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Interview File.01 漆とロック株式会社
福島県会津若松市

／

漆器工房の見学・体験、漆の木の植栽地見学

テマヒマうつわ旅

代表取締役

Q

貝沼 航 氏

創業から現在に至る歩みについて
教えてください。

http://tematrip.com/
続けていくうちに自然と外国人のお客様が増えて
いった感じです。

福島県で生まれ育ち、東京の大学を卒業後、会津

現在、漆の国内自給率は約2％で、日本人でも漆

へ戻ってコンサルティング会社に勤務しました。そ

について知らない人が多くなりました。もはや日本

れから2年間ほど、経営コンサルタントとして地元

人と外国人の理解度はそれほど変わりなくなってき

企業をご支援する仕事をしていました。その際に会

ています。また多くの職人さんは60代以上で、ご高

津のある工房を訪れ、初めて漆に触れました。その

齢で辞められる方もいるので職人さんの数も減って

ことが強烈な印象として残り、伝統工芸に関わる仕

います。そんな今こそ、漆の魅力をもう一度、沢山

事をしたいと考え始めました。そして、25歳のとき

の方に知っていただくことが大切で、私たち自身も

に起業をします。2011年の東日本大震災以降は、

楽しみながら事業に取り組んでいます。

「漆がもつ世界観を伝えていく」というミッション
がはっきりしてきました。社名も「漆とロック」に
変更しました。時代に流されない職人さんたちの生
き様を「ロック」という言葉で表現しています。漆
と職人さんの魅力を伝えるという意志をストレート
に表しました。私も学生時代はバンドを組んでロッ
クを演奏していて、今でもロック魂をもち続けるこ
とが大事だと思っています。
事業内容は、ツアー事業とオリジナル商品の製
作・販売の2つです。比率としては、ツアー2割、オ
リジナル商品の製作・販売が8割です。オリジナル
商品については現在、「めぐる」という会津漆器の
オリジナルブランドが軌道に乗ってきています。当
初はツアー事業の方がメインでしたが、やはりコロ
ナ禍の影響が大きく、ツアー事業は縮小していま

Q

インバウンド向けツアーの内容を
教えてください。

す。そもそも私たちのツアー事業は、漆のことを

ツアーの内容は、漆の林や工房を巡ることが基本

知ってもらうための手段として始まりました。イン

で、そこにオプションプランの各種制作体験が付け

バウンド向けツアーとして企画されたわけでなく、

られます。所要時間は4〜5時間、価格は5000円、催

10

インバウンド向け 体験型観光ガイドサービス 実践ナビブック

優良事業者インタビュー

Interview File.01

漆とロック株式会社

行人数は2〜8人です。インバウンドのお客様で通訳

ツアーには、おひとりまたは数名で参加される

者の同行を希望される場合は、こちらで手配します

ケースがおよそ3割です。ご家族や友人からの紹介

が別途費用が必要になります。

や、ネットの口コミなどを見てこられる方が多いで

オプションプランには「ぐい呑み作り」「蒔絵体

す。日本人のお知り合いと一緒に参加される方もい

験」「マイ箸作り」「ペン立て作り」などの制作体

ます。それ以外では企業研修など団体でお申込みさ

験があり、どのオプションプランも申込者は多いの

れるケースもあります。

ですが、中でも本物の漆を使った蒔絵体験や箸を研
ぎ出す体験が人気です。
外国人のお客様向けのツアーの立ち上げで苦労し

Q

ツアーの販売チャネルは？

たことは特にありません。ツアー内容は日本人のお

販売チャネルについては、自社Webサイトと旅行

客様向けと同じですし、通訳をしてくれるガイドさ

エージェント経由が主で、割合は半々くらいです。

んがついていれば受け入れ先の工房も問題はありま

OTAの利用は広げすぎると管理や運用に手が回らな

せん。

くなるので、現在はいくつかの旅行サービスだけに

2019年のツアー実施頻度は夏の時期なら週1回程

絞って情報を掲載しています。

度で、インバウンドのお客様の割合は全体の2割ほ
どでした。

Q

登録しているガイドさんについて
お聞かせください。

ガイドは私と何人かの若手職人たちで担当してい
ます。通訳を付けてほしいと依頼があった場合だ
け、地元に通訳さんが何人かいるので来ていただい
て、私と一緒にツアーを巡っていただきます。

Q

ガイドに求めること、
必要なこととは何でしょう？

私たちのツアーのガイドに求められるのは漆や漆
器の知識ですので、基本的なことは理解しておく必
要があります。通訳さんには私が日本語で解説する
ことを通訳していただくので、ある程度知識がない

Q

顧客層はどのような方が
多いのでしょう？

と英語に訳したときにうまくニュアンスが伝わりま
せん。

世界のさまざまな国からきていただいています。
アメリカ、フランス、イギリス、ドイツ、ニュージー
ランドなどが多いです。中国、韓国、台湾などアジ

Q

体験型ツアーコースの開発について
お聞かせください。

アの国からもいらっしゃいます。皆さん、日本文化

ツアーコースの開発で一番難しいのは、“工房は観

や日本のモノづくりに関心が高く、会津の歴史や手

光施設ではない”ということです。職人さんがふだん

工芸に興味をお持ちの方もおられます。ツアーに参

仕事をしている合間に工房を見学させてもらった

加されるだいたいのお客様が会津にお泊まりで、何

り、制作を体験するわけですから、大人数のお客様

度か日本を旅行されたリピーターの方が多いです。

は対応できないですし、物見遊山的な観光客が増え
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回、ツアーを丁寧に行い、お客様によい出会いをし
ていただくことが最良のリピーター育成策ですね。
実際、お客様がツアーの後にSNSで職人さんとつ
ながることも多くあります。そうやって、職人さん
が作る商品を愛用するファンが増えていくんです。

Q

ツアーに参加したお客様からの評価は
どのように測っていますか？

お客様からのフィードバックは、ツアーが終わる
ると、工房側も何のために公開しているのかという

ときに一言ずつ感想を言っていただいていますが、

話になりかねません。

その後SNSに書き込んでいただくことも多いです。

また工房にとっては商品の売上げや体験料が収入

嬉しいことに、とてもよい感想ばかりいただいてい

になるため、提供した時間に見合った収入がないと

ます。日本の伝統工芸ではありますが、海外の方も

継続ができません。だからこそ、しっかりと漆器の

日本人の方も感動するポイントは一緒で、美しいも

ことを知りたいというお客様に来ていただきたいの

のに魅了されることに国境はないんだと実感してい

です。その点、大きなプロモーションをかけていな

ます。

い中、ご自分でこのツアーを探して、さらに5000円
を払って参加していただけるお客様は、皆さん漆器
に興味をお持ちであるとも言えます。

Q

価格設定については
どのようにお考えですか？

ツアーの最大催行人数は、工房に大人数は入れな
いことから1グループ8人までです。1回のツアーには
4〜5人のお客様にきていただくことが多いので、職
人さんにお支払いする金額や私がガイドを行って得
られる最低限の収入を考慮したうえで、ツアー内容
と価格のバランスを勘案して決めています。

Q

リピーター獲得のために
行っていることはありますか？

Q

オンラインツアーの取引について
お聞かせください。

オンラインツアーも将来的にはやっていきたいと
考えていますが、まだ実現はしていません。オンラ

リピートされる方は結構いらっしゃいます。2回

インの活用という観点では、オリジナルブランド

目以降に友達や知り合いをお連れいただくことは海

「めぐる」の漆器をオンラインストアで販売してい

外・国内を問わず多くあります。個性的な職人さん

ます。1年のうちで冬の3カ月間だけに受注するとい

が魅力的な作品を作る現場を体験していただくこと

う形をとっています。漆器は大量に作れません。時

で、漆器の素晴らしさに気付きファンになられる方

間をかけて丁寧に作るものなのです。

も多くいらっしゃいます。その結果、「また行きた
い」というお気持ちになるのだと思います。1回1
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Q

漆とロック株式会社

体験型ガイドに興味を持っている人に
一言お願いします。

インバウンドのお客様をターゲットに、ローカル
ビジネスを立ち上げようという動きを考える場合、
そこで重要になるのは、“その地域の何に惹かれる
のか”ということを自分自身に問いかけることだと
思います。ローカルビジネスの核に愛情がなけれ
ば、人々の心を動かすことができないと私は考えて
います。
私たちの場合ですと、漆に特化して地域に根付
き、そこでつながりができた方々にご協力いただき
ながらツアーを提供しています。それが可能になっ
たのは、私たちのビジネスの核に「漆がもつ世界観
を伝えていく」というミッションがあって、地域の
方々にもご賛同いただけたからだと思っています。
また、私たちのツアー事業は副業的に提供してい
るため、本来の思いを失わず維持できている側面が
あります｡ツアービジネスを専業としてやっていく
ためには、事業の規模を大きくして収益性を高める
必要があります。その段階で当初やりたかったこと
や本来の思いとズレが生じてくるという例は、私の
周りでもよく見聞きします。その点は難しいところ
です。
今、お客様の嗜好も変わってきて、ガイドブック
に載っているような情報ではなく、本物の人の話を
聞きたいというニーズが高まっています。そのよう
なお客様の心を捉えるためには、逆にお客様を選ぶ
という視点も必要になってくるのではないかと思い
ます。まずはご自分がお好きな地域から、本当に愛
せるものを見つけること、何よりもそれが大事であ
ると私は思います。

インバウンド向け 体験型観光ガイドサービス 実践ナビブック
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優良事業者インタビュー

Interview File.01

漆とロック株式会社

テマヒマうつわ旅 主なインバウンド向け体験型ガイドツアー
● パッケージプラン「旅につどう」
漆の木の植栽地見学、漆器工房見学、制作体験、専門ガイドによる漆講座
［4〜5時間

5,000円/1人］

● フリープラン「旅をつくる」
漆の木の植栽地見学、漆器工房見学、制作体験、専門ガイドによる漆講座などから、
目的に合わせて自由な組み合わせが可能
［4〜5時間

5,000円/1人］

オプションプラン

● 木目を活かした「ぐい呑み」を作ろう!
［約1時間

5,250円(送料込み)/1人］

● 本物の漆を用いた蒔絵体験をしてみよう!
［約2時間

5,500円(送料込み)/1人］

● あっと驚く研ぎ出し体験!
［1時間30分

2,000円/1人］

● 他ではなかなか出来ない!
［約20分

マイ箸を作ろう!

ペン立てづくりに挑戦!

1,000円/1人］

テマヒマうつわ旅
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Interview File.02 株式会社おいしい
東京・大阪・京都・金沢

／

外国人向け食べ歩きツアー、フードを取り入れたチームビルディングの企画

Oishii Food Tours

代表取締役

Q

佐久間めぐみ 氏 上野直子 氏

創業から現在に至る歩みについて
教えてください。

事 業 を 始 め た の は 2 0 1 5 年 で、 法 人 化 し た の は

https://www.oishiitours.com/
た。創業時はランニングコストがあまりかからな
かったので、黒字化は比較的早かったと思います。
経費は飲食店を開拓する費用くらいでした。

2017年です。以前は外資系企業の駐在員のお世話を
する仕事をしていたのですが、2014年に友達のイギ

Q

リス人から「ホーチミンのフードツアーに行くけど

振り返って、苦労されたことは
何ですか？

一緒にどう？」と誘われたので参加しました。その

創業する前は、何から始めていいかわからなくて

時に「日本に行ったことはないけど、食事がおいし

大変でしたが、チラシを作って、以前働いていた会

いと聞いているよ。日本でフードツアーをやってみ

社のお客様である外国人の方々にモニターになって

たらどう？」と勧められました。

もらったり、2人で築地の道端でチラシを配った

帰国後に、同僚の佐久間に相談したら乗り気だっ
たので、2人で「やってみよう！」ということにな

り、電車の中で見た外国人の方にチラシを配ったり
していました。

りました。初めは何から始めていいのかもわからな
くて…、まずは会計士を探そうということになりま
した。会計士さんに会ってみたらとてもよい方で、
「よいアイディアだと思います」と後押ししてくれ
て、東京都の助成金も提案してくれました。申込み
期限があと1週間しかなかったのですが、申し込ん
でみたら通ったんです。助成金が通ったら絶対に起
業しなければならなかったので事業を始めることに
なりました。

Q

初期投資はどのぐらいかかりましたか？

当初は、事務所を持たずに自宅でやっていました
し、スタッフも常駐ではなく、お客様の依頼があっ

Q

提供しているツアーの種類について
教えてください。

た時だけ来てもらっていました。 事業は2人で始め

フードガイドツアーに特化したサービスを提供し

ましたが、2018年12月から社員を1人採用しまし

ています。フードガイドツアーが全体の売上げの

インバウンド向け 体験型観光ガイドサービス 実践ナビブック
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8~9割です。フードツアーは東京だと豊洲や築地、

るし、すごく楽しい」という評価をいただいていま

谷中にお連れしたり、夜はお客様が自分たちではな

す。資格の有無より、やはり性格ですね。知識を

かなか行けないようなお店、たとえば赤ちょうちん

持っている人の方がよいとは思いますが、臨機応変

などにご案内しています。食べることが好きなので

に対応することの方が大事です。いくら知識があっ

趣味の延長線で、自分の好きなお店にお客様をお連

ても、お経のように「ここでは何年にこれが起き

れしたいという想いでやっています。現在は東京、

て・・・」などと説明すると、辛いと感じるお客様

大阪、京都でサービスを展開していますが、今後は

もいらっしゃいます。

金沢でも展開を考えています。

ガイドさんの採用ニーズは常にあります。ツアー
はシーズンものなので、春と秋は忙しくて、夏と冬

Q

登録しているガイドさんについて
お聞かせください。

は落ち着いているのですが、毎年、忙しい時期には
ガイドさんを採用しています。ガイドさんも留学

ガイドさんは登録制や業務委託ではなく、アルバ

や、引っ越しなどで抜けてしまうことがあるので、

イトで採用しています。ツアーの予約が入るたびに

募集するときは、ネットで調べて直接メールした

ガイドさんたちの都合を聞いて仕事を依頼していま

り、求人情報サイトで募集したりしています。外国

す。ツアーの企画やお店の予約はこちらでやってい

人が集まるお店に求人のチラシを送って、貼っても

ますので、ここでは何を食べていただき、どういう

らえるようにお願いすることもあります。

説明をしてということをガイドさんに指示していま
す。ツアーのマニュアルもあって、それもお渡しし
ています。
ガイドさんは現在25名くらいです。東京、大阪、
京都で、それぞれ現地のガイドさんを採用していま
す。ガイドさんはほとんどが女性です。フードツ
アーを6年やってきて、一番難しいのはガイドさん
探しと、レストランとの関係をどれだけよくするか
です。男性が悪いというわけではないのですが、
やっぱり女性のガイドさんは気が利いてホスピタリ
ティが素晴らしいです。トラブルが起きても、度胸
があって落ち着いて対処してくれます。
ガイドさんは勤続年数の長い方が多いです。「す

Q

ガイドに求めること、
必要なこととは何でしょう？

ごく楽しいですから、もっと入りたいです」という

まずは、信頼と責任感です。よく旅行会社の方か

方が多いです。コロナ前の忙しいときは、1日にツ

ら他社のツアーのガイドさんが遅刻してきて迷惑を

アー5件が入っている日もありました。ほぼ毎日仕

被ったと聞きますが、うちはその対策としてお客様

事が入っている状態でした。

との待ち合わせの15分前には必ず行ってもらうよう

通訳案内士さんは、歴史のことなど引き出しも多

にしています。ガイドさんには15分前からお手当を

いですし、知識が豊富なので素晴らしいですが、資

払って、現地入りしていただいているので遅刻しな

格の有無はあまり気にしていません。私たちが依頼

いわけです。

しているガイドさんは資格を持っていない人がほと

あとは、エンターテイメント性も必要です。「こ

んどですが、旅行会社からは「お客様も喜んでくれ

の人に会えてよかったなぁ」って思われるような人
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Interview File.02

株式会社おいしい

柄ですね。私たちのツアーの催行人数はそれほど多

とか食の歴史を勉強していただきます。その後は経

くなく、プライベートでの申込みも多いですし、グ

験を積んで上達してもらっています。

ループでも多くて8人ぐらいです。私たちはお客様
との距離を大事にしていて、日本にいる友達にいろ
んなところに連れて行ってもらったような感覚だっ
たと、お客様によく言っていただいています。

Q

顧客層はどのような方が
多いのでしょう？

グループツアーやプライベートツアーを行ってい
ますが、イギリス人、アメリカ人の方が多いです。
主に英語圏が9割です。オーストラリアやニュージー
ランド、ヨーロッパ圏からもいらっしゃいます。
スペイン語やイタリア語が話せるガイドもいるの
で、リクエストがあればプライベートツアーで対応
しています。

Q

競合事業者との差別化は
どのように行っていますか？

競合は意識しています。私たちのツアーを真似する
人もいます。私たちのツアーは高価格帯ですが、利
益は高くありません。そこまでやらなくてもよいと
思われるようなことを真面目に取り組んでいるため
です。お客様はそこをちゃんと分かってくださいま
ガイドさんの教育も重視しています。ガイドさん
それぞれによいところがあるんですけど、直して欲

す。旅行会社も理解してくださるので、私たちのツ
アーにお客様を送っていただけるのだと思います。

しいところもあるので、研修を行ったり、マニュア
ルを配ったりしています。その他、定期的にみんな

Q

で集まって、改善点を話し合ったりもしています。

ツアーに参加したお客様からの評価は
どのように測っていますか？

採用からガイドとしてデビューするまでのプロセ

お客様からのダイレクトなコメントをよく見てい

スは、一度体験で入っていただいて、ガイド体験し

ます。数年前はTripadvisorの評価をよく見ていまし

てもらうのと同時に、私たちもその方の行動を見て

た。最近は「今日のツアーガイドの誰々はすごくよ

います。ちょっとしたときに気を利かせてくれると

かった」などとメールをいただきます。

か、お客様と積極的に話しているかなどですね。そ
れを最初に見せていただき、お互いに進めましょう
ということになったら、一度ベテランの方に付いて

Q

リピーターの獲得のために
行っていることはありますか？

いろいろ学んでいただいて、2回目からはご自分で

ツアーに参加してくれた方のお友達はすごくよい

リードしてベテランの方にサポート役として入って

お客様が多いので、リピーターは重視しています。

もらいます。そのあとに事務所でおさらいをして、

リピーターを増やす施策としては、friends＆family

デビューができるか、もう少し研修が必要かの判断

ディスカウントでツアー料金の10％割引をやってい

をします。だいたいの方はすぐにデビューできてい

ます。東京で参加した人が、京都でも参加するとい

ます。また、宿題ではないですけど、日本の食文化

うこともあります。

インバウンド向け 体験型観光ガイドサービス 実践ナビブック
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株式会社おいしい

Q

今後の展望などについて
お聞かせください。

日本が大好きな方は、何度もリピートして来られ
ます。1〜2年に1回ぐらい日本を旅行される方が多
いです。最初は東京、京都、箱根などに行かれます
が、そのうち北海道に行ってみたり、金沢に行かれ
たりするので、旅行会社さんと一緒に、もう少しツ
アーを増やしたいとお話をしていて、現在、金沢で
のツアーを考えています。

Q
Q

体験型ツアーコースの開発について
お聞かせください。

私たち2人で食べ歩きまくって開発しています。
これをやって10kg太りました(笑)。いくら美味しい
お店でもカスタマーサービスのレベルが高くないレ
ストランは、長いお付き合いができません。雰囲気
もよくないといけないし、私たちが巡るルートの中
に位置していないとツアーに組み込むことは難しい
です。

体験型ガイドに興味を持っている人に
一言お願いします。

日本にいながら色々な国の人と関われるこの仕事
が本当に楽しいと思っています。お客様に楽しんで
もらうためには、自分の知識、経験が財産になりま
す。自分が知らなかったせいで、お客様に伝えられ
なかったことがあると、後で申し訳ないと感じるこ
ともあります。自分が勉強していれば、お客様にさ
らに楽しいことを提供できるので、学び続けること
が大事だと思います。

コースができるまでの時間は結構長くかかりま
す。大阪のツアーを開発するときは1カ月近く滞在
して毎日食べ歩きをしました。お店の方との交渉も
時間がかかります。外国人向けのフードツアーのイ
メージがわかないため、最初はお断りされることも
多かったですが、モニターとして試しに海外の方と
一緒に来店しお店の方にも体験していただくと、
「ああ、こういうのだったらいいよ」と言っていた
だけます。あと、お客様には、アレルギーを持って
いる方も多いので、そのあたりを理解してご協力い
ただくことも重要になります。
コースを定期的に入れ替えることはあまりしない
です。ただ、予約が多くてツアーが増える場合、お
店の順番を入れ替えることはします。それでも足り
ないときは、焼き鳥を3軒、お刺身の店3軒といった
ように、カテゴリーごとに何店舗か準備していま
す。お客様によってや、お店の定休日もあるので入
れ替えをしています。
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株式会社おいしい

株式会社おいしい 主なインバウンド向け体験型ガイドツアー
■TOKYO TOURS

■OSAKA TOURS

● Toyosu & Tsukiji

● Shinsekai

3.5時間

2名：484 USD ~

グループ

3.5時間 大人：132 USD
子供：88 USD

● Tsukiji & Ginza

プライベート
3.5時間

3.5時間 2名：440 USD

2名：462 USD ~
● Osaka Nighttime

● Yanaka Walking
グループ

3.5時間

大人：132 USD

グループ

3時間15分

大人：165 USD

プライベート

3時間15分

2名：550 USD

子供：88 USD
プライベート

3.5時間

2名： 440 USD

■KYOTO TOURS
● The Izakaya
グループ

3時間10分

大人：165 USD

プライベート

3時間10分

2名：550 USD

● Kyoto Daytime Tour
グループ

3.5時間 大人：132 USD
子供：88 USD

プライベート

● Tokyo Wonderland
グループ

3時間10分

大人：165 USD

プライベート

3時間10分

2名：550 USD

3.5時間 2名：440 USD

● Matcha Experience
グループ

3.5時間 大人：132 USD
子供：88 USD

● Whisky Experience
プライベート

4時間10分

2名：715 USD

プライベート

3.5時間 2名：440 USD

● Kyoto Sake Brewery

● Golden Gai
グループ

プライベート

3時間10分
3時間10分

大人：198 USD
2名：605 USD

グループ

3.5時間 大人：198 USD

プライベート

3.5時間 2名：605 USD

● Kyoto Nighttime

Oishii Food Tours

インバウンド向け 体験型観光ガイドサービス 実践ナビブック

グループ

3時間15分

大人：165 USD

プライベート

3時間15分

2名：550 USD

ツアーサイト：https://www.oishiitours.com/
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東京

／

サイクリングツアー、カヤックツアー、ランニングツアー、クッキング

Tokyo Great Tours

代表取締役

Q

肥塚由紀子 氏

創業から現在に至る歩みについて
教えてください。

10年間、銀行に勤務した後ビジネススクールに通

https://tokyogreattours.com/

稼がなくても生活はできたという環境ではありまし
た。本当に一人だったらできなかったかもしれない
ですね。

い、ホテルチェーンで働いていました。ホテル
チェーンでは、予約センターのトップをやっていま
した。その当時ホテルは、ほぼ満室で支配人からは

Q

インバウンド向け体験型ツアーを
始めたのはいつ頃ですか？

「外国人旅行客はいらない」などと言われてました

サイクリングツアーのアイディアは、2005年に京

けど、自分はやりたかったので海外事業部を立ち上

都のKCTP（京都サイクリングツアープロジェクト）

げて、一人でインバウンドをやってました。

さんの話を聞いた仲間から「ガイド付自転車ツ

退職後、会社を設立しました。何をやるか決まっ

アー」というアイディアを紹介してもらったことが

ていないので、定款は何でもかんでも入れました。

きっかけでした。すごく面白そうだと思いました。

体験型ツアーを始めた2005〜2006年頃は、まだ外

当時、KCTPさんは外国人に特化していなかったの

国人旅行者も年間400万人くらいの時期で、事業を

で、バッティングしないように「私はインバウンド

始めたきっかけは、勝算があったとかではなくて、

に特化して東京でやるから、京都ではやりませんか

ただ面白そうだからっていう理由だけで、外国の人

ら」とメールを送ったんです。

たちを案内したいと考えていました。銀行員時代に

サイクリングツアーは、最初は自転車4台で、新橋

香港支店に勤めていたことがあって、日本の友達が

にある仲間の事務所を間借りして始めました。自分

私を訪ねて来ると、ガイドブックに載っていないと

で本を見ながら、ホームページを作って、本当にも

ころへ連れていってあげていました。そうすると、

う昔のHTMLのすごくシンプルなホームページの制作

みんなが「へえーすごい」って喜ぶのが楽しかった

をやりつつ、ルートも開拓していました。あと、い

んです。それの逆版で、日本に遊びにくる外国の人

ろいろ暇だからSEO対策にこういうことやったらい

に知らないところを見せてあげて喜ぶ顔がみたいと

いみたいな、ネットで調べて書いてあるようなこと

思ったんです。たぶん原点は香港時代かもしれない

をやったりとか、時間があったのでいろいろ試しま

ですね。2005年の時にも、別にマーケットがこうで

した。そうしたら11月に、ホームページから予約が

と計算したり、ビジネス的にどうだと思ったわけで

初めて来たんです。「予約来た〜」って(笑)。当時は

はなくて、ただ面白そうだから始めました。その時

Tripadvisorとかもまだなかったです。

は食べていけるかまでは考えなかったです。仕事は

ツアーは最初の1年目が52人、次が103人、その後、

辞めていましたが、一応、夫に稼ぎがあって、私が

順調に増加して、コロナ前は年間2500人を超えるお
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Interview File.03

株式会社アライブ・アンド・キッキング

客様が参加してくれました。ここ数年は、ライバル
が増えたこともあって、ほとんど頭打ちになってい

Q

振り返って、苦労されたことは
何ですか？

ます。自転車ツアーは東京で10社とかもっとあるの

準備の時は、楽しかったです。あんまり苦労した

ではないでしょうか。Airbnbとか個人とかでもやら

ことはないかな。開始後は、一年目はゲストは、52

れてる人もいますね。

人だったけど「そんなもんかな」と思っていたの

他の会社とか見ると、短いコース、簡単なコース

で、あまり悩みませんでした。むしろ、来てくれた

が多かったので、私たちはもっと通な巣鴨とか行く

お客様に、「よく見つけたね〜」、「どうやって見

コースとか、少しアップダウンがあるコース、しん

つけたの」って聞いたりしました。

どい長いコースを増やしていきました。

そういう意味では、今のコロナの時期が一番きつ

最初のうちのゲストは、自転車好きな人で「バイ

いですね。一番大変なのは、家賃なんです。当初、

クツアー TOKYO」とか「サイクリング TOKYO」で

苦労がなかったのは、家賃もなかったし、別に私の

検索して来る人が中心でした。「自転車に乗る人で

人件費もとってなかったので、のんびり楽しくやれ

悪い人はいない」って言えるくらい、お客様はいい

ていたのだと思います。

人が多いです。リピーターの人も少しずつ出てきま
した。出張者の人も最初のうちは多くて、定期的に
いらっしゃいました。私たちは、最初は土曜日しか

Q

提供しているツアーの種類について
お聞かせください。

ツアーをやってなかったのですが、出張の人は月〜

提供している体験型サービスコンテンツは、サイ

金は仕事で、「土日フリーだから観光しようかな、

クリング、カヤック、ランニング、クッキングの4つ

あっ自転車ツアー」という人たちがいたんです。そ

です。最近、釣りの好きな人がガイドに仲間に入っ

う言う人たちが、また3カ月後に来てくれたりしま

てきて、ここ何回かフィッシングツアーのトライアル

した。ツアーが終わるとゲストと一緒にビールを飲

を運河でやっています。カヤックで行って釣りとい

むのですが、6時間一緒にツアーをまわってから飲

うパターンと釣り船を持っている人がいてその人と

むと、すっかり友達になってしまうんです。振り返

一緒に釣りをするパターンがあります。今後は、

れば、サイクリングのツアーは事業というよりは、

フィッシングツアーを始めるかもしれません。こう

楽しかったから続いたのかもしれません。

やって、好きなことを始めて、広げていくんです。
ランニングツアーは、ガイドの仲間に、走れる人
がいたので、2013年に始めました。去年はクッキン
グ・スクールも始めました。オフィスが日中空いて

インバウンド向け 体験型観光ガイドサービス 実践ナビブック
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いて、料理下手の私はできないけど夫が料理がうま
いのでやってみようと。構想自体は長くて、「自転

Q

顧客層はどのような方が
多いのでしょう？

車で築地で魚を買って・・・」出来たらいいよねな

英語圏が中心で、トップ5は、アメリカ、オース

どとずっと話はしていました。タイのバンコクに旅

トラリア、ドイツ、カナダ、イギリスです。年代的

行に行ったときに、そういうツアーに参加したこと

には、冬はオーストラリアの家族連れのお客様が多

があって楽しかったんです。夫が一昨年、定年で前

く、平均年齢は下がるけど、全体では40代半ばくら

の会社を辞めたので、ついに満を持して実現したん

いですかね。参加形態で一番多いのは、やっぱり

ですが、夫がまた別の会社に誘われて、数回やった

カップル。始めた当初は、ビジネスの人が多かった

だけで休止状態になってしまいました。でも、ガイ

んですが徐々に自転車ツアーがメジャーになって

ドがいれば、また始められます。仲間にランナーが

いって、自転車好きだけではなく、一般の人たちも

いたからランニングツアーを始める、料理できる人

来るようになって、顧客層が変わっていきました。

Q

ツアーの販売チャネルは？

自社のホームページからです。OTAはほとんど利
用していません。口コミサイトのTripadvisorには情
報を掲載しています。2008年頃「Tripadvisorは、ア
メリカではすごく大きいよ」とお客様から教えても
らいました。最初は「書いて」とこちらから頼むの
には抵抗がありましたが、競争が激しくなってきた
ので、今は「書いて」と頼んだり、Tripadvisorのリ
ンクを貼ったりしています。

Q

プロモーションは
どのように行っていますか？

最 初 は 、 F a c e b o o k を 始 め て、 今 は T w i t t e r 、
Instagramもやっています。始めるのは早いのです
がいるからクッキングを始めるという感じです。

が、なかなか継続が難しいですね。若いガイドの仲

サイクリングの最少催行人員は2人で、最大が10

間でInstagramに詳しい人がいるのでお願いしていま

人ぐらいです。例えば、今予約が9人でそこに4人家

す。フォロワーが1000人くらいにはなったのかな。

族が来たら入れちゃいます。14年やってきたノウハ

Facebookは、参加したお客様に写真を別途Google

ウかもしれないけど、予約のリストをみると、この

フォトなどに入れて渡しています。Instagramの方

人自転車乗れそうかなとか、体力なさそうかなって

は、これから来るかもしれないお客様に対して厳選

いうのが何となくわかります。それで、これは人数

した写真を載せましょうか、というように使い分け

絞ろうとか、このグループだったら大人数にしても

ています。コミッションを払うのは嫌なので、有料

大丈夫とか、ガイドのメンバーの組み合わせで、こ

のものはやっていません。

れだったら20人でも行けるかもとか、コントロール
をしています。
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株式会社アライブ・アンド・キッキング

リピーター獲得のために
行っていることはありますか？

2019年に10％に消費税が上がったときに、他社は
半額、我々よりマイナス1000円くらいとかだったけ

リピーターはとても大事で、何年か前からスタン

ど、私たちは逆に12000円に値上げさせてもらいま

プカードも作っています。毎年、日本が大好きでハ

した。値上げのタイミングがよかったのは、ワール

ワイから10月に来る人とか、イギリスから毎年何月

ドカップの時だったので結構みんな関係なくて、裕

に来る人とか、日本に来ると参加してくれるので、

福な人が多かったです。

違うルートに参加してもらった方がいいかなと思っ
て新しいルートを作っています。リピーターは20%
引 き に して い ま す。 最 初 1 2 0 0 0 円 で 、 そ の 次 は

Q

体験型ツアーコースの開発について
お聞かせください。

12000円の20％引きで、その次は20%引きの20%引

ツアーの開発は、最初はもちろん私が中心で、こ

き…、4回くらい来ると、友達だから家に泊まった

のエリアでどうかな、このエリアでこういう見どこ

りして、最後はもう無料みたいな（笑）。サイクリ

ろがある、じゃあこっちから回そうか、とか、何回

ングツアーに参加して、カヤックかランニングをし

も何回も走って決めるんです。ガイドの仲間の一人

たら、もうスタッフみたいな友達だから、スタッフ

が大学時代自転車部で、もう60代なんですけど、日

ユニフォームを差し上げています。そんなことをし

本全国を自転車で走っていて、この人が今ルート開

て い る の で、 3 回 4 回 目 の リ ピー タ ー だ と ガイ ド

発部長をやっています。開発頻度は、1年に1コー

フィーを払うと必ずそのツアーは赤字になるんで

ス、リリースしていこうということにしています。

す。でも、楽しいからOK。他のお客様にも「3回も

もう既にいくつかあるんですけど、いろいろと大変

来ているんだ」と勝手に営業してくれるんです。

なんです。ルートを覚えなくてはいけないし、道を

リピーターで嬉しかったのは、予約時には気が付

覚えるのが得意な人、不得意な人もいます。ガイド

かなかったけど、来てから以前参加したことがある

は23人いるんですが、ルートＦはこの人はできない

というので、写真見せてもらったら小さかった時に

とかもあります。ガイドが話す内容は決めていませ

家族で参加して、今回はボーイフレンドと参加して

んが、通訳案内士の皆さんとても勉強熱心です。

くれてみたいなことがあって、すごい嬉しかったで

ガイドのツールとして「紙芝居」を活用していま

す。自分の友達の中には、この人なんで友達になっ

す。仲間からのアイディアなんですが、まず初め

たんだろうと考えると、あっ元々お客様だったとい

に、参加者に集まってもらって、1枚目は「日本は

う人が何人もいます。

どこにあるでしょう？」（世界地図を提示）って聞
くんです。皆さん自分の国が真ん中なので、日本が

Q

価格設定については
どのようにお考えですか？

なかなかわかりません。そうやってアイスブレイク
して、自己紹介してもらって、参加者みんなの名前

始めた当初は、私たちが最初だったので、相場も

を知ってもらいます。次のページは、日本地図が描

わからず、コストもわからず、適当に5000円とかで

いてあって「東京はどこ？」って、意外とみんなわ

やっていました。そうしたら、お客様がツアー終わ

かりません。東京の概要を説明して、その流れで今

るころに「これ安すぎるよ、これだとあなたたち続

日のコースの概要を地図で説明します。ツアー中

かないよ。」って教えてくれたんです。それで半年

は、それぞれの訪問地で、解説を加えます。最後

後に1万円にしたんです。だから、価格設定はコス

に、皇居で皇族の説明をします。ここは、みんな興

ト積み上げや同業対比でもなく、「エイヤーっ」て

味がありますね。ガイドの持っている資料は個々の

感じです(笑)。

ノウハウなのでオープンにしたくないところもある

インバウンド向け 体験型観光ガイドサービス 実践ナビブック
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様なのですが、私たちはなんでもオープンにして、

