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Withコロナは「コロナ鎮静後の反転拡大のチャンス」であり、 
この期間に何をするか？によって、 

Afterコロナにおける観光パフォーマンスは大きく影響を受ける。 

「コロナに対する安全性」が謳われる中、 
反転攻勢に向けて今できることは何か？ 

今回は口コミを軸にしたマーケティングをテーマにした。

コンテンツ 
体験造成

在日外国人 
（+訪日客） 体験 口コミ 第3者 

（在日外国人）
第3者 

（外国人旅行者）

おすすめ

興味関心

はじめに  ～コロナの反転攻勢に向けて～
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アジェンダ

①インバウンド観光の課題と解決案 
②口コミとは何か？（口コミの効果） 
③口コミはどうやって生まれるのか？ 
④山陰で何ができるか？ 
⑤まとめ 
⑥おまけ（ガイドの必要性）



1. インバウンド観光の課題
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インバウンド観光の 
地域課題

①訪日客の「集客」と「安全性」 
　“真のターゲット”を連れてくるための打ち手とは？ 
　同時に、コロナ問題を受けて安全性の担保も求められる。 

②満足させる仕組み 
　多様なニーズを満たす方法とは？「想像を超えた体験」とは？ 
    LTV(Life Time Value※)を高めるには？ 

③受入環境を整える 
　２次交通の課題解決、市民ガイドの育成/活性化、 
　刺さる観光コンテンツの造成/流通、 
　外国人のニーズ情報を収集できる仕組み   など  5

コロナ問題を受けて 
観光の変革を求められている

LTV・・生涯を通じてまちにもたらす経済効果のこと（消費額、リピート、口コミなど）



withコロナ時代の観光戦略と課題

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（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状況
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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



投資しても「実来訪」にはつながりづらい
デジタルマーケティングの課題

Googleの検索広告 Facebookの広告 【課題】
①インバウンド需要で 
　クリック単価が高騰

②検討前の外国人にも 
　リーチするので余計 
　な投資が発生する

③関心まで持たせられ 
　ても、実際の来訪に 
　はつながりにくい

※欧米豪では数百円～数千円

コロナ問題を受け 
「海外 → 日本」の訪日客が物理的に断絶

❌

❌

❌

❌
❌

「回復時期」の見通しは明確に立たない状況
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では、どうすればいいのか？
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withコロナ時代の観光戦略案（口コミ源を掴む）

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



在留外国人は日本旅行の口コミ源 = 拡散の火種役

弊社が独自に実施した在日外国人向け調査結果  

在日外国人マーケットにおいて 
自然系コンテンツの面で優位性あり。

出発前に得た旅行情報源で役に立ったもの 
（観光庁2019年次報告書）

1位 SNS
2位 個人のブログ
3位 自国の親族・知人
4位 口コミサイト
5位 動画サイト
6位 旅行会社ホームページ
7位 日本在住の親族・知人

訪日旅行者が頼りにする情報源は 
在留外国人から生まれるものが大半

コロナの影響で密を避けたい心理もあり、 
山陰の観光コンテンツ（特に今年度注力の農山漁村）は 

在留外国人との相性が良い。

●コロナウイルスの影響が現状より緩和した時にしたいことは？ 
　　➡「日本国内での旅行」が1位で全体の71.4%

●今、国内旅行をするとして興味を惹かれることは？ 
　　➡「自然の探索」が1位で全体の76.2%

（在日外国人64人を対象に実施）

【どうして口コミが重要なのか？】 【在日外国人に向けた山陰の優位性】

withコロナ時代の観光戦略（口コミ源を掴む）



在留外国人は日本旅行の口コミ源 = 拡散の火種役

弊社が独自に実施した在日外国人向け調査結果  

在日外国人マーケットにおいて 
自然系コンテンツの面で優位性あり。

出発前に得た旅行情報源で役に立ったもの 
（観光庁2019年次報告書）

1位 SNS
2位 個人のブログ
3位 自国の親族・知人
4位 口コミサイト
5位 動画サイト
6位 旅行会社ホームページ
7位 日本在住の親族・知人

訪日旅行者が頼りにする情報源は 
在留外国人から生まれるものが大半

コロナの影響で密を避けたい心理もあり、 
山陰の観光コンテンツ（特に今年度注力の農山漁村）は 

在留外国人との相性が良い。

●コロナウイルスの影響が現状より緩和した時にしたいことは？ 
　　➡「日本国内での旅行」が1位で全体の71.4%

●今、国内旅行をするとして興味を惹かれることは？ 
　　➡「自然の探索」が1位で全体の76.2%

（在日外国人64人を対象に実施）

【どうして口コミが重要なのか？】 【在日外国人に向けた山陰の優位性】

withコロナ時代の観光戦略（口コミ源を抑える）

口コミ発生のメカニズム
ゲストである在日外国人は 

ガイドと一緒に山陰で満足度の高い1日を過ごした後に…

●「山陰のために何か貢献したい」という気持ちになる。 
　　↪︎口コミサイトに素晴らしい場所だという書き込みをする。 
　　↪︎昨年度確認できた投稿の平均評価点は4.78と非常に高い。

