
多様化する戦略での
国籍問わない安定的
地域活性化へ取り組みについて

株式会社九州ごころ
代表取締役 井手基之



目的

現在深刻化にある

人口減に対して、

定住人口を増やしていく取り組みを

グローバルな視点から行っていきます

株式会社九州ごころ
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井手基之（いで もとゆき）
代表取締役

職歴

１９８１年 長崎県長崎市生まれ
２０００年３月長崎海星高等学校 卒業
２００４年３月関西外国語大学英米語学科 卒業

2004年5月～2007年2月 東京第一ホテル福岡
一時、長崎やすらぎ伊王島営業部立ち上げ

営業部・チーフ（海外営業/法人営業/MICE/団体宿泊・宴会 担当）

2007年3月～2010年2月 グランドハイアット福岡
営業部・主任（外資法人/官公庁、海外MICE担当）

2010年3月～2014年3月 株式会社AHN(ランドオペレーター)
九州支店 支店長 （国内・九州～沖縄/海外・韓国、香港、台湾、
タイランド、シンガポール）

2014年4月～2018年6月 Booking.com(世界最大旅行社)
アカウントマネージャー(九州・沖縄/販促推進・新規チーム責任者）

2018年7月～現在

経歴



使命
SDGｓに沿った住みやすい街づくりを
支援・協力・開発していきます

業務内容
旅行サービス手配業（福岡県知事登録69号)

コンサルタント業
・海外営業支援

・海外セミナー/商談会/イベント開催支援
・OTA戦略アドバイザー
・SNS戦略アドバイザー

・地方創生戦略戦略アドバイザー

国内手配エリア
日本全国

海外取引先国
ベルギー、フランス、タイ、ベトナム、韓国、
フィリピン、オーストラリア、ドイツ

スタッフ

代表取締役社長 & CEO :井手基之

副社長 & COO : 尹惠眞

オフィス

〒814-0002 福岡県福岡市早良区西新5-15-40,

大産マンション 502号室

TEL : 092-287- 4417 FAX : 092-510-7875

E-mail : kyushugokoro@gmail.com

所属

地域づくりネットワーク福岡県協議会

地域づくり団体全国協議会

とよたSDGsパートナー企業

関西SDGsプラットフォーム企業会員

地方創生SDGs官民連携プラットフォーム企業会員

九州自治体地方創生プラットホーム企業会員

フィリピン旅行業協会会員(在日本企業、弊社のみ)

mailto:kyushugokoro@gmail.com


実績
※翻訳、等

デスク仕事は省略

2018年7月

九州初ヨーロッパ専門インバンド

ツアーオペレーターとして誕生

(ドイツ・ベルギー・フランス)



2018年12月

九州初豪州市場インバウンド

ツアーオペレーター業務開始

豪州(ブリズベン・シドニー)で開かれました

JAPAN ROADSHOWでは、

九州ツアーオペレーターを代表して参加しました。
2019年1月
九州初東南アジア市場
インバウンドツアーオペレーター業務開始
（タイ・ベトナム・フィリピン）

2019年3月

フィリピン・マニラから旅行社3社

プライベートFAMTRIP、自社独自開催

九州7日視察、商談

2019年5月

フィリピン・マニラ、弊社コーディネートにて

佐賀県観光課、株式会社グローカル、沖縄ジャンボツアー

お連れして、現地にて九州観光説明会開催

講演・佐賀県含む九州のツアリズムについて

対象旅行社・ケソンシティ・マニラシティ旅行社と

ツアーオペレーター35社



2019年11月

フィリピン、セブ・マニラにて各地域主要旅行社とツ
アーオペレーターを集めて九州・西日本ツーリズム説明

会＆商談会。弊社コーディネート。
対象：各地域50社・併せて100社への講演。

九州からホテル・レストラン・バス会社を募集、同行。

2019年9月
大分県1社、熊本県2社、福岡県1社
(旅館、ホテル、レストラン、バス会社)様の
ベトナム・フィリピンマーケットにて
個別同行営業支援を行いました。