のときもあり、ガイドさんが気を使ってどちらか1

いいところはシェアして、真似してもOKということ

人でみたいなこともありましたが「いいよ2名ガイ

にしています。

ドで」と言ったりしていました（笑）。

Q

ガイドに求めること、
必要なこととはなんでしょう？

ガイドさんに求めるのは、一番は人間性です。資

Q

ツアーの安全対策について
お聞かせください。

賠償責任保険と傷害保険を保険会社に作ってもらっ

格とかは、必要ないんじゃないかな。カヤックは、
ゲストを守らなくてはいけないのでスキルは必要に
なります。サイクリングの場合は、臨機応変ってい

ています。保険料は、ツアー料金に含まれています。

うか、何かイレギュラーなことが起こったときに対

二人でガイドをしているので、何かあったときに

応できることが必要です。新人教育とかは、自転車

は、一人が緊急対応して、もう一人の人がツアーを続

だったら最低限のパンク修理とかは教えています。

行します。そういう状況は、これまでそれほど多くは

アサインは二人体制なので、新人同士は組まないよ

起きていません。

うにとか、パンク修理ができる人を入れたり、男性
二人よりも女性と男性の方がお客様もいいかな、と

Q

登録しているガイドさんについて
お聞かせください。

か。私が一番仕事で悩んでいたのはその組み合わせ
で、ガイドさんによってはたくさん仕事をやりたい

ガイドの人数は、自転車で23名、カヤックで12

人もいるし、自転車は疲れるので連続はちょっとと

名。通訳案内士などのガイドの資格の有無は、まっ

か、いろんな人のいろんなリクエストがあるの

たく関係ないですね。私も自分で持っていながら、

で…。AIかなんかでできるんでしょうけど、超アナ

資格ではなく人柄だなと思っています。募集とかし

ログでカレンダーに〇付けてやってます。

てないんですが、友達が友達を呼んできてくれるの
で、リクルートで苦労することはありません。通訳
案内士の人は、他のところでも働いています。春と

Q

今後の展望などについて
お聞かせください。

か桜の時期とかは、うちよりもスルーガイドの方が

ガイドの平均年齢が高いので私を筆頭にみんなオ

金額がいいので。コロナ前は毎日ツアーがあったの

ンラインが苦手です。維持のためにはやっていかな

で、来月空いている日を教えてもらっていました。

い と い け な い の か な と 思 っ て い ま す。 A m a z o n

一人でやるのはつまらないので二人ガイドで、アサ

Exploreというオンライン体験ツアーが昨年から始

インは私が決めています。閑散期は、お客様が2名

まっていて、やってみようかなと考えています。

24

インバウンド向け 体験型観光ガイドサービス 実践ナビブック

優良事業者インタビュー

Interview File.03

株式会社アライブ・アンド・キッキング

地方への展開は、お客様からの要望もあるのです
が、まあ東京で違うカヤック、ランニングやフィッ
シングなりでいこうかなと思っています。仲間がい
たら、その人が「神戸グレートサイクリングツ
アー」とか、「グレート」という言葉を暖簾分けし
てやればって感じでいいです。私たちのホームペー
ジにパワーがあるとすれば、空いているスペースで
紹介したりもできます。

Q

体験型ガイドに興味を持っている人に
一言お願いします。

お金がかからない形で小さく始めるのがいいと思
います。自分が好きなことをお客様に紹介してほし
いですね。好きであれば、きっと続けられます。

インバウンド向け 体験型観光ガイドサービス 実践ナビブック
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Tokyo Great Tours 主なインバウンド向け体験型ガイドツアー
■Tokyo Great Cycling Tour

■Tokyo Great KAYAKING Tour

● Route A: Tokyo Bay

● Route A: East Canal Tour

［6時間

12,000円/1人］

● Route B: Edo-Tokyo Culture
［6時間

12,000円/1人］

12,000円/1人］

● Route D: Fukagawa ‒ Deep Tokyo
［6時間

12,000円/1人］

● Route E: Tokyo Hills and Backstreets
［6時間

10,000円/1人］

● Route B: Central Tokyo Canal Tour

● Route C: Tokyo Transformation
［6時間

［3時間

12,000円/1人］

［3時間

10,000円/1人］

● Route C: Intro Canal Tour
［1.5時間

8,000円/1人］

● Special Route : Sakura Tour
［2時間

10,000円/1人］

● Special Route : Evening Tour
［1時間

5,000円/1人］

● Route F: Riverside and Tokyo Local Life
［6時間

12,000円/1人］

● Route G: Time Travel to Good Old Tokyo
［6時間

12,000円/1人］

● Route A: RUN INTO THE ALLEYS
［3時間

6,000円/1人］

● Route B: RUN ALONG THE RIVERS

● Route H: Architecture
［6時間

■Tokyo Great Running Tour

13,000円/1人］

［3時間

6,000円/1人］

● Evening Tour
［1.5時間

5,000円/1人］

Tokyo Great Tours
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ツアーサイト：https://tokyogreattours.com/

インバウンド向け 体験型観光ガイドサービス 実践ナビブック

Interview File.04 株式会社ノットワールド
東京・京都・福島等日本全国 ／ フードツアー、プライベートツアー、相撲ツアー、被災地ツアー

Japan Wonder Travel

代表取締役

Q

佐々木文人 氏

創業から現在に至る歩みについて
教えてください。

https://japanwondertravel.com/

訪日外国人の調査結果を見ると、外国人旅行者が
日本に来る目的の1位は日本食でした。当時は競合

2012年、BCG（ボストン コンサルティング グ

も少なかったですし、僕たちも旅行の時に現地の市

ループ）を退社し、世界一周旅行をしました。自由

場を楽しんでいたという原体験もありはじめたの

な働き方を追求したい、起業したい、という思いは

が、「街をレストランにしよう」というテーマを掲

ありましたが、出発時点ではまだ起業アイディアは

げたフードツアーです。フードツアーって参入障壁

白紙でした。世界一周は、インド、ネパール、オー

がとても低いので、ここ数年競合も増えてきました

ストラリア、中南米、米国、ヨーロッパ、中東など

が、今では、フードツアーに加え、プライベートツ

計36カ国・地域をまわってきました。

アーや相撲ツアー、被災地訪問ツアー等も実施して

帰国後の2014年2月に会社を設立しました。最初

います。

は、ゲストハウスを始めて、宿泊者向けに日本全国

今後の展開については、サイクリングなど、屋外

のツアーを販売する計画だったのですが、中々いい

で、ニーズの高いツアーへの展開は可能性としてある

物件が見つからなかったので、いつまでも探してて

と思っています。ただ、ニッチなものについては、会

も仕方ないと思い、ツアーを始めたのが2015年1月

社としてツアーを作るというより、特技を持った人

でした。
当時始めたツアーは、築地3時間半のコースで、
初月は半額の4500円で販売しました。最初の1カ月
は、お客様は2人で売り上げは9000円でしたが、参
加いただいたゲストに満足してもらうことを積み重
ねていく中で、4月には100名と増えていき、2016年
には月300~400名のお客様にご参加いただけるよう
になりました。現在（コロナ前）は、年間約1万8千
人のゲストを迎えていますが、事業開始から現在に
至るまでの一番の課題は一貫して集客ですね。

Q

提供しているツアーの種類について
お聞かせください。

インバウンド向け 体験型観光ガイドサービス 実践ナビブック
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を、ゲストと直接つなぐプラットフォームを提供して

ば、18000人だと0.06％とまだまだ伸びしろがある

つないであげればいいのかなと思います。

と思っています。

Q

顧客層はどのような方が
多いのでしょうか？

Q

プロモーションは
どのように行っていますか？

ツアーの価格帯によって変わりますが、4つ星や5

僕たちが事業を始めた6年前は、まだPCの方が予

つ星のホテルに泊まっている、欧米豪からのお客様

約の媒体として強く、ツアー日の2週間前が申し込み

が多いですね。全般的に言えば、ガイドさんの話を

のピークでしたが、モバイル化も進む中で、一昨年

聞くことにお金を払う志向のある人が主な顧客層に

はツアー日の1日〜2日前が予約のピークとなってい

なっています。

ます。予約せずに旅行する人が増えているので、直
前まで在庫を開けておくことが大切ですね。

Q

ツアーの販売チャネルは？

初期に有効だったのは口コミサイトの活用で、そ
の後OTAの活用で拡大していきました。露出をあげ

OTAが約6割を占め、Tripadvisor、Viator、

るためには、口コミを貯めることが重要で、モニ

GetYourGuide、Airbnb等を利用しています。自社サ

ターツアーは、メディアや旅行会社ではなく、一般

イト「Japan Wonder Travel」でも販売を行ってい

旅行者や在日外国人等に向けて実施しました。ゲス

ます。

トが1人で赤字であってもツアーを催行し、そのゲ

OTAは手数料も20−30%かかり、確かに高いです

ストから口コミを獲得するよう努力しました。2015

が、自社サイトであってもGoogle等に広告費を払っ

年のツアー開始時は、Tripadvisorの東京においての

て集客することになります。そのバランスを見なが

事業者が少なかったため、比較的露出をあげるのが

ら、チャネルを検討していく必要があります。OTA

容易でしたね。地方では今もまだチャンスだと思い

は事業を開始した頃に活用して露出を増やし、将来

ます。

的に自社サイトの比重を移していく事が出来るのが
一つの形かなと考えています。
僕たちにとっても、集客は常に課題です。OTAの
割合が高くて、OTA以外への分散が出来ていませ

今も、ゲストの口コミによるプロモーションが
中心なので、ゲスト満足度に拘ったツアーを催行
するため、ツアーの造成・ガイドの育成に力を入
れています。

ん。OTAもGoogleもアルゴリズムが変わると、その
影響を大きく受けるので、販売チャネルを広げなく
てはいけないと考えています。もちろん顧客の絶対
数もたりないです。訪日旅行客が3000万人来ていれ

Q

リピーター獲得のために
行っていることはありますか？

現状、欧米をターゲットにするのであれば、リ
ピーターに注力するのは現実的ではないかもしれま
せん。結果的には、その友人や家族を紹介してくれ
るケースはあるので、そこはとても重要ですが、そ
の人がまたすぐ来ることって大分少ないんじゃない
ですかね。日本人もフランスに毎年行く人どのくら
いいますかって考えると少ないですよね。フランス
に行ったとしても次はイタリアやスペインに行く人
が多いのではないでしょうか。ましてや、また同じ

Japan Wonder Travel Webサイト
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ツアーに来るかということになると、更に少ないで
すよね。
僕たちとしては、直接のリピーター獲得より、口
コミによる周辺への波及効果を現在は狙っている段
階で、CRMを行うために、過去に参加したゲストへ
のメルマガ発行等を定期的に実施しています。本人
がリピートするというより、結果的にその友人、家
族とかに来てもらっています。また、参加者からの
直接の口コミは、ネット上の口コミよりも、効果が
高いということもあって、友達に転送可能な割引
クーポンの配布などもしています。

Q

価格設定については
どのようにお考えですか？

同じ内容のコースで3000円と1万円だったら、客
層が分かれます。求めているものも若干変わりま

いけばいいと考えています。その中から反応のあっ
たものを育てていけばいい。ガイドに関しても、自
分がガイドできるなら、他のガイドさんは売れ始め
てから育てていけばいい。

す。僕たちの築地ツアーで言えば、食べ物がついて

ただ、福島の被災地訪問ツアーについては、作る

いる9000円のツアーと食べ物がついていなくて時間

のに時間がかかりました。東京とかだったら、作文

が半分の3000円のツアー、その2つをやることで、

感覚でもできるんですけど、福島は現地に行って話

より幅広い層のニーズにマッチする商品を提供する

さないとできないですし、実際にどこまで行けるの

ようにはしています。

かという問題もありました。福島は一人で行っても

価格競争はあまり気にしていませんが、価格で選

なんだかわからないので、ガイドツアーのニーズは

ぶ顧客も多いのは確かなので、近い価格の競合が出

あると考えていましたが、テーマがテーマなので、

てきたら当然意識するようにはしています。

それなりの知識は必要になります。福島のツアーは
時間や工数をそれなりに投入して作りました。

Q

体験型ツアーコースの開発について
お聞かせください。

Q

ツアー造成にあたっては、「とにかくやってみ

ツアーに参加したお客様からの評価は
どのように測っていますか？

る」精神でPDCAを早く回すことを意識していま

基本は、口コミを書いてもらい、その口コミにど

す。ターゲットをどうするか、ニーズがあるか等の

う出てくるかだと思います。アンケートをとって

調査に時間をかける事よりも、とりあえず市場に早

も、書いてくれればいいんですけど、お客様に与え

く出して、市場でニーズを見極め磨いていくことに

る負荷を考えると口コミに書いてもらった方がいい

注力しています。実際は、作る方より、売る方が難

ですね。

しいですね。
ツアーを作ること自体は、文章を書くことが出来
れば、どんどん数を作っていくこともできます。

Q

ツアーの安全対策について
お聞かせください

どっちにしようか迷ったら、売れるかわからないけ

賠責保険に入っています。ガイドさんによって個

ど、とりあえず両方並べてみて売れるかどうか見て

人でガイド保険に入っている方もいっらしゃいます

インバウンド向け 体験型観光ガイドサービス 実践ナビブック
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が、会社として保険に入って、提供するツアーにつ

ミュニケーション能力の高い人がすぐ活躍して行け

いてはカバーしています。

る社会を創っていきたいと思っています。

緊急、災害時についても「お客様の安全を優先に
考える」「ツアーを中止してもいい」と日頃から伝
えています。
今後は、ゲスト・ガイド・地域、関係する方々が
安心できるコロナ感染症対策も十分に行っていこう
と手を打っています。

Q

登録しているガイドさんについて
お聞かせください。

昨年、ガイド団体『JapanWonderGuide』を立ち

Japan Wonder Guide Webサイト

上げました。現在、ガイド数では、有料の一般会員
が310名、無料の会員が400名で、合計で710名で
す。開始から一年ですが、徐々に集まってきまし

Q

ガイドに求めること、
必要なこととはなんでしょう？

た。当社のツアーを催行していただいていたガイド
さんは毎月100名程度（コロナ前）でしたが、

通訳案内士などの資格については、重要視してい

『JapanWonderGuide』でより多くのガイドの皆様

ません。サービス業であるというマインドが必要だ

と、日本を訪れる旅行者に楽しい時間を提供してい

と思います。これはガイド研修でも力を入れて伝え

ければと考えています。

ていることです。結局、楽しい人といると楽しいん

一番力を入れているのは、実地と座学で構成され
る研修です
ガイドになりたい人は、まずは始めてみることが
大切なんですが、始め方がわからないという方も多

ですよね。僕たちは研修の過程でガイドさんが実際
にご案内する機会に付いて見ているのですが、その
時にこの人はゲストに満足してもらえるっていう人
しか送り出さないようにしています。

いと思います。「突然、東京を一日案内してくれ」

知識と言語は後からでも身につけられますが、コ

と言われても、みんな「どうやって案内すればいい

ミュニケーションスタイルは、30歳、40歳を超えて

んだろう、準備の仕方もわからないし」となって止

くると、よっぽど意識しないと変えることはできま

まってしまうのを、「東京一日だったら、朝の1時

せん。ぜひ、意識して、コミュニケーションスキル

間半で築地に行って、次の1時間半で浅草行って、

を伸ばしていってほしいと思いますし、コミュニ

その後明治神宮に行って、それぞれこんなことを喋

ケーション力の高い人にもっとガイドになりたいと

ればいいんですよ」っていうマニュアルがあるだけ

思ってもらえる仕事にしたいなと思っています。

でも、じゃあやってみようと思える方もいます。最
初の一歩はやってみればいいんですけど、背中を押

Q

ガイド人材に不足感はありますか？

してあげる仕組みがないと、実際は踏み出せないこ
とが多いんです。

都市部では繁忙期を除いてそこまで感じません

単に知識を蓄える研修ではなく、ゲストに満足い

が、地方では、ガイドの不足感を感じることがあり

ただけるコミュニケーション能力をどう伸ばしてい

ます。地方は英語を話せてガイドが出来る方自体、

けるか、日々考えています。昔は「新人ガイドは送

圧倒的に少ないですし、需給のバランスが成り立っ

迎から」という下積みもあった業界の様ですが、コ

ていないケースもよく見かけます。僕たちがよくお
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客様からオーダーをいただくのはクルーズ船が来た
ときですけど、そういうときに地元のガイドさんが
求められます。クルーズの時って何千人単位でゲス
トが来るのですが、基本的には地方のガイドさんは
そんなに数はいません。今は、他地域からガイドの
方を呼んでいる現場は多いと思いますが、地方のた
めにももっと地元のガイドを増やしていきたいなと
感じています。

Q

今後の展望等について
お聞かせください。

僕たちは、【観光は”人”である】という信念のも
と、観光立国を謳うには、よりゲストと地域に通じ
たガイドの育成が不可欠であると考え、新しいガイ
ドの団体『JapanWonderGuide』を2020年2月に立
ち上げました。
ゲストに満足いただけるガイドの方々と一緒に、
日本に訪れる旅行者の方に楽しい時間を提供し、日
本の観光を盛り上げていければと考えています。
「日本のガイドって世界一だよね」とゲストに
言ってもらうこと
「将来なりたい職業はガイドだよ」と子どもたちに
言ってもらうこと
そんな、世界を実現するために、稼げるガイドを
育成するとともに、稼いでもらうツアーを造成し、
ゲストに満足してもらう、そんな歯車を回していき
たいです。
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株式会社ノットワールド 主なインバウンド向け体験型ガイドツアー

■ Tokyo
● Tokyo Fish Market Tour @Tsukiji - Enjoy Local Food and Drink
［3時間

9,500円/1人］

● Tokyo Sushi Making Experience+ Tsukiji Fish Market Explore Tour
［4時間

14,000円/1人］

● Tokyo 1‒Day Highlights Private Walking Tour (8 Hours)
［8時間

40,000円/1グループ］

● Tokyo Private Tour [Customized, 4 Hours]
［4時間

23,000円/1グループ］

● Tokyo Food and Drink Tour @ Tsukiji and Asakusa
［5.5時間

14,500円/1人］

● Tokyo Local Street Food and Drink Tour @Sunamachi
［3.5時間

9,500円/1人］

■ Kyoto
● Kyoto Food and Drink Tour @Nishiki Street & Gion
［3時間

9,500円/1人］

● Kyoto Private Full Day Walking Tour [Customizable]
［8時間

40,000円/1グループ］

● Kyoto Food and Drink Tour @Arashiyama
［3.5時間

10,500円/1人］

● Kyoto 4 Hour HIGHLIGHT Private Walking Tour [Fushimi Inari Shrine, Kiyomizu Temple, and More]
［4時間

23,000円/1グループ］

■ Fukushima
● Fukushima Disaster Area Day Tour from Tokyo (Within 20 km of Fukushima Nuclear Power Plant)
［10時間

25,000円/1人］

Japan Wonder Travel
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東京

／

ウォーキングガイドツアー

AKIBALAND TOURS

代表取締役

Q

https://www.akiba-tour.com/

河野文元 氏 回答者 取締役 須賀美智子 氏

創業から現在に至る歩みについて
教えてください。

の改札というゲートから入ると、オリジナルメイド
ガイド服でコスプレをした弊社ガイドがお客様をお

インバウンド市場の成長が期待される中、海外か

迎えするというイメージです。このインバウンド向

らのお客様を惹きつける特徴的なコンテンツに対す

けのウォーキングガイドツアーは2009年から提供を

るニーズが確実に高まると考え、2008年に株式会社

始め、大変多くのお客様にご参加いただき、10年以

新東海旅行を立ち上げました。私は創業時からのメ

上続く人気ツアーになっています。

ンバーになります。
「秋葉原が大好きなガイドさんと巡るツアー」と
いうコンセプトは会社設立以前から私が考えていた
ものです。これを実現するため秋葉原に何度も通っ
て、秋葉原好きな方たちと知り合っていきました。
アニメ、ゲーム、コスプレなどの愛好家や、様々な
コンセプトを持つショップやカフェのスタッフさん
と繋がりを持つ中、後に私たちのツアーで大活躍し
て下さる素晴らしいガイドたちと出会いました。彼
女たちはオタクというワードで偏った印象になりが
ちな秋葉原という街を、わかりやすく魅力的な説明
で国内外観光客に広く伝えてくれました。スタート
時から根強い人気のある「秋葉原ガイドツアー」

Q

提供しているツアーの種類について
お聞かせください。

は、秋葉原に関する街の歴史や知識を伝える事はも

スタート初期は英国出身スタッフ1人、日本人1人

とより、ツアーで過ごす時間に十分な価値を見い出

の計2人のガイドからスタートしました。その後、

してもらうことが大切だと考えて作りました。秋葉

スペイン語やフランス語を母国語とするメンバーが

原をお客様にとって思い入れのある場所として満足

増え、提供するツアーの種類も増えました。

して帰路について頂きたい、ツアーの時間を楽しく

現在、英語で提供しているのは4種類。「秋葉原

過ごし、よい記憶として刻んでもらいたい。その考

ツアー」「原宿ツアー」「着物を着て巡る浅草ツ

え方を「秋葉原+ディズニーランド」＝

アー」「原宿〜渋谷〜表参道の半日ツアー」です。

「AKIBALAND TOURS」というネーミングに込めま

スペイン語は6種類、「秋葉原ツアー」「着物で巡

した。秋葉原という街をテーマパークに見立て、駅

る浅草ツアー」「原宿ツアー」「浅草〜秋葉原の5
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時間ツアー」「原宿〜渋谷〜表参道の4時間ツ

ガイドのクオリティについてはまったく心配して

アー」「新宿〜中野〜新大久保の4時間ツアー」で

いませんでした。私たちのツアーでは、ガイド1人

す。フランス語は2種類、「秋葉原ツアー」「原宿

が2〜10人前後のお客様をご案内します。実はこの

ツアー」です。

くらいの人数の方が、大人数のお客様を引き連れる

ツアーと並行して、海外で開催されるジャパンイ

よりもコミュニケーション能力が問われます。それ

ベントへの出演依頼も増えました。これまでも日本

ぞれのお客様と目を見て話し、きちんと対応する必

政府観光局(JNTO)主催「YOKOSO JAPAN（現VISIT

要があるからです。その点、私たちのガイドは全方

JAPAN）」訪日観光誘致イベントに出演・協力する

位に気配りが出来る精鋭揃いです。これはどこの大

事はありましたが、アメリカ、韓国、中国、ベトナ

手ツアー会社と比較しても絶対に負けない自信があ

ム、南米チリなど、日本のカワイイ文化や伝統的な

ります。

日本文化の魅力を紹介するちょっと変わった旅行会

私は本当に有能なメンバーに支えられて今がある

社として、日本国内の交通手段や地方の祭り、日本

と思っています。このツアーはすべてガイドたちが

食レストランのおすすめなど、現地イベント会場内

作り上げてくれた実績が全てです。心から感謝して

で直接現地の方々とお話し出来る大変貴重な機会が

います。

多くなりました。
それらの中で、私たちの新たなツアープログラム
造成のキッカケとなったのが、南米チリのイベント
に招待されたことでした。
日本の真裏にあるチリの人々は、日本に対してど
んなイメージを持っているのだろうと興味もあり、
イベント招聘を受けることにしました。現地に行く
と、チリでの日本のポップカルチャーへの関心は想
像以上に熱狂的で、会場は大盛況でした。なんと街
にはメイドカフェまで存在していたのです。その熱
を感じて帰国後さっそくスペイン語対応のツアーを
始めたところすぐに反響があり、スペイン語ツアー
への予約がどんどん増えていきました。ちなみに、
チリで行われたイベントに私たちが出演したことを
SNSで知ったチリ人の女性が、今では私たちのガイ
ドとして秋葉原で働いてくれています。

Q

顧客層はどのような方が
多いのでしょう？

英語圏についてはオーストラリア、カナダ、アメ
リカなどが多く、スペイン語対応のツアーを増やし
てからは、スペインのみならずチリやメキシコなど

Q

振り返って、苦労されたことは
何ですか？

南米全域からの申し込みが一気に伸びました。
英語のほかに、スペイン語やフランス語でもツ

やはり認知度が無いところからの集客でした。今で

アーを提供し始めてから、確実に顧客層が広がりま

こそ私たちの公式Webサイトはたくさんの方に見てい

した。遠い日本で母国語を話すガイドに会うだけで

ただき、お申し込みも少しずつ増えるまでになりまし

大変安心したというご意見も寄せられています。今

たが、さすがに当初はアクセス数も少なく、本当に努

後も需要が見込めるなら、他の言語のツアーも加え

力を重ねた末に現在のようになりました。

ていきたいと考えています。
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ど、なんだか事務的な話し方だな」とお客様が感じ
たとすると、まったく楽しめないですよね。だから

自社WebサイトとOTAからの予約が大半です。そ

お客様と接すること自体を楽しめる器量の良さ、臨

のほか、大手旅行代理店や、毎年夏に留学生の修学

機応変に対応出来る「現場力」が必要だと考えてい

旅行を担当される留学エージェンシーからのご予約

ます。そこでガイドに必ず守ってもらうルールとし

もいただいています。

ているのが、精一杯お客様を楽しませるエンターテ

OTAの利用については、自社Webサイトで決済で
きなかった創業当時、インターネット決済が出来る

イナーとして「AKIBALAND TOURS」のガイドを演
じてくださいとお願いしています。

メリットがあったためです。海外からご予約いただ

語学力については、お客様がお話しされたことが

くお客様も安心だったでしょうし、私たちとしても

まったくわからないレベルだと困りますが、それよ

お客様のドタキャンでキャンセル料をとれないリス

りも先に触れたように「現場力」が大事です。たと

クに対応できました。現在は自社Webサイトでも決

えば、プライベートツアーを申し込まれたご家族の

済出来るようにし、予約を誘導しています。

例では、アニメが大好きなお子様と江戸切子作りを

また私たちの会社では、2018年から外国人旅行者

体験したいお母様がいらした時、どちらの方も喜ん

の拠点となる「秋葉原観光情報センター」を委託事

で帰っていただくため、担当したスペイン語ガイド

業として運営しています。そこでも当社のツアー情

は申し込みの際にチェックされた確認項目や、お会

報を見てお問い合わせいただくお客様もいらっしゃ

いした最初の会話からお客様のニーズをくみ取り、

います。

即座に対応していきました。お子様にアニメグッズ
を売っている店を聞かれたらそこにお連れし、その
間、お母様にはなぜそのアニメが子供たちに人気な
のか、日本で生まれた背景などをお話する事で子ど
もの関心がなぜそこに及ぶのかを大人として理解出
来るよう、その国の言葉でキッチリ説明する。これ
は大変喜ばれました。このようなことを行ってこ
そ、日本滞在を心から楽しんでもらえ、ツアーに参
加した事自体に価値を見出してくれることになると
考えています。
私たちツアーのガイドさんは、国籍、年齢を問い
ません。語学力にレベルや資格も必要としません。
当然TOEIC何点ということも意識しません。最も重
要なのは道に迷わないことです。過去に英語がペラ
ペラで、知識豊富な方でガイドになりたいと問い合
わせが来た事がありました。そこでテストも兼ねて

Q

ガイドに求めること、
必要なこととは何でしょう？

ツアー行程を一緒に回ってみたところ、その方は道
に迷い、その事態をうまく回避出来る手段を持ち合

「お客様に今この時間を楽しんでもらいたい」と

わせていませんでした。些細なことかもしれません

いう姿勢が必要です。そのためには自分自身が楽し

が、いかなる状況でもその場を仕切れる統率力がな

んでいないと、参加される方も楽しくなりません。

いと参加者は不安になってしまいます。仮に道に

たとえば、「秋葉原のことはずいぶん詳しいけれ
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迷ったとしてもすぐに迂回するなど、場を乗り切れ

分野を広げることを提案するなど、新しい人材に出

る臨機応変な危機管理能力が必要です。

会えるよう門戸を開けています。

また、私たちツアーのガイドさんは外国籍の方も
多く、母国語で対応する事がお客様の安心度にプラ
スに働くと感じています。異国日本を訪れた先で母
国語を話すガイドさんに出会うと、お客様としては
ホッと安心されるようです。またこれは文化の違い
もあるかもしれませんが、海外のお客様はガイドた
ちにプライベートのことをかなり詳しく聞く事があ
ります。政治やお金などの話もします。これは日本
への興味関心が深い事が根底にあると受け取ってい
ます。なぜ日本に住んでこの仕事をしているのか、
等々。これは私見ですが、会話を楽しむというより
「対話」を望んでいる、という印象があります。こ
れが意外と日本人には難しい接遇の1つではないか
と感じます。しかし日本人に外国人ツアーのガイド
は向いていないということではありません。逆に日

Q

価格設定についてはどのように
お考えですか？

本人ガイドだからこそお話できる説明や、日本独自
の感覚や感性を紹介するなど、外国人だからという
視点ではなく来訪者が興味をそそる会話をオリジナ
ルの視点で考えていただきたいと思います。

「Akihabara Culture Tour」の料金は2時間半で
4500円です。
途中立ち寄るメイドカフェの料金は含まれていま
せん 。ツアーは2人から催行することにしていま
す。以前、お客様1人で催行する場合は20000円に
設定して提供していたことがありました。しかし
(有難い事ではありますが)私たちのガイドさんには
固定のファンがおり、2人きりだとデートのような
イ メ ー ジ で 参 加 さ れ る 人 も 増 えて し ま っ た 事 か
ら、ガイドさんから「怖い」という声が出てきて
すぐに取り止めました。以降、夜5時以降のプライ
ベートツアーは予約を取り止め、昼だけにしまし
た。売上げを上げること以前に、ガイドさんの安
全が第一です。

Q

体験型ツアーコースの開発について
お聞かせください。

Q

競合事業者との差別化は
どのように行っていますか？

外国人ガイドさんがコスプレでガイドするインバ

このツアーを最初に構想し、新たなツアーの開発

ウンド向けツアーの競合としては、だいぶ以前に個

も私が行っています。ツアーはガイドさんの能力に

人で提供される方はいましたが、いつの間にか無く

依存するので、現状のガイドメンバーに各々の得意

なっていました。今後、私たちと同じスタイルのツ
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アーも出てくると思いますが、今後も現状に驕るこ

ちのWebサイトへの掲載やSNS投稿などにも使用さ

となく、お客様に選んで頂けるサービスを提供して

せていただいています。

参ります。私たちツアーの強みは、高い接遇スキル
と柔軟な現場力を持つ魅力的で信頼のおけるガイド
さん達です。今後も、これまで蓄積したノウハウを
活用し、新しいものをゼロから作れる発想力と独自
性に磨きをかけていこうと思います。

Q

インバウンド向け体験型コンテンツ事業
の今後の課題・展望

コロナ禍により海外から旅行者がやってこない事
態になってしまいました。私たちにしかできないこ
とが何かあるのではないかと思っています。「秋葉

Q

ツアーに参加したお客様からの評価は
どのように測っていますか？

ツアーの最後に、「今日のツアーはいかがでした
か？」と口頭で伺い、ご意見をいただいています。

原」ということだけではなく、発信の仕方や見せ方
によって、この時間をどう過ごすかということに
フォーカスできるようなプログラムを新たに創造し
提供することを模索しています。

さらに、ご予約頂いた際のメールアドレスへツアー
時に撮影した写真を直接お送りし、SNSでレビュー
を頂けるようURLを貼っています。それらをひとつ
ひとつチェックし、至らなかった点は改善していき
ます。たとえば、「ツアーの途中でもっと買い物に
時間をかけたかった」など、個人的な意見であって
もお客様にとっては重要な意見でもあるため、ガイ
ドさんと情報共有して今後の対策をとるようにして
います。

Q

リピーター獲得のために
行っていることはありますか？

このツアーに参加するために日本に来られるとい
うお客様も何人かいらっしゃいました。ありがたい
ことです。1つ前の設問にもある通り、ご予約いた
だいた方は連絡先としてメールアドレスをご記入い
ただくので、ツアーの後に「ご参加ありがとうござ
いました」という挨拶とともに、撮影した写真をお
送りしています。その写真を「SNSにお気軽にシェ
アしてください」と書き添えます。シェアしていた
だければ、お客様の周りの方に私たちのツアーを知
らせることができます。さらに、以前にご参加いた
だいた方には、「ご家族やご友人で日本にいらっ
しゃる方がいる場合、私たちのツアーをご紹介くだ
さい」とメールをすることもあります。もちろん、
写真撮影の際はSNSにアップする許可をとり、私た

インバウンド向け 体験型観光ガイドサービス 実践ナビブック
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株式会社新東海旅行

AKIBALAND TOURS 主なインバウンド向け体験型ガイドツアー
■ English
● A Stroll around Tokyo 4 horas
● Akihabara Culture Tour with a knowledgeable

Visita guiada por Shinjuku, Nakano y Shin-Okubo

guide

［4時間
［2.5〜3時間

● Harajuku Kawaii Culture with colorful guide
［2.5〜3時間

6,000円/1人］

4,500円/1人］

4,500円/1人］

■ Français
● Une expérience inoubliable à Akihabara

● Dress up in a Kawaii Kimono & Stroll around the

［2.5時間

4,500円/1人］

romantic townscape of Asakusa
［3時間

13,000円/1人］

● Harajuku Kawaii Culture with colorful guide
［2.5〜3時間

4,500円/1人］

● Half-Day "A Stroll around Tokyo" Harajuku,
Shibuya Omotesando
［4時間

6,000円/1人］

■ Español
● Una experiencia inolvidable en Akihabara
［2.5〜3時間

4,500円/1人］

● Vístete con un Kimono Kawaii y visita la romántica
ciudad de Asakusa
［3時間

13,000円/1人］

● Tour de la Cultura Kawaii de Harajuku con una guía
llena de color
［2.5〜3時間

4,000円/1人］

● Tokio innovador!! Asakusa × Akihabara
［5時間

8,000円/1人］

● A Stroll around Tokyo 4 horas
Visita guiada por Harajuku, Shibuya y Omotesando
［4時間

6,000円/1人］

AKIBALAND TOURS
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ツアーサイト：https://www.akiba-tour.com/

インバウンド向け 体験型観光ガイドサービス 実践ナビブック

Interview File.06 株式会社桑田企画
東京

／

サイクリングツアー

Soshiʼs Tokyo Bike Tour

代表取締役

Q

桑田壮司 氏

創業から現在に至る歩みについて
教えてください。

https://www.tokyobiketrip.com/

たり、気になるお店があれば、ちょっと止まることが
できる」。それが、自転車の魅力です。

もともとは、観光業とは関係なく、役者を目指し
ていたんです。人とコミュニケーションをとりなが
ら学べることがあったり、お客様を楽しませるエン

Q

振り返って、苦労されたことは
何ですか？

ターテイナーとして役者と通じるものがあったの

2009年に始めて、最初はまったくお客様が来ませ

で、それで人力車の仕事を始めました。最初の面接

んでした。ある程度お客様が来るようになったの

のとき、人力車の社長から「人力車も一つの舞台、

は、2014〜2015年くらいですね 。それまではツ

エンターテイメント、その中であなたの力を発揮し

アーだけでは生活が成り立たなかったので、人力車

たらどうですか」と言われて、それならと始めまし

の方の仕事も並行してやっていました。

た。人力車ガイドの仕事自体は面白かったです、し

インバウンドにフォーカスしていったのは、確か

かし、段々と自分がやりたいこととズレが生じてき

2012年頃です。当時は、日本語と英語の両方のWEB

ました。人力車という接客スタイル上、お客様にへ

サイトがあって、特に優先順位はなく両方力を入れ

りくだった接客が求められます。理想の車夫を演じ
なければならないので、時に本心じゃないことを
言ってお客様を気分良くさせる必要がありました。
車夫とお客様の距離ではなく、ガイドとお客様がイ
コールの関係性を目指したかったので、人力車から
自転車に乗り替えたんです。
2009年にツアーを開始しました。法人化したのは
2012年です。トラベル・エージェンシーなどとやっ
ていくうえでは、法人の方が信頼感があったので。
創業時のコンセプトは、より細かく、お客様の要望
に応えていきたいということでした。自転車を選んだ
のは、誰しもが乗ったことがある、特別じゃない乗り
物なので、いろいろな方に参加していただくことがで
きるからです。あとは、機動性です。「歩くよりも速
く、公共交通機関を使うより細かい裏道をご案内でき

インバウンド向け 体験型観光ガイドサービス 実践ナビブック
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Interview File.06

株式会社桑田企画

ていました。ところが、その頃から日本人よりも外
国人のお客様がどんどん増えていったんです。それ
で、インバウンドの方に注力した方がいいんじゃな
いか、ということでインバウンドにフォーカスする
ようになりました。何かパッとしたきっかけがあっ
たわけではなく、徐々に徐々に需要が増えていった
という感じですね。
5年以上の間、売れていない時も、いつか伸びると
は思っていました。ただ知られていないだけで、いつ
か必ずお客様は来るだろうと思ってやってました。
完全に人力車から手を引いたのは、2012年で
す。オリンピックが決まった2013年あたりだった

