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I. 事業概要 

 

1. 事業目的 

 

沖縄県は世界水準の観光リゾート地の形成を目指して、「沖縄 21 世紀ビジョン実施計画」において、観光収入 1.1 兆円、

平均滞在日数 4.5 日、観光客数 1,200 万人の数値目標を掲げている。 

これらの目標達成のためには、成長著しいアジア市場の獲得に加え、国内外の富裕層の獲得、欧米等の長期滞在型のリゾー

ト需要を獲得する必要があり、「沖縄観光推進ロードマップ」において、市場分析と受入体制の整備状況に合わせた誘客施策

を展開することとしている。 

本事業は、平成 28 年度～30 年度に実施したラグジュアリートラベル・ビジネス調査構築事業を踏まえ、海外富裕層市場にお

ける沖縄の認知度向上を図り、誘客に繋げるためのプロモーションの実施等を目的とする。 

 

(1)事業内容 

 

① 欧米（ロシアを含む）富裕層市場に向けての媒体を使ったプロモーションの実施 

 

② 富裕層向け商談会への出展（仏カンヌでの ILTM） 

 

③ 欧米（ロシアを含む）富裕層市場で富裕層を顧客とした旅行社、エージェント、富裕層向けメディア等（新聞、雑誌

（ネットメディアも含む））、関係するキーパーソン向けの沖縄県内視察プログラムの企画、招聘の実施 
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(2)事業全体の構成 

 

国内富裕層向けプロモーション事業と連携し、事業全体で得られた知見をネットワーク会議にて共有した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

目的 

○海外富裕層市場における沖縄の認知度向上 

○実際に送客へつながるプログラムの実施 

海外富裕層市場に向けたプロモーションや海外富裕層向けプロモーション事業での

成果を県内事業者へフィードバックし、より効果的なプロモーションに繋げるほか、富

裕層市場について認識を深め、横の連携を強化する。 

プロモーションの実施 
富裕層向け媒体への出稿 

FAM ツアーの実施 
・国内 DMC の招聘 

ILTM への出展 
・個別商談 

プロモーションの実施 
・沖縄県動画の配信 

県内観光関連事業者ネットワークの構築* 

ネットワーク会議の開催 

 

有識者講演、ワークショップなどを通じ、富裕層旅行市

場に対する知見の共有を図ると共に沖縄県として機運

を高める 

 

富裕層向け旅行商品の開発・販売 

*国内富裕層向けプロモーション事業 

フィードバック 

経過報告 

商品造成 

フィードバック フィードバック 
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2. 実施内容 

(1)欧米（ロシアを含む）富裕層市場に向けての媒体を使ったプロモーションの実施 

 

欧州向けに 2 媒体、北米向けに 2 媒体を実施。またそれぞれ Web 媒体と紙面媒体、旅行系と文化系の媒体をバランスよ

く配した。 

 

連携事業国内富裕層向けプロモーション事業・第三回ネットワーク会議使用資料より抜粋 
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① Condé Nast Traveler UK  概要、基本データ 

イギリスが本拠地のラグジュアリー系有力旅行雑誌。 

⚫ 読者層： 

➢ 平均世帯年収：￡156,000（約 2,530 万円） 

➢ 平均年齢：38 歳 

➢ 年間取得休暇日数：平均 11 日 

➢ 休暇に費やす金額：平均￡8,101/人（約 122 万円） 

※全て 2021 年 3 月換算レートによる 

⚫ 発行部数：81,078 部 

⚫ 読者数：335,000 人/月 

⚫ オンライン：1,910 万 PV*/月、130 万 UU**/月 

⚫ SNS：220 万フォロワー  

*Page View…すべてのユーザーが閲覧したページの総数 

**Unique User…Web サイトを訪れた人の数 
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  実施内容 

i. Web 記事広告（5,000PV 保証） １本 

FAM で訪れた場所を中心に、沖縄を訪れる 5 つの理由とし、文化や食など多方面から沖縄の魅力を伝えた。 
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（日本語訳） 

 

