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（２）国内外富裕層旅行代理店等招
聘、ヒアリング等に基づく可
能性調査 

 
①国内外富裕層旅行代理店等招聘 

②ビジネス構築の可能性等について

調査分析 

第１章 業務概要 

１.１ 業務目的 

本事業は、平成28 年度に実施した富裕層旅行市場の実態調査を踏まえ、沖縄県が国内外の富裕層を

ターゲットとして位置付け、誘客に取り組む際の具体的な施策を立案することを目的として、富裕層旅

行市場の県内における受入実態把握及び課題の抽出等を行い、今後の可能性の分析を行った。 
 

１.２ 業務概要 

（１）沖縄県における富裕層受入実態把握調査 

富裕層市場の獲得のためには、富裕層旅行者の多様なニーズを把握し、民間事業者による独自の旅行商

品の開発、官民連携した受入体制の整備等に取り組んでいく必要がある。 

前年度実施した富裕層旅行市場の実態調査を踏まえ、県内事業者等へのヒアリング調査等により本県に

おける富裕層の受入実態を把握し、課題の抽出を行った。 
 

①受入人数及び消費額に関する調査  ②受入施設調査    ③商品内容調査 

④スーパーヨット実態調査      ⑤ヘリ利用実態調査  ⑥富裕層旅行への参入意向調査 
 

（２）国内外富裕層旅行代理店等招聘、ヒアリング等に基づく可能性調査 

本県が富裕層旅行市場に参入する際においても、富裕層ニーズに対応できる富裕層旅行代理店を育成

し、富裕層受入体制の整備や沖縄ならではの旅行商品開発といった面で連携していくとともに、国内外

富裕層旅行代理店とのビジネスマッチングを促進する必要があることから、これらの関係事業者間のビ

ジネスモデル構築の可能性等について調査、分析を行った。 

なお、国内外旅行代理店の招聘については３社を選定した。 
 

１.３ 業務の流れ 

本業務の検討手順は以下のとおり。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表１ 本業務の検討手順 

（3）意見交換会 

報告書の作成 

第１回 
（10 月） 

成果報告会 
（3 月） 

事前準備 

第２回 
（11 月） 

（１）県内市場の富裕層受入実態 
把握及び課題の抽出 

①受入人数及び消費額に関する調査 
②受入施設調査 
③商品内容調査 
④スーパーヨット実態調査 
⑤ヘリ利用実態調査 
⑥富裕層旅行への参入意向調査 
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第２章 沖縄県における富裕層受入実態把握及び課題の抽出 

２.１ 沖縄県における受入実態の把握 

２.１.１ 受入人数及び消費額に関する調査 

（１）調査目的 

これまで明らかになっていなかった県内における富裕層旅行者の受入実態・受入規模について把握し、

今後の富裕層旅行市場の振興に向けた取組を推進する。 

 

（２）調査方法 

 １）調査対象 

富裕層が宿泊すると考えられるホテルは現状において、富裕層旅行者を受け入れている施設を調査対

象とするため、「ラグジュアリークラス」や「アッパーアップスケールクラス」、「これら類する施設」で

あると想定し、ネット調査により閑散期（12 月）のスイートルームの客室単価が３万円以上の施設の

みを調査対象（43 施設）として抽出した。なお、アンケートの回答内容を踏まえ、ADR（平均客室単

価）が３万円未満の１施設を集計対象外とした。 

集計対象の42 施設の概要は以下のとおり。 

 

＜調査対象施設の概要＞ 

・本島北部への立地が約40%と比較的高い割合となっている。 

・施設全体（スイートルーム外も含む）の客室数は、50 室未満の小型施設と、300 室以上の大

型施設の割合が比較的大きい。 

図表２ 対象施設の数 

 

 ２）調査方法・調査項目 

一般社団法人沖縄県ホテル協会、沖縄県ホテル旅館生活衛生同業組合に協力を頂き、WEB アンケー

ト方式、郵送回収方式によりアンケート調査を実施した。 

対象とした42 施設のうち、35 施設（有効回答率 83％）から回答が得られた。 
 

図表３ 調査項目 

項目 調査内容 

施設情報 立地、客室数、繁閑状況 

運営状況 平均客室単価・客室稼働率（施設全体／スイート） 

プロモーション ターゲット、プロモーションのルート 

顧客概要・顧客ニーズ 予約ルート、属性、問い合わせ内容 等 

今後の取組意向 今後のビジネス展開の意向、官民連携意向、課題意識 

 

ホテルのグレード 施設数 

ラグジュアリークラスの施設（及びこれに類する施設） 7 

アッパーアップスケールクラスの施設（及びこれに類する施設） 35 

合計 42 
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（３）宿泊施設の調査結果 

 １）滞在している富裕層旅行者の属性 

・滞在している富裕層旅行者の海外比率は21.3％となっている 

・1 ホテルあたりの平均滞在日数は、国内客平均3.0 日、海外客平均3.5 日となっている 

・外国人の訪問元地域は、「中国」、「韓国」、「欧州」の順に多くなっている 

 

 ２）客室の利用状況 

・夏場（７月～９月）が繁忙期であり、現状では、沖縄を訪れる一般顧客と類似性が見られる 

・スイートルームの客室平均単価は、平均値で78,782 円（施設全体59,595 円） 

・スイートルームの客室稼働率は37.3％（施設全体64.0%） 

 

 ３）プロモーションの状況 

・主なプロモーションターゲット地域は「国内」が約９割 

・ターゲット顧客は「BtoB」が約６割 

・具体的なプロモーション方法は、BtoB は「OTA※」が約８割、「旅行代理店」が約７割。BtoC

は「WEB 広告」が約７割と最も多い 
※Online Travel Agent 

 

 ４）富裕層旅行者のニーズ 

・滞在中の過ごし方としては、「ホテル内でゆっくり過ごす」が８割を超えている 

・コンシェルジュに対する問い合わせ事項については、「食事（施設外）」、「アクティビティ」が 

約７割となっている 

 

  
（複数回答可）                       （複数回答可） 

有効回答数：35              有効回答数：35 

図表４ ホテル滞在中の過ごし方・旅行の目的 図表５ コンシェルジュ等に対する問い合わせ 

 
 

  

85.7%

31.4%

57.1%

0.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

ホテル内でゆっくり過ごす

周辺地域に積極的に出かけて楽しむ

ホテルを拠点として周遊する

その他

71.4%

62.9%

71.4%

28.6%

8.6%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

食事（施設外）

食事（施設内）

アクティビティ

移動

その他
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 ５）富裕層旅行者のニーズ（レストラン） 

・紹介可能な施設は、宿泊施設内の施設が約６割となっている 

・「地元の食が味わえる」ことに対するニーズが８割と大きい 

・一方で、紹介可能な店舗の「可能理由」では、「地元の食が味わえる」の割合は相対的に低い

（39.7％）。（地元の食が味わえる施設や紹介可能な施設の数が十分ではないと考えられる） 
 

 

有効回答数：43 

（13施設が回答） 

図表６ 紹介可能な飲食店の立地 

図表７ 飲食店紹介について多く寄せられている要望／ 

紹介可能な理由 

 

