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ミッション

バリュービジョン

• 地方創生お手伝い
• 日本文化・観光情報発信・拡散
• 訪日外国人増加への貢献

• 認知度No.1日本紹介メディア
• 日本オンラインツアー
• 訪日外国人と観光事業者のハッ
ピーな関係を繋ぐ

• 日本好き外国人FB 41万人ファン
• SNS発信で圧倒的な拡散効果
• 日本文化・観光情報エンタメページ

株式会社 Travel & Work 
弊社事業
´ Facebookを活用したインバウンド向けPR事業 (H29 6月事業開始、H30 5月法人化）



株式会社 Travel & Work 
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（助成金事業）

´ 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
（UNESCO観光地の旅行記をFBへ投稿）

´ 神戸マラソン 外国人参加者誘致のためのPR
（既存動画の編集・弊社FBページでの代理投稿）

´ 赤穂市観光プロモーション （動画およびFBライブによる観光地紹介）

´ 平成30年度 神戸市PRアンバサダー事業 （SNS代理運営）

´ 神戸観光局ガイドブック監修 （海外配布用観光ガイドブックの監修）

´ 外国人向けアパート賃貸サイトのPR（FBライブ、動画作成、SNS拡散）

´ 鹿児島県Wellnessプロモーション、インバウンドSNS発信

´ 京都ブティックホテルPR（動画作成・SNS拡散） など

事業サービス

• FacebookへのPR投稿
Ø 観光地PR
Ø 観光施設PR
Ø 外国人を対象としたサービスのPR

• PRサービス内容（弊社FBページで拡散）
Ø 既存の写真・動画代理投稿

Ø 動画作成＋投稿サービス

Ø ライブ配信サービス など

• サービス実績

Ø 自治体

Ø 旅行会社

Ø 民間企業



代表取締役：金子かずえ

• 埼玉県出身、神戸大学卒業

• UNIV. OF NEW SOUTH WALES日本語応用言語学科修士号取得

• 海外滞在歴10年以上（アメリカ、オーストラリア、シンガポール）

• 日本語講師、ビジネス開発マネージャーを経て
2006年シンガポールにてJ-BIZ TRAINING & CONSULTANCY設立、企業向け日本語教育及び日本ビ
ジネス文化セミナーをシンガポール及びマレーシアの大学関連施設、公開講座等で開催

• 2008年日本語・日本文化情報を発信するFBページ: JAPANESE LANGUAGE & CULTURE運営開始

• 2010年帰国後、様々な企業（日本・外資）にてトレーナー等の仕事を務める。

• 2017年6月日本発信メディア広告サービスを事業とするTRAVEL & WORK 事業開始

• 2018年5月同事業を法人化、社名を株式会社 TRAVEL & WORKとし、代表取締役に就任



弊社Facebookページ紹介
日本好き外国人ファン41万人のFBページ

(ページ開設： 2007年）
Japanese Language & Culture

• 観光地FBライブ実施

• 観光地写真・動画制作・投稿

• 観光地・観光施設の情報提供・PR

• 日本に関する意識調査アンケート

• 日本語レッスン動画投稿

など日本の情報をほぼ毎日配信

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


弊社Facebookページインサイト

リーチの多い国順

国別の国民性（エンゲージメントが高い（いいね、
シェア、コメントを多くする）の違いから、ファンの
国別順位とリーチする国別順位は多少異なります。
目安となるのは、リーチの多い国になります。



動画のリーチ例

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お

よび英語が通じるアジア圏が多い傾向

にあります。

投稿のタイミングやコンテンツにより

リーチする国は多少変わってきます。



広告無し投稿の平均リーチ数とエンゲージメント

投稿の平均リーチ数（広告なし）は1~3万程度ですが、
投稿により15万~90万以上に達するものもあります。
通常、リーチ数はフォロワーの2-5%が平均と言われて
いる中、弊社FBページはエンゲージメントが高いと判
断できます。
日本に頻繁に旅行するファンが多いため、特に観光関
連の投稿はリーチが高い傾向にあります。



過去投稿動画紹介

さくら動画投稿

オーガニックのみでの配信
95万リーチ、 22万再生回数、いいね2.1万、
シェア 4700、コメント 559  
海外の方に桜の投稿は大変人気があります。
ただ、ここまでリーチが高くなるのには、弊社FB
ページのような多くのファンが集まるプラット
フォームである必要があります。

