
Guidable株式会社

Guidable Japan掲載用
外国人向けプロモーションのご提案



Guidable株式会社について

会社名 Guidable株式会社

代表者 田邉 政喜

設立年月日 2015年11月18日

所在地 東京都港区赤坂1-3-18 DG22ビル 7F

電話番号 03-6886-4008

資本金 51,000,000円

企業理念 外国人と日本人の境界線をなくす

事業内容

・外国人向け日本のHow to 紹介サイト「Guidable Japan」運営
・外国人向け就職支援サービス「Guidable Jobs」運営
・外国人向けQ&Aサービス「Guidable Q&A」運営
・外国人向けサービスのコンサル事業、広告宣伝代行
・インターネット上でのメディア事業

取引銀行
みずほ銀行
三井住友銀行
楽天銀行

主要取引先

株式会社 朝日新聞社
三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社
TIS株式会社
株式会社 拓人こども未来
赤門会日本語学校 2



外国人向け How to 紹介サイト 「Guidable Japan」 について

サイト名 Guidable Japan

ターゲット 訪日 / 在留外国人

言語

13カ国語対応
英語 / スペイン語 / 中国語（繁体字）/

中国語（簡体字）/ インドネシア語 / ベトナム語
/ フランス語 / イタリア語 / タイ語 / ロシア語

ポルトガル語 / 韓国語 / 日本語

形式 外国人および日本人が紹介する
日本のHow to情報メディア

PV数 200,000~ PV / 月

サービス提供開始日 2016年2月15日

ライター
日本人、中国人、韓国人、イタリア人、
インド人、インドネシア人、アメリカ人、

フランス人など15カ国以上

日本最大級のHow to情報メディア

朝日新聞社と提携

オールアバウト社と提携
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「Guidable Japan」の強み

SNSとの連携で
次につながるお客様を

ユーザーの8割が日本
居住の外国人

外国人が、英語で日本の各
ワードについて検索した際、
上位に表示されるように
SE O対策を実施。検索から
の流入を増やします。

Facebook、Twitterなどの
SNSとの連携を強化し、オン
ラインでの口コミを生成。
シェア機能などを用いること
で、さらなる集客力向上に貢
献します。

他のインバウンドメディア
と異なり、実際に足を運べ
る日本居住の外国人に効率
良くリーチが可能。リピー
ターとしても期待できる
ユーザー層にP Rできま
す。

「もっと集客に力を入れたい！」「新しい顧客層を開拓したい！」
企業の皆様に人気の理由です。

SEO対策で
エントランスを広く
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これまでのPV数の伸び

2017年 12月

1カ月あたりPV数100倍に!!

2020年 1月
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Guidable Japanのユーザー

欧米 アジア その他

オーガニックサーチ
からの流入

アジア 欧米 その他

SNS
からの流入

PV数
200,000

3%

7%

12%

16%
19%

リピート率の推移

年齢

欧米 51%
アジア 25%

アジア 55%
欧米 19%
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１. プロモーション記事概要

掲載までの日数 2週間（見込み）

プロモーション記事仕様

・2時間程度の取材/撮影（交通費別）
・記事作成（1000~1500word）
・写真5枚程度
・ページ作成
・ページ掲載
・トップページからの誘導（約1週間）
※掲載開始日はご指定いただけます。

弊社の専任外国人ライターが貴社の商品・サービス、地域を
ご紹介。

コンテンツの内容や写真は全てGuidable Japan編集部が構
成から作成します。外国人が好むシンプルなウェブデザイン
で、読者の心を動かす外国人目線での記事を作成します。

記事下に表示される貴社リンクまでスムーズに誘導できるレ
イアウトとなっています。



コンテンツ(1) 取材記事
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企業・店舗に弊社の外国人ライターが訪問して取材を実施する形式。

弊社の専任外国人ライターが貴社の商
品・サービス、店舗、地域をご紹介。

ベージ内には貴社ホームページや商品/
サービスの紹介ページ、購入/予約ペー
ジ、弊社サイト内の専用申し込みペー
ジなどのリンクを記載し、誘導を図る
ことができます。

焼き鳥屋 Café&bar

オーナーインタビュー
等の掲載も可能です！

HPや予約ページのリンク
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コンテンツ(2) 外国人体験型記事
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外国人が貴社の商品やサービスを試し、魅力や使い方を記事にまとめる形式。

オンライン日本語学校

弊社に所属する外国人が実際に商品や
サービスを利用し、魅力や使い方を外
国人目線で記事にまとめます。

ベージ内には貴社ホームページや商品
/サービスの紹介ページ、購入/予約
ページ、弊社サイト内の専用申し込み
ページなどのリンクを記載し、誘導を
図ることができます。

記事上に申し込み
ページリンクを
3箇所ご用意

専用申し込みページ
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コンテンツ(3) グループインビュー記事
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複数の外国人にインタビューや座談会を行い、その様子と会話内容を記事にまとめる形式。