2021 年に日本の南、沖縄を訪れるべき 5 つの理由 

高層ビルやハイテクな電車（新幹線）、人が密集した交差点（渋谷）などの日本のイメージを忘れて、白い砂浜、透き通った海、

亜熱帯のマングローブ、魅惑的なスローペースの生活を思い浮かべてみてください。 

 

あまり知られていませんが、日本の最南端に位置する沖縄には、160 以上の亜熱帯の島々（人が住んでいるのはわ

ずか 50 島）が太陽の光を浴びて浮かび上がり、アジア各都市からアクセスが容易な直行便も出ており、青い海と

サンゴ礁に囲まれた、遠く離れたリラックスする事で有名な場所でのんびりとした時間を過ごすことができます。 

日本の中でも最高のビーチを持つ沖縄ですが、その魅力はビーチだけではありません。日本の本州とは地理的に離

れた場所にあるため、日本、中国の影響を受けた独特のモザイク文化にはゆっくりと流れる時とともに豊かな文化

遺産があります。世界的に有名な職人技、手つかずの自然の美しさ、長寿の鍵を握ると信じられている健康的な料

理（世界で最も百歳代の人が多い地域のひとつ）など、沖縄地方は壮大な旅には最適な場所です。食、自然、ホテ

ル、歴史など、2021 年に沖縄を訪れるべき 5 つの理由をご紹介します。 

 

CULTURE AND HISTORY 

かつては琉球王国として知られてこのエリア。19 世紀後半に日本に併合された島嶼貿易の中心地は、音

楽や料理、生活習慣など、広い地域の影響を受けた独自の文化的特徴を多く残しています。 

 

ドラマチックな過去とは裏腹に、夢のような南国の雰囲気が漂う船浮村は、歴史好きの方には必見で

す。19 世紀は炭鉱として、第 2 次世界大戦中には日本軍が占領したという過去から、いくつかの戦跡が

点在します。八重山諸島のジャングルに覆われた西表島から船でしかアクセスできないこの村には、ア

イボリー色の白い砂浜が広がっています。奥西表コテージに泊まり、親切なオーナー池田さんとのプラ

イベートボートクルーズをお楽しみください。 

 

石垣島にある島藍農園では、自然の草木染めの世界に触れてみましょう。ここでは、八重山藍などの島

の植物を使って、自然に染め上げた織物が、ブルーのシンフォニーを奏で、現代的なトートバッグやシ

ョールに生まれ変わっていきます。 

 

昔、琉球王族が身に着けていた紅型は何世紀にもわたって受け継がれてきた職人の技を駆使して作られ

た、沖縄の風景に見られる動植物を模した鮮やかな模様の型染めのテキスタイルです。染料の耐久性や

日光への耐性も持ち供えるこれらの特徴は、日本本土の着物とは異なるものがあります。貴重なテキス

タイルを伝統的に生産する 3 つの家族の 1 つが知念一族であり、彼らは今も知念紅型を継承していま

す。現在の当主である知念氏は、タンブラーからランチョンマットまで現代的な紅型作品を多数生産し

ており、ご要望に応じて訪れた人に工房を案内しています。 

 

沖縄本島の沿岸部に位置する読谷は、古くからの窯元の歴史があり、陶芸好きにとっては天国のような

場所です。その中心となるのが 19 の工房が集まっている「やちむんの里」です。工房ふじは陽気な甲

殻類や魚類で知られている伝説の工芸家・金城二郎氏の孫の工房です。粘土を練り、焼き上げ、釉薬を

かけるまで全て手作業で行われる為、一つとして同じものはありませんが、ふじの陶器は独自の表情を
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持っています。趣のある工房を見学することで、「やちむん」と呼ばれる沖縄の陶磁器を身近に感じる

ことができ、実際に作品を作る事もできます。 

 

FOOD AND DRINK 

口いっぱいに広がる海ぶどうやゴーヤチャンプルーから、甘くてやわらかいジーマーミー豆腐まで、沖

縄の味は個性的でありながらもワイルドな美味しさです。 

 

沖縄本島の首都・那覇にある、趣のあるレストラン「美榮」の入り口には、壁に囲まれた庭へと続く木

製の屏風があります。黒胡麻塗りの豚肉から紫芋まで、琉球料理を中心とした上品なメニューを、赤い

漆器を花のように器を並べて提供している（ここだけのおすすめ：畳の個室を予約して琉球の美しい伝

統的な踊りと食事を一緒に楽しむ事ができます）。 

 