（４）県内市場の受入規模 

 １）市場の推計方法 

県内における富裕層旅行市場の算出の対象は「宿泊」、「飲食」、「体験（マリンアクティビティ、エス

テ・スパ、ガイド、ゴルフ）」、「県内移動」、「買物・土産」とし、カテゴリーごとの「利用人数」、「一人

当たり消費額」の２点について計算した。 

なお、市場規模については「利用人数」 ☓ 「一人当たり消費額」により算出した。 

 

①宿泊施設 

アンケート結果から得られるホテルの平均客室単価（ADR）（円／室）、客室稼働率（OCC）（％）、

平均利用人数（人）、客室数（室）を、価格特性や利用規模の異なる「ラグジュアリークラス」と、「ア

ッパーアップスケールクラス」の２つに分けて集計し加重平均した上で合算した。 

なお、ADR については、ラグジュアリークラスは施設全体のADR、アッパーアップスケールクラ

スはスイートルームのみのADR の平均値を活用した。 

 

a 年間利用人数   ＝ 【総客室数 ☓ OCC ☓ 365 日 ☓平均利用人数】 

b 一人当たり消費額 ＝ 【ADR ／平均利用人数】 

 

  

宿泊施設

内

60.5%

宿泊施設

外

39.5%

82.4%

11.8%

20.6%

20.6%

0.0%

39.7%

19.2%

16.4%

11.0%

13.7%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

地元の食が味わえる

店舗のロケーションが良い

要望に応じた

特別なサービスが可能

特定メニューの指定

その他

飲食店紹介について多く

寄せられている要望

紹介可能な理由

・三線が聞ける 
・英語メニューがある 
・シェフが目の前で調理 
・落ち着いて食事が可能 

有効回答数：34 

有効回答数：73 



 

5 
 

②レストラン 

夕食の料金を算出の対象とし、富裕層旅行者（＝宿泊施設利用者）のすべてが利用すると考え、利

用回数を平均滞在日数から定め、夕食１回の平均予算と掛け合わせることで算出した。 

夕食１回の平均予算は、宿泊施設アンケートで富裕層旅行者に紹介が可能な店舗の最高予算の平均

値（16,529 円／人・回）を使用した。 

 

a 年間利用人数   ＝ 【宿泊施設の年間利用人数】 

b 一人当たり消費額 ＝ 【平均予算（円／人・回）☓ 利用回数（＝平均滞在日数 – 1）】 

 

③アクティビティ 

＜マリンアクティビティ＞ 

富裕層旅行者（＝宿泊施設利用者）のうちホテルからアクティビティ事業者に紹介を行う割合（紹

介率＝16%※）を踏まえ、最高利用回数を滞在中１回とし、平均予算（130,654 円／組）と掛け合

わせることで算出した。 

平均予算は、宿泊施設アンケートで富裕層旅行者に紹介が可能なサービスの平均予算を使用した。 

 

a 年間利用人数   ＝ 【宿泊施設の年間利用人数 ☓ １回 ☓ 16％】 

b 一人当たり消費額 ＝ 【平均予算（130,654 円／組） ／ 平均利用人数】 

 

※対象施設へのヒアリングにより把握 

 

＜エステ・スパ＞ 

富裕層旅行者（＝宿泊施設利用者）のうちホテルからエステ・スパ事業者に紹介を行う割合（紹介

率＝10%※）を踏まえて、最高利用回数を滞在中１回とし、平均予算（15,119 円／人）と掛け合わ

せることで算出した。 

平均予算は、宿泊施設アンケートで富裕層旅行者に紹介が可能なサービスの平均予算を使用した。 

 

a 年間利用人数   ＝ 【宿泊施設の年間利用人数 ☓ １回 ☓ 10％】 

b 一人当たり消費額 ＝ 【平均予算（15,119 円／人）】 
 

※対象施設へのヒアリングにより把握 

＜ゴルフ＞ 

富裕層旅行者（＝宿泊施設利用者）のうちホテルからゴルフ利用の紹介を行う割合（紹介率＝6%※）

をかけて、最高利用回数を滞在中１回とし、平均予算（22,835 円／人）と掛け合わせることで算出

した。 

平均予算は、宿泊施設近傍に立地するゴルフ場における一人当たりの年間の平均料金を使用した。 

 

a 年間利用人数   ＝ 【宿泊施設の年間利用人数 ☓ 6％】 

b 一人当たり消費額 ＝ 【平均予算（22,835 円／人）】 
 

※対象施設へのヒアリングにより把握 
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＜ガイドサービス＞ 

富裕層旅行者（＝宿泊施設利用者）のうち、外国人のみを対象とし、滞在期間中の利用料金を推計

した。宿泊施設の年間利用組数に外国人比率と平均滞在日数をかけて、ガイドの必要人日数を算出し

た。 

a 年間利用人数   ＝ 【宿泊施設の年間利用人数 ☓ 21.3％ ☓ 3.1 日】＝37,908 人日  

 

一方でガイドの供給能力は、多言語ガイドができる人材の数が65 名と言われておりガイドの年間

キャパシティは以下のとおり算出される。 

b ガイドの供給能力 ＝  65 人☓ 365 日☓ 稼働率（5 日／７日）＝16,946 人日  

 

a＞b となることからガイドサービスの利用人数は、 

c 年間利用人数   ＝ 【16,946 人日 ／ 3.1 日 ☓ 3.2 人】 ＝ 12,584 人／年  

d 一人当たり消費額 ＝ 【利用単価（平均滞在日数3.1-2）☓ 一日単価＋半日単価☓2 ／平均利用人数3.2 人）】 

 

※ 一日単価47,000 円、半日単価25,000 円（招聘時に要した時間外も含む日当を基に設定） 

滞在初日と最終日は半日ずつサービスを使用したものと仮定。 

（一回あたりの利用価格＝利用単価（平均滞在日数3.1-2）☓ 一日単価＋半日単価☓ 2） 

 

④買物・土産 

買物・土産の消費額は、直接的な実態把握が困難なため、旅行消費額に占める買物・土産が占め

る割合から推計した。国内客と海外客とは消費特性が異なることが考えられるため、来訪者数に外

国人比率（21.3％）を勘案し、それぞれ以下の割合から消費額を推計した。 

 

国内客 ：「沖縄県 観光統計実態調査（平成 28 年度）」の結果から、日本人客の一人当たり消

費額に占める「買物・土産」の消費額の割合（18.6％） 

外国人客：「観光庁 訪日外国人消費動向調査（平成 28 年度）」の結果から、訪日外国人旅行者

（欧米客）の一人当たり消費額に占める「買物代」の消費額の割合（13.6％） 

 

⑤交通 

交通の消費額は、直接的な実態把握が困難なため、旅行消費額に占める交通費の割合から推計し

た。国内客と海外客とは消費特性が異なることが考えられるため、来訪者数に外国人比率（21.3％）

を勘案し、それぞれ以下の割合から消費額を推計した。 

 