●「最高の体験を友達に自慢（シェア）したい」と思う。 
　　↪︎SNSに、山陰の観光地でガイドと一緒に撮った写真と 
　　　ともに、楽しかった体験談を書く。

※昨年度事業での学び

在留外国人の満足度を高めれば、口コミは生まれる



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

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

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



どうやって人が来るようになったのか？
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徳島県の「祖谷の里」



どうやって人が来るようになったのか？
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長野県の「白馬」



ある分岐点を超えると、指数関数的に急増する 
最初のファンが圧倒的な広がりを生む

airbnbは「ファンを増やすこと」で 
2013年までマーケティングを行わずに世界196カ国へサービスを拡大

最初のファン 
100人が大切



ある分岐点を超えると、指数関数的に急増する 
最初のファンが圧倒的な広がりを生む

airbnbは「ファンを増やすこと」で 
2013年までマーケティングを行わずに世界196カ国へサービスを拡大

最初のファン 
100人が大切



「ファン」になり得る人（良さが分かる人）を連れてきて 
圧倒的に満足してもらう

皆さんのまちに来ている 
観光客は 

町の良さを理解して 
「大好きになって」から 
帰っていますか？

質問



外国人（再発見役）→日本人のうねりで大幅に増えた
豪徳寺への外客来訪数が急増！
①豪徳寺でガイド実施 
②TripAdviser調べによる 
　夏のフォトジェニックスポット８位に 
③豪徳寺への外客来訪数が急増 
④様々なプロモーション施策を実施
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結果、世田谷線の乗客数が 
年間で40万人増加！



2. 口コミとは何なのか？
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口コミとは？(コトバンクより)

知人からの推薦を利用することで購買促進を図るマーケティング手法。知人や友人を介
しての情報は受け入れやすく、通常の広告やプロモーションよりも大きな効果が期待で
きます。近年ではこの効果をWebの活用により擬似的に作り出すマーケティング手法
が流行しています。口コミ専門サイトやネットショップの「購入者の声」などもこの特
性を利用したマーケティング展開といえます。

口コミとは？

https://kotobank.jp/word/%E6%8E%A8%E8%96%A6-539902
https://kotobank.jp/word/%E8%B3%BC%E8%B2%B7-178607
https://kotobank.jp/word/%E6%89%8B%E6%B3%95-529314
https://kotobank.jp/word/%E7%9F%A5%E4%BA%BA-535718
https://kotobank.jp/word/%E5%8F%8B%E4%BA%BA-650808
https://kotobank.jp/word/%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3-22487
https://kotobank.jp/word/%E8%BF%91%E5%B9%B4-481651
https://kotobank.jp/word/Web-1121
https://kotobank.jp/word/%E5%8F%A3-55470
https://kotobank.jp/word/%E7%89%B9%E6%80%A7-582658
https://kotobank.jp/word/%E7%89%B9%E6%80%A7-582658


