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メッセージ 

ブラッドリー・ブラウワー 
南アフリカ観光局 

     アジア太平洋地区プレジデント 
 

2017/18 年度 第 3 四半期（10〜12 ⽉）に⼊り、南アフリカ観光局では引き続き、
南アフリカの認知度向上および旅⾏者数増加を⽬的に、トレードサポートおよび様々
なマーケティング活動を展開しました。特に今期は、10 ⽉に 4 週にわたり⼈気テレ
ビ番組「朝だ！⽣です旅サラダ」で南アフリカが紹介され、⼤きな反響がありました。
また、通年⾏っているメディアホスティングの結果も続々と表れ、テレビ番組をはじ
め様々な媒体における南アフリカの露出が増加しました。そのほか、トレードパート
ナーへの誘導キャンペーンやコラボレーション等のアクティビティも積極的に⾏い、
⽇本からの旅⾏者増加に尽⼒いたしました。 

私どもは、南アフリカの多様性に富んだ⽂化や貴重な遺産、そして⽇本の皆様との⼼
のつながりをより強固なものにしていくとともに、南アフリカのコストパフォーマン
スの⾼さを広く知っていただけるようバラエティ豊かな旅程の創出にむけてさらに
取り組んでいく所存です。 

⽇本の旅⾏業界ならびに報道関係の皆様からは、⽇頃より多⼤なるご⽀援を賜り⼼よ
り感謝しています。引き続き皆様のご⽀援とご協⼒を賜りますよう、よろしくお願い
申し上げます。 

ありがとうございます。 
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マーケティング&コミュニケーションズ 
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P 3  南アフリカ観光局アジア太平洋地区プレジデントによる
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P 4 南アフリカの魅⼒がテレビに続々露出 

P 5 ポジティブな露出の持続に向けて、          
メディアホスティングを継続的に展開 

P 6 第 3 四半期（10〜12 ⽉）における          
メディアホスティングの成果露出 

 

  



                     

  

3 
 

The Spirit of South Africa 

 
 
 

 
南アフリカ観光局アジア太平洋地区プレジデントによる 

PR 動画メッセージ作成 
 

南アフリカ観光局のアジア太平洋地区プレジデント、ブラッドリー・ブラウワーは、
⽇本の皆様へ南アフリカの魅⼒を伝え、⼀⼈でも多く南アフリカへために、PR動画メ
ッセージ4シリーズを作成しました。メッセージ動画#1は、南アフリカ観光局のSNS
（公式Facebook、Twitter、YouTube）に10⽉18⽇付でアップロード。メッセージ
内容は、息をのむような美しいジャカランダ・シーズンと南アフリカならではのサマ
ー・クリスマス＆ニューイヤーの魅⼒を語りました。メッセージ動画#2（11⽉1⽇）
では、陸と海、両⽅で体験できるサファリを紹介。メッセージ動画#3（11⽉15⽇）
では、南アフリカの海で育まれる美味しいシーフードやお⾁料理、ワインやコーヒー
の素晴らしさを語り、メッセージ動画#4（11⽉29⽇）では、クルーズツアーやサイ
クリングツアー、タウンシップツアーなど南アフリカで楽しめる様々なツアーを紹介
しました。 
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南アフリカ観光の魅⼒がテレビに続々露出 
 
