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滋賀県観光キャンペーン事業概要

■テーマ

■期間

平成30年7月～12月
※夏（夏休み）・秋（紅葉）のトップシーズンを活用。

・集客力のある既存イベントとの相乗効果も期待

虹色の旅へ。滋賀・びわ湖
様々な観光素材のある滋賀県の象徴として、多様性と
幸福のシンボル「虹（虹色）」をテーマに採用

色とりどりの魅力 ⇒ 幸せな気分になれる旅
（多彩な魅力を体感してもらう観光キャンペーン）

滋賀・びわ湖の多様で豊富な観光素材を伝
える

観光素材の魅力同士を「つなぐ」

人々（県内同士・県内外）を「つなぐ」

「虹色＝多様な魅力にあふれた滋賀・びわ湖」
⇒その魅力を体感してもらう観光キャンペーン

本事業＝懸け橋

歴 食 遊 癒 観 買 美

県内全域の多様で豊富な観光素材（魅力）
≪虹色＝7色≫

県内全域で
一体感・盛り上がる観光キャンペーンへ

●虹・虹色に出会える旅

●多様な魅力を7色のカテゴリーで展開

■ターゲット

２０～５０代の女性
※観光旅行の決定者にもなり、消費意欲の高い層。女性を

起点として、その家族や恋人、友人への波及を目指す。

■プロモーションエリア

首都圏～九州まで、広域誘客を見据えたエリア
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≪コンセプト≫



滋賀県観光キャンペーンの事業構成

キャンペーンイベント・特別企画

歴 食 遊 癒 観 買 美

●地域の多様な魅力の観光素材を磨き上
げ、

7色のカテゴリーに分類した観光プログ
ラムとして展開。
（７色の魅力を体感できる旅の提供）

・地域観光交流プログラムなど
（観光PG/まち歩きPG/体験PG）

・旅行商品、着地型ツアーなど
・７色のカテゴリで展開する特別プランや特別

メニューなど

●キャンペーンの周知に繋げ、CPの盛り上

げ・来訪のきっかけづくりとなるイベント

や特別企画の展開
・キャンペーンを盛り上げるイベントの開催

（オープニング、地域イベント）

・キャンペーン特別企画（虹色の仕掛け・企画等）

まちめぐり事業

●地域や観光素材（ＰＧ）等を繋ぎ、周遊

を促進する取組の展開
・来訪者が巡りやすくする取組（アクセス対策）

・楽しみながら巡る取組、お得に巡る取組 など

来訪・周遊促進事業

●来訪者の満足度向上に繋げる受入環境・おもてなし環境の整備・充実
・観光案内機能の充実、キャンペーンガイド体制の構築 など

・その他観光客受入環境の整備・充実（トイレ、案内板など）

受入環境・体制の整備/充実

広報・ＰＲ（ウェブ・パンフ・各種媒体など）／プロモーションの展開（旅行商品造成）

キャンペーンの周知・誘客促進
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■事業概要

滋賀県の交流人口の拡大と観光振興促進を目的として、滋賀
県、県内市町、観光団体、観光事業者、経済団体、交通事業
者および旅行エージェントやマスコミなど、多様な主体との
連携・協働による総合的な観光キャンペーンを展開。

滋賀県観光キャンペーン

滋賀県・びわこビジターズビューロー

全体調整・運営管理

広報・PR・プロモーション

県域的・統一的な事業・地域支援 等

関係団体・事業者等
特別プラン・メニュー等

おもてなし
広報・ＰＲの協力 等

市町・観光協会
地域観光ＰＧ、着地型ツアー

地域イベント、地域内周遊促進
受入環境整備 等



＜展開案・検討中＞
■来訪者が虹で出会える演出を図り、
「滋賀・びわ湖＝虹」のイメージを醸成する
・虹色アート・デコレーション、虹色花火など

■「○○周年」など、人々の関心が集まる取組
を絡めた事業の展開
（例）明治維新１５０年 など

《 キャンペーン「特別企画」 》
キャンペーンへの関心を獲得し、
来訪へのきっかけ作りとなる取組

滋賀県観光キャンペーン 各事業概要

キャンペーンイベント・特別企画（案）

「滋賀・びわ湖＝虹」のイメージを醸成し、キャンペーンの周知を図るとともに、本県への来

訪のきっかけづくりに繋げるイベント・特別企画を展開。

（様々な「虹」や「虹色」に出会える演出・仕掛け、イベントの展開）

《 オープニングイベント 》

キャンペーンの開幕を宣言。
主にメディアに対し、滋賀県全域の観光のイ
メージ＝「虹」をアピール。
キャンペーン初日のウェルカムイベントとして、
初日来訪者へのおもてなしにも繋げる。

