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はじめに

タイ人の市場を知りたい
簡単なヒアリングから100人以上のマーケット調査、
現地のインタビュー実施まで幅広いスケール感の調査
を対応いたします。

タイ人に認知を広めたい
一からタイ人に向けた認知を広めたい場合、WEB作成
からSNS運用まで、どの手法が合うかをコンサルも含
めお手伝いいたします。
タイからの訪問を増やしたい
実利を伴う目標をお持ちの場合、各国の旅行ピークシ
ーズンに合わせたオンライン・オフライン集客の施策
を実施いたします。

新たなデザインを検討したい
専門のデザイナーにより、ロゴから、広告関連全て
対応可能です。

デジタルツールやデザインを軸に地域や企業が持つ商品の販売促
進
海外展開等のビジネス支援いたします

企業のホームページ、デザイン、SNSなどで
きるだけ低コストでお願いしたい
大手企業と比べ、価格、スピード、対応に重点をお亭
おります。



参考）タイの訪日市場について

「⽇本政府観光局(JNTO)」資料より

タイの訪日外客数は1,319,000人（2019年）で、国・地域別で第6位



参考）タイの訪日市場について
【最新現地レポ】関空―バンコク2万円、お得なチケットに人が殺到。タイ訪日旅行フェア 2023.02.17

タイ消費者に向けて、訪日観光PRと販売を目的とした「第14回VISIT JAPAN FITフェア」が2023年1月27日～29日の3日間 、3年ぶりにバンコク
都内大型商業施設のサイアムパラゴンホールで開催された。日本からは観光関連団体、宿泊施設、交通事業者や関連サービス、タイから訪日旅行会社、
航空会社、関連サービス企業など日タイ合計83団体・102ブースの出展となった。3日間で5万1610名が入場し、実際に1万1874名が会場で訪日関連
の商品を購入。前回、2019年度実施の同イベントに近い盛況を見せた。

日本政府が個人旅行受け入れ再開して以降、タイ人の訪日は順調に増加しており、2022年10月は2019年同月比23.5％の3万4100人だったが、11月
は同比37.1％の5万2000人、12月は同50.3％の8万3000人と、順調に回復している。春先に迎えるタイ人の旅行シーズンに向け、更なるタイ人訪日
回復を促進するイベントになったのか現場の声を聞いた。

片道2万円、日本行きのお得な航空券を求めて長蛇の列

開催初日は、平日金曜日であったにも関わらず開場時間から会場全体に入場者が見られた。日本航空、ピーチアビエーション（関空－バンコク）、ベ
トジェット（福岡－バンコク）、エアアジア（東京・福岡・札幌－バンコク）などの航空会社ブースには、お得な日本行き航空券を求める長蛇の列が
できた。関西へ就航したばかりのピーチアビエーションは、「バンコクー関空便片道4999B（約2万円）」プロモーションを行っていた。

まだ見ぬ日本を探して全国に足を運ぶ、2023年タイ人の訪日観光の行方

タイ訪日市場は、8割がFIT（個人旅行）で、7割以上が訪日経験2回以上のリピーターである。この傾向は今後一層進み、タイ人の旅行者は、ますます
日本全国を個人で旅をし、まだ見ぬ日本をさがすであろう。「地域との人との出会い」「未経験の新しい観光」「明確な目的旅行」など、何回も訪日

する理由が「日本の魅力」とともにある。

定型のフォーマットの旅行行程ではなく、「毎年行くお気に入りの温泉」「日本にいる家族や友人を訪ねる」「未知の体験」「マラソン大会に出場す

る」など、それぞれの志向にあった旅行スタイルで旅行をする人達が増えていくと予想できる。タイ人の訪日観光は、期間を経て新しいゾーンに突入

している。

今後は、海外からのインバウンドの受け入れ体制と新しいスタイルの旅行者に合う観光ソリューションの構築が必要となる。今回のイベントは、その

気づきの第一歩となった。



サービス概要

【タイ市場向け】
・タイ人に向けてサービスを告知したいが何からお願いすればいいか分からない
・現在持っているタイ語のコンテンツの集客をもっと伸ばしたい
・タイ語のサイトを新規で制作したい
・タイ人が書くタイ語のコンテンツが欲しい
・タイ人を地域やお店に呼び込むプロモーションをしたい
・自社商品をタイ市場に情報発信や展開したい
・現地のリサーチから集客PR、イベント運営までワンストップでスムーズにお願いしたい

