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４ . １ . ２ .  アンケート W E B キャンペーン  

【アンケート概要】 
実施期間 平成26年11月26日から平成27年2月28日まで 
実施方法 スポーツ観光誘客WEBサイト内のアンケートフォーム（設問方式）への入力、送信 
回収結果 123件 
景     品 ホテル宿泊券、スポーツ大会グッズ 
 

【総 括】 
WEBアンケートを行うことでサイト来訪者のニーズを把握し、コンテンツの改善をすることを目的としてアンケートを
実施。また本事業で出展した各種見本市でもアンケートWEBキャンペーンの告知を行ない、見本市に来場したス
ポーツ愛好家や沖縄ファンからのサイト流入およびサイトの認知拡大を図った。 
 結果としてアンケートの回収件数を大きく伸ばすことができなかったが、アンケートを行う事でスポーツを積極的に
取り組んでいるユーザの声を聞くことができ、また景品を付けた事で、スポーツに関心がないユーザからもアンケート
を取得する事ができたことは成果である。 
 回収件数が少なかった要因として、リアルな現場である見本市の来場者がサイトへ訪問するには一定のハードル
（アクション）が必要なこと、告知時に目玉商品であるホテル宿泊券の訴求力が弱かったことが挙げられる。 
 今年度はWEBサイトの立ち上げ初年度であることからサイト自体の認知も弱く、キャンペーンを告知するWEB広告
等も実施しなかったこともあり、アンケート回収件数は少ない結果となったが、継続してWEBサイトコンテンツの魅力
化を図り、認知拡大がされていくことで比例してアンケート回収件数は伸びていくものと考える。 

  

＜アンケート応募フォーム画面＞ ＜トップページ キャンペーンバナー＞ 
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計測期間 平成26年11月1日から平成27年2月28日まで 

 

 
月 ユーザ数 ページビュー数 訪問別ビュー数 新規訪問の割合 平均滞在時間（分：秒） 直帰率 

11月 813 3,723 2.94  59.48% 2:46 52.45% 

12月 1222 5337 2.80  58.70% 2:42 55.35% 

1月 2390 7032 2.25  71.62% 2:19 57.05% 

2月 1761 4861 2.11  59.06% 1:44 68.82% 

総計・平均 6,186 20,953 2.53  62.22% 2:22 58.42% 

４ . １ . ３ .  W E B サイト  アクセス結果  

月別アクセス推移 

曜日別のページビュー数 

 