関係団体
事業者

県
ＢＶＢ

市町
観光協会

県
ＢＶＢ

《 地域イベント 》

地域への集客や地域の賑わいに繋げる地域
イベント・特別企画（特別公開）の展開。
（既存イベント等も活用し、虹色や７色などテーマを
意識した特別感のある展開なども検討）

関係団体
事業者

市町
観光協会

《 その他 》
○虹色プランや虹色メニューなど、様々な虹に出会えるプラン等の造成 など

関係団体
事業者
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滋賀県観光キャンペーン事業

まちめぐり事業（案）

歴

食

遊

癒

観

買

美

●多様な魅力（観光素材・プログラム）を、7色のカテゴリに分類して展開。
（７色の魅力を体感できる旅の提供）
・市町および観光協会の主導により、各地域のぞれぞれの関係者が主体となって、

各地域への集客やまち歩き、体験・交流、周遊観光に繋げるプログラムを提供
・７つのカテゴリを切り口に素材の磨き上げ、素材を繋ぐなどによるプログラム造成

（県：ＢＶＢは、プログラムの検討支援、地域間を繋ぐ広域プログラムの調整など）

市町
観光協会

関係団体
事業者

（神社仏閣（文化財）、戦国（武将・城・忍者等）、日本遺産、近江商人、特別公開など）

（近江牛、湖魚料理・琵琶湖八珍、地酒などの地域産品、特別メニュー・プランなど）

（ビワイチ、アクティビティ、スポーツ観光、アウトドア、など）

（温泉めぐり、パワースポット、生活体験（農家体験）、など）

（絶景スポット、ＳＮＳにアップしたくなるスポットやモノ、産業観光（工場見学）など）

（特産品、限定土産品、朝市、ものづくり観光 など）

（美術館めぐり、アート、企画展 など）

・地域観光交流プログラムなど
（観光PG/まち歩きPG/体験PGなど）

・７色のカテゴリで展開する特別プランや特別
メニューなど

⇒パンフレットやウェブなどで周知

旅行商品化用 一般募集用

・着地型ツアーの展開
⇒旅行会社のツアー商品化に向けた素材集

（タリフ）の作成
→旅行会社へのセールス
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滋賀県観光キャンペーン事業

地域や観光素材（魅力）をつなぎ、来訪や周遊を促進する取組（案）

○来訪・周遊しやすい環境づくり（アクセス環境）
・アクセス環境の改善・充実

・お得に巡ることできる環境づくり

（乗り放題パス、１dayパス、フリーキップ など）

○楽しみながら巡る周遊促進の取組
・地域間を繋ぎ周遊を促進する事業

《検討中》 観光パスポート（クーポンブック）、スタンプラリー、フォトコンテスト など

・地域内での周遊を促進する事業（地域観光パスポート、共通チケット など）

受入環境・体制の整備・充実に向けた取組（案）
●来訪者の満足度向上に繋げる受入環境・おもてなし環境の整備・充実

○観光案内機能の充実（来訪者にキャンペーンを案内し、様々な取組つなげる機能）

・総合案内機能、エリア（地域）案内機能

・キャンペーンガイド体制の構築 など

○その他観光客受入環境の整備・充実

・観光客を受け入れるためのトイレや案内板の整備など

関係団体
事業者

市町
観光協会

県
ＢＶＢ

県
ＢＶＢ

市町
観光協会

市町
観光協会

県
ＢＶＢ
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《検討中》
県内観光地などを巡る定期観光バスの運行
観光タクシーの展開（運転手等への勉強会の開催など）、レンタサイクル など



