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 観光関連業務実績 

 株式会社サーベイリサーチセンター 

 
 特産品マーケティング関連 

 

年次 業 務 名 称 受 託 先 事 業 内 容 

17 年 

地域ブランドに関する調査 地域活性化センター 郵送調査・ヒアリング 
⻘森りんご加⼯製品開発可能性調査 ⻘森県 インタビュー 
地域特産品スーパー取扱意向調査 宮城県 ヒアリング調査 
地域のマーケティング調査研究 相模原市産業振興財団 郵送調査 
物流に関する事業可能性調査 中⼩企業基盤整備機構 フィジビリティスタディ 

18 年 ⻘森県産品Ｗｅｂ調査 ⻘森県 Ｗｅｂ調査 

19 年 
中国における灯りの⽣活具需要調査 静岡商⼯会議所 Ｗｅｂ調査・ヒアリング 
国⺠宿舎経営診断 恵那市 Ｗｅｂ調査 

20 年 
国⺠宿舎経営⽀援業務 恵那市・恵那⼭荘 コンサルティング 
ペット関連商材開発調査 しずおか産業創造機構 Web 調査・ヒアリング 

21 年 あおもり⾸都圏インタビュー調査 
(財)あおもり 21 産業総合⽀
援センター 

特産品インタビュー・分析 

21 年 「美し国おこし・三重」データ収集・活⽤調査 三重県 各種データ収集・活⽤事例調査 
21 年 時代を拓く県県内製造業未来戦略調査 埼⽟県 実態調査 
21 〜
23 年 

地域資源発掘事業 ⻑久⼿町 資源調査・DB 作成 

22 年 ⻘森県産りんご果汁等業務需要調査 ⻘森県 需要調査及びメーカヒアリング 
23 年 観光資源マーケティング調査 福⽣市 Web 調査他 

25 年 サプリメントに関するホームユーステスト 
(独)⻘森県産業技術センタ
ー 

新商品ホームユーステスト 

26 年 アンテナショップ満⾜度・認知度調査 ⼭⼝県 利⽤者調査・提⾔ 

26 年 道の駅瀬⼾しなの運営推進に関するアンケート 
瀬⼾しなのアグリカルチャー推
進協議会 

利⽤者調査・提⾔ 

27 年 柿の⼒プロジェクト 福島⼤学 インタビュー 
27 年 ⼲し柿・ドライフルーツに関する調査 福島⼤学 インタビュー 
27 年 ⻘森県産品ベンチマーク調査 ⻘森県 Web 調査他 
27 年 商店街マーケティング調査 福岡市 訪問調査・ヒアリング 
28 年 特産品に関するマーケティング 和気町 Web 調査他 
28 年 ⽶粉麺に関するマーケティング調査 上越市 需要調査及びバイヤーヒアリング 
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 観光関連 

 
年次 業 務 名 称 受 託 先 事 業 内 容 

 
 
 
 
 
 
24 
年度 

訪⽇外国⼈消費動向調査 観光庁 JTBF(再委託先) 調査企画・実施 
観光動向調査 奈良市 調査企画・実施・分析・報告 

観光実態調査 観⾳寺市 
調査企画・実施・分析・報告・データベース構
築 

⻘森県新幹線開業前後における観光実態調査 ⻘森県 調査企画・実施・分析・報告 
⻘森県⾃動⾞利⽤観光客調査 ⻘森県 調査企画・実施・分析・報告 
福⽣市観光資源マーケティング調査委託 福⽣市 調査企画・実施・分析・報告 
観光経済統計実態調査 シンクタンク(再委託先) 実施 
岐⾩県観光レクリエーション動態調査・ＣＳ調査 岐⾩県 調査企画・実施・分析・報告 
観光⼊込客統計共通基準調査事業 兵庫県 調査企画・実施・分析・報告 
おいでませ⼭⼝へ観光パラメーター調査・ＣＳ調査 ⼭⼝県 調査企画・実施・分析・報告 
岡⼭県観光動態調査 岡⼭県 調査企画・実施・分析・報告 
観光満⾜度調査 岡⼭県 調査企画・実施・分析・報告 
⽞海地区広域観光計画策定⽀援 宗像市 計画策定⽀援 

