




これまでリアルで訪日をしていたインバウンドではあるが、コロナ禍によってリア
ルでの訪問ができないため、デジタル上（WebやSNS）でのインバウンドを引き起こ
し、そこで消費を生むことで経済の新たな活路を見出すための一つの手法として、
公益社団法人青年会議所のJCI東京２０２０特別委員会で作成したWeb上の仕組みの
こと。
具体的には の各システムを組み合

わせ、オンライン旅行をしながら買い物を楽しめるものを実施した。

デジタルインバウンドのイメージアニメーションとオンライン旅行のPRムービーの画像

動画は下記よりご覧ください。
日本語・英語版（アニメーション）
h�ps://youtu.be/uoW-o1j0Qoc
英語・中国語版（アニメーション・PRムービー）

h�ps://youtu.be/sAv6Hi5ixrE

。

大手旅行会社３社にヒヤリングを行った。２社においてはオンライン旅行は国内で
のみしか開催しておらず、海外については全く取り組めていなく、方法などを模索
しているところであった。
もう１社については９月から100を超える海外向けオンライン旅行を展開。ライブ
コマースや、オンラインでのショッピングとの連携については行っていなかった。
その他ライブコマース、越境EC会社へとヒヤリングをおこなったが全ての組み合わ
せを行うデジタルインバウンドと同等の仕組みを行っている会社はなかった。

https://youtu.be/uoW-o1j0Qoc
https://youtu.be/sAv6Hi5ixrE


海外の人たちに対して、日本のオンライン旅行を提供。そこで視聴者はデジタル
インバウンドとして日本にWeb上で訪問し、旅行中に出てくる品物を購入すること
ができる。
商品については公募により日本の事業者の出品希望者を募り、商品の品質、事業

者について、オンライン旅行のシナリオとの親和性を加味した上で、選定。結果28
社募集があり、18社採用という結果となった。

オンライン旅行 ライブコマース 越境EC
オンライン旅行をPCもしくはスマホなどで参加をしながら、ライブコマースで旅

行上出てきた物産を購入することができる。
今回は物産の文化的背景を説明した紹介ページを挟んだが、実際ライブコマースで
は直接カートに入れることができる機能などもあるので、そちらを利用するとより
UI(User interface※1）物産の購入率を上げることができるのではないかと考察する。
物産各種の紹介ページ（英語・中国語）

※1 User interfaceとはサイトの見た目や、使いやすさのことを指します。よくUI＝見た目、
と勘違いをしている方もいるかと思いますが、レイアウトや使用されている画像はもちろん、
文字のフォント、メニューやボタンの操作性などユーザーが目にするもの・操作するものす
べてが含まれています

https://www.digitalinbound.online/


※ライブコマースの有効期限が切れているため現在ライブコマースで購入することはできません。
下記よりご覧ください。

禅ツアーURL

h�ps://www.youtube.com
/watch?v=jPQ5zVi_avQ

浅草ツアーURL

h�ps://www.youtube.com/
watch?v=z9GGakVVlXc

当日LIVE視聴者数337人 アーカイブ 18,322view（8/17時点）

https://www.youtube.com/watch?v=jPQ5zVi_avQ
https://www.youtube.com/watch?v=z9GGakVVlXc


当日LIVE視聴者数801人 アーカイブ 8,909view

今後もオンライン旅行中に買い物ができるツアー
に参加したいかという回答に99.2%の方がYESと答
えた。
参加者自身の満足度も高く、今後よりブラッシュ
アップしたデジタルインバウンドツアーによりど
こにいてもツアーに参加できる文化となりうる。

今回購入しなかった人の理由として一番に挙げ
られたのが時間の短さだった。今後オンライン
旅行中に出す物品の表示時間やあとから見返す
ことができるページ誘導などの工夫が必要。
また２つ目の理由として魅力的な商品がなかっ
たという理由があげられ、こちらについては公
募などではなく、商業目的でその地にちなんだ
ものなどを選定していくことが必要だと考えら
れる。
３つ目については紹介ページを挟んだなどがあ
るため、前述したUIの改善により購入率を上げ
ていくことができると考える。



どんなオンライン旅行をしたいかというアンケー
トについては左のような結果となった。
オンラインだからこそ、通常のツアーでは叶わな
いこと（例えば、１日に色々な地域を回るなど）
も開催できるので、可能性はリアル旅行よりも広
がっているのではないかと考える。

△映像があればライブコマースを使い販売することが可能。LIVE配信、動画などいろい
ろな可能性あり。
上記の写真は、花火大会や地域ごとのお祭り。洋服屋さんなどでも動画で映像を撮り配
信が可能。各種スポーツ観戦などでも今後LIVEで商品が買える日も近いのではないかと
思っております。



