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ラグビーワールドカップ
東京オリンピック
そして大阪万博

で来日する外国人に多言語で情報を届ける

歴史や文化・和食グルメ・体験

地域と店舗の集合サイトとSNSで魅力発信



一般社団法人浅草観光連盟

住所：東京都台東区浅草1－34－7 3階
TEL：03-3844-1221

■目的
浅草の特殊性を生かし、観光文化並びに交通の諸事業の指導育成を図り、
もって浅草の振興を促進し、国際的観光地として発展させることを目的とする。

■事業内容
（１）浅草の観光に関する一切の事業
（２）浅草商工業の振興に寄与する一切の事業
（３）浅草文化の研究、調査、指導及びこれらに関する事業の実施
（４）浅草に於ける交通対策についての行政機関に対する意見提案及び協力
（５）都市美を基調とする宣伝媒体の統制指導
（６）浅草に関する図書の出版
（７）浅草に関する物品の販売
（８）浅草に関する画像・動画等の配信事業
（９）官庁並びに団体との連絡提携
（10）その他当法人の目的達成に必要なる事業

街の商店主がボランティアで運営
（自治体の機関ではない）



◆会社名
株式会社イーウィルジャパン

◆所在地
〒101-0024
東京都千代田区神田和泉町1番地12-15 O・Sビル4F

◆電話番号 : 03-5809-2667

◆経営陣
代表取締役 CEO 飯島 邦夫
取締役 COO 徳本 昌大
取締役 CTO 渡部佳朗
取締役 CHO 山本 大地



１０年前まで

浅草はまったく

注目されてなかった



世の中の変化で浮き沈み

関東大震災
戦争 大空襲で焼け野原
復興と衰退
そして東京オリンピック



歴史と伝統 文化の継承

継承される歳時記
歴史文化から
新たな歳時記

そして
他国文化まで
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2006年浅草観光連盟のWEB構築
最初は歳時記の行事・イベント情報のみ



2013～ 新たな観光施策
浅草芸妓のお座敷おどりを無償鑑賞

写真や動画で集客実施

4月６月７月
9月10月11月

無料
お座敷おどり鑑賞
お座敷遊び体験



2014 Free wifi 2015 Halal map
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２010 Twitterの利用開始



2011 Facebook利用開始



2014 Youtube利用開始
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ソーシャルメディア影響度



・フェイスブック
フェイスブックページは投稿が簡単である。投稿はよほど興味を引くものでない限り
フェイスブックの中では拡散されない。さらに、投稿をしてもニュースフィードには新たな
記事が表示されていくため、投稿後３日程度しか読まれない。

・ツイッター
匿名ということもあり、利用者同士の関係は希薄だが、興味のある記事はリツイートさ
れやすい。特定の分野の記事は、その分野の仲間達を通じてリツイートの連鎖が起きる。
記事はリツイートされない限り数時間が経つと読まれなくなる。

・インスタグラム
綺麗な写真やかわいい写真を「＃」（ハッシュタグ）付きで投稿するとそれが検索キー
ワードとなり、同じハッシュタグのついた写真を集めて表示してくれる。インスタグラムの
中で友達を増やすにはハッシュタグを有効に利用する必要がある。

ウェブサイト
ツイッターでは数時間、フェイスブックでも三日しか読まれない記事をウェブサイトに転
載できれば、記事の読まれる期間が飛躍的に伸びる。さらに自然言語（日常的に使用さ
れる言語）で書かれた記事がウェブサイトに増えていけば、様々なキーワードで検索さ
れやすくなる。
ＳＥＯ（検索エンジンの最適化）対策において、最近の検索エンジンが好むのは、常に最
新の情報が掲載され続けるウェブサイトだという。さらに他のウェブサイトのページリンク
により、多くの人が訪れるようになることも検索エンジンの上位に表示されやすくなる要
素の一つである。
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WEBや各SNSメディアの特徴



