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価値ある連携で、旅行業界の未来へ2020
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吉田文（以下、吉田）　2019 年度から東

京観光レップを担当させていただいていま

す。今日は 1 年を振りかえって、2020 年

度につながるご意見をいただければと。

安田正俊（以下、安田）　あっという間の

1年でしたね。

吉田　そもそも弊社を選んでいただいた決

め手は何だったんでしょう？

安田　東京都では、観光産業振興を総合的

に展開するため「東京都観光産業振興実行

プラン 2018」を策定しました。ここでは

外国人リピーター数を 2020 年に 1500 万人

とする目標をたてています。訪日リピータ

ーが多く、訪都率に伸び代を期待できる国

・地域で、まだレップを設置していないア

ジア圏に台湾があったんです。

吉田　設置においては公募制でしたね。

安田　複数の応募をいただいたなかで、御

社が提案されたプロモーションや現地の旅

行会社との共同事業が優れていたこと、ま

た台湾で 30 年近く旅行業界と関わってこ

られた実績など総合的に審査した結果、お

願いすることになりました。

吉田　ありがとうございます。東京都の台

湾での認知度を今まで以上に上げるため、

できるかぎりのプロモーションを盛りこみ

ました。

安田　それまでの台湾との関わりは台北市

における観光 PR や ITF（台北国際旅展）

への出展、教育旅行の誘致活動ぐらいでし

た。でもほかの自治体のみなさんはすでに

台湾に力を入れていらっしゃっていたの

東京の「伝統と今」を広めるため
ワンチームで突き進んだ 1 年
東京観光財団（TCVB）の台湾事務所として
レップ事業を担う NEXT T.C.。窓口として部署を率いる吉田が
1 年間の苦楽を TCVB の担当者、安田氏と語りあう。

スペシャル対談

NEXT T.C. X TCVB
認知度を上げるための
さまざまな手法を提案
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『愛玩客』で東京特集

で、どんな PR 活動をしていけばいいのか

と考えた時、御社の提案は多岐にわたって

いたうえ、我々が求めている内容だったの

が大きいですね。

でのラフティングや、おしゃれなカフェ、

御座船などで撮影していただき、それぞれ

の施設に対しての番組スタッフの方々の生

の声が伝わってきたのは発見がありました。

吉田　この番組の撮影で、この 1年のなか

での最大のピンチがありましたね（笑）。

安田　そうそう（笑）。

吉田　撮影の 3日前に急に東京都から撮影

NG の施設が出て。でも日本はお盆休みで

安田さんは山の中なうえ、台湾も台風休み

で。「どうしよう、安田さーん！」と、不

安を抱えながら LINE を送り続けました。

安田　その日は山梨県の甲斐駒ヶ岳にいま

して。数年前までは電波も届かない場所

で、時々受信できるLINEで相談しましたね。

吉田　決めていただいてからすぐに雑誌へ

の出稿があって……。

安田　それからプロモーション動画の作

成、テレビ番組の撮影と、夏まではメディ

アの露出が続きましたね。台湾の旅バラエ

ティ番組『愛玩客（アイワンクー）』の撮

影のために、吉田さんにはロケ地の候補出

しや、アポ取りをしていただいて。御岳山

交通広告でジャック

プロモーション動画を制作

上：MRT（台湾の地下鉄）駅のなか
でも交通量が最も多い西門駅に掲示
したフォトコンテストのポスター。
対面には根津神社とチームラボを組
みあわせ「Old meets New」を表現
したポスターが。下：台北から中部
や南部へ走る長距離バスには、東京
ブランドのキービジュアルをラッピ
ング。9月から 2カ月間実施した。

東京の「新しい場所」「伝統や文化を感じる
場所」そしてこれら新旧を合わせた 3パター
ンの動画を制作。ITF での放映や旅行会社の
Facebook への投稿で東京のイメージを伝え
た。現在はYouTube で観ることができる。

人気旅バラエティ番組では、MCの 2 名がガイドとな
り、東京のおすすめスポットとグルメをそれぞれ紹介。
2週にわたって放送された。YouTubeでも閲覧できる。

吉田 文
Fumi Yoshida

私 の 必 殺 仕 事 道 具
「提出書類を作るパソコン
仕事も多いので身体が硬く
なりがちです。そんな時に
は、これでコリをほぐしま
す。営業部みんなで色違い
を持っています」

青森県出身。大学では中国語学科に属し、在学中に
中国・天津へ留学。卒業後は日本企業に勤めたのち、
2013 年より台湾在住。台湾人の訪日インバウンド事
業に携わり、2018 年に当社へ。2019 年 4 月より東京
観光レップ台湾事務所の窓口を務める。

撮影 3日前に勃発した
最大のピンチを切りぬける
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吉田　LINE を見ていただけて、代替案がま