25 
年度 

にし阿波観光圏モニタリング調査・分析 そらの郷 調査企画・実施・分析・報告 
観光動態調査 宮城県 調査企画・実施・分析・報告 
訪⽇外国⼈消費動向調査 観光庁 JTBF(再委託先) 調査企画・実施 
愛媛県観光満⾜度調査 愛媛県 調査企画・実施・分析・報告 
神⼾市観光動向調査 神⼾市 調査企画・実施・分析・報告 
エコツーリズム推進法施⾏状況に関する調査 エコツーリズム協会 調査企画・実施・分析・報告 
福⽣市観光資源マーケティング調査委託 福⽣市 調査企画・実施・分析・報告 
岐⾩県観光レクリエーション動態調査・ＣＳ調査 岐⾩県 調査企画・実施・分析・報告 
富⼠⼭社会実験 静岡県 調査企画・実施・分析・報告 
秋季富⼠⼭５合⽬調査 静岡県 調査企画・実施・分析・報告 
富⼠⼭実態調査 静岡県 調査企画・実施・分析・報告 
訪⽇観光客の⾷⽂化等に関する調査事業(ムスリム⾷材)千
葉県 

千葉県 ⺠間企業 調査企画・実施・分析 

官⺠協働した魅⼒ある観光地の再建・強化事業に関する効果
検証 

⺠間企業 調査企画・実施・分析 

外国⼈受け⼊れ環境整備促進事業 仙台市 ⺠間企業と JV 調査企画・実施・分析・報告 
観光⼊込客統計共通基準調査事業 兵庫県 調査企画・実施・分析・報告 
観光⼒強化調査業務 ⼭⼝県 調査企画・実施・分析・報告 
岡⼭県観光動態調査 岡⼭県 調査企画・実施・分析・報告 
観光満⾜度調査 岡⼭県 調査企画・実施・分析・報告 
観光統計調査 ⼤分県 調査企画・実施・分析・報告 

26 
年度 

にし阿波観光圏モニタリング調査・分析（海外ｗｅｂ含む） そらの郷 調査企画・実施・分析・報告 
観光動態調査 宮城県 調査企画・実施・分析・報告 
訪⽇外国⼈消費動向調査 観光庁 JTBF(再委託先) 調査企画・実施 
訪⽇外国⼈消費動向⾒直し調査 観光庁 JTBF(再委託先) 調査企画・実施 
訪⽇外国⼈消費動向調査(1-3 ⽉) 観光庁 JTBF(再委託先) 調査企画・実施 
免税制度に係わる外国⼈旅⾏者の実態調査 公財）⽇本交通公社 査企画・実施・分析・報告 
訪⽇消費動向調査に係わる空港調査 公財）⽇本交通公社 査企画・実施・分析・報告 
観光ビジネス創出の総合⽀援 ⺠間企業 調査企画・実施・分析・報告 
港区観光振興ビジョン策定 ⺠間企業 調査企画・実施・分析・計画策定 
栃⽊県観光動態調査(訪⽇外国⼈含む) 栃⽊県 調査企画・実施・分析・報告 
エコツーリズム推進法施⾏状況に関する調査 エコツーリズム協会 調査企画・実施・分析・報告 
訪⽇観光客の⾷⽂化等に関する調査 ⺠間企業(再委託先) 調査企画・実施・分析・報告 
富⼠⼭登⼭者動向調査 静岡県 調査企画・実施・分析・報告 
富⼠⼭における観光バス等実態調査 静岡県 調査企画・実施・分析・報告 
岐⾩県観光⼊込統計調査 岐⾩県 調査企画・実施・分析・報告 
東京都ムスリム受⼊対応に係わる調査 ⺠間企業と JV 調査企画・実施・分析・報告 
外国⼈観光客受⼊体制強化に関する調査 ⺠間企業(再委託先) 調査企画・実施・分析・報告 
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⻘森市観光実態調査 ⺠間企業(再委託先) 調査企画・実施・分析・報告 
外国⼈受⼊態勢(飲⾷店) JR 九州企業(再委託先) 調査企画・実施・分析・報告 
観光⼒強化調査業務 ⼭⼝県 調査企画・実施・分析・報告 

