
株式会社mint/sokoiko! 代表取締役 石飛聡司

福井県・地域の魅力を伝える
ガイディング＆プロダクト



【自己紹介】

名前：石飛 聡司（いしとび さとし）42歳
あだな トビ

略歴

・島根県出雲市生まれ
・2歳から広島に移住
・近所の探検大好き・秘密基地づくりにはまった少年時代
・高校時代は生徒会で指定のダサい靴をなんとか変えようと奔走
・バンドに明け暮れた大学時代
・ファッション大好きでアパレル関係に就職
・店長職で全国点々
・経理に目覚め営業と経理ができるハイブリッド営業マンになる！と思う。
・30を機に脱サラして広島へ戻り個人事業主としてデビュー
・独立して出会った仲間とデザイン会社㈱mint設立

全然観光と関係ない生い立ち



sokoiko!が生まれたきっかけ

Q:どこが思い出に残っ
た？



sokoiko!が生まれたきっかけ

Q:どこが思い出に残っ
た？

街そのものの
景色が美しかっ
た

街を巡ること、それ自体が良質な体験にな
る！

仮説：



広島の観光事情
観光地があるエリアへは多くの人が訪れてるがそれ以外の場所へはほとんど訪れていない。

通常の観光エリア

広島市内のローカルエリア

商店街

箱ものスポット

起点を工夫することでこの限りではない

初めて広島を訪れた人が約90%が1回目 広島観光の日帰り率は 67.5%

ピンポイントの受け入れだけでは限界がある。オーバーツーリズムの懸
念も
滞在時間+3時間伸ばすことで日帰りから宿泊へ！！

平和公園＋宮島＝8時間で日帰りにピッタリ！



sokoiko!とは ～原点とコンセプト～

広島には様々な魅力があるが「平和公園」と「宮島」にしか観光客
はほとんど足を運ばない

地域の従来からある観光地＋αの価値を造り
滞在時間を延ばし宿泊へと繋ぐ

プラス3時間のコンテンツ造成

結果日帰り旅行は67.5%＝大阪などに宿泊し広島は日帰りの
メッカになっている。

事実

課題

地域オリジナルのガイドツアーが必要！
⇒sokoiko!の誕生



sokoiko!とは ～原点とコンセプト～

地域の特色をツアーとして表現する
『ガイドブックに載っていない旅』

・ガイドとゲストは友人の雰囲気
・地元道・店などの風景に感動
・地元の人との何気ない交流

・ゲストに合わせて変化させる
柔軟なガイディング

楽しかっただけではなく『感動』したと言ってもらう見せ方

・地域の特色を活かした内容
・起承転結を持ったストーリー

基本要素

独自ノウハウ

＋



資金力：なし
語学力：英語レベル中１の１学期
経験値：観光関連事業経験年数０

■自転車⇒持ってない

■ガイド⇒英語しゃべれない

■連携先⇒いない

足りないものはアイデアと仲間集めでカバー
地域住民・関係者・チームが共感するビジョン

ので、、観光レンタルサイクルと連携

ので、、しゃべれると噂の学生や主婦さんに声掛け

ので、、事業PRできる場に頻繁に参加

ビジョン

資 金 語 学

経 験物 資

知 識

sokoiko!の経験 事業開始前スペック



・外国の方は体験が好きだからサイクリングをやれば喜ばれる！
・ゲストのニーズに100%答えるオリジナルな体験を提供！
・友人に頼んで英語のチラシとWEBサイトで集客する！
・広島には海も山も神社も色々あるからどんなニーズにも
応えられる！