口コミの重要性❶

購買決定における影響力も「家族・知人からの推薦が」最も高い



口コミの重要性❷

家族・知人のフィルターを通った情報は 
「有益な情報」として受け入れられやすい



在留外国人1人あたり、 
毎年3組（6~10人※）の家族や知人を日本に連れてくる？

口コミの重要性❸

※１組あたり2～3人と想定



3. 口コミはどうやって生まれるのか？
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口コミの起点

一般の人が「自分で創り出すコンテンツ」が起点



口コミ（情報伝播）の変化

過去の情報伝播 現在の情報伝播

UGCを起点に、自然派生的な広がりをする



UGCの重要性



UGCの重要性

皆さんのまち・サービスでは、 
「UGC」はどのくらい生まれていますか？



質問

どちらが大事にすべき人ですか？

有名人 
影響力のある人

情報発信・シェア 
してくれる人を 

たくさん抱えている人
OR



有名人 
影響力のある人

情報発信・シェア 
してくれる人を 

たくさん抱えている人
＜

どちらが大事にすべき人ですか？

質問



「インフルエンサー」と「アンバサダー」の違いとは？

アンバサダーとはブランド（まち）と強いつながりを持ち、 
自ら進んで口コミを発信するファン



「インフルエンサー」と「アンバサダー」の違いとは？

アンバサダーとはブランド（まち）と強いつながりを持ち、 
口コミを発信するファン

アーティスト「GReeeeN」のアンバサダー

支部長制度（強烈なファン）

分身となって応援/サポートする



「ロイヤルユーザ」と「アンバサダー」の違い

アンバサダーは分身的存在であり、真の応援者である



参考：アンバサダーの影響力と事例

アンバサダーの口コミが載っているまとめサイトは３倍の効果



参考：アンバサダーの影響力と事例

アンバサダーの口コミが載っているまとめサイトは３倍の効果

つまり、airbnbの言う 
「強烈なファン（最初の100人）」 

＝「アンバサダー」を生むことが重要と言える



【ULSSASモデル】口コミと購買プロセス

UGCを起点に、バイラル（自然拡張）するモデル

この体験価値が 
拡散の肝



参考：口コミと指名検索の相関関係

口コミの広がりと指名検索は連動しており、 
指名検索と売上も連動している

指名検索とは？

特定の固有名詞（ブランド名や地名など）が 
検索ワードとして入力されること



ULSSASモデルをうまく回すためには？

フォロワーの質を変え、UGCを生むことが大事



ULSSASモデルをうまく回すためには？

フォロワーの質を変え、UGCを生むことが大事【重要な注意事項】

UGCからの広がり連鎖の本質は 
「体験そのものが素晴らしいこと」。 

つまり、山陰自体の魅力が本質的であり、 
それをどう表現し、発信するか？ 

がバイラルさせる上での最重要ポイント。



最高に楽しめるもの・満足してもらえるものとは？

やめられない・止まらない●●

「最高に楽しんでもらえるもの」は何ですか？
また戻ってきたい●●

他の人にも知ってほしい●●



4. 山陰で何ができるか？
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ULSSASモデルを山陰でうまく回すためには？

４つの要素を満たすことが大事
❶アンバサダー

？？？？？？

❸山陰の魅力

？？？？？？

❷マーケティング（❶をどうやって連れてくるか？）

？？？？？？ +
❹口コミを生む仕組み 
（=UGCを生む）

昨年度事業ですでに発見

市民ガイドによる満足度の引き上げ



⑴アンバサダー
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❶山陰の場合、アンバサダーは誰なのか？

❶アンバサダー

①山陰エリア在住の在留外国人 
　→ すでに山陰の良さを知っていて住んでいる 

②山陰周辺エリアに在住の在留外国人 
　→ 山陰へ来やすい場所に住んでおり、周りにおすすめしやすい 

③山陰と似たエリアに在住の在留外国人 
　→ 山陰の良さを感じやすい層が住んでいる可能性がある 

④山陰/山陰周辺エリアを旅行している外国人 
　→ 山陰およびその近くを旅しているので行動変容しやすい

【アンバサダー候補】



⑵マーケティング 
アンバサダーをどう連れてくるか？
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❷アンバサダー候補をどうやって連れてくるか？

❶アンバサダー❷マーケティング 山陰エリア訪問

どうやって山陰へ連れてくるか？

❶在留外国人向けのキャンペーン ❷域外の観光案内所と連携 ❸デジタルマーケティング

UGC発生

在留外国人向けに「山陰来訪キャン
ペーン（旅費支援）」を実施する

在日外国人コミュニティキャンペーンの紹介

あなたにオススメの
エリアがあるの！

体験談をもとに 
山陰を提案

山陰域外の観光案内所 
（関西・山陽・九州）

川上エリアでPRし、連れてくる ターゲティング広告を活用して、 
アンバサダー候補を探し、訴求する

山陰および周辺エリアの在日外国人

【ターゲティングの例】 
　■出身国：欧米豪、東アジア 
　■在住エリア：大阪、岡山、広島 
　■関心：旅行、自然 
　■ページいいね：Tripadvisor

広告の配信

この体験は最高だ！



マーケティング❶ 「在留外国人向けのキャンペーン」

10月から2月までの期間中、計144組の応募。 
うち、70組(約50%)は「参加者の口コミ伝いでの応募」だった

参加者・応募者

この体験は最高だ！ 
こんな良いものがある！

家族・知人・友達

え！私も参加したい！ 
どうしたらいいの？

応募数が２倍に急増した
短期間のうちに

起きたこと



マーケティング❶ 「在留外国人向けのキャンペーン」

満足度が高く、１ツアーあたり４件ものUGCが発生した
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ガイドが満足度を一気に引き上げる
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全体評価
4.145

ガイド付きの 
場合の評価

4.7750.63ポイントUp

【昨年度：TripAdvisorの口コミ分析の結果】 
　ガイドがいることで明らかに満足度が上がった
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マーケティング❶ 「在留外国人向けのキャンペーン」



周辺エリアの観光案内所と「広域連携」したマーケティング策で集客
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広島 (川上エリア❶)