南アフリカ観光局では、⾏ってみたい旅⾏⽬的地として、南アフリカの溢れる魅⼒を
メディアを通じて露出し続けるために、⽇本の様々なメディアによる現地での取材・
撮影をサポートするほか、情報提供等も積極的に⾏っています。2017/18 年度の第 3
四半期は、前期に引き続きテレビでの露出が多数ありました。朝⽇放送「朝だ！⽣で
す旅サラダ」では南部アフリカ特集が 4 週連続で放送されました。10 ⽉ 7 ⽇は、ヨ
ハネスブルグにある⼤型ショッピングモール「ローズバンクモール」やアート＆クラ
フトマーケットを始め、レセディ⽂化村や豪華列⾞ブルートレインの特集。10 ⽉ 14
⽇は、ケープタウンの街中にあるブティックやレストラン、ボカープ地区、ハーマナ
スでのホェールウォッチング等が紹介されました。10 ⽉ 21 ⽇は、ナマクワランドお
よびクランウィリアムのルイボス特集で、10 ⽉ 28 ⽇は近隣国ザンビアの紹介でした。
10 ⽉ 14 ⽇、21 ⽇、28 ⽇の番組の最後に、クラブツーリズムへのお問合せバナーが
⼊り、旅⾏者獲得に⼤きな成果がありました。また、9 ⽉に開催されたツーリズム
EXPO ジャパンの特集で、BS ⽇テレの「定番タイムズ」で 10 ⽉ 8 ⽇に南アフリカ
観光局ブースが紹介されました。さらに、10 ⽉ 26 ⽇には TBS「テッペン！世界く
らべてみたら」で南アフリカのズールー族の結婚式が取り上げられました。11 ⽉ 11
⽇と 19 ⽇にはフジテレビ「仰天！こんなトコあったんだ！？⼀度は⾏きたい世界の
動物園＆⽔族館ベスト 10」で南アフリカのカパマ私営動物保護区やブライデリバー
キャニオン等が紹介されました。また、12 ⽉ 2 ⽇には、⽇本テレビ「天才！志村動
物園」では⼈気シンガーDAIGO が南アフリカで最強の動物を紹介しました。 
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ポジティブな露出の持続に向けて、              

メディアホスティングを継続的に展開 

南アフリカ観光局では、⾏ってみたい旅⾏⽬的地として、南アフリカの溢れる魅⼒を
メディアを通じて露出し続けるために、⽇本の様々なメディアによる現地での取材・
撮影をメディアホスティングとしてサポートしています。2017/18 年度の第 3 四半
期において、ロングセラー⼥性誌「婦⼈公論」、JTB 旅カードのゴールド会員誌「ト
ラベル＆ライフ」、気になるニュースをわかりやすく解説するニュースサイト「The 
Page」のホスティングを⾏いました。「婦⼈公論」は南アフリカ観光親善⼤使の⼥
優 ⾼橋ひとみさんが 10 ⽉ 21 ⽇から 28 ⽇まで“⼥を磨く旅”として南アフリカを訪
問。『雄⼤な⾃然が五感を刺激する南アフリカ紀⾏』として、街中に咲き誇るジャカ
ランダを始め、サファリやケープタウンの街を取材しました。「トラベル＆ライフ」
は、10 ⽉ 3 ⽇から 10 ⽇にかけてブルートレインの体験取材やケープタウンの絶景
スポットを訪れました。また、ワインランドでのワイン＆⾷⽂化体験、クルーガー国
⽴公園でのサファリ体験や豪華ロッジも取材しました。「The Page」は、11 ⽉ 10
⽇から 17 ⽇にかけてケープタウンと周辺観光スポット、クルーガー国⽴公園、ヨハ
ネスブルグを巡りネルソン・マンデラ元⼤統領の歴史にも触れ、南アフリカの多彩な
⽂化を体験しました。 
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第 3 四半期（10〜12 ⽉）における                            
メディアホスティングの成果露出 

南アフリカ観光局がこれまでに⾏ったメディアホスティングの結果として、2017/18
年度の第３四半期における露出のハイライトは、先述のテレビ番組「朝だ！⽣です旅
サラダ」をはじめ、紙媒体やオンラインメディアにおいても数々の露出がありました。
8 ⽉ 28 ⽇から 9 ⽉ 4 ⽇にかけて⾏われたグローバルファムツアーの結果として、⼈
気⼥性誌 Hanako の公式ウェブサイト Hanako.tokyo に、特集「南アフリカを楽し
み尽くす」が６回シリーズ（11 ⽉ 23 ⽇・25 ⽇・26 ⽇、12 ⽉ 21 ⽇・25 ⽇）で掲
載。⼥性ポータルサイトの CREA WEB には、スペシャルコラム「グランピング天国
の南アフリカでサファリロッジ 6 軒をホッピング」が 11 ⽉ 25 ⽇に掲載されました。
また、個別ホスティングで 10 ⽉に南アフリカを取材した JTB 旅カードのゴールド会
員誌「トラベル＆ライフ」には、特集“南アフリカ 豪華列⾞とサファリ紀⾏”として
12-1 ⽉号（12 ⽉ 1 ⽇発⾏）に 18 ページにわたる露出がありました。そのほか、ト
ラベル情報サイトの TRIPʼS（12 ⽉ 1 ⽇）では、ダーバンのビクトリア・ストリート・
マーケットを紹介、総合ニュースサイトのガジェット通信（11 ⽉ 3 ⽇）では、ブル
ークランズ・バンジージャンプの様⼦が掲載されました。 
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業界関連 