国内客 ：「沖縄県 観光統計実態調査（平成 28 年度）」の結果から、日本人客の一人当たり消

費額に占める「交通費」の消費額の割合（14.11％） 

外国人客：「観光庁 訪日外国人消費動向調査（平成 28 年度）」の結果から、訪日外国人旅行者

（欧米客）の一人当たり消費額に占める「交通費」の消費額の割合（14.15％） 
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 ２）一次交通のキャパシティの検証 

各社時刻表より、路線、便数、使用機材の種別から上級グレードの座席数を算出すると、下表のとお

り 2178.6 席/週となり、日平均 311.2 席となる。この値は、本調査における富裕層旅行者の日平均

の来訪者数362.2 人を下回る水準となっている。 
 

図表８ 便数および座席数 

区分 対象便数 対象座席数 備考 

国内線 294便 1,750席／週 （平均250席／日）  

国際線 90便 428.6席／週 （平均61.2席／日）  

合計 384便 2178.6席／週 （平均311.2席／日） 
＜＜362.2人/日 
（日平均の富裕層の来訪者数）※ 

※富裕層の来訪者数132,231人/365日＝362.27人/日 

 

 

 ３）市場規模の算出結果 

①消費額と市場規模 

年間の沖縄への富裕層の来訪者数は、宿泊施設の利用者数である132,231人と仮定する。ここから、

市場規模は一人当たり消費額×来訪者数として算出した。 

沖縄県内における、富裕層顧客受入に係る市場規模は、年間来訪者数132,231 人、一人当たり消費

額は237,573 円、市場規模314 億1,451 万円（平均滞在日数3.10 日※１）と推計される。 

 

図表９ 消費額と市場規模 

 
消費額 

（円/人） 

利用人数 
市場規模 
(円/年) 

算出条件 
（人） 

組数 
（組） 

利用率
（％） 

宿泊 111,429 132,231 57,492 100％ 147 億3,436 万 － 

体験 16,173 132,231 － 100％ 21 億3,857 万 － 

マリンアクティビティ 56,806 21,157 9,198 16％ （12 億184 万） ホテルからの紹介 

エステ・スパ 15,119 13,223 － 10％ （1 億9,991 万） ホテルからの紹介 

ゴルフ 22,835 7,933 － 6％ （1 億8,115 万） ホテルからの紹介 

ガイドサービス 44,167 12,583 5,471 － （5 億5,575 万） 
ガイド数の制約により算出 
（外国人客のみ利用） 

食事 34,752 132,231 57,492 100％ 45 億9,529 万 － 

移動 33,539 132,231 － （100％） 44 億3,489 万 
既存統計による一人当
たりの支出割合により
算出※2 

買物・土産 41,680 132,231 － （100％） 55 億1,138 万 
既存統計による一人当
たりの支出割合により
算出※2 

合計 237,573 － － － 314 億1,451 万 － 

※１ アンケートに回答頂いたホテルの滞在日数を、集計対象とみなしているため、実際の沖縄への滞在日数はもう少し長いことが想定される。 

※２ 外国客は、観光庁 訪日外国人調査（欧米客）、国内客は沖縄県 観光統計実態調査（国内客）の値を使用） 
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②富裕層市場の県全体に占める割合 

現状の受入人数は、132,231 人、観光消費額は約 314 億円となっており、沖縄県全体に占める割

合は、入域観光客数の1.51%、観光消費額の4.75%を占めている。 

現状の富裕層による観光消費額は、リゾートウェディングの市場規模224.9 億円※を超える規模とな

っている。 

 

図表１０ 沖縄観光市場に占める富裕層市場の割合 

 観光客数 観光消費額 平均 
滞在日数 備考 

富裕層市場 
推計値（A） 132,231 人 314 億円 3.10 日 － 

沖縄県 
観光統計（B） 8,769,200 人 6603 億円 3.71 日 

※平成 28 年度 沖縄

県統計実態調査 

（A／B） 1.51% 4.75％ － － 

※平成28年沖縄リゾートウェディング統計調査結果 

図表１１ 

③一人当たり消費額の規模感 

一人当たり消費額は 237,573 円となっており、沖縄県の観光客の平均旅行消費額である 75,297

円の3.1 倍程度の水準にある。費目ごとにみると宿泊費が観光客の平均消費額として約5 倍となってお

り高い水準となっている。 

沖縄県のコンベンションによる来訪者の消費単価である130,656 円を超える水準にある。 

 

図表１２一人当たり消費額の一般観光客との比較（円/人）    図表１３一人当たり消費額の比較 

 富裕層 
推計値（A） 

沖縄県 
観光統計（B）※１ 

（A／B） 

宿泊費 111,429 円 22,766 円 489% 

交通費 33,539 円※2 10,350 円 324% 

土産・買物費 41,680 円※2 16,436 円 254% 

飲食費 34,752 円 16,711 円 208% 

娯楽・入場費 16,173 円 6,667 円 243% 

その他 － 2,367 円 － 

総額 237,573 円 75,297 円 316% 

※１ 平成28年度 沖縄県統計実態調査より 

※２ 既存統計による一人当たりの支出割合により算出  

（外国客は、観光庁 訪日外国人調査（欧米客）、国内客は沖縄県 観光統計実態調査の（国内客）の値を使用） 

※３ 平成27沖縄県MICE開催実態調査事業報告書 
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 ４）県内の富裕層旅行市場のポテンシャル 

現時点の受入人数を元に、富裕層のアクティビティ（体験）関連の消費額が最大化した場合の市場規

模に関するシミュレーションを行った。 

アクティビティ（体験）関連の消費額については、富裕層旅行者向けサービスに対応しているサービ

スの単価を記載しているが、利用率（本調査においては宿泊施設からの紹介率として把握）が6～16％

と大きな値ではなく、富裕層旅行者受入が可能なサービスの充実を図り、紹介率の向上を図ることによ

り今後の市場拡大につながるものと考えられる。 

 

 
図表１４ 県内の富裕層旅行市場のポテンシャル 

 

２.１.２ 受入施設及び受入商品 

県内において富裕層旅行者の受入を行っている商品の例は以下のとおり。 
 

（１）宿泊サービス 

富裕層を受け入れている施設としては42 施設を想定し、受入状況について、前出のとおり実態の把

握を行っている。 

 

（２）ハイヤー 

沖縄県内において、ハイヤー事業者は８事業者（業務概況（平成28 年度）沖縄総合事務局陸運事務

所）が営業している。それぞれが沖縄県ハイヤー・タクシー協会に加入しており、車両の保有台数は図

表のとおりである。事業者の立地としては本島南部地域に集中している。 

料金設定は運輸局への届け出制となっており、運輸局より認可された料金体系のなかでサービスを提

供する必要があるため、富裕層に特化した料金設定が出来ず、特別な配慮が求められる顧客に対しても

高い料金が設定できない仕組みになっている。 
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（３）アクティビティ 