川上の案内所で山陰の魅力を提案するこ
とで、行動変容※を起こして送客する

※1 行動変容＝ニーズに合わせた提案をすることで、当初の予定を変えて行動すること

※昨年度実施済み

大阪 (川上エリア❷)

例：「太田って知っていますか？この風景・街並
みは絶対に見て欲しいのでてオススメです！」

【補足情報】

送客送客

山陰エリアのおすすめコンテンツを 
コンシェルジュと同期させる

+
提案した際の 
実際の反応を記録し、 
本質要素を抽出する。 
分析結果を他施策に 
も活かすことで改善。

※レポートのイメージ

山陰

マーケティング❷ 「域外の観光案内所と連携」

※昨年度実施済み



周辺には行動変容を起こしやすい人がたくさんいる

❶良い情報があれば、 
　既存の旅程を変更すると 
　答えた人は60％もいた 
❷その中でも、 
　宿泊場所の変更もすると 
　答えた人は23%もいた

【まとめ】

※昨年度の「中国地域総合研究センター」様のレポートより

マーケティング❷ 「域外の観光案内所と連携」



「たび中の強化」=「観光案内所の強化」
観光案内所の強化

街の出発点でもある 
観光案内所 

ここに立ち寄った人たちに 
何を提供するか？ 
で行動変容を起こせる

行動変容を起こしやすい人が多い 
× 

案内所では行動変容を起こしやすい

つまり、案内所連携を活性化すれば 
周遊UP・満足度UP・消費UPできる



案内所は「安全性を担保するフィルター役」になる
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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

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 
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

※言い換えると、 
不安が取り除ければ来て欲しい

マーケティング❷ 「域外の観光案内所と連携」



Huberの「フリーコンシェルジュ」を配置 
既存スタッフ様はそのまま通常案内をする
観光案内所 Huberのフリーコンシェルジュ

×

カウンターの中 カウンターの外

カウンター前でのディレクションを実施
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■昨年度：広島駅総合案内所のオペレーション

パンフレット 
置き場 

導線①導 
線 
② 1次受けは 

既存スタッフ様

Huber.スタッフ 
接客ブース

2次対応

このエリアに 
来た方

接客対象者①

接客対象者②

荷物預かりカウンター

入り口①

入り口②



どのエリアも高い行動変容率だった ＝ 提案へのニーズが高かった
【参考】他地域も含む実績

エリア別の行動変容数と行動変容率
エリア 行動変容率 トピックス

【事例❶】 
広島→山陰など 82% ・コンシェルジュを２名配置し、山陰エリアを中心に行動変容を起こした 

【事例❷】 
博多→九州各地 84% ・コンシェルジュを３名配置し、九州の別府・長崎を中心に行動変容を起こした

【事例❸】 
由布院→別府など 93% ・コンシェルジュを２名配置し、由布院および別府の行動変容を起こした

※2019/10-2020/2の実績を算出
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※総行動変容数のうち32%が宿泊。１組あたり平均2.6泊

【エリア別の行動変容率】

案内所へのリピート率は40-50%と高い（=満足度の高さ）



提案に対するゲストの反応を直に受けられるので 
改善すべき点をスピーディーに見つけられる

コンテンツ 
造成

STEP1

関係者定例会で 
フィードバック

STEP5STEP2

提案
STEP３

ゲストの反応 
を記録

STEP4

提案ツール 
組み込み

改善サイクルが回り、売れる体験・提案に仕上げられる

※自治体様・DMO様が 
造成したコンテンツを提案ツールに反映

※ゲストへ提案する中で知る「生の声・反応」を 
記録しておき、定例会で共有する

【その他メリット】生の反応によるPDCAサイクル
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ゲストの行動心理❶

原爆ドームや平和記念公園への来訪によって 
日本の歴史文化を、より詳しく知りたくなる

唯一の被爆国日本である広島。 
戦争というテーマではあるが日本を知ることができ、 
さらに深く日本を知りたい気持ちが生まれた。 
日本の起源である出雲は非常に魅力的だ！行ってくる！ 
(by フランス人カップル)

ポーランドにはアウシュビッツ強制収容所がある。 
同じ負の遺跡を抱える広島に来ることは長年の願いだった。 
そんな広島に来たら、日本の違う一面をより見たくなった。 
起源と言われる出雲や松江はとても魅力的！行ってくる！ 
(by ポーランド人夫婦)
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ゲストの行動心理❷

宮島で厳島神社の大鳥居が見られないことを知り 
別の「満足できる場所」に行きたくなる

宮島・厳島神社の大鳥居が見られないので宮島には行か 
ない事にした。そう決めた直後だったから、山陰の提案 
は嬉しかったし、歴史が好きな私たちにとって興味深い 
提案だったよ！松江に行けてよかった！ありがとう！ 
(by マレーシア人 2人組)