Q

と 思 う んで す け ど 、 そ の 頃 か ら イ ン バ ウ ン ド が

顧客層はどのような方が
多いのでしょう？

は っ き り と 増 えて い っ た 感 じ で す。 2 0 1 5 年 か ら

やはりスポーツ好きな方が多い印象ですね。国だ

2019年にかけては、毎日予約をたくさんいただい

とヨーロッパ、北米、意外と東南アジア、フィリピ

ていて、朝から晩までフル稼働していました。その

ン、マレーシア、シンガポール、インドネシアから

頃は、早朝ツアー、午前ツアー、午後ツアー、ナイ

のお客様もいらっしゃいます。香港も来ますが、中

トツアー、デイ＆ナイトツアー、6時間で一日ツ

国からはあまり来ないですね。年代は、30代から上

アーなど、ガイドも3人から4人で回していた時期

で、40代、50代、60代までがメイン層で、付随して

です。当時は、英語のできるガイドさんを雇ってま

お子様が参加されたりとかもします。特にターゲッ

した。今の時期は、従業員はいなくて、基本的に

トを設定しているわけではありません。国別では、

一人でやっています。

アメリカが一番多くて、次はオーストラリアです。

Q

提供しているツアーの種類について
お聞かせください。

Q

ツアーの販売チャネルは？

体験型ツアーの分野としてはサイクリングに特化

自社Webサイトと、OTAはTripadvisorを使ってい

しています。現在は3種類のコースがあって、周る場

ます。それ以外で、お客様が使っていたのですが、

所が異なります。一番人気があるのは、東京セント

「yelp」(アメリカのレストラン検索サイト)にも情

ラルツアーで、東京の真ん中を巡るコースで、新橋

報が掲載されています。

を出発して、皇居、国技館、銀座、日本橋など有名

Tripadvisorは、2013年から使っています。最初

どころを回ります。リバーサイド・ツアーは、あま

は、お客様から聞いて、「これで宣伝すればいいん

り街中を走りたくない、信号でストップしたくない

じゃないの」と言われました。事業開始直後は、も

人に人気で、豊洲とか深川あたりを巡るコースで

ちろん知名度がないので、レビュー数が少ないとラ

す。シティサイド・ツアーは若い人に人気がある

ンキングも低かったです。ところが、サイクリング

コースで、原宿、渋谷、六本木、ちょっとトレンディ

部門で1位になると、毎日Tripadvisorからのお客様

な街を巡ります。それぞれ、3つとも特徴が違うん

が来るようになりました。

です。スタートした時期は、今とは違うコースで

ネット以外では、ホテルには、こちらから営業した

やっていましたが、これまでに、いろいろと改善し

事もありますし、パンフレットを置いてもらったりし

た結果、今のコースがあります。

ています。ホテルのタイプは、どちらかというとコン
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シェルジュがいるラグジュアリー・ホテルが多くて、

あと、Tripadvisor側の都合で、突然、扱いが変

それ以外だとコンシェルジュがいないので、お客様が

わってきます。以前だと、ランキングのトップに掲

自分で見つけて申し込むケースが多いです。お客様が

載されていて、クリックして、Webサイトに飛びま

見つけてくる経路は、人伝いの直接の口コミ、

す、という作りだったのですが、今はクリックする

Google検索、Tripadvisorが同等ぐらいの割合ですね。

と「この会社は、Tripadvisor上では予約できませ

Google検索のSEO対策は、あまり得意ではないですが

ん」と他の提携会社のサジェスチョンが下に出てき

やるようにはしていました。

ます。そういうこともあって、あまりTripadvisorに
依存しすぎるのもよくないと考えています。

Q

リピーター獲得のために
行っていることはありますか？

ご参加いただいたお客様とは、帰国後もFacebook
やInstagramなどで繋がっています。自社のホーム
ページではブログ形式の情報発信も行っています
が、リピーターを増やすために一番力を入れている
のは、新しいツアーコースの開発です。お客様が次

Q

OTAを使うメリット、
デメリットについてお聞かせください。

に来た時に、新しいコースが用意してあると、また
参加してくれるんです。

Tripadvisorなど、OTAを使うメリットは、自社集
客だけでは来れないお客様に来ていただけることで

Q

す。Tripadvisorは無料のもので、有料のものは利用

競合との差別化は
どのように行っていますか？

していません。使用することの直接的なデメリット

何よりも顧客満足を大切に考えています。その結

はなかったですが、Tripadvisorの客層が広すぎるの

果、たくさんの口コミの高評価をいただくことがで

で、こういうツアーをやってますよといった、弊社

きました。そのことが、私たちのサービスの人気の

のカラーと、お客様が期待してくるものが、ちょっ

裏付けとなっています。

とすれ違ってしまうことがあります。Tripadvisorだ

一昨年ツアー名を「Soshi's Tokyo Bike Tour」に変

とみんなのレビューしか見れなくて、単純に高評価

更しました。自分の名前を全面に出して、より親し

だからここを選んだという方が多いです。具体的な

みやすさを演出しています。

例をあげると、レビューが5段階の3がついて、私か
らすると一番低い評価なんですが、そこには「（ス
ピードが）遅い！」と書いてありました。その方の

Q

体験型ツアーコースの開発について
お聞かせください。

好み、嗜好を調べたら、スキーやったりだとか、ア

すべて自分1人で作っています。新しいツアー

ドベンチャー系が好きなお客様だったんです。で

コースは大体1週間くらいで作ります。既存のツ

も、うちが提供しているのは、そういったガンガン

アーをやりながら、アイディアを固めて形にしま

走るようなツアーではなくて、サイトシーイングツ

す。最初はクオリティが低い場合もありますが、

アーでだいたい16キロくらいの距離を走りますよと

やってみなければわからないことも多いので、やり

いうものです。Webサイトをみれば細かく書いてあ

ながらブラッシュアップしていきます。

るんですけど、そういったものを見ずに来ちゃうの
で、こういうミスマッチが起こってしまいます。

インバウンド向け 体験型観光ガイドサービス 実践ナビブック
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ツアーの安全対策について
お聞かせください。

お客様の満足がもちろん一番大切ですが、自転車ツ
アーという特性上、安全管理も重要です。事故など起
きないよう十分注意していますが、お客様にはツアー
に参加するにあたって誓約書を書いていただくのと、
損害賠償保険にも加入していただいています。

Q

登録しているガイドさんについて
お聞かせください。

2014年から2018年までは、ガイドが3〜4人いま
した。仕事が増えてきたというのもあるし、働きた
いといって来た人がいたので雇いました。人力車の
つながりで、採用したこともあります。現在は、自
分とアシスタント（妻）の2名体制で行っていま
す。季節性があって仕事量が安定しないことと、提
供するサービスの質の維持などを考慮し、自分1人
でツアーを催行する体制に戻しています。

Q

今後の展望等について
お聞かせください。

体験型観光ガイドサービスを大きくすることは考
えていません。以前、事業を拡大しようと試みたこ
ともありますが、提供できるサービスの質が追い付
いていきませんでした。また、大人数のお客様を連
れて自転車ツアーを行うと近隣の迷惑にもなってし
まうので、そのようなことは避けたいと思っていま
す。むやみに大きくしてこなかったからこそ、今回
のコロナ禍においても生き残っていられたんだと
思っています。
現在は、コロナ禍の影響でツアー客がいなくなっ
てしまいましたので、事業継続するために自転車や
パーツの小売りを始めました。今は、一日も早く観
光客が戻ってくることを願っています。
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Soshi’s Tokyo Bike Tour 主なインバウンド向け体験型ガイドツアー
● Tokyo CENTRAL Bike Tour
［3時間

8,000円/1人］

● Tokyo RIVER SIDE Bike Tour
［3時間

8,000円/1人］

● Tokyo CITY SIDE Bike Tour
［3時間

8,000円/1人］

● PRIVATE BIKE TOUR
［3時間

48,000円/1グループ］

Soshiʼs Tokyo Bike Tour

インバウンド向け 体験型観光ガイドサービス 実践ナビブック
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Interview File.07 愛宕商事株式会社
新潟県

／

日本酒テイスティング、居酒屋ツアー、風鈴づくり体験、花魁体験、ウォーキングツアー、寿司握り体験

EDGE OF NIIGATA

代表取締役

Q

高橋克郎 氏 回答者 設立者 旅行事業部 阿部淳耶 氏

https://edge-of-niigata.com/ja/

創業から現在に至る歩みについて
教えてください。

新潟出身で新潟の大学を卒業した後、東京の貿易
会社に就職しました。その頃から自分で事業を起こ
したいという思いがあり、あるベンチャー企業の社
長さんと知り合っていろいろお話を伺った際に、
「起業をするなら、自分が熱をもって取り組めるこ
とを探した方がいい」とアドバイスをいただいたん
です。
私の生まれ故郷である、新潟市は自然と都市が美
しく調和した都市であり、食と酒の名産地として世
界的に有名な場所です。多くの外国人の方が移住し
たいと言っており、今後、一大観光地になる可能性
もあると思いました。そこで、外国人旅行者の方々

で生まれ育ち日々暮らしているため、地域の魅力に

に新潟の魅力を体験していただけるインバウンド事

気付きにくくなっているのではないかと思いまし

業を立ち上げようと決意して、新潟に帰りました。

た。私から見ると、新潟市は川や海がそばにあっ

当初は個人で起業するつもりでしたが、新潟市を拠

て、郊外に出れば田園風景にも出会える自然と都市

点に多角的事業を行っている愛宕商事株式会社との

が美しく調和している街です。少し車を走らせれ

出会いがあり、一緒にインバウンド事業に取り組む

ば、温泉地やワイナリー、酒蔵もあって、さまざま

こととなりました。そうして2018年に私が愛宕商事

な観光資源がコンパクトにまとまっています。日本

に所属する形をとり、社内ベンチャーとして

在住の外国人の方々からの評価も高い場所ですが、

「EDGE OF NIIGATA」を立ち上げたのです。

より多くの外国人旅行者に訪れていただき、この魅
力を堪能してもらうためには、地域の皆様のご理解

Q

振り返って、苦労されたことは
何ですか？

とご協力が欠かせません。そういった思いをお伝え
し続けた結果、現在では住民の方々をはじめ、飲食

苦労したことと言えば、地元の方々に「新潟市を

店、神社、県や市の観光課の方々など、たくさんの

国際都市にしたい」とお話ししても最初はなかなか

方が応援してくださるようになり勇気をいただいて

理解してもらえなかったことです。皆さん、この街

います。
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提供しているツアーの種類について
お聞かせください。

ア20%くらいを予測していました。中でも、特に伸

現在、7種類のツアーを提供しています。特に人

いました。新潟と台北は直行便で結ばれており、個

気があるのは「神社で日本酒テイスティング」、「湊

人旅行のお客様が増加すれば、私たちのツアーへの

町にいがたウォーキングツアー」です。

お問い合わせも増えると踏んでいました。さらに台

Q

びる可能性があるのは台湾からのお客様だと考えて

「神社で日本酒テイスティング」は、日本を代表

湾は国としてサッカーを強化する方針を掲げていて

する米どころ新潟で作られた素晴らしいお酒を味わ

新潟のユースチームと交流試合を行う計画があり、

うツアーですが、その場所を神社境内にしたことが

そういった面からも予約の増加を見込んでいまし

ポイントで、日本酒と神社の悠久の歴史に触れるこ

た。しかし、2019年9月にツアー提供を始めてから3

とができるツアーになっています。日本酒は神道の

カ月が過ぎたあたりから、コロナ禍に見舞われてし

神様にお供えする供物で、かつては神社で作られて

まいました。そこから急遽、ターゲットを新潟在住

いました。当初、神社で日本酒をテイスティングす

の外国人の方に切り替えました。コロナ禍が収束し

るのは難しいと思っていましたが、グループの神社

たら当初想定していたターゲットにアプローチして

にご相談したところ、前向きに検討してくださり実

いこうと考えています。

現に至りました。
「湊町にいがたウォーキングツアー」は新潟港か

Q

ツアーの販売チャネルは？

らスタートし、港町新潟の歴史を辿るウォーキング
ツアーです。新潟港には日本が開国した頃に使われ

コロナ禍の現状、Facebookからの予約がほぼ

た税関庁舎が約150年前の姿のまま残っています。

100%になっています。新潟在住の外国人のコミュ

このような建物が残っているのは開港五港の中で新

ニティでは、皆さんが私たちの投稿を1度は見たこ

潟港だけです。

とがあるというほど認知度が高く、多くの方にご参
加いただいています。外国人同士のネットワークを
通じてじわじわと広がっており、東京在住の外国人
の方からもご予約をいただけるようになりました。
ツアーを始めた当初は、Tripadvisor、ACTIVITY
JAPANなどを利用していました。今後は台湾のOTAの
サイトにも掲載しようと考えています。人気のOTAの
サイトに掲載することで、お客様との接触機会が増え
たり信頼につながるので、活用させていただいていま
す。ただし、手数料が高いのでそこに掲載する料金は
手数料分を上乗せしています。そのため料金の安い、
自社WebサイトやFacebookから予約が入るケースが
多くなっています。

Q

顧客層はどのような方が
多いのでしょう？

当初想定していたターゲットは、フランスやアメ

そのほか海外の旅行代理店から予約が入ることも
あります。ベルギーや台湾、中国などの旅行代理店
からご予約をいただいています。

リカなど欧米からのお客様と、台湾やシンガポール
などのアジアからのお客様でした。欧米80%、アジ
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感を表現できる方は際立っています。これは教えら
れて身に付くことではなく、もともと個人がもって
いる個性を発揮することで表現できることだと思っ
ています。

Q

体験型ツアーコースの開発について
お聞かせください。

体験ツアーの開発は私1人で行っているわけでは
なく、地域の方々にご協力をいただき造成していま
す。 た と え ば 、 「 湊 町 に い が た ウ ォ ー キ ン グ ツ
アー」では、有名TV番組にも出演された「新潟シ
ティガイド」というボランティアガイドの方々が集
まって結成された市民グループから新潟市の歴史を
教えていただきました。専門分野に詳しい方をご紹

Q

登録しているガイドさんについて
お聞かせください。

ツアーのガイドは、私とロシア人スタッフが担当

介いただき、お話を伺いに行ったこともありまし
た。そうやって学んだことに加え、自分で関連する
文献を読み込んでツアーを形作っていきました。

しています。当初は私が1人で行っていたんです

一番難しいのは、最後の詰めの段階です。自分た

が、現在はロシア語と英語が堪能なロシア人スタッ

ちで実際のコースを歩いてリハーサルしながら、1

フがメインで行うようになりました。彼女は利き酒

カ所ごとに「これで本当にお客様に楽しんでもらえ

師からレッスンを受けて、今では利き酒師と同等レ

るか？」と厳しくチェックします。さらにはモニ

ベルの解説ができるようになっています。情報発信

ターツアーを実施し、参加された方のご意見を元に

も彼女がメインに頑張ってくれています。

ブラッシュアップしていきます。「湊町にいがた

また、新潟県通訳翻訳協会からガイドを養成して
ほしいとご依頼をいただき、中国語と英語のガイド

ウォーキングツアー」の場合は完成するまで3カ月
ほどの時間がかかっています。

候補生を10人ほど受け入れて育成しています。資料
をお渡ししてレクチャーを行い、実際のツアーにも
同行していただき実地研修を行っています。

Q

プロモーションはどのように
行っていますか？

Webサイトなどを制作する際に、欧米とアジアの

Q

ガイドに求めること、
必要なこととは何でしょう？

お客様では感じるポイントが異なると思っているた
め作り分けています。欧米の方は文字で判断するこ

ガイドは観光地などの情報を、ただ伝えればよい

とが多いので文字中心に、アジアの方にはビジュア

というわけではありません。自分の言葉で熱を込め

ルで判断することが多いので写真をたくさん掲載し

て伝えることがとても大事だと思います。そのツ

ています。

アーが終わったときにお客様の心に残るのは、観光

FacebookなどのSNSについては現状、英語版しか

地の印象ももちろんあるのですが、最終的にはガイ

ありませんが、今後は中国語版も必要だと思ってい

ドさんの温度感だと思うんです。私はガイドの養成

ます。動画なども英語と中国語の2つのバージョン

も行っていますが、自分らしいスタイルでこの温度

が必要と考えています。
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競合事業者との差別化は
どのように行っていますか？

新潟市でインバウンドのお客様を対象にした体験
型ガイドツアーを提供しているのは、おそらく私た
ちだけです。競合として意識すべきは東京や京都の
ウォーキングツアーです。他の地域とどう差別化す
るかを考えることが大事だと思っています。
具体的な例をあげると、佐渡島が外国人旅行者か
らじわじわと人気を集めているので、佐渡島+新潟
をセットでPRしてお客様に楽しんでいただける流れ
をつくっていけたらと考えています。

Q

オンラインツアーの取組みについて
お聞かせください。

新潟県・新潟市と提携して、去年12月にシンガポー
ルの方々に向けたオンラインツアーを実施しました。
さらに、台湾の方々に向けて日本酒のオンラインイベ
ントを行っています。こちらは私がコンテンツの企画
を担当させていただいています。オンラインの場合、
なかなかリアルに見えないので、いかに飽きさせない
かということに苦労しました。現地会場のお客様には
日本酒のプロフェッショナルである「酒サムライ」が
お酒を配ってテイスティングをしていただいたり、こ
ちらの会場では酒蔵さんを呼んでお酒の質問にお答え
するなどして交流をしました。

Q

リピーター獲得のために
行っていることはありますか？

Q

今後の展望などについて
お聞かせください。

体験ツアーのラインナップも着々と増え、認知度

新潟市在住のお客様には結構な頻度でリピートし

も高まってきています。今後はいかに新潟市に滞在

ていただいています。リピーターの方々にはツアー

していただくかを考え、地元新潟市と「EDGE OF

を提供するだけではなく、ここに来ればいろいろな

NIIGATA」にお金を落としていただくための仕組み

出会いがあり素敵な休日が過ごせるという、一種の

作りをしていく必要があると思っています。

コミュニティを提供したいと考えています。4月に

現在、構想している企画は、1泊2日や2泊3日で

はお花見、夏にはお祭りなどシーズンごとにイベン

ゆっくりと車で新潟+佐渡島を周遊していただくプ

トを実施して、お客様が定期的に新潟市に集まって

ランです。また、新潟はお米が有名ですが、農業体

くる、そんなコミュニティを日本全国に広げていき

験できるところがないので、受け入れていただける

たいです。現在はFacebookを通してこのようなコ

農家さんを開拓したいと思っています。ゆくゆくは

ミュニティ作りを行っています。

観光と物販も手がけていきたいですし、「EDGE OF
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NIIGATA」ならではの旅館造りも行っていきたいで
す。たとえば、酒蔵の脇にある日本酒をテーマにし
た旅館です。そこでしか味えない日本酒を提供する
のはもちろん、日本酒のお風呂も楽しめる旅館で
す。そういう旅館があると面白いですよね。

Q

体験型ガイドに興味を持っている人に
一言お願いします。

遠くから訪れる私たちとは違う文化や価値観を
もった外国人の旅行者の方に、「Wow!」などと目
の前で喜んでいただけるのは、ガイドの仕事ならで
はの楽しみです。
ご自身が熱をもって取り組めると思ったなら、ま
ずは積極的に動いていくことが重要だと思います。
私の場合、外国人の方に喜んでもらえることがモチ
ベーションになって、いろいろなことにチャレンジ
したり、勉強もしてきました。やらない理由はあり
ません。「とにかくやってください! 」と言いたい
です。
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EDGE OF NIIGATA 主なインバウンド向け体験型ガイドツアー
● 神社で日本酒テイスティング
［1.5時間

7,000円/1人］

● 高級居酒屋ホッピングツアー
［2.5時間

8,000円/1人］

● 風鈴づくり体験
［1時間〜

6,000円/1人〜］

● 日本酒テイスティングレクチャー
［1.5時間

8,000円/1人］

● 花魁体験
［3時間

14,000円/1人］

● 湊町にいがたウォーキングツアー
［3.5時間

6,000円/1人］

● 高級寿司握り体験
［2.5時間

8,000円/1人］

EDGE OF NIIGATA
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Interview File.08 一般社団法人 エコロジック
富士山･富士宮

／ 富士山・富士宮エコツアー＆グランピング（静岡 富士宮）、E-BIKE、フォレストウォーク、文化体験ツアーなど

En-Ya Mt. Fuji Ecotours

代表理事

Q

新谷 雅徳 氏

https://satoyama-vacation.com/

創業から現在に至る歩みについて
教えてください。

https://mtfujiecotours.com/

カ国）でエコツーリズム開発と人材育成の指導をさ
せていただいています。来年度からは、3年間でラ

25年前、アメリカの大学院に留学中に、地域の人

オスの世界遺産ルアンパバーンにて、政府公認のガ

のためになり、自然や環境や文化を守れるエコツー

イド教材作成およびトレーニングを行うことが決

リズムのことを知り、それを自分の仕事にしようと

まっています。

決めました。ハワイ島にある米国資本のエコツーリ
ズムの会社で、日本人向けのマウナケア天文観測ツ
アーなどの様々な商品開発やガイドを経験し、帰国

Q

そもそもエコツーリズムとは
どのようなものでしょう。

後はJICAの専門家などを通じて、途上国支援として

エコツーリズム（サステナブルツーリズム）の基

のエコツーリズム開発に関わってきました。その

本的な考えとして、一つ目は地域の人たちが自分た

際、世界レベルでガイド（インタープリター）養成

ちの地域の環境と文化を守ること。二つ目は地域の

を行う米国の専門家たちと英語および西語にて、地

ガイドや地域で観光に関わる人達が、経済的、精神

域住民がエコツアーガイドとなるための教材（書

的な恩恵を受けることで、特に開発途上国であれば

籍、ビデオ、写真集）を作成し、それがすごく評判

経済的プラス精神的な恩恵を受けることです。具体

がよく、それがきっかけで、世界各国（現時点：14

的には、開発途上国の村人は高等教育を受けられな
かった人たちも多く、自分や自分たちの文化に対し
て自信を持てていない人たちが沢山います。そのた
め、若者だけでなく、その親達も、子どもたちが村
を離れ、街に出ることを望み、日本と同じように過
疎化が進み、貴重な伝統文化の衰退につながってい
ます。エコツーリズムを通じて村の人たちが先生
（先生＝ガイド）になることで、彼らが経済的な恩
恵を得られるだけでなく、その価値に改めて気づ
き、持続可能な地域社会が構築されることが期待さ
れます。三つ目は地域の人たちと観光客が交流する
ことで、お互いが学び、お互いがリスペクトしあえ
る関係を作ることです。私たちは、観光が世界平和
に繋がると信じています。
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インバウンド観光を考えた場合、保護区域以外で

世界各地を旅していると、お土産を買いたくても

の日本の自然は、エコツアーのメッカであるマレー

買う気にならないことが多いという経験はないで

シアやブラジルなどの熱帯雨林と比べると、それほ

しょうか。メイドイン・チャイナであったり、お土

どダイナミズムはありません。それでは、日本は何

産のお菓子と言っても他の場所で作っている感が強

を売っていく（紹介していく）べきかというと、日

かったりします。この土地には20年近く住んでい

本人がもつ「自然観」、例えば、自然や人を大切に

て、富士宮にはアーティストの友達もたくさんいる
ため、彼らが作る100%ローカルメイドのお土産を
販売し、自分たちのツアーの拠点にしようと考えま
した。
正直、収益のことは二の次とし、まず目指したの
は僕らのことを知ってもらうということでした。地
域の人たちから「新谷さんのことは知っているけ
ど、何をやっているのかわからない」と言われるこ
ともあったので、屋号は呼びやすい「縁や」（ご縁
を与えるお店の意味）にして、「縁や（えんや）さ
〜ん」と気軽に声をかけてもらえるようになりまし
た。まあ、たまに「緑や（みどりや）」とも呼ばれ

する「八百万（やおよろず）の神」の考え方や里山
暮らしの知恵など、日々の暮らしで私たちが先人か
ら学んできたものだと考えています。

ますが。。。笑
この施設の建設や運営にあたり、行政からの助成
金などは頂いていませんが、市から商店街を活用し
たインバウンド商品開発支援の事業は受託させて頂

Q

提供しているツアーについて
お聞かせください。

き、商店街の方々と作ったエコツアーは、コロナ禍

エコツアーは6種類です。ガイドは英語と仏語に
対応しています。ほとんどのお客様は欧米の他、シ
ンガポールなどから来られています。
富士宮でのインバウンドエコツアーを始めたのは
5年前からです。以前から、世界の経験をもとに、
家族と暮らす地元富士宮でやりたいと思っており、
オリンピックの東京開催が決まったころ、日本がイ
ンバウンドに向かうことが見えたため、本格的にイ
ンバウンドエコツアービジネスに着手しました。
まず2016年、インバウンド向けエコツアーの拠点
として、また無料インフォメーションセンターや地
元のアートの販売支援を目的とした「縁や（エン
ヤ）」というショップを観光客が最も多い浅間大社
の横に作りました。
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の今でもEn-Ya Mt. Fuji Ecotoursの人気商品として、

国人向けは人気のあるエコツアーをメインとした

海外の旅行会社から予約が入っています。

「縁やマウント富士エコツアー」として、商品販売

実際、私たちのエコツアーは、地域の人の関わりが

を進めていく方針です。インバウンドが戻れば、日

多いため、他のツアー会社が販売している商品より、

本の方と世界の方がツアーや宿泊を通じて語り合え

価格が高くなります。正直、日本人のお客様にエコツ

る場になることを願っています。

アーを販売したくても、僕らが今インバウンドとして
出しているツアーは価格が合わずになかなか売れませ
ん。屋久島など特殊な環境であればガイドがいて当た

Q

ツアーの販売チャネルは？

り前となり、ビジネスの持続性を確保できる値付けも

Webサイトを通してのお客様は、ほぼおられませ

しやすいのですが、富士山は山登り以外なら誰もが来

ん。私たちの活動意義、ツアーの価値を理解してく

れるところなので、そこで付加価値をつけて販売する

ださった海外を拠点とするエージェント経由が100％

のは簡単ではありません。ただ、インバウンドならそ

です。OTAも、お客様に価値を伝えるのが難しいた

れが可能となります。その価値を理解してくださるサ

め、現在は使っていません。海外のエージェントに

ステナブルツーリズムを専門とする海外の旅行会社と

ついては、エコツアーのプロモーションをされる環

つながれば、その人たちは正当な金額でツアーを購入

境省、TSJ（Tourism Shizuoka Japan）、富士宮市と

してくださります。

連携して、EXPOなどで営業し、その後、エージェ

私たちは、インバウンドのお客様により地域の自
然や文化を深く体験してもらい、地域ビジネスのた
めにも滞在時間を増やしたいと考えています。その

ントさんに現地視察、体験をしてもらうという流れ
です。昨年は少人数、プライベートのエコツアーの
予約が増えてきました。

ため、2021年3月22日、少人数制のグランピング施
設「マウントフジ里山バケーション」をオープンし
ました。テーマは、富士山で世界を感じる里山
「和」ケーション。日本人向けには人気のあるグラ
ンピングをメインとした「里山バケーション」、外

Q

体験型ツアーコースの開発について
お聞かせください。

協力していだける地域の方に、信頼してもらうまで
時間がかかります。そのため私たちは責任を持って売
る努力をするということが重要です。また、ツアーに
関わってくださる地域の職人さんや地域の方は、イベ
ントとしてではなく、しっかりと責任を持って関わっ
てもらうということを条件としています。
収益は追いかけますが、お客様の数は追いかけて
いません。本当に僕らのツアーの価値を理解してく
れて、販売してくださる旅行会社とつながるまでに
は、お金や時間、たくさんの労力がかかります。ボ
ランティアではないので、形ができるまで資金を
プールしておくことも重要になります。
信頼って何かというと、「いいこと言っているけ
ど、お客様は来てくれないよね」ってなると、それ
は信頼ではないと考えています。一方、薄利多売で
格安で売れば、たくさんの人が来るかもしれません
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が、それをしてしまうと持続性がなくなります。い

感謝していて、素晴らしい地域ですね。」と言って

いものを作るためには時間がかかります。テーマを

もらいたい。そのため、しっかりと地域の方々には

持ち、地域の人たちがヒーローとなる商品をつく

お支払いもしますから、当然値段も高くなります。

り、自分たちで販売し、海外からのエージェントに
視察に来てもらい、エージェントさんから信頼が得
られるようにしっかりとエコツアーを提供し、関

Q

リピーター獲得のために
行っていることはありますか？

わってくださった地域の方々が少しでもメリットが

私たちが専門とするインタープリテーションの考

得られるように日々努力をする。それを少しずつ行

えでは、ツアーを通じて、しっかりとお客様にメッ

うだけだと考えています。

セージを届けることが大切だと考えています。ツ
アーの最後に心に残る小さなお土産（モノであった

Q

プロモーションは
どのように行っていますか？

ツアー開発を始めて5年経ちますが、3年間は主
に、商品開発、人材育成、視察、営業などしていま

り、歌など）をプレゼントするなど、また来たくな
るような仕組みを作ります。ただ、お土産を渡すの
ではなく、ツアー全体のテーマにあったものを届け
ることが重要です。

した。視察については、静岡県のTSJのプロのコー
ディネーターの方と一緒に日本や世界各国に営業に
行き、現地まで来てもらえるように進めてきまし
た。そうしているうち3年くらい前から、人が来る
ようになりました。
一番のプロモーションは、オリンピック効果も
あったと思うのですが、沢山のエージェントさんが

Q

ガイドさんについてお聞かせください。

ガイドは、ここに住んでいる人たちをガイドにし
ています。全員が自社の従業員で今は4人です。こ
れから増やしていきたいと思ってはいますが、コロ
ナ禍なので当分の間はありません。

うちを視察先として選んでくれたことです。また前
提として、私たちのミッションを理解し、金額面で
ある程度折り合いがついているエージェントのみし
か対応しないということが重要です。
私たちが契約する海外エージェントさんの多くは、
日本でのランドオペレーターを持っていないため、い
くら体験ツアーが良くても、パッケージされていなけ
れば、なかなか売ることができません。そういう意味
でも、地域限定の旅行業などを取得し、パッケージで
販売できるようにすることが重要です。

Q

価格設定については
どのようにお考えですか？

うちは海外の事業、JICAのプロジェクトなどもあ
るため、海外のエコツーリズム開発プロジェクトに
関われるということを前提に人材を集めています。

私たちのツアーのモットーは、「ガイドと出会う

まず、ここの現場でしっかりとエコツーリズムにつ

のではなく、地域と出会う」です。「良いガイドで

いて学び、ガイドもビジネスもマネジメントもちゃ

すね。」とお客様から言われるのは当たり前。それ

んと覚えて、その経験をベースに海外支援をしてほ

以上に、「ここの地域の人はみんな富士山に対して

しいと考えています。そして海外支援を経験したら
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また戻ってきて、地元富士宮や他地域で活躍してほ
しいと思っています。

Q

今後の展望等について
お聞かせください。

インタープリテーションは、例えば「きれいな富

今春オープンのグランピング宿泊施設「マウント

士山です。高さは3776メートルです…」ではなく

フジ里山バケーション」は、もともと、インバウン

て、無形文化価値やストーリーをどう伝えるのかと

ドの人たちに、より里の近いところで体験プログラ

いうことに重きを置いています。教科書に載ってい

ムをしてもらうため前泊してもらいたいといった思

ないようなその地域の人たちの思いであったり、暮

いから始めたところがあります。僕は世界各国でエ

らしであったり、課題であったり、パーソナルな部

コツーリズム開発を支援していますが、理想的なエ

分をどう伝えるのかが重要で、より深く伝えていく

コツーリズムは、地域にある施設で宿泊をしてもら

ためにもローカルガイドの力が必要になります。

い、地域の人たちと出会い、そこに住む住民のよう

もう一つは、地域の人たちに、どう上手く関わっ

な感覚で安心してエコツアーを体験してもらうこと

てもらうかが大事です。例えば、着物体験なら、2

です。「マウントフジ里山バケーション」ができる

日間ほど研修を受ければ、私たちのガイドが着付け

ことで、やっとエコツーリズムとしての最高のおも

を教えられますが、そこには本質がありません。う

てなしができるようになると思っています。

ちのキャンプ場には古い着物がたくさんあるので、
うちのスタッフに着せ方を教えて、富士山の前で着
物姿の写真を撮って…といった具合であれば、経費

Q

ガイドをやりたい人へのアドバイスを
お願いします。

もかかりません。でも、しっかりと職人さんの希望

日々の暮らしに答えがあるということをしっかり

に合わせて、彼らのお店で着させてもらうんです。

理解してほしいと思います。その方々が何をしたい

着物屋さんは生まれた時から着物に囲まれていま

のか聞いてみないとわからないですが、もっとロー

す。着物屋さんから着物の素晴らしさや商売の大変

カルなところに目を向けて欲しいです。失礼な言い

さを聞くこと、彼らの思いを大切にすることに価値

方になってしまうかもしれませんが、うちの村に住

があると思っています。従って、僕らのツアーに

んでいない通訳ガイドの方が案内するのと、うちの

は、職人さんを必ず入れています。だから、その価

村に住んでいるが英語はあまり上手くないガイドの

値を理解してもらえるようなエージェント、それを

どちらがいいかを比べると、断然村のガイドなんで

買ってくれる人としか組まないんです。何万人もの

す。その理由をぜひ考えてみていただきたいです。

お客様はいらなくて、それを求めている、理解して

村のガイドには安心感があります。雰囲気が全然

くださる一握りで十分なんです。

違ってきます。通訳ガイドをする人にとって、英語
を上手く話すのは重要なことだと思いますが、あく
までもメインは地域の方です。だから、地域の方の
思いをどこまで理解できるかということがより重要
になります。だからこそ、住むことはできなくて
も、常にその地域の方々とつながっていることが大
事なんです。
最後に。歴史的に見ても、人々が旅することは、
絶対になくなりません。観光に対する夢を忘れず
に、みんなで頑張っていきましょう！
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一般社団法人 エコロジック 主なインバウンド向け体験型ガイドツアー
● 自然満喫E-BIKEエコツアー
● 里山E-BIKEエコツアー
● 富士山トレッキング（宝永火口）
● 富士山フォレストウォーク
● 里の恵み満喫エコツアー（専用車両での移動）
● まちなか文化体験エコツアー（インバウンドのみ）

En-Ya Mt. Fuji Ecotours（英語）：https://www.mtfujiecotours.com/
Mt. Fuji Satoyama Vacation（日本語）：https://satoyama-vacation.com/
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Interview File.09 株式会社 ピッキオ
軽井沢・知床

／

ネイチャーツアー

picchio

代表者

Q

楠部真也 氏
創業から現在に至る歩みについて
教えてください。

https://picchio.co.jp/
ではなく、自然を守るということもやらないと持続
可能になりません。森に経済価値を付けるとは、そ

1992年、星野リゾートにピッキオの前身となる

ういう意味であって、常にビジネスと自然保護を一

「野鳥研究室」が誕生します。もともとは一旅館の

つの軸として捉えてきました。私の中でも、ピッキ

顧客満足度をあげるため、スタッフが個人でやって

オはどっちなのかということではなく、ビジネスと

いたことが始まりです。わざわざお越しいただいた

自然保護、その二つの軸があるからピッキオだと

お客様に、より楽しんでもらうために探鳥会をやっ

思っています。

ていました。
軽井沢は、そもそも歴史的に江戸時代までは、人
口が少なく幕府の天領になっていました。開国した
ときに日本に来た宣教師たちが、暑いので避暑を求
めて、軽井沢にやってきました。彼らが持ち込んだ
文化がバードウォッチングでした。その文化が継承
され、野鳥の森というものが出来ました。日本野鳥
の会の設立者である中西悟堂氏が訪れたこともあり
ます。今でも中西悟堂氏と接点があった方が軽井沢
にはいらっしゃいます。そのような歴史があるた
め、野鳥や野生動物に対する考え方が、他の地域と
少し異なる方が多い様に感じます。
1995年に野鳥研究室から「ピッキオ」に改称しま
した。2003年、2004年に株式会社ピッキオとNPO
ピッキオを設立していますが、これは持続可能な自
然保護を目指す為です。自然保護は行政からの受託

Q

提供しているツアーの種類について
お聞かせください。

や寄付等を財源としている場合が多いのですが、ネ

「野鳥の森ネイチャーウォッチング」や「空飛ぶ

イチャーツアーも収入源とする事でバランスのとれ

ムササビウォッチング」など、森の生き物との出会

た経営ができると考えています。一方で、自然保護

いを楽しむ、様々なネイチャーツアーを提供してい

の活動はネイチャーツアーのクオリティを高めるた

ます。種類は、シーズンによっても異なります。軽

めに役立ちます。ツアーは単に自然を利用するだけ

井沢の場合、特に夏場は親子連れが多くなるため、
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お子様向けのプランも充実しています。軽井沢には