 

⽬ 次 
 
P 8 OTOA 関⻄⽀部主催「ワークショップ in ⼤阪」に参加 
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P 10  主要なトレードパートナーが継続的に開催している         
⼀般向け旅⾏セミナーをサポート 
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OTOA 関⻄⽀部主催「ワークショップ in ⼤阪」に参加 
 

⽇本海外ツアーオペレーター協会（OTOA）関⻄⽀部は10⽉31⽇、⼤阪にて⽀部恒
例⾏事「ワークショップin⼤阪」を開催しました。⼤阪での開催が今年で9年⽬とな
ったこのワークショップには、OTOA関⻄⽀部会員をはじめ、政府観光局や航空会社、
ホテル等の旅⾏関連企業が出展し、ツアーの企画・営業・⼿配に役⽴つ最新情報を提
供。出展者はOTOA正会員が30社、航空会社が9社、政府観光局が4社、ホテル他が9
社の合計52社にのぼりました。100名を超える来場者があり、各ブースにて商談会や
情報交換が活発に⾏われました。OTOA⽀部では、今後もワークショップなどの海外
旅⾏需要の活性化につながる活動を積極的に進めていく予定。南アフリカ観光局は情
報デスクとして出展し、パンフレット各種の配布を始め、南アフリカの魅⼒あふれる
情報を提供しました。 
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第 4 四半期（1〜3 ⽉）に向けての DDC 展開 
 

南アフリカ観光局は、第4四半期（1〜3⽉）に向けてのDDC （Deal Driven Campaign）
展開として、みんなで旅を作るウェブサービスの「トリッピース（trippiece）」との
コラボレーション第２弾に続き、第 3 弾のオリジナルツアー「ベストシーズンにこの
コスパ♪サファリ x 絶景 x ⾷＠南アフリカ」の企画を開始しました。ツアー⽇程は、
2018 年 3 ⽉ 17 ⽇から 24 ⽇で、陸＆海の２種類のサファリ体験やケープタウン周
辺観光、⼈気のレストランでアフリカンミュージックとダンスのライブを⾒ながら⾷
事やワインを堪能できるなど、魅⼒あふれる内容となっています。ツアー申し込みは
12 ⽉ 20 ⽇より開始しました。また、旅⾏ポータルサイトの Travel Zoo では、2018
年 3 ⽉ 1 ⽇より 1 ヶ⽉間のキャンペーン展開を予定しています。南アフリカのパッ
ケージツアー10 種を紹介したプレミアムページをウェブサイトに設置するほか、ニ
ュースフラッシュ配信などを⾏います。南アフリカ観光局は、前回のキャンペーン同
様、南アフリカへの旅⾏者獲得に期待しています。 
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主要なトレードパートナーが継続的に開催している      

⼀般向け旅⾏セミナーをサポート 

南アフリカ観光局ではトレードパートナー各社が主催する旅⾏説明会を継続的にサ
ポートしています。第3四半期においては、10⽉28⽇と11⽉19⽇に開催されたクラ
ブツーリズムによる豪華ツアー商品「Grande」の説明会および11⽉10⽇と12⽉2⽇
に開催された阪急交通社による⼈気商品「Trapics」の説明会のサポートを⾏いまし
た。10⽉28⽇（クラブツーリズム）と12⽉2⽇（阪急交通社）の説明会には、南ア
フリカの敏腕ツアーガイド、アンジェラさんを招き、現地ガイドならではの情報をは
じめ南アフリカの魅⼒を語っていただきました。また11⽉10⽇の阪急説明会には、
南アフリカ観光局のトレードリレーションシップ・マネージャーによるプレゼンテー
ション、11⽉19⽇のクラブツーリズム説明会では、南アフリカ旅⾏に成約したお客
様へ南アフリカワインのプレゼントを提供しました。10⽉の毎週⼟曜⽇に⼈気テレビ
番組「朝だ！⽣です旅サラダ」で南部アフリカ特集が放映され、番組最後にはクラブ
ツーリズムへのお問合せを誘導した効果があり、クラブツーリズムの説明会には30
代から70代のお客様100名以上が参加、阪急交通社の説明会での成約率が昨年の4倍
を記録するなど、好結果を得ることができました。 
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イベント・南アフリカ⼤使館との連携 