・観光地じゃなくてローカルを見せる！

sokoiko!の経験 スタート時（勢い期）

選ぶ理由がない
H28.11～H29.10 H29.11～H30.10 H30.11～R1.10

60人

・レビューなし

※外国人観光客比率全体の95%

創業から3年間客数推移 (年間/人) 心地よいことを言っているが商品の
核になる魅力がない。
全体の雰囲気だけを見ていて地域
の独自性への考えがない。

事業開始1年目



sokoiko!の経験 『1年目のツアー内容』

①sokoiko! アクティブツアー
ゲストのニーズを聞いて毎回アレンジ。
1組1ガイドのプライベートツアー

②sokoiko! イベントツアー
・スイーツ巡り
・平和学習
・侍に出会うツアー
・おりづる再生紙体験 など

¥3,000～5,000/1人
毎月1回 催行

¥3,000/1人
毎週火、木、土 催行



・料金が低すぎて採算が合わない。しかし上げるコトに恐怖感。
・自社コンテンツだけだと引きが弱いので他社と連携拡大を図
らなければならない。

・ツアーだけの収益では成り立たないので付帯収入確保を目指す。
・周辺から様々な声が聞こえてくる

(辞め時・引き際・道楽・時間の無駄。。。）

sokoiko!の経験 壁に当たる（混迷期）

事業開始2年目

H28.11～H29.10 H29.11～H30.10 H30.11～R1.10

60人
200人前比

333%

・約30件程度のレビュー
・満足度は☆5

※外国人観光客比率全体の95%

創業から3年間客数推移 (年間/人)

「ゲスト」のことが
見えていない

自信を持って提供できるツアーを
つくるという本来あるべきカタチを
見失っている。目の前の収入を得る
ことだけに意識が向いている。



sokoiko!の経験 『2年目のツアー内容』

①Hiroshima Active Route (3h)
ゲストのニーズを聞いて毎回アレンジ。
1組1ガイドのプライベートツアー

1名の場合6,000円/1人
2名の場合5,000円/1人
3名以上 4,500円/1人
随時受付・ガイドのシフト管理方式を採用

②Learning Peace in Hiroshima (3h)【ストーリーの原型】
被爆遺産を巡り平和を感じ学ぶツアー
1組1ガイドのプライベートツアー

1名の場合6,000円/1人
2名の場合5,000円/1人
3名以上 4,500円/1人
随時受付・ガイドのシフト管理方式を採用



・ゲストは「広島」に来ているわけではなく「日本」に来ている
・サービスに対してプライドを持つ（内容と適正価格）
・ゲスト一人一人と向き合う。インバウンドという概念との決別
・楽しんでもらうのは前提。感動するサービスを提供する。
・ゲストは一生に一回の時間を過ごしていることを理解したツ
アー構成、アテンド方法。

sokoiko!の経験 ストーリーツアーを導入 (上昇期）

事業開始3年目

H28.11～H29.10 H29.11～H30.10 H30.11～R1.10

60人
200人

1,000人

前比
500%

前比
333%

約200件のレビューはほぼ5つ星獲得
※トリップアドバイザー等
2019年エクセレンス認証取得

※外国人観光客比率全体の95%

創業から3年間客数推移 (年間/人)

地元を見せる から
地元を魅せる へ

地域の独自性を最大限発揮した
商品提供を目指す。
ローカルだから知る地元のバックボーン
を商品に導入。



sokoiko!の取り組みとコロナ禍におけるこれからの動き

H28年11月よりツアー開始。地域の特性を活かした内容が評価され、2年目から

訪日外国人観光客中心に年々客数増加し2～3年目は前年比500%増を達成。

H28.11～H29.10 H29.11～H30.10 H30.11～R1.10

60人
200人

1,000人

前比
500%

前比
333%

約200件のレビューはほぼ5つ星獲得
※トリップアドバイザー等
2019年エクセレンス認証取得

☞直近の状況
3月以降はコロナでキャンセルが相次ぎ

4月以降は客数ゼロの事態に。

コロナに負けず観光をさらに
発展させるために動く！

取り組み①「日本人向けマーケットの開拓」
国内向けのコンテンツ造成。真の意味で世界中の旅行者へ

⇒サービス価値向上・販路拡大による収益安定化

しかし…コロナ禍においても観光の重要性は揺るぎない

※外国人観光客比率全体の95%

創業から3年間客数推移 (年間/人)

取り組み②「オンラインツアーの導入」

zoomなどオンラインの技術を取り入れ遠隔でリアルタイムに体験。

⇒旅前の情報収集・訪問意欲の向上「話すパンフレット」

Peace tour Online 2,500円/1人 (1h) 