【日本・タイ市場向け】
・FacebookなどのSNSの作成・広告運用をお任せしたい
・会社案内やイベント用にホームページ、パンフレット、チラシ等を作りたい
・イベントブース、デザインや設営をお願いしたい

当社は、タイ市場向け、日本市場向けの
マーケティングサービスを提供しております

こんな課題、要望にお応えいたします！



現地と連携し
専門家が
対応

弊社の強み

タイ市場を熟知してい
る担当が、情報発信や
展開支援の戦略策定か
ら設計など、現地と連
携し、実施いたします。

デジタル
マーケティングに

特化

低コストで、
高いパフォーマンスを

実現

幅広い日本ファン層と中間
層～富裕層へのアプローチ
が可能です。
・訪日WEBメディアを
２つ保有

・Facebookを保有

実績のあるタイのTetelic
社と提携し、デジタルマー
ケティングを実施。
適正価格で、最大限のパフ
ォーマンスを実現します。

弊社の強み



各種サービス

タイ人向け訪日情報
WEB・SNSへの掲載

インフルエンサーの
招請・PR

タイ語WEBサイト制
作

タイ語コンテンツ
制作、翻訳

タイ語ブローシャー
制作

イベントブース
デザイン・設営 オフライン広告制作 ノベルティ制作

業務提携を結んでいる、タイ
のTetelic社が運営するタイ人
向け訪日のWEBサイトおよび
SNSに、弊社が代理店となっ
て現地目線で、スピーディー
に対応します。

弊社ではタイ人のインフルエ
ンサー200人以上とコミュニ
ケーションを取っており、ク
ライアント様に適したターゲ
ット層を選定し、パフォーマ
ンスを出す施策が可能です。

特にタイ語でのオウンドメデ
ィア制作を得意としており、
タイ人の検索傾向に合わせた
キーワードを選定し、アクセ
スの集めやすいサイト制作の
お手伝いを致します。

弊社ではタイ人によるタイ人
のためのコンテンツ記事を執
筆するライターが10名以上在
籍しているため、ニーズに適
した記事を執筆させていただ
けます。

タイ人グラフィックデザイナ
ーがタイ人にうけるチラシや
ブローシャーのデザインを行
い、印刷までを一環して対応
いたします。

年に２回開催される国際旅行
博（TITF）などの訪日旅行促
進イベントなどで使用するブ
ースのデザインや会場での設
営サポート、通訳手配など
様々な業務を対応いたします。

交通広告や日本行きフライト
のある航空会社の機内誌など、
オフライン広告のデザインか
ら現地サプライヤーとの連絡、
出稿までを担当させていただ
きます。

タイ現地のサプライヤーにノ
ベルティ製作を依頼しますの
で、日本での製作よりもコス
トダウンをしたい、といった
クライアント様にお勧め致し
ます。

様々なマーケティング事業のお手伝いをさせて頂きます



OhHotrip（オーホートリップ）

OhHoTrip （オーホートリップ）は2018年10月に開
設の、日本旅行に興味のあるタイ人をターゲットとし
た、”全方位型” 訪日旅行情報メディアです。

月間平均ページビュー数

73,000 PV
2023年1月現在

Facebookページフォロワー数

15,258人
2023年1月現在

コロナ前は、一日約2,500ページビューあり、
2022年以降、回復傾向にあり。
サイトの特徴
日本に在住している/在住経験のあるタイ人ライターのみ
を起用し、実際に現地に赴いて取材をした記事をメイン
にアップデートしているため、リアルな体験に基づいた、
温度感のある記事を配信しているのが特徴です。

これまでの実績例

東京スカイツリー様
・記事ページの執筆、公開
ページURL :
https://ohhotrip.com/1436

4/
google検索順位: 3位
（"Tokyo Mizumachi 旅行" /
2023年2月27日現在）

・Facebookページでの発信
投稿のリーチ数： 12,638回
本投稿による記事ページの
シェア数： 40回

栃木県観光交流課様
・記事ページの執筆、公開
ページURL :

https://ohhotrip.com/9451/
google検索順位: 3位
（"栃木旅行" /
2023年2月27日現在）

・Facebookページでの発
信
投稿のリーチ数： 17,992回
本投稿による記事ページの
シェア数： 700回OhHoTrip Facebookファンの属性

