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1-① 課題抽出の方法とヒアリングを行った地域の基礎情報

4
1)人口は2019年、外国人宿泊者数は2018年の数値、カッコ内は2015年から2019年にかけての人口増減率
2)八幡平市は市の商工観光課とDMOにのみヒアリングを実施
出所：国勢調査、宿泊旅行統計調査

釧路市

人口 168,974人(-3.3%)
外国人宿泊者数 120,511人
面積 1362.9㎢
観光資源例

• 阿寒湖温泉街
• 釧路湿原
• 釧路市丹頂鶴自然公園

盛岡市

人口 293,138人(-1.5%)
外国人宿泊者数 50,416人
面積 886.5㎢
観光資源例

• 盛岡城跡公園
• 盛岡手づくり村
• 小岩井農場

八幡平市2)

人口 24,564人（-6.8%）
外国人数 75,343人
面積 862.3㎢
観光資源例

• 安比高原
• 八幡平山頂遊歩道

高知市

人口 329,425人(-2.3%)
外国人宿泊者数 31,483人
面積 309.0㎢
観光資源例

• 高知城
• 牧野植物園
• 桂浜

長崎市

人口 412,643人(-4.0%)
外国人宿泊者数 169,041人
面積 405.9㎢
観光資源例

• 長崎原爆資料館
• 軍艦島
• 大浦天主堂

課題抽出
の方法

• 地域的なばらつきや観光資源の違いを踏まえ、可能な限り多様な課題がヒア
リングできるよう対象地域を下図の4地域に決定

• 各地域に関係する自治体（県庁、市役所、観光協会など）や、観光客に接する
機会の多い事業者（交通、宿泊、観光、小売、飲食）に各地域でヒアリングを
実施



1-② 地方観光現場における課題分析結果のサマリー
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４地域における観光事業者へのヒアリング調査などの結果、下記のようなインバウン
ド対応に関する傾向・課題が確認された

• 全般的に、インバウンドによる訪日外国人旅行者数は以前より増えているが、観光客全体
に占める割合はまだ少ない、あるいは特定の時期・場所に偏っているという状態と認識さ
れている。

• その結果、各地域でのインバウンド受入環境対応やICTサービス等の導入状況は、一部の事
業者や行政組織で積極的な取り組みが見られるものの、関係者間で取組度合いにかなりの
ばらつきが見られ、“対応途上”の感がある。

• 具体的には、インバウンド対応は関係者によりおおよそ下記の3段階に分類されると見られ、
これに対しどう働きかけて全体として底上げしていくか、が今後検討される必要があると
考えられる。

– 段階1: ほとんどインバウンド対応を実施できていない

– 段階2:インバウンド対応を実施したが、一部の対応に留まる／継続・更新が出来てい
ない

– 段階3: インバウンド対応を実施し継続・更新しているが、更なる対応を目指している

• また、インバウンド対応の内容という面では、異なる地域の間でも比較的共通した課題が
いくつか見て取れ、特に「決済・通信環境の整備」「タビマエ情報の発信・予約対応」の
ほか、「ナイトコンテンツ創生」等が確認された。



1-③ 抽出された課題のカテゴリー
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地方観光地におけるインバウンド受入れ環境対応に関する課題は、以下のカテゴリー
でほぼ整理できる

訪日外国人向けのコンテンツ整備

ナイトコンテンツ創生

体験型コンテンツ創生

季節性の繁閑差解消

タビマエ情報の発信・予約対応

HPでの発信

SNS・他社メディアでの発信

予約・問い合わせ対応

現地での多言語対応
多言語対応(表示等)

多言語対応(コミュニケーション)

決済・通信環境の整備
決済

通信

その他
多様な宗教・生活習慣への対応

その他



訪日外国人
向けのコン
テンツ整備

ナイトコン
テンツ創生

• 周遊型観光客に宿泊してもらう
ためには、行政主導での新規
コンテンツ整備が必要

体験型コン
テンツ創生

• VRやARなどを活用した、博物
館や資料館での体験コンテンツ
の提供提供

季節性の

繁閑差解消

• 閑散期の集客に対する他事業者
と連携しての対応

タビマエ情
報の発信・
予約対応

HPでの

発信

• 多言語HPの更新ができていない

• 専用アプリがあるもののDL数が
伸びていない

SNS・他社
メディアで
の発信

• インフルエンサー等の招聘によ
る発信は行っているものの、
SNSを活用した発信ができてい
ない

予約・問い
合わせ対応

• FITの増加により電話やメール
での問い合わせ件数も増加

• 対面での会話以上に課題となっ
ている

現地での多
言語対応

多言語対応
(表示等)

• 限られたスペースでの対応

• 定期更新が容易なシステム

多言語対応
(コミュニ
ケーション)

• 英語対応可能な限られたスタッ
フの配置を工夫しての対応

決済・通信
環境の整備

決済

• クレジットやQR決済の手数料
負担が導入・運用のハードルと
なっている

通信

• 導入したものの使用可能なエリ
アが限定的

• 通信強度が保たれていない

その他

多様な宗教
・生活習慣
への対応

• 団体客のマナーに対する啓蒙

• ムスリム・ヴィーガンなど食事
への配慮

その他

• 特に交通事業者でドライバーの
高齢化と人手不足

• 二次交通の整備不足

• 大きな荷物を持つFIT旅行者へ
の対応

7

ヒアリングによって得られた課題は大きく下記のように分類される



1-④ 地方観光現場における課題マップ
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自治体 交通 宿泊 観光 小売 飲食

