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１、	JCTAの基本理念と主な活動	

　〜　基　本　理　念　〜	
	

サイクルツーリズムを通じて、人・地域・産業を豊かにする	

©2019	Japan	Cycle	Tourism	Associa8on	

そのためには、より多くの人が、より多くの頻度でサイクリングに親し
む機会を創出し、自転車文化の醸成をはかる	

・ガイドの養成	

活動：４つの柱	

・子供の自転車教育	 ・サイクルインストラクター	
　の育成	

・コンサルティング	



２、	JCTA組織と会員について	
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賛助会員企業様（16社）　	
（2019年8月現在/五十音順）	
	

アサヒサイクル株式会社	

井上ゴム工業株式会社	

オージーケー技研株式会社	

株式会社あさひ 

株式会社クロップス/クロモ	

株式会社サイクルスポット	

東工コーセン株式会社	

サイクルヨーロッパジャパン株式会社	

シマノセールス株式会社	

ダイアテック株式会社	

パナソニック サイクルテック株式会社	

ブリヂストンサイクルサイクル株式会社	

ミズタニ自転車株式会社	

ヤマハ発動機株式会社	

有限会社アキコーポレーション	



3.　JCTAのガイド資格	
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グローバルスタンダード	

•  140年以上の歴史を持つイギリスのサイクリング協会Cycling	UK
とJCTAの資格が同時に取得可能	

•  Cycling	UK	のガイド資格は、フランス、スペイン、イタリア、スイ
ス、カナダ、ニュージーランドなど多くの国で導入	

緻密、かつ　実践的なプログラム	

•  英国運輸省が緻密に構成した無理のないステップアップ方式	

•  ワークショップ形式で、考える＞実践する＞検証するの積み重ねでスキルを習得	

•  日本の交通事情や交通ルールを組み入れ、日本向けにJCTAが再構築	

•  ガイド経験が豊富な講師が、経験を踏まえて講義	

•  日本の旅行業法に精通した総合旅行業務取扱管理者が講師を担当	

•  自治体の要望を受け、ツアー造成の講義を追加	
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では、ガイド養成講座の具体的な内
容に入りましょう	

	
	

でも、その前に・・・	



4.　サイクリングガイドとは？	
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一口にサイクリングガイドと言っても・・・・	

•  皆様は、ガイドとはどういうものをイメージしますか？	
•  また、どのような目的でガイドを養成したいですか？	

例
え
ば	

１、　センチュリーライドやグランフォンド等の	
　　　サイクリングイベント開催時のガイド？	

２、　着地型で観光を楽しんでもらうためのガイド？	

それぞれ、どんなスキルが必要となるのか	
　　ターゲットとなるのは、どのような顧客層か	



５.　それぞれ、	
　　ターゲットとなるサイクリストは？	
　　また、どんなガイドスキルが必要となるのか？	
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ターゲット	 要求されるスキルは？	

サイクリング経験のある人	
	
　　センチュリーライド等の大会や	
　　サイクリングツアー	

•  長時間/長距離を走る力	
•  スピード	
•  バランスの取れた力配分	
•  補給等の知識	
•  メカの知識　などなど	

サイクリング経験の少ない人	
	
　　一般的な観光客	
	
　　	

•  安定した走力	
•  観光（立寄先など）の知識	
•  ホスピタリティ	
•  地元との調整/配慮	
•  魅力的な語り口　　などなど	

違いを明確にしてガイドを創る！	
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６.　着地型観光サイクリング具体例	



では、具体的に	
	

ガイド養成講座の内容に入って行きましょう！	
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７.　ガイド養成講座の講義内容	
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日程：２日間	
	
第１日目	
	
服装と装備、自転車の安全点検、	
交通ルール、リスク管理、	
ツアー準備、緊急時対応、	
ブリーフィング、実習コース下見	
	
第２日目	
	
ツアー造成、ガイド実習	
個別インタビュー	

講義の進め方	
	
ワークショップ形式	
	
1.  　Discuss	　（話し合う）	
2.  　Think							（考える）	
3.  　Review				（検証する）	
	
	
実習＆フィードバックを通じて、	
	
お客様を安全にガイドし、サイクリ
ングや観光を楽しんでいただくた
めの考え方を身につける	
	



８-1.　講義の進め方			“Discuss”＆”Think”	
　　 〜ワークブックを使って〜	
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例題　１　　以下の行為で、ガイドをする際に気をつけなればならない事は	
　　　　　　　何でしょう？ペアになって考え、発表して下さい	
	