18社中13社の72%が8以上を選んでおり、今後も参加していきたい事業者の率
は高い数値を示している。

公募により商品提供をしてくれた事業者に対して行った終了後のアンケート結果です。

魅力を感じた部分は特に越境ECへの連携であり、海外への販売が一つの魅力と
考え参画してくれた事業者が多かったとうかがえる。

今回のデジタルインバウンドへの参加費は無料だったが、実際広告宣伝費を参
加する上で払うとしたらという問いに対しては上記のような回答だった。
よって、デジタルインバウンドを提供する事業者は参加費として上記を踏まえ
た金額設定も可能であると伺える。



• 期間あたりの国別視聴者数はインドネシアが最も多く３５０７人で全体の４４％を
占める。

• 国内視聴者は６．３％にとどまり、視聴者のほとんどが海外からのアクセスである
ことがわかる。

• 英語での開催であったことから、幅広い国からの参加が可能となったことがわかる。
（全３０か国）

• 流入経路はFacebook関連が約９３％と大きな値を占める結果となった。



• 期間あたりの国別視聴者数はマレーシアが最も多く１４７５人で全体の５３％を占
める。

• 総視聴者数は、禅ツアーの３分の２程度となったが、これは中国語での開催のため
にターゲットが小さくなったことも想定される。

• また同様に言語を中国語とした影響か、参加国数も禅ツアーの３分の２程度にとど
まった。

• 流入経路はFacebook関連が約６０％と大きな値を占める結果となったが、禅ツアー
に比べると様々な経路からのアクセスがあったことがわかる。



• 当日の閲覧者総数は５６１人。ユニークユーザー数は３１７人。そのうち９８．
７％の人は5秒以上視聴しており、参加率は高い

• 各商品への総タップ数は、４８６０回であり、1人当り１５．３回のタップとなる。
紹介したアイテムは１５アイテムであり、ほぼすべてのアイテムをタップしてくれ
たと想定される

• ストック数は８１０回となり、1ユーザー当り２．５個のアイテムをストックしてい
る。さらにストックした商品紹介ページへは４２２回ジャンプしている。1人当たり
１．３回は紹介ページにジャンプした計算となる。

• 閲覧者の７１．５％がスマホからの流入であり、気軽に閲覧できていることがわか
る。一方アーカイブに比べると30％近いPCユーザーがおり、興味関心度の高い客層
が多いことが想定される。



• アイテムストック数の上位3つは、長泰寺、長泰寺納骨堂、3分着付け着物であり、
初めに出てきた3つのアイテムとなった。また、4番目、5番目は茶道講師、エンディ
ングへの出演メンバーと「人」への興味が高い結果となった

• 紹介ページへジャンプした数の上位もストック数と同様であり、最もジャンプ数が
多かったアイテムは3分着付け着物である。

• 遷移率をアイテムごとに比較すると最も高かったアイテムが和菓子の75％、次いで
仏具の64％となる。絶対数が多くはないものの、本当に興味がある人がタップして
いる状況がわかる。



• アーカイブの閲覧者総数は８４８５人。ユニークユーザー数は７７６０人。5秒以上
視聴者の率は６９％と、閲覧率はライブに比較すると落ち着いた数字となるが、ラ
イブに比較すると１８倍近くの閲覧者数となっている。

• 各商品への総タップ数は、１０４６４回であり、1人当り１．３回のタップとなる。
ライブに比べてアイテムタップ数は１０分の１近くの数字となった。

• ストック数は７１１回となり、約１０ユーザーに１回のストック数となる。さらに
ストックした商品紹介ページへは１６０回ジャンプしている。これは５０人に1人が
紹介ページにジャンプした計算となる。アイテムストック、URL遷移は、数、率とも
にライブの方が良い数字となった。

• 閲覧者の９４．８％がスマホからの流入であり、気軽に閲覧できていることがわか
る。

• また再生完了率は１％という数字であり、課題が残る結果となった。



• アイテムストック数の上位3つは、3分着付け着物、長泰寺納骨堂、茶器となり、ラ
イブとは違う日本独自のアイテムへのストック数が上位を占める形となった。また5
番目には抹茶となっており、お茶への興味関心の高さがうかがえる。

• 紹介ページへジャンプした数の上位は、最初に出てきている３アイテムが占める結
果となった。

• 遷移率をアイテムごとに比較すると最も高かったアイテムが仏像・仏具で41％とい
う数字である。一方アイテムストック数では３位となっていた茶器は、遷移率が6％
と課題を残す結果となった。



• 当日の閲覧者総数は１２２９人。ユニークユーザー数は６９１人。そのうち９７．
７％の人は5秒以上視聴しており、参加率は高い

• コメント数は８２６回であり、禅ツアーの１２７回を大幅に上回る。実際に動きが
多かったオンラインツアーならではの長所が活かされたといえる。

• 各商品への総タップ数は、５８１０回であり、1人当り８．４回のタップとなる。紹
介したアイテムは１５アイテムであり、約半数のアイテムをタップしてくれたと想
定される