訪日外国人
向けのコン
テンツ整備

ナイトコン
テンツ創生

• 市街地で夜に楽し
めるコンテンツの
整備

• 夜まで滞在したく
なる仕掛け作りが
必要

• 夜に楽しめるコン
テンツが不足

• 土日に営業してい
る居酒屋が少ない

• 特産品を活用した
コンテンツの不足

体験型コン
テンツ創生

• VRやARを活用し
たコンテンツの具
体案がない

• アクティビティと
ホテルをセットに
した滞在型コン
テンツが必要

• 博物館でのVR等
を活用した見るだ
けでなく体験

季節性の繁
閑差解消

• 紅葉シーズンと雪
シーズンである
11月のコンテン
ツを充実させたい

• 観光客数の繁閑差
があるため貸し切
りバス用の人員確
保が負担

• 冬季の客室稼働率
を上げられる周辺
の新規コンテンツ
が必要

• 通年での人材確保
ができず、繁忙期
に対応しきれてい
ない

• 小売事業者だけで
は閑散期の売上を
伸ばすたコンテン
ツ創生は困難

• 冬季は夏限定の施
設を設置・撤去し
ている

タビマエ情
報の発信・
予約対応

HPでの
発信

• 多言語発信の翻訳
AIの精度が低い

• 専用アプリの利用
者が少ない

• 英語HPを観光客
が閲覧、参考にし
ていない

• 多言語HPが閲覧
されていない

• 定期的な更新が必
要な特設展は翻訳
コストがネック

• 多言語での更新が
可能なスタッフが
おらず最新の情報
が未反映

• 多言語での更新が
可能なスタッフが
おらず最新の情報
が未反映

SNS・他社
メディアで
の発信

• 海外のブロガーや
インフルエンサー
の効果測定が困難

• Google Mapsで
の検索に観光バス
が反映されていな
い

• 海外用OTAサイト
に宿泊形式が正確
に反映されない

• ブロガーの効果測
定が困難

• 多言語でのSNS運
用をできる人材の
不足

• 多言語でのSNS運
用をできる人材の
不足

予約・問い
合わせ対応

• 英語での電話予約
や問い合わせが受
けられず予約を
断っている

• OTA経由での予約
後の電話問い合わ
せが増加し

• FITからの電話問
い合わせが増加

• 電話での問い合わ
せに対応できるス
タッフの不足

課
題
カ
テ
ゴ
リ

事業者タイプ

各カテゴリーにおける事業者毎の課題認識
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自治体 交通 宿泊 観光 小売 飲食

現地での多
言語対応

多言語対応
(表示等)

• 地域間での多言語
資料の共有h測

• 地域の案内アプリ
の利用率が低い

• 車内の電光掲示板
のスペース不足

• 朝食メニュー用意
が困難

• 特設展の翻訳コス
トが高い

• 多言語表示できる
スペースが不足

• 多言語表示できる
スペースが不足

• 多言語パンフレッ
トのストック不足

• 多言語表示できる
スペースが不足

多言語対応
(コミュニ
ケーション)

