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取締役マーケティング部長
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本日のお話しの流れ
クラブツーリズムの強み

１、豊富なツアーラインアップ

（原則、全コース添乗員同行）

２、高い評価

３、約７６０万人の顧客

４、宣伝・コミュニケーション

５、クラブツーリズムの歩み

６、いきいきとしたシニア文化の創造

クラブツーリズムの課題

１、シニアブランドのイメージ

２、４０～５０歳代女性の

弊社適性

３、今、何をするべきか
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日帰り旅行・国内旅行・海外旅行

世界約85か国、年間約1,000コース

“ひとり”だけど“独り”じゃない！

➀ 参加者全員がおひとり参加

② 添乗員が同行

③１名１室を確約

④ 平均11名様の少人数ツアー

※②～④は一部ツアーを除く

「ひとり旅」

クラブツーリズムの強み 豊富なツアーラインアップ
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日帰り旅行

国内旅行

海外旅行

女性企画者が、美食やおもてなしに

こだわった素材を集めて提案する

“参加者全員が女性”の旅
「女性限定の旅」

クラブツーリズムの強み 豊富なツアーラインアップ

女性向けバス

「ボヌール号」
女性企画者と

女性デザイナーが

手掛けた

化粧台付き

ゆったりバス
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特別拝観や御開帳

文化や歴史を深く知る

日帰り旅行・国内旅行・海外旅行「テーマのある旅」

クラブツーリズムの強み 豊富なツアーラインアップ

お参りの旅歴史を学ぶ旅 寺社めぐりの旅

「城めぐり」

「古墳・遺跡めぐり」

「ご朱印めぐり」

「諸国一の宮めぐり」

「奥の細道を訪ねて」

「１日学校」など

専門家や講師、ツアーナビゲーターが同行 僧侶や先達が同行
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クラシックやオペラなど
世界の音楽を楽しむ

趣味や芸術を楽しむ

日帰り旅行・国内旅行・海外旅行「テーマのある旅」

クラブツーリズムの強み 豊富なツアーラインアップ

写真撮影の旅 花めぐりの旅 音楽・芸術鑑賞の旅

プロカメラマンや
インストラクターが同行

ガーデンや山野草をめぐる
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ハイキングや登山を楽しむ

日帰り旅行・国内旅行・海外旅行「テーマのある旅」

クラブツーリズムの強み 豊富なツアーラインアップ

ウォーキング・ハイキング・登山の旅「 あるく 」
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ウォーキングやハイキングを楽しむ

日帰り旅行・国内旅行「テーマのある旅」

クラブツーリズムの強み 豊富なツアーラインアップ

シリーズ参加でウォーキンやハイキングなどを楽しむ

東海道・中山道・
甲州街道・日光街道・
奥州街道などを講師と
歩く

全17回、講師と歩く

１回１区、ガイドと歩く
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「三世代や子供も楽しめる旅」

クラブツーリズムの強み 豊富なツアーラインアップ
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「宇宙旅行」

クラブツーリズムの強み 豊富なツアーラインアップ
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2005年5月、クラブツーリズムは、

日本での民間宇宙旅行の販売について、

ヴァージン・ギャラクティック社と契約し、

宇宙旅行のカウントダウンが始まりました

大気圏を超え、

高度1,000㎞の宇宙空間へ



添乗業務 弊社では社員全員が添乗

業務に従事します。お客様の声や反応

を肌で感じることができ、「お客様の

立場で行動する」ことやホスピタリ

ティをより深く学び、磨くことができ

る重要な場として位置づけています

クラブツーリズムの強み 高い評価

品質へのこだわり（クオリティ・ファースト）
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アンケートの活用 お客様にご記入

いただいたアンケートは、企画担当者

が全て拝見し、旅行内容の改善や品質

管理、新商品の企画に活用しています。

統計的な分析も行い、社内表彰制度の

評価項目のひとつになっています

「企画から添乗まで、旅を創るすべてのプロセスにたずさわる」。
この一貫したフローがクラブツーリズムの品質を支えています



クラブツーリズムの強み 高い評価

首都圏旅行市場

における

売上高シェア

※添乗員付きパッケージツアー

※40～69歳限定

※2019年度市場調査による推計
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日帰りバス 宿泊バス 国内GT 海外旅行