• ストック数は１３０４回となり、1ユーザー当り１．９個のアイテムをストックして
いる。さらにストックした商品紹介ページへは６１８回ジャンプしている。1人当た
り０．９回は紹介ページにジャンプした計算となり、遷移率には課題を残す結果と
なった。

• 閲覧者の７５．３％がスマホからの流入であり、気軽に閲覧できていることがわか
る。一方アーカイブに比べると１５％近いPCユーザーがおり、興味関心度の高い客
層が多いことが想定される。



• アイテムストック数の上位3つ（アンケートを除く）は、雷おこし、名古屋ういろう、
おせんべいとなった。食への関心が高いことがわかる。また、次点には滝沢こずえ
選手が入っており、「人」への興味が高い結果となった

• 紹介ページへジャンプした数の上位３つ（アンケートを除く）は、名古屋ういろう、
滝沢こずえ選手、さかえやスーツとなった。

• 遷移率をアイテムごとに比較すると最も高かったアイテムが名古屋ういろうで５
８％という数字であり、次点がさかえやスーツの５５％である。禅ツアーと比較す
ると遷移率は低くなっているが、ユニークユーザー数は禅ツアーの２．１倍でも
あったことから、より多くの人にアプローチできた結果の数字であると想定される。



• アーカイブの閲覧者総数は２７２６人。ユニークユーザー数は２１８９人。5秒以上
視聴者の率は８５．４％と、閲覧率はライブに比較するとわずかに落ちたものの、
多くの人に視聴してもらえたことがわかる。

• 各商品への総タップ数は、５７１７回であり、1人当り２．６回のタップとなる。ラ
イブと比較しても総タップ数は大きな違いは見られなかった。

• ストック数は８０６回となり、約１０ユーザーに３回のストック数となる。さらに
ストックした商品紹介ページへは３０６回ジャンプしている。これは７人に1人が紹
介ページにジャンプした計算となる。アイテムストック、URL遷移は、数、率ともに
ライブの方が良い数字となったが、特に遷移率においては、ライブとの差が大きく
なった。

• 閲覧者の８９．５％がスマホからの流入であり、気軽に閲覧できていることがわか
る。

• 再生完了率は5％であり、禅ツアーの1.2％とは大きな差となった。２５％再生率の
段階で８％程度の差があり、動きが多かった浅草トリップの長所が活かされたと想
定される。



• アイテムストック数の上位3つは、お～いお茶、さかえやスーツ、雷おこしとなり、
ライブとは違いツアー初期段階に紹介されたアイテムに集中する結果となった。

• 紹介ページへジャンプした数の上位も同様にお～いお茶、さかえやスーツ、ついで
アイテムストック数では4位だった滝沢こずえ選手となっている。

• 遷移率をアイテムごとに比較すると最も高かったアイテムは滝沢こずえ選手で５７．
８％となっている。アイテムストック数が上位にいたおーいお茶、さかえやスーツ、
雷おこしはいずれも３５％程度の数字となった。



• ライブ配信においては、浅草ツアーの方が視聴数、ストック数、遷移数ともに高い
数字を示す結果となった

• 特にコメント数においては、浅草ツアーは禅ツアーに比べ６．５倍の数となってお
り、ライブならではの長所がより見られるツアーとなった。

• アーカイブについては、視聴数については禅ツアーが大幅に上回る結果となった。
ただし、アイテムストック、遷移率については浅草ツアーの方が高い数字を示す結
果となり、「購入」という観点まで考慮した際には、浅草ツアーの方がよりデジタ
ルインバウンドの狙いに近い数字になったといえる。

禅ツアー 浅草ツアー
比較

（浅草ツアー/禅ツアー）
総視聴数

5秒以上視聴数
（5秒以上視聴数/総視聴数）
ユニークユーザ視聴数

ユニークユーザ5秒以上視聴数
（ユニークユーザ5秒以上視聴数/ユニークユーザ視聴数）

いいね いいね数
コメント コメント数
タップ 総タップ数（総タップ数/ユニークユーザ視聴数）

TIGアイテムストック数
（TIGアイテムストック数/ユニークユーザ視聴数）

ユニークストック数
総ジャンプ数

（総ジャンプ数/ユニークユーザ視聴数）
ユニークジャンプ数

禅ツアー 浅草ツアー
比較

（浅草ツアー/禅ツアー）
総視聴数

5秒以上視聴数
（5秒以上視聴数/総視聴数）
ユニークユーザ視聴数

ユニークユーザ5秒以上視聴数
（ユニークユーザ5秒以上視聴数/ユニークユーザ視聴数）

いいね いいね数
コメント コメント数
タップ 総タップ数（総タップ数/ユニークユーザ視聴数）

TIGアイテムストック数
（TIGアイテムストック数/ユニークユーザ視聴数）

ユニークストック数
総ジャンプ数

（総ジャンプ数/ユニークユーザ視聴数）
ユニークジャンプ数

URL遷移

ライブ配信

アーカイブ配信

視聴

ストック

URL遷移

視聴

ストック



日 ページビュー セッション数 ユニーク訪問数 サイト直帰率 平均セッション時間 
6月28日 2 1 1 0% 0:00:46
6月29日 10 4 2 75% 0:00:46
6月30日 5 1 1 0% 0:01:50
7月5日 4 2 2 50% 0:00:29
7月6日 1 1 1 100% 0:00:00
7月7日 1 1 1 100% 0:00:00
7月8日 1 1 1 100% 0:00:00