PEACE TOUR
広島の戦前・戦中・戦後を巡る旅

60億人に伝えていく



Roots

広島が生まれ、平和都市になるまでを巡る旅

あの日よりずっとずっと前、このマチは生まれた

of Hiroshima



sokoiko! ツアー紹介

広島市 PEACE TOUR

【コンセプト】広島の戦前・戦中そして戦後復興を巡る旅

7,000円/1人(3h)

表面の知識だけではなくその裏側にあるエピソードを地元の目線
で「語り」「共感」することで『感動』を生む。



地域の特色を最大限活かすためのフランチャイズ展開

■地域のストーリーを一番理解しているのは地元の人

■地元ガイドはエンターテイナーとして育成

■sokoiko!ブランドを成長させ地域と観光をつなぐ

・観光コンテンツはどの地域にも必ずある。
・それを発掘する地域プロデューサーと地元のアクションが大事
・ブランド横展開でクォリティの高いサービス展開

ローカルツアー拡充のための3つのPoint

sokoiko!を全国に広げる



広島市 Peace Tour 7,000円/1人(3h)

【コンセプト】広島の戦前・戦中そして戦後復興を巡る旅

表面の知識だけではなくその裏側にあるエピソードを地元の目線
で「語り」「共感」することで『感動』を生む。

北広島 Bonds of people 7,000円/1人(3h)

【コンセプト】里山の生活から家族や地域の絆を感じる

農家の営みや自然との共生。祭りなどの行事を通じて育まれてきた
人の絆を見つめそのつながりの大切さを感じる旅。

江田島 Island  tour

【コンセプト】里山の生活から家族や地域の絆を感じる

農家の営みや自然との共生。祭りなどの行事を通じて育まれてきた
人の絆を見つめそのつながりの大切さを感じる旅。

7,500円/1人(3h)

sokoiko! ストーリーツアー『ガイドブックに載ってない旅』



sokoiko! ストーリーツアー『ガイドブックに載ってない旅』

長崎 Cross border

【コンセプト】和華蘭文化といわれる複数の文化が交差

鎖国時代にも海外と貿易を持ち、世界の文化が交差することで
独自の形成をかたちづくったその歴史や分かりあう大切さを感じる。

津和野 Save the time

【コンセプト】時間を保存する・伝統を伝え続けること

津和野百景図や保存地区など街並みなど伝統や文化を伝え
続ける人の想いを感じる。

東京墨田 Syokunin route

【コンセプト】仕事の尊さを感じるツアー

江戸時代から続く職人の仕事にたいするひたむきさ、プライドを
実際に会いに行き、町をめぐることで感じる。

9,955円/1人(3h)

7,000円/1人(3h)

7,000円/1人(3h)



sokoiko! ツアー紹介

明日香村 The Beginning ASUKA

【コンセプト】日本誕生の物語と古代のロマンを巡る旅

8,000円/1人(3h) 

この国が「日本」と呼ばれはじめ、今日まで続く歴史の始まりを
感じながら明日を描く気持ちを掻き立てる。



sokoiko! ツアー紹介

東京千代田 Pioneer the way tour

【コンセプト】時代の道を開拓した東京の想いに触れる旅

7,000円/1人(3h) 