• 病院へ通訳の同行
が必要

• 問い合わせが案内
所に集中

• 料金体系の説明不
足でトラブルが発
生

• FITの増加により
フロントでの質問
対応が増加

• 多言語対応ができ
るガイドが不足

• 商品の説明に対応
できない

• 団体客にアプリを
使う時間がない

• 食品の説明に対応
できない

• 繁忙時はアプリを
使う時間がない

決済・通信
環境の整備

決済

• 小規模事業者には
決済手数料が
キャッシュレス導
入のハードル

• 空港からのバスが
現金対応のみ

• 多様なQR決済へ
の対応

• OTAへの決済手数
料が負担

• 多様なQR決済へ
の対応

• 稀にキャッシュレ
ス決済できない

• 少額の入場料の対
応の必要性が不明

• 多様なQR決済へ
の対応

• 団体客に免税対応
をする余裕がない

• キャッシュレスの
回収サイト差

• 手数料が導入の
ハードル

通信

• 駅周辺にSimカー
ドの販売所がない

• Wi-Fiからの情報
取得・活用

• 車内ではWi-Fiを
使用できない

• 大勢の人が同時に
利用すると接続が
切れてしまう

• 施設全域でのWi-
Fi対応が難しい

• クルーズ客が団体
で訪れるとWi-Fi
が使えなくなる

その他

多様な宗教
・生活習慣
への対応

• ゴミ捨てなどのマ
ナーが悪い観光客
に対する苦情

• バスツアーの集合
時間に戻らない人
が多い

• 欧米人の1人1部
屋利用による部屋
の不足

• 日本史の知識不足
により博物館内の
資料の魅力が伝
わっていない

• ムスリムやヴィー
ガンに対応できる
飲食店が少ない

その他

• 二次交通が不足
• 気候の変化により、

屋外イベントが継
続できない

• スーツケースを
持っ方の乗車

• ドライバーの高齢
化、人手不足

• 外国人スタッフの
定着率が低い

• 室内での香水の多
量使用

• 外国人が加入可能
な保険がない

• レンタカー用の駐
車場不足

• 外国人観光客に刺
さる商品が分から
ない

各カテゴリーにおける事業者毎の課題認識

課
題
カ
テ
ゴ
リ

事業者タイプ



2-① 各課題カテゴリーに対応するインバウンドベンチャーリスト

観光事業者の課題カテゴリ 対応するサービスを提供可能なインバウンド企業（50音順）

訪日外国人向けの
コンテンツ整備

ナイトコンテンツ
創生

エクスペリサス オマツリジャパン シェアウィング
バリューマネジ
メント

food field creative 和空

体験型コンテンツ
創生

エクスペリサス シェアウィング True Japan Tour 和空

季節による繁閑差
の解消

otomo

タビマエ情報の発
信・予約対応

HPでの発信
Wovn 
Technologies

パロニム PIJIN ブリックス

SNS・メディア
での発信

アソビュー atta エクスペリサス
ジギョナリーカン
パニー

TakeMe Tokyo CREATIVE food field creative Payke

MATCHA ランドリーム 和空 WAmazing

予約・問い合わせ
対応

アソビュー atta TakeMe トラベリエンス

ブリックス ランゲージワン 和空 WAmazing

各課題カテゴリにおける課題の詳細とそれらに対応するサービスを提供可能な
インバウンドベンチャー（1/2）
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観光事業者の課題カテゴリ 対応するサービスを提供可能なインバウンド企業

現地での
多言語対応

多言語対応
（表示等）

アクアビットスパ
イラルズ

Wovn 
Technologies

ecbo Kotozna

ジギョナリーカン
パニー

TakeMe hi japan パロニム

PIJIN Payke

多言語対応
（コミュニケー
ション）

otomo True Japan Tour トラベリエンス ブリックス

ランゲージワン

決済・通信環境の
整備

決済
アクアビットスパ
イラルズ

コイニー TakeMe WAmazing 

通信 Kpnetworks TakeMe hi japan
ワイヤ・アンド・
ワイヤレス

その他 ecbo ナイトレイ
未来型漫画 Future 
Trip株式会社

11

各課題カテゴリにおける課題の詳細とそれらに対応するサービスを提供可能な
インバウンドベンチャー（2/2）



2-② 各インバウンドベンチャーの提供するサービス一覧

企業名
対応
課題

事業内容 本社所在地 連絡先 HP

株式会社アクア
ビットスパイラ
ルズ

アプリ不要・バッテリー不要の多言語情報
配信＆Apple Pay・Google Payに対応した
端末不要のモバイル決済「スマートプレー
ト」の提供

〒108-0074
東京都港区高輪2-16-5 東武
高輪第2ビル2F

代表メール
biz@spirals.co.jp

https://spirals.
co.jp/ja/

アソビュー株式
会社

レジャー・遊び・体験スポットを検索・予
約できる、日本最大級のレジャー総合情報
サイト「アソビュー！」の提供

〒150-0001
東京都渋谷区神宮前2丁目7-
7 JIKビル3階

代表メール
info@asoview.co.jp

https://www.a
soview.co.jp/

株式会社atta

世界中の宿泊施設や航空券を検索でき、AI
が現時点の最安値が今後もっとお得になる
確率を提示、安くなったらスマホにお知ら
せが届くattaの提供

〒116-0013
東京都荒川区西日暮里5-6-
10

代表取締役社長 春山佳久
contact@atta.ai
電話：03-4500-2185

https://atta.ai/

WovnTechnolo
gies株式会社

WEBサイト・アプリの多言語化サービス
「WOVN.io」を提供し、お客様の多言語
対応をトータルサポート

〒108-0073
東京都港区三田4丁目1番27
号FBR三田ビル8F

問い合わせフォーム
https://wovn.io/ja/contact

https://wovn.i
o/ja/

エクスペリサス
株式会社

富裕層インバウンド向けの体験商品の企
画・運営・コンサルティング・販促プロ
モーション支援

〒150-0002
東京都渋谷区渋谷1-12-8 
ILA渋谷美竹ビル

代表メール
info@xperisus.com
電話：03-4405-5456

https://jp.xper
isus.net/

ecbo株式会社

「荷物を預けたい人」と「荷物を預かるス
ペースを持つお店」をつなぐ荷物預かり
シェアリングサービス「ecbo cloak（エク
ボクローク ）」の提供

〒150-0011
東京都渋谷区東3-24-2
恵比寿STビル3F

広報部
pr@ecbo.io

https://cloak.e
cbo.io/

各インバウンドベンチャーの提供サービスと企業情報（1/6）※ 50音順
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多言語

