
後援：       株式会社 

            トラベルジャーナル 

主催：     株式会社 

         観光ビジネスコンサルタンツ 

凄腕！ バス 経営 
中小バス会社の経営覚醒セミナー 

目醒めよ！バス会社が旅行業である強み 

『旅行業登録』最大活用セミナー 

「募集旅行事業 完全攻略」 
バス会社 
だからできる 

「着地型ツアー 新規参入」 
バス会社 
がやるべき 

１ 

目醒めよ！インターネット武装の強み 

『貸切バス』受注拡大セミナー 

「安全と信頼を伝える    」 
評価向上 
ブランド確立 

「貸切バスが売れる     」 
販促営業 
セールス強化 

２ 

大阪：6日 

東京：13日 

１ 

２ 

２ 

１ 

９月開催 

大阪：７日 

東京：1４日 

９月開催 
ホームページ 

活用対策 

ホームページ 

活用対策 

９月開催 

ローカル企業 

中小バス 
事業者 
専門特化 

追い風のバス業界で 
反転攻勢を仕掛ける 
経営戦略とは？ 

セミナー１つ目 

セミナー２つ目 

会
社 



目醒めよ！バス会社が旅行業である強み 

１ 

バス会社 
だからできる 募集旅行事業 

着地型ツアー 

凄腕！バス会社経営 中小バス会社の経営覚醒セミナー１ 

バス会社 
がやるべき 

完全 
攻略 

新規 
参入 

地元商圏 バス 
稼働 

バス 
稼働 

お客様創り・ブランディング 
「地元のバス会社なら○○バスが一番！」 

強み 

バス会社が 

そんなバスツアーは売らない！ 

売るべきは！ 

募集旅行事業 

強み 

着地型ツアー 

旅行業登録を最大活用して下さい！ 
自社バスを自社稼働し、自社の力でお客様を創る 

な
ぜ
な
ら 



『旅行業登録』最大活用セミナー１

なぜ、「募集旅行事業」と「着地型ツアー」に“本気で”取り組むべきなのか？

市場の変化

バスを持たない旅行会社の

ツアー市場は縮小傾向へ

新運賃・料金制度

運行管理の厳格化

１ 消費の変化

低品質、低価格の終焉

安いだけでは売れない

ヘビーユーザー化

商品選択・価値判断

２ 顧客の変化

ツアーの購買基準として、

バス運行会社が重要となる

安全意識、警戒心が高

まり、信頼と安心を重視

３

バスを持つバス会社は、

旅行会社よりも断然優位。

高くても品質の高いツアーが

お客様に選ばれる。

ツアーの安全を保障し、信頼

を獲得できるのはバス会社。

これからのバスツアー市場は、バス会社がリードする！

「募集旅行事業」と「着地型ツアー」が、

ローカル地域・中小バス会社にもたらす

１．バス稼働アップ ２．直販売上アップ ３．貸切受注アップ

民間企業であるにも関わらず、地域振興、活性化に貢献するバス会社は、

地元で知られ、認められ、信頼される！

地元の暮らし

を豊かにする

地域に“出逢

いの場”を創る

地域の商業に

活力を与える

１．バス稼働アップ

動かしたい時に

バスを動かす

２．直販売上アップ

現有資産のバスで

大きく稼ぐ

３．貸切受注アップ

個人客（ツアー参加者）

から団体客を創る

４．人財育成

乗務員・スタッフの

業務レベルアップ

５．人財採用

元気な会社の求人

に応募が集まる

本セミナーは、事業の成長と経営の安定を目指す

中小バス会社のためのセミナーです

「やってみたいが、どうすれば良いのかわからない」

「やり方、仕方のポイントがあるなら知りたい」

「本当に出来るのか？他社は、どうやっているのか？」

本セミナーで

事例を交えて

詳しく解説！

目的達成のための正しい手段を、正しい順番で、集中して実行する時！



（プロフィール） 
旅行会社勤務の後、コンサル業界に入
る。観光、旅行専門のコンサルタント
チームを率いる業界のスペシャリスト。
約２５年間、第一線で活躍。「関わる
全ての方々の笑顔のために」という企
業理念を掲げ、講演、セミナー、企業
コンサルタントとして活動中。 

コーヒーブレイク 
  名刺交換 

17:10～17:30 
＜自由参加＞ 歓談、情報交換の時間 

講 師 紹 介 

観光ビジネスコンサルタンツ 

代表取締役社長 

  西川 丈次 

観光ビジネスコンサルタンツ 

  宮内 直哉 

（プロフィール） 
観光、旅行専門の「西川丈次コンサル
タントチーム」のメンバーとして、 
全国のバス会社、旅行会社、観光事業
者を訪問する毎日。 
中小企業の集客と 
販売促進、業績向 
上について二十年 
以上の実践経験を 
持つ。特にネット 
活用による経営改 
革と売上アップを 
業務支援している。 