欧米のお客様が軽井沢に滞在する日数はまちまち

比較的長く滞在される方が多いので、お子様だけを

で、東京から「空飛ぶムササビウォッチング」のた

参加させるようなツアーの需要もあります。お子様

めだけに新幹線でいらっしゃる方もいれば、軽井沢

がツアーに参加している間に、親御さんたちは買い

にしばらくお泊りになる方もいらっしゃいます。

物やゴルフなどを楽しむこともできるのです。

アジア系のお客様には、どちらかというと「氷上

知床には、一昨年から展開しています。自然豊か

の星空ウォッチング」など、風景や雰囲気を楽しむ

な知床では野生動物にも出会いやすく、ピッキオの

ものが人気です。道具を使うもの、例えばマウンテ

特色を最大限に発揮できる場所と考えています。

ンバイクやクライミングは、日本や中国、韓国など
のお客様が好む傾向があるように感じています。

Q

顧客層はどのような方が
多いのでしょう？

Q

ツアーの販売チャネルは？

ネイチャーツアー参加者は、日本人も含めて年間
約4万人で、外国人はそのうち10%くらいの約4000

インバウンドについては、OTAからだけではなく

人です。星野エリアに泊まっている方の割合は多く

直接予約が入ってくることが多いです。イギリスや

はありません。日本人のお客様は個人の他、学校団

ドイツの旅行博などにも積極的に出展して関係構築

体にも来ていただいています。

をしていた事もあって、大手の海外旅行会社からも

インバウンド比率はツアーにもよりますが、「空

お客様を送ってもらっています。

飛ぶムササビウォッチング」で25％くらいです。イ
ンバウンドといっても、国やエリアによって全く興
味や関心が異なります。「空飛ぶムササビウォッチ

Q

SNSなどは活用していますか？

ング」は、25％のうち6割くらいがイギリス、ドイ

ソーシャルメディアには、力を入れています。外

ツ、アメリカなどです。過去の経験からイギリスや

国人スタッフを含めた若手のスタッフが中心になっ

ドイツの方は、より自然や野生動物を好まれる傾向

て発信してくれています。YouTubeやInstagramな

が強く、逆にラテン系のフランスやスペインのお客

どもやっていますが、より一層発信力として強化し

様は文化系を好まれるように感じています。旅行会

ないといけないと考えています。

社もどちらかと言うと、イギリスやドイツからのツ
アーを扱っている会社が私たちに関心を持ってくれ
ているようです。

Q

リピーター獲得のために
行っていることはありますか？

リピーターは強く意識しています。自然系のツ
アーは日本ではまだまだニッチなツアーです。ス
タッフの教育にも力を入れ、顧客満足度を高める工
夫を全てのツアーで行っています。また顧客満足度
調査も実施しており、お客様の声をツアープログラ
ムの改善に活かしています。前述のソーシャルメ
ディアもTwitterなどはリピーターのお客様がみてく
れている事が多いので、意識して情報発信をする様
にしています。
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また海外からのお客様については、日本を訪れる

海外のお客様に関しては、一括りにインバウンド

のは初めてではなく、2回目、3回目という方が多い

と言いますが、例えばヨーロッパの中でもラテンの

です。そういう方は、私たちのツアーを好きになっ

国とアングロサクソン、北欧では好みが違う様で

てくれると、口コミで広めてくれたり、違う人とま

す。あくまでも傾向としてなのですが、私たちのツ

た一緒に参加してくれたり、メディアに繋げてくれ

アーはどちらかと言うと英国圏やドイツなどからの

たりと、いろいろな展開や相乗効果がありますので

お客様に支持されている様です。

国内のお客様同様に意識しています。

Q

体験型ツアーコースの開発について
お聞かせください。

Q

価格設定については
どのようにお考えですか？

一般的に、ツアーの価格は、同じ様なプログラム

ネイチャーツアーの開発は、基本的に車などの製

でも地域によって差が生じています。ツアーの時間

品を作るのとあまり変わりません。まず、どんなお

によっても違います。基本、ファミリーで遊んでい

客様が軽井沢に来ているのかを認識し、お客様がど

ただくものは、軽井沢は2時間程度が限界であっ

んな興味を持っているのか、どのくらいの値段で売

て、価格帯もあまり高くしすぎると売れなくなって

ればいいのか等を決めていくという流れです。後

きます。その一方でオーダーメイドのようなプログ

は、お客様の声なども参考にしながら試行錯誤で改

ラムは高めの設定が可能です。コロナ禍で貸切の需

良を加えていきます。

要が高まっていますので、その場合は比較的高単価

私たちの場合、自然保護的な要素をツアーに組み

でも受け入れられています。

込 む 事 は 必 須 で す。 例 え ば 、 ム サ サ ビ に プ レ ッ
シャーを与えすぎると、次の年からムササビが来な
くなってしまうこともあり得るからです。ガイドス
タッフはスタッフ同士で連携し、専門性を高めなが
ら持続可能なネイチャーツアーを目指しています。

Q

競合事業者との差別化について

私たちの競合は、お客様によって異なります。例
えば、軽井沢において国内のご家族のお客様であれ
ばアウトレットなども競合になっています。軽井沢
で何かをしようというときに、ピッキオに行くの
か、アウトレットでショッピングをするのか、おい
しいご飯を食べるのか、スポーツをするのか、遊園
地に行くのか、いろんな選択肢がありますが、その
中で、いかに選ばれるかが重要です。お客様から選
ばれる為には、アクセス面など立地についても重要
な要素となっていると思われます。

新しいツアーも試行錯誤をしながら頻繁に出して
います。時代にあわせてどんどん進歩していかない
といけないですから。時代と共に人の考え方もどん
どん変わっていきます。変わっていくものに合わせ
たプログラムを展開していかないと、時代遅れに
なってしまいます。
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従って、ピッキオの正社員の採用においては、経営マ
インドをきちんと持てるかどうかが大きなポイントに

インバウンド客を含め、顧客満足度調査をやって

なります。例えば、もっと違う場所でもツアーをやれ

います。お客様にお葉書を渡したりしていました

るようにしたい、海外に展開したいとか、色々な考え

が、最近は後日データで記入していただいていま

方ができるような人です。自然保護に関しても同じ

す。プログラムが終わってすぐ書いてもらうのでは

で、熊だけでなく、別の野生動物であったり、現状の

なく、旅行が終わってから書いていただくようなや

枠ではなく違う枠をもっと広げるということを意識で

り方にしています。例えば、レストラン選びに失敗

きる人です。

したときに、その瞬間は失敗したことを認めたくな
い部分が人にはあって「おいしかったね」とは言う

Q

オンラインツアーについて

ものの、帰ってから冷静になり「最悪だったね」と
なるケースもあります。顧客満足度は、高い得点を

コロナ禍の中色々試してみましたが、オンライン

とるためにやっているものではなく、改善点を探す

ツアーは需要がない様に感じています。ただし、教

ために行う調査なので、評価はなるべく低く抑えた

育系のものに関しては、一定程度の需要があるた

方が改善点が見つかります。そのために、あえて後

め、外国人スタッフを中心に力を入れてやっていま

日書いていただくというスタイルをとっています。

す。ツキノワグマ対策や自然保護のノウハウなどが
学べるという内容です。自然保護を学びたい人は、

Q

ガイドさんについてお聞かせください。

世界中にたくさんいます。コロナになるまでは、海
外インターンが常時5人程度来ていました。彼ら

軽井沢で働くスタッフは25名で、そのうちガイド

は、日本の文化、例えば、もののけ姫などのアニメ

ができるスタッフは15、6人います。外国人スタッ

から入る人が多いのですが、キリスト教文化とは違

フも3人います。外国人比率が高いツアーでは、ガ

う日本ならではの自然保護や生き物と共存するとい

イドは状況に応じて日本人と外国人の2人体制にす

う文化に関心を持っています。

る事もあります。
正社員についてはガイド業務のためだけの採用はし
ていません。私たちが求めている人材は、ガイド技術

Q

インバウンドについて、今後の展望等に
ついてお聞かせください。

だけでなく、それ以外にも語学力や経営、マーケティ

今後の課題に関しては、まずはコロナ禍が収束し

ングなどに対する関心等も必要だと思っています。そ

ないと難しいですが、今はインバウンドの回復に備

の上で自然保護に対する意識が高いことが条件となり

えて、準備を進めています。先ほどお話ししたよう

ます。今の時代、経営やビジネスマインドを持ってい

に、自然保護に関心のある、優秀な学生さんが来て

る方の方が私たちの様な仕事では成功しやすいと思っ

います。世界の大学ランキング100位以内に入るよ

ています。私は日本エコツーリズム協会でも理事を兼

うな大学の人たちです。彼らは単なる観光目的では

任させていただいた時期もあったのですが、色々な地

来ません。ピッキオが、野生動物の保護管理を実践

域で感じていたのは「自分の好きなことだけやりた

していることが大きな理由となっているようです。

い」という方が多いということです。残念ながら、そ

その彼らが今、海外に情報発信してくれています。

れではなかなか持続可能にはなりません。自分の子供

この前も海外メディアの撮影隊が来ました。JNTOの

たちや孫たちの代まできちんと経営できるように考え

現地事務所などからも取材をしたいメディアとの連

ながら仕事をしていくことが重要だと感じました。

絡がきますので、オファーがあればオンラインで取
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株式会社 ピッキオ

材を受けています。そういう活動をつなげていきな
がら、ピッキオはコロナが終わって海外からお客様
が来るようになった時にスタートダッシュができる
ように、準備や足固めを進めています。
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Interview File.09

株式会社 ピッキオ

株式会社ピッキオ 主なインバウンド向け体験型ガイドツアー
● Asiatic Black Bear Watching Tour
karuizawa

¥22,000

● Stargazing Tour on the Ice Rink
karuizawa

¥3,100

● Wildlife Night Drive
karuizawa

¥4,900

● Asiatic Black Bear Watching Tour
karuizawa

¥22,000

● Flying Squirrel Watching Tour
karuizawa

¥3,400

● Japanese Serow Watching Tour
karuizawa

¥18,000

● Nature Watching Tour
karuizawa

¥2,500

● Shiretoko Eagle and Wildlife Watching Tour
shiretoko
● Rausu Whale Watching Cruise + Kumagoe Falls Trekking
shiretoko
● Autumn Shiretoko Wildlife Watching Tour
shiretoko
● Rausu Brown Bear Watching Cruise + Kumagoe Falls Trekking
shiretoko

picchio ネイチャーツアーサイト：https://www.wildlife-picchio.com/
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Interview File.10 ハッピープラス株式会社
岐阜県

／

高山市内散策ツアー、酒蔵ツアーなど

Happy Tour

代表取締役

Q

山腰陽一郎 氏

創業から現在に至る歩みについて
教えてください。

https://happy-plus.co.jp/
それなら早めに帰って何か地域で役に立てるような
ことがしたいという思いから、2019年4月に会社を
起ち上げました。
大学や大学院は理系分野だったので、観光業とは
全く畑が違うのですが、まずは飛騨高山に帰ったら
何ができるのだろうと考えました。観光業だけでは
なく、色々な可能性を考えました。そのなかで自分
に合っていることや高山市の状況を見た時に、ガイ
ド会社はこれから必要になっていくのではないかと
思うようになりました。
飛騨高山は年間470万人のお客様が訪れる国際観
光都市です。もともと高山でやられている観光事業
者さんはありましたが、数はそれほどなかったの
で、もっとできることがあるなと思ったのと、そこ
で自分の力を試してみたいという思いもありまし
た。旅行やツーリズムへの関心は以前からあって、
前職で関西でサラリーマンをしていた時も、趣味の

もともと高山の出身なのですが、大学を卒業後は

一環で、週末にラフティングやシャワークライミン

大阪と東京で働きながら、いつかは飛騨高山に戻っ

グのガイドをやっていました。その時からこういっ

て来たいという思いがありました。

たことが高山でできたらいいなというのはありまし

実家に帰省するたびに高山の現状を見てきまし
た。高山市は平成の市町村合併の時に、日本で一番

た。現在、シャワークライミングは実際に弊社のツ
アーとして提供しています。

大きな市になりましたが、人口は減少の一途をた

会社の設立は、2019年4月で、旅行業の許可を

どっています。僕らが通っていた小学校の生徒数

取ったのが6月です。その間にツアーデスクの候補

も、僕らの時代に比べると半分とか、非常に子供の

地を色々探したり、会社を運営していくための準備

数が減っていて、数十年後になったらもっと減って

をしていました。旅行業の資格を取ったのは小さな

しまうということを非常に危惧していました。いつ

ガイドサービスというより色々幅広いサービスを提

かは故郷に帰りたいという思いはありましたので、

供しようという考えがあったためです。
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Interview File.10

Q

振り返って苦労したことは何ですか。

ハッピープラス株式会社

を結ぶ途中の観光ハブみたいなところがあって、高
山に1泊して白川郷に行ったり、長野の方へ行った

今がまさに一番苦労しているところです。2019年

り、富山の方に行ったり、そういう観光客が多いで

の6月から実質事業を始めたのですが、幸いにもツ

す。白川郷はアジア系の方が多いのですが、高山は

アーデスクの場所が非常に良くて、高山の古い町並

欧米系の方も多い理由はそういうことがあるのかも

みの中といってもいいぐらいの場所にあるので、多

しれません。

くのお客様が看板を見てその日にツアーをしたいと

大都市を経て高山に来られる方もいらっしゃっ

いって来て下さいました。しかし、ツアーが出来上

て、東京とか大阪の大都市に比べて落ち着いて過ご

がって募集も開始して、これはいけるぞと思った矢

せるねとおっしゃっていただくことが多いです。

先、2020年が明けるとコロナが流行り出して、あれ

対応言語は中国語、英語、日本語、イタリア語、

よあれよという間に飛行機も飛ばなくなって、誰も

フランス語です。ガイドはイタリア語、フランス語

来なくなってしまいました。

ができますが、イタリア語、フランス語の需要はそ
れほど多くなく、ほとんどが英語で対応している状

Q

提供しているインバウンド向け体験型
ツアーの概要をお聞かせください。

提供しているツアーの数はインバウンド向けには
20ぐらいあります。酒蔵訪問ツアーなど幅広いメ

況です。
中国系のお客様はそんなにいないです。やっぱり
こういったアクティビティを楽しむという習慣があ
まりないのかもしれません。

ニューを用意しています。人それぞれで求めるもの
はかなり違うなというのはツアーデスクをやり始め
てから思っていたことで、幅広い商品のラインナッ
プを揃えることによって色々なお客様を獲得できる
のではないかと思っています。ほとんどが自社のツ
アーですが、他の業者の方々のお力も借りて、人力
車とか、お寺の禅体験などもやっています。なかで
も酒蔵ツアーは人気があります。
最少催行人数は1名から受け入れています。コス
ト的には1名だとマイナスになってしまいますが、
やはり一人で旅をされている方は結構いるもので、
そういった方は旅先で現地の人と会って話すことを
旅の一つの愉しみにされています。そういう経験を
したお客様が口コミなどでどんどん広げてくれるこ
とで新しいお客様も来ることを期待しています。

Q

顧客層はどのような方が
多いのでしょうか。

Q

ツアーの販売チャネルは？

TripadvisorなどOTAがメインになりますが、大手
旅行会社さんとも一緒に色々とやらせていただいて

欧米からのお客様はオーストラリア、アメリカ、

います。1年目はツアーデスクにお客様が来てくだ

イギリスなどが多く、イタリアやフランスからもい

さって、今からツアーに参加するといったお客様が

らっしゃいます。高山は立地的に、愛知県と富山県

ほとんどでした。現在も、リアルなメインの販売
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ハッピープラス株式会社

チャネルはツアーデスクで、昨年は全体の7〜8割が

イディングができる方となるとかなりの狭き門で

ツアーデスクからでした。

す。そういった意味では、ガイド育成は非常に時間

Tripadvisorはすごく強いですね。Tripadvisorをす

とお金がかかるので難しいなと感じています。現在

ごく沢山の人が見ていただいているなというのは実

のガイドをされている方々もコロナの状況下でブラ

感しています。他のOTAとしてはExpedia等を利用し

ンクが空くと、どんどん忘れていってしまうんで

ています。

す。だから定期的に勉強会や研修を行うことが大切

Tripadvisorの口コミが50件ぐらいあって、その評
価が高いのはありがたいことです。しかし評価のよ
うな情報はどんどん変わっていきますから、常に改

だと考えています。

Q

インバウンド向け体験型ガイドの
今後のニーズと、求められるスキルは？

善し、ツアーに磨きをかけていかなければならない

今後コロナが収束すれば、ガイドのニーズは戻る

と思っています。そういう意味では大変な仕事です

と思います。9万人弱の都市に470万人も来ています

けどやりがいがありますね。

ので。50倍ですよね。僕らの会社だけでは足りない
ぐらいガイドは必要になると思います。

Q

所属しているインバウンド向け
体験型ガイドはどんな人たちですか。

いいガイドさんは常に必要ですが、仮にいなくて
も僕はやりようはあると思っています。教育やオペ

ガイドは一人は正社員でその他の人は、アルバイ

レーションで、高いスキルがなくても、ガイドをで

トや業務委託という形です。通訳案内士の有資格者

きるようにする方法はあるので、ある程度まではで

は3人か4人ぐらいです。社歴がまだ短いのでそうい

きるんじゃないかと思います。

う意味では皆さんベテランですね。募集方法は、ハ

スキルとして一番重要なことは、楽しむことじゃ

ローワークであったり、あとはツアーデスクがあり

ないですかね。ガイド自身が楽しんでガイドをする

ますので、そこに立ち寄って頂いた方とか、知り合

ことです。それがゲストを楽しませることにも通じ

いの伝手とかです。採用の際は、一度ガイドを体験

ます。

してもらって、それから決めるようにしています。

地域を愛している人がその地域に密着してガイド

ガイドを集めてもその人が本当にガイドに適して

をやっていただけたら、非常に素晴らしいツアーが

いるかという問題もあります。さらには、優れたガ

作れると思います。英語力のことを心配される人が
よくいますが、僕は英語力はそんなに必要ないと思
います。ガイドサービスを利用するお客様はヨー
ロッパの方が結構多いのですが、ヨーロッパの方は
英語が第二外国語の方も多く、スラスラと話すネイ
ティブの英語よりはわかりやすいこともあります。
簡単な単語で説明をしてあげる方がいい場合もあり
ます。簡単な単語で説明をした方が、理解していた
だけるお客様の幅も広がります。わかりやすい説明
をしてあげるということが大切だと思います。英語
は一つのツールであって、それ以上にガイディング
する内容の知識の方が重要だと思っています。
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Q

体験型観光コンテンツの開発について
お聞かせください。

ハッピープラス株式会社

ンスタ映えツアー」はInstagramで宣伝した方がい
いかなと思っています。ただ、インスタ映えするの

ツアーは僕が殆ど考えています。先ほど申し上げた

は難しいですね 。Google検索はSEOではなく、

ように、人によって文化的なことが好きな方と、アク

Google広告を利用しています。国内・海外から両方

ティビティをするのが好きな方と、色々な方がいらっ

の検索に対応しています。

しゃいます。あるものを使って何ができるか考えた時

ネット以外の広告では、地元の方を対象としたツ

に20個ぐらいはアイディアが出て来たので、それをそ

アーを考えていて、地元の新聞に折り込みチラシを

のままツアーにしてみたということなんです。今後は

入れたりしています。

もう少し増やしたいなと思っています。
アイディアはあったけれどもツアーにならなかっ

Q

たものもあります。ツアーはただあるだけのものを
ご案内するだけなら簡単なんですが、たとえば、酒
蔵ツアーなど協力者が必要なツアーもあるので、そ
ういった点で難しかったものもあります。

価格設定や競合事業者との差別化に
ついてはどのようにお考えですか。

価格設定は同業者の値段を見つつ、市場の状況も
見つつ決めて行っています。
今後、地元の業者さんとの競争もあるだろうと思

酒蔵ツアーは、たまたま最初にお声掛けさせてい

います。出て来て欲しいか欲しくないかと言われた

ただいたところが、平瀬酒造さんだったので非常に

ら、正直あまり出て来て欲しくはありませんが、高

運が良かったと感じています。平瀬酒造さんとは特

山には新たな事業者が活動できるポテンシャルが十

に以前から関係があったわけではなくて、会社を

分にあるのかなと思っています。

作ってから周りに何があるか色々調べる中で知り合
いました。
酒蔵見学でお客様が喜ぶのはやっぱり中まで入っ

Q

お客様からの評価は
どのように測っていますか。

て、お酒の造り方が見られるということです。この

当社ではガイドがチップを全てもらえるようにし

地域は非常に酒蔵が多く、200m以内に7蔵もありま

ています。ガイドがチップをいくらもらったかとい

す。300年前は56蔵あったと言われています。そう

うことで、ガイドの評価をしています。

いった歴史的な背景、なぜそんなに多くの酒蔵がで

ガイド料は、基本的にはこのツアーはいくらか決

きたのか、どうやってお酒を造るのかなどを酒蔵の

めていて、それにチップがプラスアルファされま

中で学んでいただいて、その後に試飲をしていただ

す。日本人向けのツアーでも、チップ大歓迎ですよ

くと、味が格別だったとおしゃっていただけます。

ということを伝えています。チップがあった方が、

ツアー開発に関してはまだまだアイディアがあり

ガイドのモチベーションが上がります。日本にはあ

ます。アイディアを日々出しながら、実現可能かど

まりそういう文化はありませんが、海外のお客様か

うかを見極めています。

らはよくチップをいただいたり、お土産をいただい
たりということもあります。イタリアのお客様から

Q

プロモーション手法については
どのようなことを実施していますか。

ワインのボトルキャップをいただいたり、キーホル
ダーや地元のお菓子をいただくこともあります。

SNSはかなり使っています。SNSにも色々ありま
すが、種類によって使っている人も違うし、見え方
も違うので、それを考えながら運用しています。特
に力を入れているのはInstagramとTwitterで、「イ
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Q

ハッピープラス株式会社

リピーター獲得のために
行っていることはありますか。

海外のお客様ご本人のリピートは難しいですが、
お知り合いをご紹介いただけることがあるので、そ
ういう意味ではリピーターを意識しています。
FacebookなどSNSのアカウントをお持ちのお客様に
は差し支えなければ教えてくださいと言って、アカ
ウントをフォローさせていただいています。

Q

オンラインツアーについては
どのようにお考えですか。

オンラインツアーも実施していますが、事業の採
算を考えたら、オンラインツアーだけで採算を取る
のは厳しいです。ただ、一つの宣伝というか飛騨高
山に来ていただくための広告みたいな形にはなって
いると思います。コロナが落ち着いたら止めようか
なとも思っていたのですが、思ったよりも好評だっ
たので、引き続きやっていこうと考えています。高山
市の特設サイト（英語、中国語、タイ語）にも、当
社オンラインツアーが景品として採用されました。
日本人のお客様は、今までガイドサービスを利用
されたことがある方は少ないので、オンラインツ
アーを通してガイドの良さを知ってもらえたりもす
るので、一種の啓蒙活動みたいなものという捉え方
をしています。
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ハッピープラス株式会社

ハッピープラス株式会社 主なインバウンド向け体験型ガイドツアー
● 座禅+東山遊歩道ツアー

● 飛騨高山スペシャルフードツアー

・所要時間：

約90分

・所要時間：

約2時間30分

・定員：

2名〜30名

・定員：

2名〜15名

・プライベートツアー：

可能

・プライベートツアー：

可能

・ツアーに含まれるもの：ガイド、座禅体験

・ツアーに含まれるもの：ガイド、昼食
※お食事代、高山陣屋への入場及び入場料、煎餅作りの料

● 酒蔵ツアー

金は含まれておりません。

・所要時間：

約30分

・定員：

1名〜10名

● スペシャルフード & 酒蔵ツアー

・プライベートツアー：

可能

・所要時間：

約3時間

・定員：

2名〜10名

・プライベートツアー：

可能

・ツアーに含まれるもの：ガイド、試飲、酒造りの施設と
蔵の見学

・ツアーに含まれるもの：ガイド、試飲、酒造りの施設と
● お雛様めぐりツアー

蔵の見学

・所要時間：

約7時間

・定員：

10名 〜

※お食事代、高山陣屋への入場及び入場料、煎餅作りの料
金は含まれておりません。

・ツアーに含まれるもの：ガイド、昼食
● 東山ウォーキングツアー
● インスタ映えツアー

・所要時間：

約70分

・所要時間：

約2時間

・定員：

2名〜20名

・定員：

1名〜10名

・プライベートツアー：

可能

・プライベートツアー：

可能

・ツアーに含まれるもの：ガイド

・ツアーに含まれるもの：ガイド、映えるフォトスポット
の紹介

● シャワークライミング/シャワートレッキング/キャニオ
ニング

● 人力車でGo!

・所要時間：

約2~3時間程度

・所要時間：

約20分

・定員：

3名〜

・定員：

1〜2名

・プライベートツアー：

可能

・このツアーはプライベートツアーです
・ツアーに含まれるもの：人力車体験

・ツアーに含まれるもの：ガイド、ウエットスーツ、ヘル
メット、靴
※お食事は含まれておりません。

● 古い町並み

ウォーキングツアー

・所要時間：

※タオル、水着を持参して参加ください。

約20〜70分
基本コース（約20分）

● 古い町並み

基本+山桜神社コース

・所要時間：

約20〜45分

・定員：

1名〜

（約45分）
基本+山桜神社+国分寺コース
（約70分）
・定員：

1名〜20名

・プライベートツアー：

可能

オンラインツアー

（ご利用のアプリケーションによります）
・プライベートツアー：

可能

・ツアーに含まれるもの：インタラクティブ・ガイド

・ツアーに含まれるもの：ガイド

インバウンド向け 体験型観光ガイドサービス 実践ナビブック
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ハッピープラス株式会社

ハッピープラス株式会社 主なインバウンド向け体験型ガイドツアー
● オンライン

人力車でGo!

・所要時間：

約20分

・定員：

1名〜（ご利用のアプリケーションによります）

・プライベートツアー：

可能

・ツアーに含まれるもの：人力車体験
● 酒蔵オンラインツアー
・所要時間：

約30分

・定員：

1名〜（ご利用のアプリケーションによります）

・プライベートツアー：

可能

・ツアーに含まれるもの：インタラクティブ・ガイド、酒造りの施設と蔵の見学

Happy Tour
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ツアーサイト：https://happy-plus.co.jp/
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Interview File.11 有限会社オズ
三重県鳥羽市

／

海女体験ツアー、漁師町のランチツアー、無人島カヤックツアーなど

海島遊民くらぶ

代表取締役

Q

江﨑貴久 氏

創業から現在に至る歩みについて
教えてください。

https://www.oz-group.jp/
ルツアーが事業として最も形になっていたので本格
的にやることにしました。

まず生い立ちからお話すると、明治時代から続く

2001年には「海島遊民くらぶ」としてツアーの提

鳥羽の老舗旅館の娘として生まれ育ちました。小学

供を開始します。事業を開始した早い段階からオプ

校の頃、父が駅前の雑居ビルで焼肉屋を経営してい

ショナルツアーの提供は意識していました。日本で

たのですが、その仕事がしたくて手伝いを始め、気

はそういう楽しみ方がされていませんでしたが、海

がつけば小学生ながらお店を仕切っていました。考

外にいくと当たり前のようにありましたから。

えてみると、この頃にいろいろと周囲のことに気づ
く力が養われたのかもしれません。

2003年には無人島ツアーを開始します。最初はほ
とんどゲストはいませんでしたね。2001年は100

大学は京都外語大学に通いました。そこでチア

名、2004年は172名のゲストでした。昨年はコロナ

リーディング部を設立しました。不思議と当時から

禍にもかかわらず、過去最高の7064名のゲストを迎

地域との関係性を重視して部の活動をするように意

えることができました。修学旅行などが増えたこと

識していました。

が要因です。

卒業後は東京のアパレル・雑貨を扱う商社に就職
しました。正直言うと就職活動が疎かになっていた
のですが、自分のことをよく知る大学の職員さんが
その会社を勧めてくれたので、信頼できると思って
そちらの会社に就職しました。当時は和小物を担当
していたので、そういった点では観光にも関わりが
ありました。
1997年に経営不振に陥っていた家業の旅館を継ぐ
ため鳥羽に戻りました。当時、仲の良い同級生たち
も鳥羽にUターンしてきていて、よくみんなで一緒
に飲んでいたんです。でもだんだんそれも飽きてき
て、何かみんなでやろうという話になって、じゃあ
会社を作ろうということになって立ち上げたのが有
限会社オズです。最初は旅行だけじゃなく、いろん
な事業アイディアがありましたが、結局オプショナ

インバウンド向け 体験型観光ガイドサービス 実践ナビブック
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Q

提供しているツアーの種類について
お聞かせください。

有限会社オズ

それぞれ望むことが異なり苦労しました。今はそう
いう場合はグループを分けるようにしています。

インバウンド向けのツアーはいろいろありますが
「1day Ama Experience Tour」が圧倒的に多いです。

Q

あとは「Explore Fishermen Island in Japan」が人気で

顧客層はどのような方が
いらっしゃいますか？

す。 ふ ら っ と 来 て 釣 り に 行 き た い と い う 人 に は

プライベートツアーで海藻について学びたいとい

「Fishing With Japanese Fisherman」があります。英

う方がドイツからいらっしゃったことがありまし

語の場合はガイドが付きます。うちは漁師部という

た。海藻について何が知りたいのか聞くと、文化、

ものがあり、専属の漁師さんが入ってくれているん

歴史、あらゆることが知りたいとおっしゃいまし

です。彼らは自ら海島遊民くらぶの漁師ガイドです

た。ツアー代は5万円とお伝えしたら、最初高いと

と言ってくれるのでスタッフ用Tシャツも作ってるん

言われましたが、私は現在三重大学で「生物資源研

です。

究科」で勉強しているので、あなたのニーズに応え
ら れ る の は 日 本 で 私 だ け で すと お 伝 え し た ら 、
「だったらぜひ！」と言っていただき納得していた
だきました。

Q

ツアーの販売チャネルは？

エージェントからの顧客が多いです。英語のホー
ムページをしっかりつくることでエージェントなど
の目に付き、BtoBの商談につながります。BtoBの場
合はゲストを送って安心って思ってもらえること、
そういう経験を与えていくことが大事です。
また鳥羽の町中には、ツアーの申し込みなどがで

Q

ツアーをしていて、
苦労されたことは何ですか？

きるリアルな窓口として「インフォメーションセン
ター遊民」を設置しています。

インバウンドのお客様で苦労したことで、ぱっと
思いつくことは2つあります。1つは旅行代理店が正
しい情報を伝えていなかったケースです。うちはオプ
ショナル体験ツアーしか提供していませんが、旅行
代理店を通して参加したゲストがそのことを理解し
ておらず、宿泊しているホテルの部屋について、うち
にクレームが入りました。しっかりと事情を説明し
つつも、ホテルに連絡をとったりして大変でした。
2つ目は欧米とアジアの異なるグループのゲスト
を一緒のツアーに入れた時です。次の場所に移動す
る際、アジアのお客様はすぐに動こうとしてくれま
したが、欧米のお客様はそこから動こうとしない。
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Q

有限会社オズ

プロモーションは
どのように行っていますか？

商談会は海外までは行きませんが、国内はやって
います。「買いたい」っていかに言ってもらえるこ
とがすごく大事かなって思います。そうでないと値
段が下がってしまいますから。
口コミについては、レビューを書いてくださいっ
て言うんですけど、みんなあんまり書いてくれない
です（笑）。うちのお客様って、書いてくれってお
願いすると書いてくれるんですけど、感想は直接言
いたいっていう人達が多いです。だからお客様との
やりとりはすごいしてますね。ツアー終わってか
ら、すごい楽しかったとかめっちゃ言ってくれるん

Q

ですけど、全部LINEとかだったりします（笑）。

リピーター獲得のために
行っていることはありますか？

SNSはうちの若い子たちがやってます。ツールと

リピーターは多いです。日本人のお客様でひと夏

して意識はしていますが「これがいい！」と全てを

に4回来る人もいます。海外からのお客様だとアラ

集中させてしまうことはリスクが高いので、総合的

スカの方で答志島のツアーに2回来られたこともあ

に考えるようにしています。

りますね。

何事にも言えることですが、特定のものに依存し

うちの町歩きはリピートしてくれるんです。普

すぎると何かあったときに困るので、リスクを分散

通、町歩きってあまりリピートしないですよね。一

させることが必要です。ネットの口コミももちろん

回知ったらもういいから。それだとたくさん知識を

大事だけど、それだけじゃなく自分のところの情報

覚えても効率的じゃないし、労力かけるだけ無駄に

発信やBtoBも大事ですよね。あとネットには上がら

なってしまいます。人が何にリピートするかと言う

ない口伝えの口コミってあって、例えば学校の先生

と、本能的に作用するものが多い傾向があります。

の場合、先生が異動することで伝わる情報があった

食べ物が美味しいとか、感覚的に気持ちいいとか、

りします。そういうものを含めるとネットの口コミ

あとは人に会いたい、仲良くなりたいとか、そうい

は、いろいろある中の一つであってすべてじゃない

うことだと思うんです。うちの町歩きはつまみ食い

と思うんです。うちの場合、Tripadvisorだけ見ると

ウォーキング。つまみ食いだと全てのものを食べる

口コミは少ないけど、他のいろいろなサイトにも

ことができないから、次は違う店に行けるかなって

載っていたりします。これから始める人は既に後発

思ってくれるんです。また小さい体験をいろいろと

なので、どこのサイトを使うかをまず決めて、わざ

入れてあるので、社員旅行で来た人とかが、今度は

わざ競争の激しいTripadvisorに行かずに、小さくて

家族とか友達とか違う人を連れてきて体験させてあ

もニッチな層でこういう顧客をたくさん持ってま

げたいと思ってくれるんです。

すって特長があるところで一番になるみたいなこと
をしていくこともひとつのやり方だと思います。た
だ口コミを追いかけても意味はないので、戦略的に
どこの口コミを増やしたらいいか考えた方がいいで
すね。

インバウンド向け 体験型観光ガイドサービス 実践ナビブック

Q

体験型ツアーコースの開発について
お聞かせください。

インバウンド向けは意識してコースを作っていま
す。プログラムを見てもらえればわかると思います
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が、日本人向けとは全然違います。やっぱり文化は

なりの人が体験を知ってくれているということにな

必要と思っていて、その文化をどうやって体験させ

るので、そこからさらに拡張して10％を目指してい

るのかっていうのをいろんなパターンで出してみる

ます。10％、つまり100万人というお客様の受け入

んです。国によってなんとなく違いがあって、例え

れを考えた場合、相当多くのプログラムが必要だと

ば欧米のお客様だったら読み物が好きなので日本の

思います。一つの事業者のキャパが大きいのではな

人より読んでくれる、アジアのお客様は写真をパッ

くて個々に小さいプログラムがいっぱいあるのがい

と見て決めたいみたいなところがあります。そんな

い、そのためにもガイドや事業者を誘致したいと考

ことを考えていろいろなラインナップをホームペー

えています。

ジ上に出してみて、どこが反応するんだろうってと
ころを見るようにしています。

私が会長を務める伊勢志摩国立公園エコツーリズ
ム推進協議会では、新規事業者のためのコンシェル

後はもちろんですが、漁師さんとの関係性が大事

ジュも作っています。やっぱりガイドとして入って

ですね。私たちは既に漁師さんたちとの関係性がで

きたときに、同業者がウェルカムかどうかってすご

きていますが、関係性を作るところからしっかりや

く大きいと思います。同業者の協力があれば、ここ

らないといろいろと協力をお願いしても答えはNO

で商売やっていけるのかなって気がしますよね。

になると思います。

戦略とか経営って感覚的に身につけることも大事
だと思うんです。頭でわかっても感情が邪魔するこ
とがある。隣に同業者が来たら自分のところが減
るっていう気持ちもわかるんですけど、感覚で戦略
的な優位性がわかればそんな気持ちにはならない。
サザエの焼貝屋さんが並ぶ長屋があるんですけど、
そこのおばさんが空いた隣の店舗に「またサザエ屋
さんが入ってくるのさ」と言ったことがあります。
「ここに何が入って欲しいの？」って逆に聞くんで
す。ここに宝石屋さんが入ったらおかしいでしょっ
て。ここはみんながサザエ屋をやっているから、お
客様はここにきたらサザエが食べられるって思うん
だよ、だからサザエ屋さんが並ぶほうが鳥羽らしく
てお客様呼べるからいいよって教えてあげると「そ