厳島神社も楽しみにしていた分、一番見たかった景色が 
見られなくて残念。それを今朝知り、どうしようかと 
ちょうど話をしていたところだった！松江の堀川めぐりも 
楽しそうだし早速行ってみる！ありがとう！ 
(by オーストラリア人カップル)

※改修中のため
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ゲストの行動心理❸

17年連続日本No.1の美術館足立美術館は 
訪日客にとっても非常に魅力的に映る

教えてもらうまで足立美術館なんて 
知らなかった。実際に行ってみて 
庭園も展示品も綺麗だね！ 
素敵なところを知られて私は運がいい！ 
来年はツアーで連れてくるね！ 
（by中国人 旅行会社経営者）

春夏秋冬どの景色見てもすごく綺麗 
個人的にはまた秋の景色が見たいから 
戻ってきたいな！ 
教えてくれてありがとう！ 
（by イタリア人カップル）
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ゲストの行動心理❹

出雲大社のストーリーは 
訪日客にとっても非常に魅力的に映る

こんなに神秘的な神社はこれまできたことなかった！ 
山と一体になって本当に綺麗で美しい景色だね！ 
神在月の話も面白かったし、展示品も徳川のものが見れて 
大興奮！ありがとう！ 
（by 中国人 ソロ旅行者）

神在月の祭典に合わせて来られてよかった！ 
歴史が大好きな私にとってはすごく良い経験だった。 
宿泊していけて本当によかった！ 
2ヶ月間の旅の初めに広島で山陰の情報を教えてもらえて 
本当によかった！すごくいい街だったよ！ 
（by イギリス人夫婦）
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ゲストの行動心理❺

日本でも数少ないオリジナルの城、松江城は 
訪日客にとっても非常に魅力的に映る

八雲庵のお蕎麦、明々庵のお茶と庭園 
松江藩の歴史の話は本当に面白かったし楽しかった！ 
明々庵で街の人と交流して楽しくて、長居したよ！ 
素敵なところを教えてくれてありがとう！ 
（by フランス人カップル）

オリジナルの松江城も、八雲庵のお蕎麦も、 
堀川めぐりから見る景色も、武家屋敷の街並みも 
本当に全てが楽しかった！宍道湖の夕日も綺麗だったよ！ 
リラックスできた最高の1日でした！ 
(by ドイツ人夫婦)



⑶デジタルマーケティング
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マーケティング❸ 「デジタルマーケティング」

狙うべきターゲットに、山陰の魅力を発信する
クリエイティブ 広告の着地先 ターゲット チャネル

動画/バナー ショーケース ①在日外国人 

②海外在住外国人
※②は日本へ旅行する 
　可能性がある人のみ

①Facebook 
 → 認知/関心 

②検索広告 
 → 獲得

❷海外在住の外国人向け
昨年の調査事業で判明した「誰が、どのコンテンツ
に反応したのか？」の結果をもとに、広告の配信セ
グメントを設計する。

❶在日外国人向け

【デジタルマーケティングの基本設計】
昨年見つけた勝ちパターンをベースとしながら、 
クリエイティブ、着地先、ターゲットに関しては
「購買」に向けた最適パターンを発見する。