目醒めよ！バス会社が旅行業である強み 

大阪 

『旅行業登録』最大活用セミナー 

約２５年に渡り、全国のバス会社、旅
行会社、観光事業者の経営支援を行っ
てきました。その中で築き上げたノウ
ハウをこのセミナーを通じて、多くの
方々に伝えたいと願っています。 
バス業界は時代の転換期を迎えていま
す。追い風の今こそ、永続的な業績向
上の仕組みを築き上げることが必要で
す。このチャンスを活かして、次のス
テージに勝ち上がりましょう。 
 

講座まとめ 
16:40～17:10 本日の講座を総括 
西川 丈次 

第１講座 

１２時２０分 
   ～ 
１３時５０分 

西川 丈次 
＜講師＞ 

90分 

9/6（水） 東京 9/13（水） 

第２講座 

１４時００分 
   ～ 
１５時３０分 

西川 丈次 
＜講師＞ 

90分 

第３講座 
１５時４０分 
   ～ 
１６時４０分 

宮内 直哉 
＜講師＞ 

60分 

バス会社だからできる「募集旅行事業 完全攻略」 

講座の目的 

①募集旅行事業の拡大又は新 
 規参入における経営戦略ポ 
 イントを明確化する。 
②成功事例に学び、自社が具 
 体的に取り組むべき業務と 
 進め方を理解する。 

受講の成果 

①バス会社経営において、募 
 集旅行事業を成長させる未 
 来図を描くことができる。 
②募集旅行事業を成功に導く 
 ために「やるべきこと」が 
 わかる。 

講座の目的 

①バス会社が着地型ツアーに 
 参入すべき理由とその経営 
 的な価値を明らかにする。 
②着地型ツアーの参入におい 
 て、押さえるべきポイント 
 と成功ステップを理解する。 

受講の成果 

①着地型ツアー参入における 
 経営戦略を明確化できる。 
②初めて着地型ツアーを企画、 
 販売する際の実行面でのヒ 
 ントを掴むことができる。 

バス会社がやるべき「着地型ツアー 新規参入」 

インターネットを使って「着地型ツアー を販売する方法」 

講座の目的 

①着地型ツアーの販売におけ 
 るインターネット活用方法 
 を学ぶ。 
②ネット販促活動の事例を見 
 ながら、具体的な実践方法 
 を理解する。 

受講の成果 

①全国（又は世界）の観光旅 
 行客へ自社の着地型ツアー 
 を宣伝する方法がわかる。 

①募集旅行市場の変遷、現状と課題とは？ 
②バス会社が募集旅行に取り組む目的とは？ 
③バス会社だからこそ得られる募集旅行事業 
 のメリットとバス会社の強みとは？ 
④募集旅行事業の成功に必要な経営戦略とは？ 
⑤募集旅行事業の拡大を実現するために必要な 
 重要ポイント、着眼点とは？ 
⑥中小バス会社の募集旅行事業の成功事例から、 
 その実際の具体的な仕組みと仕掛けとは？ 
⑦募集旅行事業による人財育成、人財活用、 
 チーム創りの進め方とは？ 
⑧募集旅行事業の強化を実現するための、改革 
 ステップ、取り組み方の手順とは？ 

講座の主な内容 

etc 

①今こそ着地型ツアーに参入すべき理由とは？ 
②地元ローカル企業のバス会社が、着地型ツ 
 アー参入で得られる経営メリットとは？ 
③着地型ツアーを販売するバス会社が果たすべ 
 き、地元企業としての使命と役割とは？ 
④着地型ツアー販売を成功させる戦略とは？ 
⑤成功事例から学ぶ、着地型ツアー販売の強化 
 ポイントとは？ 
⑥売れる着地型商品を創る企画の視点とは？ 
⑦成功要因となる人創り、提携パートナー創り 
 の重要性とは？ 
⑧これから始める着地型ツアー販売の事業拡大 
 ステップとは？ 

講座の主な内容 

etc 

①地方に所在する中小バス会社が、インター 
 ネットを使って、地元の着地型ツアーを販売 
 し、成果を掴むための基本戦略とは？ 
②着地型ツアーを販売するバス会社が持つべき 
 自社ホームページの改善ポイントとは？ 
③着地型ツアー商品を全国（又は世界）の観光 
 旅行客へ販売する様々な手法とは？ 
④実際の事例に見て学ぶ、インターネットを 
 使った着地型ツアー商品の販売戦術とは？ 

講座の主な内容 

etc 

旅行業を最大活用したバス 
会社経営を目指すなら、 
「募集旅行事業」と「着地型 
ツアー販売事業」への参入、 
強化が成長戦略となる！ 
バスを持つ強みを活かし、 
人財を活かし、お客様を創る。 
そこに新たな道が開ける！ 