 
 
 
 
 
 
 
27 
年度 

観光庁空港調査 観光庁 調査企画・実施・ 
観光客動態調査業務 仙台市 調査企画・実施・分析・報告・提⾔ 
⽇本⼀の観光地づくり推進事業 福島県観光地実態調査 福島県 調査企画・実施・分析・報告 
富⼠⼭における観光バス等実態調査 静岡県 調査企画・実施・分析・報告 
宿泊実態調査 ⼤阪府 調査企画・実施・分析・報告 
Wi-fi 整備実態調査 兵庫県 調査企画・実施・分析・報告 
外国⼈観光客⼊込動態調査（海外ｗｅｂ含む） ⼭⼝県 調査企画・実施・分析・経済波及・報告 
観光⼊込客動向調査 ⽷島市 調査企画・実施・分析・報告 
観光戦略ビジョンマーケティング事業 指宿市 調査企画・実施・分析・報告・提⾔ 
訪⽇外国⼈消費動向調査 観光庁 調査企画・実施 
宿泊実態調査 ⼤阪府 調査企画・実施・分析・報告・提⾔ 
外国⼈観光客⼊込動態調査（海外代理店ヒアリング含） ⿃取県 調査企画・実施・分析・経済波及・報告 
東京都ムスリム観光客受⼊環境整備 ⺠間企業(再委託先) 調査企画・実施・分析・報告 
ふくしま情報発信調査 ⺠間企業(再委託先) 調査企画・実施・分析・報告 
訪⽇外国⼈への医療情報提 ⺠間企業(再委託先) 調査企画・実施・分析・報告 
広域観光周遊ルート形成促進調査(関東・沖縄・東北) ⺠間企業(再委託先) 調査企画・実施・分析・報告 
⽇光市ブランドプラン策定⽀援 ⺠間企業(再委託先) 調査企画・実施・分析・報告 
⼩笠原新市場ニーズ調査 ⺠間企業(再委託先) 調査企画・実施・分析・報告・提⾔ 
稲沢市観光振興策定調査 ⺠間企業(再委託先) 調査企画・実施・分析・報告 
⼋代市クルーズ船等インバウンド調査（海外代理店ヒアリング
含） 

⺠間企業(再委託先) 調査企画・実施・分析・報告 

奥ノ院・東北探訪ルート形成計画調査 ⺠間企業(再委託先) 調査企画・実施・分析・報告 
2020 年ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ調査 ⺠間企業(再委託先) 調査企画・実施・分析・報告 
昇⿓道⼆次交通調査事業 ⺠間企業(再委託先) 調査企画・実施・分析・報告 
仮設観光案内所の受容性調査 ⺠間企業(再委託先) 調査企画・実施・分析・報告 
第⼀回福島市観光振興策定 
第⼆回福島市観光振興計画 

⺠間企業と JV 調査企画・実施・分析・計画策定⽀援 

観光地ﾋﾞｼﾞﾈｽ創出事業 ⺠間企業(再委託先) 調査企画・実施・分析・報告 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28 
年度 

無料 wi-fi 整備状況調査 宮城県 調査企画・実施・分析・報告 
外国⼈観光客動態調査業務 仙台市 調査企画・実施・分析・報告・提⾔ 
⾵評被害等観光実態調査 宮城県 調査企画・実施・分析・報告 
外国⼈観光きゃ実態調査 神奈川県 調査企画・実施・分析・報告 
観光業実態調査 ⼭中湖村 調査企画・実施・分析・報告 
観光動態調査 岡⼭県 調査企画・実施・分析・報告 