その他

情報発信

情報発信

情報発信

多言語

決済

情報発信

コンテンツ
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企業名
対応
課題

事業内容 本社所在地 連絡先 HP

otomo株式会社

訪日客向けにガイド付きプライベートツ
アーを提供。主に英・中・韓の3言語に対
応、全国15都道府県で約千名の外国語人材
が登録

〒113-0033
東京都文京区本郷3-13-3 三
富ビル3階

代表メール
contact@otomo-travel.com
電話：03-6876-6003

https://otomo
-inc.com/

株式会社オマツ
リジャパン

お祭りをテーマにした地域観光をプロモー
ションする自社メディア「オマツリジャ
パン」への掲載、お祭りを活用した体験型
コンテンツの企画・支援

〒169-0075
東京都新宿区高田馬場3-12-
2 高田馬場OCビル B2F

代表メール
info@omatsurijapan.com

https://omats
urijapan.com/

Kpnetworks株
式会社

スマートフォン、パソコン等の多台数の端
末を安定的に同時接続できるWi-Fi環境、
屋内外での広範囲ネットワーク環境の提供

〒300-2635
茨城県つくば市東光台5-9-5
B1

代表取締役社長 山田祐輝
noex@noex-inc.co.jp

https://www.k
pnetworks.jp/

コイニー株式会
社

お店のキャッシュレスサービス
「Coiney(コイニー)」を提供。Coineyひ
とつで、クレカ・電子マネー・QRコード
決済の対応が可能

〒150-0011
東京都渋谷区東3丁目16番3
号 エフ・ニッセイ恵比寿ビ
ル4階

セールスチーム
salesteam@coiney.com
問合せフォーム
https://coiney.com/contact/

https://coiney.
com

Kotozna株式会
社

アプリのダウンロードの必要なく、自分の
スマホで、自分の言葉で、様々な情報を受
け取る事ができる104言語の言語翻訳
チャットサービスの提供

〒107-0051
東京都港区元赤坂1-7-20 
KIZUNA WEST 1F

セールスプロモーション 白木
saki@kotozna.com
代表メール info@kotozna.com

http://kotozna
.com/

株式会社シェア
ウィング

「お寺ステイ」ブランドによる寺社仏閣を
通しての体験事業（宿坊の開業支援、運営、
体験コンテンツの企画等）

〒102-0093
東京都千代田区平河町2-5-3 
Nagatacho GRID 5F 
midori.so

連絡先：sales@oterastay.com
https://oterast
ay.com/
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コンテンツ

コンテンツ

多言語

決済

通信

多言語

コンテンツ
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企業名
対応
課題

事業内容 本社所在地 連絡先 HP

ジギョナリー
カンパニー株式
会社

行きたい”が見つかる、ロケーションサー
ビス「MachiTag」。ハッシュタグと位置
情報を使って、「近いところから」スポッ
ト表示

〒150-0001
東京都渋谷区神宮前2-18-21

代表取締役 市川 航介
ichikawa@jigyonary.com
電話：080-4208-8567

http://www.jig
yonary.com/

TakeMe株式会
社

海外大手メディアでの事前予約サービスと
世界85カ国の訪日外国人による利用実績が
あるインバウンド対応決済ゲートウェイ
TakeMe Payの提供

〒100-0013
東京都千代田区霞が関３−３
−２ 新霞ヶ関ビルディング
1801C号室

代表メール
info@takeme.com

https://corp.ta
keme.com/

TokyoCREATIV
E株式会社

日本在住の英語話者YouTuberの影響力
(フォロワー数1700万人以上)を活用し、
地方へのインバウンド集客プロモーション
サービスを提供

〒150-0031
東京都渋谷区桜丘町4-17 
PORTAL Apartment & Art 
POINT 306

事業開発部 中川、中野、八久保
tomohiro@tokyocreative.jp
代表メール info@tokyocreative.jp
問い合わせフォーム
https://www.tokyocreative.jp/ja/contact

https://www.t
okyocreative.c
om/

True Japan 
Tour株式会社

最前線で活躍する通訳案内士の知見を活用
したインバウンドセミナー・語学指導講座
の企画運営、メニュー等の多言語化、日本
文化体験のメニュー開発支援

〒105-0011
東京都港区芝公園3-5-8 機
械振興会館 本館B109

総務企画部総務課 岸 蘭丸
truejapan@ijcee.com

https://truejap
antours.com/

株式会社トラベ
リエンス

訪日外国人と通訳ガイドのマッチングサイ
ト「トリプルライツ」および通訳ガイド育
成Eラーニング「通訳ガイドアカデミア」
の運営

〒111-0053
東京都台東区浅草橋2-29-11
マルケービル8F

代表取締役社長 橋本 直明
naoaki.hashimoto@travelience.co
m

https://tripleli
ghts.com/

株式会社ナイト
レイ

訪日外国人の動向分析と施策選定をサポー
トする「inbound insight」およびオー
プンデータの検索・課題発見・資料化サー
ビス「LOCAL INSIGHT」の提供

〒150-0036
東京都渋谷区南平台町15-11
南平台野坂ビル 4F

データコンサルティング部
sales@nightley.jp
問い合わせフォーム
https://nightley.jp/contact/

https://nightle
y.jp/
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情報発信

多言語

多言語

その他

情報発信

情報発信

多言語

コンテンツ

情報発信

多言語

決済

通信
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企業名
対応
課題

事業内容 本社所在地 連絡先 HP

hi japan株式会
社

無料の通話・インターネット・多言語対応
を備えた宿泊施設客室備え付けのゲスト用
無料レンタルスマートフォン「handy」の
提供

〒106-0031
東京都港区西麻布3-2-1 北
辰ビル 5階

マーケティング部 岩田 塁
rui.iwata@hi.com

https://www.h
andy-
japan.com/

バリューマネジ
メント株式会社

「日本文化を紡ぐ」をテーマに、文化財な
どの歴史的建造物やまち並みを宿泊施設・
レストラン・結婚式場などへと利活用する
事業の展開

〒530-0011
大阪府大阪市北区大深町4-
20 グランフロント大阪タ
ワーA17F

代表メール
info@vmc.co.jp
担当者：木村、柳澤

https://www.v
mc.co.jp/

パロニム株式会
社

動画内に存在する『知りたいモノ・コト』
に直感的にタッチするだけで、より詳細な
情報へと誘導する、動画拡張テクノロジー
『TIG/ティグ』の提供

〒108-0073
東京都港区三田 1-1-15 三
田ソネットビル6F

代表メール
contact@paroym.jp

https://www.p
aronym.jp/use
case/179/

株式会社PIJIN

観光地の看板や物産品のパッケージにQR
コードを付けるだけで簡単に多言語化（39
言語対応）を可能にした「QR 
Translator」を提供

〒103-0022
東京都中央区日本橋室町1-
6-3 山本ビル別館８Ｆ

東京本社：03-4531-9690
大阪支社：06-7166-2820
メール：inquiry@qrtranslator.com
HPからのお問合せ：
https://jp.qrtranslator.com/contact/