 

⽬ 次 

 
P 12  町⽥市⽂化スポーツ振興部主催「東京オリンピック・パ

ラリンピックに向けた 1000 ⽇前イベント in 町⽥」 

P 13  中央区⽴久松幼稚園の教育カリキュラムの⼀環で      
「南アフリカはこんな国」をプレゼンテーション 
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町⽥市⽂化スポーツ振興部主催                              
「東京オリンピック・パラリンピックに向けた1000⽇前イベント

in町⽥」 
 
町⽥市⽂化スポーツ振興部スポーツ振興課主催による「東京オリンピック・パラリン
ピックに向けた 1000 ⽇前イベント in 町⽥」が 11 ⽉ 12 ⽇に開催されました。東京
2020 オリンピック・パラリンピック競技⼤会 1000 ⽇前およびラグビーワールドカ
ップ 2019 の 2 年前イベントを通じて、ホストタウン町⽥市の認知向上を図ることを
⽬的とし、南アフリカ共和国の紹介やラグビー体験教室などが催されました。南アフ
リカ観光局は、イベントにおけるブランディング⽤に、ポスターやパンフレット各種
を提供するほか、南アフリカの⾳楽 CD を貸し出しました。イベント当⽇は、700 名
を超える来場者があり、ラグビー体験クラスには 200 名が参加するなど⼤盛況とな
りました。 
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中央区⽴久松幼稚園の国際理解教室で                   
「南アフリカはこんな国」をプレゼンテーション 

 
南アフリカ観光局は11⽉13⽇、東京都中央区⽴久松幼稚園の教育カリキュラム「異
国の⽂化に触れる国際理解教室」でプレゼンテーションを⾏い、“南アフリカはこん
な国”を園児たちに伝えました。南アフリカ観光局のトレードリレーションシップ・
マネージャーは、4歳児クラスと5歳児クラス対象に2回のセッションを⾏い、合計106
名の園児に南アフリカの動物をはじめ南アフリカの⾷べ物や気候を紹介しました。ま
た、ルイボスティー1箱と塗り絵で作る南アフリカの国旗“ペーパーフラッグ”をお⼟
産に提供。園児はもちろん先⽣⽅にも南アフリカの⽂化に触れてもらえたイベントと
なりました。 
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ニューストピックス 

 
⽬ 次 

 

P 15 南アフリカ観光局  新たに創設した最⾼戦略責任者のポ
ストにバシュニ・ムタヤ⽒を任命 

P 16 南アフリカ旅⾏がミレニアル世代の注⽬を集める 

P 17   南アフリカの全ての国⽴公園がGoogleストリートビュ
ーで閲覧可能に 

P 19   ダーバンとケープタウンが南アフリカにおける航空旅客
の増加を牽引 

P 20   2021年に向けての南アフリカのホテル動向について 
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南アフリカ観光局  新たに創設した最⾼戦略責任者のポストに 
バシュニ・ムタヤ⽒を任命 

 
南アフリカ観光局のシサ・ンツォーナ最⾼経営責任者（CEO）は、10 ⽉ 1 ⽇付けでバシ
ュニ・ムタヤ⽒を同局の最⾼戦略責任者（CSO: Chief Strategy Officer）に任命した。 
 