Q

競合についてのお考えを
お聞かせください。

んなもんなんやぁ」ってなるんです（笑）。
私が「サザエの壺焼き通り」って勝手に名前を付

今、戦略として、伊勢志摩でガイドを増やすって

けたんですが、そこから「サザエストリート」って

いう動きをしています。伊勢志摩って全体では宿泊

名前になったんです。行政の人たちもそう呼ぶよう

キャパがかなり大きいので、体験のキャパも宿泊

になって看板まで付けられたんです。たったそれだ

キャパに対応できるくらいにもってこないといけな

けのことなんですけど、そのことで今までライバル

いと考えています。私の目指しているところでは、

だったのが一つのチームになれるんですよね。商

伊勢志摩に来てくれるお客様の10％が体験してくれ

売って要は売れれば良いんですけど、でもみんなが

るようにしたいんです。800万人から1000万人訪れ

喜んでくれて、持続可能で同じように儲かっていっ

たとして、まずは5％の人が体験してくれたら、か

たらいいことなんじゃないですかね。
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Q

ツアーの安全対策や危機管理について
お聞かせください。

有限会社オズ

きません。ガイドの判断力、ガイド一人に求められ
る総合力が大きいんです。ただ人数がいるだけでは

安全対策としては、ツアーごとにリスクの洗い出

とてもじゃないけど難しいですね。人材募集を行っ

しを行い、対策を講じてマニュアルに落とし込んで

ているときはホームページに出ているので、チェッ

います。危機管理としては、接客業ですので賠償責

クしていただければと思います。

任保険などに加入しています。

Q
Q

ガイドさんについて
お聞かせください。

ガイドに求めること、
必要なこととはなんでしょう？

一番最初に思いつくのは愛です。おもてなしでは

うちは常駐でガイドが5人います。従業員全員が

なく愛なんです。愛があれば必要な力を得られま

ガイドです。途中からそういうふうに切り替えまし

す。当社では「4者にやさしい」を運営指針として

た。新卒をとって、ちゃんと就職してという形にし

います。お客様、住人、自分たち自身（ガイドや観

ています。以前は男性もいましたが、現在は女性だ

光事業）、資源、ここにマイナスを作らないように

けです。男性は採用しないのかと聞かれることもあ

するという指針を持っています。これはどのガイド

りますが、限定しているわけではありません。た

さんが来ても一番最初に心に刻み込んでもらいま

だ、人のお世話をする仕事なのでお母さんをしてい

す。この指針は現場に出てその時々判断をするとき

るとその延長上でやりやすいこともあります。子育

の判断基準にもなります。4者のバランスをとるの

てを経験された方っていうのは、人にやさしくでき

ではなく、4者にやさしいという言葉に敢えてして

るというか、無条件の愛みたいなものがあって、ガ

あるのは、単に顔色を見て平均や平等にするのでは

イドの仕事も上手にやってくれるんです。子育て中

なく、本当にこの4者に対してベストな選択は愛が

の女性が子供を連れてきて働いたりもしてくれてい

なければできないんです。

ます。だから女性が働きやすい職場をつくるように

この地域でガイドをやる場合、考え方としては2

は意識しています。働き方もいろいろあって、うち

つあると思います。1つは季節性に対応して2ヵ所で

は正社員にしてもいいし、パートでもいいよって

働く方法です。夏忙しい時はこの地域で働いて、冬

言って、自分で雇用形態を選んでもらっています。

になったら冬に忙しい地域に行って、2つの地域を

来てもらいたい人は、どんな形でも来てもらいたい

掛け持ちするというやり方です。これはガイドが食

です。

べて行くためには仕方がないことだと思いますが、
地域として見た時にどうかなと思います。忙しい時

Q

ガイド人材に不足感はありますか？

だけいて忙しくない時に去っていく人と、忙しい時
にもいるけど忙しくない時期をなんとかしようと

人数が欲しいわけではありません。やっぱり素質

思ってその地域で頑張る人材、どっちが地域に役立

というものもあります。誰でもができる職業ではな

ち愛されるでしょうか？基本的にはどちらが良いか

いというのは確かだと思います。旅館をやっている

悪いかではなく、自分の判断であるとは思います

からこそ思うのですが、旅館で働くよりガイドをや

が、私は地域というものを資本の一つだと思ってい

るほうがずっと難しいと思っています。旅館であれ

ます。地域を単なるフィールドではなく資本として

ば、建物の中で働いているので、フォローの仕組み

考えるということはきれいごとだけではなく、地域

が手に届くところにありますが、ガイドは一旦

の信頼を得ることにも有利に働きます。そのために

フィールドに出てしまうと遠隔でしかフォローがで

も、この地域で繁忙期以外の時期も産業としてやっ
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ていく道を作ることが必要になると思っています。

がいいんです。今までは小学生が多かったんです

観光業と漁業は忙しい時期が違うので、それぞれの

が、コロナ禍の影響で中学生が急増しました。しか

繁忙期に合わせて仕事を変えるなど、ターゲットを

しこれは歪なものです。少しでもご縁を残すため、

変えればいいんです。うちには女性が5人いるので

高単価で少ない人数を対象としたプログラムを考え

すが、勝手に引っ越しさせられないですよね

ました。いつものプロセスは自分たちで考えた内容

（笑）。この地域で働きたくて来ているのに、例え

の中で、協力してほしいことを漁師さんにお願いし

ば「北海道に行ってください」とは言えないです。

ていましたが、今回は漁協の方々と一緒に考えてみ

4者にやさしいというのは、うちの場合はその辺も

たんです。そうしたら市場で入札体験をしてみたら

入ってきますね。

どうかと意見を出してくれたんです。入札体験なん
てすごくやりたいことなのに、私の口からお願いで
きなかったことを言ってくれたんです。おかげで市
場関係者に相談するきっかけができ、今年からプロ
グラムが実現しました。

Q

今後の展望等について
お聞かせください。

このコロナ禍の中で新しいことをやっていこうと

もうひとつの計画は、オンラインツアーを使った

いうことになりまして、一つは修学旅行をターゲッ

Eコマースです。以前からバーチャルツアーってあま

トにしたものです。修学旅行は先生が決めたことを

り面白くないって思っていたんです。その原因の一

当日に受け入れて帰っていくだけの状況です。体験

つは安いことで工夫がされていないことです。ガイ

というわりに希薄です。その原因は私たち売り手が

ドの仕事って、以前はボランティアガイドがたくさ

そうだからなんです。でも学校の先生からすると事

んいたために単価が安くなって、食べていけなく

前学習があって、現地に行って、事後学習をやって

なっていたので、ちゃんと単価のとれる仕事を作り

というところまでが一つのプログラムなんですね。

なさいって言い続けてました。最近ようやくそれが

私たちは受け入れしかしていない、つまり旅行とい

できるようになったのに、バーチャルツアーになっ

う視点でしか見ていないんです。実はお客様の視点

たとたん、また500円とかから始まって、なんでま

に立てていなかったということに気づいて、教育プ

た同じ間違いを繰り返すんだろうという気持ちが私

ログラムとして考え直そうと思ったんです。一方で

の中にありました。それが主流になってしまうと、

産業観光に注目しました。産業観光は知的欲求に関

覆すのが難しくなるので、じゃあそれを違う方法で

わるもの、学びにもなるものなので修学旅行は相性

やるにはEコマースしかないなと思ったんです。答
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志島の材料を使って作られた商品の説明に私たちの

そうやって獲られているタコを使ったタコのやわ

ガイドサービスを付けて、”おうちコンテンツ”とい

らか煮や塩蔵わかめ、私の旅館で作っている答志島

うお取り寄せ商品を楽しむためのコンテンツとして

の一本釣りサワラのタタキ、そういう商品を実際に

オンラインツアーで売ることを考えています。商品

作ったり釣ったりしている漁師さんに紹介してもら

はツアーに関係のある塩蔵わかめや、漁師の伝統技

うんです。テレビショッピングに似ていますが、こ

法の蛸壺漁でとれたタコのやわらか煮や、一本釣り

ちらは双方向で参加している方は質問もできます。

サワラのタタキなどです。

やっぱり食べ物って人をそそるんですよね。まだ
モニターツアーしかしていませんが、かなりいいな
と思っています。リピーターさんを今の時期に繋ぎ
止める手段としても有効です。実際2組のリピー
ターさんに紹介したんですけど、秋になったら絶対
そのツアーに行くからって言ってくれています。

ほとんどの地域って蛸壺に蓋があってタコが入る
と蓋が閉まる仕組みになっているんですが、鳥羽の
蛸壺は蓋がないんです。無理に数を獲ろうとせず、
資源のことを考えて蓋なしでやっているんです。実
際のツアーではルールによって規制される自然保護
は、外国人にとってもすごくわかりやすいんですけ

Q

体験型ガイドに興味を持っている人に
一言お願いします。

ど、獲れないように獲るというやり方なので、蛸壺

人を楽しませたいとか、人が好きな人はガイドに

漁の説明が一番わかりづらいって言われます。蓋が

向いていると思います。ただし、個人1人でガイド

ついてないと逃げるんじゃないかって聞かれるんで

さんはなかなか難しいと思います。観光事業の個人

すがそれでいいんです、逃げますって（笑）。実は

事業主はキャパがないので、その時点でターゲット

どれだけ獲っていいなどという資源量なんて、人間

が小さくなります。また、宿泊を伴う観光のお客様

が見えないものをどうにか見える化して想定してい

の場合、滞在期間が決まっているので、変更できて

るだけであって、数値化されてわかりやすくなって

も予定日の前後の日が許容範囲です。個人事業での

も現実とは違う可能性もある。だけど50個の蛸壺が

ガイドの場合、そのフォロー体制は場合によっては

ついているロープを海に入れて、蓋がついていなけ

その後の信用に関わってきます。個人事業のガイド

れば、その時にタコがたくさんいたら入るし、いな

が多くなれば、そのフォローの仕組みもできます

ければちょっとしか入らない。だから全体量がわか

が、逆にオリジナリティが低い方がやりやすい手法

らなくても、そこはいつも全体量に比例しているん

とも言えます。これは全体としての価格の低下が懸

です。

念されます。そう考えていくと、これから組織化し
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ていないガイドさんが個人で起業したり、事業継続
をしていくにはかなりの努力と特長がないと難しい
のかなと思っています。
これまで伊勢志摩はガイドの数を増やしてきまし
たが、増やしたガイドをコロナ禍で減らしたらいけ
ない、そのためにもまずは個人事業主のガイドをい
かにもたせるかということを考えなければいけない
ということを県と話したんです。伊勢志摩国立公園
エコツーリズム推進協議会でも話し合って、海島遊
民くらぶや志摩自然学校は、修学旅行でニーズが増
加したので個人でカヤックをやっている人たちに
助っ人で入ってもらうことで、人材を回そうという
ことになりました。やっぱり業界団体をちゃんと
作ってあるのは下支えになると思いました。
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有限会社オズ 主なインバウンド向け体験型ガイドツアー

● Island Adventure Sea Kayak Tour
［1.5時間

● Fishing With Japanese Fisherman

5,500円/1人］

［4時間

● 1Day Ama Experience Tour
［5時間

● Fireﬂy and Sea-Fireﬂy Watching

13,500円/1人］

［1.5時間

● One-Bite Fest Toba
［1時間

15,000円/1人］

4,500円/1人］

● Under the Starry Night Kayak Tour

2,500円/1人］

［1.5時間

10,000円/1人］

● One-Bite Fest Toba (Deluxe)
［1.5時間

4,500円/1人］

● Ama Village Tour
［3.5時間

9,000円/1人］

● Explore Fishermen Island in Japan
［3.5時間

10,000円/1人］

● Craft Making Workshop (using Sea-Glass and Seashells)
［1時間

1,200円から2,500円/1人］

※制作物により異なる
● Seaweed Harvesting and Shabu-Shabu Lunch Tour
［2時間

7,500円/1人］

● Fishermanʼs after-hours tour
［4時間

10,000円/1人］

● The Secrets of Japanese Food from Mie
［4時間

15,000円/1人］

● Home cooking and strolling around the island with a local
［4.5時間

16,000円/1人］

● Make Your Own Lunch! Grilled Spanish Mackerel
［1.5時間

5,000円/1人］

海島遊民くらぶ
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滋賀県

／

生活文化体験型ツアー（餅つき、郷土料理体験、琵琶湖サイクリングなど）

Tour du Lac Biwa

代表取締役

Q

川口洋美 氏

創業から現在に至る歩みについて
教えてください。

https://www.lacbiwa.com/

もう一つは、その外国出身のご主人たちがここを
選んで住んでいるということでした。この地域には

そもそもは、私とツアーデザイナーをしている2

欧米の人たちが「住みたい」と思う要素が潜在的に

人で始めました。私は中小企業診断士の資格を持っ

あるということがわかったんです。あとは、どうい

ているんですけど、地域の女性のための創業塾をさ

う切り口でお見せしたらいいのかだけでした。京都

せていただいたことがあって、私とそのパートナー

に近くて、コンペティターが少ない、それならば、

が二人で「ビジネスプランを考えましょう」みたい

いち早く始めたほうがいいだろうということにな

な講座をしていました。その時にパートナーが「受

り、アテンダントとしてのポテンシャルを持ってい

講生の案もいいんだけど私の持っている案もいい

た人のうち4人が賛同してくれました。元々、彼女

よ。」と出してきたのが、元々のツアー事業の始ま

たちは英会話の先生だったり、海外の人に着付けを

りだったんです。振り返ると、中小企業診断士とし

やっていたりで、バックにお客様が付いていたり、

て人のビジネスを見ていたので、自分は失敗はでき

情報発信の仕方を知っていたり、接客もできたの

ない、「失敗したら、もう二度と滋賀県で仕事でき

で、一からガイドとして育成する必要はありません

ないぞ」みたいな感じだったので、もう「意地と根

でした。逆に彼女たちから教わる部分が多かったで

性」でした（笑）。

すね。

当初は、京都にたくさん外国人が来ていたので、
自分たちで車を運転してお客様を引っぱって来て、
いいところを見せて帰す、そんなことを考えていま
した。当然、それは違法行為になるのでできない、
と気付くわけなんですが、そういう話をしていくう
ちに、何か実現できそうだなということがわかって
きたんです。
その理由は二つあって、一つはアテンダントさん
たちの存在です。この辺りには、ご主人が京都や大
阪の大学で英語を教えていて、国際結婚しているバ
イリンガルの日本人女性が結構な割合でいらっ
しゃって、彼女たちがアテンダントになれるのでは
ないかと考えたわけです。
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初期投資は
どのくらいかかりましたか？

株式会社ツールドラック

やっている手順を踏めばよかったのかなと思うこと
もあります。

初期投資は、ほとんど必要なかったです。どちら

最初の頃は、毎回毎回、自分でツアーにアテンド

かというと人材ですよね。アテンドするにあたっ

もしていたので、お客様にとって何が良くて、何が

て、毎日見ている琵琶湖であっても、皆どう説明す

今イチなのかをずっと見ていました。小回りが利く

るかよく分からなかったので、資料を作って何回も

というのが小規模でやっている組織の良いところな

トレーニングしました。トレーニングするって時間

ので、悪いところは、すぐに変えました。前の回よ

拘束することなので、当然人件費が発生します。人

り次の回とアップグレードを繰り返しながらいいも

に関しては、お金も時間もかけてやってきました。

の作っていくことだけは継続してきたので、商品は

最初から、我慢させたら人の心が離れていくので、

間違いないという自信はありました。

「ちゃんとお金を払うから、しっかりやって欲し
い」と。ビジネスパートナーとしてやるので、「エ
リアの中で他社のガイドはしない」とか常識的なこ
とはお願いはしてきました。だから、ただの主婦の
集まりではなく、今も創業時の6人がちゃんと残っ
ているのだと思います。

Q

振り返って、苦労されたことは
何ですか？

この地域は「何もないからいい」とよく言われる
のですが、何もないからどうしたらいいのかわから
ない、アイキャッチになるものがあるわけでもな
く、そこで目玉をどう作るかということに一番苦労

Q

しました。人気のツアーの真似をしても勝てるわけ

提供しているツアーの種類について
お聞かせください。

ではないし、同じようなことをしようとしたらコン

琵琶湖の湖西地域を中心に、生活文化体験型のツ

ペティターが入ってくるのもわかっていたので、参

アーを提供しています。現在は10コースほどありま

入障壁を築きつつ、面白いこともする。ある程度、

す。ツアーの最小催行人員は基本2名で、最大は10

収益性を確保するというのは、よっぽどのことをし

名までですが、大きな団体を引き受けて、2つの農

ないと難しくて、そこが一番立ち上げの時に苦労し

家さんに分けて体験を依頼することもあります。繁

ました。最初の2〜3年は、鳴かず飛ばずで、ひと月

忙期は、同時に何本もツアーを催行しています。

おきにポツポツとゲストがいらっしゃる程度でし
た。辞めるときは失敗と認めるときであって、「辞
めない限りは失敗ではない」という気持ちで続けて

Q

顧客層はどのような方が
多いのでしょう？

きました。ただ、来てくれたお客様の反応だけはす

顧客層は、欧米豪が中心ですが、アジア系の方も

ごく良かったので、何かのきっかけで鉱脈に当たる

いらっしゃいます。シンガポールや台湾は近いの

だろうと思っていました。それが何かがわからな

で、リピーターも少なくありません。「ここ良かっ

かったので最初は苦労したんですけど、後から考え

たよー」と友達の友達、次の友達と、連鎖的に紹介

ると、商談会に出るだとか、普通の旅行会社さんが

客が何件も続くこともあります。一度はお客様とし
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て来て頂き、深いつきあいになる人もいます。ハワ

域に実際にある文化・風習に基づきながらどれだけ

イからのお客様で3回も来てくださった人がいて、

新しい内容を提案できるかに主眼を置いています。

ハワイのお宅に招待されて、家族旅行のついでに訪
ねたこともありました。

また、ツアーをやっていく中、お客様の反応、お
客様との会話を通じて、必然的に深くなっていかざ

客単価は、高価格帯に設定しています。私たちが

るを得ない面もあります。例えば、質問が相次いで

ツアーを始めた頃は1万円を超える価格帯のものはほ

くるような内容は、皆さんが興味を持つポイントな

とんどありませんでした。大体5千円前後の体験商品

んだということで、どのコースにいっても外さない

が多かったです。だけど、低価格を売りにするもの

で説明するようにしています。

とは、一緒にしたくなかったんです。うちは、一般

私たちは、それぞれが英会話教室や子育てなどを

家庭や農家さんを訪れるので、マナーの良い人を連

通して、地域と深く関わりを持っています。そのお

れていって安心してもらう必要があります。田舎なの

かげで、地域の重鎮やキーマンと知り合う機会も必

で周りの人の目もありますので、「この人たちが連

然的に多くなるんです。皆さん、この地域に7代、8

れてくるお客様はホンモノ、筋が違う」と言ってく

代と長く住んでいる方たちなので、では、お爺さ

ださるような方を連れて行かないといけないと考え

ん、ひいお爺さんの時代はどうだったみたいな話題

ています。そうでなければ、お婆ちゃんたちにも喜

をネタとして仕入れることも少なくありません。そ

んでいただけないでしょう。一度だけならいいかも

ういう繋がりから、外国人旅行者との興味をマッチ

しれませんが、2年3年と長くは続きません。

ングさせることができるので、仲間がいろいろな人
脈を持って来てくれるのは本当にありがたく、ネタ

Q

ツアーの販売チャネルは？

には困ることはありません。

旅行会社が8割で、残りの2割が直販です。最初の
頃はOTAを中心に販売していましたが特に外資系
エージェントは担当者の入れ替えが早すぎて、オン
ラインだと顔も見えないので、結局、リアルエー
ジェントの方が安心しておつきあいさせて頂けると
思うようになりました。
有難かったのは、大津市の職員の方がJNTOに出向
していて、その方が色々とご縁をつないでいただい
たことでしょうか。日本を代表する会社さんたちと
同じカテゴリーでご紹介いただいたときは、反響が
大きく有難かったです。

Q

体験型ツアーコースの開発について
お聞かせください。

Q

リピーター獲得のために
行っていることはありますか？

リピーターになってくださる方、お友達をすぐ紹

2018〜2019年は忙しく余裕がなかったのです

介してくれる方は、何かの節に「私の友達が日本に

が、昨年コロナで半年ほど外に出れない期間があっ

行くのでいいところがあったら教えてといわれてい

たので、2つの新しいコースを手掛けています。商

る」方が多いので、そんな時には必ず、「もし良かっ

品の造成は、限られたエリアの中で、史実やこの地

たら、関西に来るとおっしゃっていたら、紹介して
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ください。ダイレクトにメールくれたらちょっと割

からねー」と言ってくれるケースも多いんです。お

引しますよ」と紹介割引をしています。

客様の好評価は有難いと思っています。ただ一日一
日が勝負、昨日の高評価も、今日はゼロからのス

Q

価格設定については
どのようにお考えですか？

タートで、同じものができるとは限らない。だから
緊張感をもって「頑張ろうね」と話しています。

どちらかというと、海外では、これくらいだろう
というようなところを見ています。また、農家さん

Q

にはしっかりとお支払いしたいと考えていまして、

ガイドさんについて
お聞かせください。

農家さんからも「ビジネスとして成立するようにし

初期メンバー6名のうち、私とツアーデザイナー

よう」と言われているので、きちんと収益性を上げ

を除いた4名が案内役のアテンダントをしていま

るようにしなければいけません。だから「安くても

す。それぞれ、着付けやヘア・メークアーティスト

とりあえず来てもらえばいい」ではなく、「きっち

だったり、陶芸の先生をやっていたりと得意分野を

りしたものを提供して、その分お金もきちんといた

持っています。ツアー始めた時には、琵琶湖の説明

だく」というスタンスにしています。額としては、

で精いっぱいだったんですけど、だんだんと自分の

決して十分と言えないかもしれませんが、都会に出

得意の話題に傾いてきています。自分の専門分野に

てたくさん稼ぐよりも、この土地にいてこの金額を

ついては、きちんとしたスタンスで語れるように、

もらっている方がいいなと思えるような、そんな価

皆さんにお願いしてます。

格設定にしています。
ホームページにも少し書いてあるんですが、私た
ちは、地域の存続、活性化のためにやっている側面

Q

ガイドに求めること、
必要なこととはなんでしょう？

もあるので、来訪者のお金を地域に落として頂く必

アテンダントをする方に求めるスキルは、「ホス

要があります。そこをご理解いただけない人は、他

ト農家にとって“嫁”のような存在になれるか」とい

にいくらでも安価なツアーがるので、そちらを選ん

うことでしょうか。ガイド役は女性だけとは限らな

でいただければいいと考えています。

いのですが、今の弊社は女性だけの会社ですので、
ホスト農家さんの子供にはなれないけど、他人が入

Q

ツアーの安全対策や
危機管理についてお聞かせください。

るとしたら“嫁”として入って、認められるかどう
か、例えていうならそんな感覚です。農家さんたち

安全対策は、各ツアーとも危険面を必ずチェック

が適・不適をきちんとジャッジしてくれます。農家

して、対策を講じています。危機管理対応として

さんに対するリスペクトを持てるような人でない

は、賠償責任保険など各種保険に加入しています。

と、「一緒におもてなしをする」チームにはなれな

また、衛生管理への取り組みも日頃から徹底してい

いと思います。
よく言われるのは、ホスト農家さんたちは戦後

ます。

ちょっとして生まれて、英語の教育は受けてないの

ツアーに参加したお客様からの
評価はどのように測っていますか？

ですが、本当は通訳などを介さず自分たちが直接喋

客観的な指標としては、Tripadvisorなど口コミの

時代に生まれたおかげであって、偉そうに英語を話

レビューで判断しています。ツアーの最後に、お客

せることをひけらかすものではない、ということも

様の方から「レビュー書いて次のお客様に紹介する

心得ておかないといけません。あくまでも、農家の

Q
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方たちとお客様をつなげるのが私たちの仕事なの

×半X」という働き方がありますが、Xは自分の強み

で、自分は一歩引いたスタンスで、いかにこの二組

だったり、ポテンシャルだったり自分への需要を

を引き合わせ楽しませて、それが上手くできて自分

作っていくんですが、私たちの考えもそれに近いの

も楽しい、と思える人でないと務まらないんです。

かもしれません。

「嫁」って、そういうキーワードかなと思うんで
す。その家の中でしゃしゃり出て、自分が主役だと
思ってはいけない。時々、やってしまうんですよ、

Q

今後の展望等について
お聞かせください。

訳すのが面倒になって、お客様の質問をホスト農家

一番の課題は、高齢化です。これからは、次の世

さんを飛び越して答えてしまう、答えを知っている

代の方たちにもお願いしていかなければいけないか

ものですから。でも、そうすると農家さんだけがポ

なと考えています。コロナになってそれが一段と加

ツンと取り残されてしまいます。

速してきています。

私たちのアテンダントは、農家さんの畑を一緒に

ゲストの数については、本当はもっと伸ばしてい

耕しに行ったり、稲刈りにいったり、みんなで農家

きたいんですが、例えばうちでは農繁期にはツアー

さんのお米を買わせてもらったりとか、地域の中の

を休みにしています。季節的にはいい時期でお客様

ファミリーだと思っています。

もたくさん来る時期なんですけど、農家さんのスケ
ジュールを最優先しています。美しい棚田も農家さ

Q

コロナ禍における状況

んがあってこそ成り立つものなので、彼らの生活を
大事にしないで、ツアーのことばかり言っていては

こんな事態になると、旅行業とは、いかにもろい基

いけないと思っています。むしろ、一次産業の人た

盤の上に成り立っている産業だったのかというのがよ

ちが食べていける仕組みを作るのが、私たちのミッ

くわかりました。2年に1度くらいのスパンで、台風

ションみたいなものだと考えてます。

などの天災が来たり、外交関係の悪化があったり…。
従って、何かのリスクがあったときに困らないような
ヘッジ策を考えておく必要があると思います。

Q

体験型ガイドに興味を持っている人に
一言お願いします。

例えば、英語講師だとか地域に根差す仕事をやっ

うちの会社でも通訳案内士で通訳だけでやってい

ている人は、地域との密着を失くさないようにして

る人がいて、彼女には「これから通訳だけでは、

いくべきですし、着付け、ウェディングをやってい

やっていけるほど甘くはないよ」といつも言ってい

る人は、それを外さずバランスを保っていく必要が

ます。よそに仕事を持てという意味ではなくて、自

あるかと思います。事業とは継続していくことが大

分なりの特徴を持った通訳案内士になりなさいとい

切だとしたら、常にリスクとヘッジ策を考えなくて

うことです。その際に、英語のレベルだけを高めて

はいけない。

いくことには、私は「解」はないと思っています。

こんな時、農家はすごく強いと感じます。外に

これは英語を勉強しても無駄、という意味ではな

行って作業して、健康的な活動をしつつ、新鮮でお

く、語学力だけなら、通訳案内士さん以上に素晴ら

しいい野菜などを食べて…。私たちも、少し出資し

しい人は沢山いるし、もともとバイリンガル育ちの

たうえで棚田のオーナーになって、ある区画のお米

人もいるので、勝負するポイントはそこじゃない。

の買い上げをさせてもらったり、農家さんたちと一

せっかく、こんな素晴らしい地域に住んでいるのだ

緒に作業したりしています。地域とのつながりが切

から、それを強みにして、環境について語れるだと

れないヘッジ策でもあります。田舎だとよく「半農

か、もう少し考えたうえで通訳の方向性を定めた方
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がいい、とアドバイスをしています。彼女も、まだ
答えは出ていないんですけど、しっかりと考えてく
れています。AIやハイレベルの通訳マシンが出てき
てもとって変わられないところに、きっと答えがあ
るような気がしています。
地方とは、いや、ふるさととは、5年後、10年後
に来ても琵琶湖があって、棚田があって、里山が
あって…と、変わらないでいることが魅力だと思う
んです。ずっと住んでいる人たちにとったら、それ
じゃつまらないかもしれませんが、景色や郷里を思
う人の気持ちが変わらない、その中でいかに楽しく
くらし遊べるか、自分たちが楽しみ、また自慢に思
うような場所だからこそ、外の人もひきつけられる
のであって、ふるさとが変わらずにいてくれるため
に私は頑張ってやっていきたいと思っています。
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Tour du Lac Biwa 主なインバウンド向け体験型ガイドツアー
● Visiting a Local Farmer & Mochi-Making
［半日4時間

16,500円/一人

一日6時間21,500円/一人］※

● Lake Biwa Cycling & Lunch Cooking in the Rice Terraces Village
［6時間

22,000円/一人］※

● Electric Bike Tour with Farm Visit & Lunch Experience
［4.5時間

16,000円/一人］※

● Meditation with Healing Yoga & Home Cooking
［4.5時間 25,000円/一人］※
● Japan's Last roof masters
［5時間

17,000円/一人］※

● Walk The Sacred Gyoja Pathway
［団体のみ］
● Asamiya The Tea Field In the Sky
［4時間

25,000円/一人］※

● Visiting the Tea Ceremony Master's Home & Countryside
［6時間

23,500円/一人］※

※グループディスカウントあり

Tour du Lac Biwa

84

ツアーサイト：https://www.lacbiwa.com/
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京都、全国（出張型）

／

剣舞ステージ鑑賞、剣舞体験、扇舞体験

Samurai Kenbu Theater

代表者

Q

鉤 逢賀 氏

創業から現在に至る歩みについて
教えてください。

https://www.samurai-kenbu.jp/

きました。2013年にようやくお客様が戻ってきて、
その頃には京都に出てもう少し大きな形に拡げたい

私の祖母が「正賀流」という剣舞流派の家元で、

と思うようになりました。当時はインバウンドやま

私は幼い頃から剣舞を稽古してきました。かつて剣

ちづくりに関するセミナーが各地で行われていて、

舞は知名度が高く、さまざまなところで親しまれて

たまたま参加したセミナーで、京都産業大学でソー

いましたが、私が物心つく頃には周りの人たちが剣

シャルビジネスを専門にされている大室悦賀先生に

舞をまったく知らないという状況になり、それを変

出会いました。その先生の薦めで「京都市・人材育

えたいと思い動き始めたのが大学4年生のときで

成型ソーシャルビジネス育成事業」に応募し、採択

す。大学で経済学や経営学を学んでいたので、それ

されたことを受けて京都市内で株式会社を立ち上

らを剣舞にあてはめて検討し、国内外の観光客を対

げ、事業を拡げていくことになりました。移転先を

象とした文化体験事業をしようと考え、準備を始め

決める際、刀を振れるような天井の高い物件になか

ました。大学卒業後、1年半だけメーカー勤務をし

なか出会えなかったのですが、最終的に現在の東山

たのですが、ちょうどリーマンショックの頃で残業

三条の物件を見つけ、無事に2014年4月に「サムラ

が全面禁止だったこともあり、終業後に家でじっく

イ剣舞シアター」をオープンすることができまし

り事業計画を練ったり、Webサイトを作ったりする

た。結果的に利便性の高い場所になってすごくよ

時間を取ることができました。当時はまだ「インバ

かったと思っています。

ウンド」という言葉も知らなかったのですが、すぐ
に訪日外国人客数が増加すると考え、2010年11月に
事業を開始しました。
事業開始後、まずは家賃がかからない滋賀県大津
市の実家の道場を拠点にしました。京都駅で待合せ
をして、ご家族連れやカップル、友達同士など、4
〜5人のお客様を大津へお連れしてご体験いただく
形をとりました。コンスタントにお客様のご予約が
入り、NHK全国放送の特集で取り上げていただくな
ど、順調に運営できそうな雰囲気だったのですが、
2011年3月に東日本大震災が起こり、その後、2年く
らいはまったく海外からのお客様がこない状況が続
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剣舞について
詳しく教えていただけますか。

Q

振り返ってみて、
苦労されたことは何ですか？

剣舞は武士の文化を背景にした3分ほどの演舞で

私自身は事業を行うのが初めてでしたので、事業

す。紋付着物と袴姿で刀と扇を持ち、漢詩や和歌の

を軌道に乗せることが大きなチャレンジでした。剣

詩吟に合わせて舞います。かつて、武士は武芸の稽

舞体験プログラムは大津道場時代の試行錯誤を経て

古だけでなく、教養として中国の漢籍・漢文を学

だいぶ形になっていましたが、京都に移転するにあ

び、自分の気持ちを漢詩に表したりしていました。

たってこだわったのはショーを公演することでし

幕末に昌平坂学問所に学ぶ武士の子弟たちが、酒席

た。剣舞業界ではまだ誰もやったことがない常設の

で詩吟を吟じながら刀を抜いて舞ったのが剣舞の始

ステージを作りたかったのです。「常設」を実現す

まりと言われています。明治に入って剣舞が大衆化

るには、一定のボリュームでお客様を確保しなけれ

し、明治30年頃に神刀流という剣舞を専門とする流

ばならず、どうすれば安定的にお客様のご予約が入

派が生まれ、そこから分派を重ねて現在にいたって

るか、試行錯誤を続けました。

います。当初は吟じながら舞う形式でしたが、神刀

もう一つ苦労したことは、スタッフの英語教育で

流の登場で吟士と舞手を分ける形式が普及しまし

す。ステージを作るにあたり、高い技能を持つ剣舞

た。発声法や呼吸法が異なるものを無理やり同時に

家を社員として採用しましたが、残念ながら彼らの

するのでなく、分離することで芸能として洗練化し

多くは英語が得意ではありませんでした。外国人の

たのです。

お客様に自社プログラムを楽しんでいただくには、
講師・演者が直接英語で応対することが肝要と考
え、入社と同時に英会話の研修が始まりました。
最初に全員にやってもらったのは、日本語が話せ
ない外国人講師と話すことです。習うより慣れろで
すね。私自身、海外留学の経験はないのですが、中
学・高校のときに英会話教室に通ったことがあり、
外国語で会話をするにはある程度、体当たりの精神
が必要だと学びました。相手の言っていることが分
からないときに「何て言ったのですか？」と堂々と

剣舞は武道が元になっているので、他の古典芸能
と比べるとスピーディであり、ダイナミックに感じ
ると思います。また、扇も武士が必ず身に着けてい
たアイテムですが、扇を使うことで、刀では表現で
きない心情や風景を表現できるようになります。武
道的な「強さ」と、舞としての「柔らかさ・華やか
さ」をバランスよくミックスさせて臨場感を出すの
が剣舞の特徴です。漢詩の内容と、それをどんな人
物がどんなときに詠んだかを知ると、より楽しめる
と思います。剣舞を見る前にさらっと詩文と解説を
読むだけでも理解が違ってきます。

86

聞いたり、言いたいことが完璧に言えなくてもカタ
コトでも通じればOKというマインドです。
電話の取り方についても、外国人から「こんにち
は、○月○日に何人で予約を取りたいんですけど」
と流暢に英語で言われても当然聞き取れないので、
まずそれを無視するようにアドバイスしました。
「Reservation? What date? How many people?」
と言えば、お客様も「この人は英語は話せないけれ
ど、これに答えていけばいいのね」と理解してくだ
さると。新入社員にこの方法を教えたらすごく感動
し、次の日から怖がらずに電話を取ってくれるよう
になりました。海外との接点が一切なく、伝統芸能
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一筋でやってきた人達ですので、こうしたマインド
の部分を徹底的に指導しました。

