
事実に基づいたマーケティング 
～口コミに繋がる満足度の発見～
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山陰インバウンドセミナー 
2019年度事業 報告会

デジタルマーケティングと訪日外国人満足度向上の示唆を得るためのデプス調査事業 
「縁の道」魅力度向上による滞在促進事業



株式会社Huber. 会社紹介
　会社設立　　2015年4月27日 
　所在地　　　神奈川県鎌倉市大町1丁目1-14　HATSU鎌倉 
　　　　　　　（その他、関西や中国、九州でも展開） 
　代表取締役　紀陸 武史 
　従業員　　　60名

観光案内所事業 地域PR事業ガイドマッチング事業

外国人旅行者（ゲスト）と地元の人（ガイド）を 
繋げるプラットフォームを運営。 
全国で7,000名ほどのガイド登録者数。 
交流を軸にゲストと一緒に楽しむガイドスタイル
を「トモダチガイド」と呼ぶ。

お節介なコンシェルジュが接客することにより、 
地域のファンを生み出すことのできる観光案内所
を全国10箇所（渋谷・難波・別府 など）で運営/
連携。観光案内所をネットワーク化することによ
り、旅行者の満足度向上と、行動変容を起こすこ
とができる。

ガイドマッチング事業を通して得たノウハウと、 
全国で連携を促進中の観光案内所事業を生かし、 
地域のPR事業や調査事業を実施（山陰・大分・
十津川など）。地域の人との交流をデザインする
ことで生まれる旅行者の高い満足度から、持続可
能な形のマーケティングを目指す。



STEP❶
受け皿の整備＆検証

❶グローバルサイト制作 
❷PR動画の制作 
❸プロモーションの検証 
❹ガイドコミュニティ発起

成果物 
・グローバルサイト・PR動画の完成 
・訴求ポイント・チャネルが絞られた 
・山陰地域の魅力の伝え方がわかった 
・受け入れ環境整備における、人的体制 
　の基盤整備（ガイドコミュニティ）に 
　着手した

STEP❷
口コミの基盤を創る
❶口コミの起点となる、在日外国人を山陰 
地域に誘客し、原体験を持ってもらう 
❷上記体験を記事化させ、グローバルサイト 
掲載。たび前のFITに訴求しつつ、在日外国人 
コミュ二ティ内での、山陰地域認知度を向上 
させる。 
❸市民ガイドコミュニティの更なる活性化 
❹ガイド実施(デプス調査含む)で得た気づき 
を生かし、山陰ならではのツアー体験を磨き 
上げる。

STEP❸
大きく打ち出す

❶オリパラ来訪客の積極的な誘致 
❷口コミ基盤を活用した、独自のマーケティ
ング手法の確立 
❸大勢の外国人来訪に対応できる、ガイド
コミュ二ティの形成・運営 
❹山陰ならではの人気ツアー体験を生み出
す

期待する成果物 
・在日外国人100人への、原体験提供 
・グローバルサイトへの体験記事掲載 
・説明会、ミートアップに加え、ガイド実施 
　に向けた具体的な研修の実施 
・農山漁村と国立公園を軸とした、山陰なら 
　ではのツアー体験の魅力を磨き上げる

2020年度 

40万人泊の達成
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山陰インバウンド活性化へのロードマップ
2018年度 2019年度 2020年度