八重山諸島の竹富島にある「島のごちそういるむてぃや」では、地元産の西表牛やオーナーの農場で栽

培されたパイナップルを使ったフレッシュジュースなど、沖縄ならではの新鮮な味をお楽しみいただけ

ます。 

 

八重山本島の石垣島近くの白保村にある「旬や ばんちゃん」は、心と体の健康を目指した料理を提供

しているこぢんまりとしたお店です。（事前予約必須）ふわふわオムレツや地元産の旬の野菜やご飯が

入っている「つなぐ弁当」は必見です。 

 

HEALTH AND WELLNESS 

ゆっくりとした文化、健康的な郷土料理、のんびりとしたライフスタイルで有名な沖縄では、自然なリ

ズムで生活が動いています。沖縄が世界的な長寿のメッカとしての地位を確立してきた要因は間違いあ

りません。 

薬膳茶、武術、季節の料理、自然への畏敬の念など、沖縄の健康を育む方法は数え切れないほどありま

す。 

 

石垣の名蔵湾を一望できるアイランドキッチンガーデンパナでは、自然の力を大切にしています。緑豊

かなハーブガーデンとその向こうに広がる海を眺めながらのカフェでは、不老長寿に効果があるとされ

る月桃やウコン、地元の海塩など、沖縄県産のハーブを秘伝のブレンドでブレンドしたお茶やお料理を

お楽しみいただけます。 

 

沖縄は空手発祥の地として広く知られており、その存在は 14 世紀の島の生活にまで遡ります。2021 年

に開催延期された東京でオリンピックデビューを果たす事でしょう。伝統的な空手のワークショップを

体験するには、本島の読谷にあるむら咲むらの空手会館へ。文化をテーマにした村には、沖縄の伝統的

な空手の型が数多く展示されており、特別な道場のトレーニングスペースで初心者向けの空手教室が開

かれている。 

 

OUTDOOR ADVENTURES 

沖縄はビーチだけでなく、さまざまな自然を愛する人たちを魅了しています。鮮やかな熱帯雨林、ジャ

ングルの谷間、霧のかかった滝、鍾乳洞などが、トレッキングからラフティングまで、さまざまなアウ

トドア・アクティビティを青々としたトロピカルな背景で演出しています。 
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八重山諸島の西表が「日本のアマゾン」と呼ばれるのも無理はありません。島は鬱蒼としたジャングル

と野生のマングローブ(日本最大でヤマネコの生息地)のドラマチックな風景に包まれています。迷路の

ように細い水路をカヤックで横断するのは、熱帯雨林のトレッキングと並んで人気のあるアクティビテ

ィの一つです。 

 

本島の自然保護区にあるガンガラーの谷では、何十万年も前に作られたとされる鍾乳洞を中心に、沖縄

のスピリチュアルな面に触れてみてはいかがでしょうか。壮大なガジュマルの古木や高くそびえ立つ、

つる性の木の間を楽しみながら進むと、印象的な鍾乳洞（ケイブカフェもあります）にたどり着きま

す。古代の洞窟のドラマチックな岩の下のテーブルで、沖縄のライムシークヮーサージュースや冷たい

アイスティーを飲むことができる世界でも数少ない場所のひとつです（時折結婚式の舞台にもなりま

す）。 

 

沖縄本島の都会の喧騒を離れ、やんばる国立公園へ。- 島の北端に広がる野生の森と山の広がりは、ト

レッキングやバードウォッチングの要となっています（絶滅危惧種のヤンバル・クイナ（この地域でし

か見られない小鳥）に注目してください）。ハイライトは、高さ 26 メートルの比地の滝から慶佐次湾の

マングローブ林まであります。 

 

SMART HOTELS 

マングローブ、ビーチ、森が点在する沖縄のもう一つの宝石があります。落ち着いたミニマルなデザイ

ンのホテルから、趣のある伝統的な隠れ家的なホテルまで、自然に囲まれた場所には思い出に残るホテ

ルがたくさんあります。 

 