■JALパック（ルック・旅物語計）
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【評価詳細】

●「私向けのものだと思える」ブランドとして評価されている

●「顧客であることで、自分と似た人との帰属感を感じる」という思う人も多い

●「仲間が広がる、旅が深まる」というブランドメッセージが表す通り、

「仲間」意識を醸成していることも、高い顧客体験価値につながっている

クラブツーリズムの強み 高い評価

顧客体験価値ランキング2019 第２位
『Forbes JAPAN』
2019年11月25日号

に掲載‼
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※（株）インターブランドジャパン2019年11月19日プレスリリースより



旅行にかかわる各場面でお客様に活躍していただく取り組み。

お客様と一緒に魅力ある旅を創り上げています

クラブツーリズムの強み 約７６０万人の顧客

会員の中から募った

『旅の友』を配送して

いただくスタッフ。

現在、約7,000名が活躍

会員の中から募った

弊社専属の添乗員。

現在、約500名が活躍

エコースタッフ ようこそスタッフ

弊社企画実施の「YOKOSO 

Japan Tour」にご参加の

外国人のお客様に対し、

言語のお手伝いをしていた

だくボランティアスタッフ。

現在、約400名が活躍

顧客参画
フェロー

フレンドリースタッフ
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毎月１回、日本全国の会員

に配布する総合旅行情報誌

クラブツーリズムの強み 宣伝・コミュニケーション

『 旅の友 』

商品だけではなく、
ツアー同行リポートなども掲載。
顧客とのコミュニケーション
を大切にしています

巻頭
特集記事

連載記事
「日本遺産」 15



列車や飛行機、バスなどの移動手段や、旅のスタイル

（ゆったり旅など）でカテゴライズしたカタログを多数発行

クラブツーリズムの強み 宣伝・コミュニケーション

国内カタログ
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世界約140か国のツアーを取り扱い。

秘境やクルーズの旅のカタログも

クラブツーリズムの強み 宣伝・コミュニケーション

海外カタログ

あります
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クラブツーリズムの強み 宣伝・コミュニケーション

ワンランク上の旅

「 プレミアムステージ 」

最上級ブランド

「 ロイヤル・グランステージ 」
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公式ホームページ

トップページの画像はお客様が撮影。充実の特集ページ。

社員が旬の情報を発信する「クラブログ」もあります

クラブツーリズムの強み 宣伝・コミュニケーション

www.club-t.com
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全国の主要新聞に出稿。

折り込みチラシも発行しています
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クラブツーリズムの強み 宣伝・コミュニケーション

新聞・折り込みチラシ



「 ハーフタイムツアーズ 」

クラブツーリズムの強み 宣伝・コミュニケーション

テレビ東京にて、

月～金曜８時～８時１５分放送

テレビ東京と

共同企画した旅番組。

「ぴったりな旅が見つかる、

選ぶ、体験する！」を

キーワードに、

様々なテーマのある旅を

紹介しています 番組専用カタログ
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●ひとり旅 ●写真撮影の旅

●世界をあるく ●スケッチクラブ

●地球を走ろう ●花めぐり

●女性登山SHE'S

●気軽にそとあるき

クラブツーリズムの強み 宣伝・コミュニケーション

ＳＮＳ

公式
LINE

アカウント

facebook

公式Instagram
アカウント
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Twitter

●クラブツーリズム鉄道部

●絶景・秘境の旅 グランデ

●国内旅行（北海道）行き

●バスツアー（首都圏発）



クラブツーリズムの強み クラブツーリズムの歩み

1980年 近畿日本ツーリスト渋谷営業所を運営母体とし、メディア販売を開始

1985年 『旅の友』創刊

1986年 東京メディア販売事業部に改組

1998年 クラブツーリズム事業本部に改組

2004年 クラブツーリズム事業を近畿日本ツーリストより譲渡、新会社として発足

2013年 ＫＮＴ－ＣＴホールディングスのもと、近畿日本ツーリストと経営統合

手をつないで踊る５人は旅仲間、旅で豊かになる五感、

「出会い」「感動」「学び」「健康」「やすらぎ」の旅の５大要素、

更に、５大陸も表しています
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クラブツーリズムの強み クラブツーリズムの歩み

1997年7月

「富士 夏の祭典」を河口湖で開催。

メインイベント「富士国際音楽祭」では、

中田喜直先生に指揮をしていただきました

2000年7月 ミレニアムイベント

「富士山ヒューマンリンケージ」を

開催。約2,000人の旅仲間、山頂のお鉢を

手を繋いで囲みました



表慶館では、クラシックコンサートを開催。

演奏はエクシモン管弦四重奏団
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クラブツーリズムの強み クラブツーリズムの歩み