大半が口コミを情報源として日本旅行を決める

アメリカ (137万人)
1位  日本在住の家族・知人 36%
２位  自国の家族・知人 28%
3位  口コミサイト 27%

オーストラリア (50万人)
1位  口コミサイト 38%
２位  自国の家族・知人 37%
3位  宿泊施設HP 30%
４位  日本在住の家族・知人 28%

イギリス (31万人)
1位  日本在住の家族・知人 33%
２位  口コミサイト 31%
3位  自国の家族・知人 22%

カナダ (31万人)
1位  口コミサイト 32%
２位  自国の家族・知人 31%
3位  日本在住の家族・知人 29%

フランス (27万人)
1位  日本在住の家族・知人 32%
２位  自国の家族・知人 30%
3位  ガイドブック 29%

ドイツ (20万人)
1位  日本在住の家族・知人 33%
２位  ガイドブック 25%
3位  自国の家族・知人 21%

（2017年：観光庁より）
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口コミが重要な理由



観光案内所でのプロモーション 
…たび中の旅行者を対象

在日外国人へのプロモーション 
…在日外国人を対象

デジタル広告を活用したプロモーション 
…たび前の旅行者（見込み客）を対象

Huber.スタッフと 
市民ガイドによる 
ペアガイド

口コミを生むための3step
Step1 Step2 Step3

広めてもらう
（口コミ発生）

Huber.スタッフ 
によるガイド

口コミ発生 
（レビューサイト記載） 

（SNS投稿） 
（口頭での紹介）

行動を起こさせる 満足度を高める
（プロモーション） （ガイド実施）



観光案内所でのプロモーション 
…たび中の旅行者を対象

在日外国人へのプロモーション 
…在日外国人を対象

デジタル広告を活用したプロモーション 
…たび前の旅行者（見込み客）を対象

ガイド実施 口コミ拡散

口コミを生むための3step
Step1

プロモーション
Step2

ガイド実施
Step3

広めてもらう
（来てもらう） （満足度向上） （口コミ発生）

Step1 Step2 Step3

広めてもらう
（口コミ発生）

Step1～3のサイクルを回しつつ、過程を調査する。 

その際、傾向を掴みための定量情報だけではなく、 
ガイドを通してゲストの定性情報を収集することで、 

傾向の理由まで掴めるようにする。

口コミを生むための3step

行動を起こさせる 満足度を高める
（プロモーション） （ガイド実施）



FacebookとGoogle検索での広告配信
昨年度の配信結果を参考に

昨年度の配信結果から、認知度UpはFacebook、深い興味を惹くにはGoogle検索を使った広告配信が 
効果的だと判断し、上記の2チャネルに絞って実施。 

また着地先を複数の記事にすることで、記事ごとの比較分析を行った。 

広告配信の学び（74,130 UU獲得） 
記事のジャンルで比較した際に、 

その地域で観光に携わる人がその人の目線で書いた記事や、ツアー体験談としてガイドが書いた記事は 
ユーザーの平均ページ滞在時間が長いことが分かった。 

特定の人の目線でストーリー調にコンテンツを紹介することで、ユーザーに長く読んでもらえる可能性があることを示唆している。 

広告によるクリック単価が高騰していたため、予想を下回る配信結果となった。 
　オリパライヤーの影響もあり、デジタル広告が流行していることが起因すると推測。 

Facebook：¥46/クリック（昨年度は¥28/クリック）

デジタル広告によるたび前旅行者への訴求



人を通して山陰地域の魅力を発信
コンシェルジュを配置し、

たび中の旅行者に対し山陰の提案をすることで、「行動変容*」を起こし、山陰への送客を図る。 
行動変容を起こせた旅行者たちにはガイド訴求も合わせて行い、 

日程等の都合が合えばHuber.スタッフが調査目的のガイドを実施する。

実績としての行動変容率 
　広島→島根：66%（148組）【10月～2月】  
　難波→鳥取：39%（116組）【9月～11月】

広島駅・なんば駅の観光案内所における山陰PR

※行動変容：当初の予定を変えて行動すること

※その他、松江駅や鳥取駅など、山陰域内の案内所でもガイド訴求を実施
※広島駅での提案は、「せとうち（広島県）からの誘客事業」にて実施



観光案内所からのガイドツアーで訪れたスポット（=旅行者の興味）
1位 2位 ３位

鳥取東部
欧米豪 鳥取砂丘/砂の美術館/みたき園 浦富海岸/倉吉/廃線跡 石谷家住宅

アジア 鳥取砂丘/浦富海岸 砂の美術館/白兎神社 コナン空港/みたき園/倉吉/廃線跡

米子周辺 
（島根県のコンテ
ンツを含む）

欧米豪 足立美術館 由志園 大山

アジア 大山 ー ー

松江/出雲
欧米豪 松江城 出雲大社/稲佐の浜 日御碕

アジア 出雲大社/稲佐の浜/旧大社駅/宍道湖 松江城/日御碕/立久恵峡 鰐淵寺/鬼の舌震い

大田周辺
欧米豪 大森町 温泉津温泉 ー

アジア 温泉津温泉 ー ー

観光案内所からのガイドツアーでは、それぞれのゲストの興味や関心に合わせて臨機応変に訪問場所を決めた。 
そのため、「訪問を希望されたスポット=旅行者の興味を惹きやすい場所」であると言える。 

※実際に訪れた後の満足度とは異なる 

欧米豪の旅行者とアジアの旅行者で興味を持つ場所が大きく異なっていることが分かるが、 
「欧米豪は歴史や暮らし」「アジアは景色や自然」という傾向は事実として見て取れる。