さまざまな出来事がおこる時代の流れの中で決断をしつづけてき
た近世日本の中心地東京千代田区で人生を動かす勇気を得る



Yu-na

新しい観光のはじまり



■初めに

津和野の魅力ってなんだろうを真剣に考えました

その思いからYu-naの構想は生まれました。

ここにあるのは
大切に守られてきた文化財
幾重にも重ねられてきた歴史
そしてそれらを大切に育んできたこの町の日常・風景

特別なコトとせず、自然に、豊かに、
かたちつくられてきた町の雰囲気。

この町のありのままの空気が魅力なんじゃないか。



■現状・課題

平均滞在時間…1日（約2時間）

平均消費額 …約1,000円

現状の観光導線
・バスツアーや定期観光列車（SL「やまぐち」号など）
・太皷谷稲成神社への参拝・写真撮影
・イベント・祭り参加（コロナからは中止も多い）

短時間・通過型の観光

・豊かな自然がある
・地域に伝わるエピソードがある
・ふとしたときに広がる景色がある
・静かで、心落ち着く時間がある

まだ、見せれていない津和野がある

文化と歴史をゆっくりと育んだ
『津和野だけ』の魅力を活かす



課題を解決していくために…

■滞在時間を延ばしていく

■広いエリアを楽しめるコトを創っていく

■従来にない流入・滞在スタイルを開拓していく

2時間の滞在▶ 2泊3日～の滞在周遊型観光へ

津和野駅周辺メイン▶津和野町全体にプランを造成

バスツアーなど▶個人・リピーターが訪れる



目指したい観光のスタイル

Yu-naが提案する「津和野観光の時間」

平均滞在日数…2泊3日

平均消費額…50,000円/1人

Tuwano Trip
Yu-na

周遊滞在型の観光

『本当の自分と旅をする』
【ブランドテーマ】



Yu-na ホームページ 本日OPEN！

・Yu-naの体験を紹介、販売
・新着情報、取り組み紹介
・Yu-naおすすめの観光記事 など

Yu-naの世界観を伝え、
訪れる導線づくり

Yu-naホームページ▶

https://yuna-tsuwano.jp/
https://yuna-tsuwano.jp/


本当の自分と旅をする
津和野・Yu-na



地域連携の観光ブランドづくり

人口7,000人の山間部の町「津和野町」かつて観光で栄えた町が時代の流れで現在は衰退傾向に…

津和野の魅力をリブランディング
し、地域と共にブランド化！



ⓒ2020 NTT DOCOMO, INC. All Rights Reserved.

スマートグラス「VUZIX M400」の導入と活用

事業計画書

株式会社NTTドコモ 中国支社



顧客像・顧客課題

広島観光を行う上で壁となる課題を持つ層を顧客像として設定

①観光・観光アクティビティ参加時の言語の壁がある
世界中様々な言語があり、コミュニケーションをとるうえで
「伝わるか」という不安は非常に大きな壁となる。

2017年観光庁調べでの訪日外国人が困ったことでは「現地スタッフとコミュニケーション

がとれないが最も多く(26.1%)、次いで表示が読めない、わからない(21.8%)。

②聴覚障がいによる壁がある
身体的な不安が原因で、旅行へ行きたいがバリアフリー
が整っているかや、コミュニケーションに対する不安が壁と
なり断念するケースがある。
2019年WHOデータでは聴覚障がい者は全世界に約4億6,000万人。

※様々な障がいの中で、聴覚障がいが最も旅行へ訪れる比率が高い。
(2017年ミライロリサーチより)

③距離移動による壁がある
遠方に住んでいるがゆえに旅行で訪れたいと考えても時間的
、経済的、身体的など様々な要因が壁となり機会を逸して
しまう場合がある。



提供価値・解決策 1-①多言語自動翻訳表示
■スマートグラスへの字幕表示サービス1 for 『言語の壁』

■利用者シーン（インバウンド観光客・聴覚障がい者）各種観光サービス・ガイドツアー等

観光ガイドや文化体験などの説明を字幕でリアルタイムで理解することができ、
これまで言葉の壁により体験できなかったコンテンツに参加できる。

スマートグラスに言語表示をすることで多様な言語に対して同時に対応することが可能。
翻訳を字幕で行うことでコミュニケーションにおいて重要な声色も阻害することなく表現でき
より円滑かつ満足度の高いシーンを生み出すことができる。

Hello! It is 
nice weather!

你好！这是
个好天气！

¡Hola! ¡Hace 
buen tiempo!

إنه طقس ! مرحبًا

رائع

こんにちは！
いい天気ですね
！

目の前に旅行者それぞれの母国語で翻訳字幕表
示



提供価値・解決策 1-②多言語自動翻訳表示
■スマートグラスへの字幕表示サービス2 for 『障がいの壁』

■利用者シーン（聴覚障がい者）各種観光サービス・ガイドツアー等
同行者に気を使うことなくコミュニケーションを必要とする様々なコンテンツを楽しむことができる。
グラスに自動表示することで面倒な操作も不要。

スマートグラスに言語表示をすることでガイドの案内や、そのほか様々なシーンで円滑に
コミュニケーションを行うことが可能。多くの聴覚障がい者が家族や友人と共に観光を楽しむ
ことが多く、同行者と同じサービスをストレスなく受けることができる。