時間帯別のページビュー数 
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【コンテンツ別アクセス】 

人気記事一覧表 
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facebook

国頭トレイルランニング公式サイト 

沖縄のマラソンガイド 

スポーツコミッション沖縄 

女子旅プレス 

ページタイトル カテゴリ ページビュー数 

トライアスロンTOP（競技別ページ） Sports 1629 

マラソンTOP（競技別ページ） Sports 698 

webアンケート その他 614 

Special Issue（特集）TOP Special Issue（特集） 542 

沖縄最長3,540mの伊良部大橋「走りたい新コース」下見してきました TOPICS&COLUMN 529 

スペシャルインタビューVOL.2 無限大の競技がもたらすもの沖縄をトライアスロンアイランドに Special Issue（特集） 519 

待望の沖縄本島初ウルトラマラソン NAGOURAマラソンが満を持して開催 TOPICS&COLUMN 509 

スペシャルインタビューVOL.1 田中律子さん 水上のアクティブリラクゼーション 沖縄とサップヨガのいい関係 Special Issue（特集） 497 

観光しながらのんびり走るポタリングコース Special Issue（特集） 490 

マラソン大会プラスアルファーで沖縄"島RUN"をエンジョイ！RUN旅モデルプラン TOPICS&COLUMN 397 

NAHAマラソン サイドストーリー TOPICS&COLUMN 397 

その他スポーツ Sports 390 

【総 括】 

11月1日からサイトを開設し、約21,000件のアクセス（ページビュー数）があった。12月より、スポーツに関連
する記事を随時アップした結果、12月、1月とページビュー数を増加することができた。2月のページビュー数
が減少した要因としてはコンテンツの追加件数が少なかったことが挙げられる。 
 昨年度本事業と比較してユーザー数、ページビュー数は少ない結果となったが、昨年はリスティング広告等
を多用し広告出稿による流入を実施したことが要因として大きく、今年度は広告に頼らないコンテンツの魅力
によるユーザー数の獲得を目指した。月次のWEBレポートを分析し、レイアウトや今後掲載すべきコンテンツの
改善を行ない、結果として多数のスポーツコンテンツを整備し、沖縄のスポーツツーリズムの魅力を視覚的か
つ深い情報をもって伝えるサイトを構築できたことは成果と考える。 
 ページビュー数の多くがスポーツ観光を題材にした特集や記事によるものであった。NAHAマラソンや伊良
部大橋の開通など、旬な情報に関する記事への関心も高く、著名人を扱ったコンテンツや競技の専門家（監
督）を扱ったコンテンツへのアクセス数が高い結果となった。本県のスポーツイベントの参加経緯でも口コミから
の情報入手の割合が高いことから、これら著名人や競技ごとの専門家からの情報拡散を見据えたコンテンツ制
作は有効であると考えられる。 
 今後は、単なるスポーツの情報や観光をPRするよりも、読み物としても共感を得られるコンテンツを増やして
行く事によりサイトの価値を引き上げ、かつより具体的に沖縄へのスポーツ旅行に結びつくモデルプラン等を
整備することで、多くの方に沖縄のスポーツを通した楽しみ方を伝え、スポーツを通じた誘客を図ることが出来
ると考える。 
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４ .２ .  素 材 集  
 
 

４ . ２ . １ .  スポーツ大会  

【実施概要】  スポーツの躍動感や臨場感があり、また沖縄らしい風景・光景等「スポーツ×沖縄」の魅力が伝わるよう
な画像を中心とした素材集を制作。撮影タイプは2種。スポーツ大会のリアルな撮影と、モデルを活用し
たスポーツシーンのイメージ撮影を、10月～12月にかけて実施。 

【エコアイランド宮古島マラソン】 

撮影日 平成26年10月19日 

撮影ポイント スタート・ゴール地点及び来間大橋 

 （宮古島市） 

納品写真 約100点 

 

【尚巴志ハーフマラソン】 

撮影日 平成26年11月2日 

撮影ポイント 新里坂、ニライ橋・カナイ橋、ゴール 

 地点、ふれあいパーティ（南城市） 

納品写真 約450点 
 
 

【ツール・ド・おきなわ】 

撮影日 平成26年11月9日 

撮影ポイント 国頭村普久川ダム付近、東村慶佐次 

 付近、ゴール地点、ふれあいパーティ 

 （名護市） 

納品写真 ①約800点  ②約380点 

動画カメラ 参加者 當間勇子 

 ・ウェアラブルカメラで動画撮影 
 

 
 

【シュガーライド久米島】 

撮影日 平成26年11月30日 

撮影ポイント スタート・ゴール地点（奥武島）、イーフ 

 ビーチ付近、真謝集落から宇江城付近 

納品写真 約350点 

空撮ムービー ブルースカイ 4名 
   

 
【NAHAマラソン】 

撮影日 平成26年12月7日 

撮影ポイント 嘉数交差点の「YMCAパフォーマンス」、
東風平南部工業高校前「キビ畑の上り 

 坂」、ひめゆり会館前の「沖縄そばで応 

 援」、名城の「海が一望できるカーブ」、 

 阿波根の「太鼓の応援と子供たち」 

納品写真 約200点 

※「伊平屋ムーンライトマラソン」台風のため撮影中止     ※「国頭トレイルランニング」環境保護に配慮し撮影中止 

・動画映像を編集しWEBにアップ 「ツール・ド・おきなわ2014 ムービーレポート」 

・動画とスチール映像を編集しWEBにアップ 「シュガーライド久米島2014 ムービーレポート」 
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４ . ２ . ２ .  取材・イメージ撮影  

