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仕 様 書 

1 事業名 

令和 3年度訪日外国人旅行者周遊促進事業 

「信越圏（長野・新潟）サイクルツアー商品流通促進事業」 

 

2 事業の目的   

  新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、旅行者の旅のスタイルに変化や新たなニーズが 

生じており、それに対応した取り組みが求められている。 

  政府も地域が行う三蜜を避けた滞在コンテンツの造成など新たな旅のスタイルに対応する取 

組みに対し、支援を行っているところである。 

そこで本事業では、昨年度事業で造成したサイクリングコースのコンテンツに更なる磨き上げ

を行い、改善の提言だけでなく造成した商品を考察し、実際に商品を販売し、集客することを

目的とする。 

また、磨き上げを行った付加価値の付いた富裕層対象商品（Special Interest Tour(以下 SIT)）

の販売、流通、総消費拡大を推進することを目的とする。 

対象市場は、新型コロナウィルスの影響で減少した観光客の早期回復が見込まれ、かつ富裕層

市場においてサイクルツーリズムの需要が高い台湾とタイとする。 

具体的には、造成商品（コース）に関しての改善事項の提言を収集するとともに、対象市場 2

ヵ国よりサイクリングツアー商品を造成している旅行会社を招請し、ファムツアーを実施し、 

対象地域のサイクルブランディングの確立と認知度の訴求を行う。 

また、地域の観光事業者と招請した旅行会社との商談会を開催して意見を集約し、訪日サイク

リング旅行の流通環境整備と認知度向上、中・高所得層に向けた高単価の周遊コース商品の販

売による対象地域の消費額拡大を狙う。 
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3 業務対象連携先・地域 

 （１）連携先 

新潟県、長野県、長野市、北アルプス日本海広域観光連絡会議、信越９市町村広域観光連携

会議（信越自然郷）、信越高原連絡協議会 

 

（２）対象地域 

  新潟県妙高市、上越市、糸魚川市、富山県朝日町、長野県飯山市、中野市、山ノ内町、信濃町、 

飯綱町、木島平村、野沢温泉村、栄村、大町市、白馬村、小谷村、長野市 

 

4 対象市場 ：台湾 タイ 

 

5 メインターゲットの属性： 

中・高所得者リピータ-層 20 歳～60歳 FIT（SIT）、スポーツアクティビティ関心者層 

（特にサイクリングコースとしては中級～上級程度）の富裕層を対象とする。 

 

6 事業内容 

6-1 滞在コンテンツ造成事業 

A サイクリングコース磨き上げ及び商品造成 

過去のサイクルリングコースの改善事項の提言 12 件（2市場（台湾・タイ）× 

×招請旅行会社 3 社×２件） 

   具体的には、下記の点を注意すること。 

（有識者の選定について） 

・本事業で連携するDMO（信州いいやま観光局）で活動するサイクリングの有識者は、海外のサ 

イクルリングの知見を持っている。基本的には、この DMO で活動する有識者にご協力を頂き、 

事業を進めて頂く。 

・受託業者は、過去のサイクリングコースをさらに充実させる為に、実際にサイクルリング商品を 

扱い活動している有識者を選定すること。 

なお、有識者の提案は、連携先の承認を得ること。 

・有識者より、コースづくりや幅広いサイクリストの要求や意見、課題など集約し、滞在コンテン 

ツを造成すること。 
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（造成予定コンテンツの留意点） 

・サイクルステーション、アフターケアの施設などサイクリストの疲労回復やケガ等に備えた安 

心・安全と地域消費の接点を体験型周遊に加えること。 

・現金や土産を持ち歩くことが難しい為、キャッシュレス対応施設の案内や配送についての視点 

 を取り入れる。 

 

 

B 商品開発・販売準備  

磨き上げによるサイクリングコース開発数 ２市場（台湾・タイ）×2 コース 計 4コース。 

過去のサイクルリングコースの改善事項の提言を基に、ファムツアーの実施し、新たに磨き上げ 

による開発したサイクリングコース 4 コースで各 5 名集客し、計 20名を目標に販売準備を 

行う。 

B-1 招請旅行会社によるファムツアーの実施 

台湾 ３社 タイ 3社 計 6 名によるファムツアーの実施。（４泊５日予定） 

※入国制限下である場合は、在日旅行会社の招請も可とする。 

 