Q

提供しているツアーの種類について
お聞かせください。

サムライ剣舞シアターでは、「ショー」と「レッ

Q

顧客層はどのような方が
多いのでしょう？

スン」という二つの柱があります。ショーはだいた
い1時間ほどのプログラムです。レッスンは60分か

コロナ禍以前の顧客層は、インバウンドの割合が

90分で、衣装あり・なしを選んでいただきます。一

9割を超えていました。元々インバウンド向けに始

番人気なのは、ショーとレッスンを組み合わせたプ

めて、だんだん日本人客が増えればいいと思ってい

ランです。若い方はレッスンで剣舞を体験したい方

たんです。国内で剣舞があまり認知されていないの

が多く、年配の方や女性の方はショーを鑑賞したい

で、まずは外国人の方に知ってもらって、海外の方

という方が多いです。

に人気の芸能として日本の方にも興味をもってもら
おうと考えました。今もその途上にいます。

ちなみに、「サムライ剣舞」というネーミング
は、昔、日本人の方に「剣舞ってタイの武道です

お客様の国籍は、アメリカ、オーストラリア、イギ

か?」「韓国の踊りですか?」などと聞かれたことが

リス、カナダ、シンガポールやヨーロッパの国が多

あり、そもそも日本のものだとイメージできないん

いです。ヨーロッパの中では、特にフランス人の方

だと痛感したことから考えました。「武士」「侍」

が多いです。ここ数年は中国人の方も体験型ツアー

という言葉を付けることで、どんな姿形で舞うかが

の需要も増えているようで、OTAのサイトに掲載しま

想像してもらいやすくなりました。少し前までは

せんかという話がきます。しかし、中国語で接客が

「サムライ剣舞株式会社」という社名でしたが、全

できないことに加え、英語圏のお客様とは文化的背

国的な知名度も上がってきたので、一昨年に剣舞の

景が異なるので同席でのレッスンは難しいと考え、

別名である「株式会社吟舞」に商号変更しました。

現在はまだ積極的な取り組みはしていません。中国
の方は日本にたくさんいらしていますし、一定数は
需要があるんだろうなとは思うのですけどね。

Q

ツアーの販売チャネルについて
お聞かせください

最 初 は 自 社 W e b サイ ト だ け で し た が 、 すぐ に
Tripadvisorに登録し、直接予約につなげました。
2014年頃、まだ日本でTripadvisorはほとんど知られ
ていませんでしたが、海外では周知されていること
をたまたま知っていたため、早く始めたアドバ ン
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テージがありました。Tripadvisorを通じて、多くの

ん。もちろん英語力も欲しいですが、どちらが優先か

海外エージェントにも存在を知っていただくことが

という点では、英語は入社してから身に付ければいい

でき、多数予約をいただけるようになりました。

と思っています。ただし、接客業としてのおもてなし

2016年頃から成果報酬型のOTAの会社から月数件

の気持ちはもちろん必要です。

ペースで掲載依頼の電話が入るようになりました。
もともと手数料を払うことを想定せずに料金設定を
していたので、正直言って手数料を取られるのは結

Q

体験型ツアーコースの開発について
お聞かせください。

構痛いなと思うことがありました。ただ、大手企業

体験レッスンに関しては、本来なら数年かけて

がオンライン体験予約に参入しはじめてからは、い

じっくり教え込んでいく剣舞の技術を、90分でコン

くら自社Webサイトを頑張ってもまったく太刀打ち

パクトに観光客の方にお伝えすることになります。

できなくなり、ツアー名で検索をかけても自社サイ

そのためには、ある種の割り切りというか、何をど

トよりOTAの方が上に出てくるようになったので、

こまでそぎ落とすかを考えなければなりません。そ

これも時代なのかなと受け入れることにしました。

れと同時に、背景にある考え方や精神性などは少し

近年は、OTAからの予約が全体の4割ほど占めて
います。

でも多く伝えたいので、時間の使い方は常にスタッ
フ同士で話し合い、お客様の興味やニーズに合って
いるか検証しています。

Q

登録しているガイドさんについて
お聞かせください。

また、インバウンドという点で注意しているのは
衣装ですね。日本人と欧米人では体格が違うので、

当社ではガイドと呼ばず、剣舞師（インストラク

日本人なら身長150〜170cmくらいのものを用意し

ター、パフォーマー）と呼んでいます。コロナ禍以

ておけばほとんどの方にあてはまりますが、海外の

前は、京都シアターに6名、東京シアター（2017年

方は180〜190㎝が基本となり、すべて特注で用意し

開業・コロナにより2020年閉鎖）に2名の剣舞師が

ています。特に、袴の長さについては絶対にこだわ

在籍し、一日に「体験レッスン3回、ショー1回」と

りたいところなんです。外国人の方は、例え袴が

いうスケジュールで演舞を披露したり、お客様の体

キュロットスカートのようにひざ丈だったとしても

験指導を行っていました。京都は繁閑差が大きく、

「気にしないよ」とおっしゃるんですけど、こちら

月によって6〜7倍の売上高の差があるため、スタッ

としてはそれでは困るんです。裾はきちんとくるぶ

フも「働けるときに働く。休めるときは休む」とい

し位まであってほしいし、着物の袖は多少短くても

うスタイルでやっています。

いいけれど、さすがに半袖のようになってしまう

Q

ガイドに求めること、
必要なこととは何でしょう？

私たちの場合は、剣舞のスキルが第一ですね。当社
に入社すると、皆、まず英語のことを心配するのです
が、「お客様にとっては、これまで10〜20年間、剣
舞の修行に取り組んできたあなたが目の前に立ってい
るだけでも価値があるのだから、自信を持ってくださ
い」と声をかけています。私たちの剣舞の技術は、他
の観光事業者が簡単に真似できることではありませ
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と、袂がある着物はおかしく見えてしまいます。例

また、遠いヨーロッパからこられるお客さんが多

えコストの制約などで完璧にはできないにしても、

いので、リピーターは居ないに違いないと思ってい

少しでも私たちが正しいと思う形で日本文化を伝え

たのですが、案外そうでもなくて、来られる度に毎

たいので、外国人の方に合わせた衣装や備品作りと

回驚いています。気に入ったから日本旅行の度に毎

いうのはとても重要だと考えています。

回来るという方もいらっしゃいますし、体験した人
に薦められて参加する家族や友人の方も多いです。

Q

ツアーの安全対策・危機管理について
お聞かせください。

その方々も広い意味でリピーターであると私たちは
とらえています。

損害賠償保険に入っています。お客様が刀を使っ

もちろん、口コミサイトのレビューも、お客様が

た演技を体験しているときに怪我をされた場合に補

わざわざ時間を取って書いて下さっているので大事

償されるものです。幸いにも今まで事故は一度もあ

に読みます。ただどちらかというと「検討中のお客

りません。私たち自身が長年稽古をしてきているの

様が安心して来られる場所かどうかを知るためのも

で、この間合いがあれば大丈夫、というのは体感で

の」と捉えています。

わかっています。道場でお客様に並んでもらうとき
も、適切な距離を取ることができます。ここだけ
は、アシスタントには任せられません。また「刀を
扱うので慎重に取り扱ってください」という注意喚
起もしつこいぐらいにやっています。保険はそれで
も事故が起きた場合の安心のためですね。
ちなみに、模擬刀とはいえ、刀を使う事業におい
て保険に加入するのはなかなか難しく、10年前に各
社の損害賠償保険に申し込んだら軒並み断られまし
た。たまたま異業種交換会で知り合った方の中に保
険会社の支店長がいらっしゃり、ご相談してやっと
加入することができました。大手旅行代理店から受
注する場合など、損害賠償保険加入が必須のことも
あるので、本当に助かっています。

Q

ツアーに参加したお客様からの評価は
どのように測っていますか？

Q

オンラインツアーについて
お聞かせください。

いわゆる顧客満足度の測り方としては、数値化・

昨年はコロナにより通常の事業がほとんどできな

文章化するというよりも、体験してくれたお客様の

かったのですが、今までに来ていただいたお客様を対

表情であったり、帰り際にどれだけ「Thank you!」

象に「オンラインショー」を実施しました。私たちは

と言ってくれたかなどから、私たちが直接感じ取る

舞台人なので、人に見てもらわないと急速に技術が落

ことが大事だと思っています。CS（顧客満足）がES

ちるんです。10回の稽古よりも1回の本番の方が価値

（従業員満足）になる瞬間です。そしてそれが次の

があります。たとえオンラインであっても、ビデオカ

CS（顧客満足）に繋がります。

メラの向こうにお客様がいらっしゃる状態で演技がで
きたのはすごく大きかったです。
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また剣舞レッスンもオンラインで提供しています。
以前にサムライ剣舞シアターにお客様として来て下
さった方が、現在は定期的にオンラインレッスンを受
けてくれています。今はアメリカ、ロシア、インドネ
シアの方が在籍しています。今後、もっと多くの方に
オンラインレッスンを受けていただきたいと考えてい
ます。

Q

この仕事の楽しさ、
魅力を教えてください。

「剣舞」の魅力としては、刀を扱うだけでも楽し
いですし、漢詩に触れて昔の人物とつながっている
感覚を得られる面白さもあります。さらに、日頃の
生活の中で、舞台に立って他人に見てもらうなんて
ことは、なかなかありません。舞台に上がったとき
の独特の緊張感は、「演じる側」としての剣舞の魅
力だと思います。
日々の接客においては、スタッフは「観光客の方
が楽しんでくれている姿を見るのが本当に嬉しい」
と口々に言っています。シアター内では、お客様の
体験中の様子を撮った写真をアルバムに残している
のですが、ある時それを見た通訳案内士の方から、
「本当にいい顔をしていますね。仕事柄、お客様を
いろいろなところにお連れしますが、ここで撮られ
た写真が一番いい顔をしています」と言っていただ
きました。本当に嬉しかったです。お客様に楽しん
でいただけるのがこの仕事の大きな喜びです。

90

インバウンド向け 体験型観光ガイドサービス 実践ナビブック

優良事業者インタビュー

Interview File.13

株式会社吟舞（サムライ剣舞シアター）

株式会社吟舞 主なインバウンド向け体験型ガイドツアー
■剣舞ステージ鑑賞
［約1時間

3,000円/1人］

■剣舞体験

● フルレッスン「刀と剣舞の体験」
［90分

衣装付き9,000円/1人、衣装なし7,000円/1人］

● ライトレッスン「刀の体験」
［60分

衣装付き7,000円/1人、衣装なし5,000円/1人］

■扇舞体験

● フルレッスン「扇子と舞の体験」
［90分

衣装付き9,000円/1人、衣装なし7,000円/1人］

● ライトレッスン「扇子の体験」
［60分

衣装付き7,000円/1人、衣装なし5,000円/1人］

※すべてのコース 5歳〜小学生は1,000円引き

Samurai Kenbu Theater

ツアーサイト：https://www.samurai-kenbu.jp/kyoto/ja/lesson.html
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Interview File.14 合同会社コロレ （催行会社：大阪巻子デコ巻き寿司教室）
大阪

／

Artistic Sushi Making

デコ巻き寿司作り

デコ巻き寿司レッスン

代表社員

Q

石田 季子 氏（大阪 巻子 氏）

日本語サイト

https://peraichi.com/landing̲pages/view/1va11

英語サイト

https://cookingcolore.com/

創業から現在に至る歩みについて
教えてください。

私は、元々自宅で料理教室を開いていましたが、
両親の介護などで教室を続けることが難しくなりま
した。そのときに思いついたのが、趣味でやってい
たデコ巻き寿司です。デコ巻き寿司は割と簡単で、
準備もテーブル1つでできるし、介護しながらでも
できるかなと思い、仕事として本格的にやることに
しました。
デコ巻き寿司というのは、発祥は千葉県の飾り巻
き寿司で、お寿司が金太郎飴のようにどこを切って
も同じ柄が出てくるというものです。種類も豊富
で、お料理というより粘土細工のような感覚なの
で、お子様からご年配の方まで楽しんで作っていた
だけます。最近、パンを食べられなくなったという
ご年配の方も、「お寿司だったら、朝から食べられ
る」と喜んでくれます。見た目のかわいさ重視で味

Q

インバウンド向け体験型ツアーを
始めたのはいつ頃ですか？

2017年にデコ巻き寿司レッスンを、2018年に外
国人向けのレッスンを始めました。

を期待されない方が多いのですが、実はお味もすご

最初は国内向けに始めましたが、私の住んでいる

く美味しいんですよ。皆さん「意外！」とびっくり

地域は訪日外国人の方が多く、民泊も盛んで、外に

されますね。

出るとスーツケースをもった外国人の方がたくさん

私は、「日本デコずし協会」の認定の講師である

いたので、お寿司なら外国の方も好きだから外国人

マイスターの資格を持っています。2級、1級、マイ

向けのレッスンをやったら面白いかもと思ったんで

スターがあって、マイスターの資格を持っていたら

す。軽い気持ちで一度やってみたらすごい人気に

人に教えることができ、マイスターを育成すること

なって、こんなにニーズがあるのかとびっくりしま

もできます。お茶やお花のお免状と同じです。私は

した。私は学生時代以来、英語をほとんど使ってい

「大阪巻子」という名前で活動しています。

ない状態だったので、大丈夫かなと不安に思ってい
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ましたが、訪日外国人の方はテンションが高くて楽

ギーについては、事前にメールでやりとりをして、

しもうという気持ちが強く、皆さん協力的だったの

いらっしゃる前にしっかりと確認をするようにして

で英語を喋れなくても問題なくできました。自宅で

います。口に入るものですからね。そのあたりは注

やっているので一度にできるのは4〜5人くらいが限

意して行っています。

界です。そのため、開催数を増やして毎日、毎日

私の体験プログラムは必ず前納で代金をいただい

レッスンをやっていました。本当にたくさんの方に

ています。材料は前もって準備しているのですが、

来ていただきました。

直前にキャンセルされてしまうと、特に生鮮食品の
場合、他の日には使えなくなってしまいます。それ

Q

初期投資額は
どのぐらいかかりました？

が当日払いにはできないところです。あと、うちは
体験プログラムの申し込みは開催日の2日前に締め

デコ巻き寿司の教室自体は、会社のようにオフィ

切っていて、飛び入り参加は受け入れていません。

スや機材を準備する必要はなく、4人掛けくらいの

でも、実際はありがたいことに、直前のキャンセル

テーブルがあればいいので、自宅で十分にできま

は少なくて、まったく連絡がなかった方はこれまで

す。ただ、「日本デコずし協会」での資格取得にだ

で1組だけです。

いたい15万円くらいかかりました。

Q

振り返って、苦労されたことは
何ですか？

本当に楽しくやっているので苦労はあまりないで
すが、大変なのはお客様の食事制限について気を配
るところですね。急に食材を買いに行ったりできな
いので、事前にきちんとやりとりしないといけませ
ん。以前、一度メールでやりとりをして話を詰めた
にもかかわらず、最後の最後に「私はビーガンで
す」と言われたことがあって、あの時はショックで
した。「えーっ、今までのやりとりは何だった
の」って（笑）。
デコ巻き寿司は白米を使うため、度合いにもよりま
すが、ハードなベジタリアンの方はお断りしたり、ベ
ジタリアンフードの先生に回したりしています。

Q

提供しているツアーの種類について
教えてください。

体験コースは国内向けと同じでお寿司を2種類作
ります。コース名はとくにないのですが、「デコ巻

外国の方は日本人よりも食べ物を気にされます。

き寿司体験」ということで。外国の方は、作ったも

たとえば、日本では普通に入っている「桜でんぶ」

のをお昼ごはんにできるように、11時から14時くら

というピンク色の甘いお寿司に乗せるものがありま

いまでという時間設定にしています。また、外国の

すが、日本人の方は昔から食べているのであまり気

方にはデコ巻き寿司以外におみそ汁と卵焼きなども

にしませんが、外国の方は「このピンク色は何でつ

お出ししています。

いているの？」とケミカルなものかどうかすごく気

外国人向けの体験をやってみてびっくりしたの

にされます。体験を始めてすぐに「これはダメ」と

が、「日本が大好き！」という外国人が本当に多い

おっしゃる方もいたりするので、添加物やアレル

ことです。ゴミがないとか道がきれいとか、人が親
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切で安全とか、いろいろな理由がありますけど、う

ろいろと準備をしないといけないので、その手間で

ちにこられる方は何度も日本にいらしている方ばか

躊躇される方もいらっしゃいます。だから関西の方

りですね。初めての日本でまずは観光をして、そこ

はオンラインではなく、「絶対に教室に行きたい」

からもっと日本の文化を知りたいと思って再訪日

とおっしゃる方が多いです。教室ならこちらで準備

し、日本の文化の中でもやっぱりお寿司は人気なの

して、生徒さんは作るだけなので。「行けるのであ

で、デコ巻き寿司みたいなかわいいお寿司が作りた

ればやっぱり教室の方が楽」となります。

いと参加される方が多いです。

インバウンドのオンラインとなったら、本当に英

「あっちも行った、こっちも行った、じゃあ今回は

語力が必要ですし、海外の方だと材料がそろわない

何しようか、あ、お寿司作ろう」って、感じですね

で す。 た と え ば 、 日 本 で ど こ で も 売 っ て い る ス

（笑）。

ティックチーズがありますが、海外にはありませ
ん。ごはんの炊き方も一から全部教えなくてはいけ

Q

顧客層はどのような方が
多いのでしょう？

ないので結構大変ですね。

国籍として一番多いのはオーストラリアですね。あ
とは香港、シンガポールも多いです。日本語を喋る方
はまずいないので、基本的には英語です。特徴的なの
は、アジア系の方は家族全員で参加される方が多いで
す。家族でおばあちゃんを連れてきたり、男性が買い
物をしている間、お母さんと子供さんでこられたり。
うちは家族かカップルが多いですね。特にカップルが
一番多いです。また外国の方は日本のアニメが好きで
すね。いっぱいメニューがあるのに、ほとんどの方が
アニメキャラを作りたがります。キャラクターができ
ることを知ってリピートしていただいた方もいます。
直接ご連絡いただいて、「子供と一緒に行きたい、こ
の前連れて行っていない子供がいるから」と連れてこ
られた方もいました。
日本人と外国人の割合は、8割が外国人、2割が日
本人なので、ほとんど外国の方です。私自身が日本

Q

ツアーの安全対策について
お聞かせください。

食材に関しては、事前確認をしっかり取ります。
「この材料を使いますけど、大丈夫ですか」と、あら
かじめこられる前にメールでやりとりしています。ダ
メだったら私は無理せずにちゃんと断りますね。

人より外国人に教える方にシフトしていたので外国

材料以外の安全では、コロナ対策としてアクリル

人が多かったですね。新型コロナウィルスの影響で

板で仕切ったり、手を消毒し、窓を開けて換気する

外国人がゼロになったので、この1年間は日本人向

など基本的なことは徹底しています。

けレッスンだけになりました。コロナ禍なので教室

元々、料理教室をやっていたときから、包丁で手

でのレッスンも難しく、オンラインレッスンを昨年

を切ったり食中毒のリスクがあるので、保険に入っ

5月にスタートさせました。サブスクオンライン

ています。この教室の中でレッスン中に起こる事故

レッスンサイト「Canday」からもお声がけいただい

などに対応できる保険です。保険に入っているとお

て、こちらは11月からスタートさせたばかりです。

客様にも安心していただけますから。その他のお願

ただ、オンラインのデコ巻きになると生徒さんがい

いごとなどは書類にして最初にご説明しています。
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ると引っかかりやすくなるように「大阪巻子」に決
めたんです。「大阪、デコ巻き」で検索したら、た
ぶん私の名前がすぐに出てくると思います。サイト
に載せていると、宣伝広告の営業の電話もかかって
きますが、有料広告は一切やりません。
SNSは、特に外国人向けというわけではなく、基
本的には国内プロモーションを目的にしています。
でもFacebookやInstagramを見てコンタクトしてく
れる外国人の方もいます。

Q

ツアーの販売チャネルは？

自社のホームページのほか、Airbnb、Viator、
cookly、airKitchenなどを利用しています。予約が一
番多いのはAirbnbです。一昨年の8月から10月ぐら
いは、viatorが伸びましたが、12月くらいからパ
タっとこなくなりました。Airbnbはそのままずっと
同じようなペースできています。インバウンドのお
客様は昨年3月中旬に受け付けた方が最後で、4月分
はキャンセルしました。まだしばらくは無理かなと
思っています。
OTAのメリットは集客ですね。手数料が高いとい

Q

リピーターの獲得のために
行っていることはありますか？

リピートしてくださる方もいますが、日本で行き
たい場所、やりたいこともたくさんあると思うの
で、皆さんが何度もきてくださるかというとそれは
難 し い と 思 い ま す。 で も 、 一 度 参 加 さ れ た 方 と
Facebookでつながっていたりします。
Facebookのメッセージで急にお酢の分量とか聞かれ
たりとかしますよ（笑）。
1週間の予定で日本にきた方で、到着した初日に
参加されて、おいしいと感動して最終日にもう一度
予約を取って来られた方もいました。

うデメリットもありますが、自分ではインバウンド
集客は難しいので海外からの集客という点は頼って
いましたね。
昨年、一昨年くらいは本当に訪日外国人が多くて、
きてくださった方に「日本で訪れたところはどこ？」
とよく聞いていました。皆さん、東京・大阪はマスト
で、富士山や広島・宮島なども訪れていました。何度
も日本にいらしてる方たちなので、「私より日本のこ
とを知っているな」なんて思いました。

Q

プロモーションは
どのように行っていますか？

私は広告費を一切かけてないので、無料で掲載で

Q

ツアーに参加したお客様からの評価は
どのように測っていますか？

きるECサイトや料理の紹介サイト、教室案内の「趣

必ず当日の写真と一緒にメールを送るようにして

味なび」「ストアカ」などに情報を載せています。

います。「ぜひまた来てくださいね、楽しかったで

私の「大阪巻子」という名前も、「大阪」で検索す

す」というコメントに、「お時間があれば、レビュー
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を書いていただけたらうれしいです」と書き添えて

でくれるんです。うちの狭いキッチンでも、「シン

います。だいたいの方が書いてくれますね。

クが広い！」「食洗機がこんなに小さい！」とか、
トイレに入ったら手を洗うところがついていてびっ

体験型ツアーコースの開発について
お聞かせください。

くりするとか、小さなことでも喜んでくれます。

今はデコ巻き寿司だけですが、将来的にはどうな

た、すごく素敵な時間だった！」って喜んでくれ

Q

るかはわからないですね。
教室は喋りながら一緒に作れる場所なので、日本

「狭い家でごめんね」と言っても、「すごく楽しかっ
る。友達を招いた感覚で、楽しい気持ちになれてお
金もいただける、そんな素敵な仕事だと思います。

人の70代の方で「話す相手がいないから毎月参加さ

ガイドさんへのアドバイスとしては、「考えるよ

せて」と言って、毎月通っている方がいます。いつ

りもやってみてください！」ということですね。頭

も作り終わったら「楽しかった〜」と言って帰られ

で考えているときは不安なこともいろいろ出てきま

ます。だからインバウンドだけでなく、コミュニ

すが、やってみたら意外と簡単かもしれない。つま

ケーションの場として利用できるようになってもい

ずくこともあるかもしれないけど、やりたかったら

いかなと思っています。

やらないと。年齢も性別も関係ない。やりたいと
思ったらやってみてください。やりたいという気持

Q

ガイドに求めること、
必要なこととはなんでしょう？

ちが大切です。

大事なのは人柄だと思います。私もそんなにスキ
ル高いわけではないのですが、「来ていただいて気
持ちよくお帰りいただきたいな」という気持ちは大
事にするようにしています。いくら上手に英語が話
せても、心がこもっていなければお客様に伝わらな
いと思います。ガイドさんは明るく、楽しくしてく
れる方がいいですね。
今後、うちではガイドの増員は考えていません
が、ガイドさんとのコラボ的な協力という形ができ
たらいいなと思っています。たとえば、インバウン
ド向けガイドさんとつながって、うちにきてくれた
方をガイドさんに紹介したり、逆にガイドさんがデ
コ巻き寿司体験を紹介するような形ができたらいい
ですね。

Q

体験型ガイドに興味を持っている人に
一言お願いします。

この仕事は本当に楽しいです。私も外国の方とお
会いして仕事することがこれまでなかったので、想
像もつかなかったのですが、仕事というよりもお友
達を自宅に招く感覚に近くて。皆さんは本当に喜ん
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合同会社コロレ 主なインバウンド向け体験型ガイドツアー
● デコ巻き寿司対面レッスン
［3時間

4,000円〜／1人］

● オンラインレッスン
［3時間

3,000円〜／1人］

● マイスター認定講座（対面）
［7〜9日間

150,044円／1人］

● マイスター認定講座（オンライン）
［7〜9日間

124,744円／1人］

※対面レッスンは食材・レシピ込み
※オンラインレッスンはレシピ込み（食材は各自ご準備お願いします）

デコ巻き寿司レッスン

インバウンド向け 体験型観光ガイドサービス 実践ナビブック
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Interview File.15 cafe WAKAKUSA （NPO法人スマート観光推進機構理事）
奈良県

／

サイクリング、奈良飲み歩き、大阪飲み歩き、奈良の郷土料理を食べ歩き、オンライン千羽鶴

cafe WAKAKUSA

代表者

Q

中西弘之 氏

http://cafewakakusa.com/

創業から現在に至る歩みについて
教えてください。

もともと東京と大阪でサラリーマンをやっていま
した。1992年から建築系の会社に法人営業として16

https://smrtkanko.com/

のですが、この日参加した中で、実際に体験を始め
たのは僕だけだったと思います。エアビー体験は、
英語力が必要だったりするので、敷居が高いと思っ
たのかもしれませんね。

年勤めました。会社を辞めないといけない理由は特

実は、エアビー体験を始める前に、カウチサー

になかったのですが、人生1回ですし、ずっと脱サ

フィンという無料で海外からの旅行者を泊めるサー

ラしたいと思っていたんです。ただ、中々勇気もな

ビスを利用していたことがあります。カフェの2階

くて結局会社を辞めたのは39歳の時でした。

に大きいソファーがあって、そこに旅行者を泊めて

2008年1月、奈良でcafe WAKAKUSAをオープンし

いました。2013〜2014年の2年間で、200人ぐらい

ます。飲食店をやるつもりは全くなかったし、やり

泊めましたね。毎晩、カフェのカウンターで、色々

たいと思ったことも一度もなかったんですが、たま

な国の人と酒盛りでした。そのおかげで、英語のコ

たま現在の物件と出会い、脱サラしていきなりカ

ミュニケーション力が鍛えられました。今はそれが

フェを始めることになりました。今から考えたらと

僕の武器になっています。

んでもないことです。物件も見比べてもないし、家
賃の相場も知らない。何も知らないで勢いだけで
やってしまいました。絶対やっちゃいけないパター
ンだと思います（笑）。
Airbnbの体験をはじめたきかっけも偶然でした。
2018年2月に奈良でAirbnb体験セミナーが開催され
ました。セミナー会場がうちのカフェから徒歩2、3
分の場所だったんです。Airbnbについては聞いたこ
とはあったけど、積極的にやろうとは思っていませ
んでした。たまたま予定が空いて、会場も近かった
のでとりあえず申し込んだという感じです。セミ
ナーに行くと、地元の色々な事業者さん、ホテルや
飲食店などから20名ぐらいの方が参加していまし
た。知っている顔も2、3人いました。このセミナー
がきっかけで、エアビー体験を始めることになった
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提供しているツアーの種類について
お聞かせください。

なルートを探るのが得意で、サイクリングコースを

オンラインを除くと、リアルな体験は、サイクリ

グコースも地元の人が通ったことないような道ばか

ングや飲み歩きなど4種類ぐらいです。多い時はもう

りを行きます。人が歩いていない裏道から、いきな

ちょっと種類がありました。エアビー体験ツアーの

り人通りの多い観光地に出るから、みんなビックリ

審査で、何が通るかなと思って色々試したんです。

します。

Q

作る才能があると思っています。奈良のサイクリン

エアビー体験の審査をクリアするためのコンサル的

ツアーに参加されるお客様はアメリカ、オースト

な仕事もしようと思っていたんです。エアビー体験

ラリア、中国がトップ3です。中でもアメリカが圧倒

の審査は体験が魅力的でないと通してもらえませ

的に多いですね。

ん。ホストがプロフェッショナル、エキスパートで
あるということが必須になります。「あなたじゃな

Q

利用しているOTAについて。

いといけない理由がない」ということで、通らな
かったものもいくつかありました。ただ、僕がチャ
レンジした体験はほとんど通っています。

利用しているOTAは、Airbnbだけです。Airbnbの
お客様とTripadvisorのお客様を混ぜるのはダメです
し、予約の管理も難しくなりますよね。
Airbnbって、ホストとゲストの関係が入れ替わる
ことがあるんです。僕のサイクリングツアーに参加
したお客様も自国でホストしているって方が多かっ
たです。もし違う国へ行ったら、僕も体験を予約す
るだろうし、民泊に泊まります。その時は僕がゲス
トになります。Airbnbは、ゲストとホストの主従が
はっきりしていなくて、より対等な感じなんです。
そこがAirbnbの文化の良いところだと思うんです。
僕は、ゲストにレビューを書いてもらえるように頼
んだことは一度もありませんが、Airbnbのゲスト
は、みんな自然に書いてくれるんですよ。

Q

体験コンテンツは
どのように開発していますか。

売れるかどうかはやってみないと分かりません。
リアルな体験の中ではサイクリングツアーが圧倒

だからまずは、やりたいこと、例えば自分が住んで

的な人気ですね。サイクリングツアーのコースは、

いるところに何があるかとか、自分の得意なことは

もともとは2人の娘を自転車の前と後ろに乗せて保

何なのかなどからスタートします。Airbnbに体験を

育園へ行く時に通っていた川沿いの道です。徹底的

掲載する場合、どうして自分でなければダメなのか

に知り尽くしているルートです。自転車は、東京で

という点が明確になっていないと審査に通りませ

働いていた時から大好きでした。江東区に住んでい

ん。「なぜあなたがこの体験に相応しいのですか」

ましたが、銀座、渋谷、六本木、どこへ行くのも自

と問われます。それは資格を持っていますとか、3

転車でした。昔から人が通らない裏道とかで魅力的

歳から書道をやってますといった能力の場合もあり
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ますが、それだけとは限りません。以前、新大阪で
エアビー体験をやりたいですと相談してきた女性が

当初、調べた時には奈良でサイクリングツアーを

いました。最初、彼女が何が出来るかって考えたと

提供している人は僕以外にいなかったです。今はい

き、すぐには何も出てこなかったのですが、一つだ

くつかあるようですが、誰か登録しているなってぐ

けあったのが、生まれてからずっと新大阪に住んで

らいで、あまり競合は意識していないです。

いるということでした。それじゃあ、新大阪の駅の
ツアーやったらいいんじゃないかということになっ

Q

たんです。新幹線を見せたり、駅の構内で食べ歩き

リピーター獲得のために
行っていることはありますか？

をしたり、ショッピングをしたり、新大阪の駅を楽

アメリカからだったかな、一度目は彼氏と来て、

しむというツアーにしました。写真を撮って文章を

二回目は家族と来てくれた方がいました。あと、リ

書いて体験を申請したら、見事エアビー体験の審査

ピーターではないですが、オーストラリアの20代の

に通りました。彼女は新大阪の駅の構内で働いてい

女性が、めっちゃ僕のツアーを宣伝してくれまし

た経験もあったので絶対に通ると思っていました。

た。彼女とはFacebookで友達になっているのです
が、彼女が奈良に行ったら絶対に僕のツアーを予約

Q

価格設定については
どのようにお考えですか。

しろといろんな人に言ってくれているんです。家族
や親戚、友達など合計5、6組は紹介してくれました

最初サイクリングツアーは2800円から始めて、今

ね。そのたびにFacebookで、また紹介してくれてあ

は7300円でやっています。ちょっとビビリながら小

りがとうと返信しています。彼女だけじゃなくて友

刻みに値上げしていきました（笑）。タイとかパリ

達に紹介してくれる人は結構いらっしゃって、めっ

とか東京とか、世界各国のサイクリングツアーの値

ちゃありがたいです。

段を見たら4500円とか5000円とか、相場がそんな
ものだったので、あんまり自分のところだけ高くて
もいけないかなと思って価格を決めました。

Q

安全対策や危機管理について
お聞かせください。

過去に一回だけ事故がありました。細い川沿いの

Q

プロモーションは
どのように行っていますか。

桜並木道の途中に踏切があります。そこは車が通れ
ないので、ガードレールがありません。それまで

Airbnbの体験に掲載されている時点である程度

1500人以上連れて行って、一度も事故はありません

マーケティングやプロモーションは出来ていると思

でした。事故を起こしたのはアメリカから来た20代

います。その辺りがしっかりしていないとAirbnbの

の男性でしたが、走っている途中パッと後ろを見た

審査に通りません。

瞬間、猛スピードで崖を下っていくのが見えたんで

ホームページに関しては自分で作っています。

す。すぐに自転車を止めて、走って行ったら、水が

ワードプレスを初期のころから使っているので、技

流れていない側溝に落ちていました。まずは携帯電

術力も上がってきています。今ではお金取って出来

話で救急車を呼びました。「大丈夫か」と声をかけ

るぐらいのレベルになっていると思います。僕は

たら、意識もしっかりしていて「アイムソーリー」

コーディングなど一切できませんが、今は技術が進

と答えました。幸いにも1時間後には歩いて帰れる

歩して、ホームページ制作もすごく簡単になってい

というくらいの軽傷でした。
エアビー体験は最大1億円までの保険が出るので、

ます。

Q

100

競合事業者との差別化は
どうのように行っていますか。

治療費も保険でカバーできました。彼に代わって、
病院の領収書や現場の写真などを揃えて保険の申請
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をしました。時間はかかりましたが、手続きはス
ムーズに出来ました。Airbnbは説明会の時に保険が

cafe WAKAKUSA

Q

ガイドに必要なこととはなんでしょう？

出ますと聞いていたので、その点については安心し

色々なガイドがいていいと思います。僕はどっち

て始められました。Airbnbの支社が東京にあって、

かというとプロガイドというより、アマチュアっぽ

僕が仲良くしてもらっている担当の方の携帯番号も

くやっています。以前、ツアーに参加した方のレ

知っていたので、事故の時もすぐにホットラインに

ビューで、「もっと奈良の歴史とか知りたかった」

電話をかけました。その点はとても安心です。

と、2点とか3点の低評価をつけられた方がいらっ
しゃいました。東大寺は何年に出来てとか、基本的

Q

ガイドさんについて
お聞かせください。

な説明はしています。でも、僕はそんなに歴史は好
きじゃないし、歴史を説明するツアーじゃなくて、

自分のツアーを誰かと一緒にやろうとか、人数を

サイクリングだよと言っています。でも、それは

増やそうとか、そういう考えはないです。僕と同じ

しょうがない。合わない人はいるので、ある程度は

ようにサイクリングツアーの案内が出来る人はなか

割り切るようにしています。

なかいないと思います。自転車がよほど好きじゃな

やっぱり、好きなことでないと継続ができませ

いと継続が出来ないですし、1日2回も3回も情熱を

ん。例えば、サイクリングが嫌いな人がサイクリン

もって同じクオリティでツアーをやるのはとても難

グガイドをしたり、料理嫌いな人が料理を教えると

しいことなんです。ただ、人を育てたいという思い

か、絶対無理があります。興味のなさが顔や表情に

はあります。今、取り組んでいるオンライン体験

出てしまいます。ガイドは短期的な仕事ではありま

で、女性ホストを1人登録させるお手伝いをしまし

せん。継続するからこそスキルもどんどん上がって

た。まだ予約は入っていませんが、かなり難易度の

きます。やっぱり好きなことを好きな人がやるべき

高いエアビー審査を通りました。

かなと思っています。その上で、観光客だけでは見
つけられないもの、体験できないものを見せてあげ
るのがガイドの価値だと思っています。

Q

オンライン体験について
お聞かせください。

Airbnbのオンライン体験で折り鶴体験を提供して
います。始めたのは昨年の6月からです。最初は、
そんなもの誰が予約するんだろうと自分でも思って
いましたが、予想外に好評で、現時点でオンライン
折り鶴体験のレビュー数は82件、全ての評価が最高
の5点なので、大変ありがたいです。
団体客が増えて来たのも大きいです。海外の有名
大学や企業など、チームで予約していただけること
が増えました。国別ではイギリスやアメリカからの
予約が圧倒的に多いです。長期化したコロナ禍に
よってオンライン体験を使ったチームビルディング
など新たなニーズが出て来ています。会社に行かな
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いのでチームメンバーとも会えず、zoom会議にも

ンスをもたらします。これはクールジャパンをバー

飽きてきたので、折り紙なんか面白いんじゃないみ

チャルでショッピング出来るという点で面白いと思

たいな感じでしょうか。

いますし、僕が絶対に面白くさせます。少しでも興

インドのご家族に、お父さんのお誕生日パーティ
としてご利用いただいたこともあります。インドの

味のある方は私個人でも所属するNPO宛でも気軽に
ご連絡ください。

北部にお父さんとお母さんがいらっしゃって、息子
さんたちは海外に散らばっていて、ファミリー全員
でお父さんの70歳のお祝いをするために折り鶴体験
を利用してくれたんです。