とまり撮影に間に合ったのは奇跡でした。

フォトコンテスト開催

課題のひとつです。フォトコンテストでは

投票者からのコメントがあり、みなさんの

間でさまざまな意見交流が広がるなかで東

京に関心を持ってもらえるという、とても

いい企画だったと思います。

吉田　私も「やっぱりここに行くんだ」

「こんなところへ行くの？」という勉強に

なりました。柴又は意外でしたね。

安田　交通広告は目に触れてもらうことが

重要ですので、交通量の多いところに出す

のが定石です。

吉田　台湾の渋谷といわれる西門駅の 6番

出口の両面にポスターを掲示しました。片

面は「Old meets New」、もう片面はフォ

トコンテストの内容のものを。何回か通り

吉田　ITF もお手伝いさせていただきまし

た。こちらへの参加は慣れていらっしゃい

ますが、我々はお役に立てましたか？

安田　東京ブースを訪問する方に PR をす

がかったんですけど、立ち止まって写真を

撮っている人がけっこういたので「ほぉ

ー」と。生の実感もありました。

安田　バスラッピングは長距離バスにでし

たっけ？

吉田　台北発で中部や南部へ行くバスです

ね。台北以外の方にも東京のことを知って

いただけたかと思います。

安田　ふだん頻繁に訪問して PR できない

中・南部のエリアへ走っていってくれたの

はよかったです。

安田　2 カ月間にわたるフォトコンテスト

開催も印象深い施策でした。

吉田　台湾人は写真を撮るのもシェアする

のも好きですから。東京の写真を特設サイ

トに投稿してもらい、好きな写真に投票も

してもらうことで東京を盛り上げられたら

と企画しました。投稿数はのべ 1035 件で

投票数は 4万 385 件にのぼりました。優秀

賞の 4作品は安田さんが選ばれましたね。

安田　東京都の観光におけるスローガンは

「Old meets New」なので、そちらに沿っ

た作品をという視点で選びました。我々は

PR 事業をさまざまに行っていますが、受

け手のみなさんの反応がわかりづらい点が

台湾人を対象に「你鏡頭下的東京（あなたのレンズに映った東京）」と題した特設サイトを開設し、
写真の投稿を募った。上記は優秀賞のなかの 1点である、千鳥ヶ淵の桜。計 19 名が入賞し、東京
都と民間企業が共同開発する「東京おみやげ」が贈られた。

るだけでなく、レップの存在をアピールで

きたことは大変有意義だったと思います。

ITF 終了後も台湾で東京を PR していく基

盤が広がっていったことを実感しました。

吉田　次回はもっとお客様に食いこんでい

きます（笑）。

安田　ITF でどんどんネットワークを広げ

ていって、東京の情報が発信されていくよ

うにお願いします。

吉田　はい！　頑張ります。

安田　ほかにもセミナーやファムツアーも

開催していただきました。スケジュール調

整が大変でしたね。

吉田　ファムに関してはかなり綿密に連絡

を取りあい、細かく詰めていきました。

安田　吉田さんはレスポンスが速いので助

かっています。

吉田　それは安田さんの影響なんですよ。

安田正俊
Masatoshi Yasuda

公益財団法人　

東京観光財団

観光事業部観光事業課

台湾人の生の声が
聞こえるナイスな企画

中国語の力に大いに
助けられた ITF 出展

立ち止まってポスターを
撮影する人の姿に手応えを感じる
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ITF でサポート

安田さんが速いから「私も速く！」と。

安田　そうなんですか !?　行政は書類の

様式や意思決定プロセスなどが厳格です。

こうしたことは 1年目のレップさんではな

かなかクリアできないんですけど、吉田さ

んは最初からパーフェクトな形で書類を提

出してくださったので、意思決定もスムー

ズでした。

吉田　恐縮です。

安田　企画内容もしっかりしていて、それ

に沿ってお仕事をしていただけるのが吉田

さんの強みだと思います。2 年目はさらに

踏みこんだことを――メディアへの露出を

増やすことなどを強化していただけるとあ

りがたいです。

吉田　私もその部分が課題だと思ってい

て。日々更新されていく東京の情報をちゃ

んと消化していく手段を模索しきれなかっ

たことが 1年目の反省点です。今年度はそ

こを意識して展開していきます！　2020

年度もよろしくお願いします。

安田　こちらこそ、どうぞよろしくお願い

します。

年に 1回開催される、台湾最大の旅行博。東京都は毎年参加してきたが、2019 年より台湾事務
所も関わることに。台湾人からの問い合わせなどに対応した。

ライオントラベル
（雄獅旅行社）

日本の最旬情報を手に入れて
FIT の利点を団体ツアーに
取りこんだ商品の造成を目指す

–––– どのように、日本旅行商品を企画されて
いますか？
　ツアー企画の重要な情報源のひとつがテレ
ビです。日本のドラマ、ニュース、グルメ番
組のチェックは欠かせません。話題作に出て
くる場所を盛りこむことなど意識しています。
　商品を企画する際に、我々には大きな2本
の柱があります。
　ひとつはガイド。弊社には約200名が所属
しています。彼らはツアー現場を多方向から
熟知していますので、その声をアンケートで
吸い上げます。そして商品のたたき台ができ
たら、そのツアーは実現可能か実際に巡り、
改善点をチェックしてもらいます。
　もうひとつは、日本担当者会議。これは、
自分の担当エリアやそれ以外も含め、約30名
全員参加ですので、お互いのエリアの状況を
語りあうなかからヒントが生まれます。また、
自分の体験したことのない緊急事態でも、同
僚の対応から学ぶことができます。

–––– 日本旅行ツアー商品は、どんなメディア
を使って台湾国内に宣伝されていますか？
　弊社は、台湾に80～ 90の店舗を構えてい
ます。全土にわたって、ポスターやパンフレ
ットなど共通の販促物を設置できる強みがあ
ります。自社ホームページでは、目につきや
すいトップスライド部分や、上部にバナーを

置くようにしています。MRT構内に掲げる広
告も効果がありますね。

–––– 御社は台湾最大の旅行会社ですので、日
本からビジネスチャンスを求めて訪問される
方も多いと思います。
　そうですね、普段は１～２週間で 50～ 60
組いらっしゃいます。ITF（台北国際旅行博）
の時期はもっと多くなり、ミーティングフロ
アは日本からの観光業の方でいっぱいです。

–––– 今後の日本線に関して、どのような展望
をお持ちですか？
　ツアーにも FITを取りこもうと考えていま
す。たとえば5日間の関東近郊の団体ツアー
だとします。宿泊はすべて東京にして、3日
目の鬼怒川温泉、4日目の軽井沢などの日帰
りツアーの行程に、個人旅行者も1日だけの
途中参加ができるようにバスの席を確保して
おくのです。東京で集合、解散できる日帰り
ツアーだと便利ですよね。
　ツアーの内容も、グルメやゴルフなどに特
化したテーマ性のあるものや、体験型を積極
的に盛り込んでゆく必要があります。京都の
清水寺なら、参拝前に浴衣体験を。ランチの
お寿司をいただくなら、その前に寿司作りを。
日本には独自の文化がたくさんありますの
で、それを謳うものが増えていくでしょう。