ンツォーナ CEO は、「洞察とリサーチを重視する南アフリカ観光局にとって、最⾼戦略
責任者のポストの創設は戦略的⽬標を着実に達成するうえで極めて⼤きな前進となる。こ
の重要ポストにムタヤ⽒が就任することに歓迎の意を⽰したい。観光は南アフリカの経済
成⻑に⼤きく貢献するとともに、雇⽤創出の⾯でも重要な役割を果たしている。我々は向
こう 5 年以内に外国⼈観光客をさらに 400 万⼈、国内旅⾏者数を 100 万⼈増やすことを
戦略的⽬標に掲げており、統計分析や市場調査、戦略的思考などの分野で豊富な経験を有
するムタヤ⽒は、この『5 in 5 観光成⻑戦略』を推進するうえで⼤きな⼒を発揮してく
れると確信している」と述べている。 
 
ムタヤ CSO は、南アフリカ観光局内での組織設計プロセスを経たうえで、執⾏委員会
（EXCO）のメンバーにも加わる。新たに設けられた最⾼戦略責任者としての任務には、
南アフリカの国家観光戦略に則った南アフリカ観光局の成⻑投資戦略の構築や実⾏され
た戦略の効果測定などが含まれており、広範な分野にわたるビジネス戦略策定において、
ムタヤ⽒は中⼼的役割を担うこととなる。またムタヤ⽒は、南アフリカ観光局の情報デー
タベースの管理や執⾏委員会の戦略アドバイザーとしての役割も果たしていく。 
 
バシュニ・ムタヤ⽒は、14 年以上にわたって南アフリカ観光局の戦略調査部⾨の責任者
を務めるとともに、主⼒マーケットであるヨーロッパのリージョナル・ディレクターなど
の重職を歴任。2016 年には南ヨーロッパ地域の拠点を設けるためにフランスへ出向し、
スペインとイタリア、フランスの各マーケットからの訪問者拡⼤を図るための事業モデル
の構築に従事し、この結果、2017 年 1〜6 ⽉の南アフリカへの累計訪問者数は前年同期
⽐でフランスが 34％、スペインは 20.2%、イタリアで 0.7%増を記録している。 
 
「南アフリカ観光局では⼈材育成にも注⼒しており、今回は組織内の候補者の中から新設
ポストに就く⼈材を起⽤できたことを嬉しく思っている。鋭い洞察⼒、豊富な経験、多⾯
的な利害関係者をまとめあげる⼿腕、結果を重視する姿勢などを兼ね備えたムタヤ⽒は、
南アフリカ観光局の最⾼戦略責任者として理想的な⼈物であり、南アフリカの経済成⻑に
貢献する観光産業の発展に向けて、彼⼥の今後の活躍に期待している」とンツォーナCEO
は加えている。 
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南アフリカ旅⾏がミレニアル世代の注⽬を集める 
 
このところ南アフリカを訪れる旅⾏者層に変化が⾒られており、年齢の若い世代が占める
割合が増えている。アフリカの旅⾏業界向けニュースを配信する Tourism Update が実
施した先頃の調査によると、「ミレニアル世代の旅⾏者増が⾒られるか」という購読者へ
の問いに対して「はい」が 74%、「いいえ」は 26%という回答が得られている。また、
南部アフリカ観光サービス協会（SATSA）のデビッド・フロスト CEO は、南アフリカへ
の外国⼈訪問者全体の 46%は、18〜35 歳の年齢層が占めていると述べている。 
 
多くの観光関連施設でミレニアル世代を主要な訴求対象とする傾向は強まっており、ヨハ
ネスブルグ郊外のサントンにあるシグネチャー・ラックスホテル（Signature Lux Hotel）
では、ハイテクに精通したミレニアル世代やビジネストラベラーの要望に応えるサービス
を提供している。 
 
南アフリカ・ユーストラベル同盟（South African Youth Travel Confederation）のギ
ャビン・アイル会⻑は、「若い年齢層による南アフリカ旅⾏は顕著な増加を⽰しており、
このことは“数字を⾒れば⼀⽬瞭然”」と述べ、「ミレニアル世代は、語学の習得やボラン
ティア活動、バックパッカーなど、旅⾏を通じて体験することを重視している。ボランテ
ィア市場の⼤きさは未知数だが、休暇を利⽤した外国⼈学⽣や⼤学⽣グループによる旅⾏
は⼤きな市場で、⼤勢のミレニアル世代が本物の体験を求めてアフリカへと押し寄せてい
る」と述べている。さらに、アイル会⻑は「南アフリカを訪れるミレニアル世代の多くは、
ブラジルからの留学⽣で、⾃国よりも学費が安いことから南アフリカの英語学校は⼈気を
集めている。また⼈々のメンタリティや天候、アクティビティなどブラジルと南アフリカ
には多くの類似点があることも、旅⾏者を後押しする要因となっている」と加えている。 
 