条件に合致した外国人を募集し、
グループインタビューや座談会を実
施します。複数の外国人が、サービ
スや商品を実際に使っている様子や
商品について話している様子、レ
ビューを記事まとめることができま
す。

ベージ内には貴社ホームページや商
品/サービスの紹介ページ、購入/予
約ページ、弊社サイト内の専用申し
込みページなどのリンクを記載し、
誘導を図ることができます。

民泊サイト

化粧品メーカー

HPや購入・予約
ページのリンク

Amelia :アメリカ出身
日本は湿度が高いから、アメリカのフェイスクリーム
はベタベタしすぎるの。だから私はこのトナーを使っ
てるわ。

Flavia ：ブラジル出身
私はこのデオドラントがオススメ！
日本のデオドラントは西洋人に凄く効き目が弱いんだ
けど、これは大丈夫！

Mina:韓国出身
日本は韓国と同じくらいたくさんの美容品があるけど、
このマスクパックは韓国でもみたことがないわ。
本当に翌日の肌の調子が違ってびっくり！

Li :中国出身
今まで京都・福岡・宮崎の民泊を利用したよ。全然知
らない場所でも、サイト内で地図でルートを教えてく
れるので、全く迷わなかったよ。

Olaf ：ロシア出身
日本国内を旅行するときは必ず、民泊を利用している
よ。実際に現地のホストと話すことができるからね。
予約前に、ホストのレビューをみれると安心だよね。

Dave:アメリカ出身
私は布団で寝るのが大好きなので、日本の民泊では必
ず和室に泊まるようにしてるんだ。和室か洋室か検索
できるこのサイトは本当に便利だよ。
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２. バナー掲載概要

プラン バナーA、バナーB

コンテンツができてか
ら掲載までの日数 ５営業日（見込み）

仕様 ・バナー作成
・バナー設置

バナー

(1) バナーA
トップページ右側バナー
355px × 90px

(2) バナーB
全記事ページ右側バナー
355px × 90px

日本旅行を予定している人、日本旅行中の人、
日本に住んでいる人まで多くの層の外国人が閲
覧するGuidable Japanトップページおよび全
記事ページに広告を掲載します。

ロゴとテキストの入稿のみで弊社デザイナーが
適切なバナーを作成します。

様々な層の方に幅広く閲覧されるため、広範囲
のブランディングが可能です。

バナー
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3. メール配信

コンテンツできてから
配信までの日数 ５営業日（見込み）

仕様
・メール作成
・対象リスト作成
・メール配信
・開封率、クリック数納品

配信フロー

12

在留外国人の中で外国人の年齢、国籍、居住地、
ビザの種類など、貴社がアプローチしたい対象
者を選定しリスト作成後にメール配信をいたし
ます。

高い質の人材にアプローチし、見込みのある外
国人に向けて配信します。

メールドラフト作成

ターゲットリスト作成

メール配信

開封率、クリック数
データ納品

例)
(1)

(2)

(3)

(4)



サービス課金体系

サービス内容 数量 内容 金額(税別) 補足

１. プロモーション
記事

プロモーション記事
ライトプラン

1コンテンツ
1言語 認知度向上のための記事作成プラン 15万円

プロモーション記事
スタンダードプラン

1コンテンツ
1言語 記事作成とSNSプロモーションがセットになったプラン 20万円 1カ月間：3,000PV〜4,000PV想定

2. バナー掲載

トップバナーのみ 1コンテンツ
1バナー枠 １カ月の掲載 10万円 開始日から1カ月の掲載となります。

全ページバナー 1コンテンツ
1バナー枠 １カ月の掲載 25万円 開始日から1カ月の掲載となります。

メール配信 ターゲティングメール １回の配信 10万円

オプション

オプション①
SNSプロモーション

ブースター
SNSを利用して、狙ったターゲットへの

プロモーションを実施 10万円 1カ月間：3,000PV保証

オプション②
多言語翻訳

1コンテンツ
1言語 作成言語以外の翻訳 5万円
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掲載までのフロー

記事作成申し込み

貴社

弊社

内容決定

申込書
記入

申込書
送付

サイト
掲載
開始

初版
確認ご報告

取材
組立

初版
作成

プロモー
ション開
始

※オプション

サイト掲載

期間：2週間程度

取材

最終版
確認

最終版
作成

翻訳
※オプション
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補足 広告掲載禁止事項および免責事項

広告掲載禁止事項

・公序良俗に反するもの
・暴力団及び反社会的勢力によるもの
・責任の所在が明確でないもの
・関連法規・条例に違反する可能性があるもの
・詐欺的になりうる可能性があるもの
・誇張表現や嘘の情報を含むもの
・第三者のプライバシーを傷つける恐れがあるもの
・その他当社がふさわしくないと判断したもの

免責事項

・当社は競合排除は実施しておりません。
・デザインは一部変更する可能性がございます。
・想定PVと書かれているものに関しましては、
あくまでもPV数を保証するものではございませ
んので予めご了承ください。
・当社が広告記事投稿が不適切であると判断した
場合、記事投稿を終了することがございます。
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