①マリンアクティビティ 

今回アンケート調査の対象とした42 施設の高級ホテルのうち、ホームページ上でアクティビティメ

ニューが紹介されている施設 23 施設を対象として、アクティビティメニューの提供状況を調査した。

その結果、シュノーケリングの提供単価は 3,780～8,200 円／人となっており、ダイビングの提供単

価が 7,000～18,600 円／人であった。富裕層向けのサービスとして貸し切りに対応しているサービ

スは見たところわずかであり、一般旅行者向けのサービスが中心となっている。 

宿泊施設アンケートの結果からは、ホテルのコンシェルジュからマリンアクティビティについて、富

裕層旅行者に紹介を行う割合は 16%となっており、紹介可能なアクティビティサービスの平均予算は

130,654 円／組となっている。 
 

②エステ・スパ 

マリンアクティビティと同様に、アンケート調査の対象としたホテルにおいて紹介しているエステ・

スパのサービスについて調査した。ホテル施設内の個室を利用した貸し切りサービスが基本となってい

る。 

提供単価は概ね10,800 円～150,000 円となっており、ブライダルプランや、滞在型プログラム等

では10 万円を超えるプログラムも提供されている。施術時間は30 分から5 時間と内容によって様々

である。 

宿泊施設アンケートの結果からは、ホテルのコンシェルジュからエステ・スパについて、富裕層旅行

者に紹介を行う割合は10%となっており、紹介可能なサービスの平均予算は15,119 円／人となって

いる。 
 

③ガイドサービス 

外国語によるガイドを行うサービスとして沖縄通訳案内士会（OIGA「Okinawa Interpreter Guide 

Association」）が「通訳案内士」の斡旋を行っている。同団体は会員間の研修会等を通じたスキル向上

を図っており、利用料金についても同団体のガイドラインにより 1 日 8 時間あたりで 25,000 円～

35,000 円と標準料金を定めている。 
 

（４）レストラン 

富裕層旅行者のニーズに対応する質の高いサ

ービスを提供するレストランとして、グルメサ

イト「食べログ」、「ぐるなび」、「一休」で予算

1 万円以上もしくは、「トリップアドバイザー」

で高級店に分類されている施設を対象施設とし

て抽出した。 

那覇市内には、高級店が多く立地しているが、

それ以外の地域では比較的少なく、立地してい

る場合も付帯施設である割合が高いことが明ら

かになった。 

宿泊施設アンケートの結果からは、ホテルのコンシェルジュが富裕層旅行者に紹介できるレストラン

の平均予算は、平均予算は16,529 円／人となっている。 

図表１５ レストランの立地数 

地区 施設数 
うちホテル付帯 

施設数 
ホテル付帯施設が 

占める割合 

那覇 42施設 5施設 11.9% 

南部 1施設 1施設 100.0% 

中部 8施設 5施設 62.5% 

北部 25施設 22施設 88.0% 

八重山 13施設 6施設 46.2% 

宮古 6施設 5施設 83.3% 

計 95施設 44施設 46.3% 
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２.１.３ スーパーヨット実態調査 

（１）調査目的 

沖縄の温暖な気候と島嶼性を活かした富裕層向けのサービスとして、スーパーヨット可能性について

調査を行った。 
 

（２）沖縄の来訪状況 

平成27 年度は平良港と石垣港で５回、平

成28年度は石垣港と与那原マリーナで７回、

平成29年度は石垣港と与那原マリーナで３

回の寄港実績がある。 

 

（３）来訪者の行動特性 

①滞在期間 

SYL ジャパンへのヒアリングによるとスー

パーヨットで日本に来る富裕層旅行者は概ね、

2～３ヶ月間日本に滞在しており、沖縄では２

週間～１ヶ月程度。南方面からアクセスする場合、沖縄に立ち寄ることがある。 

②沖縄での過ごし方 

来訪者のニーズにより行動はそれぞれだが、例えば宮古島や石垣島、与那国島などのダイビングスポ

ットや、家族連れだと美ら海水族館などの観光スポットを訪れる人もいる。 

③訪問先 

沖縄本島では交通渋滞があり、インフラが整備されている石垣島や宮古島が、移動に時間を要さず良

い。現地の対応の良さもあり、石垣島をコースに組み込むことが多い。 

 

（４）スーパーヨットの誘致による富裕層誘致に向けた課題 

沖縄におけるスーパーヨットの誘致に向けた課題を以下のとおり整理する。 

 

①寄港場所の制約 

沖縄本島各所のマリーナは、与那原マリーナを除き、キャパシティがすでに一杯でありスーパーヨッ

トの寄港には使えない状況にある。このため、スーパーヨットを利用する富裕層の誘致を行う場合には、

寄港可能なマリーナの確保が求められる。 

 

②入港に関わる課題 

スーパーヨットの入港手続きを行う際には、商船と同じ手続きが必要であり、予定を変更する場合に

は、申請後に予定の変更等手続きが必要であり、煩雑性が指摘されている。 

また、沖縄本島では税関の手続きに時間を要するとの指摘もあり、VIP 対応の手続きのスピード化に

ついて検討が必要である。 

 

 

図表１６ スーパーヨットの沖縄への寄港実績 
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③マリーナの機能面の課題 

県内のマリーナ施設について、船舶の停泊に特化した機能が中心となっており、スーパーヨット利用

者等に求められるレジャー目的の利用者のニーズに対応するような機能（レストラン、シャワー施設、

ヘリコプターの場外離発着場 等）やマリンアクティビティ（ホエールウォッチング、ドルフィンウォッ

チングなど）の充実がヒアリングにおいて指摘されている。 

観光機能の充実を図ることにより、スーパーヨット利用者だけでなく、地域の観光拠点として一般観

光客を誘引する施設になりうることもありマリーナの機能面での充実が課題となる。 

 

④周辺地域の課題 

スーパーヨット利用者は、飲食や遊興費として多くの地域消費をもたらしている。一方で離島ではク

レジットカード環境が整っておらず、決済方法が現金や掛売りに限られており、消費拡大の制約となっ

ている。 

また、マリーナ周辺にはグレードの高いレストランがホテルの付帯施設を除き立地しておらず、飲食

のできるレストランの増加が課題となる。 

 

２.１.４ ヘリ利用実態調査 

（１）調査目的 

交通渋滞に遭わないことや、プライバシー保護といった観点から、ヘリコプターは、富裕層旅行者の

モビリティとして重要な役割を占める。ヘリコプター利用の実態や可能性について調査を行った。 

 

（２）離発着に係る要件 

民間利用のヘリコプターの離発着場所整備の要件としては「非公共用ヘリポート」と「場外離発着陸

場」以下の２パターンが想定される。利用頻度を勘案すると運航者ごとに申請を出して許可を受ける「場

外離発着場」が、整備に対する制約や申請の簡便さから利用しやすい状況にある。 

 

（３）ヘリコプターの運営企業（エクセル航空社）からみた課題意識 

 １）チャーター利用について 

エクセル航空を対象としたヒアリング結果によると、稀に富裕層旅行者によるチャーターヘリの要望

を受けるとのことだが、離発着場がホテル近接の良い場所に確保できず、実現していないとのことであ

った。飛行場外離発着場の設置は、駐車場等でも平面が確保できれば、比較的容易に設置ができるが、

平面の確保が難しく、ホテル近傍での場所の確保が困難な状況にある。 

チャーター料金が高価であり、現状の顧客層に対しては選ばれるサービスとはなっておらず、費用を

かけての飛行場外離発着場の確保や、非公共ヘリポートの整備といったことに前向きな投資ができてい

ない現状であると考えられる。 

 