本島の岬の先端に位置する百名伽藍（ひゃくながらん）は、日本のおもてなしに沖縄のひねりを加えた

味を楽しむことができます。赤瓦の屋根に沖縄の伝統を感じることができ、海に面した静かな伝統的な

客室（一部の客室は畳敷き）、屋上の貸切風呂、海を望むスパなどがあります。 

 

また、本島の西海岸にある読谷には、スマートでモダンな新しい隠れ家「星のや沖縄」があります（竹

富島には「星のや竹富」もあります）。建築家の東利恵氏による伝統的な琉球の伝統を現代風にアレン

ジした客室には、現代的な調度品と沖縄風の豊かな色調でまとめられた清潔感のある部屋があり、庭園

や海の景色を眺めることができます。 

 

近くの読谷には、48 棟の洗練されたヴィラ（各ヴィラにはプライベートプール付き）、サンセットビュ

ーの最高級ダイニング、沖縄のボタニカルスパを備えた静かで贅沢なサンクチュアリ、ジ・ウザテラス

ビーチクラブヴィラズがあります。ウェルネスに関心のある方は、島の北西海岸にあるザ・テラスクラ

ブアットブセナがオススメです。東シナ海を一望でき、スパセラピーや新鮮な地元料理をお楽しみいた

だけます。 

 

さらに遠く離れた西表島には、ファミリー向けのジャングルリゾート「西表島ホテル」があり、海を見

渡せる快適な宿泊施設と、マングローブカヤックや洞窟探検などのアクティビティが充実しています。

近くの石垣島では、家族連れに人気のクラブメッドからプライベートヴィラのレンタルまで、さまざま

な宿泊施設をご用意しています。 



I. 事業概要 - 2 実施内容 

15 

 

 

古代の洞窟、手つかずのビーチ、健康に良い料理、陶芸工房、シックなデザインのホテル...。 

これらは、2021 年の沖縄を一生に一度の旅行先として最適な場所にしている数多くの要素の中のほんの一部に過ぎません。世界

旅行が再開され、この夏の延期されたオリンピックが開催される日本にとって、太陽の光をたっぷり浴びた沖縄の魅力を満喫す

るには、今が絶好のチャンスなのかもしれません。 

 

問い合わせ先 

Beauty of Japan （東京） 

沖縄を含む日本のラグジュアリートラベルをトータルコーディネート 

 

平田観光（沖縄 石垣島） 

地元の DMC、島のプロフェッショナル 
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ii. 誘導バナー配信（CNT 内） 

 

掲出イメージ① 
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掲出イメージ② 

 

 

iii. SNS 広告（記事誘導） 

1. Twitter 
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2. Facebook 

 

3. Instagram  
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iv.  SNS 投稿（インスタグラムクイズ） 
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  結果  

5,000PV 保証のオンライン記事タイアップの実施に伴い、SNS で広告配信及びオーガニック投稿（クイズ形式

を含む）を行った。 

記事広告の PV は 7,949、ユニークユーザーは 7,148、平均滞在時間は 50 秒、記事内リンククリック 267 と

記事を深く読み込んでいることがわかる。 

また SNS による広告配信においては当初見積もりに対して約 1.5 倍の 437,417 の誘導を図れたことからも沖

縄への興味関心の高さが伺える。 

 

i. 記事広告 

 

ii. 誘導バナー 

 

iii. SNS 広告（記事誘導） 

 

配信開始日 配信終了日 PV UV 平均滞在時間 記事内クリック数

2021年1月15日 2021年1月21日 7,949 7,148 50秒 388
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iv. SNS 投稿（インスタグラムクイズ）（回答者約 1,000 人） 
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② FIGARO voyage  概要、基本データ 

フランスを代表する日刊新聞 Le Figaro が発行するトラベルマガジン。2019 年より高学歴・高所得者層をターゲット

として発行を開始。 

⚫ 読者層： 

➢ 平均個人年収：€70,000（約 900 万円）以上が 85％ ※2021 年 3 月換算レートによる 

➢ 平均年齢：55 歳 

⚫ 発行部数：8 万部（書店売り）※年２回発行 

⚫ 電子版：17 万５千部（PDF） 
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  実施内容 

【2020 秋-冬 日本特集号 誌面 1P 記事広告 発行日：2021 年 2 月 22 日】 

人と違うところを好むという読者特性から石垣島を特集した内容とした。 
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（日本語訳） 