	 	　①左折時　　②右折時（信号あり）　③停車中の車の横を通る　など	



８-2.　講義の進め方			“Discuss”＆”Think”	
　　 〜ワークブックを使って〜	
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例題　２　　リスク管理	
	
リスク管理シートを使ったディスカッション	
	
a.  ツアーで考えられるリスクとは？	

b.  そのリスクにさらされるのは誰か？	
c.  上記で事前に対応する事でリスクが大幅

に低減出来るのは？	
	
例題　３　 緊急時対応	
	
a.  スケジュールの遅延　　	
b.  ガイドの怪我	



９-1.　講義の進め方			“Ac8on	&	Review”	
　　 〜討論し、考えた事を、実際に検証する〜	
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下見　　	下見時の注意点は？	
	

	 	リスクアセスメントの検証とサイクリング的見どころのチェック	
	

　　　　　 ・　実際に走ってみて、潜在するリスクを検証	
　　　　　 ・　ルート上の見どころをチェックし、実習時のブリーフィングに役立てる	
　　　　　	
ガイド実習　　	
　　　　　・　担当区間（通常　３〜５kmほど）を、実際にガイドする	
　　　　　・　リード（先頭ガイド）とエンドマーカー（ 後尾ガイド）の役割確認	
　　　　　・　ロールプレーで、他の受講生と互いにフィードバックを行う	

話し合い、考え、実際にやってみて、	
それが正しかったのか検証する	



９-2.　講義の進め方			“Ac8on	&	Review”	
　　 〜実習コース下見〜	
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Ø ルート上に潜むリスクチェック	
Ø 交通量	
Ø 路面	
Ø 誘導の仕方の検証	
Ø サイクリング的リソース発見	
Ø 立寄先との交渉	
Ø 時間設定　　などなど	



９-3.　講義の進め方			“Ac8on	&	Review”	
　　 〜ガイド実習とフィードバックによる検証〜	
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実践さながら
の実習	
	
受講生同士
のフィード
バックにタジ
タジに・・・	
	

時間管理も
重要な要素	



10.　ツアー造成	
　　　 〜ルート造成と商品化〜	
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サイクリングツアー商品作り	
	

•  ターゲット顧客の設定	
•  観光資源の洗い出し	
•  サイクリング的リソースは？）	
•  ルート造成	
•  価格設定（採算ベースにのるか）	

　　　　　　　　　	
プレゼンテーション　　	
	

•  訴求ポイントの整理とアピール	
•  参加したいという気持ちを醸成するプレ

ゼン	
　　　　	
ツアー商品の評価	
	

•  互いに評価しあうことで、商品の完成度
を高める																



11.　	JCTAのガイド支援プログラム	
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JCTAは認定したガイドに対する手厚いサポート体制を整えています	

1.  ウェブサイトでの登録ガイド紹介（日本語・英語は準備中）	
➡ガイドさんのプロフィールをデータベース化することで、日本語と英語で、地域毎、自転車毎、言

語毎のガイド検索が可能に	

2.  スキルアップのための研修機会の提供	
➡旅行業法やガイドをする際のサバイバル的英語研修を予定＞今年11月に実施予定	

3.  ガイドを守る保険の提供（年会費に含まれます）	
➡万が一ガイドが参加者に訴えられた時にガイドを守る日本でただ一つの保険です	

4.  “Cycling	in	Japan”	ウェブマーケティングインフラの提供	
➡認定ガイドが企画したサイクリングコース/イベントを日英言語で紹介するウェブサイトで、募集、

予約、決済がワンストップになったサービスです	

5.  “LIVE	JAPAN”に加盟　訪日前・訪日中の外国人をツアーに誘導	
➡海外のお客様と、認定ガイドを繋ぐパイプ役。Cycling	in	japanサイトにお客様を誘導し、ツアー客