男女比率は約半分で、
18～34歳までの比較的
旅行に出資する、バンコ
ク首都圏在住の層が大半
を占めています。

①タイ人向け訪日メディアの紹介



②タイ人向け訪日メディアの紹介

HiSoJapan（ハイソジャパ
ン）

HiSo Japan（ハイソジャパン）”は、タイ初の、タイ
人の富裕層をターゲットにしたタイ語の訪日施設検索
サイト兼、訪日情報コミュニティサイトです。

月間平均ページビュー数

23,000 PV
2023年1月現在

メルマガ購読者数

2,148人
2023年1月現在

タイに100万人いるとされる、月収50万円以上の富裕層を
ターゲットとした、施設検索サイト兼、情報コミュニティ
サイトです。

サイトの特徴
タイ人が好む、日本にあるミシュラン3つ星の料理店・レ
ストランの紹介や、四季島といった豪華列車、クルーズ
などのコンテンツをリサーチし、掲載しています。また、
コンテンツの紹介だけではなく、旅行前のタイ人富裕層
に向けたコンシェルジュサービスも行っております。

HiSoJapan メルマガ会員の属性

会員の約8割が年収
100万thb（約350万
円） 以上で、かつミ
ドル層（30～59歳）
が多くを占めています。



パッケージ料金プランと各種価格

料金プラン

30万円
お試しプラン

50万円
スタンダードプラン

100万円
しっかりプラン

想定接触（リーチ）
回数：約100,000回

想定接触（リーチ）
回数：約230,000回

想定接触（リーチ）
回数：約550,000回

内容 回数・掲載期間 回数・掲載期間 回数・掲載期間

記事ページ掲載（1ページ） 3カ月 6カ月 1年

記事ページ制作
（タイ人ライターがライティング）

1回 2回 5回

ライターを現地に派遣、取材
（移動代・ホテル代などの実費は除く）

1回 2回 5回

Google広告に出稿する広告の費用
（運用費含む）

ー 2カ月 5カ月

Facebookに投稿する記事配信 1回 2回 5回

Facebook記事の制作
（タイ人ライターがライティング）

1回 2回 5回

Facebook投稿拡散のためのブースト広告費
（運用費含む）

1回 2回 5回

Hiso Japanの会員メールマガジン配信 1回 2回 5回

メルマガ記事の制作 1回 2回 5回

タイ訪日メディア掲載
在日タイ人ライターの取材による記事執筆を行ったり、サイト上にバナーを掲載するなど、クライアント様のサービスの
プロモーションをタイ訪日メディア「OhHotrip」および「HisoJapan」にて総合的に実施いたします。



料金プラン一例 ※2023年2月時点の基本最低料金です。料金は変更となる場合があります。

WEB集客・運営代行
新規でタイ人向けのサイトやFacebookアカウントなどの
開設、現在運営されておられるサイトの内部調査およびご
提案、SEO対策が必要な部分の対応をさせていただきます。

内容 料金

WEBサイト制作（1ページ〜） 13万円〜

SNSアカウント開設代行 5万円〜

タイ語サイト・SNSアカウント運営代行
（1媒体/月） 20万円〜

既存サイトSEO対策 15万円〜

WEB集客・運営代行
タイ語のコンテンツを必要とされている方や、お持ちの媒
体のコンテンツをタイ語に翻訳をされたい方への対応をい
たします。

内容 料金

タイ語記事ライティング
（1記事・タイ語1,000単語） 10万円〜

翻訳（日本語→タイ語・1000文字） 1.3万円〜

インフルエンサー招請・PR
発信力のあるタイ現地のインフルエンサーを招請し、実際
に商品・サービスを体験してもらうことにより、温度感の
高いレビューPRをし、集客を促進できます。

内容 料金

現地インフルエンサーによるPR
（Facebook/Instagram/Youtube/ブログな
ど）

要ご相談

インフルエンサーの招請、
コーディネート

要ご相談

広告出稿
タイ人に認知させるために広告出稿は欠かせない手法です。
弊社ではクライアント様の商材・サービスに適した出稿先を
選定し出稿いたしますので、ぜひ一度ご相談ください。

内容 料金

旅行マガジンや航空会社機内誌など雑誌広告 要ご相談

googleやFacebookなど
オンライン広告および運用（月）

15万円〜

タイ人向け掲示板サイトなど
メディアへの記事出稿

13万円〜

OOH（街頭広告）や交通広告 要ご相談

プレスリリース（PR）配信 要ご相談

パッケージ料金プランと各種価格



料金プラン一例 ※2023年2月時点の基本最低料金です。料金は変更となる場合があります。

デザイン・クリエイティブ制作
タイ人デザイナーによる、タイ人にアピール出来る訴求度
の高いデザインを制作いたします。

内容 料金

チラシデザイン（A4カラー1ページ） 8万円〜

チラシ・パンフレット印刷 要ご相談

広告・バナーデザイン 1.5万円〜

ノベルティデザイン・制作 要ご相談

イベント会場のブースデザイン 15万円〜

動画に外国語テロップを追加（2分程度） 7.5万円〜

動画制作 要ご相談

イベント運営サポート、通訳手配
タイにて開催されている旅行博（TITF）などのイベントに
て必要な業務のサポートの他、試食会などのイベントの会
場選定、集客等のコーディネートも対応いたします。