7月12日 1 1 1 100% 0:00:00
7月13日 3 3 3 100% 0:00:00
7月14日 8 5 5 60% 0:00:37
7月15日 5 5 5 100% 0:00:00
7月16日 47 24 23 88% 0:00:16
7月17日 6 3 3 33% 0:00:31
7月18日 3 3 3 100% 0:00:00
7月19日 60 14 12 36% 0:01:17
7月20日 365 138 121 57% 0:04:46
7月21日 6 4 4 75% 0:03:17
7月22日 3 3 3 100% 0:00:00
7月23日 20 4 3 50% 0:05:49
7月25日 22 7 5 57% 0:04:21
7月26日 6 4 4 50% 0:02:24
7月27日 4 4 4 100% 0:00:00
7月28日 55 12 7 67% 0:03:04
7月29日 22 10 9 70% 0:00:45
7月30日 68 18 14 50% 0:04:39
7月31日 534 216 191 48% 0:06:19
8月1日 20 8 7 50% 0:03:31
8月2日 30 20 15 70% 0:02:23
8月3日 4 4 4 100% 0:00:00
8月4日 39 21 16 48% 0:02:40
8月5日 24 15 15 60% 0:01:53
8月6日 37 19 16 68% 0:01:03
8月7日 33 16 15 88% 0:01:39
8月8日 3 3 3 100% 0:00:00
8月9日 27 23 20 83% 0:01:11

8月10日 20 13 13 69% 0:03:00
8月11日 22 11 10 64% 0:03:21
8月12日 13 7 7 57% 0:01:31
8月13日 18 8 8 88% 0:00:25
8月14日 1 1 1 100% 0:00:00
8月15日 6 3 3 67% 0:00:55
8月16日 5 5 5 100% 0:00:00
8月17日 39 13 12 46% 0:04:21
8月18日 5 4 4 75% 0:00:31
8月19日 4 2 1 50% 0:08:16
8月20日 5 2 2 50% 0:01:06

期間あたり 1,617 687 606 70% 0:01:44

• 期間あたりの合計PV数は１６１７、セッションあたり約２．３ページの閲覧、
平均セッション時間は１分４４秒という結果だった。

• ピークは浅草ツアーを開催した7月31日で、PV５３４、平均セッション時間も
６分１９秒としっかりと閲覧してもらえていることがわかる。

• 禅ツアーを開催した7月20日についてもPV３６５と、ツアー当日の閲覧件数は
大幅に上昇する。（期間あたり平均と比較しても、１０倍～１５倍）

• ツアー終了後の閲覧数も一日あたり平均３０PVとなっており、アーカイブに
足を運んでくれる層が一定数存在する。



推進運動で行ってきたスケジュールです。

作成したチラシ

作成物としては、企画書、シナリオ、TIGリストの作成、広告やマーケティングの画像・文章
作成。シナリオについては下見を行い、シナリオ(案)にそってどの程度所要時間がかかるか下見
１回、軽いリハ１回を上記スケジュール以外で行った。
※TIGリスト（イメージ）については次ページに記載

日付 内容 掲載
月～ 月 ヒヤリング
月～ 月 企画（概要）・企画書作成・協賛企業・協力企業 決定

月 日 物品出店者公募開始
※エントリーシートなどの書類はマニュアル参考資料添付

月末 ツアーのシナリオ・当日役割組織図（案）作成完了
月 動画配信
月 日 オンライントリップ掲載商品選定開始 社中 社決定）

月 日 関係者（世界の 、協賛企業、協力企業）に対してツアー案
内開始

月 日 公募申し込み期限・利用 サイト決定（
、 等）

月 日 リハーサル（オンラインツアー２つ） 当日の出演者・関係者（撮影なども全て含む）を集めて実際のオ
ンラインツアーのシナリオに沿って開催

月 日 サイト登録完了 配送サンプル商品決定
月 日 禅ツアー 告知開始（ツアー１週間前）
月 日 禅ツアー 広告開始
月 日 禅ツアー（英語）
月 日 禅ツアーアーカイブ 広告開始
月 日 浅草ツアー 告知開始（ツアー１週間前）
月 日 浅草ツアー イベント作成広告開始 側で承認が降りず実施できず（理由は不明）
月 日 浅草ツアー（中国語）
月 日 浅草ツアーアーカイブ 広告開始