山陰および周辺エリアに在住の外国人をメインター
ゲットとし、広告上でターゲティング設定した上
で、広告を配信する。

山陰および周辺エリアの在日外国人

【ターゲティングの例】 
　■出身国：欧米豪、東アジア 
　■在住エリア：大阪、岡山、広島 
　■関心：旅行、自然 
　■ページいいね：Tripadvisor

ターゲティング広告の配信

買いそうな人に配信

昨年度の調査結果（配信実績） それぞれ最適化して広告を配信

ターゲット

クリエイティブ
×



❸山陰の公式SNSガイド

在日外国人

❶ツアー体験 ショーケース
記事 
制作

❷記事をサイトに掲載
ガイドが書いた記事を掲載

新規 
記事

投稿

記事や写真・動画をSNSでも配信する

フォローしている在日外国人は 
自分のフィードにも定常配信

記事

ツアー後に、 
公式SNSをフォロー 自分や仲間が 

載っているので 
自分ごと化し、 
シェアする

結果、間接的にサイトの認知が拡大。 
同時に、在日外国人に対して山陰想起の頻度が上
がることで家族・知人へのおすすめ度も上がる

【関係性と口コミの流れ】

マーケティング❸ 「デジタルマーケティング」

体験後も山陰を想起する頻度を増やすためには 
継続的なコミュニケーションが重要→公式SNSを通じた関係構築



❸山陰の魅力
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例えば・・・

山陰はどんな「人格」ですか？ 
（アイデンティティ）

「そのまま残す」という価値観が 
大切に引き継がれてきた

❸山陰の魅力（観光コンテンツ）



❸山陰の魅力（観光コンテンツ）

山陰の 
アイデンティティ

魅力❶

魅力❷

魅力❸

魅力❹

魅力❺

魅力❻

魅力❼

魅力❽

山陰のアイデンティティから派生する「魅力」は何か？

エリア内の関連事業・ 
プロジェクトを通じて 
コンテンツを造成



最高に楽しめるもの・満足してもらえるものとは？

やめられない・止まらない●●

「最高に楽しんでもらえるもの」は何ですか？
また戻ってきたい●●

他の人にも知ってほしい●●



昨年度のガイド調査で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



❸山陰の魅力（観光コンテンツ）

「重要パラメータの設定」をベースに、次の開発方針を決める

商品造成 
（ショーケース）

STEP❶

外国人の 
反応

分析 重要パラメータ 
の設定

次の開発方針 
策定

STEP❷ STEP❸ STEP❹ STEP❺

ポジティブ面

次の改善サイクルへ

ネガティブ面

❶サイト内行動

❷アンケート結果

❸広告への反応

❹その他

※在日キャンペーンのアンケート

その他

A
パラメータ

B
パラメータ

C
パラメータ

D
パラメータ

E
パラメータ

検証スキーム

KPI

必要なアクション

その他

小さな改善



5. ❺まとめ
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ULSSASモデルを山陰でうまく回すためには？

４つの要素を満たすことで、バイラルを起こす
❶アンバサダー

在留外国人

❸山陰の魅力

山陰らしさを含んだ●●

❷マーケティング（❶をどうやって連れてくるか？）

⑴来訪キャンペーン 
⑵観光案内所の連携 
⑶デジタルマーケティング

+ ❹口コミを生む仕組み 
（=UGCを生む）

昨年度事業ですでに発見



ULSSASモデルを山陰でうまく回すためには？

４つの要素を満たすことで、バイラルを起こす

在留外国人

山陰らしさを含んだ●●

⑴来訪キャンペーン 
⑵観光案内所の連携 
⑶デジタルマーケティング

+ ❹口コミを生む仕組み 
（=UGCを生む）

昨年度事業ですでに発見両県担当者会議の場が１つの主要活動になる

このバイラルを起こすために、 
地域間・各プレイヤーの「連携」が重要

例）・各地域で得られた情報の共有 
　　・各地域で造成した観光コンテンツの連携（ルート化） 
　　・各地域で造成した観光コンテンツの広域マーケティング　など

どのような場にすると、より有意義になるのか？



ULSSASモデルを山陰でうまく回すためには？

４つの要素を満たすことで、バイラルを起こす
❶アンバサダー

在留外国人

❸山陰の魅力

山陰らしさを含んだ●●

❷マーケティング（❶をどうやって連れてくるか？）

⑴来訪キャンペーン 
⑵観光案内所の連携 
⑶デジタルマーケティング

+ ❹口コミを生む仕組み 
（=UGCを生む）

昨年度事業ですでに発見

山陰 
インバウンド 
機構

地域・地域連携 
DMO

行政 
（県・市町村）

国 
（観光庁・運輸局・JNTO）

【ハード面（受入整備）】 
　　統計データ/財政支援/エリアマネジメントなど

【ソフト面（商品造成）】 
　　着地商品/交通整備/多言語整備など

【広域連携】 
　　コンテンツの広域連携 
マーケティングの広域連携など

山陰エリア全体

各地域 各地域

全地域（広域）

【広域連携】 
❶海外ネットワークを活用したグローバルマーケティング 
❷膨大な観光データの提供 
❸デジタルマーケティングの一元化

連携

連携

連携

連携

日本全体の方針



6. おまけ 
（ガイドの重要性）
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現地ガイドと連携し、旅の満足度を上げる取り組みを実施
昨年度の広島駅での取り組み❶：ガイド連携による満足度向上

広島駅で提案
STEP❶

行動変容＆ガイド提案
STEP❷

山陰でガイド実施
STEP❸

総合案内所に来店した 
訪日客に山陰を提案

行動変容を起こした後に 
現地でのガイドを提案

現地ガイドが 
山陰エリアをガイドする
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石見銀山の郡言堂さんとも連携し 
訪日客の受け入れ体制を整えました

取り組み内容 
①下見視察研修　 
→2019.12.17に実施。イトウ シュンさんが 
　石見銀山を案内してくださいました。 

②接客改善の連携 
→石見銀山への行動変容を起こすために、接客で得られた 
　課題感を相談し、改善施策案を出しながら連携策を実施 

③受け入れ体制の整備 
→広島→石見銀山(山陰エリア)のガイド送客の際に、 
　郡言堂様にも石見銀山でのガイドをして頂くよう連携　
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観光案内所をきっかけとしたガイド機会の創出を検証
取り組み❶：ガイド実施による満足度向上(2019/12/17~2020/2/16)