 ２）遊覧飛行 

遊覧飛行のサービスとしては、現在、那覇空港発着で8 種12 コースが提供されている。 

同社ではBtoB のヘリコプターの運営サービスが事業の主流だが、八重山や宮古の市場は期待が大

きく那覇空港に比べて、運営上の制約が小さいため今後の展開を目指している。 
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２.１.５ 富裕層旅行への参入意向調査 

富裕層旅行者の受入を進めて行くためには、既存の観光事業者における取組に加えて、他業界との連

携が重要である。 

他産業の事業者を対象に収集したラグジュアリートラベルへの関心状況を以下に示す。各業種の立場

から、自社における本業とのシナジーや、高い収益性を意識し、富裕層市場に対して関心を持っている

ことが明らかになった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表１７ ラグジュアリートラベルへの関心状況 

 

２.２ 県内における受入課題の整理 

ヒアリング及びアンケート調査結果をもとに、各プロセスにおける課題事項を整理する。 

 

（１）沖縄へのアクセス 

富裕層旅行者が沖縄へアクセスする場合、航空機のファーストクラスやビジネスクラスといった上級

グレードの座席を使用することが考えられる。今後、県を挙げて富裕層誘致への取組を進めるなかで、

上級グレードの座席数の確保が求められる。 

那覇空港第２滑走路の供用開始後の航空便数の増加も念頭に置き、上級グレードの座席の確保やプラ

イベートジェットの利用環境の充実といった環境整備を検討する必要がある。 

 

（２）移動サービス（ハイヤー） 

 １）高級車の車両不足（量的・質的拡充） 

ハイヤー事業者は現時点においても一定数の高級車を保有し、富裕層対応のサービスを行っているが、

一般顧客に対しても、高級車を使用したサービスを行うことから、高級車の車両数が不足している。 

 ２）サービスの質の拡充（質的拡充） 

ハイヤーのサービス料金は運輸局への届け出制となっているため、富裕層顧客に対して特別な価格を

設定することが出来ず、富裕層に特化したサービスの提供が出来ていない状況にある。ハイヤー事業者

伝統工芸品販売
事業者

金融事業者

IT事業者

 商品の付加価値性を高めるためには、“モノ”＋“コト”売りによる

ストーリー性の醸成が不可欠

 ツーリズムという“コト”とセットにし、富裕層に対するテストマーケ

ティングの場としてラグジュアリーツーリズムを活用することで、

ラグジュアリーブランドの醸成が実現しうると思慮

ラグジュアリートラベル

への関心を有する背景

富裕層というターゲット

との接点を持ちたい

自社における本業との

シナジーを創出したい

新規事業テーマとして

高い収益性を確保したい

 金融事業を通じて富裕層とのコンタクトポイントを有している中、

富裕層ビジネスの横展開を模索中

 沖縄の重要産業である観光のうち、ラグジュアリートラベルに特化

したサービス展開を検討しており、他ラグジュアリーコンテンツと

組み合わせたメニュー化などを実現しうると思慮

 受託中心のB2Bサービスを中心に展開している中、他社と差別化

できるB2Cサービスを開発していくことが必要

 先端テクノロジーを利用するからこそ実現できる観光サービスを

検討しており、効率性ではなく特別感が求められるラグジュアリー

トラベルに対応したITサービスが求められると思慮
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側の単独でのサービス提供には限界があると考えられることから、ガイドや旅行会社等と連携した新た

なサービスの提供が求められる。 

 

 ３）インフラ面での課題 

県内の二次交通についてはレンタカーやバスが主流となっているが、近年の観光客数の増加により、

富裕層旅行者が交通渋滞に遭遇してしまうことが考えられる。 

このため、海上交通、ヘリコプターの利用等富裕層に対応する新たな交通モードの充実が求められる。 

 

（３）ホテル 

富裕層旅行市場では、世界的なホテルブランドが立地する場所が訪問先として選ばれる傾向がある。

富裕層旅行市場における沖縄の認知度向上を図るためにも、世界水準の高級ホテルの立地が望まれる。 

また、高級ホテルにおいても、夏場の観光シーズンに利用が集中する状況が見られることから、量的

な拡充と平準化が課題となっている。 

沖縄県内では高級ホテルの開発計画が進められており、量的な拡充は一定図られることが想定される

が、年間を通した海外富裕層の受入や満足度の向上に向けた取組が求められる。 

 

（４）アクティビティ 

 １）マリンアクティビティ  

マリンスポーツは、沖縄の強みを活かして富裕層旅行者向けに満足度の高い商品を開発することが可

能なコンテンツと思われるが、アンケートの対象とした高級ホテルから富裕層旅行者にマリンアクティ

ビティの紹介を行っている割合は 16%程度にとどまっており、富裕層旅行者向けのサービスが十分提

供出来ていない状況にある。 

富裕層対応に必要な要素としては「貸し切りの対応」や「送迎」となっており、こうした個別対応サ

ービスの充実が求められる。 

今回調査対象としたホテルで、ホームページを通じて紹介しているアクティビティの平均予算は、シ

ュノーケリング 3,780～8,200 円/人、ダイビングが 7,000～18,600 円/人となっているが、アン

ケートで把握した富裕層に紹介可能なサービスの平均予算は、130,654 円／組であり比較的高い水準

にある。富裕層に紹介が可能な高単価で質の高いサービスを充実し、紹介割合を上げていくことにより、

富裕層受入の充実と事業者の収益率の向上を図ることが可能であると考えられる。 

 

 ２）エステ・スパ 

サービスの特性上、個室での貸し切りサービスが基本となっているが、滞在型のものやブライダルエ

ステといった一部の高単価商品を除くと、価格帯が一般旅行者向けのサービスの一択にとどまっている。 

宿泊施設アンケートの結果から、エステ・スパに関しては、ホテルのコンシェルジュから富裕層旅行

者に紹介可能なサービスの平均予算は、現時点では15,119 円／人であり、他の支出項目に比べると単

価向上の余地があると考えられる。 

特別感があり、富裕層に紹介が可能な高単価なサービスを創出し、紹介割合を上げていくことにより、

富裕層受入の充実と事業者の収益率の向上を図ることが可能であると考えられる。 



 

15 
 

 