広島のために沢山の医薬品を
届けてくれたんです！



提供価値・解決策 ③世界同時通信
■スマートグラス内蔵カメラでライブ通信観光 for 『距離の壁』

■利用者シーン（遠方在住者）ガイドツアー等
実際に旅行がしたくても様々な状況下でかなわない場合がある。例えば身体的な理由で外出
ができない、介護や学業、仕事など多忙で時間が空けられない、経済的な理由で渡航が難しい
など多岐にわたるが、オンラインでのライブ通信で臨場感ある観光を体験できる。

コロナ禍の中で急激に整備されたものの一つにオンライン、とりわけzoomによるコミュニケーション
がある。観光のシーンにおいてもzoomを使用したオンライン観光は広く普及している。
スマートグラスに内蔵されているカメラを使用し、実際に広島に訪れた観光客の家族や友人等
がグラスを装着したゲストと同じ目線でかつコミュニケーションをとりながら楽しむことで、距離の壁を
超えた観光が可能となる。

相互にライブでコミュニケーション
をとりながら観光を楽しむことで
様々な課題（壁）を超えて同じ
感動を家族、友人と共有することが
可能になる。



提供価値・解決策 ④将来像
■スマートグラスの貸し出し・サービス提供により裾野は広く

『壁』を持つ観光客スマートグラス

商業施設 宿泊・飲食 体験・観光地 公共施設等

スマートグラスを事業者が所有するのではなく貸し出しサービス等シェアリングをすることで
より多くの観光客がサービスを利用することができる。

■利用者シーン
観光客は訪問地で「買う」「食べる」「泊る」「遊ぶ」「移動する」他様々な動きをするため
地域各事業者への裨益効果が非常に高い。その全ての場所で本サービスの提供価値がある。



別記様式第１号別紙１
令和４年度観光プロダクト開発促進補助金 企画書

ヨバシリ
～夜走り・ナイトEVバイクツアー～

事業者名：株式会社mint

担当者名：石飛聡司

電話番号：090-4804-7477

E:mail ：sokoiko@mintinc.co.jp



R4年に広島市で新たにチャレンジするナイトツアー

夕暮れから夜の広島を巡る旅



観光商品造成のくみたて➀ 課題抽出

■何のために『観光商品』が必要なのかを確認
⇒目的意識が情熱を生み、困難があったときに乗り越えるガソリンになる。

⇒地域にある「課題」、商品が欲しい「理由」によってプロダクト内容が大きく変わる。

スタート時に目的意識を持つことで企画の柱が設定できる



観光商品造成のくみたて② 情報収集

■現状を知る・見る・わかる…感じることでアイデアが生まれる

⇒何かやろう！ではありきたりなモノになる可能性が高くなる。

⇒情報があることで実際にそのサービスを「誰に」、「いつ」、「どのように」のイメージ

無料で手軽に情報収集できる時代。あるものを活用しイメージ



観光商品造成のくみたて③ 仮説（ワクワク感を重視）

■課題を解決して地域が潤っているイメージを具現化

⇒連想ゲームのように「〇〇だから」「〇〇したら」「〇〇なる」と具現化していく。
⇒立てた仮説が実現したときに地域とゲスト双方が笑顔になるものかがキー
※仮説なのでネガティブイメージは捨てて120%ポジティブでがコツ。

sokoiko!の場合

課題…滞在時間が短い⇒宿泊が少なく観光地にしか人が行かない。

情報…平和公園・宮島にしか観光客は行ってない（用がない・知らない）
インバウンドの中でも欧米豪の層が圧倒的に多い
広島市に訪れる目的は平和都市であること。
交流や日常生活に対する関心が欧米豪は高い

・目的がないなら作ることはできないか

・交流が好きならばガイドをつけるのはどうか

・地元目線の平和関連観光をしてはどうか など

『仮説』
サイクリングで
ガイドしたら、
滞在時間伸びる



観光商品造成のくみたて④ 実現に向けての取組

■実現に向けての壁は当たり前にあることを知っておく。
⇒壁を「できない理由」と捉えるか、「クリアすれば出来る」と考えるか
⇒壁を乗り越えるのは資本でも知識でも経験でもなく『想い』（本気です）