https://qrtrans
lator.com

food field 
creative

観光フードビジネスの課題解決を支援。少
人数でも効率的に作れる設備を使ったホテ
ル・旅館の特産物メニュー開発や、集客
PR・情報発信をサポート

〒336-0931
埼玉県さいたま市緑区原山
3−8−10

代表 石川史子
info@food-creative.com
問い合わせフォーム
https://ffcnippon.com/contact/

https://ffcnipp
on.com/

株式会社ブリッ
クス

買い物・道案内から災害・緊急時まで訪日
旅行者が困るであろうすべての場面におけ
る、24時間・365日稼働の通訳センターに
よる多言語サービスの提供

〒160-0022
東京都新宿区新宿4-3-17
FORECAST新宿SOUTH 4F

グローバルソリューション部 針谷、
高谷
sss_brx@bricks-corp.com

http://www.br
icks-corp.com/

各インバウンドベンチャーの提供サービスと企業情報（4/6）※ 50音順
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コンテンツ

情報発信

情報発信

多言語

多言語

通信

多言語

コンテンツ

情報発信

情報発信

多言語
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企業名
対応
課題

事業内容 本社所在地 連絡先 HP

株式会社Payke

店頭での商品情報多言語化サポートアプリ
「Payke」、商品・観光地の訪日外国人向
けプロモーションおよび訪日外国人の消費
動向データの提供

〒904-0115
沖縄県北谷町美浜1-2-15

事業戦略室 杉山元紀 s.genki@payke.co.jp
代表メール payke-marketing@payke.co.jp
問い合わせフォーム
https://payke.co.jp/contact

https://payke.
co.jp/

株式会社
MATCHA

日本を訪れる外国人が、より楽しく・より
便利に旅ができるよう、徹底した「外国人
目線」にこだわった訪日観光メディア
「MATCHA」を運営

〒111-0034
東京都台東区雷門1丁目4-4 
ネクストサイト浅草ビル 5F

インバウンド戦略部 植松宏真
uematsu@matcha-jp.com
代表メール sales@matcha-jp.com

https://match
a-jp.com/jp/

未来型漫画
Future Trip
株式会社

漫画やアニメによるインバウンド向けの販
促ツールやマナー啓発、外国人就労者向け
のマニュアル等のコミックマーケティング
ツールの提供

〒135-0062
東京都江東区東雲 2-7-1-
3204

代表メール
future@yukipon0725.com

https://yukipo
n0725.com/

ランゲージワン
株式会社

外国人と事業者の間に立った電話通訳・ビ
デオ通訳サービス、タブレットにインス
トール可能なAI翻訳サービスおよび民泊事
業等の多言語問合窓口

〒151-0073
東京都渋谷区笹塚2-1-6 笹
塚センタービル5F

お問合せフォーム：
https://www.languageone.qac.jp/cont
act/
代表メール：info@languageone.qac.jp
電話：03-6301-1001

https://www.l
anguageone.q
ac.jp/

株式会社ランド
リーム

インバウンド戦略づくり、チャネル診断、
中華圏メディア運用。インバウンドコンサ
ルティング及びマーケティング全般、プロ
モーションデザイン

〒141-0033
東京都品川区西品川1丁目1-
1住友不動産大崎ガーデンタ
ワー９Fトンネル東京

担当：山田
yamada@landream.co.jp

https://landre
am.co.jp/

株式会社ワイ
ヤ・アンド・ワ
イヤレス

全国各地で数多くの導入実績を持つWi-Fi
のプロによる、お客様の目的・予算・規模
に合わせたFree Wi-Fiサービスの提供

〒104-0061
東京都中央区銀座6丁目2番1
号Daiwa銀座ビル4F

営業本部 川名、大澤、林
sales@wi2.co.jp
問い合わせフォーム
https://wi2.co.jp/jp/contact

https://wi2.co.
jp/jp/
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情報発信

多言語

通信

情報発信

多言語
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企業名
対応
課題

事業内容 本社所在地 連絡先 HP

株式会社和空

新政策「寺泊」やグランピング、宿坊型ホ
テルや門前宿など寺社周辺地域での文化体
験型宿泊施設の企画運営やアクティビティ
の開発

〒530-0044
大阪府大阪市北区東天満1丁
目11番13号 AXIS 南森町ビ
ル11F

代表メール
info@wa-qoo.co.jp

http://wa-
qoo.co.jp/

WAmazing株式
会社

訪日外国人向けプラットフォーム（宿泊予
約サービス・スキー場リフト券販売サービ
ス・交通チケット販売サービス・免税EC
サービス）

〒105-0004
東京都港区新橋5-13-1 新橋
菊栄ビル 9F

営業統括責任者 菅原隆
takashi_sugawara@wamazing.jp

https://corp.w
amazing.com/

各インバウンドベンチャーの提供サービスと企業情報（6/6）※ 50音順
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情報発信

決済
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地方でのサービス導入事例①【Kpnetworks株式会社】

当社製造の無線LANアクセスポイントで、1台で200台の端末の安定同時接続、独自の中継技術による配線工事
費の低減を実現し、お客様にストレスフリーの無線LAN環境を実現

 設立年：2014年

 事業内容：
• ネットワーク、インフラサービス
• 無線LANアクセスポイントの開発・製造・販売
• イベントなどで臨時に無線LAN環境を提供するアクセスポイントのレンタルサービス

