
①受⼊環境整備 ー 国内外訪問客のワンストップ案内受⼊
②情報提供・誘致 ー 国内外へのワンストップの観光・MICEに関する情報提供 など

マッチングサポート・コーディネート

商品・サービス企画
相談

訪問客のニーズに即したモノ・サービスに
ブラッシュアップするアドバイス

訪問客のニーズに即した
・プロモーション
・情報・サービスの提供

機能の強化 届けたい（必要とする）⼈ 届ける⼿段 届けたい（必要とされる）情報・サービス 期待される効果

①ワンストップ案内受⼊
②情報提供・誘致

訪問客（観光客、MICE、スポー
ツ、ビジネス）
旅⾏会社

総合観光案内所、クルーズ窓⼝
WEB、メール・電話

宿泊施設・飲⾷店等の⼿配・予約、国内外訪問客への観光・交
通案内、滞在プランニング、各種体験コンテンツ、バリアフ
リー・ユニバーサルツーリズム、ユニークベニュー、さるく・
イベント・⼿ぶらで観光情報など

滞在時間の拡⼤、周遊促進、消費拡⼤
満⾜度向上

★ 訪問客の問い合わせ・相談に対し、ワンストップでニーズに合わせた情報・サービスを提供する
★ 届けたい⼈のニーズに合わせて、届けたい情報・サービスを、ふさわしいタイミングと⼿段で届ける

問い合わせ・相談

宿 泊 税

WIN‐WIN

「満⾜度向上」「周遊促進」
➤ 情報収集のワンストップ化によるストレス解消
（旅館ホテル・交通・飲⾷・イベント等）

➤ 問い合わせ先の明確化
➤ 外国⼈対応の充実（多⾔語対応・体験型コンテンツ情報）
➤ 着地情報（旅館ホテル・交通・飲⾷・イベント等）
の⼊⼿・予約の簡素化

➤ バリアフリー・ユニバーサルツーリズム・⼿ぶらで観光の
情報⼊⼿・予約の簡素化 など

「ビジネスチャンス拡⼤・売上増加」
➡ 売上増加 ➡ 雇⽤創出

➤ 情報提供のワンストップ化による事務の軽減と効率化
➤ 宿泊と体験型コンテンツのセット商品販売による売上拡⼤
➤ 体験型コンテンツ提供事業者の参画拡⼤
➤ バリアフリー事業者の参画拡⼤
➤ 訪問客周遊の拡⼤による交通事業者・飲⾷事業者の売上増加

など

【訪問客】
観光客・MICE・スポーツ・ビジネス、
旅⾏会社

＜多様化するニーズ＞
・観光情報の⼊⼿先を統⼀してほしい
・地域ならではの最新情報がほしい
・地元の⼈が好む飲⾷店を知りたい
・イベントの最新情報を知りたい
・体験型コンテンツ、ユニバーサルツーリズムの情
報を知りたい

・ヴィーガン料理、ハラル対応のお⼟産を買いたい
・特別感のある限定サービスを受けたい
・⻑崎MICEならではのユニークベニューやプレポ
ストプログラムを体験したい

など

⻑崎市版DMO
（コンシェルジュ機能）
宿泊施設・飲⾷店等の⼿配・予約、国内
外訪問客への観光・交通案内、滞在プラ
ンニング、各種体験コンテンツ、バリア
フリー・ユニバーサルツーリズム、さる
く・イベント情報など

DMOが⽬指すワンストップ機能

【市内事業者】
⽣産者・宿泊施設・交通事業者・飲⾷店・商⼯
業者・福祉事業者・MICE関係事業者 など

＜提供できるモノ・サービス＞
・DMOへの情報提供
・キャンペーン情報提供
・体験型コンテンツの企画・造成
・ユニバーサルツーリズムの企画・造成
・ナイトタイムエコノミーの企画・造成
・⾷の多様化への対応
・〇〇限定サービス、〇〇特典
・⻑崎MICEならではのユニークベニューやプレ
ポストプログラムの充実