滋賀県観光キャンペーン事業

広報・ＰＲ

広報・ＰＲ／プロモーション活動（案）

プロモーションの展開

《今年度の取組》
○プレキャンペーン「日本遺産 滋賀・びわ湖 水

の文化ぐるっと博」での広報・ＰＲの展開
○媒体（交通媒体）等を活用したＰＲ
○観光展・観光キャンペーンを活用したＰＲ
○キャンペーンパンフレットの作成

《今年度の取組》
旅行商品化に向けた素材集（タリフ）
等の作成

・上期（７～９月）素材：8月中旬
・下期（10月～12月）素材：12月中旬

旅行会社との商談会や訪問セールス
◆商談会の開催

〇９月7日（木）：近江八幡市
・大型観光キャンペーンの周知・ＰＲ
・上期素材を中心とした商品造成依頼

〇1月～3月
・首都圏、中京圏等での商談会の開催

下期素材を中心とした商品造成依頼

◆旅行会社への訪問セールス

《来年度の取組》
◆旅行会社への訪問セールス

・旅行商品化に向けたフォローセールス
（4月～5月：下期素材）

◆インバウンド向け
・ラウンドオペレータ向け素材・コース提供
・旅行ＡＧＴ・メディア向け情報提供・ＰＲ

《来年度の取組（検討中・案）》
◆一般向けのＰＲ活動

○ＳＮＳ利用旅行者をターゲットとした発信
・SNS連携、DSP広告、インフルエンサー活用等

○個人旅行者をターゲットとした発信
・OTAとタイアップした発信・プロモーション等

○ＰＲ媒体による広報・ＰＲ
・ウェブサイト、パンフレット、ポスター等

○マスメディア広告の活用によるＰＲ
・旅行・情報誌、ウェブ・電波系、交通媒体等

◆メディア向け活動
・プレスリリース、プレスツアーの実施 など

◆地域（地元）向け周知活動
・プレスリリース、行政広報誌への掲載
・様々な機会を通じた周知、ＰＲ媒体掲出での周知

市町
観光協会

県
ＢＶＢ

県
ＢＶＢ

県
ＢＶＢ

県
ＢＶＢ

市町
観光協会

県
ＢＶＢ
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滋賀県観光キャンペーン事業

夏（７～９月） 秋（10～12月）

期間別・重点
カテゴリー

期間別・重点
ターゲット

２０～３０代 女性
※夏休みや３連休を活用した家族旅行を

意識

４０～５０代 女性
※個人旅行、友人・夫婦等での旅行者を

意識

遊 癒 歴 食 観観

主な取組
（例）

○雄大な自然（湖、川、山など）を
活用した取組
・ウォータースポーツ
・アウトドア、アクティビティ
・星空観測（夜間プログラム）
・山歩き、トレッキングツアー
・絶景スポットめぐり など

○歴史好き女性（歴女、仏女）等を
意識した取組
・歴史を感じるまち歩きツアー
・神社仏閣の特別公開 など

○秋の魅力を感じる取組
・紅葉、ライトアップなど秋の時

期限定の取組
○滋賀ならではの食を体感できる取

組
・食体験PG、食イベント など

夏と秋の２シーズンを通じたキャンペーン期間のため、各シーズンに合わせた重点的
な取組を意識して展開

《期間別の重点的取組イメージ》
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イベント・特別企画
様々な虹色の旅に出会える仕掛け・演出を展開

オープニングイベント／各種イベント
特別企画 など

観光交流プログラム
各地を楽しみ・体感するまち歩
き・体験ＰＧ等を展開！

周遊に繋げる取組
広域周遊ツアー

観光パスポート など

滋賀県観光キャンペーンの展開イメージ

虹色の旅へ。滋賀・びわ湖（平成30年７月～平成30年12月）

~滋賀・びわ湖の多彩な魅力を「虹色」で表現・展開する観光キャンペーン~

歴
奥深い

滋賀・びわ湖の
歴史に触れる

食

多彩な県産食材
を味わう
機会の創出

遊

滋賀の多彩なアク
ティブツアー等を楽

しむ

癒

豊かな自然を
活かした癒し
空間を感じる

観

ＳＮＳに投稿した
くなる（印象に残
る）絶景スポット
等を楽しむ

買
ものづくりの裏側や
作り手の思い、
ストーリーに触れる

美

新しい美の
楽しみ、限定感
の演出

特別プラン・お楽しみ企画
事業者との連携による共通宿泊プラン

期間限定メニュー・商品など
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旅行ＡＧＴ向けプロモーション
・旅行商品セールスツール（タリフ）作成
・商談会、セールスなど
・店頭販促など

広報・ＰＲ
・総合版パンフ、季刊パンフの作成・配布 ・交通メディア等でのＰＲ
・特設ＷＥＢサイトの開設・運用 ・プレスツアー、メディア訪問
・ＰＲポスター、のぼり旗の掲出
・媒体等を活用した情報発信（ＷＥＢメディア・雑誌タイアップ等）