365ASAKUSA紹介動画

https://youtu.be/DTyrKLe62Bg



365ASAKUSA
運用開始
コミュニケーションを優先





インバウンド集客で
こんな悩みはないですか

海外の人とコミュニケーションできていない
日本語でもページビューが増えない
外国人気になるキーワードがわからない
多言語でSNS発信ができない

国内の集客だけでも大変なのに
海外の集客業務は何をしていいかわからず

作業が追い付かない！



そんな悩みを簡単に解決！
ネットマーケティング業務のRPA







多言語WEBサイトのページビュー増加につながる
直帰率が減り、複数ページ閲覧される

365CITYWALK

導入のメリット

Instagram/Facebookで気軽に記事投稿
自然言語の記事がWEBを常に自動更新
多言語サイト毎に記事が自動で翻訳され更新
URL付き多言語記事がTwitterで自動拡散
結果WEBページの検索順位向上につながる



拡散した多言語の記事がネット上の記事が互いに連携。
各多言語WEBサイトのアクセスにつながる。

InstagramまたはFacebookに投稿するだけ！
マーケティングRPAで、複数メディアに記事が自動拡散。

英

泰

韓

日

簡

繁

日

英



自然で多言語言語の記事がインターネットに拡散
人気記事のURLがインターネットにあふれる

検索されやすくなる

多言語で
検索されやすい



自動でTwitter にサイトリンク付きで記事拡散
リツイートでさらに拡散

リンクからWEBサイトへ

訪問者増加

記
事
投
稿

R

P

A
自
動
転
載
翻
訳

R

P

A
自
動
拡
散

手軽なInstagram or Facebookで記事投稿（YouTube,ブログ投稿でも）

自動でサイトに記事を転載するページ作成（レスポンシブデザイン）

日

英 簡 繁 韓
言語追加可能

多言語サイトの活性化が検索順位向上の決め手
最小限の作業とマーケティングRPAで情報拡散

ネット上の記事が連携して集客効果絶大



画像の魅力は万国共通！
画像の魅力をRPAで自動拡散



店舗集合サイトの情報伝達のポイント
✥常に情報更新するサイトに店舗情報掲載

◆掲載店舗の写真と基本情報を掲載（静的な情報）

◆毎日街の情報or店の情報をInstagramで配信
↓

InstagramからFacebookページに自動連携
↓

Facebookから日本語WEBサイトに記事ページ自動作成
↓

多言語WEBサイト英/簡/繁/韓へ自動翻訳記事作成
↓

WEBサイトからリンク記事をTwitterへ配信

１日１記事投稿の場合
一か月にInstagramへ３０記事投稿、Facebookに３０記事投稿
WEBサイト日本語に３０記事掲載、英語に３０記事掲載、簡体字に３０記事掲載、
繁体字に３０記事掲載、韓国語に３０記事掲載
日本語Twitterに３０件のリンク記事投稿、英語Twitterに３０件のリンク記事投稿

1か月にネット上に合計270記事



結果
訪日観光客は多くの国々から増え続けている



国内外メディアの取材多数







情報を配信し続ける
仕組み

多言語
コンテンツの中身について



①各商業施設の最新情報はPC・スマホを使って各ホテルのFacebook投稿するだけで「Today’s NEWS」に
自動でWEBページを作成。

②その他各カテゴリページは、PC・スマホを使ってブログ形式によりページを編集作成できます。

WEBサイトに日本語ページが登録され、パソコンとスマホのレイアウトが自動で見やすく表示されます。
日本語サイトから英語、中国語簡体字、繁体字、韓国語に翻訳して各言語サイトにページが作られます。

（必要に応じて言語サイトは追加できます）

自動拡散機能でTwitterにWEBサイトリンク付きで自動投稿。

入
力

表
示

拡
散

英 簡 繁 韓

日

自動翻訳

②①

ウェブサイトの活性化が検索順位向上の決め手
最小限の作業とメディア連携で集客効果絶大
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英日



近江牛レストラン 千成亭
彦根の銀座街で近江牛
が堪能できるレストラン
[月・火・木・金・土・日・
祝・祝前]
ランチ:11:00〜14:30
ディナー:17:00〜22:00

ホテルサンルート彦根
彦根駅西口より徒歩1
分、名神彦根インターより
車5分の立地。彦根城へ
も徒歩10分のアクセス。
全国70店舗チェーンのサ
ンルート彦根は観光にも
便利なホテルです。Wi-Fi
全室完備、無料の自

