します。10月～12月の間に
2回放映、さらにウェブでも発信し、「横浜
で走ろう」をメッセージとして伝え、12月に
開催される《横浜マラソン》の観戦者を
増やし、集客効果も狙います。

株式会社テレビ神奈川
ANAで行く「美の横浜」プロモーション企画
～集客を生み出す仕組みづくり～
海外からの個人観光客を横浜に誘客
するため、ANAと提携する中国・台湾・
香港の主要旅行会社［目標32社］の
サイト内に、横浜の〝美〝に関わ る
素材を中心に掲載する専用コンテンツ
を作成します。合わせて市内宿泊施設
の情報も発信、ANAのフライトとの
組合せにより、アジアからのインバウ
ンド客の増加を目指します。

ＡＮＡセールス株式会社

認定事業の概要など、詳しくは財団ホームページ（http://www.welcome.city.yokohama.jp/ja/ycvb/promo/index.html
http://www.welcome.city.yokohama.jp/ja/ycvb/promo/index.html）
http://www.welcome.city.yokohama.jp/ja/ycvb/promo/index.html
をご覧ください。

お問い合わせ先
わせ先

財団法人 横浜観光コンベンション・ビューロー 事業部 中村 淳 TEL：045-221-2111
*本日は19：00まで在席しております。

平成２３年度 横浜観光プロモーション認定事業 実績
1 応募件数、認定件数、総事業費、助成金の交付予定額 一覧
各項目いずれも 上段=10月認定実績、下段=年度累計

旅行商品部門

情報発信部門
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2 平成２３年度 横浜観光プロモーション認定事業助成金 予算執行状況
年度予算総額

４月認定
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７月認定

１０月認定

（千円）
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横浜観光プロモーション認定事業 平成２３年度１０月認定事業
認定事業名

1

2

よこはま・インバウンド及び国
内観光促進事業

事業者名

株式会社ドン・キ
ホーテ

事業概要

事業計画数値

ドン・キホーテが導入を進めている外国語対応音声ペン
を市内ホテルや観光施設、飲食店などに設置し、外国
人観光客の受け入れをサポートします。接客の際のコ
ミュニケーションだけでなく、災害時の対応も設定されて
おり、安心して観光していただける環境を整備いたしま
す。

集客目標：
３０，０００人
ＰＲ目標： (パンフレット・チラシ類)
９０，０００部/号(内訳：繁体
字韓国語版３万部、簡体字英語版３万部、日本語版３万部)
インターネット総ページビュー １８万PV/年 (３万ＰＶ/月×
６ヶ月)
(メールマガジン配信)
１８，０００通/年 (内訳：３千通×６ヶ月)
（その他、各メディアでの放送など）
３回/年

２００８年から放送を開始し、日本縦断を成し遂げた走る
男＝森脇健児が、横浜の見どころを凝縮したコースを走
りながら、横浜の魅力を余すところなく紹介する３０分番
「走る男F 駅前バスマラソン・横 株式会社テレビ神 組。全国１０局の地上波テレビとBS局（１局）で延べ１１０
万世帯余りが視聴する人気番組での放送と、番組を二
浜特別編」
奈川
次使用してｗｅｂ上で一定期間公開して、情報を発信しま
す。
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海外旅行ガイドブックの老舗「地球の歩き方」の発行元：
㈱ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ･ﾋﾞｯｸﾞ社が「地球の歩き方」編集ノウハウを
活かし、本年1月に創刊した訪日中国人観光客向けフ
訪日中国人観光客向けフリー
リーマガジン「GOOD LUCK TRIP日本楽酷游」。中国
マガジン「GOOD LUCK TRIP日 レインボーパブリシ
からの団体及び個人旅行客をターゲットに年3回刊で10
本楽酷遊」を媒体とした横浜プ ング株式会社
万部/号発行。旧正月直前の発行号で横浜の魅力を伝
ロモーション
える横浜頁を作成し、横浜及び横浜ベースの広域観光
情報を発信し、今後リピーターになりうるであろう中国人
観光客の横浜への誘客を図る。
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年間35万の訪日実績を出している旅行博士のWEBサイ
トを起点とし、ネットに関しては最も優れた技術を持つ韓
国への「横浜魅力発信」をしていくためには必須不可欠
のブログ攻略。旅行会社ブログと一般人ブログの年間
計画による同時多発攻略（B2C、B2B、P2P）は今までの
株式会社デイリー・
なかった広告とトラベルの融合によるアプローチで横浜
インフォメーション
の魅力を存分に発信していく。
また異国情緒あふれる街並みの横浜魅力を「海」と「港」
をテーマとして発信し、国際観光都市の横浜だからこそ
できる「横浜MICE」をMECE専門WEBSITEにてコンサル
ティングをしていく。