を確保します。Tripadvisor	とも提携しているので、口コミ対策万全です	
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11-1、 ガイド支援　〜JCTA	web	ガイド紹介〜	

認定ガイドのプロフィールをデータベース化することにより、検索が可能に。	

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年内に英語化を予定	
地域ごと検索	

名
前

検
索	

対応言語で検索	

対応自転車の種類で検索	

クリックで	
個人サイトへ	

■Cer8fied	Number	/	認定番号	
■	Area(Prefecture)	/	地区（都道府
県）	
■Bike	Type	/	自転車の種類	
■Distance	/	距離	
■Available	Language	/	対応言語	
■Visit	my	Website	/	私のウェブサ
イトへもどうぞ	

登録事項は	
スキルアップ	
に合わせて、	

いつでも、	
変更可能	



11-2、 ガイド支援　〜スキルアップ講習〜	

英語講習例	

第1日目	 第2日目	

•  ガイドの英語（１）基本	
•  ガイドの英語（２）ルート案内の方法	
•  トラブル対応と、その英語	
•  外国人講師による模擬ガイド	
•  ガイド実習	
•  ガイドの英語（３）応用	
•  ガイド実習	
•  外国人向けガイドツアー実地概要	
•  ガイド実習フィードバック	
•  研修全体の総括および質問	

•  トラブル対応と、その英語（２）　	
•  ガイド実習	
•  ガイド実習フィードバック	
•  ・研修全体の総括および質問	
	

11/16-17	
ガイドのための観
光英語研修を東
京にて開催予定	
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特に希望の多いは	
英語研修＆旅行業法	
	

11/15	
ガイドのための
旅行業法を東京
にて開催予定	

認定ガイドの皆さまのスキルアップを図るためのスキルアップ講習を実施	
	

1.  旅行業法、tripadvisor活用講座など、ツアー運営に係る講習	

2.  インバウンド客に対応するためのサバイバル英語研修	



11-3、 ガイド支援　〜保険〜	
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具体的内容	
	

（１）年会費に含まれています	

（２）同会員がビジネスとして行うツアーが対象 

     有償・無償を問わず、事業の開催全期間がカバーされます。	

（３）契約内容(基本契約・支払限度額・免責金額)　	

　　　―対人・対物賠償　（特約条項等については別添）	

　　　　支払限度額(１名)	   1億円	

　　　　支払限度額（１事故または1請求）1億円	

　　　　免責金額（１事故または１請求） 0円	

JCTAは認定ガイドさんが、万が一、ツアー催行中に参加者の方が事故などに合わ

れ、参加者等なら賠償責任に問われた場合に備え、ガイドやインストラクターを守る

ための保険を導入しています。	
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11-4、 ガイド支援　〜Cycling	in	Japan	1〜	
　　　サイクリングツアー紹介・予約・決済サイト	

hcp://cycling-in-japan.org	

You	tubeなどでも見どころを紹介	

Google	mapを使い、	
地域からもツアー検索ができます	

About	usで、	JCTAの	
コンセプトやガイドについて、	

説明しました	
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11-5、 ガイド支援　〜Cycling	in	Japan	2〜	
　　　　各ツアーの詳細と予約・決済画面	

〜個別サイクリングコーストップ〜	
サンプルは英語だけですが、もちろん、日本
語＆英語で、日本語で説明をすることもでき

ます	

予約ボタンをクリックする
とカレンダーに	

日付をクリックすると	
予約サイトに飛び、詳
細入力＞決済＞で予

約が完了	
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11-6、 ガイド支援　〜Cycling	in	Japan	2〜	
　　　　費用とお申込みについて	

費　用	
	

(1)	サイト提供費 	50,000円/１サイト	
	

含まれるもの	
1)  翻訳料金（日本語➡英語）	
2)  ウェブサイト構築費	
3)  サイトメンテナンス	
4)  決済サービス	
5)  旅行業法上のアドバイス	
	