 ３）ガイドサービス 

全ての外国人の富裕層旅行者グループごとにガイドサービス利用すると考えた場合、現状において需

要量が供給量を上回っている。 

ガイドサービスは外国人顧客に対して必要性の高いものであるが、サービスの成熟度によっては、サ

ービスが選択されないこともありうると考えられる。 

今後は、通訳案内士の育成や、OJT を通じた人材育成が課題となる。 
 

（５）レストラン 

那覇以外の地域においては、宿泊施設の周辺に紹介可能な店舗が少なく、富裕層に対応できる店舗が

不足していると考えられる。特に地域の食を提供している高級店舗が不足している。 

食べログ、ぐるなび、一休で予算1 万円以上及びトリップアドバイザーで高級店に分類されている施

設は、南部では 43 施設、中部では 8 施設、北部では 26 施設、石垣島では 10 施設、宮古島では 7

施設、竹富島では1 施設となっており、那覇・南部以外では、宿泊施設の付帯施設以外の施設が少ない

状況となっている。地域における経済波及効果創出のためにも地域において富裕層旅行者のもてなしが

できる飲食店の増加が課題となる。 

 

（６）旅行会社 

県内では、富裕層の受入に特化している旅行会社が存在していない状況にある。先進地の富裕層旅行

代理店は、顧客のニーズに精通しており、宿泊施設やアクティビティ、移動、レストランなど地域側の

受入品質をトータルで管理する役割を果たしており、富裕層旅行の受入の推進において重要な役割を果

たす主体が不在となっている。 
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第３章 国内外富裕層旅行代理店等招聘、ヒアリング等に基づく可能性調査 

３.１ 国内外富裕層旅行代理店の招聘 

３.１.１ 調査目的 

沖縄県内での富裕層受入実態や課題を把握し、県内事業者が取りうる解決策を明らかにすることを目

的として国内外富裕層旅行代理店を招聘した。 
 

３.１.２ 招聘対象の選定方針 

富裕層旅行市場は“個人レベルのネットワーク”で構築される傾向があるため、法人の知名度ではな

く、強固なネットワークの有無を主な判断基準とし、調査目的を十分に達成することが可能な招聘候補

者を以下の4 つの評価軸から評価した結果、特にポテンシャルが大きい欧米やアジアを熟知している３

名を選定した。 
 

＜評価軸＞ 

①リテール（小売側）・ホールセール（仕入側）両面に熟知していること 

②富裕層市場形成に関与していること 

③日本への最低限の理解があること 

④沖縄の提供価値に共感できること 
 

＜招聘の対象者＞ 

 １）国内富裕層旅行代理店（マゼラン・リゾーツ・アンド・トラスト株式会社 朽木 浩志 氏） 

マゼラン・リゾーツ・アンド・トラスト株式会社 （石川県金沢市） 
代表取締役社長 

■大手旅行会社を経て、1998 年にマゼラン・リゾーツ・アンド・トラス
トを設立 

■ILTM や PURE 等世界的に権威のある富裕層向け旅行商談会に日本人
として初めて招待 

■2006 年よりThe Real Japan の名称で富裕層向けのインバウンド事
業を先駆的に開始 

■石川における官民連携組織の発起人としてラグジュアリートラベル市場形成に尽力 
 

 ２）国外富裕層旅行代理店 ①（Exclusive Links Pte Ltd  Emileen Yeo氏） 

Exclusive Links Pte Ltd （シンガポール） 
Managing Director 
■ラグジュアリートラベル市場でのセールス・マーケティングの経験を

20 年以上有する 
■ラグジュアリートラベル市場の多様な経験に基づいたテーラーメイド

の旅程やエキゾチックな目的地に関する専門家 
 

 ３）国外富裕層旅行代理店 ②（BAWA Tours & Travel  Peter Huber氏） 

CEO & Founder, BAWA Tours & Travel（ドイツ ミュンヘン） 
GmbH and Managing Partner/Founder, Pure Germany GmbH 

■アジア向けのオーダー＆ハンドメイドでの旅行体験のエキスパート 

■日本での活動実績として、ILTM Japan （2014&2016）：バイ
ヤーとして招待。東京、京都、金沢、高山、名古屋、盛岡、大槌、
大船渡、陸前高田、加賀エリア、広島、岡山、北四国、大阪 等各地
へのアレンジを実施 
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３.１.３ 実施概要 

 １）第１回招聘（国内富裕層代理店） 

富裕層旅行市場・沖縄県の現状について理解を深めて頂き、参画意欲を喚起する。 

先行事例（石川県）の取組について知り、課題の認識と、官民連携した取組の推進に資する意見交換

を実施した。 
 

①フィールドツアーの概要 

招聘に際して実施したフィールドツアーの概要は以下のとおり。 
 

図表１８ 行程表 

日時 平成29年10月5日（木）～10月6日（金） 

招聘者 マゼラン・リゾーツ・アンド・トラスト株式会社 

代表取締役社長 朽木浩志 氏 

行程 【1日目】◯斎場御嶽（世界文化遺産アガリウマーイガイドツアー） 

◯百名伽藍（内覧とランチ） 

◯ジ・ウザテラス ビーチクラブヴィラズ（内覧） 

◯金武鍾乳洞の古酒蔵（泡盛）見学 

【2日目】◯慶佐次川（カヌー体験） 

◯やんばるロハス（ホーストレッキング、ティータイム） 

◯（第1回富裕層市場の受入に向けた意見交換会） 

宿泊 ANAインターコンチネンタル万座ビーチリゾート 
 

②意見交換会の実施 

招聘に際して実施した意見交換会の概要は以下のとおり。 
 

図表１９ 第1回意見交換会概要 

日時 平成29年10月6日（金）13：30～15：15 

場所 厚生会館 多目的ホール 

参加者数 合計32名 

宿泊施設関係者4名、入関連団体・事業者10名、旅行業団体・事業者2名、 

その他行政及び団体14名、記者2名  

内容 ◯ラグジュアリートラベルマーケットとは？ 

◯沖縄県における現状の富裕層受入環境とは？（本年度の調査予定・経過報告） 

◯話題提供：石川県におけるラグジュアリートラベル市場形成の取組 

◯質疑応答・意見交換（沖縄の富裕層旅行市場形成に向けて） 

 

   

図表２０ 鍾乳洞の古酒造  図表２１ ジ・ウザテラス ビーチクラブヴィラズ 図表２２ 朽木氏プレゼンの様子 

（プレジデンシャルヴィラ） 
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 ２）第２回招聘（国外富裕層代理店） 

受入の推進に向けた機運醸成や課題解決のため、富裕層旅行代理店を招聘して、フィールドツアーと

意見交換を実施した。 
 

①フィールドツアーの概要 

招聘に際して実施したフィールドツアーの概要は以下のとおり。 
 

図表２３ 行程表 

日時 平成29年11月16日（木）～11月17日（金） 

招聘者 マゼラン・リゾーツ・アンド・トラスト株式会社 朽木浩志 氏 

EXCLUSIVE LINKS PTE LTD Emileen Yeo 氏 

BAWA Tours & Travel Gmbh Peter Huber 氏 

行程 【1日目】◯中山コーヒー園（コーヒー豆収穫・試飲） 

◯L lota（ランチ） 

◯金武鍾乳洞の古酒蔵（泡盛）見学 

◯都屋漁港（読谷村都屋）～チャタンハーバー（ミニクルーズ） 

【2日目】◯首里城周辺散策、琉染（車窓から説明）、公設市場、壺屋（車窓から説明） 

◯（第2回富裕層市場の受入に向けた意見交換会） 

宿泊 ジ・ウザテラス ビーチクラブヴィラズ 
 

②意見交換会の実施 

招聘に際して実施した意見交換会の概要は以下のとおり。 
 

図表２４ 第2回意見交換会概要 

日時 平成29年11月17日（金）13：30～15：30 

場所 厚生会館 多目的ホール 

参加者数 合計33名 

宿泊施設関係者6名、受入関連団体・事業者11名、旅行業団体・事業者5名、 

その他行政及び団体11名  

内容 ◯前回意見交換の振り返り、招聘コースの紹介 

◯招聘者によるプレゼン（取組概要、顧客の価値観、沖縄のポテンシャル） 

◯Q＆A（事前に頂いている質問と回答） 

◯総括コメント（今後の沖縄の可能性について） 

 