がんばろう横浜with旅行博士

ＰＲ目標：
回）

(パンフレット・チラシ類)

部/年 （内訳：

部発行×

(インターネット総ページビュー)
１０，５００，０００ PV/年
(内訳：１，７５０，０００PV/月×６ヶ月)
(メールマガジン配信)
通/年 (内訳：
通× ヶ月)
（その他、各メディアでの放送など）
回/年
その他： 全国延べ１１０万世帯
集客目標：
１１，５００人
ＰＲ目標： (パンフレット・チラシ類)
スマートフォンアプリ配信

１００，０００部/号
２０，０００ダウンロード/号

その他：上記部数を中国の広州、上海、北京の大手旅行代理店１８社で
40,000部/号、高級旅行情報誌「世界」の付録として、定期購読者6,000人
に同梱で送付。国内の観光案内所、大型ホテル等で50,000/号配布し、特
に海外配布に関しては、確実に東京へ来る方へ直接配布することにより
配布ロス排除。また、WEB上でデジタルブックとしての閲覧も。

ＰＲ目標： (パンフレット・チラシ類) １２，０００ 部/年 （内訳： 部発行× 回）
(インターネット総ページビュー) ３０，３００，０００PV/半年 (内訳： ５，０５
０，０００ PV/月× ６ヶ月)
(メールマガジン配信) ４，２００，０００ 通/半年 (内訳： ７００，０００ 通×
６ヶ月)

集客目標：
ＰＲ目標：
横浜は散歩コースの宝庫。そんな横浜で、お散歩しなが
部発行×
ら、街角のパン屋さんに寄り、公園の一角でパンを食べ
横浜エフエム放送
る、そんな新たなライフスタイルを提唱するプロジェクト
PV/月×
株式会社
を、ラジオ放送、イベント連動で約半年間に渡り展開

９００万人
(パンフレット・チラシ類)
３１，０００ 部/年 （内訳：
回）
(インターネット総ページビュー) ２０，０００ PV/年 (内訳：
ヶ月)
(メールマガジン配信) １（回）通/年 (内訳： 通× ヶ月)
（その他、各メディアでの放送など）
２０回/年
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横浜でお散歩パンしよう
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２００９年、１０年の横浜観光プロモーションフォーラム認
定事業の一環で、横浜観光トイレマップを制作したＮＰＯ
法人Ｃｈｅｃｋと2010年ＡＰＥＣで食材ピクトグラムを推進し ＰＲ目標： (パンフレット・チラシ類)
１０，０００ 部/年 （内訳： １
た株式会社大川印刷が協働で、横浜への観光客が安 ０，０００ 部発行× 1 回）
心して観光を楽しめるよう、多機能トイレや一般のトイレ
OPEN Toilet Project～誰もが
(インターネット総ページビュー) ３百万PV/年 (内訳：５０万
NPO法人Check、
の情報発信に取り組みます。高齢者や障害者を含む横 PV/月×６ヶ月)
安心して観光を楽しめる横浜を
株式会社大川印刷
浜への観光客に、インターネットサイト「Check a toilet」
目指して～
(メールマガジン配信)
通/年 (内訳：
通× ヶ月)
や店舗入り口のステッカーを通して、トイレを貸し出して
（その他、各メディアでの放送など） ２０ 回/年
いる情報を発信し、トイレを気にせず、安心して観光を
楽しめるエリアを作り出す事業「OPEN Toilet Project」を
実施します。
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横浜北部エリア市民参加型シ
ティプロモーション事業