内容 料金

イベント会場のブースデザイン 15万円〜

ブースの施工（パネル、カウンターなど） 要ご相談

イベント運営のコーディネート
（試食会など）

要ご相談

通訳スタッフの派遣（1日8時間） 要ご相談

デザイン・クリエイティブ制作
タイ人の集客をするにあたり、事前にタイ人のニーズを調
査したいといったマーケット調査など、タイ訪日インバウ
ンド集客のサポートをいたします。

内容 料金

マーケットリサーチ、市場調査 要ご相談

オンライン上でのアンケート（100人〜） 5.5万円〜

タイ人個人への簡易的なヒアリング
（2人〜） 3万円〜

タイ現地企業へのヒアリング（1社〜） 要ご相談

グループインタビュー（3人x1回〜） 要ご相談

イベントでのアンケート実施など
（1名x8時間/日） 要ご相談

パッケージ料金プランと各種価格



URL： https://ohhotrip.com/15758/

記事公開日：2021年8月24日（火）

ページアクセス数：110

Facebookシェア数： 292
※各数字は2021年10月1日現在）

大手回転寿司チェーン様 記事掲載

キーワード（和訳） ページビュー数 平均google順
位

sushiro 日本の店舗 44 3

sushiro central world 12 13

sushiro セントラルワールド 9 13

sushiro フューチャー 9 14

sushiro future park 6 13

Google検索で検索されているキーワードは、「SUSHIROสาขาที&ญี&ปุ่น

（日本の店舗）」が「3位」となり、そこからの流入が大半を占

めておりました。

また、タイの店舗を検索するキーワードでも「13位」前後につ

けており、タイのSUSHIROに足を運ばれるお客様にも読まれてお

ります。

エンゲージメント数

（いいね、シェア、コメント）

リーチ数

675 4,623

《参考事例》
中小企業庁 令和２年度事業「タイ市場向けインバウンド誘客事業」

https://ohhotrip.com/15758/


観光庁令和3年度事業「来訪意欲を増進させるためのオンライン技術活用事業」

【コンセプト】
訪日旅行再開時の、現地発旅行商品造成の為の実証実験とし、アジア圏内で、
※最もビールの消費が多いタイ市場に向け、
日本産クラフトビールの魅力をPR。
タイ人ライターを東京サテライト会場へ派遣しオンラインツアーに参加して
もらうことにより記事化。愛媛の魅力と日本産クラフトビールの認知度拡大
のためWEB媒体とfacebookを活用した情報発信を行った。

※出典：「Expensivity World Beer Index2021」
https://www.expensivity.com/beer-around-the-world/

【内容】
• 愛媛の魅力を中心とした内容及び本事業に関しての情報発信。
• 愛媛クラフトビールツーリズムと地域のこだわった食材の美味しさをPR
• 実際にタイ人ライターが試飲をし、その感想を含めて記事化。
• 愛媛のブルワリーと東京サテライト会場の情報を掲載
• 観光PR映像の紹介と、在日タイ人に向けてECサイトへの誘引。

ライター：Masawan Macharoen（マサワン）

タイ出身、日本在住8年（現在、東京都在住）
奨学金制度で日本の大学で学び、現在東京で働く傍ら、趣味
の旅行経験をタイ人に共有するために、ブログやSNSで投稿。
タイ人目線でリアルタイムな日本に関する記事を執筆、
彼女の書く記事や投稿はいつも多くのいいねが付き、
クオリティの高いコンテンツ作りが特徴。