認知向上・集客 旅行商品の造成

着地型ツアー
各地を楽しみ・体感するまち歩
き・体験ＰＧ等を展開！



滋賀県観光キャンペーン

観光キャンペーンで突破に繋げていきたい３つの課題（壁）

観光地「滋賀」の認知度向上

⇒認知の獲得

「認知」の壁

「来訪」の壁

「再訪」の壁

「滋賀ならでは」の特色ある

ツーリズムの展開

⇒誘客促進・周遊促進

「観光交流」の体制づくり

⇒来訪者の満足度向上に繋げ

る受入環境づくり

県全域での観光の魅力（素材）を統一的なテーマ・コンセプト（多様な

魅力＝虹色・７色）で表現した事業展開や情報発信・ＰＲによる関心・

認知の獲得を図る。

統一的なテーマ「虹（虹色）」を基にした一貫性のある広報・ＰＲ

来訪者が虹（虹色）に出会える旅の演出（話題・関心の獲得）

キャンペーンを盛り上げ、関心を獲得するイベント等の展開

ＳＮＳ等を活用した情報拡散に繋げる仕掛けづくり

多様な観光素材（魅力）を７色のカテゴリを基に磨き上げ、滋賀（各地

域）ならではの地域観光交流プログラムの造成。各地域（観光地）へ来

訪しやすい取組（アクセス対策・周遊促進）等の展開による来訪促進。

地域観光交流プログラム（まち歩き・体験など）の造成・充実

各観光素材等を繋ぐ新たなプログラム・ツアー等の造成

来訪のきっかけ作りとなる「虹色」に出会える旅の演出（再掲）

各地（観光地）等への来訪に繋げるアクセスの充実に向けた取組

来訪者が楽しんで周遊に繋げる取組や旅行商品化の充実

来訪者の満足度を高め、リピータの獲得（再訪）に繋げる受入環境の充

実や様々な主体等の取組による一体感のある事業展開⇒受入機運の醸成

住民・事業者への周知徹底

観光案内機能の充実、キャンペーンガイドの体制構築など

様々な関係者（主体）によるキャンペーン連携事業の展開

（特別プランやイベント、おもてなしＰＧ等の展開 など） 10



滋賀県観光キャンペーンの構成・主体（案）

県・ＢＶＢ 市町・観光協会 団体・事業者等

○ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞ/ｸﾛｰｼﾞﾝｸﾞ

○地域イベントなど
・虹色に繋がるイベント
・地域集客のイベント
・地域特別企画・特別公開
など

○虹・虹色の旅に出会え
るプラン・演出など
・虹色ﾌﾟﾗﾝ／ﾒﾆｭｰ
・虹色デコレーション
・イベント
・その他虹の演出など

○特別企画
・虹色アート/虹色花火
・虹色デコレーション等

○まちめぐり事業
・地域観光交流ＰＧ
・着地型ツアー

○７色のカテゴリーで展
開する体験ＰＧなど

○周遊促進に繋げる取組
・観光パスポート
・スタンプラリー など

○地域内周遊促進の取組
・観光パスポート 等

○“巡る”に繋がる取組
・１dayパス
・定期観光バス
・観光タクシーなど

○受入環境・体制整備
・観光案内体制
・受入環境

○広報・PR
・パンフ、ポスター等
・媒体活用 等
・観光展/ﾊﾟﾌﾞﾘｼﾃｨ

○旅行社へのﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ

○個別PR・プロモーション

キャンペーンイベン
ト・特別企画
・キャンペーンを盛り上
げ、

来訪者が様々な虹・虹色
に出会えるイベント・企
画の展開

多様な魅力を7色の
カテゴリで展開する
観光交流PGの展開

周遊に繋げる取組
・楽しみながらで巡る
・お得に巡る

受入環境・体制整備

広報・PR
プロモーション

○アクセス対策など

全体管理・調整

全域的、広域な取組など

地域内での取組

地域内調整など

関連・事業分野での取組

各種事業協力など

※それぞれの事業が円滑に展開できるよう、相互に協力して展開していく。 11



滋賀県観光キャンペーンでの主な役割（例）

《県・ビューロー》
○全体管理

・大型観光キャンペーン推進協議会

の運営

・キャンペーン全体の調整・管理

○広報・PR、プロモーション

・キャンペーン事業全体の広報

※PR媒体の作成、ウェブサイト

の運営

媒体・メディアを活用した発信

・プロモーション

※旅行会社へのセールスなど

○県域全体的な事業

・オープニング／クロージング

・全体的なイベント・企画

○地域を繋ぐ周遊促進

・周遊促進へのアクセス対策

・周遊促進事業

○地域プログラムへの支援・調整

・全体（県域）的事業、周遊促進等

○受入環境整備

・取組支援等

《市町・観光協会》
○まちめぐり事業（観光PG）

・各種プログラムの企画・造

成、運営

・着地型ツアーの造成・運営