多くのミレニアル世代は、偽りのない本物の体験を求めて、ケープタウンを筆頭とした⻄
ケープ州の各地、ガーデンルート、東ケープ州などを好んで⾜を運んでいる。エールフラ
ンスでも先頃、ミレニアル世代を主要なターゲット層とする新航空会社「Joon」の設⽴
を発表するなど、ミレニアル世代の旅⾏者に多くの注⽬が集まっていることを裏付けてい
る。 
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南アフリカの全ての国⽴公園が 
Google ストリートビューで閲覧可能に 

 
南アフリカ観光局は、#WeDoTourism キャンペーンの⼀環で、Google ストリートビュ
ーとのコラボレーションにより南アフリカの⼤⾃然における 360 度ストリートビュー画
像の制作発表を 11 ⽉ 6 ⽇にヨハネスブルグで⾏った。 
 
南アフリカの各地の写像を 12 ヶ⽉間にわたり撮り続けたこのプロジェクトは、200 ⼈を
超える南アフリカ⼈ボランティアにより遂⾏された。ボランティアの多くは、SANParks、 
CapeNature、 KZN Ezemvelo Wildlife のレンジャーやガイドで、そのほかハイキング
愛好家や⾃然愛好家、テクノロジー愛好家までも参加した。ボランティアチームは、「ス
トリートビューカメラ貸出しプログラム（Googleʼs Street View Camera Loan 
Program）」を提携する Drive South Africa 社（Drive South Africa）が南アフリカ各
地より希望者を集めて結成された。「ストリートビューカメラ貸出しプログラム」とは、
360°カメラを借りて各地で撮った写真を Google マップで共有するというもの。 
 
ケープタウンを本拠地とするカーレンタル会社 Drive South Africa の創設者でありアウ
トドア愛好家でもあるアンドレ・ヴァン・ケッツ⽒（Andre Van Kets）は、「このスト
リートビューカメラの技術を使えば、世界中の旅⾏者達に南アフリカの魅⼒を⾒せること
ができると思い、プログラム提携を決めました」と述べている。また、「トレッカーカメ
ラは、重さ 22kg のバックパック型撮影カメラで、全⽅位に向いた 15 台のカメラが内蔵
されています。搭載された技術によりカメラの正確な場所が抽出され、また場所を記録し
ている間、360 度を 2 秒ごとの画像で撮っていきます」とケッツ⽒は加えた。 
 
南アフリカの新しいストリートビュー映像を公開するにあたり、Drive South Africa 社
は、将来南アフリカを訪れる旅⾏者らに対して、南アフリカの仮想体験ができる専⽤サイ
ト「South Africa in 360」を設置した。専⽤サイト「South Africa in 360」には、南ア
フリカの⼈気観光地であるテーブルマウンテン、ガーデンルート、ドラケンスバーグ、ク
ルーガーの四⼤国⽴公園と、まだ知られていない隠れたスポットのコレクション 
“Hidden Gems” の 5 つのエリアに分かれており、それぞれのスポットで VR アドベンチ
ャーが楽しめる。サイト内では、動画や画像をはじめ各トレイルの説明も加えたストリー
トビュー映像によって、視聴者は特別な視点から景⾊を⾒ることができる。 
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今回新たに撮影された場所は、南アフリカの全９州に点在する全ての国⽴公園 19 ヶ所お
よび⾃然保護区内のトレイル 170 ヶ所を網羅している。さらに、南アフリカにあるユネ
スコ世界遺産 9 ヶ所のうち、６ヶ所が今回撮影された。10〜12 世紀に南アフリカで繁栄
を築いた古代王国の跡地 マプングブェ、荒涼とした砂漠地帯にあるリヒターズフェルド
⽂化植物景観、3000m 級の⼭々が連なるウカシャンバ・ドラケンスバーグ・パーク、南
アフリカで最初にユネスコ世界遺産に登録され、様々な動植物が⽣息する世界最⼤級の湿
原 イシマンガリソ湿地公園など、南アフリカの世界遺産を探索することができる。その
他、⾃然スポット・⽂化的スポット・歴史的スポットも数多くカバー。今回のプロジェク
トでは、2016 年 3 ⽉に発表した「Mzansi Experience（Mzanzi=ムザンジは南アフリカ
の 11 種類の公⽤語のひとつコサ語で南アフリカを意味）」で撮影したクルーガー国⽴公
園、テーブルマウンテン国⽴公園、喜望峰など⼈気観光スポット約 30 ヶ所に続き、新た
なスポットを撮影している。 
 
