
弊社SNSを活用した
観光地・観光施設の魅力発信

ご提案



目次

1. （株）Travel & Workのご紹介

2. Facebookページ：Japanese Language & Cultureのご紹介

3. 弊社インバウンド盛上げのための取組み紹介

4. 弊社その他サービス事業

5. 弊社SNS/Websiteを利用した観光PRのご提案（ご料金・参考リンク）



1. （株）Travel & Workのご紹介



株式会社 Travel & Work 

代表取締役: 金子 かずえ

• 埼玉県出身、神戸大学卒業

• オーストラリア UNSW 日本語応用言語学科修士

• 海外滞在歴10年（アメリカ、オーストラリア、シンガポール）

• シンガポールで自営業、企業向け日本語教育および日本ビジネス
文化セミナー主催 ＊2007年12月会社PRのためFBページの運営開始

• 2010年12月帰国後、主に外資系企業にてトレーナー

• 2017年６月神戸で起業

• 2017年9月兵庫県ふるさと起業・移転促進事業助成金取得

• 2017年10月神戸市民間提案型事業促進制度助成金取得

• 2018年5月株式会社 Travel & Work 法人設立

弊社事業
 Facebookを利用した
インバウンド向けPRサービス

主な事業実績

 インバウンド向け神戸PR動
画作成・SNSでの配信

 JNTO手ぶら観光・
関西美の伝説ルート
観光地プロモーション

 神戸マラソン 外国人参加者
誘致のためのPR

 赤穂市観光プロモーション

 神戸市PRアンバサダー事業

 神戸観光局ガイドブック監修



スタッフ紹介

マーケティングスペシャリスト:  Andi Dean

• アメリカ、ノースキャロライナ州出身

• 大学ではPR、マーケティングを専攻

• 関西外大にて交換留学を経験

• 大学卒業後は神戸に移り、英語教師およびモデル業を経験

• 2018年より弊社のSNSマーケティングをサポート

• 2018年９月弊社マーケティングスペシャリストとして入社
SNS全般、また各種動画・ウエブサイトPRのモデリングも担当

• とても明るい性格で、サービス精神旺盛です。様々な観光地・商品を楽し
く、分かりやすく紹介します！



2. Facebookページ：

Japanese Language & Cultureのご紹介



弊社Facebookページ紹介

外国人ファン42万人のFBページ
Japanese Language & Culture

• 観光地FBライブ実施

• 観光地動画制作・投稿

• コメント管理、追加情報の提供

• 日本に関する意識調査アンケート

• 弊社作成ブログのリンク投稿

など日本の情報を毎日配信

（風景写真、動画シェア、文化情報なども含む）

https://www.facebook.com/Japanese.Language.Culture


Facebookページ：ファンの内訳

• ページ開設：2007年12月

ファン国別内訳

1st: インドネシア🇮🇩

2nd: アメリカ🇺🇸

3rd: フィリピン🇵🇭

年齢層

1st: 18-24 (37%)

2nd: 25-34 (34%)

3rd: 35-44 (14%)

性別

女性56%, 男性43%

• ファン総数：420,600人

（2019/6/27日時点）

• ページ名: Japanese Language & Culture

• 使用言語：英語



ファン国別内訳（上位１０カ国） 2019年4月20日現在

動画を配信した際の再生地、コメント等
によるエンゲージメントは欧米系が多い
傾向にあります



広告無し投稿の平均リーチ数とエンゲージメント

現在でも広告なしで週に1,000程の割合でファ
ン数が増えています。（数字は前後します）
投稿のリーチ数も週に20万〜30万程あります。



3. 弊社インバウンド盛上げのための取組み



インバウンド盛上げのための取組み

FBライブ



ブログ記事作成・FB投稿

動画投稿 結果、多くのリーチを達成ブログ記事作成

弊社ブログサイトでもPRコンテンツ記事を投稿し、更にそのブログの紹介をFBに投稿します。これにより確
実に検索でヒットし、一度FB上で投稿した記事や動画もブログ内で再利用するので相乗効果が得られます。
SNSの一時的な拡散ではなく、永続的な拡散の流れを作ります。また、記事別にSEOをかけることも可能です。

新しく観光資源となりうる素材の発掘
e.g. 雲海ビデオ作成（雲海スポット3箇所の紹介）



リーチの高い投稿の傾向を把握

最近では縦長の一枚写
真のリーチが高くなって
います。

FBのアルゴリズムは頻

繁に変わります。弊社
では毎日投稿をしてい
るので、どんな投稿の
リーチが高くなる傾向に
あるのかを常に把握し
ています。



コメント管理

コメント欄はかなりの割合で見られ
ています。

ここにホテルや観光案内ページ等
追加の情報を掲載したり質問等に
答えることで、フォロワーにポジティ
ブな影響を与えることが出来ます。

また好ましくないコメントはすぐに削
除や非表示の対応をしております。



4. 弊社その他サービス事業



SNSページ運営代行

神戸PRアンバサダー事業
（神戸市広報課）受託 (平成30年度）

市内在住・在学・在勤の外国人から見た
神戸の魅力や神戸での生活を、SNS等を
活用し英語で発信するものです。

25名のアンバサダーのマネージメント、
SNS公式アカウントの管理、公式ツアー
の企画、その他様々なイベントのサポー
ト、ニュースレターの配信等を行っており
ました。