※資料作成・アポ取り・出国から帰国までのフ
ルサポート（交渉、通訳、造成依頼等 現地商
談まで全て含む)

2019年12月

長崎県長崎市茂木にて、ヨーロッパマーケットの専門家
としてアドバイザーさせて頂きました。

現実的な広告・露出・販売アドバイス、構想を話させて

頂きました。



2020年2月

長崎県ホテルチェーン執行役員の

フィリピン市場調査において

弊社で、同行支援させて頂きました。

※資料作成・アポ取り・出国から帰国までのフルサポート

（交渉、通訳、現地商談まで全て含む)

2020年1月

佐賀県フィルムコミッションの招致で

フィリピン・マニラで九州ツーリズムについて

講演を行いました。

対象・日本専門大手旅行社30社

2020年3月

熊本県山鹿市の岳間地域においてのヨーロッパ
マーケット受入事業専門家として、

招致いただきアドバイス。
コロナの影響の為、現地入りは中止。

文面(E-mail)でのアドバイスにて行いました。



去年からの継続：
株式会社ハーツ様と株式会社グローカル様と共同で

九州初のインバウンド高級層向け、福岡からの日帰りツ
アー造成販売と福岡市内の Hop On Hop Offクーポンバスチ

ケットの展開事業を行っております。
私は、海外向けBtoB販売責任者とインバウンド

アドバイザーとしてこの事業に携わる。
現在、コロナの影響でプロジェクト中止

2020年3月

熊本県阿蘇市にて、ヨーロッパマーケット

受入事業専門家として、招致いただきアドバイス。

コロナの影響で現地入りは中止。

文面(E-mail)でのアドバイスにて行いました。

フィリピンマーケットに関しての弊社の特異は、
2020年1月今月より、PTAA(フィリピン旅行業協会)の会員
になりました。
在日本企業では、弊社が初です。
全国で、弊社のみです。
全6500社ほどの会員へのダイレクト露出や、
様々な営業広告等が可能です。



2020年7月
九州自治体地方創生プラットホーム企業正規会員
関西SDGsプラットフォーム企業正規会員
地方創生SDGs官民連携プラットフォーム企業正規会員

2020年6月

西新商店街・小売業者様

SNS（facebook,Instagram)を使い、

世界への販売支援コンサル開始。現在、支援中。

2020年8月

とよたSDGｓパートナー企業会員

大学連携地方創生グループ「知恵の輪」アドバイザー就任

2020年9月

地域づくりネットワーク福岡県協議会会員

地域づくり団体全国協議会会員



SNS運営代行
国内外への広告・露出



SNSユーザー数

日本国内

■1位：LINE
■2位：Twitter
■3位：Instagram
■4位：Facebook
■5位：TikTok
■6位：Pinterest

世界基準

■1位：Facebook
■2位：WhatsApp
■3位：Facebook Messenger 
■4位：WeChat
■5位：Instagram
■6位：QQ

