
126沖縄ワーケーションのプロモーション実施（3）

■モニターツアーの実施

■ツアー名

■会 期

■地 域

■主 催

■事務局

■参加者

■運営スタッフ

：令和2年度 沖縄ワーケーション促進事業
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社ワーケーションモニターツアー

：（1日目）令和3年3月3日（水）
出張型：午前中移動。午後、名護市内ホテル、大宜味村内にてテレワーク実証

休暇ファミリー：午前中移動。午後、社員テレワーク実証、ご家族ウェルネス体験等
（2日目）令和3年3月4日（木） 7:00～18:00 ※雨天決行、荒天中止

出張型：班ごとにテレワーク（名護、大宜味）およびコーヒー焙煎体験やトレッキング
休暇ファミリー： 託児サービス利用の上、乗馬体験。午後テレワーク実証

（3日目）令和3年3月5日（金） 9:00～15:00頃終了後、那覇空港へ
出張型：チームビルディング（ジップライン）体験、移動後、意見交換会、解散
休暇ファミリー： まちあるきプログラム後、移動、意見交換会、解散

：出張型社員4人チーム 沖縄本島北部（名護市、大宜味村、東村）
：個人休暇型ファミリー1組 沖縄本島中部（読谷村）

：沖縄県 文化観光スポーツ部 観光政策課

：沖縄ワーケーション促進事業協同企業体
（株式会社電通沖縄／株式会社電通／株式会社JTB沖縄）

：出張型社員① あいおいニッセイ同和損害保険 Aさま
出張型社員② あいおいニッセイ同和損害保険 Bさま
出張型社員③ あいおいニッセイ同和損害保険 Cさま
出張型社員④ あいおいニッセイ同和損害保険 Dさま
休暇ファミリー あいおいニッセイ同和損害保険 Eさまご一行（4名）

：主催者 沖縄県 文化観光スポーツ部 観光政策課 杉浦 凱
事務局統括 株式会社電通沖縄 比嘉 清生

取材・ディレクション 株式会社電通 前田 弓子
出張型随行 株式会社JTB沖縄 芳山 琢磨
休暇型随行 株式会社JTB沖縄 大嶺 佑史
カメラマン 米盛 亮人／堀川 健・塩谷大輔
ライター 児玉真悠子

■モニターツアー目的
沖縄県では新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、在宅勤務等の働き方や生活スタイルが変動することを背景に、新た
な観光ツールとしてワーケーションを促進し、本事業にて沖縄ワーケーションのモデルプランを策定するため、実際に沖
縄が提供可能なワーケーション環境および体験型コンテンツを盛り込んだモニターツアーを実施する。
本モニターツアーを通して以下の点に留意しつつ、沖縄ワーケーションの実証および課題の抽出を行う。

POINT①┃ワーク環境（ホテル、コワーキングスペース）利用時の作業効率や安全面等で感じたこと、
課題感

POINT②┃コースのテーマに沿った体験の適正

POINT③┃継続性のある沖縄ワーケーションに必要な要素

テレワークを行う上での通信速度、セキュリティ等のハード環境／沖縄らしいロケーション／作業効率など
のソフト面）

実証中の様々な体験を通して感じた価値や効果（ストレス軽減、アイディア創発、モチベーションUP、
健康への意識の変化など）の適正※本実証では、事務局があらかじめ用意したコンテンツを体験いただき
ますが、実証内容の定性的なご意見をいただきたい ため、ご自身の感想とあわせて、同僚や家族、一般
的な視点をもって適正判断をお願いします。

本実証内容から再来訪または継続的に利用・体験してみたい要素や、来訪前の期待値と体験内容のギャップなど

モニターツアー誘致に際し、アタックリストを作成。トータル18社（メガバンク3行、生命保険・損害補償会社5社、
大手一本企業10社）順に誘致案内を実施。結果、沖縄県と包括連携協定を締結しているあいおいニッセイ同和損保
株式会社に決定。モニターツアーについては二度目の緊急事態宣言の発出に伴い時期を3月8日-10日に実施した。