 

沖縄、知られざる日本の列島 

 

沖縄...東シナ海に伸び、台湾と九州の間を結ぶ 160 の群島で、日本列島の最南端に位置していま

す。（お・き・な・わの）4 音節は、"喜び "や"永遠 "のように美しい感嘆の音です。 

 

その恵まれた地理的位置は、沖縄を近隣諸国（韓国、台湾、中国...）からのアクセスを可能にし、

その環境と保存された景観は、人気あるリゾートの一つとなっています。群島の西端を描く八重

山諸島内に位置する石垣島は、訪れるに値します。夢のような美しさに思わず笑みがこぼれます。

ターコイズブルーの海の美しさ、石垣島は世界的に有名なダイビングスポットで、ラグーンには

日本最大のサンゴ礁があります。400 種類ものサンゴが咲き乱れる海の美しさには目を見張るも

のがあります。 

 

宴での味覚と職人たち 

石垣を訪れる人の目を楽しませてくれるのが、海の幸と陸の幸が調和した繊細な美食です。その

中でも特におすすめなのが「舟蔵の里」。固有の植物や野菜に囲まれた広大な観賞用庭園を散策し

た後、古民家の中に入り、郷土料理を堪能することができます。メニューには欠かせないソバ、海

藻、豚の耳、落花生で作られた豆腐などがあり、沖縄で昔から蒸留されてきた沖縄の酒「泡盛」も

ほどほどに。豊富な料理とその魅力にもかかわらず、注意しなければならないのは、「お腹がいっ

ぱいになる前に少し食べるのをやめる」という習慣に従うことです。これは、沖縄が世界で最も百

歳代の人が多い 5 つの地域のひとつとなっている秘密の一つと言われています！もう一つの秘訣

は、食事に歌や踊りを添えること、つまり、日常の小さな幸せを和気あいあいとした雰囲気の中で

祝うことではないでしょうか。そして、舟蔵の里ではそれを体験できます。 

 

石垣島には他にも隠れた宝があります。ここでは、景色や太陽の光、そしてビーチから、インスピ

レーションが自然と湧き出てくるのです。陶芸家の宮良断さんは、石垣の美しいビーチで貝殻を

集め、それを粉砕して混ぜて粘土を作り、作品の原料としています。その結果、彼のユニークな陶

器は、海水の清らかさを思わせる青みを帯びた透明感を帯びています。工房に足を運んで、自然に

触れながら、そのノウハウを鑑賞し、理解する価値があります。 

 

石垣はその真正性を保ち、美しさと自然を愛するすべての人におすすめできる場所。千回の人生

が必要なくらい魅力や驚きが多い場所です、行くのが待ちきれません… 

 

Beauty of Japan （東京） 

沖縄を含む日本のラグジュアリートラベルをトータルコーディネート 

平田観光（沖縄 石垣島） 

地元の企画･旅行会社 島のプロフェッショナル 
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③ economist 1843  概要、基本データ 

The Economist は世界の主要ビジネス媒体で最も発行部数の多い媒体として知られる。 

1843 は、The Economist のなかのライフスタイルセクションであり、読者層がより高所得者に絞られる。 

⚫ 読者層： 

➢ 平均個人年収：$472,034（約 5,140 万円）※2021 年 3 月換算レートによる 

➢ 平均年齢：43 歳 

⚫ 発行部数：The Economist 165 万部/月 

⚫ オンライン：The Economist 957 万 UV*/月、うち 1843 は 48 万 3 千 UV/月 

⚫ SNS：220 万フォロワー  

* Unique Visitor…Web サイトを訪れた人の数 
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  実施内容 

i. Web 記事広告（5,000PV 保証） １本 

FAM で訪れた場所を中心に、文化や食など多方面から沖縄の魅力を伝えた。 
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（日本語訳） 

 

琉球の文化と美しさ 

中国と日本の出会いの場として何世紀にもわたり、これらの魅惑的な島々には、独特の生活様式が息づ

いています。 

 