今日の近江 近江の歴史文化 米原・彦根 近江八幡 多賀・甲良 豊郷・愛荘 グルメ・体験 歳時記・行事

今日の近江

黒毛和種の和牛が滋賀県内で最
も長く肥育された場合に許され
る呼称であり、そのウシからと
れる牛肉にも用いられる呼称で
ある。日本での肉用牛としての

名所スポット

【 胡宮神社 "福寿院文化村" 
開村！ 】国の名勝として指定
されていることで有名な 胡宮
神社社務所庭園「福寿院」。
その福寿院が、令和元年５

【 胡宮神社 "福寿院文化村" 開村！ 】
国の名勝として指定されていることで有名な 胡
宮神社社務所庭園「福寿院」。その福寿院が、
令和元年５月より"福寿院文化村"として、狂言

○全国から「鉄人」達が近江
八幡市に集結！体力の限界に
挑戦.沖島町の宮ヶ浜周辺大中
の湖干拓地で６月１６日、
「第５回びわ湖トライアス

金剛輪寺の三重塔が新緑に包
まれているよ♪
とてもきれいだよ(^^)
みんなも行ってみてね！

第14回YOSAKOIソーラン日本海
彦根三十五万石祭りが開催さ
れます！毎年熱い盛り上がり
を見せているYOSAKOIソーラン
が、今年は下記日程で開催さ

約400本という関西屈指の紅
梅・白梅の数を誇る彦根城大
手門梅林にて「ひこね 梅あか
り」を開催します。「ひこね
梅あかり」では、初日に井伊

彦根城の桜満開を迎えまし
た！いろは松のお堀の景色も
絶景ですが、京橋口も桜を見
上げる形で咲いてて素敵です
空いてる空間がハート型♥️

古くから「お多賀さん」の名で
親しまれる滋賀県第一の大社で
す。日本最古の書物「古事記」
によると、この二柱の大神は神
代の昔に、初めて夫婦の道を始

京極氏の初代氏信が建立。京極
家歴代の菩提寺である天台宗の
寺。京極氏は、鎌倉中期に近江
で勢力を振るっていた近江源氏
佐々木氏から分かれ、家名は氏

参道の千体地蔵に迎えられる松
峰山金剛輪寺は「奈良の大仏さ
ま」を建立された聖武天皇の勅
願により、行基菩薩が天平13年

Cuisine Culture Experience Nature



ピックアップ指定した

旬な情報をトップ情報
として４件表示。その
中で順番に拡大表示

投稿した
最新情報を表示

すべての記事の中の
最新情報を６個表示

言語選択で言語ページ
を切り替え

自動翻訳によりページ
更新

名所スポット
（スポンサー等）

を表示
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Instagram or Facebook
各地のページで投稿
をサイトに自動作成

毎日最新情報で日々
サイトを更新

各カテゴリ別に地域の名所や
店舗、施設を紹介を掲載

店舗、施設が増えた時に追加



動画で十勝体験

彦根城をはじめとする彦根の町の歴史、伝
統、文化等、彦根の魅力を市内外に発信

グルメ・体験

Movie

ビア電仕様の車内で冷え
た生ビール（飲み放題）を
普段味わえない雰囲気で
お楽しみください。
皆さまのご乗車をお待ちし
ております。

滋賀県多賀町に、新しく
分譲住宅地がオープンし
ます！「社の里・神田（じ
んでん）」は、自然と文化
を楽しみ暮らすまち、フ
ロータウンをコンセプトとし、
お一人お一人のライフス
タイルにあった住環境を
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近江の歴史文化

水茎焼 陶芸は、滋賀県の近江
八幡と長浜にある 陶芸教室で
す! 初心者・プロ級どなたで
もお楽しみいただけます！お
気軽にどうぞ。

魚丸
彦根駅前に【旨い魚】を出す
居酒屋ができた！！ 最大60名
の宴会も可能！！ 季節の料理
と季節のお酒を！！

鮨.松
城下町の風情が残る袋町に寿
司の新名所が誕生。 市場直送
の新鮮な食材を使いた寿司や
多彩な一品料理をお楽しみい

井上仏壇（工芸体験＆工房見
学）
日本の伝統工芸である「彦根
仏壇」は、武具製作がルーツ
といわれ350年以上の歴史を誇

近江牛せんなり亭伽羅
古くから伝承された近江牛肉。石畳をくぐれば、
和の落ち着いたお座席にて牛肉料理に舌鼓。す
き焼きやしゃぶしゃぶ、ステーキはもちろんの
こと本格的な会席もお楽しみいただきます。
〒522-0064 滋賀県彦根市本町2-1-7 schedule
11:30〜14:30 / 17:00〜22:00
定休日：火曜日

