
Nam dapibus, nisi sit amet pharetra consequat, enim leo tincidunt 

nisi, eget sagittis mi tortor quis ipsum.  
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PUBLIC SAFETY 

ADVISOR 
日本の世界遺産とは 日本の世界遺産とは 

» ・知床 - (北海道) 
・白神山地 - (青森、秋田) 
・平泉－仏国土（浄土）を表す建築・庭園
及び考古学的遺跡群 - (岩手) 
・日光の社寺 - (栃木) 
・小笠原諸島 - (東京) 
・富士山－信仰の対象と芸術の源泉 - (静岡、
山梨) 
・白川郷・五箇山の合掌造り集落 - (岐阜、
富山) 
・古都京都の文化財 - (京都) 
・古都奈良の文化財 - (奈良) 
・法隆寺地域の仏教建造物 - (奈良) 
・紀伊山地の霊場と参詣道(通称：熊野古
道) - (和歌山、奈良、三重) 
・姫路城 - (兵庫) 
・石見銀山遺跡とその文化的景観 - (島根) 
・原爆ドーム - (広島) 
・厳島神社(宮島) - (広島) 
・屋久島 - (鹿児島) 
・琉球王国のグスク及び関連遺産群 - (沖縄) 
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PUBLIC SAFETY 

ADVISOR 

日本の世界無形文化遺産は 日本の世界遺産は 

無形文化遺産
は22件 

世界遺産は
17件 

4 



PUBLIC SAFETY 

ADVISOR 

世界で観光客数が1番 
の国は 

世界で観光収入数が1番 
の国は 
 

フランス アメリカ 

http://goo.gl/eFNJH 

フランスの世界遺産は42箇所 
無形文化遺産は4つ 
観光収入は約816億円（2012年） 

アメリカの世界遺産は11箇所 
でも観光収入は 
約1,156億円（2012年） 
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日本は本当に観光立国？ 

世界の行きたい国ランキング25位 

日本は 
どこ？ 



トリップアドバイザーが選出する2013行きたい都市 

ベスト25 

1. フランス、パリ 

2. アメリカ、ニューヨーク 

3. イギリス、ロンドン 

4. イタリア、ローマ 

5. スペイン、バルセロナ 

 

6. イタリア、ベニス 

7. アメリカ、サンフランシスコ 

8. イタリア、フローレンス 

9. チェコ、プラハ 

10.オーストラリア、シドニー 

11.ドイツ、ベルリン 

12.トルコ、イスタンブール 

13.タイ、バンコク 

14.アメリカ、シカゴ 

15.日本、東京 

16.南アフリカ、ケープタウン 

17.ブラジル、リオデジャネイロ 

18.アルゼンチン、ブエノスアイレス 

19.メキシコ、マラケシュ 

20.ロシア、セントペテルスブルグ 

 

 

 

21. 中国、北京 

22. 中国、上海 

23. カンボジア、シエムリアプ 

24. タイ、チェンマイ 

25. ニュージーランド、クイーンズタウン 

  

 

http://www.tripadvisor.com/ 

http://www.tripadvisor.com/


PUBLIC SAFETY 

ADVISOR 2019RWCとは 日本全国が会場です 

» 2019年3月に完成予定の新国立競技場
がメインスタジアム 

» 現在56の自治体（19都道府県、37市
町村）が開催地候補 決定は2015年3
月ごろ 

» 現在、新国立競技場の他、秩父宮
（東京）、日産スタジアム（横浜）、
長井（大阪）、トヨタ（名古屋）、
札幌、神戸、福岡、仙台などのスタ
ジアムが候補にあがっています 

» 2015年大会を開催するイングランド
では280万枚のチケットが販売され、
37万5千人の海外からの訪問者が予想
されています 

» 2015年のラグビーワールドカップ終
了後からラグビーファンやメディア
が日本にやってきます 
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PUBLIC SAFETY 