広島駅で提案
STEP❶

行動変容＆ガイド提案
STEP❷

山陰でガイド実施
STEP❸

総合案内所に来店した 
訪日外国人に山陰を提案

行動変容を起こした後に 
現地でのガイドを提案

現地ガイドが 
山陰エリアをガイドする

【実績】 
行動変容（期間中）のうち37％※1がガイドニーズあり 
　→ ガイド実施：32% 
　→ ガイドの予定が合わず不成立※2：68%

※2・・・不成立の理由は「ゲストの希望日時」と「ガイドの希望日時」が合 
　　　　  わず不成立となった

※1 ・・・分母は「行動変容のうち、ガイド提案ができた組数のみ」
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【ご参考】訪日客がガイドを求める動機について

1位

2位

現地でのアクセス懸念を 
払拭してくれる上に、 
1人じゃ行けない場所にも 
連れて行ってくれるから

50%

現地でのアクセス懸念を 
払拭してくれる上に、 
一緒に旅を楽しんでくれる 
存在が欲しかったから 
（ローカルとの交流を求めていた）

50%

構成比

ガイドに繋がった理由

現地アクセスに不安を持っており、ガイドの必要性を感じている

ポイント①

コンテンツが非常に魅力的で行きたいが、アクセ
スが不安で、自分1人では現地で困りそうなので
ガイドの必要性を感じている

ポイント②

ソロのお客様はずっと1人で旅しているために、 
潜在的に誰かと一緒に旅をしたいという気持ちが強
い。（現地の人と交流したいニーズがある）
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1位

2位

1人じゃ行けない場所に 
連れて行ってくれるから 50%

一緒に旅を楽しんでくれる 
存在が欲しかったから 50%

構成比

ガイドに繋がった理由

現地アクセスに不安を持っており、ガイドの必要性を感じている

ポイント①

コンテンツが非常に魅力的で行きたいが、アクセ
スが不安で、自分1人では現地で困りそうなので
ガイドの必要性を感じる。

ポイント②

ソロのお客様はずっと1人で旅しているために、 
潜在的に誰かと一緒に旅をしたいという気持ちが強
い。（現地の人と交流したいニーズがある）

※ガイドニーズは期間中19件あり
「自分たちで行ける」とガイドを断られるケースもあり 
旅中で初めてガイドの必要性に気づいたとの声も

＊自分たちだけで山陰を旅した人との 
　実際のやり取り

いい時間のバスがなくて、行きたかった 
日御碕灯台に行くことができなかった。 
思い通りに回ることができなかったよ。

ガイドの必要性をいかに説いていくかが 
ガイド訴求の際のポイントに

【ご参考】訪日客がガイドを求める動機について
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広島→山陰でのガイド体験❶

2020.1.13 
ゲスト：Raynaさん（シンガポール4人） 

旅程： 
9:00 | 出雲市駅にてMeet up 
9:30 | 島根ワイナリー 
11:00- | 松江城周辺 
12:30- | ランチ(八雲庵) 
14:00- | 足立美術館 
17:00 | 出雲大社近くの旅館で解散

2020.1.20 
ゲスト：Damian（オーストラリア2人） 

旅程： 
9:15 | 松江駅 
10:00- | 足立美術館 
13:00- | ランチ　八雲庵 
13:45- | 松江城 
15:00 | 松江駅解散 

2020.2.18 
ゲスト：Jiarong（中国1人） 

旅程： 
9:30 | 境港ピックアップ 
10:30-12:00 | 足立美術館 
13:30- | カフェブルーカカオ 
14:30-15:30 | 出雲大社 
16:30-18:00 | 革製品見学 
19:00 | ディナー 
20:00 | 松江駅解散
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2020.1.13 
ゲスト：スンミんさん（韓国1人） 

旅程： 
9:00 | 松江駅待ち合わせ 
10:00-11:15 | 足立美術館 
12:00-12:45 | 松江城 
12:45-13:15 | 武家屋敷 
13:15-14:00 | そばランチ 
15:00-15-45 | 日御碕 
16:15-16:30 | 稲佐の浜 
16:30-17:15 | 出雲大社 
18:30松江駅で解散

2020.2.18 
ゲスト：Tamara さん（スイス1人） 

旅程： 
10:30 | 松江駅待ち合わせ 
11:30-12:45 | 足立美術館 
13:30-  | ランチ(出雲そば) 
14:00-15:30 | 松江城周辺 
16:00-16:30 | 玉造温泉で足湯 
17:00 | 松江駅で解散 