祈りの場だった彦根城
かつて、イギリスの詩人バー
トン・マーチンは彦根城にの
ぼり、「彦根城にのぼると 小
人には琵琶湖がみえる 大人に

国宝・重文の宝庫 金剛輪寺
源義経、北条時宗など日本の
有名な武人が、武運必勝を祈
願をしたと伝わる歴史あるお
寺です。金剛輪寺の本堂

日本の天地創造のカミを祀る
多賀大社
イザナギノミコト・イザナミ
ノミコトの夫婦神を祀る神社
です。この二柱のカミサマ

日本の最も美しい場所31選 西
明寺
西明寺はアメリカのニュース
専門放送局・CNNのウェブ特集
において、厳島神社（広
島）、

日本最強のカミが護る伊吹山
近江最高峰の山、伊吹山（標高1377m）は日本
百名山のひとつです。日本古代史上の伝説的英
雄ヤマトタケルノミコトに勝利したのが伊吹の
カミでした。伊吹山は近江の象徴として古くか
ら人々の信仰を集める霊峰だったのです。
風光明媚を誇る山頂からは日本一大きい琵琶湖
と対岸の山々、日本アルプス、伊勢湾まで

初めての方でも簡単！
ご自分で打ったそばをお
持ち帰りいただけます
１こね（4～5人分）
2,160円(税込)



グルメ・体験など
の情報を

最新5個トップ表示

Instagram
の投稿を表示

近江の歴史文化
掲載。

最新5個トップ表示

最新の動画を表示
動画は効果大きい
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彦根ゆかたまつり
江戸時代の町並みを再現した
古くて新しい通り・夢京橋
キャッスルロードで開催され
るゆかたまつり。

多賀大社万灯祭
８月３日の薄暮、杉坂山(ご祭
神降臨の地)で御神火祭が行わ
れ、浄火が古式により切り出
されます。

八幡まつり（近江八幡の火祭
り）1000年以上の歴史を誇
り、で行われる祭で、毎年、4
月14、15に日牟禮八幡宮に奉
納されます。

2019年3月16日（土）〜3月17
日（日）、近江八幡市の日牟
禮八幡宮（ひむれはちまんぐ
う）で『左義長まつり』が行
なわれます。

ひこね万灯流し
灯籠に送り火の灯りを入れ川に流します。芹川
に約千個の灯籠が水面に美しく映え、幻想的な
夏ならではの風情が漂います。 各地に伝わる
先祖供養の行事のその起源は古く、孟蘭盆経に
因るとされ、門外に火を、川岸に灯ろうを点じ
て川に流し先祖の霊を慰め、送る行事です。

カミが宿る水
日本には、カミガミに食べ
物やお酒をお供えし、その
お下がりをいただくこと

彦根井伊家の始祖井伊直
政公ゆかりの
長松院（曹洞宗）にて禅を
体験いただけます。

【普段は体験できない袴姿で
伝統ある彦根の街を散策してみませんか？
袴姿の方だけのお得な特典や本物体験も
たくさん用意しています！！

飲む QUEST OHMI

酒（日本酒）は「神人共食」の主役です。そして、近江の酒
は伊吹山系・鈴鹿山系の美味しい水と良質の近江米、

きき茶体験

藍染・染織体験コース

創業宝暦六年の日本茶専門店。
希少品種の無農薬・有機栽培の近江政所茶のきき茶を楽
しめます。

近江上布・秦荘紬の伝統技術を伝えていくためにも、手軽
に藍染・機織りを体験できるコースを用意しています。伝統
工芸士が丁寧に指導させていただきますので、自分の作品
を織ってみようという方にお勧めです。
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歳時記・行事

商工会
文化協会



関連リンク
掲載

歳時記・行事
の情報を掲載。

最新5個トップ表示。

広告
などのリンク
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ピックアップ
情報を掲載。

最新5個トップ表示。



個店は
地域の魅力の一つ
個店に多言語対応を指導



個店は地域の魅力をアップするコンテンツとして紹介



郷土料理や特産物も魅力をアップするコンテンツとして紹介





ソーシャルメディアで

つながっていただけるとうれしいです。

飯島邦夫

Iijima Kunio

Kindle | Amazon 
販売中