溫怡誠さん
東北アジア部
シニアマネージャー
2005 年入社後、四国・

九州・中国・北陸など日

本の主要エリアをすべて

担当。添乗員時代の経験

が、ツアー造成にも活き

ているという。

1977 年創業。旅行商品の販売を

はじめ、レンタカー、セールスマ

ーケティングほか国内外に約 30

のグループ会社を持つ、台湾最大

の旅行会社。「日常は家を出た時

から旅になる。通勤のために電車

に乗ることも旅のひとつ。旅をす

る人々とともに生きる」ことを、

社員一同で大切にしている。

corporate profire

◆インタビューの全文はインバウンド大学＠台湾で読むことができます

オン 　イセイ

台湾パートナー旅行会社 INTERVIEW

イェーイ！

https://inbound-daigaku.com/
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　台湾人を誘致するためには、台湾の旅行

会社とつながりツアー造成へ結びつけるこ

とが大切。とはいえ、ツアー造成を行う 600

社近くある旅行会社を訪問するため、頻繁

に台湾を訪れることはなかなか難しいだろう。

「弊社では旅行会社や航空会社への代行セ

ールスを行っております」

旅行会社を
代わりに訪問して
レポートを提出します

A. 　そう話すのは、営業担当の藤倉聡子だ。

台湾の大学を卒業した藤倉は、中国語を巧

みに操り旅行会社をどんどん訪ねる。

「中国語を話せる日本人ということで、台

湾の旅行会社の方も安心して対応してくだ

さるんです」

　語学だけでなく、物おじせず、明るい笑

顔も彼女の武器だ。旅行会社の担当者とは

初対面でもすぐに LINE 交換をする仲になる

という。

「台湾ではビジネス上でも LINE を使います

ので、つながっておくことはとても重要で

旅行会社を絞りこんでゆく。

「各社の訪問が終わると、ツアー造成にお

けるヒントを記入したレポートを提出しま

す。なので月末は大変なんですよ（笑）」

　そういう藤倉の笑顔は、生き生きしてい

る。クライアントがよりよい旅行会社と結

びつくため、彼女は今日も歩みを止めず、

台湾を北へ南へ駆けてゆく。

す。会社訪問のアポイントも取りやすくな

ります」

　つながりがあるからといって、手当たり

次第に旅行会社にアプローチすればいいわ

けではない。得意なターゲット層やツアー

の価格設定、ジャンルなどは旅行会社ごと

に違う。そこで藤倉はまずクライアントへ

のヒアリングを細かく行い、希望に合った

台湾に頻繁に行ってセールスする
時間がとれませんQ.

↗

あなたのために駆けてゆく！
笑顔あふれるパワフルガール
クライアントの希望をベストな形でかなえるべく
日々、台湾全土を飛びまわる営業ガールが、
台湾でプロモーションを考えるお客様の疑問を解決！

私の必殺仕事道具
「1部しか手持ちがない
パンフレットなどを入れ
るバッグです。パンパン
に入れて営業先を訪ねて
います。軽いのが◎」

藤倉聡子
Satoko Fujikura
仙台市出身。台中の東海大学で国際政治
を学ぶかたわら、在台の大学生や社会人
の集うサークル「日台若手交流会＠台
湾」を立ち上げる。卒業後は訪日イン
バウンドプロモーション会社を経て、
2018 年より当社の営業担当。

富裕層向けツアー
を販売する樂世旅
行社の高騰旭部長
を訪問。話が弾む。
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　やはり、相手とは直接顔を合わせなけれ

ば――と考えることもあるだろう。藤倉は

「たしかに印象は良くなりますが、ただの

挨拶では意味がありません」とクギを刺す。

「新しい情報をアピールされたい時は、ぜ

ひ台湾へお越しください。ツアー造成の可

能性のある相性のよい旅行会社を選びだし、

1 日最大 5 社へご案内します。同行通訳もい

たしますので、ご安心ください」

　台湾の旅行会社を知り尽くしている藤倉

は、ただ会話を訳すだけでは終わらない。

よい印象を与えるように言葉を選び、反応

を見ながら互いのビジネスに最適になる通

訳を心掛けているという。

「ランチはクライアントの方とご一緒させ

ていただくこともあります。その場で、訪

問した会社で私が感じたことをお伝えしま

すので、お役に立てていただければ」

　オプションで、訪問先の反応を追いレポ

ートの提出も可能だ（有料）。

　グループ会社の日僑文化が発行している

旅行業界誌「TTN 旅報（以下、旅報）」は

約 30 年の歴史を誇る。毎週 5 万部が配布

され、旅行業界人の大半が目を通してい

る、台湾を代表する業界誌だ。

「こちらに PR 記事や広告を掲載すること

ができます。日本語で概要と写真素材をい

ただければ、在籍 20 年のベテラン記者と

ともに台湾人の嗜好に合った文章とデザイ

ンに仕上げます」

　旅報はウェブサイトも展開しており、日

本関連記事で構成するコーナー「日本館」

への掲載も可能。

「こちらは毎週火曜・木曜に 8万通配信さ

れるニュースレターと連動しており、掲載

情報を一斉告知します。多くの旅行業界人

へのリーチが期待できます」

TTN旅報

阿美飯店
有名人や地元の人も
つめかける、台湾料
理が味わえます。

阿娥水餃
大きなエビが入った
水餃子に、食堂っぽ
さもたまりません。

中国語はできませんが
旅行会社を直接訪問したいです

自社メディアを
持っていますか？

旅行会社の選定から
通訳まで
おまかせください！

旅行業界誌と
ニュースレター＆
サイトで発信します

旅行会社やエアライン、各地
域の観光協会、ホテルなど観
光関係企業へ配布している。

ニュースレター日本館

日本館とニュース
レターは連動して
いて、より多くの
旅行業界人にアプ
ローチできる。

A.

A.

