
観光客の観光体験をビジュアル化し
お土産をつくる「SAKURA STAMP」の開発

外国人観光客を対象にした
日本を好きになってもらう、

もう一度日本に来たいと思ってもらえる観光サービス

高度情報処理科 チャン トゥ ハン
沖 玲穏

Webデザイン科 旭 和佳



バックエンド
エンジニア

高度情報処理科

チームの構成について

UI/UXデザイン

Webデザイン科



プロジェクト進行で大切にした３つのポイント

・企画から設計、開発まで常にユーザーに寄り添い共感しながら、

ユーザーにより良いサービス体験を提供するものづくり。
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プロジェクト進行で大切にした３つのポイント

・企画から設計、開発まで常にユーザーに寄り添い共感しながら、

ユーザーにより良いサービス体験を提供するものづくり。

・メンバー全員がリーダーの意識をもち、

自分ごと化しながらプロジェクトに取り組む。

・常にチーム全員で考え、効率アップのための分業化された

開発ではなく、チームの総合力を発揮し、

チーム全員で「課題解決する」「意識を高め合う」

ものづくりの仕方を意識する。



開発プロセス

調査

調査 企画 解決策作成 開発 評価

ユーザーの利用状況
と理解

企画
ユーザー要求事項の
明示

解決策作成 評価
要求に対する設計の
評価

ユーザー要求事項を
満たす設計による
解決策の作成

・フィールドワーク
・観察法
・インタビュー

・ペルソナ
・シナリオ

・ラピッド
プロトタイピング
・アクティングアウト

・実装 ・ユーザビリティテスト

常にユーザの視点に立って制作を行う「ユーザー中心設計」



社会の問題を考える

新宿、大久保という立地もあり、

観光客を見かけることが多く、

2020年のオリンピック開催を見据えて、

インバウンドへのサービス提供を考えた。

新宿・大久保



インバウンド現状調査

インバウンドは増加傾向にある

2020年オリンピック開催で、

さらに増加を予想。

じゃらんリサーチセンター(2018), 訪日ラボ

訪日外国人の人口推移



新宿観光案内所を訪問。

案内担当の方にインタビュー

・外国人観光客の利用が多く、日本の

文化、食、街散策への関心度が高い。

・欧米の観光客は、日本だけの体験を

したいと思って来ることが多い。

インバウンド現状調査

新宿観光案内所
モノ消費からコト体験への価値へ。



インタビュー調査

・誰も知らない⽳場を探すのが楽しい！

・京都の町が大好き！日本の歴史や伝統的な文化が

詰まっていて面白い。

・自分が見つけた新しい日本をシェアしたい！

・家族や友達（大切な人）へのお土産は、人気の定番な

モノよりも自分だけの日本体験を一緒に共有したい。

・旅行中も、柔軟に行き先を変更する。

・迷ったけど、新しい日本の文化を知れてよかった。

韓国出身 40代女性 事務

韓国出身 20代男性 学生



ユーザー行動観察

外国人観光客になりきって、日本の観光を体験

・細い裏路地に入ったときに新しい発見や体験。

・パンフレットやサイトの情報にない自分だけの発見。

迷うことが楽しい！



ユーザー行動観察

旅行を楽しんでいる人を観察

千社札

御朱印帳

・その場所に思い出を残したい。

・思い出を持ち帰りたい。



インタビューと行動観察から見出した観点

「迷うこと」＝新しい発見や自分だけの体験を得る

どっちに行ったら
楽しいかな？



着眼点

「迷うこと」とは・・・

場所にこだわらない。時間に縛られない。

五感を通じて自分だけの旅を発見しながら楽しむこと。



ターゲット

自分だけの旅発見を楽しみたい

外国人観光客



コンセプト

特別な場所を

みつける

思い出をその場所に

のこす

思い出を大切な人に

つたえる



コンセプト

SAKURA STAMP



SAKURA STAMPは

外国人観光客を対象にした
日本を好きになってもらう、

もう一度日本に来たいと思ってもらえる観光サービス



SAKURA STAMPの紹介

＋

SAKURAアプリIoTスタンプ



SAKURA STAMPのしくみ
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②記録する

観光した時間を選

択して、旅の体験

を「あしあと」と

してビジュアル化

して残す。

SAKURA STAMPの４つの機能

①スタンプを押す

観光客が日本を歩

いて、気に入った

場所にスタンプを

押す。

③印刷して送る

自分のあしあとを

ポストカードにし

て印刷し、現地か

ら送る。

④共有する

ポストカードのQR

コードから相手の

あしあとを読み取

って、自分のあし

あとと重ねる。



サービスシナリオ



気に入った場所にスタンプを押す

旅行中

WOW！
なんて綺麗な
鳥居なんだ！



あしあとを記録する

ホテル

いろいろ迷ったけど、
こんなに歩いたのか～



大切な人に日本の旅体験を印刷して送る

空港

日本で綺麗な

鳥居を見つけたん
だ！



送られた相手と同じ旅体験をしたいと思う

ポストカードを受け取った人

このさくらの場所が、
彼の言う鳥居
かしら？



大切な人と感動を共有することができる

同じ場所で新しい旅体験をした人

同じ場所を通っていた
のね！私は違う神社が
好きだったわ



「SAKURA STAMP」を見て、日本を思い出す

帰国後

去年の今頃には、日本
に行ったな～

もう一度あの鳥居を見
に行きたい！



SAKURA STAMPの実機説明



ポストカードをつくる



「SAKURA STAMP」システムフロー

Yahoo Open Local Platform

Foursquare Place



「SAKURA STAMP」システムフロー

Yahoo Open Local Platform

Foursquare Place



開発にあたり

・IoTスタンプを作る際、MESHを利用

しようとしたが上手くいかず、Qmote

というサービスを使うことになった。

・３Dプリンタを使って、

スタンプの大きさに合った

サイズとカタチにこだわった。

・接触面は、硬さを変えながら作成し

押し心地にこだわった。

・ラピッドプロトタイピングによる開

発を進めた。



工夫点

・位置情報を得られるのはアプリだけで

できることをなぜIoTスタンプを使うのか？

その場所に残す記録を、

「押すという行為」とともに

感動を残したい



工夫点

・なぜ印刷物のポストカードなのか？

SNS上のシェアではこめられない

相手への想いを伝えられる。

現地でポストカードを投函してから、

相手に届くまでの時間こそ

お互いの関係性が深まる。



企業さんからの感想

【クラウドサービス企業からのご意見】

スタンプのさくらの多さはビックデータになる。

【IoT通信技術開発企業からのご意見】

世の中がスマホ依存になっているが、

スタンプを利用することによって、

新たな旅の楽しみができる可能性がある。



ビジネスモデル



サービスへの期待



今後の可能性

この「SAKURA STAMP」の利用者が増えることによって、

地方での新たな名所の発見と観光客の増加、日本の観光客の増加が見込める。

「迷うこと」を楽しいイメージに変え、

観光客が観光をもっと楽しめるようにサポートできる

日本に興味を持ってくれる人が増えて、日本の経済が発展する