日本の九州から南に数百キロ、台湾の東海に弧を描いている琉球列島は、かつて日本と中国を行き来す

る貿易商の中継地として、独立した王国が連なっていました。千年以上もの間、2 つの文化の結節点とな

ってきた琉球列島には、独特の歴史があり、島の静けさと美しさが融合した独特の光景、味、音が広がっ

ています。今日では、旅行者はこの列島を旅し、地元の農家や職人、パフォーマーのもてなしを受けなが

ら、魅力的で生き生きとした伝統を間近で見ることができるようになっています。 

 

時を超えた島の生活のリズム 

琉球の中心は、県庁所在地である那覇市がある沖縄。国際空港からタクシーですぐの場所には、かつての

琉球王国の国王が所有していた城跡があり、沖縄がルーツのもので最も有名な、空手を習うことができ

ます。「中国の手」と「空の手」の両方の意味を持つ空手は、15 世紀の武器禁止令によって、地元の人々

の間で人気が高まった古代武術を発展させたものです。沖縄空手会館では、道着をレンタルして道場で

通常の稽古を受けることもできますし、プライベートでの稽古を予約することもできます。空手発祥の

地である沖縄では最高レベルの稽古が行われていますが、全くの初心者の方でも体験レッスンが可能で

す。 

 

沖縄を囲む島々、さらに南西の島々でも歴史に浸ることができます。沖縄から飛行機で行くことも、東京

から直行便で行くこともできる石垣島。沖縄の歴史的な家屋の多くが失われてしまった戦時中の破壊を

免れ、今もなお、琉球王朝時代の武家屋敷であった石垣家の子孫が暮らす「石垣家の庭」で、琉球王朝時

代の暮らしぶりを垣間見ることができます。国の名勝に指定されているこの庭園は一般公開されていま

せんが、現地のアレンジャーがプライベートでの見学を手配してくれます。 

 

石垣からフェリーに乗って小さな島々を巡ると西表に到着します。更に船に乗っていくと孤立した入江

の海岸に船浮村があります。山々に囲まれ、船浮港に面したプライベートコテージに泊まれば、徒歩 15

分程近くにイダの浜があります。こちらの浜は八重山諸島（石垣島、西表島、与那国島を含む琉球列島）

の中でも最も美しいと称されています。船浮には約 50 人の住民しか住んでおらず、舗装された道路も車

もないため、100 年以上前のシンプルな生活にタイムスリップしたかのような感覚になります。 

 

琉球の味わい 

西表では、島の文化遺産が混在し、手つかずの風景と快適な亜熱帯気候によって形成された特徴的な郷

土料理を味わうことができます。新鮮な地元の食材やユニークな食材を使った料理は、その食材が栽培

されている場所での屋外での食事や、高級ホテルに宿泊しながらの食事が一番の楽しみ方です。 

 

濃厚な自然の甘みと芳醇な香りが特徴のパイナップルを求めて、全国から料理人や菓子職人が西表の農

家を訪れています。アララガマ農園が運営する「島のごちそういるむてぃや」では、海の見える屋外デッ

キで、収穫したばかりの完熟パイナップルを使った色とりどりのフルーツパフェを味わうことができま
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す。日が暮れると、パーラーがグリルに変わり、果樹園で採れたパイナップルで育てたジューシーな西表

牛を味わうことができます。 

 

リゾートホテルでも沖縄の特産品を使った料理を提供しています。沖縄本島中部の静かな岬の海岸にあ

る「ウザテラスビーチクラブヴィラズ」では、波を見下ろす高いヤシの木に囲まれたオープンエアテラス

で farm to table のコンチネンタル料理をお召し上がりいただけます。テラコッタ屋根の全 48 棟のコテー

ジにはプールがあり、地元で採れた肉や魚介類、野菜を使ったコンチネンタル料理をお楽しみいただけ

ます。 

 

職人の列島 

島でのお食事は、地元の音楽や踊りを楽しむこともできます。那覇市にある「琉球料理美榮」では、琉球

最後の王様である正泰の息子が愛した料理を提供しています。特別アレンジとして、このレストランで

は伝統舞踊のパフォーマンスも行っており、近くのアトリエの布地をまとった踊り子が三味線の音色に

合わせて優雅に舞います。 

 