Q. Q.

ある日の流れ

08：40　ホテルへお迎え
09：00　Ａ旅行社訪問
11：00　Ｂ旅行社訪問
12：00　昼食
14：00　Ｃ旅行社訪問
15：30　Ｄ旅行社訪問
17：00　Ｅ旅行社訪問
18：00　夕食
20：00　ホテルまでお見送り

台湾出張の
お食事に

いかかですか？

京鼎樓
鼎泰豊で修業したシェ
フによる、緑茶を練り
こんだ皮の烏龍茶小籠
包 は こ の 店 オ リ ジ ナ
ル。本場の味をぜひ！
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　TTN 旅報関連以外でも、さまざまなメデ

ィアへの掲載が可能だ。

「ニュースサイトでの PR 記事の配信はプ

ランによりますが、一定数の露出を保証で

きます。ニュースサイトは記事が転載され

て拡散も期待できるので、認知の効果を狙

える手法です。このほか、新聞やテレビへ

もご希望とご予算に応じてアプローチし、

台湾での宣伝を実現します」

　台湾では旅行博の開催が盛んだ。宣伝ブ

ースの設計・設営の手配やチラシなどの販

促物の製作はもちろん、当日は通訳を担当

し台湾人来訪者との間をつなぐ。

「大きな旅行博には昼食会が開かれること

も。ここには出展している旅行会社や航空

会社などのトップ陣が 100 名ほど集い、円

卓で食事をします。交流を図る絶好の機会

ですので、お話ししたい方との時間を持て

るようにできるかぎり尽力いたします」

　修学旅行やスポーツ交流など、教育旅行

は集客数が見えやすく、子供たちという次

世代の観光客を育てる意義のある事業だ。

「台湾では、教育旅行を専門としている旅

行会社は 10 社ほどです。それ以外は教育旅

行には不慣れなので、セールスをしてもあ

まり期待できません。訪ねるべき旅行会社

をピックアップして代行セールスや、現地

アテンドを行います」

　台湾では年に 1 度、訪日教育旅行促進事

業の現地説明会が開かれ、各地の中学・高

校が集う。この機会と組みあわせて旅行会

社を訪問するのも効果的と藤倉はいう。

「2019 年には、日本の国土交通省から教育

旅行の活性化を表彰された台湾国際教育旅

行連盟の薛光豐（セツコウホウ）総会長と

の面会もセッティング、総会長には訪問を

喜んでいただきました。教育旅行に特化し

たターゲットに絞って、効率的なセールス

をお手伝いします」

　参加する旅行博選びには注意が必要だ。

「なかにはイベント会社主催の質の低いも

のもあります。“旅行博”と題していろい

ろなテーマで開催されているので、内容を

見極めることが大切です。どの旅行博がよ

いかもアドバイスいたします」

ニュースサイトや
新聞で宣伝できますか？

修学旅行生など子供たちに訪ねてほしい

上／東京のトキワ荘博物館の紹介記事は 14 社のニ
ュースサイトに掲載。下／新聞「聯合報」の記者が
新潟を訪れ、取材をもとに作成した PR記事。

台湾国際教育旅行連盟を訪問。右から周書正副秘書長、
薛総会長、東京観光財団の安田氏、藤倉。

東京都レップとして「ビジット・ジャパン台湾訪日教
育旅行促進事業」現地説明会で商談を進める。

Q.

Q.

旅行博への出展に興味がありますQ.

教育旅行のスペシャリ
ストとつなぎます

各メディアに
記事を掲載できます

A.

A.

ブースの設置や販促物
をご用意します

A.

台北国際春季旅展（ISTF）
台北国際夏季旅展（STE）
台北国際秋季旅展（TITE）
台北国際旅展（ITF）
台中国際旅展（ATTA）
高雄巨蛋国際旅展
台南国際旅展（TTF）

主
な
旅
行
博
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　2018 年 10 月 19 日、山形空港ロビーに

は、これから始まる東北旅行への期待に満

ちた台湾人たちの笑顔であふれていた。こ

の日、山形空港に初めての台北－山形国際

定期チャーター便が降りたったのだ。就航

記念セレモニーには吉村美栄子山形県知事

も登壇し、第 1 便に搭乗したツアー客約

150 名を盛大に迎えいれた。

　その一行の中に、ひとりの日本人がい

た。彼の名は鈴木孝幸。山形県のチャータ

ー便誘致に力を注ぎ実現に導いた、キーパ

ーソンのひとりだ。

「東北観光推進機構と台湾の旅行会社との

間でチャーター便誘致の話が持ち上がった

のは、2017 年の 2月頃でした」

　この大きなビジネスについて、大きな体

躯（たいく）の鈴木は訥々（とつとつ）と

語りはじめた。

「当初は山形県と岩手県が積極的で、タイ

ガーエア台湾（以下、タイガーエア）での

就航を予定していたんです」

　鈴木は入社後、すぐに山形県の担当とな

り、台湾人を山形へ送るために奔走してき

た。山形へ何度も足を運び、各地を視察し

2018 年 10 月以降、チャイナエアラインは山形・庄内両空港へチャーター便でツアーを運び続けている。

定期チャーター便就航のセレモニーでは、吉村美栄子山形県知事が
台湾人誘致への期待を語った。

チャーター便誘致を成功させた
元管制官の飛行機への情熱
ほぼ確実な人数の旅行客を運ぶチャーター便だが、
誘致のためには専門的な航空の知識も必要だ。
山形県の成功の裏には、元航空管制官の姿があった。

鈴木孝幸
Takayuki Suzuki
埼玉県出身。大学の文学部卒業後、航空管制
官養成の専門学校へ通い、2011 年に航空管
制官採用試験に合格。関西空港対岸のりんく
うタウンで研修を重ねる。2014 年に台湾へ
わたり、山形県担当としてインバウンド事業
を進める。

私の必殺仕事道具
「ビジュアル化した行程表
を準備すると、お客様と同
じ目線で話せます。効果的
な資料作成に、いつも頭を
ひねっています」

円滑なビジネスのため
航空事情を丁寧に解説
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てきた実体験から、チャーター便の案件を