【沖縄輪業 月例サイクリング】 

撮影日 平成26年9月14日 

撮影ポイント 名護市の羽地内海周辺道路及び屋我
地島、古宇利島 

納品写真 約250点 

モデル 女性モデル2名 

 
 

 

【「サットサンヨガ」と田中律子】 

撮影日 平成26年11月1日 

撮影ポイント ホテルムーンビーチ（恩納村） 

モデル 女性モデル2名 

 

 
 

 

【ゴルフ女子旅】 

撮影日 平成26年11月20日 

撮影ポイント 東山カントリークラブ（うるま市） 

納品写真 約850点 

モデル 3名 

[追加撮影] 

撮影日 平成26年12月21日 

 スタジオにて別モデル2名を撮影 

納品写真    約100点 
 

 

 

【久米島集落ポタリング】 

撮影日 平成26年11月29日 

撮影ポイント 真謝集落（久米島町） 

納品写真 約350点 

モデル 1名 

 
 

 

 

【「ヨガトリップ」（観光と食）】 

撮影 平成26年12月12日・14日 

撮影ポイント ビン food cafe 'eju（南城市）、アイラン
ドアロマ（南城市）、カフェがらまんじゃ
く（金武町）、パン屋水円（読谷村）、や
んばるロハス馬（東村）、浜比嘉シルミ
チュー 

納品写真 約450点 

モデル 2名 

※沖縄輪業の月例サイクリングの様子を撮影後、モデルのみイメージ撮影 

※サットサンヨガイベントにモデル参加。イベントの様子と 

   ヨガイメージを撮影し、講師の田中律子さんをインタビュー 

※プレーのイメージ撮影をゴルフ場で撮影し、後日、モデルを変えて切り抜き用にスタジオ撮影 

※後日、動画及びスチール映像を編集しWEBにアップした    （「島人と巡る古民家路地裏ポタリング」） 

※ヨガを組み入れた女子旅イメージとしてカフェやショップ、乗馬体験の様子を撮影 
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【カメラマン紹介】 

黒田 史夫 Fumio Kuroda 

＜主な撮影実績＞ 

・「Number」など総合スポーツ誌 

・ベースボールマガジン社発行各誌 

・琉球ゴールデンキングスオフィシャルカメラマン 

 （球団創設から5シーズン） 

・ FC琉球オフィシャルカメラマン 

 （2013年シーズン～） 

・平成25年度沖縄県スポーツツーリズムモデル事業 

 

【総 括】 
台風等による急な撮影や離島撮影を除いては、大会約1週間前にロケハン等で撮影ポイントを決めたうえで実施、
概ね臨場感のあるリアルな大会撮影ができた。「シュガーライド久米島」ではマルチコプターによる空中動画撮影を
実施した。 
 モデルを活用したスポーツシーンのイメージ撮影では、主に女性ユーザーを意識し「Nature」「Tourism」のカテゴ
リーにあたる撮影を実施。準備期間を要するものの、スポーツイベント主催者の協力も得て、リアルなスポーツシーン
を幅広く、取材を交えながら撮影することができた（「月例サイクリング」「久米島集落ポタリング」「サットサンヨガ」）。 
一方、ランニングシーンのイメージカットが少ないのは課題である。 
 本事業にて撮影した素材を使用し、後述のツール（ポストカード、バナー等）を作成した。 
 沖縄の自然環境やスケールを表現するためには、空中動画撮影が有効であると考えられる。したがって、今後は、
「サイクリング・パラダイスえひめ（しまなみ海道編）」の映像を参考にし、空撮を活用した、沖縄のスポーツツーリズム
イメージ映像の制作も視野に入れたい。 

飯野 亮一 Ryouichi  Iino 

＜主な撮影実績＞ 

  ・㈱JTBとのタイアップ企画により雑誌「自遊人」の 

   撮影を担当。探検家高橋大輔氏と共に世界各国の 

   世界遺産など12ヶ所を撮影。ANA機内誌「翼の王国」 

   ソニー社内報「Sony family」料理レシピページを担当 

   するなど、活動の幅は多岐にわたる。 

  ・平成25年度沖縄県スポーツ観光誘客促進事業撮影 

 