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000012.000073012.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000028.000073012.html%E2%80%8B


1

お寺入り口から
スタート(Live)

3分

〔商品候補〕

浴衣、和小物

2

市ヶ谷の街並み
(録画)

2分

〔商品候補〕

和菓子など

3

坐禅体験
(Live&動画)

20分

〔商品候補〕

座布団、ゴザ、
お香、鈴、
盆栽、置物

4

お茶体験

20分

〔商品候補〕

抹茶、お茶、茶器

ガイド：クリスアゴモ
（英語圏の黒人男性）

島崎秀定
（通訳案内士）

言語：英語

ターゲット：欧米
アメリカ:先進国の中でもマイン
ドフルネスや瞑想などが流行し
ており、どこまで消費を促せる
か検証
ヨーロッパ:日本の文化の発信に
関して文化を大事にするヨーロ
ッパ(英語はわりと通じる）に対
しても検証をする

坐禅や茶道を見ながら行ってもらう
体験型のオンライントリップ

今回これまでにないデジタルインバウンドでのオンラインツアーということから実
験的にタイプが異なり、ターゲットを変えたツアー２種類を開催することにした。
今回は
①英語圏、SDGsを意識した禅で、日本の空間を感じてもらう
②アジア（台湾）を意識した購買欲求層を意識した買い物ツアー



ガイド：滝沢こずえ
（冬季オリンピック候補者）

林佳慶
（在日台湾人）

言語：中国語

ターゲット：台湾（香港・中国）
台湾は非常に親日国であり、コロ
ナ禍において台湾から日本のサイ
トへのアクセスが非常に増えてい
る。
台湾の人たちが日本の情報への取
得への意欲から鑑みて、今回のト
リップは台湾をメインターゲット
として設定した。

浅草の下町を散策しながらの
食べ歩きツアー

1

浅草寺入り口
からスタート

〔商品候補〕
浴衣、和小物

2

人力車で
浅草散策
（食①）

〔商品候補〕
せんべい、

饅頭

3

仲見世
食べ歩き
（食②）

〔商品候補〕
和菓子、
和小物

4

浅草寺参拝

〔商品候補〕
浴衣、和小物

5

大黒屋(天ぷら屋)で
商品紹介

〔商品候補〕
抹茶、お茶、茶器



禅ツアーはビデオカメラ、浅草ツアーはスマホにて撮影を実施。

禅ツアー 浅草ツアー

電波が届かないなどの問題が起こらないためにTVUという無線によるポータブルタ
イプの映像伝送システムを使用。（背中に背負って接続）
こちらの映像をライブコマースで使用したTIGと連携をとって配信をした。

今回は海外の方々のアクセスを狙ったものだったため、視聴者が会員登録などが必
要のないTIGのライブ配信を使用した。
（TIGサイト: h�ps://www.paronym.jp/)

その他にも視聴者が会員登録できるサイト（英語などは対応なし）などもあるので、
ツールを目的に合わせて選定することが必要。
TIGについては下記のようなバーコードを当日LIVEに合わせてピッとすると10秒後に
LIVE画面上に商品が表示される。どのように進めるかはTIGさんがフォローに入って
くれるので安心です。

株式会社クレインアンドタートル担当者:中村
電話:070-1475-5341   メールアドレス: s-nakamura@crane-turtle.com

https://www.paronym.jp/


今回越境ECを計画した際に独自に輸送や決済の仕組みを作り上げるのは非常に難し
いことがヒヤリングによりわかった。よって、それらを安全に確実に実施をしてく
れるサービスを展開されているWorld shoppingさんとZenplusさんを使用させていただ
くことにしました。
・WorldShopping BIZ　・・・すでに日本のECサイトを運営している会社
・ZENPLUS ・・・日本のECサイトを運営していない、もしくはショッピングサイト
に掲載したい会社

一つのタグをサイトに埋め込むだけで言語対応をしてくれて、海外への発送
や決済対応などを全て対応してくれるサービスです。詳しい使い方は
WorldShopping BIZさんが教えてくださいます。
h�ps://www.worldshopping.biz/

株式会社ジグザグ担当者:営業担当
Tel:03-6712-7617 メールアドレス: wsbiz@zig-zag.co.jp

https://www.worldshopping.biz/


サイトへの登録項目が少なく、簡単に登録ができる。海外への発送や決済対応など
を全て対応してくれるサービスです。詳しい使い方はzenplusさんがサポートに入っ
てくれます。
h�ps://zenplus.jp/

ゼンマーケット株式会社 ZenPlus事業部 担当者：北川将一
電話番号：06-4560-4082   メールアドレス：kitagawa@zenplus.jp

https://zenplus.jp


Facebook広告を中心に実施した。
オンライン旅行を実施している東京トラベルパートナーズさんのアドバイスによる
とオンライン旅行については申し込みは１週間前からバタバタと集中するというこ
とだったので、１週間前にJCのFacebookページにより告知、メンバー数名による
シェアから開始をした。
禅ツアーの広告については３日前より開始し、Facebook広告を中心に行った。
時差の関係があるため、各国の時間設定の画像を作成し、それぞれの国で広告設定
をした。