ファッション好きな方は、踊り子の衣装を制作するテキスタイル工房「知念紅型」の舞台裏を覗くことが

できます。知念家によるガイド付きワークショップでは、知念家の歴史と、太陽が降り注ぐ亜熱帯の気候

や、色鮮やかな植物と琉球の青い空を反映した、明るく鮮やかなパターンの紅型染色について学ぶこと

ができます。 

 

那覇市壺屋地区には、焼き物の専門店街があり、美術館も併設されています。土色の屋根瓦や陶製のシー

サー像は、島のあちこちにある建物の特徴であり、有名な陶芸家たちも都会の生活から離れて芸術に没

頭しています。那覇市の北、読谷村にある「陶芸工房ふじ」は、人間国宝の故・金城次郎氏が所有してい

たもので、現在は孫娘さんがその技術を受け継いでおり、窯でやちむん（沖縄の焼き物）の製作を実演し

ています。石垣にあるアンパル工房では、山と海に囲まれたグァバとハーブの畑で、宮良断さんが地元の

土を使って、群島の水を思わせるターコイズブルーの釉薬が特徴的な焼き物を作っており、数々の賞を

受賞しています。 

 

職人さんたちの仕事ぶりを見たり、島の料理を味わったり、独自の文化に浸ったりすることで、旅行者は

違った角度から日本を見ることができ、琉球が本来持っている色や魅力を新たな視点で見ることができ

るのです。 

--------- 

アンケートにご協力ください。 

--------- 

沖縄と琉球の魅力をもっと知りたい方は、こちらの URL（be.okinawa）をご覧ください。 

 

Beauty of Japan （東京） 

沖縄を含む日本のラグジュアリートラベルをトータルコーディネート 

平田観光（沖縄 石垣島） 

地元の企画･旅行会社 島のプロフェッショナル 
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ii. 誘導バナー配信（エコノミスト内） 

意匠 2 種、コピー2 種違いで４タイプ配信。 

 

iii. SNS 広告（Facebook） 

意匠 4 種、コピー3 種で合計 12 タイプ配信。 
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  結果 

5,000PV 保証のオンライン記事タイアップの実施に伴い、SNS で広告配信を行った。 

記事広告の PV は 5,020、UV（ユニークビジター、前出の UU と同じく同一訪問者による重複を除いた訪問者

数）は 3,387、平均滞在時間は 50 秒と記事を深く読み込んでいることがわかる。 

また記事広告アンケート調査では 2,901 名中、7%の 204 名が回答をするなど沖縄への興味関心の高さが伺える。 

 

i. 記事広告 

 

ii. 読者アンケート調査（記事広告を読んだ読者が回答） 

PV 数：2,901 

回答者：204 名 

・性別：男性 104，女性 100 

・年齢：15～22 歳 10 名、23～29 歳 10 名、30～39 歳 55 名、40～49 歳 58 名、50～59 歳 34 名、

60 歳以上 36 名 

 

1. Q1：この記事を読む前に沖縄のことを知っていましたか？ 

沖縄の知名度はある程度あると考えられる 

 

 

  

配信開始日 配信終了日 PV UV 平均滞在時間

2021年2月1日 2021年2月28日 5,020 3,387 56秒
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2. 沖縄旅行の目的は何ですか？  

ビーチやホテルでリラックスすることよりも、文化歴史への興味が高い。 

 

3. 沖縄ではどちらを食べたいですか？（ブランド牛 or 長寿食） 

長寿食への関心が高い 
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4. 沖縄ではどちらのホテルに泊まりたいですか？（グローバルブランド or ローカルブランド） 

ローカル（日本や沖縄県の）ホテルブランドのほうが人気 

 

5. 沖縄ではどちらに行きたいですか？ 

本島が人気 
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6. よりどちらに惹かれますか？（高級料理 or ローカル食体験） 

ローカル食体験が人気 

 

iii. 誘導バナー広告 

 

iv. フェイスブック広告 

 

  