観光商品造成のくみたて⑤ PDCAの実践

■スタート時のできは80%くらいがちょうどいい
⇒完璧に仕上げたつもりでも机上の空論と実際のサービスには大きな開き
⇒完璧を求めるあまりスタートせず企画倒れになりがち。もったいない。
※常にアップデートすることが重要。観光商品はゲストとつくる！

sokoiko!の場合

Plan …サイクリングでローカルなエリアをガイドが案内する。
Do …サイト掲載、ガイド整備、自転車確保、集客スタート
Check…集客弱い、レビューなし
Action…ツアー内容見直し必要、掲載サイト検討

Plan …ツアーに広島らしさを導入、掲載サイトを海外向けに
Do …ピースツアー（原型）開発、TripAdvisor登録、OTA掲載
Check…やや反応あり、前年比200%、採算ベースには遠い
Action…価格の見直し、レビュー獲得の必要性、ガイド再整備

サービスは常にアップデートが必要。常に課題感と解決を！

1年目

2年目



観光商品造成のポイント プロダクトの整理

■作成する（した）商品がどのようなものなのかを整理

⇒組み立てた情報を整理するとともに仲間集め、販売へとつなげる。



■概要

三原市内
武家ゆかりの地で喰らう「毛利食」
samurai gozen＆cooking

【コンセプト】猛りの中にも繊細な和の心・戦国を食で感じる

7,000円/1人(仮)・3時間

■point(独自性)

■ハイライト

サービスの流れ（集合・体験・解散まで） 運営詳細

約500年前に戦国武将毛利元就によって振舞われ「毛利食」を、
そのルーツを知る三原にてかつての方法・味付けで調理＆食事。
「食」を媒体に5感で500年前の世界へタイムスリップします。

毛利のルーツを組む三原の地で味わう本物の「毛利食」
広島を育んできたかつてと変わらない瀬戸内のロケーション

・現在のように豊富な物資がない、500年前の味付け方法の
美味しさ、繊細さを体感。
・衣装、調理場所、調理方法など500年前を再現してトリップ。

集合：10時三原駅集合
案内：三原城にて毛利と三原のルーツを案内

街並みを通りながらかつての暮らしを説明
瀬戸内と広島・三原、食との関係を説明
三原の特徴・寺の役割（学び等）を説明

体験：11時～（〇〇寺）
調理体験⇒景色選び食事

解散：13時半 三原駅解散
※イメージ

運営主体：
※毛利食の内容は広島県立大学監修
開催場所：三原市内・〇〇寺
対応言語：日本語・英語
交通アクセス：JR広島駅より新幹線又は特急（乗り換えなし）
持参物：特になし
支払い方法：現金またはクレジット（事前決済OTA掲載あり）
キャンセルポリシー：検討中
問い合わせ先：検討中



観光商品造成のポイント タスクの整理

■やるべきことを洗い出し！
⇒タスクの見える化でチームの情報共有・明確化をして実現へ繋げる

タスクの内容 タスクの意味 期限 memo

販売先3件確保 月集客50人 1/31

英語ガイド候補確保 春から英語対応開始 2/29 確保でき次第育成開始



観光商品造成のポイント スケジューリング

■チームで把握できるガントチャートが有効
⇒スケジュールを視覚化して全体像を把握
⇒タスクごとに担当を割り振るなどで効率化するなど工夫できる



観光商品造成のポイント チームビルディング

■出来ないことはチームでカバー・ビジョンが生み出す連携
⇒観光の魅力として「地域の活性化」がある（裾野が広い・各所に利益）
⇒行政・民間事業者・自治体などの連携によるチーム化

sokoiko!の場合

■運営者…株式会社mint
〇sokoiko!チーム
・sokoiko!ガイド…地元の主婦、学生、フリーランスガイド
・ガイド育成 …株式会社MMGインターナショナル（英語イベント）
・ガイドリクルート … 〃
・販売・ゲスト対応…株式会社地域ブランディング研究所（OTA運営）
・拠点・販売窓口…平和公園レストハウス（中国新聞旅行株式会社）
■連携行政（情報ソース・連携先情報提供など）
・広島県観光連盟
・広島観光コンベンションビューロー
・広島市観光課
など