禅ツアーについては広告は３日前、前日、当日と予約サイトに飛ぶように設定した。
それと世界のJCI関係者により当日337名が参加した。その後アーカイブを広告配信
したところ、18,322view（8月16日時点）となった。
今回広告をかけて意外だったのはインドネシアからの流入が多く、これによりアー
カイブの数字が伸びたと思われます。（データは8/4時点のもの）

広告のターゲット国は香港、モンゴル、マレーシア、フィリピン、マニラ、シンガ
ポール。年齢は25歳以上に設定。属性は代表取締役に絞った。
興味関心については、中小ビジネス、デジタルマーケティング、マーケティング、
オンラインショッピング、ショッピングモール、観光、小売業、ソーシャルメディ
アに設定。

※Facebookの広告設定方法はGoogle検索でさまざまな記載があるので参照していただければ
と思うが、こちらのサイトがわかりやすいので参考サイトとして記載をしておきます。
h�ps://growthseed.jp/experts/sns/facebookad-manual/

h�ps://dejimachain.jp/facebook-ad-howto/

https://growthseed.jp/experts/sns/facebookad-manual/
https://dejimachain.jp/facebook-ad-howto/


浅草ツアーについては禅ツアーによりアーカイブの広告配信の方が効果が大きかっ
たため、事前広告は前日の１日のみとし、アーカイブの広告に費用をかけることと
した。

広告のターゲット国は台湾、香港。年齢は25歳以上に設定。属性は代表取締役に
絞った。
興味関心については、中小ビジネス、デジタルマーケティング、マーケティング、
オンラインショッピング、ショッピングモール、観光、小売業、ソーシャルメディ
アに設定。

デジタルインバウンド費用
１つあたりの費用を記載しております。動画撮影に関しては外注しなければ費用は
かかりません。また広告費用は今回のものに使用したものですので、ご参考までの
金額であり、いくら使用するかは自由です。

項目 企業名 金額 備考

LIVEコマース配信費 (株)クレインアン
ドタートル 200,000円 浅草ツアーバージョン(スマホ撮

り)横撮りは40万円

動画撮影費用 (株)ドリーム観光 210,000円

TVU中継利用料 (株)ドリーム観光 50,000円

SNS広告費 Facebook 125,000円

合計 585,000円



世界のeコマース市場は2021年に合計
４兆８９００億ドルと予想されていま
す。この数字は今後数年間で成長す
ると推定されており、ボーダレスeコ
マースがオンライン小売業者にとっ
て有益な選択肢になりつつあること
を示しています。2年前、売り上げの
13.6％だけがオンライン購入によるも
のでした。今日、その数は2021年に
19.5％に達すると予想されており、2
年間でeコマースの市場シェアは
45.8％増加しています。成長は継続し、
2024年までに21.8％に達すると予想
されます。これは、わずか5年間で8.2
パーセントポイントの増加に相当し
ます。

令和元年の日本国内の （消費者向
け電子商取引）市場規模は、 兆円（前
年 兆円、前年比 ％増）に拡大し
ています。また、令和元年の日本国内の

（企業間電子商取引）市場規模は
兆円（前年 兆円、前年比

％増）に拡大しています。
また、 化率※1は、 で ％
（前年比 ポイント増）、 で

％（前年比 ポイント増）と増加傾
向にあり、商取引の電子化が引き続き進展
しています。

EC市場の売買に関わる人のうち、利用
端末がPCではなくスマートフォンとい
う人の割合は年々増加傾向にあります。
下記のグラフは、経済産業省発表の
『令和元年度 内外一体の経済成長戦
略にかかる国際経済調査事業（電子商
取引に関する市場調査）』より、直近5
年間のスマートフォン経由の市場規模
の推移です。



※現時点では公募が終了しているものもありますので、ホームページ等でご確認く
ださい。
• ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 ※ものづくり補助金
• 2021年 IT導入補助金
• 小規模事業者持続化補助金
• 市場開拓助成事業
• コンテンツグローバル需要創出促進・基盤整備事業費補助金
• 独立行政法人中小企業基盤整備機構による支援
• 外国語ホームページ作成（※平成30年度版のため終了。令和2年度の存在は未確認）
• 戦略的知財活用海外展開補助金

• ものづくり補助金は、「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」のことで、
生産性向上を目的とした画期的な事業に対して、補助金が交付されます。補助金上限額
は最大で1億円で、一般型の場合は最大1,000万円です。