耳にした時、不安がよぎった。

「山形空港は人員的にも、スポット的にも

国際線の受け入れが可能だろうか？　と

いうことです。国際線のためには CIQ（税

関、出入国管理、検疫などの 5つの期間）

が必要で、ここに人を配置しなければいけ

ません。保安検査場もひとつでは混雑は必

至です。滑走路の長さの問題もあります。

タイガーエアはひとつの機体で 1日にふた

つの目的地を往復させる運用を希望してい

ましたが、果たしてこれを受容できるの

か……」

　さらに問題となるのは、山形空港の特殊

な地形だという。

「山形空港は周辺が高い山に囲まれ、離着

陸時にパイロットの高い技術が必要なので

す。そして小型の機材でなければいけませ

ん。あまり知られていませんが、飛行機は

機種によってパイロットが取得する免許が

違うのです。整備士も同様です。そして雪

の多い地方では、雪を溶かすための薬剤と

設備も必要になります。翼に雪が載ると飛

行能力は落ちてしまうんです」

　ほかにもタイガーエアから山形県に航空

に関するさまざまな問い合わせがあった

が、専門的な文面のため確認は滞ったとい

う。県庁とタイガーエアのなかでギャップ

があったのだ。その状況を察知した鈴木は

わかりやすく説明し、両社の間をつないで

いった。

　なぜ鈴木がこうした航空事情に精通して

いたかというと、彼の前職が航空管制官だ

ったことによる。飛行機好きだった鈴木少

年は、大学は文学部だったものの空への憧

れがつのり、卒業後に航空管制官採用試験

の合格を勝ち得る。「飛行機はデリケート

な乗り物なんですよ」と愛おしそうに語る

鈴木だからこそ、長年サポートしてきた山

形県には、最良の形でチャーター便を誘致

してほしかったのだ。

「2017 年 9 月に、タイガーエアや台湾の

旅行会社約 10 社の役員が参加するファム

ツアーを開催したんです。私はみなさんの

心が山形に向くようなスケジュールを組

み、当日はアテンドと通訳も担当しまし

た」（P16 参照）

　銀山温泉の風情ある街並み、山寺の静謐

（せいひつ）な空気、加茂水族館の神秘的

なクラゲなど山形自慢の定番スポットを押

さえた行程、そして吉村県知事との会談も

盛りこまれたツアーに参加者の表情も明る

く、鈴木も手応えを感じたという。

「ところが、タイガーエアには山形空港に

対応できる技術のあるパイロットの数が足

りなかったんです。そこで山形空港は断念

し、最終的には岩手の花巻空港に決まりま

した。空港の物理的な問題はわかっていた

ので、期待はしすぎないようにしていまし

たが、やっぱりショックでしたね」

　しかし、話はここで終わらない。鈴木が

丁寧に作りあげたファムツアーが、タイガ

ーエア誘致の断念後に新たな展開を導いた

のだ。

「大栄旅行社が山形ツアーの造成を希望し

たのです。そして交渉の末、チャイナエア

ラインのチャーター便が 2018 年の春節に

飛ぶことが決まりました」

　このツアーの売れ行きは好調で、催行後

の 3月にはすぐに秋季・冬季の山形ツアー

造成の打診が大栄旅行社からあったとい

う。またこうした状況を察知したほかの旅

行会社からも、参加の希望が寄せられた。

「こうして 2018 年 10 月に、チャイナエア

ラインでの定期チャーター便の実施が決ま

ったのです」

チャーター便誘致のために考えるべきことは多く、時には専門知識も必要だ。

今より 10 ㎏やせていた、航空管制官の研修時代。

「観光促進に有効な
項目を並べた」と鈴
木が胸を張るツアー
客へのアンケート。

仕事の積み重ねにより
誘致断念から復活
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　定期チャーター便は、2018 年 10 月から

2019 年 2 月に山形空港と庄内空港へ約 140

便が飛び、山形県のインバウンド事業へ絶

大な効果を発揮した。2018 年の外国人観

光客数の 1 位は台湾人で、前年比約 55％

増の 10 万 7036 人を記録（山形県調査よ

り）。だが鈴木は、チャーター便は実現し

てからが重要だという。

「ツアー参加者にアンケートを採っている

のですが、それは単なる感想ではなく、旅

行者の具体的かつ客観的なデータを集めら

れる質問にしています。チャーター便のお

かげで貴重なデータが集まるようになった

のも、非常に意義のあることです。何が求

められ、何が不要なのか？　さらなる台湾

人誘致のためにどのような施策を進めるべ

きかを関係者に提案してくことも、私の仕

事なのです」

　鈴木は「チャーター便はその地へ向かう

きっかけ」であり、その恩恵を活かした先

にある「リピーターを育てていく」ことが

何より大切だと考えている。

　飛行機好きだった少年は今、飛行機が運

ぶ人々の先にある美しい地域の繁栄のため

に、台北の空の下で奮闘しているのだ。

山形のインバウンド誘客に火をつけた

山形県
観光文化スポーツ部
イン・アウトバウンド
推進課主査
佐藤 実さん

　航空会社とのチャーター
便誘致の交渉は、専門的か
つ英語でのやりとりで我々
には困難なものでしたが、
鈴木さんのおかげで、真意
をつかみ損ねることなく進
めることができました。か
なり根掘り葉掘りうかがっ
たものです。
　定期チャーター便就航の
効果は数字にハッキリ表れ
ています。2016 年には山
形に宿泊した台湾人は約 3
万 1000 人でしたが、2019
年には約 7 万 3000 人と倍
以上になりました。山形は
東北のなかではインバウン

ドの取り組みが遅れていた
のですが、こうした伸び率
に多くの観光事業者の方も
気づきがあり、商談会の参
加者も増え情報交換が急激
に進みました。ツアー参加
者へのアンケートでは、サ
ンプル数とともにその分析
・洞察から、県内での購買
傾向などが明らかになり、
台 湾 の 方 が 山 形 に 1 ～ 2
泊される間の販売戦略を立
てるのにも役立っています。
　鈴木さんはプライベート
でも山形を想って何度も足
を運んでいて、同郷の士の
ように信頼しています。

山形県から依頼され、観光業者と行政に向けてアンケート
データの活かし方などをレクチャー。

グオ  ウェンルイ

大栄国際旅行社
「誰と行くか」を大切に、
著名人が体験する施設の
PR動画を自社制作

–––– 御社のオフィスは若い方が多く、とても
活気がありますね。
　30代半ばから 40代前半が中心です。50代
の社員も気持ちがとても若いですよ（笑）。
弊社は若い社員が能力を発揮できます。私が
アクティブなので、部下たちにもそうなるよ
うトレーニングしているんです。