Economist.comに掲載　Billboard 970x250 and MPU 300x250

配信開始日 配信終了日 表示回数 クリック率

2021年2月1日 2021年2月15日 26,084 0.10%

1843に掲載　Billboard 970x250 and MPU 300x250

配信開始日 配信終了日 表示回数 クリック率

2021年2月1日 2021年2月15日 14,496 0.08%

外部サイトに掲載　Billboard 970x250 and MPU 300x250

配信開始日 配信終了日 表示回数 クリック率

2021年2月1日 2021年2月15日 85,918 0.09%

配信開始日 配信終了日 表示回数 クリック率

2021年2月1日 2021年2月15日 6,424,889 0.12%
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④ Travel＋Leisure  概要、基本データ 

世界の旅行業界に影響力を持つラグジュアリー系有力旅行雑誌。アメリカ唯一の月刊旅行誌として最大発行部

数を誇る。 

⚫ 読者層： 

➢ 平均世帯年収：$298,910（約 3,254 万円） ※2021 年 3 月換算レートによる 

➢ 88％が今年中に海外旅行を計画、14％がアジアを検討 

➢ 読者の 88.9％が書店での購入ではなく定期購読しているため、コロナ禍であっても読者数が減少しづらい 

➢ むしろこのコロナ禍で読者数が増え、過去最高の 100 万部超えを記録 

➢ 83％の読者が、パンデミック中も将来の旅行を T+L から探していると回答 

⚫ 発行部数：20 万部（定期購読＆書店売り） 

⚫ オンライン：1,150 万 UV*/月 

* Unique Visitor…Web サイトを訪れた人の数 
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  実施内容 

【2021 年 3 月号ホテル＆リゾート企画】 発行日：2021 年 2 月 19 日 

誌面２P 見開き（1 ページ記事広告、1 ページ純広告） 

先方から要望のあったハイアット瀬良垣とイラフ SUI の紹介。対向は純広告を掲載。 
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（日本語訳） 

 

新しい出会い、沖縄 

 

虹色のサンゴ礁と白砂のビーチ。緑豊かなジャングル・トレイルと活気あふれる港町。九州と台湾の間に

ある 160 の島々からなる沖縄県は、日本で最も美しく多様性に富んだ観光地のひとつです。到着した瞬間

から、健康的な休日を過ごすためのパンデミック対策が施されているこの土地で、安心して旅をしてみて

ください。 

 

沖縄・宮古のラグジュアリーコレクションホテル「イラフ SUI」 

荘厳なアイランドリゾート 

沖縄本島の南西部、伊良部島に位置するホテル「イラフ SUI」は、森と紺碧の海、豊かな地元文化に囲ま

れたビーチフロントの至福の空間です。58 室の客室とスイートルームには、バルコニーやテラス、心のこ

もったアメニティ、オーシャンビュー、プライベートプールやジャグジーなどの設備が整っています。ホ

テルのレストランでは、和牛、豚肉、魚、新鮮な野菜など、地元の食材を使ったグルメ料理をお楽しみい

ただけます。敷地内にあるラグジュアリースパでは、地元の素材を取り入れたヒーリングトリートメント

でリフレッシュ。きらきらと輝くプールに浸かりながら、いつまでも心に残る魅惑的な島の夕日の景色を

お楽しみください。 

お手持ちの携帯電話のカメラを開き、QR コードにカーソルを合わせると接続できます。 

 

HYATT REGENCY SERAGAKI ISLAND OKINAWA 

没入型のデスティネーションホテル 

沖縄本島と橋で結ばれたプライベートな瀬良垣島にあるハイアットリージェンシー瀬良垣アイランド沖縄

は、全 343 室の客室から東シナ海の絶景をお楽しみいただけます。館内には 6 つのレストランがあり、炉

端焼き、鉄板焼き、日本料理、寿司などの日本料理や、地元の素晴らしい食材やその日獲れたての新鮮な

食材を使った寿司をお楽しみいただけます。青い瀬良垣の海を目の前にして、2 つのビーチ、プライベー

トラグーン、プールをはじめ、マリンアクティビティや自分探しのためのレクリエーションプログラムも

充実しています。 

お手持ちの携帯電話のカメラを開き、QR コードにカーソルを合わせると接続できます。 

 

 

  