127沖縄ワーケーションのプロモーション実施（3）

■モニターツアーの実施

旅程表 3月8日、9日

社員 随行家族

3月8日

7:25 ANA463　羽田発

7:35 JAL903　羽田発 JAL903　羽田発

8:00 SKY501　福岡発

9:25

9:45 那覇空港着

10:10 那覇空港着

10:30 那覇空港着 那覇空港着 空港内待機（休憩）

11:00

11:15

11:30

11:45

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30 レンタカー③移動

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

トヨタレンタリース送迎バスにてレンタカー①

受取後、出発　※ETCカードを受け取ってください。

【留意点】ベビーカーはトヨタで受取り

空港内待機（休憩）

那覇空港1F   JTB那覇空港営業所前(到着口B近く)　集合

豊見城仲地IC～許田IC

豊見城仲地IC～沖縄南IC

名護市クックハルにてランチテイクアウト→名護城公園展望台でランチ＠1000円　合計4000円
読谷村到着後、昼食　Clay Coffee&Gallery

＠1500円×３名＝4500円

那覇空港着

レンタカー①移動
レンタカー②移動

トヨタレンタリース送迎バスにてレンタカー②

受取後、出発　※ETCカードを受け取ってください。

ロイヤルホテル残波　check in

休憩（入浴など）

JTA53　福岡発

トヨタレンタリース送迎バスにてレンタカー③

受取後、出発　　※ETCカードを受け取ってください。

那覇空港　到着口A　集合

レンタカー③移動

ウェルネルプログラム

親子手びねり体験

＠GALA陶芸工房てぃーだ

3,000円×4人+送料10,000円

ハウリブ残波店

テレワーク

2時間

※環境：wi-fi接続または社スマホテザリン

グ利用

レンタカー②移動

かねひで喜瀬ビーチパレス＠名護

テレワーク実証　２時間程度

※客室内　1人1室

※環境：wi-fi接続または社スマホテザリング利用

※チェックイン時間要調整

ホテル着・小休憩

Seaside office@大宜味

テレワーク実証　2時間程度

※個室1室／会議室1室

※環境：wi-fi接続または社スマホテザリング利用

夕食（実費）

休憩
かねひで喜瀬ビーチパレス＠名護　check in

メンバー

やんばるコース 読谷コース

出張型1 出張型2 出張型3 出張型４
個人・休暇型（ファミリー）

夕食（実費）

TBプログラム/星空観察

ウェルネスプログラム/サンセットファーム（電照菊）見学

レンタカー③移動

自由行動・就寝

カメラマンあり

カメラマンあり

カメラマンあり

カメラマンあり

カメラマンあり

カメラマンあり

社員+配偶者+子

社員 旦那様+お子様2名

社員+配偶者+子

★ライター体験あり

3月9日

6:00

6:30

7:30

8:30

9:00

9:30

11:30

12:00

12:30

13:00 託児サービスお迎え

14:00

～

16:30

17:00 レンタカー①移動 レンタカー②移動 レンタカー③移動

19:00

レンタカー③移動

※旦那様+お子様2名

お子様14:30ごろまでお昼寝休憩後

15時~17時の間で

読谷山花織見学

ディナー（実費）家族

ホテル着・自由時間 ホテル着

ウェルネスプログラム（ライトな内容）

石灰岩のトレッキングツアー（軽い山登り散歩）　1.5時間：3,575円

集合場所：塩屋ローソン駐車

レンタカー②移動・昼食（実費）レンタカー①移動・昼食(やんばる横丁ビュッフェ　実費）

ディナー（実費）

かねひで喜瀬ビーチパレス＠名護

客室内テレワーク

※環境：wi-fi接続または社スマホテザリング利用

10:00

ウェルネスプログラム

10時　コーヒー焙煎体験@又吉コーヒー農園

＠3,000円×3人＝9,000円

レンタカー①移動

朝食

レンタカー➁移動

ハウリブ残波店テレワーク

※環境：wi-fi接続または社スマホテザリ

ング利用

レンタカー③移動

起床

Seaside office@大宜味

テレワーク実証　４時間程度

※個室1室／会議室1室

※環境：wi-fi接続または社スマホテザリング利用

起床

個人で行うウェルネス体験（ビーチサイドを散歩（カメラ）、ランニング、ヨガ等）※参加者によって調整

出張シッター手続き㉒　22,825円

※社員＋配偶者　自由行動1回目

10:00-10:50⇒バンタカフェ（コーヒー等、サンドイッチ等テイクアウト）

11:00-12：00乗馬（琉球の風コース＠13200円）×3名

朝食

カメラマンあり

カメラマンあり

