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「365ASAKUSA」で
SNSと連携した多言語webサイト

浅草のインバウンド集客の秘密は
魅力的な情報拡散だ

飯島邦夫

一般社団法人 日本インバウンド連合会 訪日ソリューション部会長



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）



＃集客革命

９１カ国言語の予約連絡を自動翻訳で日本語コミュニケーション

＃集客革命は、店舗情報の多言語による発信と、多言語コミュニケーションに

よるネット予約、デポジットのネット決済でお客様の確実な来店をお手伝いしま
す。

来店時には多言語メニュー表示と、キャッシュレス決済により、会話によるお客
様にストレスのを与えない接客を実現します。



１０年前まで

浅草はまったく

注目されてなかった



なにもしないと誰も来ない

江戸時代
浅草寺御開帳
三社権現御祭礼

明治、大正
興業街として



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



8

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



・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
運用開始
コミュニケーションを優先



▪ 動画は↓

▪ https://youtu.be/DTyrKLe62Bg





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







個店は
地域の魅力の一つ
個店に多言語対応を



個店は地域の魅力をアップするコンテンツとして体験を紹介



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





検索順位を上げる唯一の方法
検索エンジンに評価されるWEBサイトとは

常に最新情報が掲載され、その分野の専門家サイト

① 検索したユーザが、その検索を終わらせるコンテンツであること
(直帰率が低いこと）

② その分野のコンテンツが継続的に蓄積し続けること
(Instagram記事をWEB転載）

③ そのコンテンツがシェアされて新規ユーザに閲覧されること
(URL付き記事をTwitterへ投稿)



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



店舗紹介サイトが専門家になるのポイント

✥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





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



深大寺
東京都調布市にある寺
院です。天台宗別格本山
で、正式名称は浮岳山昌
楽院深大寺、厄除元三大
師でもあります。広さは旧
寺領でもあった神代植物
公園とあわせて46万平方

新選組組長の近藤勇の
生家跡の神社に産湯の
井戸があります。 生家
は全くありませんが新選
組ファンなら訪れるべき
場所です

はじめての調布 イベント・行事 グルメ ショッピング ビューティー 文化体験 名所スポット 今日の調布

今日の調布

天然温泉 仙川 湯けむりの里
日本初の高濃度炭酸泉 電気
マッサージ風呂をはじめとする
バラエティ豊かな12種類の湯舟
が特徴の温浴施設です。

名所スポット

こんにちは！
4/6.7大感謝祭です！
ぜひ皆様お越しくださいま
せー！
ありがとうございます！

こんにちは！
4/6.7大感謝祭です！ぜひ皆様お越しくだ
さいませー！
ありがとうございます！

『調布の街で初となる本格的
なタピオカドリンクのお店
を！』を目標に2018年8月に宝
珠庵をオープンいたしました。

<トータルセラピー>（2時間）
が今なら☆10％off☆ 両手首
の脈から、状態を読み取り、
今のあなたに必要なトリート
メント、吸い玉、オラクルカ

GW中の店売りも、休まず営業
いたします。5/4（土）も、通
常通り13～16時に工場にて販
売いたします。連休中も、ラ
スター麺で楽しんでください

世界に一つだけのオリジナル
オーダーメイドケーキで大切
な人のお祝いをしませんか？
お子様が描いた夢のケーキの
実現化や、キャラクター、

新装開店「深大寺そば きよ
し」この道50年の職人を迎え、
メニューも一新いたしました。
「天ざる」はもちろんですが、
「きよし」におい

「あめやは、武蔵野の深い緑に
囲まれた「深大寺」におまいり
の皆様のお休み処でございます。
どうぞお気軽にお立寄りくださ
いませ。

味の素スタジアム
「味スタ」の愛称で親しまれて
いる「味の素スタジアム」。そ
の主役は、手入れの行き届いた
美しい天然芝のフィールドと多

ラグビーワールドカップ2019
日本大会日本大会｜開幕戦｜
《日本 VS ロシア》東京(味の
素)スタジアム

FOOD ＆ DRINK



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
（調布の名所）

を表示
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店舗や最新情報や地域の情報を
Instagram or Facebookページで投稿
転載したページをサイトに自動作成
毎日最新情報で日々サイトを更新

各カテゴリ別に店舗名所を
紹介するページを掲載

掲載店が増えた時だけ追加





店舗単位の
多言語
コミュニケーション
提供サービス

★お店の多言語サイト
作成をサービス
多くの訪日観光客に情報を届ける

★多言語メールを翻訳
サービス
予約問い合せを日本語で提供

91カ国言語サービス



インバウンド
観光客に情報を届ける COPYRIGHT 2018 EWILJAPAN. ALL RIGHTS RESERVED



フランス語の
予約問い合わせメールが

日本語に翻訳されて届く

日本語の
予約返信メールが

フランス語に
翻訳されて送られる

多言語からの予約問い合わせを自動で翻訳！
日本語で読めて、日本語で返事を返せるので安心



日本語でメールするだけなので短時間で返信



多言語メニューをタブレットで表示
言語を使わず短時間で接客可能

日本語

韓国語 英語

中国語

来店したお客様に多言語メニューをタブレットで提供
画像と使っている素材を多言語で表示できるので

宗教上の戒律やアレルギーの方でも安心
注文時にかかる従業員の時間短縮



リ
ア
ル
タ
イ
ム
記
事
翻
訳

予
約
問
合
せ
翻
訳

店舗概要や商品/メニューを日本語でスマホから記事が登録
↓

表示させたい言語を選択するだけ。
↓

その言語を使う国のGoogle検索に最適化

予約問合せを自動で翻訳し、日本語で読めて、日本語で返信できる

…

多
言
語
メ
ニ
ュ
｜

来店したお客様にタブレット多言語メニューを提示
↓

お客様が自国語でメニューを表示してオーダーへ





ご静聴ありがとう
ございました。

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