過去サイクリングコースの改善事項の提言を基に、ファムツアーを実施することでアンケ－ト 

により課題を抽出し改善することで、高付加価値につながる当該地域の魅力を取り入れた新た 

なツアー造成の訴求を図る。 

【実施時期】  

令和 3年 8月～10 月中旬 

 

【ファムツアー（台湾・タイ）のサイクリスト関係者の招請者について】 

①  招請者の選定及び調整 

 ファムトリップやインバウンド自転車ツアーについての過去の実績及びツアー催行の実施 

状況を鑑み、招請者の選定及び日程の招請を考えること。 

② 招請・取材コースの企画・調整・手配・運営 

 招請者に対して事業前及び事業後に十分に情報を提供すること。 

 招請対象者は 6名とし、日程は４泊 5 日程度を１回実施する。 

 受託業者は、連携先へ、ヒアリング及び調査等の結果、招請者が求めている情報等を提供し、 

ツアーの造成がなされるように、コース設定や協力体制の充実など十分に調整すること。 

また、招請・取材コースの決定については、連携先と調整のうえ決定すること。 
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 取材中において招請者の要望があった際にはフレキシブルに対応すること。（個別取材の時 

間を含む。） 

 招請期間中は、Wi-Fi 環境を整えておくこと。 

 招請について、日本のメディアの取材が入ることがあることも想定し、了解を得ること。 

 招請者の安全を担保すること。また、招請期間中の事故、治療及び救援等の費用並びに第三 

者に対する損害が発生した場合の対策を講じること。 

③ 招請・取材に係る交通の手配、調整 

 専用の移動手段の手配においては、完成車及び輪行車の双方を傷つけないように固定して 

搭載できる車両ならびに自転車のインバウンドツアーに習熟したランドオペレータを指定 

すること。 

 移動中、自転車は車両の屋根などの外ではなく、車内に固定できることが望ましく、宿泊先 

での保管方法（盗難、破損リスク）等、取り扱いについては細心の注意を払い、その運営方 

法について具体的に記載すること。 

④ 招請・取材に係る全行程の宿泊・食事の手配、調整 

 招請者が利用する宿泊施設は原則として１名１室とする。 

⑤ 招請・取材に係る全行程のアテンド 

 招請者それぞれにアテンドをすること。また、アテンドと通訳の業務と兼任する場合は、双 

方の業務に支障のないことを条件とする。 

⑥ 通訳の手配 

 状況により、全行程において、滞りのない運営ができるよう通訳を台湾・タイそれぞれ手配 

すること。 

⑦ ファムツアーアンケートの作成・配布・実施・回収（督促を含む）・集計・考察・分析及び 

翻訳 

 作成するアンケ－トについては、過去のサイクルリングコースの改善事項の提言から、 

どのような成果や修正点などが見られたか、新たに開発するサイクルコース ２市場（台 

湾・タイ）×2コース 計 4 コースに繋がる内容となり、後の商談会につながる意見集約 

や課題を整理できるにすること。 

 集計・分析を行った結果については、招請事業実施後速やかに回収・集計・分析及び翻訳を 

行い、その結果を連携先に適宜報告すること。 

 想定するアンケート項目や内容について、連携先と事前に協議を行うこと。 
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B-2 商品開発について【２市場（台湾・タイ）×2 コース 計 4コース】 

①（商品単価）招請した旅行会社と連携する DMO のサイクリング有識者の提言を受け、高額商

品造成を行い、単価 400 千円を目安とする。 

②（日程期間）いずれのコースも、対象地域に最低 3 泊～5 泊以上宿泊し、4～6日間は対象地域

を走行するコースとすること。 

③（自転車の種類）レンタル自転車や電動アシストバイクの利用も含めた造成を行うこと。 

④（移動手段について）造成にあたっては、新幹線駅、主要バス停など、交通結節点からの移動手 

段についても考慮し、モデルコースごとに想定される移動手段を提示すること。 

⑤（活用する地域資源）サイクリングで得ることができるポイントを「サイクリスト日本の旅８ 

項目」として整理をした。 

「海・山・川・湖沼・温泉・神社仏閣・世界（日本）遺産・グルメ」の 8項目を参考に、信越圏 

の山岳エリアを活かしたコースを設定すること。 

⑥商品の開発・販売は、新たな旅のスタイルとして下記の「新しい生活様式」に則り実施すること。 

(1)スポーツイベントの再開に向けた感染拡大予防ガイドライン（公益財団法人日本スポーツ協会） 

(2)旅行業における新型コロナウィルス対応ガイドライン（日本旅行業協会、全国旅行業協会） 

(3)長野県新型コロナウイルス感染症対応方針 

(4)新型コロナウイルス感染症に関する新潟県対処方針 

 