2020.2.19 
ゲスト：Cherylさん（シンガポール） 

旅程： 
11:00 | 松江駅待ち合わせ 
11:30-13:30 | 足立美術館 
14:00- | 松江城周辺 
15:30- | ランチ(出雲そば) 
16:00- | 県立美術館散歩 
17:00 | 松江駅で解散

広島→山陰でのガイド体験❷



 86

エピソード紹介：日本来日3回目の中国人ソロ旅行客

宍道湖で職人技術に触れて山陰での旅を満喫！ 
地元の方との交流が満足度向上に繋がった！

@尊(みこと)

地元の人との交流体験は、訪日客の満足度を上げる要因になる。 
ガイドが山陰の街と人を繋ぐことで、山陰エリアのファンを創出する
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特徴的なエピソード紹介・日本来日3回目の中国人ソロ旅行客者

宍道湖で職人技術に触れて山陰での旅を満喫！ 
地元の方との交流が満足度向上に繋がった！

@尊(みこと)

地元の人との交流体験は、訪日外国人の満足度を上げる要因になる。 
ガイドが山陰の街と人を繋ぐことで、山陰エリアのファンを創出することになる

【ゲストの生の声】
「大好きな日本の伝統工芸品を作る職人さんとお話ができて本当に嬉
しかった！聞きたいことがたくさんあって質問攻めにしたよ。制作過
程を見せてもらったり、実際に体験させてもらうこともできてとても
刺激的だったし、同時に職人さんの視点も聞くことができて忘れられ
ない体験になったよ。 
今日のような体験はガイドがいなければ、体験できなかったものだと
思うので、ガイドがいて本当に幸せだったよ」
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ドイツ語での投稿がなされていたので、ドイツ語話せる友人に依頼して翻訳してみたところ・・
広島での旅は本当に良かった。宮島や原爆ドームに足を運び25キロ以上歩いた。 
疲れて帰っても案内所のスタッフのKaoriがいつも嬉しそうに迎えてくれたのが嬉しかった。 
そのおかげで出雲と松江を知ることができて行くことが出来た。そして素晴らしい神社やお城や湖や景色に出会えた。 
本当にありがとう。

今回の旅の旅程

成田

京都

広島

松江 出雲

大阪

京都

広島

帰国

奈良

箱根

鎌倉

満足度も高まりSNS投稿も！（出典：ゲストのFacebookより）

満足度も向上し、長文のSNS投稿も！



市民ガイドが作り出す口コミの循環

他エリアの 
観光案内所

❶源流から送る

自エリアの 
観光案内所 市民ガイド 口コミ 第３者 

外国人

❷受け入れる ❸満足度を上げる ❹口コミ発生 ❺本質的な打ち手

各大学（単位化）

ガイド団体 良レビュー

口コミ・リピートで自然増
案内所と連携

SNS投稿

ブログ投稿ガイドの提案

ガイドが満足度を引き上げ、良レビューを生んで口コミに
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別府でのガイド体験をもとに生まれた良レビュー（口コミ）の事例
confidential

 90

参考：口コミの事例（博多→別府）



confidential市民ガイドが作り出す口コミの循環

他エリアの 
観光案内所

❶源流から送る

長崎の 
観光案内所 市民ガイド 口コミ 第３者 

外国人

❷受け入れる ❸満足度を上げる ❹口コミ発生 ❺本質的な打ち手

各大学（単位化）

ガイド団体（さるくなど） 良レビュー

口コミ・リピートで自然増
案内所と連携

SNS投稿

ブログ投稿ガイドの提案

ガイドが満足度を引き上げ、良レビューを生み出す口コミ1件あたりの経済価値はいくらなのか？ 
仮に、広告経由での良レビュー獲得単価は 
1件あたり143,000円※とすると、 

1日1件のガイドで年間5,200万円の経済価値。 

マーケティング的視点で考えると、 
「口コミの可視化」は非常に重要な戦略である。 
（有名な観光地はどこも口コミのスパイラルで人気に火がついている）

※弊社の関連案件による実績より試算

 91



送る 受ける

コンシェルジュが行動変容を起こし 
市民ガイドにつなぐ

現地の市民ガイドは 
訪日客をもてなし、満足度を引き上げる

ガイド機会を生む 満足度を上げる

川上のコンシェルジュが山陰の市民ガイドへ繋げる
現地ガイドとの連携



【ULSSASモデル】口コミと購買プロセス

UGCを起点に、バイラル（自然拡張）するモデル

この体験価値が 
拡散の肝



旅を通じて、世界中の人を友だちに
目にするすべてが新鮮だからこそ、一緒に”寄り添う”だけで、感動が生まれるんです。 
日本には素晴らしい宝物がたくさんある。私はそれを一人でも多くの人に伝えたい。 

TOMODACHI GUIDE　Timo

TOMODACHI GUIDE 94
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