ADVISOR 東京オリンピックの経済効果 中心は都心の8キロ圏内 

» 2012年ロンドンオリン
ピック・パラリンピック
には68万人の外国人がロ
ンドンを訪れました 

» 2020年の東京オリンピッ
クでは選手村、メディア
センターを含む39の会場
のうち30会場が東京都心
の8キロ圏内に位置して
います 

» 2016年のリオ五輪終了後
から外国の人が沢山東京
にやってきます 

9 



1. The world‘s most sophisticated railways 世界1洗練された東京メトロ 

2. The Emperor will see you now 天皇陛下に会える 

3. Tongue-gasmic food porn 魅力的なデパ地下は食べ物のギャラリー 

4. Street crossings are like a battle scene from “Braveheart” 渋谷のスクランブル交差点は「ブ
レーブハート」の戦闘場面みたい 

5. Youth fashion stores by the hundreds 原宿・渋谷・表参道・青山は世界1のファッションエリ
ア 

6. Sky-high one-upmanship ギネス認定 世界1のタワー、東京スカイツリー 

7. You can eat dirt 五反田ヌキテパ、大地の恵みの魚介と野菜のフレンチ 

8. More Michelin stars than anywhere else どこよりも多いミシュランレストラン 東京は世界
のグルメの首都 

9. The electronics stores are like theme parks 電気屋さんはテーマパークみたい 

10. You can commute to the mountains ミシュランでも有名な高尾山で山登りと蕎麦を楽しむ 

11. Earth‘s biggest fish market is in its best sushi neighborhood 世界最大の魚市場と新鮮なお寿司 

12. Even the serious museums are weird 宇宙船のような外観に江戸の街を再現した江戸東京博
物館 

13. Take me out to the ball game (again and again ...) 1つの都市に2つの野球チームがあるのは、
東京、シカゴ、ソウルだけ 

14. You‘ll never want for expensive antique robot toys アニメファンの殿堂、まんだらけコンプ
レックス 

15. The K-Pop boom is old news 世界を先取りKポップ発祥の地は新大久保のコリアタウン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://goo.gl/oaBKZ 
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http://www.nequittezpas.com/main.html
http://www.mandarake.co.jp/shop/index_cmp.html
http://www.mandarake.co.jp/shop/index_cmp.html
http://goo.gl/oaBKZ


2014-2015 

•外国人観光客を
おもてなし 

•準備期間 

•インフラを整え
る 

2015-2019 

•ラグビー 

•ワールドカップ 

2016-2020 

•オリンピック 

•パラリンピック 

2020- 

•観光立国日本 

•世界中のお客様を
おもてなし 

11 

世界遺産 

安全な都市 

グルメ天国 
快適 

インフラ 

グローバル 

情報発信 



PUBLIC SAFETY 

ADVISOR 

どうやって 
探すの? 

やっぱり 
インターネット検索 
 

Booking.com？ 
http://www.booking.com/ 

1ヶ月間で1億人以上が検索 
ほとんどが英語での検索です 

 

ホームページ？ 
クチコミサイト? 

SNS? 

12 

http://www.booking.com/
http://www.booking.com/


PUBLIC SAFETY 

ADVISOR 

外国語ホームページ 

での告知 

外国語クチコミでの 

広がり 

外国人観光客の 

誘致 

» 英語でインターネット検索さ
れるサイトを作ろう 

» 定期的に更新して情報を発信
し続ける 

» 外国人が求める情報を発信 

外国語ホームページの制作 

クチコミサイトに登録 
Booking.com？ 

http://www.booking.com/ 
 

13 

http://www.booking.com/


• 外国人がわかるサイトです 
• 外国人が好むデザインです 
• ただの翻訳だけではない 

• 国際的なマーケティングの専門家
が監修します 
 
 

• ホスピタリティ業界に特化したテンプレート
を使用 

• 日本語の内容を提供するだけでマーケティン
グの専門家が生きた外国語化を実現します 

• 毎月更新することで常に情報を発信し続けま
す 

• 海外の旅行サイトやFacebookと連動します 
 
 