 代表者：代表取締役社長 山田祐輝

 オフィス所在地：〒300-2635 茨城県つくば市東光台5-9-5 B1

 連絡先：yamada@noex-inc.co.jp

基本情報

 提供サービス：災害通信インフラ、平常時地域インフラ

 導入時期：2011年9月～現在

 導入対象：福岡県の博多天神地下街をはじめとする8拠点
(筑後市筑後広域公園、飯塚市筑豊緑地など)

 導入の背景：
導入の2011年はスマートフォンが爆発的に普及した年であり、
社会背景のいち早い対応による話題性の創出と来街者へのサー
ビス向上、各テナントの販売促進を狙い導入に至った

 導入後の成果：
約1.2kmの地下商店街で、年間100万人超えの利用者に対して
システムダウンすることなく安定したサービスを提供している
また、設定・敷設工事、ランニングコストを従来システムの７
分の1 以下に軽減することに成功した

地方でのサービス導入事例

【福岡天神地下街】

mailto:yamada@noex-inc.co.jp
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地方でのサービス導入事例②【Kotozna株式会社】

文化庁の多言語整備事業に採択され、国東半島文化財のWEBコンテンツ整備事業として、文化財や地域の魅力
の多言語発信およびコミュニティ形成のインフラ構築などの地域密着型の多言語サービスを提供

• 外国人観光客向けに文化財や観光スポットなどを多言語で解説
• 地域の人と観光客との多言語コミュニケショーンを容易にし、

地域の魅力を発信する機会を創出

 設立年：2016年

 事業内容：
• 多言語コミュニケーションツールに関わるサービスの提供

 代表者：代表取締役 後藤 玄利

 オフィス所在地：東京都港区元赤坂1-7-20 KIZUNAWEST１F
福岡市中央区大名2-12-12 赤坂産業ビル4F

 連絡先：info@kotozna.com

基本情報

 提供サービス：
地方の観光資源の情報発信および多言語コミュニケーション
ツール

 導入時期：2019年9月

 導入対象：大分県国東半島の観光事業者
(国東市、宇佐市、豊後高田市、杵築市、日出町、姫島村)

 導入の背景：
国東半島では寺社仏閣など文化財が数多く存在しているが、各
自治体で観光客への取り組みを行い、地域の周遊性に繋がる取
り組みまた誘致に繋がる活動が不足していた

 導入後の成果：
魅力発信による国内外からの誘致および外国人観光客の旅ナカ
での満足度向上が期待される

地方でのサービス導入事例

mailto:info@kotozna.com
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地方でのサービス導入事例③【TakeMe株式会社】

外国人が利用する現地旅行サイトで成果報酬型の事前予約サービスを実施。ドタキャンやNo Showのない質の
高いインバウンドの取り込みに成功

 設立年：2015年12月

 事業内容：
• 訪日外国人の成果報酬型事前予約サービス
• インバウンド対応スマホ決済サービス
• インバウンド集客コンサルティング

 代表者：董 路 〔ドン・ルー〕

 オフィス所在地：東京都千代田区霞ヶ関3-3-2 新霞ヶ関ビル
ディング1801C号室

 連絡先：info@takeme.com

基本情報

 提供サービス：海外大手旅行サイトでの事前予約サービス

 導入時期：2018年秋

 導入対象：北海道の飲食店K

 導入の背景：
日本に外国人観光客は増加しているが、外国人に自分のお店が
知られていない状況だった。また、急に来店される外国人の対
応は言語面でも対応が難しい事と急な予約の場合はドタ
キャン・No Showが発生していた

 導入後の成果：
これまでに1000組以上が来店し、現在でも毎月60組以上の予
約を獲得。事前支払いのためドタキャン・No Show問題はなし

地方でのサービス導入事例

・上記はFliggyでの一例

・2019年11月は65組の訪日観光客に販売

・事前支払いのため、トラブルが少ない

mailto:info@takeme.com
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地方でのサービス導入事例④【株式会社Payke】

店頭での商品情報多言語訴求を行う「Payke Tablet」を通じて、インバウンド旅行客へのストレスフリーな購
買体験の支援を行い、小売店舗様へは店頭POPの撤廃と売上向上を図る

 設立年：2014年

 事業内容：
• 訪日外国人向けショッピングサポートアプリ「Payke」の

開発・運営
• 物販・商品開発のコンサルティング

 代表者：古田 奎輔

 オフィス所在地：
【本社】沖縄県北谷町美浜1-2-15
【東京オフィス】東京都港区赤坂1-9-13 三会堂ビル4F

 連絡先：payke-marketing@payke.co.jp

基本情報

 提供サービス：Paykeタブレット、Payke特設棚の設置

 導入時期：2018年4月～

 導入対象：沖縄県内小売店舗32店舗、棚設置店舗9店舗

 導入の背景：急増する訪日外国人への商品多言語対応のため

 導入後の成果：導入店舗の平均単価31%増加

地方でのサービス導入事例

mailto:payke-marketing@payke.co.jp
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地方でのサービス導入事例⑤【株式会社MATCHA】

月間300万人以上の読者を抱える訪日観光Webメディア「MATCHA」を通じて、地方自治体・企業のインバウ
ンド向けプロモーションを支援

左記導入事例に関連する写真や追加情報

 設立年：2013年

 事業内容：
• 訪日外国人向け観光Webメディア「MATCHA」の運営

 代表者：青木優

 オフィス所在地：
〒111-0034
東京都台東区雷門1丁目4-4 ネクストサイト浅草ビル 5F

 連絡先：sales@matcha-jp.com

基本情報

 提供サービス：メディアを通じた地方観光資源のPR

 導入対象：大分県日田市

 導入の背景：
2019年のラグビーワールド杯を控え、九州地方に多数の欧米
系旅行者が訪れることが予測された。しかし、大分県日田市は
九州の各試合会場からアクセスしやすい好立地であったものの、
その時点では認知度が低い状態であった

