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７．海外見本市出展 
 

 

 

７.１ 2014高雄国際マラソン 
 

７.１.１ 目的 

沖縄県へ入域する外国人観光客のなかでは台湾人観光客が最も多く、平成 25年

では、過去最高となる 23万 5千 6百人を記録したが、例年冬季はボトム期にあた

ることから、入域観光客数の平準化が課題となっている。年間を通して安定した

台湾人観光客の誘致を目的に、冬季県内スポーツイベントを活用した誘客プロモ

ーション活動を展開するため、「2014 高雄国際マラソン」に出展し、マラソンアイ

ランドとしての認知度向上を図ると同時に、スポーツアイランド沖縄を広く PRす

る。 

 

７.１.２ 開催概要 

名 称：2014高雄国際マラソン 

日 程：平成 26年 2月 16日（日）ブースオープン 6：30～13：00 

場 所：高雄国家体育場（ワールドゲームズメインスタジアム） 

ブース数：1ブース（2小間 6m×6m） 

（ブース出展料は主催者高雄市政府教育局の厚意により無料） 

出展者数：26 

出走者数：約 35,000人 

 

７.１.３ 実施報告 

（１）パンフレット配布 

■配布物 

スポーツ関連 観光パンフレット 

スポルトリップ（繁）  400 部 リトハク 

八重山/宮古/久米島/（繁） 

150部 

マラソンアイランドオキナワ

（日）2013 改訂版 

200 部 受け地 SMILE ISLAND（繁） 150部 

スポーツ旅ガイド（日） 200 部 16P 総合パンフ（繁） 200部 

Number（日） 200 部 沖縄ガイドマップ（繁） 100部 

ダイビングパンフレット（繁） 200 部 ファンシーバッグ  400部 

ゴルフ場施設ガイド（繁） 100 部 
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（２）記録写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

△メインスタジアム △沖縄ランナー招待席 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

△沖縄ブース △同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
△ふれあいパーティー △QAB ニュース放映 
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７.１.４ 実施成果と課題 

（１）全体総括 

 高雄国際マラソンは、その規模や沿道での応援等にみられるように NAHA マラソ

ンをモデルにしていると言われている、3 万 5000 名のランナーが走る高雄市の

ビッグイベント。今年で第五回目を迎えた。 

 今回、高雄国際マラソンのブース出展にあたり沖縄から同行した沖縄・台湾交流

振興会は、10年にわたり NAHAマラソンや石垣島マラソンに台湾ランナーを招致

しており、平成 25 年の NAHA マラソンでは台湾ランナーの数は 141 名に及んだ。

このような民間の団体が長きにわたって活動を行っていることが、沖縄と台湾の

継続的な相互交流に寄与していると強く感じた。 

 また、高雄国際マラソン関係者、日本からの参加者数十名が出席した前夜祭では、

高雄市教育長も出席し（出席予定であった高雄市長は急きょ欠席）、高雄側が心

から歓迎している様子が伝わった。単なる大会参加だけではなく、スポーツを通

しての人的・文化交流が継続的な誘客の面で非常に重要であり、結果、継続的な

来訪に繋がると感じた。これはマラソン大会に留まらず、他のすべてのスポーツ

大会に通じると言える。今後も、沖縄ならではの地元の人とのふれ合い、沿道の

声援など、“沖縄だから堪能できるスポーツ+アルファ”を積極的に PR すること

で、他府県との差別化を図りたい。 

 沖縄・台湾交流振興会は、平成 26年の NAHAマラソンに台北から 200名、高雄か

ら 200名の計 400名の台湾からの誘客を目指しており、現在中華航空にチャータ

ー便の要請を行っている。高雄市は沖縄と気候が似ていることからマラソン大会

への参加もイメージしやすいと考える。特に、NAHA マラソン、おきなわマラソ

ンは知名度が高く、おきなわマラソンの日程を尋ねるランナーも多かった（高雄

マラソンとおきなわマラソンは同日開催）。また、両大会に出場経験のあるラン

ナーも数名おり、沖縄でのマラソンに興味のある台湾ランナーは非常に多いよう

に感じた。 

 