23億7,500万人
16億人
13億人
11億1,200万人
10億人
8億2300万人

8,000万人
4,500万人
3,300万人
2,800万人
950万人
400万人

※参照：ICT総研



イメージ図

この様な貴地域専用英語ページを

制作します。

このページを使い貴社の魅力・予

約促進を日本国内外へ向けて、そ

してターゲットを絞って露出・広

告します。

・Facebook , Instagram, Twitter,

Line 対応してます。



画像や、PR海

外先エリア、
今後の投稿等
内容打ち合わ

せ

ページ代理
運営開始

PR国内外広告
開始

予約受付SNS
ページ制作

詳細

1. SNS 日本語 or 英語ページをこちらで制作します。

2. ページ内容にあたり投稿内容やPRポイント、載せる画像等々打ち合わせ

3. ページ代理運用開始します。

4. PR広告先国やエリアを打ち合わせしながら開始していきます。

5. 実際に問い合わせや、予約の受付開始



エリア・国別に
リーチ可能

アジア、ヨーロッパ、アフリカ、

南アメリカ、等対エリアに絞って、

そして、スペイン、フランス、タ

イ湾、香港等、対国に絞って、広

告を出せる

性別年齢別に
リーチ可能

年齢や、性別に絞って

広告を出すことができる

個人の興味併せて
リーチできる

普段から、旅行をよく検索してい

る人、等 個人の趣向に絞って広

告が出すことができる

広告期間

最低4日～可能。

効果的には一度の広告で

一カ月以上が望ましい。

4日～1か月以内は、期間限定特別

プロモーション等行う際に有効的。

海外広告運用について
お客様へ直接リーチ



海外旅行社を活用した集客戦略、

海外でのPR活動を通じての集客戦略



戦略説明

・OTA(宿泊/Booking.com , Agoda , Expedia 
, Airbnd,Rakuten ,Jaran等
・体験/Klook,Tripadvisor,Airbnb , Veltra , 
Kkday等)

は、需要があるところには、お客様を予
約させる力はあります。しかし、お客様
があまり知らないところ(需要が低いと
ころ)へは予約が少ない、もしくは取消
率高い予約がほとんどです。

従って、需要を作る、もしくは新規お客
様を連れてくることはできません。

そこを、可能にしてくれるところが海外
旅行社です。自分たちのお客様を持って
いるので、商品造成や直接お客様へ貴社
を営業していていただけます。
そこへリーチします。



３つの柱

・大型マーケット

1つや2つの国に

頼らない戦略

・中長期を見据えての予算

営業活動計画

(3年、5年、10年)

・現地でのキーエージェント

集めての説明会

・現地でのキーエージェント

への個別造成依頼、

及びヒヤリング活動

・FAMTRIPなど、

現地エージェントの

キーマンをお呼びしての

招致活動

戦略 訪問 視察招致



成熟マーケット

FIT化完了している。
↓

自ら日本計画
↓

SNS戦略対象
マーケット



海外旅行社戦略対象

地域認知度拡大営業
↓

お客様へ来ていただく
↓

来ていただいたお客様から
改善点、増大ポイントを
抑える

↓

更なる顧客獲得へ準備
・造成商品内容充実
・OTA戦略強化



大事なピラミッド
対海外旅行社戦略

目標達成

中長期的連携強化

各観光施設

連携強化活動を

中長期的に

継続して行っていく

ゴール

キープレイヤーランドオペレーター
(弊社)

観光事業者

海外旅行社

県・市・観光協会等
(OG)

お客様 = 海外旅行社 = 弊社(LO) = 
OG = 各観光施設 = 観光事業者

お客様



海外旅行社へ直接造成依頼

海外旅行社を一つの場所へ集めて
の説明会＆商談会（造成依頼等)



Five stunning photos

FAM TRIP
招聘事業



BtoC戦略
モール等、公共施設での対顧客直接広告・体験催事



サービス内容

1. メール営業/代理営業/同行営業

海外旅行社へ、市場調査・市場開発・営業行います。

2. FAM TRIP

海外から、国内から対象となる方々を招致し、

誘致活動行います。

3. 海外現地にてBtoC催事開催

現地にて、対お客様をメインとした

体験会、イベント等 行います。

4. 海外旅行社へ貴社説明会

海外にて、旅行社を一つの場所へお集めして

貴社の説明会、及び商談会。

メール営業
同行営業
代理営業

FAMTRIP

現地催事開催 現地説明会



OTA戦略
オンライン
トラベル

エージェンシー



販売先を的確に決める.

「全サイトに売り出して、まぐちを広げよう！」

それも、一つの戦略だった3，4年前。。

販売先広げると、販売先ごとの強みや弱みを見極めてプロモーションや、在庫管理が煩雑になり

結果的に、自己施設ブランドイメージを的確にお客様に伝えることができなくなり、

最終的には「コア」なお客様獲得につながらず、そして本物を探し求めるお客様にリーチできずと

なる可能性も高いです。

自社に役に立ち長続きできそうなサイトへの登録と自己ブランド確立を最優先に考えます。



閲覧者数ランキング2020年1月(Similar Web参照)
対個人客戦略（OTA)

日本国内での宿泊先検索

ランキング

世界規模での宿泊先検索

ランキング

世界規模での旅行業界検索

ランキング



販売先決めると、戦略確立.