Q

今後の課題・展望について
お聞かせください。

現在、Amazonのバーチャル旅行体験ができる新
サービスAmazon Exploreでツアーを提供する準備を
して い ま す。 登 録 す る 体 験 は シ ョ ッ ピ ン グ で も
ショッピングを伴わないものでも、どちらでも構い
ません。既に登録は終わっていて、まずは身近な奈
良公園、東大寺ツアーから始め、その後インバウン
ド消費が無くなって厳しい状況の大阪の道具屋筋、
日本橋のアニメグッズなどのショッピングツアーに
広げていこうと思っています。既に幾つかの土産物
店、キッチン用品店、包丁屋、アニメ専門店などと
お話をしています。皆さん口を揃えて『是非とも
Amazon Exploreの買い物で寄ってください』と切実
におっしゃいます。Amazon Exploreは当初はアメリ
カ人向けだけのサービスですが、ゆくゆくは世界中
に広がると思います。日本には自信をもって売れる
伝統的な商品がたくさんあります。Amazon Explore
は、そういう商品を海外に売って、外貨を稼ぐチャ
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／

高野山体験

Awesome Tours

代表取締役

Q

田村暢啓 氏

創業から現在に至る歩みについて
教えてください。

https://awesome-tours.jp/

ら「出家してみるか」と言われたことをきっかけ
に、その道に進みました。

今、私は高野山で観光業を行っていますが、以前

最初の3年間くらいは、朝早く起きて廊下を拭い

は高野山の宿坊「恵光院」に役僧・執事長として8

たり、お経の練習を行うなど、修行生活に励み、僧

年間勤めていました。そのきっかけは、2007年に

名も授けられました。しかし、海外の方からの問合

「恵光院」の副住職から、「海外のお客様が増えて

せが多く、旅行会社とのやりとりなど事務所での仕

きたので、夏休みの間アルバイトにきてくれない

事が多くなったため、2〜3年後には執事長として働

か」と頼まれたことです。私はイギリスに留学した

くこととなりました。

ことがあり、英語が話せたためお声掛けいただきま

その後、在職中の2011年に外国人向けの「高野山

した。その後、2シーズン、夏休みにアルバイトと

奥之院ナイトツアー」を個人事業としてスタートさせ

して働きました。お寺の雑務に加え、海外のお客様

ました。2017年に法人化したのを機に、旅行業の資

が住職に仏教についての質問をされた際に、通訳す

格を取得、旅行会社として独立し、現在に至ります。

る機会が多くありました。何度も通訳しているうち
に、真言宗の教えに興味をもち、あるときに住職か

Q

インバウンド向け体験型ガイドサービス
を始めたきっかけは？

2011年に「高野山奥之院ナイトツアー」を始めた
のは、高野山に宿泊された海外旅行者の方が夜に時
間をもて余し、寺務所によく相談に来られていたこ
とがきっかけです。お寺の夕食は5時半に始まり6時
半には終わりますが、その頃にはすべての施設は閉
まってしまうのです。そこで私は、「恵光院のすぐ
近くに奥之院があります。そこは夜歩けますよ」と
ご案内をしていたのですが、当時は街灯が少なくて
真っ暗だったので、皆さん途中で怖くなって帰って
きてしまうんです。奥之院は空海さまが永遠の瞑想
に入られた神聖な場所です。せっかく遠くからいら
したのでぜひ体験してもらいたいと思い、ときどき
家族連れやカップルなどのお客様をご案内していま
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Q

初期投資はどのぐらいかかりましたか？

初期投資は、会社設立費用とホームページ制作費
くらいです。ツアー会社の特性上、在庫をもってい
るわけではありません。事務所もないですし、常に
人を雇っているわけでもないので、固定費は大きく
ありません。お客様や旅行代理店とのやりとりなど
は、ほとんどオンラインで完結しています。
このツアーの提供を始めた頃は、まだ「恵光院」
の従業員と兼業で行っていました。ツアー事業が軌
道に乗り、旅行会社として独立しています。

Q
した。もともとこの「奥之院の夜参り」は、毎月20

インバウンドの比率を
お聞かせください。

日に住職が信者や参拝の方に無料で行っていたこと

コロナ禍の前は、全体の中でインバウンドの比率

でした。これを毎晩行ったらどうだろうと思い、住

はおよそ6割で、それ以外は日本人のお客様でし

職に相談したところ許可をいただき、一般の旅行者

た。コロナ禍の現在、参加者は当然日本人の方だけ

向けに提供し始めたのです。

で、ときどき日本に暮らしている外国人の方がい

ツアーの所要時間は1時間30分、価格はお1人様

らっしゃいます。

2500円（インターネット事前決済割引料金2300
円）で、グループで巡ります。始めた当初、表は英

Q

語、裏は日本語でチラシをつくり配布したところ、

提供しているツアーの種類について
お聞かせください。

日本人の方が書いた口コミが広まり、一時は多くの

インバウンド向け体験ツアーは7種類を提供して

日本人観光客が集まりました。現在は外国人旅行者

います。一番人気は幻想的な風景に出会える「奥之

の方が多いです。

院ナイトツアー」、次は「奥之院デイツアー」、そ
の次は奥之院に加えて森林の古代巡礼路も散策する

Q

ツアーを運営するうえで、
苦労されたことはありましたか？

「奥之院ツアーと森林古道ハイキング」です。
「恵光院」のほかの宿坊に宿泊されているお客様

私は旅行業の経験がありませんでした。集客する

も参加でき、事前にご予約いただいた方には割引料

ことも初めてでしたので、最初は暗中模索でした。

金で提供しています。高野山の宿坊で体験ツアーを

まずは宿坊「恵光院」のお部屋にチラシを置いてい

提供しているのは私たちだけなので、とくに夜に時

たのですが、なかなか依頼がきませんでした。そこ

間をもて余したお客様には多くご参加いただいてい

で、夕食の時間にすべてのお客様の部屋にお邪魔

ます。

し、数秒だけツアーの説明をしてまわりました。や
がてツアーを体験されたお客様に、旅行系Webサイ

Q

顧客はどんな方が多いでしょうか？

トでレビューを書いていただけるようになり、それ
を見て問い合わせされる方が増えていき、ホーム
ページを作りました。

104
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イギリス、4位ドイツ、5位オセアニアです。欧米の
方は精神的なことを探求する旅に惹かれるのだと思

Q

登録しているガイドさんについて
お聞かせください。

います。フランスが1位なのは、フランスの思想家

私たちのツアーのガイドは、現在、私のほかに4

で元大臣がかつて高野山と熊野を旅したことを書い

人います。4人ともお寺の僧侶で、そのうち英語が

た本が有名で、その影響が大きいという話を聞いた

話せるのは2人です。1人は留学の経験があり、もう

ことがあります。ただ、実際のところはよくわかっ

1人は留学経験はありませんが頑張って務めていま

ていません。

すね。3人は恵光院、1人は奥之院の所属です。かつ
て金剛峯寺に勤めている人もいました。皆さん、金

Q

ツアーの販売チャネルについて
お聞かせください。

剛峯寺が主催する「金剛峯寺境内案内人」試験に合
格した貴重な人材です。

販売チャネルとしては、「奥之院ナイトツアー」

コロナ禍以前の最盛期には、外国人のお客様が一

の場合、自社サイトが9割以上です。SEOは特に力を

晩に70〜80人参加されていたので、2グループに分

入れてはいませんが、基本的なことは行っていま

けてそれぞれにガイドを3人付けていました。

す。今の時代、ネットで検索して直接アクセスして
くる方が多いです。
国 内 の O T A で 利 用 して い る の は 、 じ ゃ ら ん 、
ACTIVITY JAPAN、アソビュー！、SOW EXPERIENCE
などです。そのほか、カナダのToursByLocals、国内
のGoWithGuideなどにも登録して利用しています。
OTAに掲載すれば販売チャネルが増え、その結果、
お客様も増える可能性があるので、どんどんやった
方がいいと思います。ただ、その分、手数料が必要
になります。また、管理の手間も大変になります。

Q

ガイドに求めること、
必要なことは何でしょうか？

私たちのツアーのガイドは、まず高野山のお寺に
勤めたことがある人ということが条件になります。
僧侶でなくても構いませんが、お坊さんとの距離が
近く、内情を知っている人が適任です。さらに、
「金剛峯寺境内案内人」の資格が必要です。そのう
え英会話ができたらなお可という感じです。
私たちのツアーの特色として、僧侶ガイドととも
に巡るという点が挙げられます。お客様はお坊さん
のプライベートにも興味があるんです。「仕事終
わった後は何してるの？」「給与は出てるの？」「修
行のときはどうだった？」などのご質問に対し、嘘
偽りなくお答えしています。高野山以外から通われ
ているガイドさんで、知識豊富で素晴らしい話をし
てくださる方もいますが、私たちのツアーは寺院内
で勤務・修行した人間にしか語れない面白い話が聞
けるのが特長です。
外国人旅行者の方をご案内することで、多少なり
とも高野山のお寺や高野山に伝わる教えをご理解い
ただけるのでやりがいも感じます。これは大きな意
味で布教活動にもなると思っています。

インバウンド向け 体験型観光ガイドサービス 実践ナビブック
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競合事業者との差別化は
どのように行っていますか？

ガイド自体が特殊(高野山内寺院に勤務経験があ
る)であることや、他のガイドさんが仕事をされない

られた滞在期間の中で護摩祈祷に参加する機会を提供
し、さらに豪華な精進料理の昼食も付けたら喜んでい
ただけるのではないかと思い、「炎の秘法：護摩祈祷
と豪華精進料理」ツアーを企画しました。

時間帯にガイドをしている（ナイトツアー）ことな

新しいツアーを開発して、既存のツアーと入れ替

ど、そもそも差別化・棲み分けを意識しておりま

えることはよく行います。高野山周辺には面白い場

す。私たちがオプショナルツアーを始めて数年後

所が数多くあるので、お客様の好みに応じてオー

に、町の観光協会が月1回、奥之院を巡るナイト

ダーメイド的なフリーツアーも現在構想していま

ウォークを無料で始めました。そしてさらにその数

す。また、既存のラインナップをOTAを活用してよ

年後には、伽藍ツアーやモーニングツアーなども始

り広く紹介することも考えています。

まりました。狭い町の中でお互いが棲み分けてやっ
ているので、私はよいことだと思っています。むし

Q

ろ、高野山全体での観光を盛り上げるきっかけにな

プロモーションは
どのように行っていますか？

れたのではないでしょうか。色んな高野山在住者が

旅行業界の商談会があれば積極的に参加し、旅行

自ら案内を行うことで、話にも新鮮さやリアルさが

会社さんとの関係を築いています。個人のお客様を

増します。さらに、ガイド事業で得た収益は納税や

ターゲットにしたSNS広告も利用しています。最近

備品の購買などを通じ地元へと還元されます。

では、「奥之院ナイトツアー」がGo To Travelキャン
ペーンの対象であり、割引料金で参加できることを

Q

体験型ツアーコースの開発について
お聞かせください。

InstagramやFacebookで告知しました。多くの人た
ちが「いいね！」を付けてくれました。

たとえば、外国人旅行者の方が護摩祈祷に参加した
くても、それがいつどこで行われ、どのように申し込

Q

んだらよいかがわからないということがあります。限

価格設定についてはどのように
お考えですか？

「奥之院ナイトツアー」は、幅広い層の方々がで
きるだけ参加しやすい価格にしています。その他の
ツアーに関しては、小規模グループで催行して、ガ
イドがきめ細かくご案内するため、料金も相応に上
げています。

Q

ツアーに参加したお客様からの評価は
どのように測っていますか？

その日のツアーのお客様の温度感や、Tripadvisor
などのレビューから判断しています。レビューは多
くのお客様が書いてくださりますね。よかったこと
も、ときには不満なこともありますが、それらを見
て改善点があったらすぐに対応しています。
レビューで高評価をいただけることが多いのは、
高野山の施設が素晴らしいことや、町の雰囲気がよ
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いことが理由だと思います。そのことを踏まえたう
えで、私たちは外国人旅行者の方々の立場に立っ
て、丁寧にガイドするように心掛けています。たと
えば、お客様は日本を旅する中で何度も鳥居や地蔵
などを見てきていると思いますが、それが何かわか
らない方も中にはいらっしゃいます。そういう疑問
が解消されると、日本旅行がさらに楽しくなります
ので、私たちのツアーでは基本からわかりやすく説
明します。
また、欧米からの旅行者は、文化的なことや精神
的なことに興味をお持ちの方が多いです。東洋の教
えは瞑想や、山を歩いて感じるというものだったり
しますが、欧米の人は言葉で説明してほしいんで
す。私たちのツアーでは、恵光院で瞑想体験した
後、わかりやすく、言葉で解説しています。たとえ
ば、瞑想する部屋には満月が描かれた掛け軸がか
かっているのですが、なぜそこに満月が描かれてい
るのかまで説明して、お客様が抱く疑問にお答えし
ています。

Q

オンラインツアーを行う予定は
ありますか？

オンラインツアーについては、まず自社サイトか
らzoomなどの技術を利用して実施してみようと考

私たちのツアーでは、ツアーのクオリティを保つ

えています。対象は、高野山の旅行を検討されてい

ため、ガイドが語る内容は、ある程度、台本に従っ

るお客様や旅行代理店などを想定しています。高野

てもらっています。お客様の頭に話がスーッと入っ

山の映像をお見せした後、ご希望に応じたコースや

ていくように、結論を先に言うなど話の順番にまで

スケジュールなどのご相談に乗るという内容を考え

こだわっています。台本を徹底するために研修も

ています。その他、オンライン瞑想などの提供も考

行っています。

えています。自宅にいることが多いこの時期ですの
で、たくさんの方に喜んでいただけるかもしれませ

Q

リピーター獲得のために
行っていることはありますか？

海外からのお客様がリピーターになることは少な
いです。ただ、ご家族や友人に薦められて参加した

ん。現在、いろいろな企画を鋭意検討中です。

Q

今後の展望などについて
お聞かせください。

とお客様からよくお聞きするので、口コミが大きく

現在、私たちのツアーの拠点となる事務所兼店舗

影響しているのは確かなようです。そのあたりを見

を建築中です。店舗ではカフェラウンジを営業し、

える化できたらいいんですが、なかなか難しいで

物販も行います。ツアーと店舗でシナジー効果が出

す。まずはレビューを促進する策を実行した方がい

せるようプランニングしています。この数年、高野

いかもしれません。ツアーに参加いただいたお客様

山では外国人旅行者の宿泊は増えていますが、日本

とSNSでつながることはよくあります。「アメリカ

人は減っています。そのようなこともあって、外国

にきたら、家に遊びにおいでよ」などとまるで友達

人だけではなく日本人、特に日本の若い方を振り向

のように言っていただけるのは嬉しいですね。

かせ高野山に呼び込むための起爆剤になるような店
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作りをめざしています。「こんなお店があるなら高
野山に行ってみよう」と若い方に思ってもらえたら
いいですね。

Q

体験型ガイドに興味を持っている人に
一言お願いします。

私たちのツアーにおけるガイドの面白さは、高野
山の精神性を海外の方に伝えられることです。日本
文化を盛り上げることに微力ながら貢献できている
のではないかと思っています。ガイドはお客様と数
時間行動をともにするため、お客様とも距離が近く
なります。お客様がいろいろ有益な話をしてくださ
ることもあります。お医者様や会社の社長様などい
ろいろなお客様がいらっしゃるので、私たちが勉強
させてもらえることも多く、仕事を通じて視野が広
くなるというメリットもあります。
私は英語の通訳案内士の資格も持っていますが、
以前ネットで調べたとき、資格試験の難しさに対し
て平均年収が低いことに驚きました。ガイドの仕事
は春と秋に忙しくなり、それ以外の季節はそれほど
でもないといった偏りがあるため、収入も不安定に
なってしまう傾向があります。ガイドさんはどこか
の組織に所属して働くより、独立して働いた方が実
入りはよいと思いますが、そのためにはガイド力に
プラスして、販路の開拓、ネットを活用したプロ
モーション、収益モデルの策定など、さまざまなビ
ジネススキルを磨く必要があります。私たちも、ガ
イドサービスだけでなく、衣装の貸し出しや高画質
スマホでの写真撮影＆無料データ転送、送迎サービ
スを含むなど、付加価値を出せるよう日々努力し続
けています。
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株式会社AWESOME TOURS 主なインバウンド向け体験型ガイドツアー
● 奥之院ナイトツアー【高野山内 復路送迎付】
［1時間30分

2,500円/1人］※ウェブ予約決済割引あり

● 奥之院デイツアー
［1時間30分

5,000円/1人］※ウェブ予約決済割引あり

● 炎の秘法：護摩祈祷と豪華精進料理
［2時間

105,000円/1人］※グループディスカウントあり

● 茶道と瞑想
［1時間40分

36,200円/1人］※グループディスカウントあり

● 絶景貸切！ランチ付き:奥之院ツアーと森林古道ハイキング
［3時間

35,800円/1人］※グループディスカウントあり

● 【プライベート】奥之院デイツアー
［2時間

16,000円/1人］

● 【金剛峯寺・伽藍】高野山在住ガイドと巡るプライベートツアー
［2時間

16,000円/1人］

Awesome Tours
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Interview File.17 株式会社ハッピーラフト
高知県

／

ラフティング・キャニオニング

Happy Raft

代表者

Q

桂川輝彦 氏

創業から現在に至る歩みについて
教えてください。

元々、アウトドアアクティビティが好きでした
が、ラフティングの経験はありませんでした。1999

https://www.happyraft.com/

ティング世界選手権の効果はジワジワ来るものなの
で、そこまでは実感はありませんでしたが、2018年
頃からインバウンドのお客様も増えていき、現在に
至ります。

年、アウトドアスポーツ用品「mont-bell」の野外
活動部門の求人に応募し、世界レベルの激流である

Q

提供しているツアーの種類について
お聞かせください。

吉野川でラフティングの仕事を始めました。そこで
5年ほど働く中でラフティングに魅了されていきま

絶好のコースでラフティングを楽しめる「小歩危

した。2004年、「mont-bell」で2年ほど一緒に働い

ロングツアー」「大歩危ショートツアー」が定番

たマーク・トレストンが「自分で会社を始める」と

で、小さなお子様とともにご家族で参加できる

いったことをきっかけに、最初はマークと奥さんの

「ファミリーラフティング」もあります。そのほ

2人が経営者となり、私は1ガイドとしてそれを手伝

か、渓流の中を自分の体1つで下っていく「キャニ

う形で「HappyRaft」が始まりました。いつかは自

オニングツアー」も人気で、ラフティングツアーと

分で会社を始めたいという私の思いと、マーク達の

併せた「コンボツアー」も提供しています。

いつかはオーストラリアへ帰るという両者の思惑が
一致し、ゆくゆくは私が会社を引き継ぐという見通
しのもと2004年から2015年まではオペレーション
マネージャーとして働きました。その後、2016年に
正式に「HappyRaft」を引き継ぎました。当初はガ
イドが3人くらいで、何とか装備をかき集めて始め
ました。対象は日本人のお客様でしたが、開始から
しばらくはお客様が少なく、軌道に乗るまで3年く
らいかかりました。
2017年に吉野川でラフティング世界選手権が行わ
れ、私は実行委員会の副幹事長兼セーフティーディ
レクターを務めました。日本で初めての開催で、世
界のトップチームが吉野川に集結しました。ラフ
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最近では、高知県の取り組みで「集落活動セン

ています。生徒たちに日常では得られない体験をさ

ター」というものがあり、「HappyRaft」がお世話

せたいという狙いがあるのだと思います。また、コ

になっている「土佐岩原地区」の事業の一環として

ロナの影響で沖縄や海外に旅行に行っていた学校が

トレッキングも行っています。トレッキングコース

行先を近場の四国に変更しているようなケースも、

を設定した理由は大きく2つあります。1つは地域へ

修学旅行増加の一因だと把握しています。

の貢献です。もう1つは、ラフティングやキャニオ
ニングをした後、ゲストハウスに宿泊される海外の
旅行者から「この綺麗な里山の中を散策したいが歩

Q

ツアーの販売チャネルは？

けるコースはないか？」というたくさんの声をいた

現 状 、 主 な 販 売 チ ャ ネ ル は 自 社 W e b サイ ト が

だいていたため、お客様の満足度アップを目的とし

25％、OTAが25％、リピーターが25％です。以前は

て始めました。

SEO対策をして自社Webサイトの表示順位を上げる
努力をしましたが、最近ではOTAの方が上位に表示

Q

顧客層はどのような方が
多いのでしょう？

されるようになり、そこで予約をするお客様が増え
ています。そのような状況なので現在は、OTAのサ

お客様の9割は日本人で残りの1割がインバウンド

イト内での表示順位を上げるようにしています。理

です。最近の傾向として小さなお子様づれのご家族

想を言えば、自社Webサイト1本で予約を受け付け

が増えてきています。コロナ以前の話ですが、イン

たいのが本音です。複数のOTAを利用すると、予約

バウンドは、オーストラリア、アメリカ、ヨーロッ

管理の作業が煩雑になるのとOTAへ支払う手数料が

パが多くの割合を占めています。最近ではアジア圏

問題です。SEOに関しては、Googleのアルゴリズム

（台湾、タイ、ベトナム、の個人旅行客）も増えて

が年に何度も変わっているようなので対策が難しい

います。インバウンドに関して言えば、日帰りより

ですね。

宿泊される方が多いですね。海外の方はラフティン

海外の旅行会社経由は少ないですが、日本語を話

グ目的というよりも、四国に来てから何かアクティ

せる担当者がいらっしゃるロシアやオランダの旅行

ビティがしたいということでラフティングしに来ら

代理店から予約が入ることがあります。ロシアやオ

れるケースが多いです。

ランダの方は英語も日本語も話せない場合が多く、

インバウンドではありませんが、最近は修学旅行

ガイドがアテンドする必要があるんです。

にラフティング体験を取り入れる日本の学校が増え

Q

リピーター獲得のために
行っていることはありますか？

まず一番大切にしているのは、来ていただいたお
客様に最高の時間を提供する事です。私たちにとっ
ては日々の繰り返しですが、お客様にとっては長い
時間と距離を超えての特別な1日です。そのことを
忘れないで、毎日ベストを尽くしています。
リピーターのお客様を増やすことは、当初から心
掛けています。参加したお客様に満足していただけ
れば、次の機会にはご家族やご友人などを連れて参
加してくれます。そうやってリピーターになってい

インバウンド向け 体験型観光ガイドサービス 実践ナビブック

111

優良事業者インタビュー

Interview File.17

株式会社ハッピーラフト

ただけるお客様が増えていくことが私たちの強みで

去年はコロナ禍の影響で外国人ガイドの数はゼロで

す。一度ご参加いただいた方とは、Facebook、

したが、一昨年は7〜9名が働いていました。

Instagramを通じてコミュニケーションをとってい
ます。また、DMにも力を入れていて、お客様からE
メールアドレスを頂戴して、シーズンごとにお得な
キャンペーンのお知らせなどをメールでお送りして
います。

Q

ガイド人材に不足感はありますか？

ガイドを採用する必要性はつねにあります。吉野
川周辺にはラフティングツアーを提供する会社が20

インバウンドのお客様の場合、多くのリピートは

社ほどあり、この数年はどこもガイドの確保に苦戦

望めませんが、お客様に書いていただいたレビュー

しています。ラフティングツアーは閑散期と繁忙期

が次のお客様を呼び込んでくれます。外国人のお客

の差が大きく、繁忙期はどの会社も手が足りなくな

様はよくレビューを書いてくれます。おかげさま

ります。しかし、仮にガイドの数を増やせたとして

で、Google、Tripadvisorでは高い評価を獲得してい

も、閑散期にガイドが余ってしまうので、適正の人

ます。

数を見極めることも重要です。

その他のリピーター対策としては、メンバーズ
カード（3グレード

ラフティングのシーズンは3月〜4月に始まって、

ノーマル/シルバー/ゴールド）

10月〜11月に終わります。吉野川のシーズンが終わ

を発行し、グレードに応じたリピーター特典をつけ

ると、ガイドたちは他の国の川でラフティングのガ

ています。

イドを行ったり、スキーのガイド、電気・土木工事、
みかん栽培など別の仕事に就きます。そしてまた新
しいシーズンには多くのガイドが吉野川に帰ってく
るのです。

Q

ガイドに求めること、
必要なこととは何でしょう？

私たちのツアーのガイドに必要なのは、ラフティ
ングや川に関する知識やスキルに加えて、人と接す
る仕事なので愛想がよいことです。人と話すことが
好きな人がこの仕事に向いているといえます。さら

Q

登録しているガイドさんについて
お聞かせください。

に、ラフティング、カヤック、吉野川が大好きなこ
と。私たちは心の底からその全てが大好きです。だ

その年によって変わりますが、だいたい15〜20名

からこそ、それがお客様に伝わり、お客様も心から

のガイドと5〜6名のバックスタッフに働いてもらっ

楽しんでくれるのです。英語のスキルも求められま

ています。県外はもとより海外からも、ラフティン

す。英語でアテンドするのはもちろんですが、お客

グの聖地と呼ばれる吉野川の魅力に惹きつけられて

様の国の文化を慮りながら旅行者の立場にたって接

集まってきます。吉野川の評判を聞きつけた外国人

することが大切です。私たちのガイドは他国で働い

の方から、「ガイドとして働きたい」という問合せ

たり海外旅行の経験が豊富なスタッフが多く、海外

を数多くいただくのですが、ビザ発給手続きのハー

で困った経験もたくさんしているため、そのあたり

ドルが高いことや、スキルや人間性の把握が難しい

の細かいケアができるんです。

こともあって、なかなか採用までには至りません。
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Q

競合事業者との差別化は
どのように行っていますか？

半日と一日のラフティングは定番で、ずっと昔か

7〜8年前に価格競争が巻き起こったことがありま

らやっています。近年はファミリー向けのニーズが

した。価格破壊を仕掛ける会社が出てきて、一番安

高まっています。4〜5年前、こ家族一緒に参加でき

い価格を提示する会社にお客様が集まったシーズン

る「ファミリー・ラフティング」を提供し始めたと

があったんです。それから2〜3年経つと、お客様も

ころ、たくさんのお客様にきていただけるようにな

安さがすべてではないことに気づいたようで、その

りました。当初、お子様の年齢制限を小学4年生以

会社の集客は落ち込んでいきました。

上としていましたが、もっと下の子も参加させたい

私たちの提供するツアーは、実際は価格以上の価

という声を多数いただいたため、3歳から参加でき

値があると思っています。私たちとしてはご参加い

る上流の穏やかなコースのツアーを開発しました。

ただくお客様にご満足いただいたうえで、ほかより

それが「大豊ファミリーツアー」です。多くのご両

も少し高いけれどサービスのクオリティや信頼性が

親は「3歳でラフティングを経験させたのは貴重な

高いというご評価をいただき、価格を適正に上げて

ことだ」と喜んでいますが、3歳から8歳くらいまで

いきたいと思っているのですが、なかなか簡単には

のお子さんは個人差があり、慣れない状況に戸惑っ

いかないですね。ホテルやレストランだと高額＝高

ているお子さんもいます。いつかまた成長した頃に

品質がイメージしやすいと思うのですが、ラフティ

私たちのツアーに戻ってきて、楽しんでくれたら嬉

ングの場合、同じ川、コース、時間で行われている

しいですね。

競合他社とのサービスの質の違い（一度来てもらう

また現在、［プライベート/カスタマイズ可能/リ
モートエリアでのアドベンチャー/キャンピング（グ

まではわからない部分を）をどう伝えることができ
るか、それがこれからの課題だと思っています。

ランピング）/高額商品］をキーワードにニッチ商品
の開発に全力で取り組んでいます。

Q

ツアーの安全対策・危機管理について
お聞かせください。

私たちは「RAJ（一般社団法人ラフティング協
会）」という団体に加盟しています。この協会に加
盟するためには、賠償責任保険と傷害保険の加入が
条件であったり、安全基準や運航規定をクリアする
こ と が 必 要 で す。 つ ま り 、 R A J に 加 盟 し て い る
「ハッピーラフト」は万一のときも安心で、安全運
行を第一にして催行している会社であるということ
です。RAJ加盟に加えて、私たち独自のオペレー
ションマニュアルも作成し、レスキュートレーニン

Q

体験型ガイドサービスの
やりがいについてお聞かせください。

グや講習会を積極的に開催しています。新型コロナ

吉野川は日本有数の激流であり、ほかでは味わえ

ウィルス感染予防対策のマニュアルも作成し、厳密

ないダイナミックなラフティングコースです。ガイ

に守ってツアーを催行しています。

ドがなにかするというより、吉野川がだいたいのこ
とをしてくれます。吉野川がお客様を盛り上げてく
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れるんです。私たちガイドも楽しくてラフティング
をやっています。瀬を下ることは楽しいですし、ス
リリングなポイントではアドレナリンが出ます。そ
れは何年経験しても変わりません。この感覚は偽物
ではありません。この感覚を来てくれたお客様と共
有し、安全に楽しんでもらう、これこそが吉野川で
ガイドを行う一番の醍醐味なんです。
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株式会社ハッピーラフト 主なインバウンド向け体験型ガイドツアー
■RAFTING TOUR
● KOBOKE LONG TOUR
［約6.5時間

11,000円/1人〜］

● OBOKE SHORT TOUR
［約3時間

6,000円/1人〜］

● OTOYO FAMILY TOUR
［約3時間

6,000円/1人〜］

● OBOKE FAMILY TOUR
［約3時間

6,000円/1人〜］

■CANYONING TOUR
● CANYONING TOUR
［約3時間

9,000円/1人］

■COMBO TOUR
● COMBO TOUR:1 One day Combo
［1日間

14,500円/1人〜］

● COMBO TOUR:2 1.5 days Combo
［1.5日間

19,000円/1人〜］

● COMBO TOUR:3 Ultimate Combo
［2日間

24,500円/1人〜］

Happy Raft ツアーサイト
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Interview File.18 有限会社金井工芸
奄美大島

／

泥染め体験

金井工芸

代表者

Q

金井一人 氏 回答者 金井志人 氏

http://www.kanaikougei.com/

創業から現在に至る歩みについて
教えてください。

的なことだけではなく、新しいこともやっていかな
いといけないと考えています。ファッションメー

今の工房は始まってから40年ちょっとです。よく

カーとのコラボ（昨年はユニクロともコラボ）やオ

染屋の十何代目などというお話を聞きますが、奄美

ンラインサイトで、泥染めセットを販売などもして

大島ではそういった形がないんです。先代の父親の

います。あくまでも、染色があってのものですの

代から泥染めを始めています。先代の時代は大島紬

で、体験ワークショップなど、他のやっているもの

の産業が盛んな時期で、泥染めは男子高校生のアル

も、染色業でなければできない、色にまつわる部分

バイトとして定番でした。先代も、そういったとこ

で動きをとっています。

ろから泥染めの世界に入っています。

奄美大島の染織工房でワークショップを受け入れ

現在、従業員は10名近くになります。大島紬の伝

たのは先代が最初です。先代と意見は一緒で、「人

統産業の染色の職人が、専属で2〜3名くらいいま

との接点が増える」ことが目的で、それで収益をあ

す。他の職人は、異業種との仕事などをしてもらっ

げるとかというよりも、人との繋がりができる場を

ています。元々は、伝統産業の文化業としての創業

作るというところから始まっています。実際に、お

だったんですが、今は伝統工芸の大島紬は、全盛期

仕事に繋がることも少なくありません。当時は、今

の1％程、当工房でも30％以下程度に減っていま

みたいに奄美大島の観光は強くなかったのですが、

す。着物離れが進んでいるので、年々少なくなって

その時から奄美大島の観光産業との関わりを見据え

きているんです。産地としての課題なんですが、後

てワークショップを始めたんです。

継者不足もあります。そういう意味では、古く伝統

Q

泥染めとはどういう技法でしょうか？

泥染めは、奄美大島の伝統工芸品である大島紬の
染色技法として、古くから伝わる技法です。奄美大
島の自然をうまく使った技法になっていて、車輪梅
（シャリンバイ）の木の染料と泥田の中にある鉄分
の化学反応を総称して、泥染めといいます。植物の
色目を使って染色する場合、土とか鉱物の成分や金
属系分成分（鉄分など）などと結びつかせるという
技法が既にあるのですが、なぜ泥染めなのに木が出
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その始まりについても諸説あります。よく聞く説
の一つとして、次のようなものがあります。奄美大
島は、歴史的に琉球王国や薩摩藩の統治下に置かれ
ていて、大島紬や黒砂糖が上納品として納められて
いました。薩摩藩下の時代に、農夫のお嫁さんが、
自分の大島紬を納めないで済むように泥田に隠し
て、引き揚げた時に色が変色していたというのが始
まりとも言われています。

てくるのかというと、染料自体は車輪梅の木で赤く
染めていき、車輪梅で赤くなった絹糸を鉄分が多い
奄美の泥の中で、鉄分と化学反応させていきます。
泥染めだけでは黒にはならないんです。
車輪梅で染めた後、泥田に持っていくことで、化
学反応で色が増し、落ちにくくなり、赤色が黒っぽ
くなります。回数を繰り返すことで（ものにもよる
が80回とか）、大島紬の黒い色が出ます。自然から

Q

提供しているツアーの種類について
お聞かせください。

現在ワークショップでおこなっている染めの体験
は、泥染め、藍染めの2種類で選択できるように
なっています。常に工房でできるのがその2つの染
色方法で、それらを組みあわせることもできます。
人数は、一度に通常だと4〜5名、授業形式だと10
〜20名くらいです。料金は、一人3000円。体験プ
ランは午前と午後スタートの2回実施しています。

とれた染料とかをふんだんに贅沢に使わないと黒く
ならないんです。物にもよりますが大島紬の「黒」
を作るのは、一週間から10日くらいかかります。
泥染めは奄美大島だけで行われている技法です。
厳密にいうと泥を使った染色は、アフリカや東南ア
ジアの山岳民族など他のところでもあるのですが、
奄美の技法は、奄美の植物や気候にも関係にしてく
るので、まったく独自に築かれたもので、そのやり
方をやっているところがあまりないんです。

ワークショップの内容は、定型のプランの他に例
えば、この日だけ「植物染色」やりますというよう
な対応もできます。人によって色目やデザインなど
に振り幅があるので個別の対応も必要になってきま
す。体験でご連絡いただくときに、「新しいものを
染めるのもいいですけど、染め直すのもいいです
よ。」とご案内することもあります。
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Q

競合事業者について

日本人だけでなく、外国人の参加も多いです。特

泥染め体験を提供されている会社さんは他にもあ

にヨーロッパからが多いです。イギリスなどは、こ

ります。他社さんがどんな風にやっているかあまり

ちらからワークショップに行ったこともあります。

知らないんですが、体験ワークショップを始めたの

古いものに価値をおくという文化がヨーロッパには

は、僕らが最初で内容はほぼ変わっていないと思い

あります。泥染めはヨーロッパにない技法なので、

ます。増えていること自体はありがたいと思ってい

そのワークショップだけのために来られる方も結構

ます。予約がとれないときに、紹介させて頂くこと

います。その他、アメリカやオセアニアなどからも

もあります。

いらっしゃいます。外国人の体験人数は、多い年で
100名くらいでした。リピートする方も多いです。
属性としては、大学関係、染色分野、生地や着物の
愛好家の方などが多いです。違う畑から「何かでき
ないか？」と来られるケースもあります。