Google のプログラム・マネージャー、マグダレナ・フィラック⽒（Magdalena Filak）
は、「ストリートビューカメラ貸出しプログラムに参加した沢⼭のボランティアの⽅々は、
最⾼の南アフリカを⾒せるために、とても熱⼼に取り組んでいました」と述べている。 
 
南アフリカ観光局のシサ・ンツォーナ最⾼経営責任者（CEO）は、「Google マップとそ
のストリートビューを使うことにより、世界中の旅⾏者と野⽣動物愛好家たちは、南アフ
リカの多様な⾃然環境を広い範囲で調査することができるようになるでしょう」と述べて
いる。さらに、「オンラインでの予約からソーシャルメディア上での経験の共有まで可能
にするテクノロジーは、旅⾏者による観光と⽣態系保全の相互作⽤に対して、⾼い影響⼒
があります。そして、テクノロジーの分野において、洞察および研究から得た知識は、⾰
新を促進させることでしょう」と、ンツォーナ CEO は加えている。 
 
今回発表された動画および画像のビジュアル・アセットは下記の通り： 
動画： https://youtu.be/ki7mhJjpAI8 (05:10) 

 https://youtu.be/76V-Vhq2feo (01:57) 
 https://youtu.be/almgxACHxew (01:31) 
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ダーバンとケープタウンが南アフリカにおける 
航空旅客の増加を牽引 

 
南アフリカ空港会社（ACSA: Airports Company South Africa）は先頃、今年の第３四
半期（2017 年 7〜9 ⽉）の報告書を公表し、ダーバンとケープタウンの空港が最も⼤き
な旅客⼈数の増加を記録したことが明らかになった。 
 
南アフリカ国内の主要 9 空港（ヨハネスブルグの O.R.タンボ国際空港、ケープタウン国
際空港、ダーバンのキングシャカ国際空港、ブルームフォンテーンのブラム・フィッシャ
ー国際空港、ポートエリザベス国際空港、アピントン国際空港、イーストロンドン国際空
港、ジョージ空港、キンバリー空港）における、2017 年 7〜9 ⽉の利⽤者数の合計は前
年同期を 250 万⼈上回る 5%増を記録。この中でケープタウン国際空港は 6.6%増、ダ
ーバンのキングシャカ国際空港は 7.9%増となり、全体の平均を上回る増加率を⽰してい
る。 
 
2017 年 7〜9 ⽉において、国際線旅客の増加を牽引したのはケープタウン国際空港で、
到着で 20.4%増、出発で 22.5%増を記録。キングシャカ国際空港では国際線旅客全体で
3%減になったものの、国内線旅客では到着 8.7%、出発 8.3%とそれぞれ増加を記録し
ている。また、ヨハネスブルグの O.R.タンボ国際空港は旅客数全体で前年同期を 154,445
万⼈上回る 2.9%増を記録。さらに、2010 年 FIFA ワールドカップ南アフリカ⼤会の際
に⽇本代表チームがキャンプを構えた⻄ケープ州ジョージの空港では旅客数が 8.5%増
となった。 
 
前述の主要9空港における国内線旅客は、前年同期を下回った第2四半期から回復し、全
体で到着4.6%、出発4.9%の増加を記録した。 
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2021 年に向けての南アフリカのホテル動向 
 