(2)	サイト構築後の費用	
	

システム使用/決済サービス手数料 		
➡ツアー代金の20％（ツアー成立時）	

	

　　　　　　　　　　＜計算例＞	
ツアー代金　１万円の日帰りサイクリングに	
３名お申込みがあった場合（全て消費税別）	
	
	

サイト構築時に必要なもの	
	

1.  写真	
2.  エクセルに必要事項を記入	
3.  周辺の見どころ情報	
4.  必要であれば、レンタル自転車情報、ホ

テル情報やレストラン情報など、付帯的
なインフォメーション	

ツアー	
代金	

申込み人
数	

ガイド料	 左記	
手数料	

10,000円	 3名	 30,000円	 6,000円	

エクセル記入例	

©2019	Japan	Cycle	Tourism	Associa8on	



©2019	Japan	Cycle	Tourism	Associa8on	

11-7、	〜Live	Japanに加盟〜	
　　　　急増するインバウンド需要に対応	

日・英・韓・中・台に対応するスマホ板“ガイドブック”	

空港やリムジンバス、	
駅、バス停	

観光案内所に置いてあるパ
ンフレット	

訪日外国人のためのワンストップ観光情報サービス	
	

交通案内からWiFi、両替所から、観光名所、飲食店、ショッピング、ア
クティビティ体験まで、外国人が日本を楽しむための情報を一つにま
とめ、リアルタイムで発信しているサービス	
	

2019年　導入されているエリアは首都圏＆北海道	
2019年　関西、北九州エリアで導入予定	
	

LIVE	JAPANを通じた予約割合　訪日前　60％　訪日中　40％	

triｐadvisorに対応	

月間3億9,000万人の旅行者が利用する世界 大級の旅行口コミ
サイトに対応。LIVE	JAPANは、施設やアクティビティ紹介ページに
tripadvisorの口コミを5言語で表示するサービスを導入しています。
（自分で設定が必要です）	



12、ガイド養成講座概要	

•  所要時間：2日	

•  モデル・スケジュール	
第１日 			9:00	〜	12:30				ワークショップ	

	 	13:30	〜	18:00			実習下見	
第2日 			9:00	〜	10:30　　コースプレゼン	

	　　　11:00	〜	16:30				ガイド実習	
	　　 	16:30	〜	18:00　インタビュー	
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•  開催費用	
地方開催は出張費、ならびに実習コース制
作費などを含め、50万程のご予算になりま
す。	

•  その他費用	
入会金 			5,000円/人	
（英国Cycling	UK登録料含）	
年会費		10,000円/人	

•  催行 大人数：10名	
日照時間により、8名まで	

•  受講資格	
1.  18才以上であること	
2.  上級救急救命講座を終了し，有効期限

内であること	
3.  JCTAが、受講するに十分なライディング

スキルを有していると判断したもの	
	

＜認定証サンプル＞	



13、受講者アンケート（2019年３月〜６月）　　　	
〜ご意見を参考に改善を図っています〜	
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大変良い	
61%	

良い	
31%	

普通	
5%	

良くない	
1%	 悪い	

0%	

無回答	
2%	

アンケート集計結果	

配布資料として、お配りしていますので、
お読みいただければ幸いです	

アンケート実施期間：2019.3.2～6.20　	
アンケート回収数：31枚	



14-1、認定ガイドさんの活動	
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ガイド　×　インバウンド	
	

歴史・文化を活かした南
北海道サイクル	

ツーリズム推進協議会	



14-2、認定ガイドさんの活動	
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ガイド　×	
住民参加イベント	

	

NPO法人なよろ観光まち
づくり協会	

	

新ビジネス	
	

観光タクシー　×　ガイド	



14-3、認定ガイドさんの活動	
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ガイド　×　	
日帰りサイクリング	

	

札幌サイクルラボ	



14-4、認定ガイドさんの活動	
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コラボ例	
	

ガイド　×　旅行会社　	



14-5、認定ガイドさんの活動	
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コラボ例	
	

ガイド　×　ガイド　	

	

歴史・文化を活かした南
北海道サイクル	

ツーリズム推進協議会	

	

地（知）の拠点	
	

青森COC+推進機構	