カメラマンあり

カメラマンあり

カメラマンあり

※カメラマン花織撮影

カメラマンあり

社員+配偶者

配偶者+子

社員

★ライター体験あり

★ライター同行あり
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■モニターツアーの実施

旅程表 3月10日

3月10日

7:00

8:30

10:00

11:30

12:00

13:00

13:30

14:00

14:30

14:45

15:30

16:00

17:00

レンタカー返却

空港内待機、夕食など（実費）

空港送迎
移動

空港送迎

朝食

check out

モニターツアー意見交換会＠あいおいニッセイ同和損保様会議室

※早めに終了後、空港移動

モニターツアー意見交換会@あいおいニッセイ同和損保様会議室

移動

レンタカー返却・移動

OPA　社員駐車場へ駐車

合同　ウェルネスプログラム

都屋コース（9:45　都屋漁港集合）

 大人2,000円×２人＝４,000円

子どもは保険料のみ200円×2人＝400円

昼食をはさみ移動　（実費）
レンタカー③移動

昼食をはさみ移動　（実費）

レンタカー①移動 レンタカー②移動

レンタカー①移動 レンタカー②移動

　

到着後、合同　ビルディング　プログラム（ジップライン）

9:30受付　10:00 ジップライン4,500円×5名

朝食後、check out

カメラマンあり

カメラマンあり

カメラマンあり

社員+配偶者+子
★ライター体験あり



129沖縄ワーケーションのプロモーション実施（3）

■モニターツアーの実施

日 記入例 2/27 2/28 3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10

曜日 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水

時間
AM

6:30

体温 36.3

体調
異常
有無

なし

時間
PM

20:00

体温 36.6

体調
異常
有無

なし

感染症対策についてツアー前からの健康観察を実施
１．ご参加者様および関係者における事前の対策について
・直近二週間の健康観察（朝・晩の検温および記録）

発熱、倦怠感、味覚異常等の有無
・37.5度以上の発熱の有無
・直近二週間の海外渡航
・濃厚感染者との接触の有無
・沖縄県LINEコロナお知らせシステム（RICCA)および新型コロナウイルス接触確認アプリ「COCOA」への事前登録

COCOA RICCA

２．モニターツアー催行中の現地受け入れ対策について
・食事時以外のマスク着用
・検温および各立ち寄り箇所のコロナ対策に応じた対応
・立ち寄り先ごとのアルコール除菌 等

緊急時対応

ガイドツアー時の怪我・事故

ガイドの指示に従い、実施
続行または休憩、離団の判
断を仰ぐ

JTBコース担当まで状況を
電話にて報告

JTBから事務局統括・主催へ報告

道に迷った時や
渋滞等による到着遅延時

安全な場所に車を止め、JTB
コース担当まで電話にて報告

JTBより事務局・主催へ報告

発熱・体調不良時

事務局統括へ症状連絡

沖縄県への判断を仰ぐ

事務局統括より
判断をもとにコース担当へ

指示

JTBコース担当より該当者に指示

次行程先等へ連絡

※レンタカーでの交通事故等の場
合は警察、救急、レンタカー会社
へ連絡後、コース担当へ連絡
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■モニターツアーの実施

3月9日（北部）

沖縄ワーケーションのプロモーション実施（3）
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■モニターツアーの実施

3月9日（北部）

沖縄ワーケーションのプロモーション実施（3）
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■モニターツアーの実施

3月10日（北部）

沖縄ワーケーションのプロモーション実施（3）
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■モニターツアーの実施

3月8日

沖縄ワーケーションのプロモーション実施（3）
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■モニターツアーの実施

3月9日

沖縄ワーケーションのプロモーション実施（3）
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■モニターツアーの実施

3月10日

沖縄ワーケーションのプロモーション実施（3）