全体N数=42件



在日外国人へのプロモーション

在日キャンペーンにより、口コミの源泉を創出
※在日キャンペーン：自宅から山陰までの交通費の補助と、現地でのガイドツアーを提供

旅行者の口コミの源泉となっている在日外国人。 
彼らに山陰に来訪してもらい、満足度の高いガイドツアーを提供することで、良質な口コミを量産する。 

経験豊富なHuber.スタッフと市民ガイドによるペアガイドでのツアーを提供することで、 
ゲストの満足度と、市民ガイドの育成を両方担保できるようにする。 

広島（ひろしま国際センター・広島大学）、大阪（なんば駅案内所の来訪者など）でキャンペーンの告知。

応募者数実績 
10月から2月までの期間中、計144組の応募。 

うち、70組が参加者の口コミ伝いでの応募であった。



31%

20% 25%

24%

鳥取東部 米子周辺 松江出雲 大田

23%

23%
23%

31%25%

23% 24%

29%
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全体N数=144件

訪問を希望されたエリア（=在日外国人の興味）

全体 欧米豪 アジア

在日キャンペーンでは、応募時にどのエリアのツアーに参加したいかをヒアリングしていた。 
そのため、「訪問を希望されたエリア=在日外国人の興味を惹きやすい場所」であると言える。 

※実際に訪れた後の満足度とは異なる 

全体で見ると均等に応募がされた中、 
欧米豪のみで見ると大田が、アジアのみで見ると鳥取東部に応募が集まる傾向が見られた。



口コミを生むための3stepガイド実施 ➡ 口コミ拡散

期間中、計113件のガイドを実施（209名） 
（旅行者へのガイド：54件） 
（在日外国人へのガイド：59件）

参加ゲストから、計292件の口コミ投稿を確認 
（TripAdvisorへの投稿231件） 

（SNSへの投稿61件） ※ 投稿確認に限界があるためミニマムの数字

平均すると1ツアー当たり2.5件の口コミ投稿発生



満足度の高かったコンテンツ
みたき園

野菜を中心に、ハイクオリティな日本食を
食べられることから、ベジタリアンのゲス
トの満足度が非常に高かった。 
また、ジブリの世界観とマッチしていると
いう理由で高評価をしたゲストも多かった。

浦富海岸
自国ではあまり見ることのできない海岸線
や海の様子が気に入ったようで、欧米豪の
旅行者を中心に満足度の高いコンテンツで
あった。天気が崩れた日に訪れても、激し
い波や風も１つのユニークな魅力だと満足
するゲストが多かった。

大山周辺
自然（大山の四季や名水）と文化（大神山
神社や大山寺）を同時に感じられることが
魅力で、欧米豪・アジアを問わず全てのゲ
ストから高い満足度を得ることができる場
所であると分かった。 

鷺浦
出雲大社から鷺浦へ抜ける細道を含めて、
鷺浦の雰囲気が旅前に想像していた 
「日本」のイメージと一致していたという
声が、欧米豪のゲストから多く見られた。 
「民泊があれば泊まりたかった」とまで言
うゲストもいた。

日御碕
灯台から見える入り組んだ海岸線が面白く、
また夕日が沈んでいく夕陽をゆっくり眺め
られるのも満足度が高いポイントだった。 
出雲大社から日御碕に向かう海沿いの道の
景色も気にいるゲストが多く、車を止めて
撮影を希望されることも多々あった。

大森町
「今まで訪れた日本の観光地では思わなかっ
た『住んでみたい』という感情になる」、
など、他の観光地とは違う魅力を「人の暮
らし」についてガイドから説明を受けるこ
とによって感じるゲストが多かった。

※ツアー中の反応やツアー後のアンケートを参考に選定



5. 事業全体のまとめ

認知

SNS時代の行動プロセス × 今年度事業の気付き
口コミマーケティングの仕組み作りに成功！

興味 行動

拡散

・たび前旅行者 
・たび中旅行者 
・在日外国人

サイトのコンテンツを 
充実させることで、 
興味を引きやすくした。

在日キャンペーンで 
交通費を補助することで、 
行動を起こさせやすくした。 （訪問）

ガイドをアサインすることで、 
満足度を向上させ、 
口コミ発生を促した。

口コミを生む人

認知度向上の 
プロモーション 良質な口コミが 

多く生まれた。

次の旅人が 
口コミで 

山陰を認知した。

調査事業で 
「誰に何が何故」 
刺さるのかが 
明らかになった。
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withコロナ時代の観光戦略（課題）