• 中小企業・小規模事業者等が今後、複数年にわたって相次いで直面すると予想されてい
る働き方改革や賃上げなどに対応するための補助金です。

• この補助金の中に、「グローバル展開型」という、海外事業の拡大や強化を目的とした
支援があり、特徴は大きく3つあります。

•

•
•

• グローバルな製品やサービスの提供体制を構築する海外支店への外注費、機械装置・シ
ステム構築費

•

• 海外顧客に対して市場を開拓するためのもので、国内に補助事業実施場所があり、製品
の販売先の2/1以上が海外顧客が条件となる

•

• 訪日外国人観光客に対しての市場を開拓するためのもの。国内に補助事業実施場所を有
しており、サービスの販売先の2/1以上が「訪日外国人」であることが条件となる

•

• 外国法人と共同事業開発に伴う設備投資を行うもので、国内に補助事業実施場所を有し
ており、外国法人と行う共同事業開発の際に発生する設備投資に帰属することが条件と
なる

• ※これまで「ものづくり補助金」では対象とならなかった、海外での設備投資や、外国
法人との共同研究が可能となりました

• ■ものづくり補助金 URL:h�ps://portal.monodukuri-hojo.jp/

https://portal.monodukuri-hojo.jp/


東京都内に主たる事業所等がある、旅行業者、宿泊事業者、観光バス事業者

映像等により遠隔地にいながら旅行気分を味わうことができる商品

補助対象経費の２分の１以内で、 万円を限度とします。

ただし、

①令和３年６月 日（当日消印有効）までに申請し、令和３年７月 日までに完了する事業

及び

②令和３年 月 日（当日消印有効）までに申請し、海外向けに商品造成を行う事業

補助対象経費の３分の２以内で、 万円を限度とします（次の表の限度額が括弧内の金額と
なります）。

①商品造成経費
現地調査に係る経費、ニーズ調査に係る経費、受入
体制整備に係る経費 合計１００万円

②商品販売経費 広告掲載に係る経費、広報ツール作成に係る経費 合計１５０万円

実施に必要な経費（ツアー内で提供する動画作成、
多言語翻訳など）、添乗員やツアーガイド等の手配
に係る経費、
お土産等の商品（注２）を提供するための経費

１００万円③商品運営経費

１５０万円④コンテンツ作成経費
商品内で用いるVR等新技術を組み合わせたコンテン
ツ作成に必要な経費

（注１）アドバイザー経費も含みます。なお、各経費について注意事項がありますので募集要領等
をご確認ください。

（注２）オンラインツアー等の内容とお土産等の商品が関連している場合に限ります。

オンラインツアー造成支援補助金｜観光｜東京都産業労働局(tokyo.lg.jp)



貴社商品の サイト等を通じた海外販路拡大を支援します

事業
日本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ）

一度応募いただいた商品情報を、ジェトロが複数の海外 事業者等に

紹介します。全世界で 以上の海外 事業者等と連携しています。

２．商談がまとまった商品の輸出をサポートします
事業者や指定商社と連携し、必要な情報提供を行うなど、

輸出時のサポートをします。

３．商品販売時のプロモーションを支援します
商品販売時には、海外 サイト上で効果的なプロモーションを

実施します。

登録はこちら

事業の流れ

登録無料︕

1．海外EC事業者等との商談を仲介します



ジェトロ招待バイヤー専用カタログサイトで貴社商品を全世界のバイヤーへ

こんな企業様におすすめです
１．日本にいながら手軽に、じっくり、低コストで海外へのチャレンジを始めたい

２．商品の動画や画像を通して、商品の魅力を伝えたい
３．ジェトロが招待した意欲的なバイヤーに商品を紹介したい

登録はこちら

商品をJapan Streetサイトに掲載し、 
日本語と英語で世界中のバイヤーに紹介します
● 登録商品数は無制限で、いつでも商品の登録・追加が可能。

掲載時期も長く、お好きなタイミングで参加いただけます。
● 食品・日用品・機械など幅広い分野の商品を登録頂けます。

（※サービスは対象外です）
● ウェブサイトなのでバイヤーは日英以外の言語に変換して

時間 日閲覧できます。動画や画像、 も掲載可能で、
多面的に商品の魅力を できます。

● ジェトロの海外事務所より、日本の商品を求める各国・地域様々
な産業分野のバイヤーへ利用案内を行います。

バイヤーから引き合いがあった場合には、ジェトロが仲介し、
商談をサポートします
● バイヤーとの商談や取引に不安がある場合にはジェトロがサポー

トします。
● バイヤーからの商談やお見積りに関する第一報はジェトロが仲介

するため、スパムメールなどが直接届き悩まされる心配もありま
せん。

ジェトロの他事業との連携
事業や 事業を始めとするジェトロの他事

業と連携しているため、一度の登録で効率的に複数事業にご参加いた
だけます。

登録無料︕



＼開発不要！日本向けの サイトのまま／
海外販売が最短 日で開始できる越境 支援サービス

「 ワールドショッピングビズ」

【サービスの概要】
「国内 事業者」と「日本の サイトで買い物を楽しみたい海外在住の生活
者」双方を支援する越境 支援サービス。国内の サイトは タグを
一行設置するのみで、海外販売に必要な言語対応・決済対応・発送業務を月額