など

⽀払 活⽤

訪問客 市内事業者

ニーズに応じた
サービスの享受

（市からの補助等）
➤財源の増加・確保によって、補助率の増加や対象事業の拡⼤により、
情報提供の強化、体験型コンテンツの造成等が促進され、
訪問客の増加が期待される。
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①受⼊環境整備 ー 宿泊施設等の受⼊環境⽔準向上（多⾔語化等）のための取組み⽀援

サービスの提供

★外国⼈観光客の訪問時・滞在時の利便性向上を図ることを⽬的に、主にソフト⾯の受⼊環境整備の⽀援を⾏う。

＜外国⼈観光客等のニーズ＞

・快適な通信環境を使いたい

・多⾔語による対応を⾏ってほしい

・多様な決済⼿段を準備してほしい

・使い易い施設であってほしい 等

サービスの要求
環境整備

宿 泊 税

宿泊者の満⾜度向上
➤リピーターの増加
➤⼝コミによる新規宿泊者の増加

客室稼働率アップ
➡売上増加➡雇⽤創出WIN‐WIN

宿泊施設（事業者）外国⼈観光客

機能の強化 届けたい（必要とする）⼈ 届ける⼿段 届けたい（必要とされる）情報・サービス 期待される効果

宿泊施設の受⼊環境 宿泊客 宿泊施設HP、宿泊者の実体験
宿泊施設の情報
宿泊施設の快適な環境
（通信環境、多⾔語対応、決済環境、バリアフリー 等）

宿泊リピーターの増加
⼝コミによる新規宿泊者の増加

・快適な無料公衆無線ＬＡＮ環境整備
・多⾔語表記の整備
（HP、施設案内表⽰、パンフレット）
・外国⼈接客⽤タブレット端末の導⼊
・外国⼈向けの放送設備の導⼊
・クレジットカード等の決済環境整備
・施設のハード整備
（トイレの洋式化、バリアフリー化）等

⽀払 活⽤
（市からの補助等）

ニーズに応じた
サービスの享受

➤財源の増加・確保によって、補助率の増加や対象事業の拡⼤により、
受⼊環境の整備が促進され、宿泊施設の受⼊環境⽔準の向上が期待される。
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③サービス向上・消費拡⼤ － ナイトタイムエコノミーの推進 など

マッチングサポート・コーディネート

商品・サービス企画
相談

訪問客のニーズに即した
モノ・サービスに
ブラッシュアップするア
ドバイス

訪問客のニーズに即した
・プロモーション
・情報・サービスの提供

機能の強化 届けたい（必要とする）⼈ 届ける⼿段 届けたい（必要とされる）情報・サービス 期待される効果

③サービス向上・消費拡⼤
市内事業者
（⽣産者、宿泊施設、交通事業
者、飲⾷店、商⼯業者、福祉事
業者、MICE関係事業者など）

WEB、直接⾯談、メール・電話
訪問客のニーズ（⾷、イベント情報、朝型・夜型体験コンテン
ツなど）、MICE開催情報（規模、ユニークベニュー、プレポス
トプログラム）など