sokoiko! コンテンツのストーリー化 そもそもストーリーとは、、

sokoiko!が考えるストーリーの定義：
地域の成り立ちや文化形成に至る『独自のバックボーン』

■歴史的背景

■文化的背景

■伝聞で伝わる地元エピソード

もともとどういう街で、どのような人々が住ん
でいて、どんなことが起こってきたのか 等

立地、気候、歴史からどのような文化が発展
し、それが現在に続いているものは何か 等

実は〇〇だった、や地元に住む人が感じるこ
と、おばあちゃんが教えてくれたコト 等



【ターゲット設定】
お客さんの顔を具体的にイメージ！！どんな人が喜んでくれるか考える！

Sightseeing Tourist Educated Traveller

Resort Vacationer

Wander Backpacker Special Interested Hunter

VFR Meeter

・有名観光地を巡る一般的旅行者
・新興国に大く色々な国に行きたい

・異文化に興味あり、旅慣れた知的旅行者
・旅行市場が成熟した欧米に多い
・中長期滞在、異文化交流好き

・海山川などリゾートを目指す
・いわゆるバケーション旅行者
・各国大都市圏に多い層

・世界中を放浪するバックパッカー
・滞在期間長くその土地のコアな情報を好む
・情報発信力が強い

・特定の趣味を旅の主目的とする。
・スポーツツーリズムなど
・探求心や制覇欲求の強い層

・親戚や友人等の訪問目的
・SNSなど通じて繋がりが強く
近年注目されてる

■どんなタイプの人なのか

■どのくらいの所得層なのか

■どのくらい日本にいるのか

→サービス内容に反映

→価格に反映

→提供時間に反映

細かくイメージすることで実現可
能性が飛躍的に高まります！！



【販路の開拓】
商品を棚にのせよう！！あらゆるツールをフル活用！！

種類 コスト リーチ ターゲット ハードル 集客効果 重要度

WEBサイト
(オウンドメディア)

フライヤー/
リーフレット

OTA
(Online Travel Agent)

ランドオペレー
ター

旅行会社

約0円～40万
（内容による）

約1万～20万
（内容による）

手数料
10%～20%
管理会社により
初期コストあり

手数料
10%～20%

手数料
10%～20%

世界中

近隣

世界中
※OTAにより
強み弱みあり

ランオペ提携先
※強み弱みあり

旅行会社提携先
※強み弱みあり

個人旅行者
旅行会社
協力会社

個人旅行者
旅行会社
協力会社

個人旅行者

個人旅行者
団体旅行者

個人旅行者
団体旅行者

低い

低い

中程度

高い

高い

〇

△

◎

〇

△

◎

〇

◎

△

△

SNS
(FB,Insta,TripAdvisor)

0円
広告は課金あり

FB：近親者
TA :世界中

個人旅行者
協力会社

低い ◎ ◎→◎
→〇

→〇

→〇

→〇

→◎



販促方法・広報活動
OTAの活用・レビュー獲得・HPへの導線

Trip Advisorなどのメジャーなメディア活用・外部OTA運営会社との連携

直近では旅中のゲストが増加傾向
宿泊施設との連携で訪問満足度UP!

宿泊施設

旅前

旅中
旅後
～

旅前へ



sokoiko! ツアー紹介

広島市 PEACE TOUR

【コンセプト】広島の戦前・戦中そして戦後復興を巡る旅

7,000円/1人(3h)