○地域イベント

・地域イベントの展開・調整

○地域内周遊促進の取組

・地域内アクセス環境の充実

・地域内周遊促進の取組

○受入環境整備

・案内機能の整備・充実

・受入環境の整備・充実 など

○地域内周知

・地域住民・事象者等への周知

○県域事業等への協力

・地域内の調整など

《関係団体・事業者》

○経済団体
会員への周知・協力要請

⇒会員事業者による各種取組

の促進
・各種プラン、食事メニュー

・虹色の演出・仕掛け

○旅行会社
・ツアーの企画・販売

・窓口等での広告宣伝

○交通事業者
・１dayパス、フリーキップ

・虹色の演出、装飾協力

・広告宣伝、イベント協力

○関係団体
・農畜水産業によるイベントなど

○流通
・特別企画商品の展開

・広報宣伝・イベント協力

・虹色の演出・装飾協力等

○マスコミ
・各種媒体での発信

・イベント協力

○包括協定企業
・広報宣伝協力

・特別企画商品の展開

・虹色の演出・装飾協力等 12



7
月

8
月

9
月

10
月

11
月

12
月

1
月

2
月

3
月

H29 H30
6
月

5
月

6
月

7
月

8
月

9
月

10
月

11
月

4
月

オープニング
クロージング
イベント
特別企画

各地域事業
（PG・ツアー）
（受入環境）

事業者等
との連携

総合パンフ
レット制作

旅行AGT
セールス
プレスリリース
プレスツアー

各種媒体

公式サイト

公式SNS

ポスター等

12
月

展開内容
の協議／
調整

各所
調整・準備
制作推進

実施に向けての詳細協議・調整

オープニングイベント

夏期展開 秋期展開

上期タリフ各地域との
訪問・調整

期間中実施

募集・計画案
まとめ

各事業との連携
調整

公式パンフ

事業
リリース

プレスツアー
（夏頃の露出）

メディア訪問
（秋頃の露出）

媒体手配
制作

ティザーページ
公開・サイト運用

SNSにて情報投稿

配架計画調整 県内・県外各所にて配布

全体
スケジュール

実施計画協議会
設立

展開内容の協議/
調整

パンフ掲載
情報調整

決定内容から随時制作開始

展開内容の協議/調整

取組スケジュール

滋賀県観光キャンペーンの取組スケジュール

イベント・特別企画

各地域との訪問・調整
下期タリフ

パンフ掲載
情報調整

期間中実施

展開内容の
協議／調整

協議会設立
リリース

ポスター制作

媒体等掲載 媒体等掲載

のぼり旗

13

各地域との訪問・調整
（広域連携調整）

商談会 商談会商談会
セールス セールス

説明会

ぐるっと博開催
作業部会



≪取組（事業）イメージ（例）≫
○観る・体験する

・７つのカテゴリに応じた観光・体験プログラムの展開やキャンペーン特別プログラムの展開など
（農水産体験ＰＧ、生活文化体験ＰＧ、工芸体験ＰＧ、アクティブＰＧなど）

・地域旅行会社による着地型ツアーの展開など
・地域イベントの展開など
・虹色フォトスポットの設置、虹色装飾、虹色デコレーションの実施 など

○巡る
・定期観光バス、観光タクシー、特別クルーズの運行や周遊きっぷ、周遊特別プランの実施など
・鉄道を利用したまち歩きプログラムの展開など
・地域内関係事業者連携による共通チケット（入場・拝観・体験など）の販売など

○泊まる
・虹色特別宿泊プラン

（虹色特典・７つの特典プラン、７％割引、7日間滞在プラン、7名宿泊ブランなど）
・宿泊者と対象としたオプショナルプログラム（まち歩きや体験プログラム等）の提供など

○食べる・買う
・キャンペーン特別メニュー（虹色メニュー・スイーツ、7つの食材を使ったメニューなど）の展開
・キャンペーンに関連した土産品の販売（虹色関連、虹色パッケージ）など

※あくまで事業イメージですので、これらに限定するものではありません。関係事業者様の各事業を観光
キャンペーンに繋げていただく取組など、幅広にご提案ください。

滋賀県観光キャンペーンに向けたお願い①

■関係団体・関係事業者様へ（キャンペーン事業の提案募集）

期間中等に実施・連携いただける観光キャンペーン関連事業を、募集いたしますので、ご検討

ご提案をお願いします。

14ご提案いただいた各事業は、キャンペーン事業として、積極的に広報・PRしていきます。



滋賀県観光キャンペーンに向けたお願い②

■ロゴマークの積極的な活用をお願いします。

（様々な媒体での使用・活用をお願いします）

問合せ先（届出書提出先）：滋賀県商工観光労働部観光交流局（077-528-3743）
15