14 



15 

» ウェブサイトは欧米のホーム
ページの下請けを一手に引き受
けているインドで制作していま
す 

» 日本人の納得するクオリティま
で日本のIT専門家が監修してい
ます 

» インドは世界のITシェアの50％
以上を持つIT大国です！ 

» 海外の人に好まれるデザインテ
ンプレートをご用意しています 

» 最先端の外国語ホームページを
作成します 

» 外国語のSEO対策も実施できます 

» 外国語化はその国のネイティブ
スタッフが担当します 



PUBLIC SAFETY 

ADVISOR 

英語で 

おもてなしの 

接客 

日本のおもてなし 

経験 

リピーター 

口コミの広がり 

» 2002年FIFAワールドカップなどでお客
様は外国人ばかりに変身した旅館 

» 1998年長野オリンピックをきっかけに
外国人客が急増のプチホテル 

» 30年も外国人客に喜ばれ続けている谷
中の家族経営の旅館 「澤の屋」 

今すぐ使える実践英語研修 

ホームページや 
クチコミサイトに 
レビューを集める 

16 



オンラインの 
語学研修で学び、 
外国人観光客を接客しよう！ 

 ネイティブの先生から生の外国
語を学べます 

 テキストは目的に特化した今す
ぐ使える実践語学レッスンです 

 生徒一人ひとりが先生と対話し
ながら生きた実践英語を学べま
す 

 教室には、日本語を話すサブの
先生が、スムーズなレッスンの
流れをサポートします 

 出欠、成績、テスト、モニタリ
ングなど必ず効果が出る語学教
育を提供します 

17 多言語 語学教育 社員研修 

最新の 

テクノロジーで
実践語学研修を 

ネイティブの先生が今すぐ使える語学教育をします 

日本語を使ってサブの先生が 
教室でサポートします 



先生から： 
今すぐ使える外国語レッスンをします 

生徒から： 
生の英語をリアルタイムで学びます 

18 

日本語を話す 
サブの先生がお手伝い 



経営者のために： 
今すぐ使えるビジネス交渉レッスンを行います 

社員のために比較してください： 
勉強しても上達しない⇔実践ビジネス英会話レッスン 

19 

忙しい経営者の 
時間に合わせて 
レッスンできます 

目的に合わせて 
レッスンを特化します 
経営者のための 

今すぐ使える英語会話です 

勉強の成果は 
成績表で提出 

卒業・終了証書
も成果に合わせ

て発行 

出欠、成績、テスト
などを全てレポート
提出しますから 
費用対効果を確認 

必ず結果を出す 
実績があります 



20 

グローバル企業の社員教育にも 
採用されています 



21 

★グローバル人材を沢山輩出しています！ 
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多言語 

ホームページ 

地域の 

観光促進 

商店街の 

活性化 

サービス産業 

の振興 

助成金を 

活用して実施 

多言語 

語学研修 

産業を支える 

人材確保 

グローバル 

人材育成 
成長機会に 

対応した 

人材育成 

助成金を 

活用して実施 

オリンピック
関連 

人材育成 観光促進 

利用可能な 
助成金 
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2020東京 

オリンピック 

競技場近くの商店街 

役員会で2020年までに 

外国人観光客誘致を討議 

地元行政に相談 

助成金制度を 

紹介してもらう 

外国語ホームページ作成で 

地域活性化実現の 

助成金申請 

多言語ホームページ作成 

商店街会員の 

地域振興と 

人材育成の 

助成金を紹介してもらう 

商店街店主・従業員向け 

週1回の 

語学研修を実施 

6か月―1年以上 

外国人観光客に対応 

できる商店街を形成 

ホームページの効果と 

外国人向けおもてなし 

効果で集客倍増 
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PUBLIC SAFETY 

ADVISOR 

ワールドカップ、オリンピック・パラリンピックを通して、

日本が真の観光立国になり、 

世界中からのお客様の集客を応援します。 