売り方も、ただ単に在庫と料金を登録するといいのか

お客様が閑散期となる時期にだけプロモーションをかけるべきなのか

そして、販売期間は3か月がいいのか、1年出しておくのがいいのか

来たお客様にどうして頂けるとまた来ていただけるのか、またそこからどう広げていくのか

等など、０から学ぶリピーター獲得までの道のりを側に立って、サポートしていきます。



5本の柱

適切な料金

ニーズに応じた在庫

コンテンツ

オプション機能

P ricing

E xtra Features

Contents

A vailability



適切な
料金管理



需要を見極めて、在庫コントロール



コンテンツ管理

成約率の
最適化

施設写真枚
数

部屋・アメニ
ティ等、写真
種類豊富

写真画質



誘致戦略



「貴地域に来たくなる」を支援します

日本国内外から、貴地域へ



レストラン

道の駅

居酒屋

等

2

宿泊

交通

空き家活用

等

1
日本文化体験

生活体験

農家体験

等

3

各所視察後、受け入れ態勢を強化.

歴史的建造物

歴史

宗教

等

5
新しい

観光素材探求

7

娯楽施設

ショッピングモール

レンタカー

等

4
景勝地

秘境地

自然

等

6



導線整備 Point 1

「導線」

貴地域へお客様がどう入ってこれるか

そこまでの整備も行います。

Point 2

「あと1歩先の魅力」

あともう1泊をどうするとしてもらえるか、

どうするともう少し長く滞在して頂けるか

地域内でのインフラ、観光地整備のみでは、

お客様は来ていただけません。

・山口県までは行くお客様にどう来ていただけるか

・台湾までは行くお客様にどうここまで来たいと思

わせるか

・沖縄まで行くが、ここまでどう足を延ばしてもら

えるか

・今度日本へ行こうと思っているが、どう回って楽

しんだらいいか

こういうところも総合プロデュースします。

東京には行こうと思うけど。。。

大阪までへは遊びに行こうと思うけど。。。
台湾まで行くけど。。

フィリピンまでは行くけど。。

仙台には行くけど。。

北海道は、行くけど。。。



お客様去った後からの再来へ

貴地域へ来てもらうお客様へは、アンケート調査を

行います。

アンケート調査から改善点、続けていく点、もっと伸

ばす点など見えて来ます。

併せて、帰った後もお客様と可能な限り連絡が取れる

仕組みにしていきたいです。

有意義な情報共有など行うことで、再度来たくなる形

へ持っていきます。



付属
その他サポ―ト



社内コーチング、社内インバウンド受入整備について

接遇英語対応研修/英語・韓国語翻訳(案内板から、契約書まで全般) 等

様々なサポートも行っております。



まとめ



SNS認知度UP
• 他社が手が伸びないマーケット

へ広告露出で認知度UP

• 日本というと「貴地域」という

認識づけ

• 貴社魅力を世界で知って頂ける

旅行社戦略
• SNS広告出した地域への商品造

成活動

• 旅行会社がもつ自身のお客様へ

貴社を営業販売して頂ける

• BtoBなので、発生ベースで予約

受けれる

受入体制強化・導線
• 地域内受入体制強化及び、

ブラッシュアップ

• 導線整備

• 来たお客様の再来戦略

OTA、旅行社予約UP

• 認知度高まるとOTAでの予約も

UP

• SNSでリーチできない層へも旅

行社通じて、貴地域の認知度

UP

• 全体的に年間を通して

安定予約

閑散期にも
強い体制作り

年間安定利益を
目指して



最後に

地域受入体制強化、SNS広告、OTA管理、旅行

社営業は、地道な日々の作業と活動が中長期

で必要になってきます。

「閑散期も栄える」結果へは、

これから5年、10年と、必要です。

一生懸命、貴地域をサポートを行っていきた

いと思います。



ありがとうございます

株式会社九州ごころ