狂言師・野村万之丞プロデュースの

「真伎楽」がオープニングを飾りました

2004年６月、新生クラブツーリズム創業祭「クラブツーリズム・オープニングセレモニー」

を、東京文化会館・東京国立博物館を全館貸し切りで開催
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クラブツーリズムの強み クラブツーリズムの歩み

2017年９月

クラブツーリズム貸切特別企画

「月見のおわら」が第２０回を迎えました

2017年８月

クラブツーリズムが協賛している

「青森市民ねぶた」が「ねぶた大賞」と

「最優秀制作者賞」を受賞
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クラブツーリズムの強み クラブツーリズムの歩み

更に詳しく

お知りになりたい方は、

髙橋秀夫著

『 理想の旅行業

クラブツーリズムの秘密 』

（2008年毎日新聞社発行）

をご一読ください
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クラブツーリズムの強み いきいきとしたシニア文化の創造

シニアは旅行意欲が高い クラブツーリズムの

「企業指針」のうちのひとつ

私たちは、

お客様の自己実現や

仲間づくりを応援し、

いきいきとしたシニア文化

を創造します



クラブツーリズムの強み いきいきとしたシニア文化の創造

クラブツーリズムの
上位顧客は
シニアが多い

大切な上位顧客
向けの商品を充実

「ゆったり旅70」

・70歳以上
・１日の立ち寄りは平均１～３箇所
・歩行は１日30分～２時間
・ホテルに早めに到着、
ゆっくり出発
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顧客の高齢化が進むとともに、

「シニアブランド」のイメージが広がりつつある。

「シニアブランド」のイメージが固定化すると、

若年層が参加をためらう恐れがある。

クラブツーリズムの課題 シニアブランドイメージの広がり
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クラブツーリズムの課題 ４０～５０歳代女性の適性

年間、

約70万人の40～50歳代のお客様が参加。

そのうち、54万人は女性
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ラ
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ラ イ フ ス テ ー ジ

over60
既
婚

シ
ン
グ

ル

ワーキング
シングル
20-30

Over60

シングル

子育て世代

Over70

離婚・死別

出産

子が手離れ
（末子大学生以上）

DEWKS／専業主婦

Second age
稼ぎと貯蓄、家族と社会への責任の時代

third age
人生の最盛期、達成完成期

Fourth age
依存、老衰の時代

夫
婦+

子
供

夫
婦
の
み

既婚・子なし
DINKS／専業主婦

ワーキングシングル
40-50

有職

無職

20歳 30歳 40歳 50歳 60歳 70歳

クラブツーリズムの課題 ４０～５０歳代女性の適性
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20代 30代 40代 50代 60代 70代～

男性

女性

旅行に期待する価値

（子が手離れ・ワーキングシングル）

・予想外の発見、新しい気づきがある

・自分自身を見つめなおすことができる

・視野が広がる

・健康が維持

される

・視野が広がる

・予想外の発見、

新しい気づきが

ある

（未婚）
期待することが
とくにない

（20代・30代未婚層）
好きなことやりたいことがみつかる
成長できる
自分自身を見つめなおすことができる
新しい自分に出会える

予想外の発見、

新しい気づきが

ある

・視野が広がる

・健康が維持

される

・ 家族との絆が深まる

・ 子供が成長できる

家族 自分

クラブツーリズムの課題 ４０～５０歳代女性の適性



【ターゲット】

40～50歳代の女性。

特に、子育てを終えた方や独身の方

【ターゲットのニーズ】

行動意欲が高く、

旅に新たな発見や自己成長などを期待する
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クラブツーリズムの課題 今、何をするのか？



【クラブツーリズムの提供価値】

１、豊富なツアーラインアップ

２、テーマのある旅、ひとり旅、女性限定の旅などへの参加で、

予想外の発見により、視野を広げ、夢を実現できる

３、約760万人の顧客がおり、価値感を共有できる仲間もみつかる

クラブツーリズムの課題 今、何をするのか？

40～50歳代女性のニーズと弊社の提供価値には親和性がある
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クラブツーリズムの課題 今、何をするのか？

より多くの40～50歳代女性に、

クラブツーリズムを知っていただき、

ツアーに参加していただくことが必要。
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クラブツーリズムをよく知らない

40～50歳代女性が

ツアーに参加するアイデア

を

ご提案ください
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５４万人＋□＝１００万人

課題
これは４０・５０歳代女性の参加人数です。

□を実現するアイデアを考えなさい。

株式会社



ご清聴

ありがとうございました

クラブツーリズム株式会社
取締役マーケティング部長

藤浪 卓