円でまるごとサポートする。

【特徴】
越境 支援事業
国内 事業者向けの海外販売支援『 』
海外から日本の商品を購入可能にする海外ショッピング支援『 』

【導入事例・今後の展開】
現在日本の サイト サイトに導入済みで日々増加中です。今後は拠点を拡大
し、海外通販事業者と世界中のユーザーを結ぶ事業モデルに発展予定。

https://www.worldshopping.biz/

【株式会社ジグザグ】

【スキーム図】

https://www.worldshopping.biz/


【開発者の声（ここが自慢、こだわり、エピソード）】
・代表の仲里が米国の サイトで物が買えない（決済できない・日本へ配送
していない）実体験をきっかけに越境 サービス開発を志し、挑戦が始まり
ました。
・自社 サイトに専用の タグを 行設置するだけで、最短 日で世
界 ヵ国向けの越境 販売対応がスタートできるのが強みです。
・海外不正決済の防止機能など、サービスに関する特許を 件取得済みです。

【お客様（利用者）の声（エピソード、使用した感想）】
・低コスト（初期 万円、月額 千円ともに税抜）で海外販売にチャレンジで
きるのはありがたい。
・海外テストマーケの位置づけで始めたが、実売につながっており国内販売よ
りも購入点数が多く、購買単価も高いので を導入して良
かった。
・販売国やアクセス履歴などが可視化された「ショップダッシュボード」が提
供されるので海外戦略に活かすことができるのも嬉しい。

https://www.worldshopping.biz/

海外アクセス・販売状況を可視化する
ショップダッシュボード画面

ユーザインターフェイス

https://www.worldshopping.biz/


https://zenplus.jp








https://seller.zenplus.jp/signup






https://zenplus.jp


これを元に英語のツアーと中国語のツアーを開催することにした
0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000

英語
中国語

ヒンドゥー語
スペイン語
フランス語
アラビア語
ロシア語

ポルトガル語

千

（英語圏（英米豪居住）に住む20～69歳の男女、合計122名）



https://news.yahoo.co.jp/articles/1e9dd4dd6aba7296f84af42577d2394c09458c36
https://news.goo.ne.jp/article/bcnretail/trend/bcnretail-235468.html
https://news.nicovideo.jp/watch/nw9619417
https://www.excite.co.jp/news/article/BcnRetail_235468/
https://www.bcnretail.com/market/detail/20210719_235468.html?fbclid=IwAR28T2BU5_BFK9FMETkUF4COqKWPknQ_LwskUAbLR8RMjN4SW5LwUoI2dSo
https://portalfield.com/news/net/1806087
https://banker-life.com/2021/07/19/%E8%B2%B7%E3%81%84%E7%89%A9%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%E8%A8%AA%E6%97%A5%E6%97%85%E8%A1%8C%E3%80%817%E6%9C%88%E3%81%AF%E7%A6%85%E3%81%A8/
https://japanevents.assistance.tokyo/%E8%B2%B7%E3%81%84%E7%89%A9%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%E8%A8%AA%E6%97%A5%E6%97%85%E8%A1%8C%E3%80%817%E6%9C%88%E3%81%AF%E7%A6%85%E3%81%A8/


日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）
日本オリンピック・アカデミー（ＪＯＡ）
東京都オリンピック・パラリンピック準備局
各国大使館
日本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ）
一般社団法人インバウンドビジネス協会
三越伊勢丹ニッコウトラベル

GINZA SAKAEYA
https://www.zds.cc/information/
company/

 

株式会社伊藤園
https://www.itoen.co.jp/

株式会社カリフォルニア工務店
https://www.cal-co.jp/

カレッジコンサルティング株式会社
https://info.gbiz.go.jp/hojin/ichiran

株式会社フォーカスシステムズ
https://www.focus-s.com/focus-s/ 

株式会社新正堂
https://www.shinshodoh.co.jp/

https://www.zds.cc/information/
https://www.focus-s.com/focus-s/%E2%80%8B
https://www.itoen.co.jp/
https://www.cal-co.jp/
https://info.gbiz.go.jp/hojin/ichiran
https://www.shinshodoh.co.jp/


一般社団法人東京ニュービジネス協議会

一般社団法人インバウンドビジネス協会
東京商工会議所青年部
株式会社クレインアンドタートル

GINZA SAKAEYA
h�ps://www.zds.cc/informa�on/c
ompany/

株式会社シー・アンド・アール
h�p://www.c-and-r.jp/

株式会社三越伊勢丹ニッコウトラベル
h�ps://www.min-travel.co.jp/

https://www.zds.cc/information/company/
http://www.c-and-r.jp/
https://www.min-travel.co.jp/
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