 

児玉 崇大 Takahiro  Kodama 

＜主な実績＞ 

  ・「AC JAPAN新聞広告」を2年連続で担当。その他、 

   オリオンビール「サザンスター」「スペシャルエックス」 

   のポスター撮影をはじめ、JAL、ザ・テラスホテルズ、 

   大和ハウスなどクオリティが重視される撮影を多く手 

   掛ける。 

  ・平成25年度沖縄県スポーツ観光誘客促進事業撮影 

  ・スポーツ旅ガイド撮影 
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【総 括】 

 トッププロチームの合宿は沖縄サイクリングの環境の良さを裏付けるものであり、監督と選手の声から沖縄の優
位性を配信することで効果的なプロモーションを実施した。一方、優位性と併せてサイクリング環境への要望、アド
バイスも寄せられており「サイクリングアイランド沖縄」確立に向けた今後の課題とする。「国内最高峰チームの監督
と選手から寄せられた優位性と課題」を今回の成果とし、各談話は、記事、映像、音声収録にて備え、今後のプロ
モーションに使用する。 

【目 的】 

 これまでの合宿誘致の成果として、今春、過去最多となるプロサイクリング5チームが沖縄合宿に訪れた。これを機
に座談会とインタビューを行い、談話を収録。監督と選手の声を通して「沖縄におけるサイクルスポーツの優位性」を
県外に広く配信する。 

 

【概 要】 名      称 自転車競技プロチーム合宿を活用したプロモーション 

 開催日時 平成27年2月～3月 

 主    催 沖縄県、一般財団法人 沖縄観光コンベンションビューロー                                                                                                                                
 共    催 一般社団法人 沖縄県サイクルスポーツ振興協会、沖縄県自転車競技連盟 

      沖縄県サイクリング協会、㈱かりゆし 

主   管  一般社団法人 沖縄県サイクルスポーツ振興協会  
 

【実施内容】 県内で合宿を展開する各チームの監督及び選手による座談会を開催、新聞記事広告及びWEB記 
事、リーフレットを通して発信した。 

 

 

 

＜座談会＞ 

＜インタビュー＞ 

＜記事タイ広告＞ 

座 談 会  
  テーマ： 「サイクリングアイランド沖縄の確立に向けて 
 ～沖縄の魅力と可能性～」 
   日  程： 平成27年2月10日（火） 午後4時 
   会  場： かりゆしビーチリゾートオーシャンスパ 
  座  長： 森 兵次 沖縄県自転車競技連盟会長 
  司  会： 森 豊 （一社）沖縄県サイクルスポーツ 
            振興協会代表理事 
   参加者： 野寺 秀徳 SHIMANO Racingチームマネージャー 
        入部 正太朗 SHIMANO Racingチーム  
        水谷 壮宏 BRIDGESTONE ANCHOR CYCLING TEAM監督 
               初山 翔 BRIDGESTONE ANCHOR CYCLING TEAM 
               土井 雪広 TeamUKYO 
               畑中 勇介 TeamUKYO  

 
インタビュー 
 テーマ： 「サイクリングアイランド沖縄の確立に向けて 

 ～沖縄の魅力と可能性～」 
  話し手： 別府 匠 愛三工業レーシングチーム監督 

      清水 裕輔 宇都宮ブリッツェン監督 
      三浦 恭資 元日本代表監督  
        西 加南子 LUMINARIA、日本代表 
 

プロモーション 
[特集記事広告 カラ－15段掲載] 
 平成27年2月28日（土）沖縄タイムス ／ 3月1日（日）琉球新報 
[WEBスポーツアイランドOKINAWA] 
 平成27年3月下旬 座談会、インタビュー記事配信 
[リーフレット]  5,000部製作 
          ※配布先「2.大会・見本市等その他」に記載 

 

４ . ２ . ３ .  自転車競技プロチーム合宿活用プロモーション  