横浜の北部エリア（港北区・都筑区・青葉区・緑区など）
の魅力を再発見し、このエリアの認知度向上、来訪者の
増加のため、ウェブサイトでのロケ地情報の収集と公
開、スマートフォンを利用したロケ地歩きアプリ（まち歩き
アプリ）の開発、ロケ地ツアーの開催（修学旅行生向け
NPO法人横浜コ
のツアー含む）を行い、培ったデータを使い横浜北部エ
ミュニティデザイ
リアにおけるロケーションサービス事業展開を目指す。
ン・ラボ、NPO法人
このエリアは多くのドラマ・映画などのロケ地として使わ
I Loveつづき、港北
れていることから、この事業ではそのことを北部エリアの
経済新聞、ヨコハ
魅力として捉え、活用するための施策を行う。これから
マ経済新聞
立ち上げるWEBサイト「横浜北部ドラマロケ地情報サイト
（仮称）」上で、市民を巻き込んだ、事業を展開。この事
業を通して、ロケ地として使用されていた場所が新たな
観光地となり、横浜のアピールポイントの一つとなる。

集客目標：
１００人（モニターツアー実施）
ＰＲ目標： (パンフレット・チラシ類)１万３千部/年（内訳：３千部×１回、１
万部×１回）
(インターネット総ページビュー)２０万PV/年(内訳：４万PV/月
×５ヶ月)
（その他、各メディアでの放送など）
１０回/年
その他：（WEBサイトへの情報投稿者数）月に１００人×５カ月=５００人
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中国、台湾、香港（韓国、東南アジアも視野に欧米へも
推進していく）からの個人旅行者を横浜に誘導するた
め、横浜の美にまつわる観光素材、宿泊素材を掘り起
ANAで行く「美の横浜」プロモー
し、主に当社フライトを中心に組み合わせた専用コンテ
ANAセールス株式
ション企画
ンツを作成し、各国の現地旅行会社に素材及びはユ
～集客を生み出す仕組みづくり 会社
ニットを提供し、商品造成に繋げる。当コンテンツを通し
～
て、横浜市内の観光施設や宿泊施設との関係性を強化
し、横浜エリア全体へのインバウンドの取り込みに貢献
する。
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集客目標：
６，７００人
「地域振興」をキーワードに｢ウォーキングのメッカ(セイ ＰＲ目標： (パンフレット・チラシ類) １０万部/年 （内訳：１０万部発行
スポーツツーリズム「ウオーキ
チ)よこはま｣として定着させることが狙いの事業です。地 ×１回）
株式会社JTB法人
元の企業や観光施設と連携して、新たなウォーキングイ
ングの街 よこはま」実現に向
(インターネット総ページビュー)７万５千PV/年(内訳：１５，００
東京
ベントを実施することで、横浜の着地型旅行が体験でき ０PV/月×５ヶ月)
けた事業
ます。
(メールマガジン配信) ６０万通/年(内訳：３０万通×２ヶ月)
（その他、各メディアでの放送など）
３回/年

ＰＲ目標：

（パンフレット・チラシ類）
中国 １２，０００部/年
（インターネット総ページビュー） ３２０，０００PV/年（内訳：
８０，０００PV/月×４ヶ月）
（その他、各メディアでの放送など）
その他： ・ANA SKY WEBへのツアー掲載
香港・台湾
・台湾旅行業界雑誌「旅奇」への掲載依頼