（２）課題 

 会場内では、スポルトリップ、スポーツ旅ガイドなどのスポーツ関連パンフレッ

ト及び観光パンフレットを配布したが、午前 7時ごろから（ブースオープン 6時

半）から 3.5kmコースを走り終えたランナーが行列を作り、午前 8時半ごろまで

行列は続いた。その後もハーフ・フル完走者のゴールに伴い行列ができ、ブース

終了時刻の 2時間前には全てのパンフレットを配り終え、非常に大盛況に終わっ

た。今回は初出展であったため、部数のめどが立てづらかったが、次回からは、

スポーツ関連のパンフレットを 800～1000部用意してもよい。 

 見本市や旅行博で旅行社向けに行う B to B のプロモーション以外に、今回のよ

うに実際にランナー（旅行者）に向けて B to Cのプロモーションを行うことも、

沖縄の魅力を直接伝えることができるという点で非常に有効であると感じた。国

内・国外ともに、沖縄×スポーツ（マラソン）というイメージがまだまだ定着し

ていないため、実際のマラソン大会に沖縄ブースを出展し PR することで、来場

者（ランナー）に「沖縄でスポーツイベントに参加」という旅行プランをイメー

ジしてもらうことが必要ではないか。 
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７.２ VISIT JAPAN トラベルマート 2013 
 

７.２.１ 実施の目的 

「VISIT JAPAN Travel Mart 2013」は、海外旅行社による訪日旅行商品の造成

を目的に開催される大規模なインバウンド商談会である。同商談会へは海外有力

旅行会社から商品企画・仕入担当の参加が見込まれるため、海外の旅行業・観光

業者に対し、広く沖縄観光並びに沖縄のスポーツ環境の優位性及びスポーツアイ

ランド沖縄を PRする。  

 

７.２.２ 商談会の概要 

名 称 ：VISIT JAPAN Travel Mart 2013 

日  程  ：平成 25年 11月 27日 (水) ～11月 29日 (金) 

場  所  ：パシフィコ横浜（展示ホールＢ） 

主  催  ：観光庁 日本政府観光局（JNTO） 

参加企業：国内事業者 350団体/海外旅行社 300社/海外メディア 12社 

 

７.２.３ 日程 

11月 26日 (水) 移動、ブース設営・準備、16：30～18：00自由商談 

11月 28日 (木) 商談会  10:30～18:00 

11月 29日 (金) 商談会  09:00～18:00 
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７.２.４ 実施報告 

（１）商談会写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（２）商談会報告 

バイヤーとの商談 20分×24社実施 

 [Dongfang  International  Travel Service Ltd,Guangzhou] 中国 

 [Jiangsu Jinling Business International Travel Service CO.,Ltd.] 中国 

[SHANGHAI KEYOU INTERNATIONAL TRAVEL CO,.LTD] 中国 

[XI'AN OVERSEAS TOURIST CO.,LTD] 中国 

[Shandong Airlines Rainbow International Travel Service 

  Co.,Ltd,Qingdao Branch] 中国 

[Sichuan China Youth Travel Service Co., Ltd.] 中国 

[Hikari tour] 韓国 

[HOTELONSEN.COM (IOS TRAVEL AGENCY)] 韓国 

[TNTTOUR] 韓国 

[Evergloss Tours Company Limited] 香港 

[Dynasty Travel International Pte Ltd] シンガポール 

 [JALAN TOUR] インドネシア 
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[CENTRAL TRAVEL INC.] フィリピン 

 [Bales Worldwide] イギリス 

 [Seniortours Vacations] アメリカ 

[IACE TRAVEL] アメリカ 

 [SHAHEEN TRAVEL] アメリカ 

[Uniktour] カナダ 

[Jade Tours] カナダ 

[NIPPON TRAVEL LTD] カナダ 

[JTB Australia Pty Ltd] オーストラリア 

[ALPINDUSTRIA ADVENTURE TEAM COMPANY] ロシア 

 [農協観光]日本 

 