   
図表２５ コーヒー豆収穫体験  図表２６ チャタンハーバー    図表２７ ３名のパネラー席の様子 

（ミニクルーズ） 
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３.１.４ 実施結果 

（１）第１回招聘の振り返りで出された意見 

 １）招聘者から出された意見 

＜コンテンツ＞ 

・富裕層向けコンテンツは、「知る人ぞ知る」特別感を生むことが大切。 

・富裕層旅行者の価値観を理解することが重要。 

・ターゲットはクローズドのマーケットであり、そこにフィットしたコンテンツとする必要がある。 

（HP に「貸切可能」と載せる時点で、すでに特別ではない。“敢えて”裏メニューにしておくこ

とが大切。） 

 

＜業界連携の重要性＞ 

・関連業界間の連携が大事である。そのためには、まずはお互いを知ることが重要である。そのた

めには、「体験」をシェアすることが必要である。 

・実際の富裕層顧客の受入にあたっては民間企業同士の信頼関係のもと、フォローし合う体制づく

りが大事である。 

・官が所管するインフラ（空港、港）への要望等についても、民間企業が連携して声をあげ、富裕

層受入体制構築に向けたムードづくりが必要。 

 

＜受入によるシナジー＞ 

・受入により他業種とのシナジーが発揮される。例えば、飲食店で、今まで空かなかったワインが

次々に空くといった目に見える効果や、受入を通じてスタッフの英語学習のモチベーション向上

につながった例も見てきた。 

・効果が出だすと地域として良い循環を作ることができる。 

 

 ２）意見交換会の参加者から出された意見 

・特定のお客様に対して、公共機関が特別対応をすることは難しいと思うが、有料サービスとして

特別サービスを商品化していけば、富裕層への対応が差別化できると考える。 

・旅行滞在中の富裕層の病気やケガの対応が気になった。海外からの滞在者が地域の医療を圧迫し、

無理を強いる問題が気がかりである。高級ホテルは病院か医師の設置などの対応を考えてほし

い。 

・ラグジュアリートラベルを専門とするエージェントやコーディネータの育成が必要だと考える。 

・富裕層受け入れのロードマップを作成して、行動に移してほしい。 
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（２）第２回招聘の振り返りで出された意見 

 １）招聘者から出された意見  

＜富裕層旅行者の価値観＞ 

（朽木浩志氏より） 

・サービスの有り様としては以下の３点が重要。 

①天気や気分などで行程変更できるような「フレキシビリティ」。 

②個別の要望（「パーソナリティ」）に応える特別対応。 

→美術館にグランドピアノを運び入れての生演奏ディナー 

→万里の長城の一角でディナーをする  など 

③顧客のニーズを把握し、好まれそうなものを提供する「洗練されたサ

ービス」。 

・必ずしもゴージャスである必要はないが、その土地ならではの非日常体験ができることが求め

られている。 

・外国人にとっての旅行とは人生そのものであり、ライフスタイルの一貫になっている。 

（旅行はお金で買えない時間であるということを認識する必要がある。） 

 

＜沖縄の強み＞ 

（Emileen Yeo 氏より） 

・沖縄の強みは、日本であり日本でないところ。 

ビーチと文化どちらもPR すべき。 

・普段体験できない沖縄としてのストーリーを伝えることが重要。 

 

（Peter Huber 氏より） 

・年中温暖で、様々な歴史など良い素材が多く存在している。 

・インフラの素晴らしさや安全であることは重要である。 

・それぞれの良いところを生かし、強みを作ることができる。 

 

＜改善点や参入に向けたアドバイス＞ 

（Emileen Yeo 氏より） 

・マスマーケットでは成功しているが、ラグジュアリーマーケットとしてはこれから。 

・富裕層顧客のニーズや、マスとは違うマーケットということを理解しないといけない。 

・自分たちのサービスがどのようにマーケットにあっているかを知ることが重要。 

 

（Peter Huber 氏より） 

・ラグジュアリーに関しては本物にこだわることが重要である。温かいサービス、ほっとするサ

ービスを望んでいる。 

・きちんとした言葉できちんと対応できるかといった点で言語対応も重要である。 
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（朽木浩志氏より） 

・部屋が広いくらいでは驚かないが、想像を超える出来事があると印象に残る。 

（地元食材にこだわった食事を出すなど ちょっとしたことで良い。） 

・ラグジュアリーマーケットを目指す意思を持ってスタッフを育成することが重要。 

・時間をかけてじっくり進めていくことが望ましい。一組一組丁寧に対応していくことが求めら

れる。 

 

 ２）意見交換会の参加者から出された意見 

＜富裕層の価値観・ニーズ＞ 

・富裕層の人が思うラグジュアリーと自分たち事業者が思うラグジュアリーというものが一致しな

いことがあるということが分かった。 

・お金をいくらかけるかではなく、ここでしかない体験やモノを提供していくのかことの重要性を

改めて認識できた。 

・富裕層のリピーター化は難しいと思っていたが、ピーター氏のプレゼンにもあった「お客様がお

客様を呼ぶ」というコメントに共感できた。 

・富裕層に対する考え方が変わった。フレキシブルに対応することや、ラグジュアリーマーケット

は小さなことから始められること、地元の食材・体験を活かすことなど、参考になった。 

＜プロモーション＞ 

・国内プロモーションにおける手法のひとつとして、旅行層にきめ細やかな情報提供を発信し続け

ていくことの重要性を再確認できたとともに、セグメントしたコンテンツの展開に向けた切り口

のイメージが持てた。 

・海外で開催している「沖縄ナイト」などの商談会のように富裕層向けの商談会を開催してほしい。 

また、ILTM などにも参加できるようにしてほしい。 

＜コンテンツ＞ 

・富裕層がどのような客層を求めているのかは多様であり、それを把握することの重要性に共感し

た。沖縄には多くの観光コンテンツがあるため、情報発信していくことは欠かせない。様々な国

の富裕層にとって、興味・関心を感覚で抱いてもらえるような動きをとることが重要だと考える。 

・日本と琉球の違いを表現するプログラムについては、富裕層ニーズが高いと考える。 

＜推進体制＞ 

・各企業だけでは限界があるため、プロジェクトチームを立ち上げ民間企業同士が協力し、中心と

なった推進体制を構築するのが良いと考える。 

＜行政への期待＞ 

・小規模離島における富裕層受入の可能性を検討してほしい。 

・今後、富裕層受入に向けた対策を進める中で、公的な規制や制限がある場合、その緩和や変更を

国や県には柔軟に対応してほしい。 
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３.１.５ まとめ 

①富裕層の価値観の理解 

受入対応の起点として富裕層の価値観について理解を深めることが重要である。 

特に現状においては、県内で幅広く受入実績があるわけではなく、今後の受入拡充の動きを進めつつ

理解を進める必要がある。 

 