外国⼈観光客交通動態調査 
岡⼭県外国⼈観光客受⼊
推進協議会 

調査企画・実施・分析・報告 

しまなみ海道沿線活性化調査 尾道市 調査企画・実施・分析・報告 
観光満⾜度調査 ⼭⼝県 調査企画・実施・分析・報告 
観光基本計画調査分析及び計画策定⽀援 ⻑⾨市 調査企画・実施・分析・報告 
観光⼊込客動向調査 ⽷島市 調査企画・実施・分析・報告 
観光実態調査 ⼤分市 調査企画・実施・分析・報告 
⾹港を中⼼とした東アジアマーケティング戦略策定 ⿅児島南部物流・観光広域 調査企画・実施・分析・報告・プラン策定 

岡⼭県観光アンケート 
ディスティネーションキャンペーン
推進協議会 

調査企画・実施・分析・報告 

訪⽇外国⼈消費動向調査 観光庁 調査企画・実施 
世界⾃然遺産を⾒据えた観光調査 ⺠間企業(再委託先) 調査企画・実施・分析・報告 
関⻄訪⽇外国⼈夜間⾏動実態調査 ⺠間企業(再委託先) 調査企画・実施・分析・報告 
千葉県における半島振興連携実態調査 ⺠間企業(再委託先) 調査企画・実施・分析・報告 
松⼾市 ｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞ事業に関する調査 ⺠間企業(再委託先) 調査企画・実施・分析・報告 
伊勢志摩ｴﾘｱに関する調査 ⺠間企業(再委託先) 調査企画・実施・分析・報告 
JTM あしかがﾌﾗﾜ-ﾊﾟ-ｸ来園者調査 ⺠間企業(再委託先) 調査企画・実施・分析・報告 
⻘森市内観光実態調査 ⺠間企業(再委託先) 調査企画・実施・分析・報告 
⻘森県観光ﾏ-ｹﾃｨﾝｸﾞ⽀援 ⺠間企業(再委託先) 調査企画・実施・分析・報告・ 
⾏橋市観光実態調査 ⺠間企業(再委託先) 調査企画・実施・分析・報告 
⼩笠原新規市場開拓ニーズ調査 ⺠間企業(再委託先) 調査企画・実施・分析・報告 
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⻯の⼦街道ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委託 ⺠間企業(再委託先) 調査企画・実施・分析・報告 
泉佐野市ﾏ-ｹﾃｨﾝｸﾞ調査 ⺠間企業(再委託先) 調査企画・実施・分析・報告 
筑波⼭地域ｼﾞｵﾊﾟ-ｸ構想の調査⽀援 ⺠間企業(再委託先) 調査企画・実施・分析・報告 
⾵評 ⾵化対策に関する状況調査 ⺠間企業(再委託先) 調査企画・実施・分析・報告 
移動型案内所運営実証調査 ⺠間企業と JV 調査企画・実施・分析 
訪⽇台湾⼈ Web 調査 ⺠間企業(再委託先) 調査企画・実施・分析・報告 
訪⽇欧⽶観光客嗜好調査 ⺠間企業(再委託先) 調査企画・実施・分析・報告 
北関東 3 県での外国⼈ﾋｱﾘﾝｸ調査 ⺠間企業(再委託先) 調査企画・実施・分析・報告 
ﾂ-ﾘｽﾞﾑ EXPO 調査 ⺠間企業(再委託先) 調査企画・実施・分析・報告 
⻄濃地区外国⼈ﾓﾊﾞｲﾙ空間分析 ⺠間企業(再委託先) 調査企画・実施・分析・報告 
⼋代市観光地点来訪者調査 ⺠間企業(再委託先) 調査企画・実施・分析・報告 
⼗和⽥ ⼋幡平観光ﾌﾞﾗｯｼｭｱ調査事業 ⺠間企業(再委託先) 調査企画・実施・分析・報告 
栃⽊県外国⼈概況調査 ⺠間企業(再委託先) 調査企画・実施・分析・報告 
⾷・⾷⽂化に関する観光需要調査分析 ⺠間企業(再委託先) 調査企画・実施・分析・報告 
ﾌｧﾐﾘ-⾞両 受容性調査 ⺠間企業(再委託先) 調査企画・実施・分析・報告 
⾼崎市観光ﾏ-ｹｯﾄ調査研究 ⺠間企業(再委託先) 調査企画・実施・分析・報告 
栃⽊県域版 DMO 形成促進に関する調査 ⺠間企業(再委託先) 調査企画・実施・分析・報告 
九州ふっこう割関連調査 ⺠間企業(再委託先) 調査企画・実施・分析・報告 
狸⼩路商店街 訪⽇客動向調査分補機 ⺠間企業(再委託先) 調査企画・実施・分析・報告 
横須賀市観光客来訪者調査 ⺠間企業(再委託先) 調査企画・実施・分析・報告 
⻄尾らしい ならではﾏ-ｹﾃｨングリサーチ ⺠間企業(再委託先) 調査企画・実施・分析・報告 
国内ｸﾙ-ｽﾞ利⽤促進調査 ⺠間企業(再委託先) 調査企画・実施・分析・報告 
君津市⾥⼭ｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞ PJ ⺠間企業(再委託先) 調査企画・実施・分析・報告 
海の京都 DMO 資料作成業務 ⺠間企業(再委託先) 調査企画・実施・分析・報告 
ﾋﾞｯｸﾞﾃﾞ-ﾀを活⽤した観光分析 ⺠間企業(再委託先) 調査企画・実施・分析・報告 
津⼭市滞在観光まちづくり調査 ⺠間企業(再委託先) 調査企画・実施・分析・報告 
海⽼名 座間 綾瀬 3 市ｴﾘｱﾌプロモーション調査 ⺠間企業(再委託先) 調査企画・実施・分析・報告 
北海道広域観光周遊ﾙ-ﾄ形成に関する調査 ⺠間企業(再委託先) 調査企画・実施・分析・報告 
新たな教育旅⾏商品開発調査 ⺠間企業(再委託先) 調査企画・実施・分析・報告 
栃⽊県外国⼈概況調査  ⺠間企業(再委託先) 調査企画・実施・分析・報告 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ＷＥＢ海外関連（調査単体） 