6-2 旅行商品流通環境整備事業 

C 販売流通（商談会の開催及びツアー販売） 

招請する旅行会社 

2 市場（台湾・タイ）×４社（対象国の旅行会社３社・在日の旅行会社１社） 

招請した旅行会社と地域の観光関係者を交えた商談会を開催し、商品流通の仕組 

みを考え、旅行商品の販売を行うこと。 

※入国制限下である場合は、在日旅行会社の招請も可とする。 

 

C-1 商談会の開催について 

【時 期】令和 3 年 8 月～10 月中旬の期間内で 1 回開催 

【場 所】日本 

   ※開催日や時間帯は、連携先と協議の上、設定すること。 
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 ①商談会の参加者について 

・サイクリングツアーを十分に訴求できる実力を有する旅行会社であり、対象国からの送客実績が 

あり、業務連携先含む旅行商品造成・販売に意欲的である 

2 市場（台湾・タイ）×４社（対象国の旅行会社３社・在日の旅行会社１社）とする。 

・商談会に招請する旅行会社については、実績等を確認できる資料（訪日旅行取扱実績、過去のサ

イクリングの主要な商品、販売方法等）を明示の上、選定理由をそれぞれ具体的に求める。 

※入国制限下である場合は、訪日外国人にサイクリング商品を造成販売できる在日旅行会社の

招請も可とする。 

・対象地域の観光事業者等、商談会の効果が高まる参加者を参集すること。 

②会場の手配 

・2 市場（台湾・タイ）の商談会が可能な会場を手配すること。 

・プレゼンテーションが可能な設備を持つ会場を選定すること。 

・パソコンやプロジェクター等の必要備品の手配も併せて行うこと。 

・新型コロナウイルス感染症の感染防止に配慮した会場準備とすること。 

・対象者に対し、飲み物等を用意すること。 

③通訳の手配 

・2 市場（台湾・タイ）に、通訳を１名ずつ手配すること。 

・通訳能力は、連携先の観光資源の魅力等を説明できるように円滑なコミュニケーションが行える 

 レベルとすること。 

・事前に打ち合わせを行うための時間を確保すること。 

④コーディネーターの手配 

・コーディネーターを 2市場（台湾・タイ）に各１名以上手配し、商談会における全過程の連絡・

調整を行うこと。 

・交通費、宿泊費等についても、事業費に含めること。 

・商談会の記録を行うこと。 

・コーディネーターは日本語での円滑なコミュニケーション及び 2 市場（台湾・タイ）との 

  円滑なコミュニケーションを行うことができるレベルの者とする。 

⑤アポイントメント等連絡調整 

・アポイントメント等連絡調整は、受託業者が、2 市場（台湾・タイ）旅行会社４社と確認し準 

備を進めること。 
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⑥商談会の運営・進行について 

・交通費、宿泊費等についても、事業費に含めること。 

・商談会で 2 市場（台湾・タイ）のプレゼンターを手配すること（コーディネーターが兼務する

ことも可とする）。 

・商談会の準備、受付、進行等の運営を行うこと。 

・商談会で使用する資料等は、作成にあたり、資料編集の適宜アドバイス等を行うこと。また、翻

訳を行うこと。 

・商談会に来場できない対象者に対しても、意見交換ができるような工夫を企画提案すること。 

⑦資料等の発送の手配について 

・商談会で使用する資料を連携先が指定する場所に送付すること。 

送付先：商談会会場等 

C-2ツアーの販売について 

・ツアーの販売は、受託業者が、商談会を開催した 2 市場（台湾・タイ）×3 社（対象国の旅行

会社３社）に販売を依頼し集客すること。 

また販売依頼した旅行会社における旅行商品の造成状況・送客状況を確認し、報告すること。 

 ・ツアー販売  時期 令和３年 11 月～令和 4 年 1 月 

 