②沖縄強みの理解 

富裕層の価値観について理解を深めつつ、富裕層の価値観からみた沖縄の強みについて理解を深める

必要がある。沖縄ならではのローカルのストーリーを富裕層に対応する受入体制のもと発信する必要が

ある。 

 

③富裕層向けの沖縄ブランディングの検討 

沖縄県は Be.Okinawa のブランドのもとマス向けの観光地域として浸透が図られている。一方で富

裕層旅行者は、一般的な人気観光地を避ける傾向があり、ブランド形成にあたっては手法も含めて検討

が必要である。 

 

④業界間の横連携を図ること 

受入体制の構築にあたっては、業種横断で連携を図り相互の提供するサービスについても理解を深め

ながら体制構築を図ることが重要である。 

 

⑤DMC（デスティネーションマネジメントカンパニー）育成の必要性 

マスマーケットとはビジネスが異なるため、受入品質の担保や地域内のマネジメントを行うための機

能として、DMC の活用を検討する必要がある。 
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３.２ ビジネスモデル構築の可能性検討 

平成28 年度の調査で整理した「ラグジュアリートラベル・ビジネス」のスキームは以下のとおり。沖

縄県において、市場の拡大を進めて行くためには、以下課題に対応することにより、関係者間の連携関係

を構築することにより、ビジネスモデルの構築を図る必要がある。 

 

図表２８ ラグジュアリートラベルビジネスモデル 

 

①富裕層旅行代理店（ホールセール）の育成 

沖縄県内には富裕層旅行専門の代理店がなく、県内の受入の取組の推進（品質確保）や、関係者間の

連携推進のためには富裕層旅行代理店の機能の育成が必要となる。 

 

②ホテルの拡充 

現在、県内では国内の富裕層を中心とした受入が行われているが、今後、より大きな市場である海外

の富裕層の受入を推進するためには、富裕層の受入に対応できるホテルの整備や拡充が求められる。 

 

③ホールセールやホテルとの連携によるサプライヤーの育成 

県内における受入を推進するためには、宿泊施設周辺における富裕層旅行者の受入に対応した飲食や

アクティビティサービスの充実が必要となる。既存の観光事業者による取組や、新規参入が考えられる

が、ホールセールやホテルとも連携をとりつつ受入体制のレベルアップを図る必要がある。 

 

④プロモーションの推進（リブランディング） 

沖縄は富裕層旅行者の受入場所としては、世界の市場では未だ認識されていない。また、一方でマス

向けの観光地域としては直行便就航地域を中心に認知度が向上しつつある。今後、海外富裕層誘致の動

きを一層進めて行くためには、富裕層の受入地域としての存在をアピールしていく必要がある。 

 

⑤官民を挙げた連携体制の構築 

これまでに挙げた取組を円滑に推進していくためには、民間事業者のみでは限界があることから、官

民による連携を深めながら取組を推進していく必要がある。 
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第４章 今後の課題 

４.１ 富裕層受入実態把握調査を踏まえた課題の整理 

沖縄県を訪れる富裕層旅行者の受入実態について県内の宿泊施設を中心とした調査を行い、来訪者数

132.231 人/年、一人当たりの消費額が 237,573 円/人、市場規模が 314 億 1,451 万円であると

推計された。 

一方で、宿泊実績からみた外国人比率は約 21.3％であり、海外富裕層市場の取り込みはまだまだこ

れからの状況である。今後、海外富裕層の取り込みを持続可能な形で進めていくために特に重要な事項

として以下4 点の取組が挙げられる。 

 

（１）宿泊施設の拡充 

本調査のヒアリングにおいても指摘のあったとおり海外富裕層は宿泊施設のブランドを頼りに、訪

問先を決定するといった特性があり、質の担保された宿泊施設の充実が選ばれる観光地としての必要

条件となると考えることができる。 

 

（２）アクティビティの質的・量的な拡充 

アクティビティのホテルからの紹介率の低さや、設定単価の低さなどもあり、富裕層受入の可能な

アクティビティ環境が十分に整っていないことが明らかになった。 

今後は、宿泊施設とサプライヤーとの協働のもと、富裕層向けの商品開発を促進し、アクティビテ

ィの充実を必要がある。 

 

（３）レストランの質的・量的な拡充 

食事は旅行の重要なコンテンツであるが、富裕層受入体制の構築が十分図られていないことが明ら

かになった。特に地域の食を提供する飲食サービスの充実が重要であり、今後は、宿泊施設と飲食店

との協働のもと、飲食サービスの充実を図る必要がある。 

 

（４）誘致施策の強化 

海外からの富裕層誘致のためには、受入環境整備と並行してマーケティングを行い、適切な誘客活

動を進めて行く必要がある。特に未開拓である海外富裕層市場に向けた誘客施策を強化する必要があ

る。 
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４.２ 国内外富裕層旅行代理店等招聘・ヒアリングを踏まえた課題の整理 

国内外から富裕層旅行代理店３者を招聘し、沖縄県内の取組を視察した上で、関係者との意見交換会

を実施した。また、沖縄における富裕層旅行代理店の育成等も念頭に置きつつ関係事業者間のビジネス

モデル構築の可能性等について調査・分析を行った。本取組を通じて挙げられた課題として以下４点が

挙げられる。 

 

（１）富裕層の価値観の理解・人材育成 

招聘者との意見交換を通じて顧客を知ることが重要である。特に十分な受入体制や実績がない現状

においては、受入の素地となる人材育成に取り組む必要があり、受入の意思決定や受入に向けたノウ

ハウを蓄積することが重要となる。 

 

（２）ブランディングの強化 

沖縄は現時点では、海外からマス向けのファミリーリゾートとして認知されている。沖縄のもつ強

みを活かし富裕層旅行者に選ばれる観光リゾート地としてのブランドづくりを行う必要がある。 

 

（３）富裕層旅行代理店の育成 

沖縄県内には富裕層旅行専門の代理店が存在していない状況にあり、受入品質の担保や送客側との

関係性を作り上げていく意味からも、当該分野にビジネスとして取り組むプレイヤーを育てていく必

要がある。 

 

（４）業界間の連携促進 

富裕層旅行市場の一層の振興を図っていくためには、富裕層旅行代理店や宿泊施設、アクティビテ

ィ事業者、飲食事業者といった民間事業者の間で、目的意識や課題意識を共有し取組に落とし込んで

いくべく、業界間の連携促進が望まれる。金沢の例に見るように連携のための協議会の立ち上げ等に

ついても検討の必要がある。 
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