表面の知識だけではなくその裏側にあるエピソードを地元の目線
で「語り」「共感」することで『感動』を生む。







sokoiko! PEACE TOURの場合
第一章 戦前・町の成り立ち
『広島』という町はどんな街で、何が特徴で、どうやって発展したき
たのか



sokoiko! PEACE TOURの場合
第一章 戦前・町の成り立ち
『広島』という町はどんな街で、何が特徴で、どうやって発展したき
たのか



sokoiko! PEACE TOURの場合
第一章 戦前・町の成り立ち
『広島』という町はどんな街で、何が特徴で、どうやって発展したき
たのか



sokoiko! PEACE TOURの場合
第一章から第二章へのつなぎ
ディープな内容でもライトな内容でも、『観光』に来ていることを忘
れない



sokoiko! PEACE TOURの場合
第二章 戦中・ありのままの事実
この街にその日どんな人が住んでいて、そして何が起こったのか





sokoiko! PEACE TOURの場合
第三章 戦後・復興への道 今日までへの歩み
地元の人だから知っているエピソード、現場でこそ感じるリアルな体
験



sokoiko! PEACE TOURの場合
第三章 戦後・復興への道 今日までへの歩み
地元の人だから知っているエピソード、現場でこそ感じるリアルな体
験



sokoiko! PEACE TOURの場合
ハイライト ゲストとガイドが共有した時間を振り返る
締めの時間がツアー全体をより印象付ける



sokoiko! コンテンツのストーリー化 要素を繋げ物語をつくる

地域を形成してきたポイントを結び、繋げ、仕立てる

起承転結をイメージした『1本の映画を見るようなツアー』へ

テンション

【第一章】 【第二章】 【第三章】【イントロ】 【ハイライト】

導入
楽しい雰囲気
自転車の楽しみ
景色

歴史的好奇心
地元感
観光スポット
第二章への導入

史実
起こった現実を
伝える
第三章への導入

復興の歩み
地元のエピソード
未来への希望
ハイライトへ

私たちが想うコト
皆さんへ伝えた
いコト

ストーリーテラーたるガイドの育成も同時に必要



■ファンが生みだす好循環

トラベルライフサイクル

Dream Consider Activate Travel ShareActivate

福井を旅先と
して認知する

具体的な旅先の
検討に入る

旅行を計画し、宿
などの手配を行う

実際に福井を
旅する

SNSなどで共有する
レビューを書く

旅行者が旅をするときの心理サイクル
⇒ALL 福井での取り組みで福井の「ファン」を増やしていく

Step① 福井を知ってもらう
Step② 日本全国たくさんの場所の中から福井を選んでもらう
Step③ 宿泊・飲食・交通・体験など気軽に手配できる仕組み
Step④ 福井を訪れた旅行者がその魅力に感激
Step⑤ その感動を知人友人、様々なところへ伝えてくれる

実現させるために「みんな」で取り組む観光



顧客は？市場は？

■顧客は誰？

3.3億

1,718

潜在的な訪日観光客数
(2021年JNTO調べ)

全国の市町村数

基本の顧客と発展的な顧客の2軸



HIROSHIMA LIVING LAB ②

■提供しているサービスとその価値は？

100

1%

参考レビュー数

体験者の評価

基本の顧客と発展的な顧客の2軸

月
/



収益と経済効果

■売上/利益はおいくら？

5,000円

5,000,000円

sokoiko!ツアーの
ボリュームゾーン

1,000人参加だと

自社利益と波及効果をイメージ

⇒1.4億
来広インバウンド観光客の
0.1%シェアでの経済効果

⇒・・・・・
複合的に事業を繋ぐことが
できるのも観光の魅力



メンバーシップ

■なしえるためのリソースは？

4名

+100

役員・社員

連携会社・メンバーなど

ココロザシと効率のバランス

仲間

自社



常に福井の魅力を伝え続ける観光の成長を担う

■現在の具体的な課題

次のステージへの発展

売る
繋ぐ
高める



観光地の概念をなくし地域を
観光することが当たり前の世界の実現

■『ここにしかない』を企画を通じて商品化

①『ここ』に来る理由がないと人が訪問する選択肢に入らないことを理解する。
②『ここ』にしかないものは何なのかの洗い出し
③『ここ』にしかないものを活かすロケーションやツールは何か
【5W2H What/ When / Who / Where / Whose / How / How much 】

■考えるだけでは× 実際にStartさせる!!
①商品が決まったらまずは販売をスタートさせる！
②スタート後PDCAを回してブラッシュアップさせていく！

これまでのノウハウや経験より
「アイデア」や「行動」が光る時代に！



世界中の人と遊ぶことができる時間



旅の力を信じて

ガイドブックに

載ってない旅へ!!

ガイドブックに

載ってない旅へ!!

旅の力を信じて