７.２.５ 実施の成果と課題 

（１）全体総括 

 カナダ、オーストラリア等欧米諸国ではまだまだ沖縄自体の認知度が低く、沖縄

×スポーツといってもマリンスポーツのイメージが強いようだった。中国、台湾、

香港、韓国においてもマリンスポーツの人気は同様だが、欧米に比べてマラソン

やサイクリングなどのスポーツツーリズムに興味のある旅行会社が多かった。 

 

（２）課題 

 各国ごとに人気のあるスポーツが異なるため、今後、海外に向けてスポーツアイ

ランド沖縄の魅力を発信するためには、国別の市場調査にも力を入れ、各国の需

要にマッチするよう、個別具体的なプロモーションを行うことが重要であると考

える。（たとえば、中国の富裕層にはゴルフが人気、台湾ではサイクリングが人気

であるといった、各国の需要に合わせたツアーの提案など。） 

 トラベルマートは、海外の旅行会社及びメディアと国内の観光関係事業者とのイ

ンバウンド商談会であり、スポーツに限定した商談会ではないため、全てのバイ

ヤーにスポーツツーリズムを紹介することが難しい面があった。このような商談

会は、沖縄でのスポーツツーリズムを広く PRできる見本市出展とは違い、各国の

どのような客に需要があるかなど、市場をしっかりと把握し、沖縄でのスポーツ

ツーリズムが旅行会社にとって価値のある市場であることを理解してもらう必要

があると考える。 

 そのため、今後は、スポーツツーリズムに馴染みのない旅行会社に対し、具体的

な商品造成に繋がるようなスポーツを取り入れたツアープランの提案やスポーツ

施設の紹介を積極的に行うことが、効果的であると推測される。 
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７.３ SPOEX2014 
 
７.３.１ 出展の目的 

沖縄県/OCVB は「平成 25 年度ビジットおきなわ計画」に基づき、今年度の外国

人観光客数を年間 50万人、そのうち韓国市場からの誘客目標を年間 8万人と計画

している。本年 4 月～12 月間の来沖韓国人観光客は前年同期比 151%増となる

58,000 人で順調に伸びている。 

さらなる韓国人観光客誘客を図るため、韓国最大規模のスポーツ＆レジャー産

業総合展示会であり、毎年約 45,000 名のスポーツレジャーの関係者が来場する

「2014 ソウル国際スポーツ＆レジャー産業展（SPOEX2014）」に出展し、スポーツ

アイランド沖縄を広く PRする。 

 

７.３.２ 展示会概要 

名 称  ：「2014ソウル国際スポーツ＆レジャー産業展（SPOEX2014）」  

日 程  ：平成 26年 2月 20日(木)～2月 23日（日）/ 4日間 

会 場 ：COEX（韓国国際展示場）1~3階全館） 

主 催 ：国民体育振興公団、韓国貿易協会 

主 管 ：ソウル・メセ・アイ・エン・シ 

後 援 ：文化体育観光部、産業通商資源部 

本年実績：出展者数 442社、1,745ブース 

     入場者数 43,263名 

 
７.３.３ 実施報告 

（１）実施内容 

１）沖縄観光 PR 

２）沖縄のマリンアクティビティ PR 

：ダイビング、シュノーケル、ホエールウォッチング、釣り等 

（２）ブース展開 

１）観光ポスターの展示による沖縄エメラルドカラー演出 

２）韓国語パンフレット等各種宣伝物の配布 

３）スポーツ誘客 DVDで沖縄を PR 

４）沖縄紹介・マリンアクティビティ PR 

５）フォトゾーン、星砂体験、ブース内でのイベントなど 

６）ハナツアーによる直接商談会 

７）スポーツに関するアンケート実施 

（３）配布物 

スポーツ関連 観光パンフレット（韓国語） 

スポーツ旅ガイド（韓）  1000部 リトハク・八重山/宮古/久米島/ 500部 

ゴルフガイド（韓） 100 部 受地 1000部 

マラソンアイランド沖縄（日） 100 部 マップ 900部 

スポーツコンベンション沖縄（日） 50 部 ダイビングパンフ 1000部 

2014プロ野球キャンプガイドブック（日） 30 部 ドライビングマップ 1000部 

  ロケ地 BOOK  500部 
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７.３.４ 実施写真 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