訪問客・宿泊者の増加、滞在時間の拡⼤、
売上増加

★ 訪問客（宿泊者）のニーズ（朝型・夜型コンテンツ、飲⾷情報等）に対応し、サービス向上と訪問客の消費拡⼤につなげる

問い合わせ・相談

宿 泊 税

WIN‐WIN

「満⾜度向上」「周遊促進」

➤ 滞在時間の増加・宿泊客の増加
➤ リピーターの増加
➤ ⼝コミによる新規訪問客の増加
➤ ⻑崎の⾷に対する認知度向上
➤ 知らなかった⻑崎の体験・発⾒ など

「ビジネスチャンス拡⼤・売上増加」
➡ 売上増加 ➡ 雇⽤創出

➤ 新コンテンツ・プログラムの開発促進と既存コン
テンツの磨き上げ

➤ 地場商品・体験プログラムの増加による消費拡⼤
➤ 朝型・夜型体験コンテンツ・グリーンツーリズム
提供事業者の参画拡⼤

➤ 飲⾷・農林・⽔産事業者等の参画拡⼤ など

＜訪問客（宿泊者）のニーズ＞
・⻑崎の朝、夜を楽しみたい
（飲⾷、イベント等）

・⻑崎でしか体験できないコン
テンツを楽しみたい

・⻑崎ならではの⾷を楽しみたい
・地元の⼈と触れ合いたい
・⻑崎MICEならではのユニーク
ベニューやプレポストプログラ
ムを体験したい

など

⻑崎市版DMO
（コンシェルジュ機能）

・朝型・夜型体験コンテンツ企画・造成⽀援
・宿泊施設・飲⾷店等の⼿配・予約の⽀援
・ユニークベニューやプレポストプログラム
の充実⽀援

＜提供できるモノ・サービス＞
・⻑崎ならではの朝・夜の⾷事を楽し
める場の提供（朝市・屋台等）

・朝型・夜型体験コンテンツの企画・
造成（BARめぐり、朝がゆと太極
拳等）

・⻑崎らしい体験コンテンツ（漁師め
し、かんぼこ作り、びわ狩り、底引
き網等）

・⻑崎ならではの飲⾷の提供（普茶料
理、芸妓の舞とランチ）

・〇〇限定サービス、〇〇特典
・キャンペーン情報
・⻑崎MICEならではのユニークベ
ニューやプレポストプログラムの充
実 など

⽀払 活⽤

訪問客
（宿泊者）

市内事業者

ニーズに応じた
サービスの享受

➤財源の増加・確保によって、補助率の増加や対象事業の拡⼤により、
体験型コンテンツの造成が促進され、宿泊客の増加が期待される。

（市からの補助等）
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④資源磨き － 夜間景観の整備

★ 夜間景観整備により、観光客の満⾜度が向上するとともに、夜景ＰＲにより宿泊を伴う観光客が増加することでビジネスチャンスが拡⼤し、売上増加につながる。

宿泊客の満⾜度向上
➤リピーターの増加
➤⼝コミによる新規宿泊者の増加
➤滞在時間の拡⼤・質の向上
➤消費拡⼤

地域経済の活性化
➤客室稼働率のアップによる売上増加
➤飲⾷店等のビジネスチャンス拡⼤
➤雇⽤創出WIN‐WIN

機能の強化 届けたい（必要とする）⼈ 届ける⼿段 届けたい（必要とされる）情報・サービス 期待される効果

ハード整備 宿泊客 WEB、各種広告、プロモーション媒
体セールス

「環⻑崎港夜間景観向上基本計画」に基づく景観整備
・遠景の夜景磨き
・中・近景の夜間景観づくり

訪問客の満⾜度向上・消費拡⼤
ビジネスチャンス拡⼤・売上増加

ソフト整備 宿泊客 WEB、各種広告、プロモーション媒
体セールス 世界・⽇本新三⼤夜景の魅⼒ 訪問客の満⾜度向上・消費拡⼤

ビジネスチャンス拡⼤・売上増加

ソフト
世界・⽇本新三⼤夜景認定を活⽤したＰＲ

パンフレット・
ポスター制作に
よるＰＲ

夜景サミット
参加によるＰＲ

ハード
「環⻑崎港夜間景観向上基本計画」に基づく景観整備

遠景の夜景磨き 中・近景の
夜間景観づくり

＜夜景観光に対するニーズ＞
・美しい夜景を⾒たい

・ライトアップされた街並みを歩きたい

・⾊んな場所から夜景を楽しみたい

・夜景と飲⾷を⼀緒に楽しみたい 等

宿泊税

⻑崎市

素材・環境

サービスの提供

世界・⽇本新三⼤夜景都市の認定継続

ニーズに応じた
サービスの享受

⽀払

活⽤

宿泊客 ⺠間事業者
夜景を活⽤したコンテンツ造成
・飲⾷につなげる仕掛けづくり
・体験型コンテンツ造成
・ツアー造成
・イベント開催 等
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