–––– どのようにアクティブに、旅の魅力をお
客様に伝えているのでしょう？
　現地や施設を芸能人やインフルエンサー
に体験していただき、その様子や感想を
Facebook、Instagram、YouTube にアップし
ています。旅行の内容によってターゲットは
違いますので、SNSは使い分けていますね。
異なる宣伝方法で、さまざまな層の消費者に
訴求しています。内容が心に響けば、お客様
は必ず来てくださいます。

–––– 動画も作っているんですね。
　すべて自社制作です。動画まで撮って宣伝
する旅行会社は例がないかもしれませんね。
動画は臨場感がありますし、宣伝効果がとて
も高いのでぜひやろうと私が発案しました。

–––– こうした宣伝活動を行うために、日本サ
イドに求めることはありますか？
　私は日本の各地へ赴き、友人を作ることが

好きです。そして彼らから、現地の人しか知
らない美味しいレストランや名所、宿泊施設
について聞きだします。それは日本のどの地
域でも、どんな施設でも大歓迎です。そうし
て得た情報について「これは、どんなターゲ
ット向きか？」と考えてゆく先には、必ずぴ
ったりの台湾人消費者の姿が見えてきます。
　よい提携相手とは、私たち、ひいては台湾
の消費者の声に耳を傾けてくれる方々です。
コミュニケーションがちゃんととれることが
大切です。そうすれば、もし困ったことが起
きても、素直に話してさえくだされば私たち
は一緒に解決に向かいます。

–––– 何名のツアーが多いのでしょう？
　自社で設定する場合は 16、25、35名が目
安です。団体はバス1台につき 25～ 35名で
ですが、ツアー最少催行数は2名です。少人
数参加の場合は車種をハイエンドにするなど
フレキシブルに対応します。こうした柔軟性
が、私たちの特色でもあります。旅の目的が
はっきりしているお客様には希望に沿った内
容を、ご要望があまりないお客様にはツアー
をおすすめしています。
　旅行とは楽しいものです。友人から「どこ
の場所が楽しい？」と、よく聞かれます。そ
んな時私は「自分と合う人と行けば、どこで
も楽しい」と答えるんです。

郭文瑞さん
董事長

1996 年入社以来、訪日

旅行を中心に関わり、創

業者の父を支える。2008

年のグループ化に伴い全

事業を引き継ぎ現職。経

営手腕を振るっている。

1985 年に沖縄で D.T.S グループ

の名で創業。1994 年に大榮旅遊

と改め、台北、台中、高雄及び沖

縄を拠点とし、ランドオペレータ

ーだけでなく自社でも旅行商品を

開発するように。2008 年にグル

ープ化し、大榮國際旅行社と沖縄

大栄旅遊を擁する。さらに沖縄には

バス会社、レンタカー会社も持つ。

corporate profire

◆インタビューの全文はインバウンド大学＠台湾で読むことができます

台湾パートナー旅行会社 INTERVIEW
旅行者のデータを得ることも
チャーター便の利点

https://inbound-daigaku.com/
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「祖母は日本統治時代を経験していて、よ

く日本の唄を歌っていました。幼いころか

ら耳にしているうちに、日本の文化に興味

を持ちはじめたんです。アイドルを好きに

なったのも大きいですね（笑）」

　高校の日本語学科で学び、大学時代には

大阪への交換留学も経験して日本語力に磨

きをかけた。その語学力を認められ、沖縄

のホテルに約 2年間勤務。その後台湾に戻

手土産はコンビニの
コーヒーでもいいんです
　訪問先に手土産をお持ちするのは台湾でも同じで
す。でも必ずしも高価だったり、ご自身の地域の特産
品でなくてもいいのです。実は、コンビニで売ってい
るカップのコーヒーでも台湾人は心から喜びます。手
土産を日本から持参するのを忘れた。特別なものでな
いなら持っていかないほうがいい –––と、手ぶらで訪
れるほうがイメージダウンになってしまいます。会社
訪問で凝ったものを贈ることもプレッシャーを与えて
しまいます。日本製なら何でも笑顔を引きだせます。
考えすぎず、手軽な手土産をぜひご用意ください。

遠まわしな言い方は
全く伝わりません
　日本人は断言せず「察し」あう文化で
す。ですが、台湾人には通用しません。ツ
アーガイド時代に日本のお客様をマッサー
ジ店にお連れした時のことです。その方に
とっては強すぎる指圧だったのですが、最
後まで我慢され「台湾のマッサージは下手
だ」とおっしゃいました。でも表情から察
するということは難しいのです。それはビ
ジネスの場でも同じです。伝えたいことは
ストレートにお話しください。そうすれ

ば、受け入れが難しい案件でも、次につな
がるアドバイスをしてくれるでしょう。関
係を続けていくことを台湾人はとても大切
にしているのです。「言いすぎかな？」と
思う言葉も、私たちが台湾人の思考に沿っ
て的確に通訳します。

り JTB のツアーガイドとして日々、日本人

観光客を台湾の名所に案内してきた楊翊靈

は、日本人の特徴を深く知る台湾人だ。

「日本で働いたことで、日本人の考え方を

知ることができました。台湾人である私

は、台湾人の考え方もよくわかっていま

す。国民性におけるズレを私が調整するこ

とでベストパートナーになっていただけた

なら、これほどうれしいことはありません」

台湾のビジネスマナーは
アテンドのプロにおまかせを
国が違えばビジネスマナーも違ってくる。
台湾人スタッフだからこそわかる、台湾の旅行会社や
企業と付き合う時に気を配るべきポイントとは？

楊 翊靈
Yang Yiling

私の必殺仕事道具
「台湾のバスアプリは
必須。乗車するバスの番
号を打ちこめば停留場
に何分後に着くかがわ
かるので、いつもにらめ
っこです」

台南出身。文藻外語大学卒業後はリゾナーレ小浜
島（星野リゾート）でサービススタッフとして勤
務。2015 年に台湾へ戻り、JTB 台湾支社を経て、
現在は当社の台湾人窓口として旅行会社への営業
を担当。
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オスス