 導入後の成果：
公開(2018年11月末)から現在(2019年12月初頭)までの間に
およそ10万PVのアクセスを得、1年経過した現在も1ヶ月
2000PV(年間2万4,000PV)ペースで継続的に読者を集める。
実際に記事を見て日田市を訪れた旅行者も確認されている

地方でのサービス導入事例

https://company.matcha-jp.com/sales@matcha-jp.com


参考資料
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1-③ 抽出された課題のカテゴリー（詳細）

訪日外国人
向けのコン
テンツ整備

ナイトコン
テンツ創生

• 4地域で共通の課題として確認された
• 周遊型観光客に宿泊してもらうため

には、行政主導での新規コンテンツ
整備が必要になってくる

体験型コン
テンツ創生

• 特に長崎で課題として確認された
• 自然やスポーツに関するアクティビ

ティだけでなく、VRやARなどを活用
した、博物館や資料館での体験コン
テンツ提供も注目されている

季節性の繁
閑差解消

• 特に盛岡・釧路の2地域で特徴的な課
題として確認された

• 閑散期の集客は宿泊・交通事業者に
とっても重要な課題であり、他事業
者と連携しての解決を目指している

タビマエ情
報の発信・
予約対応

HPでの発
信

• 4地域で共通の課題として確認された
• 過去に作成した多言語HPの更新がで

きていない事例や専用アプリがある
もののDL数が伸び悩んでいる事例が
多数見受けられた

SNS・他社
メディアで
の発信

• 4地域で共通の課題として確認された
• インフルエンサー等の招聘による発

信は行っているものの、自社で積極
的にSNSを活用した発信ができてい
る事業者は少数

予約・問い
合わせ対応

• 4地域で共通の課題として確認された
• FITの増加により電話やメールでの問

い合わせ件数も増えており、対面で
の会話以上に課題を感じている事業
者も多数見受けられた

現地での多
言語対応

多言語対応
(表示等)

• 博物館などの文化的観光資源が多い
高知と長崎で特に観察された

• 限られたスペースでの対応や定期更
新が容易なシステムが求められる

多言語対応
(コミュニ
ケーション)

• ガイドを必要とする体験型観光資源
が多い釧路で特に観察された

• 英語対応可能な限られたスタッフの
配置を工夫しての対応が見られた

決済・通信
環境の整備

決済

• 釧路、盛岡、長崎で特に確認され、
高知では観光客が現金を持っている
状況が多くみられた

• クレジットやQR決済の手数料負担が
導入・運用のハードルとなっている

通信

• 4地域で共通の課題として確認された
• 導入したものの使用可能なエリアが

限定的であることや通信強度が保た
れていないことへの対応を考えてい
る事業者が見受けられた

その他

多様な宗
教・生活習
慣への対応

• 4地域で共通の課題として確認された
• 団体客のマナーに対する啓蒙や、ム

スリム・ヴィーガンなど食事に配慮
が必要な人々への対応が求められて
いる

その他

• 特に交通事業者でドライバーの高齢
化と人手不足が深刻化している

• 長崎を除く3地域では二次交通の整備
不足が観察された

• FITの増加によって大きな荷物を持つ
旅行者への対応も求められている 24

ヒアリングによって得られた課題は大きく下記のように分類される（詳細に記載）



1-④ 地方観光現場における課題マップ（詳細）
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自治体 交通 宿泊 観光 小売 飲食