7 効果測定及び成果物 

（1）効果測定の実施 

7-1 滞在コンテンツ造成事業 

A サイクリングコース磨き上げ造成事業  

B 商品開発・販売準備   

B-1 商品開発（ファムツアーの開催） 

B-2 商品開発 

① アウトプット 

・A 過去のサイクルリングコースの改善事項の提言 12件   

（内訳）２市場（台湾・タイ）×３社×2 件の改善事項の提言を受け考察すること。 

・B-2磨き上げによるサイクルコース開発数   

２市場（台湾・タイ）×2 コース 計 4 コース 

 

② アウトカム 

・B-1改善事項の提言を受け、招請によるファムツアーを実施し、高額商品の販売準備を行う 
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・B-2 単価 400千円（現地からの航空運賃を含む）×５名×２市場（台湾・タイ）×2コース 

サイクリングの予定販売高  計２０名 計 8,000 千円 

7-2 旅行商品流通環境整備事業  

C 商品流通（商談会）及び旅行商品の販売の実施 

C-1商品流通（商談会） 

C-2旅行商品の販売の実施 

① アウトプット 

・C-1 商談会開催 

2 市場（台湾・タイ）×４社（対象国の旅行会社３社・在日の旅行会社１社） 

・C-2 旅行商品の販売の実施 

２市場（台湾、タイ）×３社の計 6社によるによる改善提言を受けてツアー商品の販売 

② アウトカム 

・C-2 サイクリング商品の予約数 計 20名。 台湾から本エリアへ来訪するツアーを販売 

する。 商品単価＠400千円 

サイクリング商品の予約販売高 2,000千円×2市場（台湾・タイ）×2コース  

計 8,000 千円 

※予約販売を設定している対象国が、入国制限など見込めない可能性があった場合は、問合せ

件数及び販売商品ページの閲覧数とする。                       

・招請した旅行会社が造成、販売する商品に対する問合せ件数 50件 

・販売する商品ページの閲覧数 1,000回  

（2）成果物の作成 

① 提出物 

◆本事業実施報告書 

  Á4 カラー冊子、30 頁程度 

◆本事業効果測定報告書 

 Á4カラー冊子、15頁程度 

（実施報告書および成果測定報告書の電子データ） 

本編他に調査の概要を簡潔にまとめたÁ4 カラー1 枚も作成すること 

連携先 各 1６部、電子データ 8式 

（一社）関東観光広域連携事業推進協議会 各 2部、電子データ 2式 

②提出期限 

令和 4年 2月 28 日（月） 
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③提出先 

（一社）関東観光広域連携事業推進協議会、連携先 

（3）入札金額（内訳） 

本事業のために必要な経費（消費税を含む 10％）について、概算額（人件費、移動費、運搬費、

宿泊費、使用料、掲載費用、諸経費などの費目毎の内訳）を提示すること。なお、国外において支

出が発生する場合については、当該支出分を明確にし、課税、非課税、不課税、付加価値税の別を

記載すること。 

 

8．その他留意事項 

① 受託業者は事業の提案及び実行など、すべての段階において、世界的な新型コロナウイルス 

  感染症の感染拡大と渡航制限の状況を踏まえ、対象国の観光セクターによる発信動向を注 

視し、その時に最適と考える新型コロナウイルス感染症への配慮を情報発信及び活動に盛 

り込むこと。なお、新型コロナウイルス感染症に伴う対応は、提案段階や提案を採択した段 

階に定義されていなかったものも連携先から要望できるものとする。また、受託業者はでき 

る限り、その要望に対応するものとする。 

② 本業務で発生した制作物等の著作権は原則として連携先に帰属する。但し、受託者は必要に

応これを連携先の許諾のもとに利用、編集を行うことができる。本業務で取り扱うこととな

る個人情報の管理は適正に行うこと。 

③ 本事業に使用する映像、イラスト、写真、その他資料について、第三者が権利を有するもの

を使用する場合、第三者との間で発生した著作権その他知的財産権に関する手続きや使用権

料の負担と責任は全て受託者が負うこと。 

④ 成果物に重大な瑕疵があった場合は、原因者において、回収、修正、再印等必要な措置を講

じること。 

⑤ 全体を通して安全及び法令遵守を十分配慮すること。 

⑥ 本事業は、観光庁が実施する「令和 3 年度訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金」を活用

する。このため、受託事業者は、「訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金交付要綱」に従っ

て業務を遂行すること。 

⑦ 本事業の履行期間は契約締結の日から令和 4年  2 月 28  日（月 )までとする。 

 

9．監督職員 （一社）関東観光広域連携事業推進協議会 事務局次長  髙木 弘一 