動画リンク: 
https://www.facebook.com/Japanese.Language.Culture/videos/529078724463215

https://www.facebook.com/Japanese.Language.Culture/videos/529078724463215


バイラル動画作成 + ファン４1万人FBページ投稿

沖縄観光PR
PR動画作成＋弊社Facebook投稿

広告かけず、
５6万リーチ、20万再生回数、いいね3029、
シェア 3600  コメント 431 

10ヶ月前の投稿ですが、現在もリーチ・再生回数、
コメント共に増え続けています。
また１年以上前の沖縄の写真投稿も同様です。

動画リンク
https://www.facebook.com/Japanese.Language.Culture/posts/10158515375932619

https://www.facebook.com/Japanese.Language.Culture/posts/10158515375932619


京都ブティックホテルPR
PR動画作成＋弊社Facebook投稿

広告かけず、

15万リーチ、4.5万再生回数、いいね4500、
シェア 510  コメント 81

京都にあるブティックホテル様からのご依頼です。
動画の構成やキャスティングなども弊社で請負ってい
ます。

動画リンク
https://www.facebook.com/Japanese.Language.Culture/videos/2673720442754111/

バイラル動画作成 + ファン４1万人FBページ投稿

https://www.facebook.com/Japanese.Language.Culture/videos/2673720442754111/


バイラル動画作成 + ファン４1万人FBページ投稿

外国人向け賃貸マンションサイト
紹介
動画作成＋弊社Facebook投稿

広告無し、 1週間で
12万リーチ、3.6万再生回数、いいね
820、シェア 700

投稿1ヶ月後
14万リーチ、4.2万再生回数、いいね
940、シェア 740 

動画リンク
https://www.facebook.com/Japanese.Language.Culture/videos/3290224679875



バイラル動画作成 + ファン４1万人FBページ投稿

自分で作るお好み焼屋「源氏」様PR
動画作成 ＋ 弊社Facebook投稿

広告無し、 3日間で
10万リーチ、3万再生回数

現在、7万再生回数

動画リンク
https://www.facebook.com/Japanese.Language.Culture/videos/1015698841
6847619

https://www.facebook.com/Japanese.Language.Culture/videos/10156988416847619


観光地でのFacebookライブ

FBライブの最大の特徴は、コメント
で視聴者とコミュニケーションがで
きることで、毎回多くのライブコメ
ントをいただきます。

このライブをみて、紹介した場所に
行くことにした、というメッセージ
も頻繁にいただきます。

閲覧者からの口コミを広げることで
ポジティブな印象を広げ、観光の情
報を受け取りやすい状況を作ります。

弊社では週に１度程度、ライブ
を実施しています。



日本観光地紹介

ご依頼を受けたPR投稿以外に
も、様々なコンテンツを自主的
に提供することで質の良いフォ
ロワーを集め、維持しています。

日本の世界遺産の紹介や、47都
道府県の紹介を定期的に投稿し
ています。



コメント管理 -1

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。



コメント管理 -2

大島紬村のPRをした際には、
実際に商品を購入したいとのお問
合せもありました。

大島紬村様では海外発送はしてい
ないため、成約には至りませんで
したが、日本に関心の高い方々が
数多く集っているため、PRの場と
しては最適です。

投稿リンク：
https://www.facebook.com/Japanese.Language.Cult
ure/posts/10159157313502619

https://www.facebook.com/Japanese.Language.Culture/posts/10159157313502619


企画の内容と目的【Japan Online Tour】

内容

� 日本バーチャルツアーのオンライン配信

目的

� 現在日本に来ることができない日本好き外国人への有料バーチャルツアーの提供

� 紹介した観光地・観光施設を印象づけ、コロナ禍後に紹介した場所を訪れてもらう



8月まで弊社FBページではライブ
配信を週１回行っておりました。

こちらの人気が高いので、このコ
ンテンツのみ有料配信に切り替え、
観光事業者さまのPRを*無料でさ
せて頂くことにいたしました。



企画の具体的な内容

� 専用のWebsite、非公開のFBグループでのライブ発信（９月より運営開始）

� 日本好き外国人が月額料金を支払い、ライブ配信を視聴するビジネスモデル

� 会員はライブ配信と過去の動画全てにアクセスが可能

� 弊社FBページ(41万人のファン向け）では予告編を配信→本編への流入を図る

� こちらの予告編を観光事業者様のPRとしてFBページにて無料でさせていただき
ます（1.写真投稿＋リンク、 2.イベント投稿 3.ツアーのリンクシェア）



Japan Online Tour Website および FBグループ

Japan Online Tour Website
https://japanonlinetour.com ライブ配信を行う非公開Fbグループ

月額課金で参加された方、および
ツアーを単体で購入された方に、FBグループに
招待し、こちらでライブ配信を行っています。

https://japanonlinetour.com/


!今回のお願い事項

� 観光地のローカル事情に詳しいわけではないので、
ライブ配信撮影の際にご案内役としてご参加いただきたく思っております。

� 歩きながら各所をご説明いただき、弊社（金子が）逐次通訳をしてご紹介いたします。

� イメージとしては、こちらのビデオのような形です。（9/1宇治ウォーキングツアー）

https://youtu.be/aOTWF2RHofg

https://youtu.be/aOTWF2RHofg


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: 神戸市中央区中山手通1-25-3, 801

Tel: 078-584-2879 
Email: kazue@travelandwork.jp
会社HP: https://travelandwork.jp

https://travelandwork.jp/