Q

外国語ガイド人材は必要ですか？

外国人対応については、英語で説明できる職人が
います。職人が説明した方が現場感があってより良
いと思っています。ガイドの採用は、泥染めに関す

ワークショップに参加した方からの
評価はどのように測っていますか。

る事前の知識なども必要になるので、特に考えてい

体験ワークショップに参加した人からのフイード

で、うちの工房にお客様を連れて案内してくれるこ

バックは、今だとツール的にSNS(Facebook, Twitter,

とはあります。ガイドさんとのコラボなどは、今後

Instagram)などからいただくことが多いです。

あってもいいと思います。

Q

Q

ツアーの販売チャネルは？

ません。ただ、奄美在住のガイドさんからの要望

Q

今後の展望等について
お聞かせください。

販売チャネルは、自社のWebサイトがあります。

大島紬の文化自体が特殊であって、日本の文化と

自社サイト以外では、直接の連絡、電話とかメール

して残すべきだと思うし、残すことは奄美大島のた

が多いです。

めにもなると思っています。そういったところか

旅行会社からのご依頼もよくいただきます。事前
に予約があれば、対応することができます。

ら、海外へも積極的に発信しようと思っています。
先日、初めての試みでしたが、オランダのアーティ

OTAなどにワークショップの情報は掲載していま

ストとオンラインでトークセッションをしました。

せん。以前は、そういった間に入って紹介してくれ

そういったところでも「ぶれない」のは本質的に

るところもあったのですが、今は使っていません。

しっかりとした土台があるからだと思っています。

一番の理由は、工房の規模感です。せっかく来てく

体験ワークショップも繋がり的には、すごく染色の

れるのなら、しっかり対応したいという思いがあり

仕事に反映されるケースが多いので、バランスの取り

ます。自分たちのメインは染色なので、自分たちの

方を少し変えていこうと思います。海外から来た人が

生産とバランスを常にとりながらということが必要

楽しめるような環境を作っていこうと思っています。

になります。

外国人の方は元々文化も違うので、染色の仕事をして
いると気づかない部分とか、こちらが教わることも多
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く、交流の場としての役割もあります。今後、機会が
あれば広げていきたいと思います。

金井工芸 主なインバウンド向け体験型ガイドツアー
● Mud dying lecture and Workshop
［3,000円/1人］

金井工芸ツアーサイト

インバウンド向け 体験型観光ガイドサービス 実践ナビブック
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八重山諸島

／

島内観光、サイクリング、シュノーケリング、カヌー・カヤック、トレッキング、セグウェイ、星空観光など

HIRATA TOURISM

代表取締役

Q

大場喜満 氏 回答者：取締役 八重山コンシェルジュ 奥平崇史 氏

創業から現在に至る歩みについて
教えてください。

創業者の平田哲三は沖縄電力のエンジニアでした

https://hirata-group.co.jp/

光のアイディアであり、現在も人気のツアーです。
馬車の荷台と組み合わせてお客様を乗せると人気が
出るのではと考えたのがはじまりです。

が、釣り好きが高じて1972年、会社を辞めて平田釣
具店を開業しました。小さな船を1艘購入し、釣り
船観光を始めたところお客様に好評で大人気になり

Q

インバウンド向け体験型ツアーを
始めたのはいつ頃ですか？

ました。それが平田観光の前身です。作家の司馬遼

インバウンドに力を入れ始めたのは実は結構早く

太郎先生が私たちの船を利用していただいたのもそ

て、2002年くらいからです。当時はインバウンドと

の頃です。「街道をゆく」シリーズの中の1冊で、

いう言葉もない頃で、海外観光客と呼んでいまし

平田丸の船長である私の義父が先生を竹富島へお連

た。そのきっかけは、国内の旅行需要が繁忙期と閑

れしたことが書かれています。

散期の波が大きく、どうしたらそれをフラットにで
きるかという発想からです。当時はアジアのことは
まったくわからなかったので、欧米諸国にターゲッ
トを絞り、ツアー案内の英訳など基本的なことから
スタートしました。当時はまだ欧米の方は年間1〜2
組しかきていませんでしたね。我々島民は欧米の方
に慣れていなくて、出会ったらみんな英語が話せな
いため、目をそらしてしまう感じでした(笑)。今で
もインバウンド比率は全体の2割程度で、まだまだ
改善の余地があります。
2010年にビジット・ジャパン案内所を始めまし
た。外国語対応ができるスタッフを置くカテゴリー
2です。実はインバウンド事業を始めて2年目に、新

その後、時代のニーズに合わせて海上輸送タク

しいことを始めようと外国人スタッフを採用したの

シー会社となり、船会社プラス旅行業も始めて周遊

です。石垣市の観光課長の紹介で採用したカナダ人

コースを開発していきました。1978年に社名を平田

の女性のおかげで、インバウンド化が一気に進みま

観光に改名し、1981年から水牛車観光を始めまし

した。3〜4年後、彼女は結婚してカナダに戻りまし

た。水牛車観光は、平田哲三がゼロから開発した観

たが、その後も英語の話せるスタッフを切らさない
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ように採用し続けています。また日本人を採用する

お申込みです。インバウンドのお客様はゴールデン

ときにも、英語の話せる方を積極的に採用しまし

ルートの旅を経験して、第3のルートということで

た。リゾート地への憧れなのか、本土からの求職者

沖縄方面にこられる方が多いです。日本の旅行は

が圧倒的に多いです。

2〜3回目の方が多いですね。
OTAはTripadvisor、Expediaなどを利用していま
す。予約数はそれほど多いわけではないですが、口
コミを広げる効果があるのでそれを目的に使ってい
ます。
また去年はコロナ禍で行けませんでしたが、この
15年ほどは毎年、海外の商談会に参加していまし
た。アメリカ、イギリス、フランス、イタリア、ド
イツなどで行われる商談会にスタッフを送り込んで
います。沖縄県の観光コンベンションビューローさ
んと同じブースで出展することが多いですね。

Q

提供しているツアーの種類について
教えてください。

提供しているツアーが全部で何種類あるのか、分
からなくなりそうなくらいに取り扱うツアーの数は
増えました。人気のツアーはお客様が欧米からか、
アジアからかで分かれます。欧米ではスウェーデ
ン、ノルウェー、イギリス、フランスなどからのお
客様が多く、トレッキングやカヌー、滝などのエコ
ツアーに参加される率が高いです。五感をフルに
使って自然を満喫したいという思いが強いようです
ね。一方、アジアでは香港からのお客様が増えてき
ました。香港からの石垣島への直行便が週5便飛んで
いますので。香港の方は、西表島や由布島、竹富島
など日本人と同じような周遊コースに参加される場
合が多いです。ただし、最近では欧米の方と同じよ
うなエコツアーに参加される方も増えてきました。

Q

登録しているガイドさんについて
お聞かせください。

インバウンドのお客様向けのガイドさんは、必要

Q

ツアーの販売チャネルは？

に応じて仕事をお願いしています。よく声をおかけ
するガイドさんは5~6名います。英語を話せる方、

販売チャネルのメインは、自社のホームページと

中国語を話せる方、中には英語とオランダ語に対応

旅行会社経由、さらに海外の旅行会社からの直接の

できるオランダ人の方もいらっしゃいます。需要が
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Q

ツアーの安全対策について
お聞かせください。

とはいえ、海外のエージェントなどとやりとりす

私たちが提供するツアーに関しては、傷害保険や

るために、英語ができる社員が最低でも1〜2人は必

損害保険、旅行保険に加入しています。またシュ

要です。一昨年、香港の大学生2人がインターンと

ノーケル、ダイビング、カヌーなど、弊社にアク

してきてくれて、そのうち1人が入社してくれまし

ティビティを提供する事業主さんと契約を結ぶ際に

た。日本語はもちろんのこと、英語と北京語もでき

は、加入している保険などを確認させてもらってい

るのでとても助かっています。

ます。業界内外の基準などを参考にしながら、高い
レベルの安全対策を求めています。

Q

プロモーションはどのように
行っていますか？

弊社の現在の代表は、東京のIT・コンサルティング
会社の社長でもあります。その特長を活かし、今後
もITと観光の相乗効果が得られるようなさまざまなプ
ロモーションを行っていこうと思います。具体的に
は、オンラインツアーを行ったり、Instagram、
Facebookで情報発信したり、YouTubeチャンネルで
コースを紹介したり、デジタルマーケティングを活用

Q

ガイドに求めること、
必要なこととは何でしょう？

することなどです。

私たちのツアーのガイドさんの場合、八重山諸島
に精通していることが求められます。とくに欧米の
お客様はいろいろ質問されます。文化、歴史、自
然、地理などを勉強しておくことが必要です。

Q

体験型ツアーコースの開発について
お聞かせください

ツアーの開発は常に社内で企画会議を行って、継
続的に行っています。とくに外国人向けに限ること
なくターゲットを広くとって、皆さんの興味を惹き
つけるようなテーマを考えてコースを開発します。
開発をつねに継続している理由は、私たちは創業

Q

競合事業者との差別化は
どのように行っていますか？

48年で、長い間3島巡りや4島巡りのツアーを提供し

お客様が多く集まる人気のエリアなので、島外か

てきていますが、時代に合わせてアップデートする

らも新たな事業者がどんどん進出してくるようにな

ことが必要だと思っているからです。八重山諸島を

りました。中には怪しげなツアーを提供する不誠実

新しい視点で見つめながら、ツアーのクオリティを

な事業者の存在も報告されています。私たちとして

高める努力をし続けています。

は、石垣市・竹富町観光協会に加盟した、創業48年
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の歴史ある旅行会社であることをアピールし、お客

ること。そして、時代のニーズに合わせて、既存の

様に安心してご利用いただきたいと思っています。

ツアーを進化させていくことはもちろん、様々な

ベーシックな部分ですが、それが差別化につながる

テーマに合わせた新ツアーの開発も積極的に取り組

のではないかと考えています。

んでいきます。また、ITを使ったオンラインツアー
やYouTubeチャンネルの企画開発、Instagramや

Q

リピーター獲得のために
行っていることはありますか？

FacebookなどのSNSを使った各種プロモーションに
も力を入れております。とにかく足を止めることな

八重山諸島に初めていらした方は、積極的にアク

く発信し続けることが大事です。「企画開発」と

ティビティに参加されますが、2〜3回目になるとホ

「情報発信」の両輪でもって八重山観光の魅力を余

テルでのんびり過ごしたり、文化的なものを求める

すことなく国内外へアプローチしてまいります。

傾向が高くなります。私たちはリピーターのお客様

afterコロナの時代には一段高い位置にいる旅行会社

にご満足いただくために、ゆったり過ごせるリゾー

になりたいと考えています。

ト施設を紹介したり、歴史や文化をご体験いただけ
るツアーなどをご提供しています。その1つとして、
空手を沖縄の文化としてとらえ、空手道場の見学ツ
アー等も開発しています。

Q

今後の展望についてお聞かせください。

世界的なコロナ禍は収束の見通しが立たず、イン
バウンド需要がいつ回復するのか予測できない状況
にあります。現場のガイドさんたちも仕事が激減し
てしまったために、今は別の仕事をされている方も
多いのが実情です。
弊社の今後の展望としては、まず各ツアーにおい
て感染防止対策を徹底し、安心安全で魅力ある
〝withコロナ時代の八重山観光スタイル〟を確率す
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平田観光株式会社 主なインバウンド向け体験型ガイドツアー
［2021年4月1日〜2021年9月30日］
■島内観光

■カヌー・カヤック・トレッキング

●【石垣島発】西表島・由布島・竹富島3島周遊コース

●西表島カヌー＆トレッキングで行く「サンガラの滝」

(竹富島フリータイム)

コース

・由布島/ 竹富島/ 西表島

・西表島

・所要時間

8時間〜10時間

・所要時間

夏季7時間/冬季8時間

・通常料金

大人：14,400円

・通常料金

大人：14,600円

小人：9,400円

小人：11,300円

●西表島・由布島2島周遊コース

●西表島！カヌー＆トレッキングで行くピナイサーラの滝

・由布島/ 西表島

(滝つぼ＆滝うえ）

・所要時間

6時間半

・西表島

・通常料金

大人：13,800円

・所要時間約

小人：9,100円

6時間
（上原港への乗船時間は含みません。）

・通常料金

大人：13,000円

●【石垣島発】西表島・由布島半日観光コース
・由布島/ 西表島

■セグウェイ

・所要時間

4時間40分

・通常料金

大人：11,900円

●セグウェイツアー in 石垣島 バンナの森
・石垣島

小人：7,300円

■シュノーケリング

・所要時間

2時間

・通常料金

大人：8,200円

●バラス島と鳩間島シュノーケリングコース<夏季限定>
・鳩間島
・所要時間

9時間〜9時間半

・通常料金

大人：17,500円
小人：14,200円

●西表島「サンガラの滝」とバラス島シュノーケリング
コース<夏季限定>
・西表島
・所要時間

9時間〜9時間半

・通常料金

大人：17,500円
小人：14,200円

※他にも多数コースをご用意しております。お問い合わせください。

HIRATA TOURISM
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Interview File.20 Ageshio Japan株式会社
沖縄

／

空手体験、道場稽古、空手関連観光

Visit Karate Okinawa

代表取締役

Q

上田健次郎 氏 ／ 回答者 COO 古田桂一 氏

創業から現在に至る歩みについて
教えてください。

https://ageshiojapan.com/jp/

「空手発祥地」という部分が、沖縄にしか出せな
い特徴です。沖縄には、今でも300カ所以上の空手

私たちの会社は社長の上田と私が2人で、2017年

道場と9、10段位の先生方がたくさんいらっしゃい

に沖縄に移り住んで作った会社です。設立の経緯

ます。県内の空手道場と連携して、ここでしか体験

は、元々2人とも中国の上海に暮らしており、そこ

できないような多様なサービスを作り出そうと考え

で一緒に空手をやっていたんです。社長は、かつて

ました。

空手の日本チャンピオンでした。オーストラリアに
15年間住んだ後、中国に移住して5年間ずっと空手
を教えながら自分の事業を行っていました。一方、
私は広告代理店で働きながら中国で暮らしていて、
上田から空手を習っていたのです。毎週2〜3回、日
本人や欧米人などが30〜40名集まって空手の稽古を
していました。その際に、欧米人の空手家から「沖
縄で空手をやりたいんだけど、どこで習えるか探せ
ないか」と相談されました。そこで調べてみると、
外国人の空手家の間で、おそらく映画「ベストキッ
ド」の影響などで「空手発祥地は沖縄である」と知

Q

インバウンド向け体験型ツアーを
始めたのはいつ頃ですか？

れ渡っていて、行きたい人は多いけれど、沖縄空手

創業は2017年7月18日です。登記だけ先にして、

の情報は外国人向けに発信が少なく、行きづらい状

社長と2人で沖縄に移住したのは9月7日でした。そ

況になっていることがわかりました。社長も海外で

の頃、社長の家しか決まっていなかったので、そこ

空手を教えてきたので、そのあたりの事情をよく

で2人で住みながら、家やカフェで仕事していまし

知っていて、「空手発祥地」という属性を生かし

た。翌月10月1日から1年ほどシェアオフィスに入居

て、沖縄で空手ツーリズムの会社を2人で立ち上げ

した後、今のオフィスに引っ越しました。

ることを決意しました。社長は愛媛出身で、私は千

一番準備不足だったのは、旅行業の免許がなかっ

葉出身です。沖縄に縁があったわけではありません

たことでした。それを取得するのに半年くらいかか

が、空手の聖地ということで3年半前に移住してき

りました。その半年間は、ホームページを作ったり

たのです。

メニューを開発したり、沖縄の空手道場とのコネク

インバウンド向け 体験型観光ガイドサービス 実践ナビブック
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2018年には海外営業に6回行きました。ヨーロッ
パを中心にして、イギリスの旅行博、フランスの旅
行博、フランスの空手道連盟などに足を運び、空手
家の先生についてセミナーでアシスタントをしなが
ら宣伝をしましたが、海外から集客をするのはハー
ドルが高く、なかなか成果が出ませんでした。
やってみてわかったのは、興味をもってからやっ
てくるまでに検討時間がすごくかかるということで
す。一般的に欧米豪エリアのお客様なら、1年前ぐ
らいに訪日を決めます。2018年に海外営業に行って
ションをつくるために挨拶周りをしました。2018年

興味をもってもらっても2019年にはこなく、2020年

3月にはついに許可が下りて、インバウンド向け体

にやってきそうだったのですが、コロナで全部流れ

験ツアーの提供を始めました。

てしまいました。検討時間がかかる理由は、スケ

沖縄県庁には空手振興課という空手専門の部署が

ジュールが一番で、次はお金です。沖縄は欧米から

ありさまざまな調査を行っていますが、その中に

の直行便がなく、東京や大阪と絡めてくるので1週

60％以上の沖縄の道場は、道場主が60歳以上となり

間という短い日数ではもったいないので、さらに長

高齢化しているというデータがありました。昔に比

期間休みをとる計画になるんですね。

べると、プロスポーツの影響でバスケットや野球な
どの部活動が人気で、道場にきている子供たちも中
学生になると離れ、門下生が減少しています。そん

Q

顧客層はどのような方が
多いのでしょう？

な中、後継者も不足していて、閉鎖する道場も多く

空手ツーリズムの場合は、空手の聖地に行くこと

なっているのです。私たちは空手ツーリズムという

が一番の目的なので、ヨガをやっている人がインド

事業を通じて、県内の空手道場に貢献していくこと

に行きたいのと同じような感覚です。沖縄にしかい

を会社のミッションにしています。

ない高段者の先生から習いたいという希望もありま
すが、それだけでなく空手を生んだ土地の雰囲気を

Q

振り返って、苦労されたことは
何ですか？

空手ツーリズムの場合、ターゲットはインバウン
ドです。コロナ禍前の時点で、沖縄には年間約7000

感じたいという要望も強いです。空手の聖地めぐり
ツアーをはじめ、文化体験ツアー、沖縄の庶民が好
むバーエリアなどに案内すると、皆さんとても喜ん
でくれます。

人の空手家が海外と県外から訪れています。海外は

私たちのツアーに参加されるお客様は、経済的な

アメリカ、オーストラリア、フランスの順で、いわ

理由もあり40代、50代、60代の中高年が多く、比率

ゆる欧米豪エリアが多いです。一番苦労したのは、

的には男性がやや多いです。20〜30年間空手を続け

そういった人たちをターゲットにした集客でした。

てこられた方ばかりで、空手を生んだ場所を訪れた

ターゲットエリアの潜在的ニーズはわかっていて

いという欲求があります。これは趣味を超えて完全

も、遠いのでどうアプローチしたらいいかわかりま

に「人生」ですね。

せんでした。またそれらの人たちに興味を持ってい

沖縄の空手は、本州や海外の空手とはジャンルが

ただけても、遠いのでやってくるのに時間がかかる

違います。本州や海外の空手は、試合で勝つことを

という問題がありました。

主目的としており、20代の頃はいいが、30代、40代
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になると体のポテンシャルが落ちてくるので、若い

の先生は一緒に練習してくれて、その後にご飯を食

頃のような稽古が難しくなってきます。沖縄空手は

べ行こうかなどと声をかけてくれます。沖縄の先生

自己鍛錬中心の空手ですので、型の習得などの稽古

の優しさに触れ合えるというのがお客様の喜びにつ

を通じて自分を鍛えていくものです。沖縄空手の有

ながりますので、評価も高くなります。そんな先生

名な先生は70代や80代でも活躍されています。海外

方のおかげで成り立っているサービスと言えます。

で空手をやられていた方が中高年になって、空手で

ツアーを通じて海外の空手愛好家に喜びを与えれ

より高みを目指したい場合、目標になるのがこれら

ば空手道場にも貢献できますし、県内での空手に対

の先生です。沖縄空手は生涯武道なんです。沖縄に

する見方がまた変わってくると思います。空手ほど

は、空手の発祥地としての特性と、ここにしかない

世界中に広まっている武道はないと思います。沖縄

沖縄空手の独自のスタイルという2つの特徴があり

県を挙げて海だけでなく空手を強みにしたり、県内

ます。海外の空手愛好家がここにくると、流派や団

の空手の機運が高まってくるくらいまで貢献できる

体を超えて、自分の人生の一部である空手を今後続

と面白い展開になってくると思っています。

けるときの第二の目標ができるんです。

Q

提供しているツアーの種類について
教えてください。

現在、「玄人向けの空手稽古」「初心者向けの空
手体験」「空手の観光」「文化体験」「他武道体験」
「団体向けメニュー」という6ジャンルの約30商品
を提供しています。一番人気が高いのは、ターゲッ
トが空手家なので稽古関連のサービスです。初心者
向け商品の需要は、まだあまりないです。
沖縄はリゾート地ですが、空手に季節性はとくに
ないです。ターゲットである欧米豪のお客様が休み
をとりやすいクリスマスやロングホリデーがオン
シーズンです。
沖縄の場合、コロナ禍の前年の観光客数は1000万

Q

ツアーに参加したお客様からの評価は
どのように測っていますか？

人でした。そのうち3割が海外のお客様で、台湾か
らが一番多く、韓国、香港、中国からが約8割を占

旅行業なのでユーザーの口コミがとても大事で、

めます。沖縄を訪れる外国人旅行客は、空手にはほ

Tripadvisorに口コミを貯めています。38件中37件が

とんど興味をもっていないのが現状ですが、空手を

最高得点で、非常に喜んでいただけるサービスとい

経験したことのない人をターゲットにすると裾野が

うのが特徴です。私たちも頑張っていますが、海外

一挙に広がります。そこで私たちとしては外国人の

では出会えない先生に会えたり、発祥地としての世

初心者向けに「空手体験」というメニューを提供し

界中でも沖縄にしかない空手の観光資源があるの

ていますが、まだそれほど集客実績はないのが現状

で、そういう部分にも大きく助けられています。

です。

また沖縄の人たちの気質として、偉い先生でも優

沖縄は海だけだと毎回同じになってしまうので、

しくてとてもフレンドリーなんです。普通、空手十

他の体験をしたいというニーズが今後生まれるだろ

段の先生といえば誰もが緊張する存在ですが、沖縄

うと考えています。私たちの打ち出し方としては、

インバウンド向け 体験型観光ガイドサービス 実践ナビブック

127

優良事業者インタビュー

Interview File.20

Ageshio Japan株式会社

空手だけでなく、他の文化メニューと組み合わせれ

す。謝礼を他社よりも多くお支払いするのが私たち

ばお客様も申し込みやすいのではないかと思ってい

のポリシーです。今はまだ空手家の観光客だけで売

ます。たとえば1回提供したのは、座禅と空手を組

上げを作るのが難しいので、グッズを製作して先生

み合わせて、文化・武道体験ができるメニューは香

に還元していきたいという意味合いもあります。

港の方に好評でした。普通に空手体験だけだと集客

グッズ事業は開業した頃から手がけていて、在庫

が難しいので、内容や宣伝方法など、今後新たに開

が余ると困るので細々と続けています。当初は先生

発していく可能性があると思っています。

と一緒にグッズを作ったんですが、今後は違う形の

また団体のお客様の獲得も考えています。具体的

方がいいのかなと思っています。お客様は自分の国

な団体商品としては2つあって、1つは道場合宿、も

で空手道場に入っていて、空手発祥地の沖縄に行く

う1つはセミナーです。沖縄の有名な空手の先生は

ことを道場のメンバーから羨ましがられるんです。

海外から呼ばれてセミナーの講師をしていますが、

お客様が帰るときはそのメンバーにお土産を買うの

逆にお客様を沖縄に呼んでセミナーをするのです。

で、それが空手にまつわるお土産ならもっと喜ばれ

過去の例では、ある道場の40周年を記念した4日間

るのではないかと思っています。コロナ禍が明けた

のセミナーで13ヵ国から延べ200名ほどの参加者が

ら、「空手発祥地・沖縄」の象徴となるようなTシャ

集まったことがありました。そのセミナーで講師を

ツなどを作ろうと構想しています。

務めた先生が参加者になりそうな方のリストをもっ

いろいろなアイディアを構想し実現しています

ていらしたので、それを活用し告知させてもらいま

が、すべてはお客様や協力者の方に喜んでいただく

した。宿泊施設や道場の受け入れは問題ないので、

ためです。

まだまだ拡大できます。

Q

ツアーの販売チャネルは？

OTAだけではなく、自社ホームページでも販売し
ています。ただし、実際のところ、OTAへの問い合
わせはあまりなく、2/3は道場の先生や過去のお客
様からの紹介で、残りの1/3は自社ホームページか
らとなっています。私たちがもっている旅行業免許
は第3種なのでパッケージツアーはエリアが限定さ
れ、相談を受けて旅行をアレンジすることが中心に
なります。そのため、個人のお客様より団体のお客
様の方が多いのです。道場の先生からの紹介案件は

Q

ツアー以外に提供しているサービスは
何かありますか？

ほぼ団体で、ホームページへの問い合わせは個人の
方からも多くきます。

事業はツーリズムが9割以上で、そのほかはグッ

個人と団体の両方を受け入れますが、団体をいか

ズの製作と販売を行っています。空手の先生とコラ

に取り込んでいくかを大事にしています。利益にな

ボレーションしてＴシャツや武具を作ったり、それ

りづらいのになぜ個人の方を対象にしているかとい

らをオンラインで販売しています。

うと、個人のお客様が気に入ってくださるとその後

グッズの目的は、旅行商品のプロモーションにつ

団体の集客につながるかもしれないからです。実例

ながるのと、先生にできるだけお礼をしたいからで

で話すと、夫婦でこられた方がうちのサービスを
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使ってくれたのですが、この方はスイスとポーラン

応して任せられる人をぜひ育成したいです。できれ

ドに350名の門下生がいる道場主だったんです。わ

ば空手経験者がベターですが、空手の経験はなくて

ざわざ遠くの空手発祥地・沖縄にこられる個人の方

も興味があってガイドに向いている人ならウエルカ

は、道場主などの空手をやり込んでいる方が多いで

ムです。またアウトソーシングでも構いません。沖

す。そのときはこのお客様が気に入ってくれ、その

縄は他県に比べると住民に外国人の方が多いのと、

後に74名の2週間の道場合宿にきてくれました。

空手好きで住んでいる人が結構いるので適任の人を

遠い国から沖縄に団体でこようというときに、

見つけられるのではないかと思っています。

会ったこともない知らない人に任せることはしない
ですよね。下見的な意味合いも含めて個人で1回体
験してもらうと、個人のお客様が団体の集客につな
がる可能性があるのです。メインターゲットとした
いのはあくまで団体ですが、今後も引き続き個人と
団体の両方でしっかりサービスを提供していこうと
考えています。

Q

登録しているガイドさんについて
お聞かせください。

専属ガイドはいないです。特殊なサービスである
のと、そこが肝だと思っているので基本的には社長

Q

体験型ツアーコースの開発について
お聞かせください

自らが担当しています。社長はオーストラリアで旅

すべてのツーリズム商品は、私と社長の2人でほ

行会社を経営していたのでガイドも慣れています

とんど開発しています。既存の約30商品について

し、空手の先生であり英語も堪能です。ガイド業務

は、2つの事業を活用しながら開発しました。1つ

は主に、社長とグアムで観光業をやっていたアメリ

は、2018年の沖縄県の観光系の補助金。「空手発祥

カ人の社員が2人でやっています。

地にふさわしい多様性ある空手ツーリズムの商品」
という名目で1年間取り組んで、10余りの商品を開

Q

ガイドに求めること、
必要なこととは何でしょう？

ガイドに必要なのは、ホスピタリティと明るさで
す。接客業と同じですね。ガイドが明るい方がみん

発しました。そしてもう1つは、武道ツーリズムを
推進しているスポーツ庁の委託事業。「沖縄の空手
ツーリズム」という題目で、2020年と2021年の2年
間かけて商品開発に取り組んでいます。

な盛り上がりますよね。ガイドはキャラクターが重

そのほかに、沖縄にやってきた空手家の行動を見

要だと思っています。ガイドに向いている人の選定

ながら、いろいろアイディアを膨らませています。

がそもそも大事な気がします。観光の満足度はガイ

たとえば、外国人の空手家が沖縄に滞在する場合の

ドで決まる部分が大きいので、私たちのツアーは社

平均滞在期間は11日というデータがあり、稽古はだ

長が担当しています。

いたい夜なので、夜以外の時間は持て余していて、

コロナ禍の後は需要が増える気がしており、社長

国際通りあたりのスターバックスに集まっていたり

がずっとガイドに携わっていると営業の仕事が滞る

します。そんな人たち向けに、朝、昼、夜いつでも

ので、今後はガイドを採用するべきだと思っていま

稽古できるメニュー、一つの道場ではなく異なる流

す。私たちのツアーは専門性が高いので、早めに対

派を体験できるメニュー、武道だけでなく文化を体
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験できるメニューなどを提供する可能性があるので

手権8連覇を成し遂げています。「金メダルを獲る

はないかと構想しています。

だろう」と県民も期待しています。この選手の師匠
が佐久本先生という沖縄の先生です。空手が初めて

Q

プロモーションは
どのように行っていますか？

オリンピック種目になった年に金メダルをとった
ら、この沖縄の師弟関係を注目され、沖縄が盛り上

ホームページは当然運用していて、Googleの広告

がりますね。私たちとしては上昇機運に乗れる大き

も利用しています。SEO対策については、国内の

なチャンスです。オリンピックの開催は危ぶまれま

サーバーを使って、できるだけ評価の高いサイトと

すが、開催できたらプラスオンされるだけで、開催

リンクを貼ってもらいながら、SEO効果を高めてい

できなかったら今までのままということですね。

ます。
またファンの囲い込みは大事なのでFacebookには
力を入れていて、フォロワーが現在2.8万人ほどにな
りました。デジタル施策は重要なので力を入れていま
すが、リアルな人脈からの紹介の方が集客につながり
やすいので、優先度は高くなっていますね。

Q

競合事業者との差別化は
どのように行っていますか？

空手ツアーを提供する旅行会社は国内では私たちだ
けですし、今のところ、競合はいないと思います。
ちなみに、武道の中では空手の愛好家は圧倒的に
多いです。空手愛好家は、世界中に1.3億人いると沖

Q

オンラインツアーについて
お聞かせください。

縄県は公表しています。これは武道だけでなくて、

私 たち が 提 供 する オ ン ラ イ ン ツ ア ー 「 K a r a t e

スポーツ全体でも4番目になるらしいです。現在、

Programs Online」は、コロナが深刻化した昨年4〜

スポーツ庁が武道ツーリズムという日本独自の、新

5月から企画を始め、本格的に立ち上げたのは10月

たな観光サービスを推進しており、今後の大きな成

下旬です。経緯を説明すると、コロナが深刻化した

長が期待される市場なのですが、その中で空手は最

のは3月からで、これまで沖縄を定期的に訪れてい

も愛好家が多い武道ですので、その市場の中心に、

た空手家が全くこれなくなったり、海外から定期的

沖縄の空手ツーリズムがなっていけるのではないか

に呼ばれていた沖縄の空手家の先生方も全く行けな

と考えております。

くなる状況になりました。そんなとき、自身も空手
の先生である社長が、離れていてもオーストラリア

Q

東京オリンピック・パラリンピックに
期待することはありますか？

や中国、日本の門下生に空手を教えたいと言うの
で、zoomを使ってオンラインで稽古を始めたら、

東京オリンピックの影響は大きいと思います。空

好評を得たのです。そこで同じように困っていたほ

手は今回から新種目として採用されています。沖縄

かの先生や生徒たちにも提供するために、仲の良い

はまだゴールドメダリストを輩出していないのです

道場に協力してもらいながらオンラインでの稽古を

が、型の競技の金メダルの最有力候補は沖縄の喜友

15回ほどトライアルをしたところ、満足度の高い

名諒選手です。現在、世界選手権3連覇、全日本選
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サービスが作れるとわかり、本格的にやろうと判断

阪+沖縄」の空手ツーリズムを提供すれば、彼らの

しました。

心をつかめるのではないかと思っています。

オンラインの稽古はライブ感が大事です。道場に

な お 、 生 徒 か らする と 、 「 K a r a t e P r o g r a m s

は複数のモニターを設置し、1つは大画面モニター

Online」の可能性はさまざまな流派の空手を学べる

で参加者の動きが見えるようにし、もう1つは先生

ことです。リアルでは師弟関係もあり、なかなか他

を映して教えている姿を見られるようにします。さ

の流派は習いづらいものです。私たちは、生徒たち

らに、カメラも複数台用意し、前や後ろなどからの

が気軽に興味ある流派の稽古を受けられる環境をオ

映像を確認できるようにします。実際の稽古に近い

ンラインで実現しようと考えています。

リアルさが得られるようトライ&エラーを重ねてい
こうと考えています。

沖縄空手に興味はあるけど訪れるのはハードルが
高いという人には、きっかけとしてまずオンライン

開発にはコストがかかりますが、経済産業省の

で体験してもらう機会も提供し、「あ、やっぱりい

JAPANブランド育成支援事業（特別枠）に申請し、

いな」となったらセカンドステップできてもらうと

採択されて支援が受けられました。そのお金を使っ

いう道筋も作れます。

て、「Karate Programs Online」のホームページを
作り始めました。
さらに、このチャンスを活かして国内の道場にい

コロナ禍の影響もしばらく続きそうなので、今
年もオンラインツアーに注力していこうと考えてい
ます。

ろいろな働きかけをしました。具体的には、まず県
内の道場と空手家をつないで、zoomセミナーをや
るのが最初のステップです。次に県外の道場も同じ
課題を抱えているので、このサービスを提供して関
係を作りたいと思いました。沖縄の空手道場だけで
なく、東京や大阪の道場とも、これをきっかけに親
密に交流していける可能性が出てきました。
このサービスのよいところは、道場の先生にも生
徒たちにもすごく喜ばれることです。コロナ禍で会
えなくなった人たちと久しぶりに交流し、空手の稽
古までできるからです。さらに、収入が減少した道
場の先生もサポートできます。もちろん、私たちに

Q

も大きなメリットをもたらしました。それは

体験型ガイドに興味を持っている人に
一言お願いします。

「Karate Programs Online」を開催するごとに、沖

私は異業種から観光業に転職したのですが、この

縄にくるかもしれない見込み客のリストが一気に手

仕事はお客様の喜びがダイレクトに感じられる素晴

に入るからです。これまで10回ほど開催したので、

らしさがあります。また、元々は問い合わせ対応で

約500名の見込み客リストが得られました。これで

入社したアメリカ人スタッフも、現場でガイドの仕

コロナ禍が終わったら、いままでにないほどの規模

事に魅せられ、今ではガイドの手伝いもしてもらう

で営業がかけられます。

ようになりました。人に喜んでもらうことは自分の

また、県外の道場との連携も私たちに恩恵を与え
ます。それは過去に沖縄にきたことある私たちのお

喜びだという人にはとても向いている仕事だと思い
ます。

客様の中には他の流派の海外門下生が多く、他の流

その中で空手に興味がある方は、ぜひ気軽に問

派の東京や大阪の道場と組んで「東京+沖縄」「大

い合わせをしてもらい、私たちの仕事を手伝って
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ほしいと思っています。とてもやりがいのある仕事
です！
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Ageshio Japan 主なインバウンド向け体験型ガイドツアー
● Dojo Lesson
［2時間

● Iaido Experience

6,000円〜／1人］

［1.5~2時間

● Dojo Morning Lesson
［2時間

● Tameshigiri (Japanese Swordsmanship)

6,000円〜／1人］

［0.5~1時間

● 4 Styles of Okinawan Karate Trial Course
［2時間4 Lesson

13,800円〜／1人］

20,000円／1人］

7,000円〜／1人］

● Zen (Seated meditation) at Shuri Kannondo
temple
［1~1.5時間

3,500円〜／1人］

● Ryukyu Kobudo 4 Weapons Trial Course
［2時間4 Lesson

20,000円／1人］

● Ryukyu Tile Smash Experience
［5枚

2,980円〜／1人］

● Karate Group Trial Lesson
［2時間

7,000円／1人］

● Japanese Traditional Tea Ceremony, Flower
Arrangement, Calligraphy Experience

● Karate Trial Lesson
［1.5~2時間

［75分~3時間

7,500円〜／1人］

6,000円〜／1人］
● Karate Japanese Lesson

● Online Karate Seminar
［1~1.5時間

［2時間

6,000円〜／1人］

3,000円〜／1人］
● Sakaemachi Market Bar Hopping Tour

● Online Karate Trial Training
［1~1.5時間

［3時間

8,000円〜／1人］

6,000円〜／1人］
● Yaeyama Island Karate Holiday Package

● Beach Karate
［1~1.5時間

［13泊

275,000円〜／1人］

6,000円〜／1人］
● Karate Camp in Okinawa

● One Day Intensive Training
［1.5~2時間／2セッション

［2泊

38,000円〜／1人］

11,000円〜／1人］
● Island Special Karate Camp in Okinawa (6 days)

● Olympic Karate Training
［1.5~2時間

［5泊

150,000円〜／1人］

6,000円〜／1人］
● Island Special Karate Camp in Okinawa (14 days)

● Okinawan Karate History Tour
［6時間

［13泊

260,000円〜／1人］

13,800円〜／1人］

● Cycling Tour
(Holy Land Pilgrimage Course)
［7~9時間

13,800円〜／1人］

Visit Karate Okinawa
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