 
業 務 名 称 受 託 先 事 業 内 容 

23 年 佐世保国際観光調査 佐世保市 調査企画・実施・分析・報告 
23 年 オーストラリアＷＥＢ調査 東京⼤学 調査企画・実施・分析・報告 
23 年 治安に関する調査 東北⼤学 調査企画・実施・分析・報告 
24 年 欧州における⽇本⾷レストラン市場調査 飲料メーカー 調査企画・実施・分析・報告 
24 年 在アフリカ進出⽇系企業実態調査 ＪＥＴＲＯ 調査企画・実施・分析・報告 
24 年 ⽇系企業経営実態調査 世界 50 カ国 ＪＥＴＲＯ 調査企画・実施・分析・報告 
24 年 アジア⼈価値観に関する意識調査 東北⼤学 調査企画・実施・分析・報告 
25 年 台湾の国⺠意識と⽇本イメージ お茶の⽔⼤学 調査企画・実施・分析・報告 
25 年 韓国の国⺠意識と⽇本イメージ お茶の⽔⼤学 調査企画・実施・分析・報告 
26 年 インドのべ⾃体利案基礎情報に係わるインタビュー ＪＥＴＲＯ 調査企画・実施・分析・報告 
27 年 世界 20 カ国⾃動⾞認知調査 ⾞メーカー 調査企画・実施・分析・報告 

 

※実績は直接受託した業務で、⺠間、再委託及JVも含みます。 
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 ワークショップ・インタビュー関連（調査単体） 
 

業 務 名 称 受 託 先 事 業 内 容 

23 年総合計画後期⾒直しＷＳ 川根本町 調査企画・実施・分析・報告 
26 年南相⾺市総合計画策定 南相⾺市 調査企画・実施・分析・報告 
27 年柿の⼒プロジェクト 東北⼤学 調査企画・実施・分析・報告 
27 年⼲し柿・ドライフルーツに関する調査 東北⼤学 調査企画・実施・分析・報告 
27 年⼋千代市総合計画策定ＷＳ ⼋千代市 調査企画・実施・分析・報告 
27 年⽇進市創⽣戦略ＷＳ ⽇進市 調査企画・実施・分析・報告 
27 年川根町総合計画策定ＷＳ 川根本町 調査企画・実施・分析・報告 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