メ
で
す
！

大雑把なのではなく
効率重視なのは同じです

英語は読めないと
思ってください

旅の醍醐味は、みんなに自慢できる
場所へ行ったということ
　台湾人は、知名度が高いものが大好き
です。旅行先選びの時も、テレビや雑誌
で紹介されたと知るや、興味の持ち方も
段違いに高くなります。台湾では日本の
ドラマもよく観られていますので、ロケ
地なども高ポイントですね。なぜなら、
「あの〇〇へ行ったことがある」と周囲
に自慢したいからなのです。「日本人も
知らない秘境」だと、「どうしてそんな
つまらないところへ行ったの？」と言わ
れかねません。秘境でも、日本国内では
知られていることが必須です。前述の手
土産にも共通していますが、そこには面
子（メンツ）を重んじる台湾人の性格が

関わっています。自分がいかに尊重され
ているか、尊敬されるか、ということが
ハッキリわかることが大切なのです。

　若い世代では英語が上手な人も増えました
が、基本的に英語は通じないと思ってくださ
い。英語のパンフレットをいただいても、読
むことはできません。またビジネスの場では
英語で説明するよりも、通訳を介して日本語
でお話しいただいたほうが好印象です。

　「台湾人は大雑把」というイメージをお持ちの日本の方も多いよ
うです。こんなたとえ話があります。ホールにイスを 300 脚並べ
ることになった時、日本人は図面を見てイスの配置を計算してから
並べ始める。台湾人はとりあえず並べ始めるので、バラバラに並べ
られていくイスを見て日本人は驚く、と。台湾人は一見いい加減で
すが、「一度並べてみてから調整する」という考え方で、手法は違
えども「効率よく並べる」「キレイに並べる」という目標は日本人
と変わりはありません。異なる考え方にイライラすることもあるか
もしれません。ですがそんな時には気分を変えて、台湾人のやり方
を受け入れてみてください。ゴールは同じなのですから。

タピオカミルクティー
ケーキ
しっとりした皮が包みこむ
餡にはタピオカは入ってい
ないのに味はする新感覚。

新東陽

ポップコーン
台湾発のポップコーン
専門店。人気はミルク
ティー味ですが、たこ
焼き味も !?

Magi Planet( 星球工房 )

ティーバック
台湾茶のミルクティー
が手軽にいただけます。
個別包装なのでバラマ
キに便利。

3 點 1 刻

鹹蛋黃餅 ( アヒルの塩漬
け卵のクッキー )
サックリ食感にほんのり塩
気がワインのおともにも◎　
老楊ブランドがいい味です。

老楊

日本へのおみやげにいかがですか？
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旅行会社のツアー造成を促す
ファムを実施
NEXT T.C. では、内容に適した参加者を集め
ファムツアーを実施。いずれも結果を残した。

佐渡ロングライド 120km
自転車大会参加をメインとしたファムツア
ーには台湾の旅行会社 3 社を招き、120 ㎞
を走破した。大会前日にはサイクリングで
の観光地巡りを行い、佐渡とサイクリング
の相性の良さをアピール。ほかにも砂金採
りやたらい舟体験などで、豊かな観光資源
を存分に堪能してもらった。こうした結
果、参加旅行会社によるサイクリングをテ
ーマとしたツアー商品造成が実現した。

ツアー商品の造成を実現

インフルエンサーと巡る
新潟 12 市町村

Facebook のフォロワー数 5 万人、執筆し
た東北のガイドブックが台湾でベストセラ
ーにもなった人気インフルエンサー、三小
a 氏を新潟各地へまねいた。三小 a 氏の
Facebook には 19 本の記事が掲載され、
総閲覧数のべ 37 万 2401、いいね数のべ
4499 を記録。そのほかブログでもこの旅
について綴られ、B to C のファムツアーと
して効果を上げた。2020 年実施予定の B 
to B 向けファムツアーの依頼もいただい
ている。

2020 年度もファムツアー受託
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ファン ジャーホン

2019 年

東京観光財団のセミナ
ーは、リージェント台
北で開催。楊（P13）
の司会も好評だった

新潟県の商談会は台北と
台南の 2都市で開催。台
湾各都市での PR活動を
フォローできる。

主催

新潟県

新潟県

山形県

山形県

瀬戸内海アクティビティ
販売企業

山陰中海、宍道湖、大山圏域
観光局、一畑グループ

東京都

開催地

台北

台南

台北

高雄

台北

台北

台北

参加者

旅行会社 86 社、計 118 名

旅行会社 30 社、計 42 名

旅行会社 85 社、計 112 名

旅行会社 40 社、計 55 名

旅行会社 60 社、計 76 名

旅行会社 71 社、メディア 6 社、
ブロガー 1 名、計 105 名

旅行会社 48 社、航空会社 1 社、
メディア 7 社、計 75 名

セミナー＆商談会も開催 会場の手配や当日の行程作り、司会進行など
必要なことはすべて NEXT T.C. が担当。

東南旅行社
1500 名のセールス部隊と
勤続 60 年の大ベテランもいる
老舗の強みはバリエーション力

–––– 日本旅行商品における御社の特徴はどん
な点でしょうか？
　弊社は、ほぼ同じ行程のツアーを2～ 3種
類用意しています。食事やホテル、行く先を
ほんの少し変えて、金額が違うものです。お
客様がどれに集中するかを試しているんです。

–––– インセンティブツアーも行っていらっし
ゃいますね。
　ええ。お客様の数が桁違いですので重要で
す。最近では 2000 名の社員旅行がありまし
た。3000人や4000人規模のこともあります。

–––– インセンティブツアーで、人気のエリア
はありますか？
　立山黒部アルペンルートがある、北陸が今
の一番人気です。弊社は石川県・和倉温泉の
加賀谷旅館と30年来の提携もありますので縁
が深いエリアです。