訪日外国人
向けのコン
テンツ整備

ナイトコン
テンツ創生

• 市街地で夜に楽しめる
コンテンツを整備する
必要がある

• 日帰りで周遊している
人が夜まで滞在したく
なる仕掛け作りが求め
られている

• 周辺に夜に楽しめる
コンテンツがあれば、
セットでの集客が可能
だが、現状それができ
ていない

• 人手や集客の問題で土
日に営業している居酒
屋が少ない

• 特産品を活用したコン
テンツがほしい

体験型コン
テンツ創生

• VRやARを活用した
コンテンツで集客を進
めたいがコンテンツの
具体案がない

• 昼に野外アクティビ
ティを楽しみ、夜はホ
テルでくつろぐ滞在型
観光のためのコンテン
ツが必要である

• VR等を活用すること
で、見るだけでなく体
験して楽しめる博物館
にしたい

季節性の繁
閑差解消

• 紅葉シーズンと雪シー
ズンである11月の
コンテンツを充実させ
たい

• 時期によって観光客数
が異なるため貸し切り
バス用の人員確保が負
担となっている

• 冬季の客室稼働率が低
いためホテル周辺に新
規コンテンツが必要で
ある

• 閑散期を考えると通年
での人材確保ができず、
繁忙期に対応しきれて
いない

• 閑散期の売上を伸ばす
ためのコンテンツ創生
を行いたいが小売事業
者だけでの実施は厳し
い

• 冬季の観光客が少ない
ため、夏限定の施設を
シーズンの度に設置・
撤去している

タビマエ情
報の発信・
予約対応

HPでの発
信

• 多言語での発信を行う
際に使用している翻訳
AIの精度が低い

• 専用アプリを作成した
が利用者が少ない

• 英語HPがあるものの
観光客が閲覧し、参考
にしている感覚はない

• 多言語HPがあるもの
のOTAサイトを経由し
て予約されることが殆
どとなっている

• 定期的な更新が必要な
特設展は翻訳コストが
ネックとなり多言語化
を見送っている

• 英語HPを作成したが
多言語での更新が可能
なスタッフがいないた
め最新の情報が反映さ
れていない

• 英語HPを作成したが
多言語での更新が可能
なスタッフがいないた
め最新の情報が反映さ
れていない

SNS・他社
メディアで
の発信

• 海外のブロガーやイン
フルエンサー招聘によ
る発信を行ったが効果
測定が困難となってい
る

• Google Mapsでの検
索に観光用バスが反映
されないため、外国人
に存在を知られていな
い可能性がある

• 海外用OTAサイトでは
日本の宿泊形式が正確
に反映されないことが
ある（夕食のオプ
ションなど）

• ブロガー招聘による誘
客を試みたが効果測定
が困難となっている

• 海外向けに定期的な発
信を行いたいが、多言
語でのSNS運用をでき
る人がいない

• 海外向けに定期的な発
信を行いたいが、多言
語でのSNS運用をでき
る人がいない

予約・問い
合わせ対応

• 英語での電話予約や問
い合わせが理解できず
予約を断ってしまって
いる

• OTA経由での予約後の
電話問い合わせが増加
し、英語が苦手な人で
も対応する機会が増え
ている

• FITからの電話問い合
わせが増加しているた
め英語が苦手な人でも
対応する機会が増えて
いる

• 電話での問い合わせに
対応できるスタッフが
いない

各カテゴリーにおける事業者毎の課題認識（詳細に記載）

課
題
カ
テ
ゴ
リ

事業者タイプ
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自治体 交通 宿泊 観光 小売 飲食

現地での多
言語対応

多言語対応
(表示等)

• 地域間での多言語資料
の共有ができていない

• 地域の案内アプリの利
用率が低い

• 車内の電光掲示板はス
ペースが限られていて
多言語発信が困難と
なっている

• 朝食のメニューは変化
するため説明書きの用
意が困難となっている

• 特設展など定期更新が
必要な資料の翻訳コス
トが高い

• 多言語表示をするため
のスペースがない

• 多言語表示をするため
のスペースがない

• 多言語パンフレットを
作成したが他施設に配
布するほどのストック
がない

• メニューのスペースが
限られているため掲載
する商品が限定的に
なっている

多言語対応
(コミュニ
ケーション)

• 病気の場合に病院へ通
訳の同行が必要である

• 多言語対応ができてい
ない施設に関する問い
合わせが案内所に集中
している

• 料金体系の説明ができ
ずトラブルのもとに
なっている

• FITの増加によりフ
ロントでの質問対応が
増加している

• 多言語対応ができるガ
イドが不足している

• 商品についての説明が
できない

• 団体客が訪れると翻訳
アプリを使用している
時間がない

• 客が集中する時間帯に
は翻訳アプリを使用す
る時間がない

• 食品の説明を求められ
ても対応できない

決済・通信
環境の整備

決済

• 決済手数料が原因で小
規模事業者のキャッ
シュレス化が進んでい
ない

• 外国人が多く利用する
空港からのバスが現金
対応のみとなっている

• QR決済が多様化して
いて高齢ドライバーが
対応できない

• OTA経由での予約が増
えてきている中で決済
手数料が負担となって
いる

• QR決済が多様化して
いて分かりづらい

• キャッシュレス対応し
ているが稀に決済でき
ない時がある

• 少額の入場量でも対応
する必要があるか分か
らない

• QR決済が多様化して
いて分かりづらい

• 団体客が訪れた際に免
税対応をしている余裕
がない

• 現金で仕入れを行うた
め振込が遅れるキャッ
シュレスの導入ができ
ない

• 手数料が導入のハード
ルとなっている

通信

• 駅周辺にSimカードの
販売所がない

• 設置したWi-Fiから情
報を取得・活用したい

• 路面電車の停留所毎に
Wi-Fiを整備している
が、車内では使用でき
ない

• 設置してはいるものの
大勢の人が同時に利用
すると接続が切れてし
まう

• 施設が広いため、全域
でのWi-Fi対応が難し
い

• クルーズ客が団体で訪
れるとWi-Fiが使えな
くなることがある

その他

多様な宗
教・生活習
慣への対応

• ゴミ捨てなどのマナー
が悪い観光客に対する
苦情が来る

• 貸し切りバスのツアー
開催時に時間通りに
戻ってこない人が多い

• 欧米人にとっては1人
1部屋が一般的なため
少人数で部屋が埋まっ
てしまう

• 日本史が分からないた
め、博物館内の資料の
魅力があまり伝わって
いない

• ムスリムやヴィーガン
に対応できる飲食店が
少ない

その他

• 二次交通が不足してお
り、車でないと行けな
い場所が多い

• 気候の変化により、屋
外イベントが継続でき
なくなっている

• スーツケースを複数
持って路面電車に乗っ
てくる人がいる

• ドライバーの高齢化に
よる人手不足が発生し
ている

• 人手不足を補うために
外国人スタッフを雇う
が定着率が低い

• 室内で香水を多量に使
用され、数日部屋が使
用できなくなる

• 外国人が加入可能な保
険がない

• レンタカーで訪れる人
が多く駐車場の数が不
足している

• 外国人観光客に刺さる
商品が分からないため
商品の仕入れや陳列が
定まらない

各カテゴリーにおける事業者毎の課題認識（詳細に記載）

課
題
カ
テ
ゴ
リ

事業者タイプ