外国人エキストラ手配

USJでのイベント、
ユニバーサル・クール・ジャパン
外国籍エキストラの手配。

13ヶ国、15名を手配



業界初！お祭り検索アプリ: J-FestGuide

• 外国人観光客には日本にどんなお祭りがあり、それがいつ開催されている
のかの情報が十分に伝わっていないのが現状

• 日本滞在中に何か面白いイベントはないかと思っている外国人は多い

本アプリ最大の特徴：

➢日程の範囲・祭りの種類から

その期間中開催されるお祭りを確認できる

J-FestGuideはお祭り認知度向上に一役買います！

お祭りの掲載は無料でさせていただきます。

掲載希望のお祭りがございましたら、お知らせください。

https://itunes.apple.com/tt/app/j-festguide-japanese-festival/id1447463847?mt=8&ign-mpt=uo%3D2
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.tegaraashi.Appcooking851


J-FestGuide の機能紹介

App Store

Google Play

https://www.facebook.com/Japanese.Language.Culture/videos/290735695128162/


5. SNS/Blog を利用した各地観光PRのご提案



SNS/Blog を利用した各地観光PRのご提案

弊社とご契約いただくことで、弊社FBページにて優先的に観光地PRや新しいプロ

ジェクト等の告知をさせていただきます。

例1：体験コンテンツのPR

➢体験談のレポート記事投稿、ブログや動画作成、案内サイトへ誘導など

例2：イベントの告知

実際に購入、使用して各地の観光地を巡っているPR動画・ブログ記事を作成。
それをFBへ投稿、案内サイトへ誘導など

例３： プロモーション等の告知、またフォトコンテスト等の実施



SNS/Blog を利用した各地観光PRのご提案

例4：観光スポットのインスタ映えする縦長写真を掲載

➢最近の傾向として１枚の縦長の写真の反応が良いので、インスタ映えする
観光地の写真をFacebookに１枚投稿し、情報も盛込む。特定URLへの誘導も可能

例5：在住外国人によるPRアンバサダーを形成、運営管理

➢多くの友人を持つSNS好きの外国人を公募し、彼らの目線で観光地の情報を
世界へ発信してもらう。 (#をつけて広く拡散） 厳選したものを弊社FBでもシェア

➢観光局様インバウンド向けSNS・ブログ運営代行
（フォトコンテストやプロモーションの実施なども致します）

例６： 既存の観光PR動画を弊社FBで代理投稿orリンクシェア



ご料金

ご予算に合わせて最も効果的なPR方法をご提案させていただきます。

以下、参考までのご予算感です。この限りではありませんのでお気軽にお問合せください。
全てにおいて紹介記事の翻訳、コメント対応、特定URLへの誘導を含みます。

またお得な期間契約もございます。

• 縦長写真の投稿 月10回（週1,2回のイメージ） ：ご料金：10万円〜/月
予想トータルリーチ数：20〜50万リーチ（写真の質により多少前後します）

• 体験コンテンツPRパック
弊社レポーター参加、ブログ記事作成、FBライブ配信、動画作成・投稿
取材は１日を想定 ご料金：25万円〜 （交通費別途）

• 既存の観光PR動画の代理投稿もしくはリンクシェア
ご料金 ：5万円〜 予想リーチ数 2万〜6万（動画によります）
（追加料金５万円で広告をかけ、１０万リーチ確約も可能）

こんなこと出来ませんか？
などのお問合せも大歓迎です。



参考リンク

以下、ご参考までの投稿のリンクになります。ぜひ御覧ください。

観光地紹介動画（雲海）

https://www.facebook.com/Japanese.Language.Culture/videos/230428767832952/

観光地紹介ブログ記事

https://learnjapanese123.com/unkai-japans-top-sea-of-clouds-spots/

観光地紹介投稿（写真と記事）

https://www.facebook.com/Japanese.Language.Culture/posts/10157220248667619 

Facebookライブ（吉野山桜ライブ）

https://www.facebook.com/Japanese.Language.Culture/videos/643519389418388/

レポーターによる観光地紹介動画（大阪城公園）

https://www.facebook.com/Japanese.Language.Culture/videos/1333832800125736/

お店紹介動画（お好み焼き）
https://www.facebook.com/Japanese.Language.Culture/videos/10156988416847619/

地方都市紹介動画（神戸市）

https://www.facebook.com/Japanese.Language.Culture/videos/10157124686402619/

https://www.facebook.com/Japanese.Language.Culture/videos/230428767832952/
https://learnjapanese123.com/unkai-japans-top-sea-of-clouds-spots/
https://www.facebook.com/Japanese.Language.Culture/posts/10157220248667619
https://www.facebook.com/Japanese.Language.Culture/videos/643519389418388/
https://www.facebook.com/Japanese.Language.Culture/videos/1333832800125736/
https://www.facebook.com/Japanese.Language.Culture/videos/10156988416847619/
https://www.facebook.com/Japanese.Language.Culture/videos/10157124686402619/


ご覧いただきありがとうございました。
ご質問等、お気軽にお問合せください。

お問合せ:

株式会社 Travel & Work

Office: 神戸市中央区下山手通2-13-3 9F-75

Tel: 050-1079-6151
Email: kazue@travelandwork.jp

会社HP: https://travelandwork.jp

https://travelandwork.jp/