世界最⼤級のプロフェッショナル・サービスファームとして知られるプライス・ウォータ
ハウス・クーパース（PwC）は先頃、2021 年に向けてのアフリカのホテル動向に関する
レポートを公表した。レポート内では、ホテル業界のスペシャリストで構成されたチーム
が南アフリカ市場の⾒通しについて触れている。それによると、南アフリカはナイジェリ
アに次いで最も急速な発展が期待されている市場で、観光の継続的拡⼤と客室単価の上昇
に伴い、客室売上⾼にして 9.3%の年平均成⻑率を⾒込んでいる。 
 
調査結果での主な⾒通しは以下のとおり（※1 ランド＝8.3 円で算出）： 
・客室数は年平均 0.9%で増え、2021 年には 63,900 部屋に達する。 
・宿泊数は年平均 1.8%で増加し、2021 年には 1,500 万泊、客室稼働率は 64.3%に達
する。 
・客室総売上⾼は年平均 9.3%増で、2021 年には 248 億ランド（約 2,058 億円）に達
する。 
 
なお、PwC は 2018 年の南アフリカの経済成⻑率は 1.6%と予想するとともに、「その
後、2019〜2021 年にかけては 2%強の成⻑が⾒込まれる。2021 年までの年平均成⻑率
は世界平均の 2.9%を下回る 1.8%程度にとどまる」と予想している。 
 
3 ッ星ホテル: 
2016 年に 3 ッ星ホテルは南アフリカにあるホテルの客室総数の 36%、客室総売上⾼の
31%を占めている。PwC レポートでは「宿泊数は年平均 1.5%で増え、客室数の年平均
増加率0.2%を上回るのに伴い、客室稼働率は2016年の64.6%から2021年には69.1%
まで上昇する⾒通し」としている。3 ッ星ホテルの客室売上⾼は年平均 6.9%のペースで
増加し、2021 年には 69 億ランド（約 572 億円）に達する⾒通しとなっている。 
 
4 ッ星ホテル: 
レポートでは「緩やかな観光拡⼤に伴い、宿泊数は年平均 2.8%増となる⾒通し」として
いる。向こう数年に開業を迎えるホテルの多くは４ッ星クラスで、今後 5 年間で増加す
る客室数の 85%を占めている。「客室数は年平均 2.6%増、客室稼働率は 2021 年に
66.4%まで上昇するとともに、客室売上⾼は年平均 8.7%増が⾒込まれ、2021 年には
87 億ランド（約 722 億円）に達する」との⾒通しを⽴てている。 
 
5 ッ星ホテル: 
データによると客室数は過去 2 年間にわたってほぼ変わっておらず、2021 年までの期間
に新たな 5 ッ星ホテルの開業予定がないことから、向こう 5 年間も客室数はほぼ横ばい
の⾒通し。レポートでは「客室売上⾼は年平均 11.4%のペースで拡⼤し、2021 年には
全体の 17%の占める 42 億ランド（約 348 億円）に達する」と予測している。  
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今後のマーケティング活動の予定 

 

 
 

 

岐⾩県・岐⾩県教育⽂化財団主催/朝⽇⼤学共催 
「映画 x トーク x 南アフリカ⽂化の⼣べ」 
2018 年 1 ⽉ 19 ⽇ 

クラブツーリズム旅⾏説明会 
with ⾼橋ひとみ観光親善⼤使 
2018 年 2 ⽉ 24 ⽇（東京・有楽町）/25 ⽇（名古屋） 

「第 5 回サクラアワード 2018」ワイン審査会
2018 年 1 ⽉ 29 ⽇ – 31 ⽇ 

阪急交通社旅⾏説明会（新橋） 
2018 年 2 ⽉ 17 ⽇ 

JATA アウトバウンド協議会主催 
「南アフリカセミナー」 
2018 年 2 ⽉ 8 ⽇ 

ミーティングス・アフリカ 2018（ヨハネスブルグ） 
2018 年 2 ⽉ 27 ⽇ – 28 ⽇ 

ケープタウンサイクルツアー2018（ケープタウン） 
2018 年 3 ⽉ 11 ⽇ 