–––– 日本へのリピーターが多いと、日本側か
らの新しい場所の情報が必要ですか？
　それは、とても求めているものです。です
が、団体ツアーで行ける場所は、もう知り尽
くされている感があります。時々、秘境の情
報をいただくのですが、バスが入れない場所
であることが多く残念です。またおすすめさ
れても、台湾人の心には刺さらないこともあ

ります。案外、日本の方が当たり前のように
思っている場所が、台湾人の心を摑むことが
あるかもしれませんね。いっぽう、体験には
可能性を感じています。

–––– どのようなセールス方法でしょう？
　弊社には台湾全土に1500人のセールス担当
者がおります。生命保険や食品などの大型企
業へのセールスはもちろん、インターネット、
新聞、ラジオ、MRTやバスなどの出稿なども
行っています。ベテランも多く、それぞれが
得意先と強い関係を築いています。約60年働
いている人もいるんですよ。

–––– 会社のモットーはありますか？
　私たちは、誇大広告をしないことを心掛け
ています。大げさに宣伝すれば、その時は興
味を引いてお客様を集められるかもしれませ
ん。でもあとで必ずトラブルが発生します。
目先の利益より、トラブルを起こさないこと
のほうが重要です。
　それでも自然災害などは避けようがありま
せん。今でこそ台風の影響で、現地で足止め
になったお客様のホテル延泊代金やお食事代
を保障する旅行会社も出てきましたが、私た
ちは昔から行っていることです。最善を尽く
してお客様のトラブルを解決していく姿勢
を、60年間貫いてきたと自負しています。

黃加宏さん
日本部本部長

日本で約 20 年間ツアー

添乗員を務める。その

後、台湾へ戻り、団体と

一般客向けツアーを扱う

日本部でさらに約 20 年

勤務し、現職。

1961 年創立で、台湾では老舗の

旅行社。「心を込めたサービス、

情のあるツアー」を理念としてき

た。日本関連部署は、団体部（企

業と一般客）、FIT 部のふたつ。

創立 60 周年に向けて、日本線だ

けでなく、すべての地域におい

て、続々と特別キャンペーンを打

ちだしている。

corporate profire

◆インタビューの全文はインバウンド大学＠台湾で読むことができます

台湾旅行会社 INTERVIEW

2017 年 は 旅 行 会 社 や 航 空 会 社 の 幹 部
（P10 参照）、2018 年には旅行会社の日
本線担当者のファムツアーを実施。各地
で歓待を受け、定期チャーター便の実施
につながった。

山形県ファムツアー
2017 ＆ 2018

定期チャーター便の実施へ

https://inbound-daigaku.com/
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東京都
公 益 財 団 法 人 東 京 観 光 財 団
（TCVB） 様
業務名称：平成 31 年、令和 2年度東京観光
レップ業務委託
主な業務内容：
1.	 現地メディア及び現地旅行事業者に対す

る東京のセールス活動
2.	 現地メディア及び現地旅行事業者に向け

て、東京観光の最新情報等を発信
3.	 東京ブランドに基づいた「旅行地として

の東京」のプロモーション実施
4.	 旅行博出展のサポート
5.	 現地旅行事業者向けセミナー実施
6.	 旅行事業者による東京視察旅行の企画

山形県
山形県観光文化スポーツ部イン・
アウトバウンド推進課担当　様
業務名称：台湾現地コーディネーター設置事
業
主な業務内容：
1.	 県関係旅行商品の造成促進・働きかけ
2.	 台湾市場に向けての観光情報発信及び

PR活動
3.	 チャーター便の誘致活動
4.	 情報収集・調査・分析
5.	 県関係者訪台時のサポート全般
6.	 その他各種コーディネート業務

新潟県
新潟県国際観光テーマ地区推進協
議会 様
業務名称：2019、2020 年度台湾現地観光コ
ーディネーター配置業務
主な業務内容：
1.	 現地セールス活動のサポートとフォロー

アップ
2.	 現地メディアへのセールス活動
3.	 情報収集及び新規旅行会社等の掘り起こ

し
4.	 招聘事業への支援及びフォローアップ
5.	 情報収集・情報発信等
6.	 事務局業務

NEXT T.C. では下記の自治体、団体及び企業よりご依頼いただき
台湾からの旅行客を誘致するための業務を行っています。（2019 年度、2020 年度）

お客様一覧



18

大分県日田市
日田市商工観光部観光課　様
業務名称：台湾レップ事業委託業務
主な業務内容：
1.	 事務局業務
2.	 現地セールス活動のサポート及びフォロ

ーアップ
3.	 現地メディアへのセールス活動
4.	 新規旅行会社等の開拓
5.	 各媒体（BtoB、BtoC）での露出を通じ

た情報発信

遠鉄ホテル＆リゾート
遠鉄観光開発株式会社　様
業務名称：台湾におけるプロモーション業務
主な業務内容：
1.	 運営施設の情報拡散及び販売促進
2.	 市場調査
3.	 その他
4.	 施設名：ホテル九重、ホテルウェルシー

ズン浜名湖、ホテルコンコルド浜松、か
んざんじロープウェイ

瀬戸内海観光
一般社団法人玉野コミュニティ・
デザイン　様
業務名称：台湾における観光コンテンツプロ
モーション業務
主な業務内容：
1.	 観光コンテンツの情報拡散及び販売促進
2.	 市場調査	
3.	 その他
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お気軽にお問い合わせください

台湾からのインバウンド誘致事業
私たちと共に一歩先に進めませんか？

ネクスト・ツーリズム・コンサルティング（華旭顧問股份有限公司 ）
所在地：10491 台北市建國北路一段 90 号 10 階
電　話：+886-2-2515-2999　　FAX：+886-2-2516-0755
U R L：NEXT T.C. 公式サイト　https://www.next-tc.com/
 TRAVEL TREND NEWS 旅報　www.ttnmedia.com

価 値 あ る 連 携 で、 旅 行 業 界 の 未 来 へ

ネクスト・ツーリズム・コンサルティング

E-mail：info@jinns.com.tw
TEL：+886-2-2515-2999 

 内線 252/253（日本人スタッフ直通）

http://www.ttnmedia.com