KPI 目標 結果

WEB記事 1,000PV 1,118PV

Facebookリーチ数 10,000件 12,139件

Facebookエンゲージメント 500件 1,894件

Facebookコメントフィードバック 30件 13件

LPへの誘因・誘導数 100件 111件

タイ人ライターによるweb記事とSNS発信

https://www.expensivity.com/beer-around-the-world/


参考事例

https://digital-tool.jp/search/

弊社は、タイ人向けに２つのWEB媒体とfacebookを運営しているバンコク在住の会社と提携し、日系企業向けに地域や日本産品を
マーケティングする会社です。Webメディア.SNSを軸に、調査から、プロモーションまでを一手に引きうけ、昨年は、５つの飲食
店等に取材し、PRの支援をしてまいりました。これからのタイ市場への展開や既に、展開しているが、新たなWEBメディア,SNSを
活用したマーケティングを検討の企業様、一緒に取り組んで参りましょう！
【課題整理→設計→調査→プロモーション実施】
Url：https://jmys.tokyo/marketing-promotion/

令和４年度：中小企業庁「デジタルツールを活用した海外需要拡大事業」
支援パートナー企業に選定

https://digital-tool.jp/search/%E2%80%9Chttps://jmys.tokyo/marketing-promotion/%E2%80%9D


参考事例

2023年1月27〜29日まで、JNTO主催FITfairにて自治体のご支援の様子

令和４年度：自治体様の訪日インバウンドの動きも加速し、タイでのイベント企画
やブースデザイン、ノベルティ、SNSを活用したオンライン情報発信を支援

タイ消費者に向けて、訪日観光PRと販売を目的とした「第14回VISIT JAPAN FITフェア」が2023年1月27日～29日の3日間 、3年ぶりにバンコク都内
大型商業施設のサイアムパラゴンホールで開催された。日本からは観光関連団体、宿泊施設、交通事業者や関連サービス、タイから訪日旅行会社、航空会
社、関連サービス企業など日タイ合計83団体・102ブースの出展となった。3日間で5万1610名が入場し、実際に1万1874名が会場で訪日関連の商品を
購入。前回、2019年度実施の同イベントに近い盛況を見せた。



令和４年度：2024年北陸新幹線延伸を見据え北陸３県魅力発信イベントを取材



補助金申請支援事業業

国、自治体、企業等へのプロポーザル、補助金申請の支援をしております。
コンテンツ創出や磨き上げ、訪日旅行プロモーション、

日本産品の海外進出などの販路拡大など多岐にわたりサポートいたします。

実績
１，観光庁
・観光DX推進プロジェクト：「愛媛クラフトビールツーリズム」記事制作と発信
・第2のふるさと創出事業
・看板商品創出事業

２，中小企業庁
・デジタルツールを活用した海外展開支援：化粧品、健康サプリ等
・Japan brand支援事業：サムライ体験 タイ市場展開支援
・小規模事業者補助金

観光庁
・訪日プロモーション

・コンテンツ創出事業

中小企業庁
・デジタルツール

活用事業
・小規模事業者補助金

・事業再構築補助金

自治体からの
プロポーザル案件



弊社サービスの実績

弊社は、全国の自治体様や企業様とお取り引きさせていただいております。

実績自治体様例

実績企業様例

取引実績について



会社概要

■会社名 株式会社JMYS
■事業内容 (1) マーケティングリサーチ及び経営情報の調査、収集及び提供

(2) 生鮮食品、保存食品及び加工食品の販売
(3) 賃貸別荘、貸ビル、旅館、ホテルその他宿泊施設の経営
(4) 企業戦略の立案、企画革新、企業情報システムの構築及びM&Aに関する支援事業
(5) 前各号に付帯関連する一切の事業

■所在地 東京都目黒区目黒3-1-7-410
■資本金 1,000,000円
お問い合わせ：sales@jmys.tokyo 担当：鈴木

会社概要

【2022年11月】
インバウンド復活に向けたタイ市場での情報発信 「地域応援プロジェクト第一弾」を発表
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000005.000086901.html
【2022年5月】
中小企業庁 令和3年度補正予算「デジタルツールを活用した海外需要拡大事業」における
支援パートナー企業に選定されました

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000086901.html
【2022年1月】
タイ市場に商品展開を検討されている企業様必見 タイ市場での「調査」から「プロモーション」
までを ワンストップで！ 市場調査＋プロモーションプランのご案内

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000086901.html
【2021年11月】
10万円で1,000PV・10,000リーチ保証、タイ人向け訪日メディア『OhHo trip』お試しプロモーション
プラン リリースのご案内

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000086901.html
【2021年9月】
【タイ人の訪日旅行・意識意向調査2021】タイ人は早く日本に行きたい！2022年の花見、紅葉、
雪の時期に日本旅行を期待

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000086901.html

プレスリリース

mailto:sales@jmys.tokyo
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000005.000086901.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000086901.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000086901.html
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