安心安全を確保しつつ、観光を活性化させる
【withコロナで求められるもの】

安心・安全

観光活性化

旅行者/県民市民/域内の事業者、全ての安心安全
観光の復興と発展（＝旅行者の期待・満足度を上げる）

【観光課題】

❶集客
安心安全を踏まえた

Withコロナのなかで、 
“真の顧客”を連れてくるには？

＋ ❷圧倒的満足度
山陰本来の魅力を通した ＋ ❸受入環境

旅行者を心地良く迎えられる

顧客生涯価値（Life Time 
Value）をいかに高められるか？

２次交通、刺さる観光コンテンツの造成、 
宿・通信など旅行環境の整備、ガイド活性化

満足度の要因に自然集客の要因に



withコロナ時代の観光戦略（質を高める）

在留外国人に集中し、口コミでV字回復の兆しを創る
観光の情勢

「海外→日本」は段階的回復の見込み 
一方、国内は年内には活性化（夏以降？）

海外
段階的に回復の予定 

（アジア→欧米豪の順？）

×

※Gotoキャンペーンは夏頃の見通し（観光庁長官）

狙うべきターゲット
日本・海外在住外国人の大きな情報源となっている 

在留外国人へのアプローチがwith/afterコロナの鍵！

在留外国人
メインターゲット

火種役

日本・海外在住の 
知人・家族

「知人が言ってるから安心。もう日本大丈夫そう！計画しよう」

情報源となり発信
信頼できる情報源/相談先
⇄国からの広告・PRは半信半疑？

体験 レビュー・口コミ
自らメッセージする

全国
346
万人
※2019/6時点

内、周辺 
エリア
約59
万人

※2019/6時点



withコロナ時代の観光戦略（安全と観光活性化）

お互いがお互いに不安を感じてしまう関係
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コロナが怖いので 
来てほしいけど、
来てほしくない

市民・事業者 外国人旅行者
安全な旅行者なのか分からないので不安

※言い換えると、 
不安が取り除ければ来て欲しい

安全なエリアなのか分からないので不安



withコロナ時代の観光戦略（具体策❶）

観光案内所が「安全性を担保するフィルター」になる

コロナが怖いので 
来てほしいけど、
来てほしくない

市民・事業者

観光案内所

外国人旅行者安全な旅行者なのか分からないので不安

コロナ感染リスクの 
低い安全な旅を 
情報提供する

「感染チェックリスト」
を実施し、該当なし 
＝ 感染リスクが低い証明

互いに安心

観光案内所が 
安全な旅行者のみを 
まちに送り込む

１

２

３

※言い換えると、 
不安が取り除ければ来て欲しい

域外案内所と連携 安全な人を山陰へ送り込む
１



withコロナ時代の観光戦略（具体策❷）

市民ガイドが「安全性を担保するフィルター」になる
市民・事業者

市民ガイド

外国人旅行者

コロナ感染リスクの 
低い安全な旅を 
提供する

「感染チェックリスト」
を実施し、該当なし 
＝ 感染リスクが低い証明

互いに安心

まちのガイドが 
安全な旅行者のみを 
まちに連れてくる

１

２

３

コロナが怖いので 
来てほしいけど、
来てほしくない

安全な旅行者なのか分からないので不安

※言い換えると、 
不安が取り除ければ来て欲しい



withコロナ時代の観光戦略（具体策❸）

WEBサイトがたび前に「魅力×安全性」を発信する
市民・事業者

WEBサイト

外国人旅行者

コロナ感染リスクの 
低い安全な情報を 
提供する

WEBサイトが 
安全な旅行者のみを 
まちに送り込む

１

２

コロナが怖いので 
来てほしいけど、
来てほしくない

安全な旅行者なのか分からないので不安

※言い換えると、 
不安が取り除ければ来て欲しい



withコロナ時代の観光戦略（サマリ）

オンライン×オフラインの融合で、成果を最大化する
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在留外国人

海外在住外国人

日本在住外国人

WEBサイトオン 
ライン

オフ 
ライン

観光コンテンツ

地域の観光コンテンツを魅力的に発信

公式 
SNS

観光案内所

市民ガイド

案内所と市民ガイドが連携し、満足度を上げる

掲載
掲載

連携

・口コミ 
・情報源

密に連携



山陰エリアの優位性

オンライン×オフラインの融合で、成果を最大化する
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在留外国人

山陰はwithコロナの重要な要素を持っている

❶安心・安全 ❷未開の地
感染者数が少なく 
密集度の低い 
安全なエリア 

＝安心して旅ができる

まだ知らない日本の良さが 
たくさんあるエリア 

＝ 旅先として選ばれやすい