２ 

評価向上 
ブランド確立 安全と信頼を伝える 

貸切バスが売れる 

凄腕！バス会社経営 中小バス会社の経営覚醒セミナー２ 

販促営業 
セールス強化 

Ｈ Ｐ 
対策 

Ｈ Ｐ 
対策 

“あなたのお客様”がバスを探しています！ 
チャンスを逃していませんか？ 
他社に奪われていませんか？ 

おすすめ バス会社 

から始めるインターネット活用で 

一般団体 
地元顧客 

旅行会社 
エージェント 

企業法人 
契約送迎 

冠婚葬祭 
学校・クラブ 

空港送迎 
インバウンド 



『貸切バス』受注拡大セミナー ２ 
「貸切バス会社は、インターネットで“全国営業”できる！」 
その可能性を考えている経営者、幹部は、バス業界には、ほとんどいない。 

１．昔から変わらない“人脈営業”、“挨拶回り” 

３．インターネット活用には目を向けない 

４．役に立たない“あるだけホームページ” 

６．ホームページに見込み客を集める術が無い 

貸
切
バ
ス
業
界
の
現
状 

貸切バス業界の 
ネット活用は、 
時代遅れ 

地元の仕事を
もっと取りたい！ 

暇な時（オフ）は、
もっと仕事が欲し
いが・・・ 

企業の契約
送迎を増や
せないか？ 

最近、イン
バウンドが
減っている 

未開発の営業領域 
貸切バス・マーケット 

ホームページの 
     改善を実行！ 

旅行会社に 
情報発信！ 

企業・法人に 
アピール！ 

町内会・婦人
会等にＰＲ！ 

父兄、ＰＴＡ 
にも広報！ 

当社は、安全
と信頼のバス
会社です！ 

「相談・問合せ」、「見積依頼」、「予約」 
の電話、ＦＡＸ、メールが 

お電話ありがとう
ございます！ 
○○バスです！ 

どうぞ当社に 
お任せください！ 

２．仕事が入って来るのを待つ“受け身の経営” 

５．ホームページが原因で“新規顧客の取り逃し” 

初めてでも心配無し！さぁ、今日から始めよう 

貸切バス会社が、ネット対策に費やした 

地域内の競合各社に先駆けて、 
ネット活用を実行する！ 

ステップ１ 

競合のＨＰチェック 

ステップ２ 

安全と信頼を伝えるＨＰ制作 

ステップ３ 

貸切バスが売れるＨＰ制作 

ステップ４ 

ＨＰへの誘客対策 

競合Ａ社 

５０点 
競合Ｂ社 

７０点 

我社のホームページ
は、何点だろう？ 

？ 

強みと弱みの調査分析 安全と信頼の情報レベルアップ “借りたい客”視点での情報掲載 “見付けてもらう”仕組み構築 

このバス会社が
一番安全ね！ 

そう感じさせる 
ＨＰの作り方がある 

この会社のバス
が良さそう！ 

そう判断させる 
ＨＰの作り方がある 

「なるほど、そうだったのか!?」と理解が深まる事例解説。 
実行すれば、地元地域で“あなたの会社のポジション”が変わります。 



西川丈次の書籍案内 

「人」を創る一冊！ 
 西川 丈次 新刊 
   「感動サービス」を翻訳する！ 

㈱ごま書房新社 2014年発売 

多くの企業が教育図書として採用 

人気の 
「週刊トラベルジャーナル」 
     連載コラムから 

旅行会社のおもてなし経営 
今日からできる120%予算達成術 

電子書籍の３冊！ 

Vol.1 

2013年発売 
Vol.2 

2013年発売 
Vol.3 

2014年発売 

貸切バス業界は、インター
ネット活用に遅れている！ 
ホームページを改善すること
で「安全と信頼」のブランドを
確立し、受注拡大に向けて、
戦略的なネット対策を打ち出
すことが必要！ 
今こそ、業界の先を走れ！ 

アマゾンで好評販売中！ 

講 師 紹 介 

観光ビジネスコンサルタンツ 

代表取締役社長 

    西川 丈次 

宮内 直哉 

大阪 9/7（木） 東京 9/14（木） 

目醒めよ！インターネット武装の強み 

『貸切バス』受注拡大セミナー 

コーヒーブレイク 
  名刺交換 

17:10～17:30 
＜自由参加＞ 歓談、情報交換の時間 

第１講座 

１２時２０分 
   ～ 
１５時３０分 

宮内 直哉 
＜講師＞ 

190分 

途中10分休憩 

第２講座 

１５時４０分 
   ～ 
１７時１０分 

西川 丈次 
＜講師＞ 

90分 

「安全と信頼を伝える」 

講座の目的 

①どのようなホームページを 
 持てば、自社の貸切バスの 
 安全性と信頼性がお客様に 
 伝わるのかを明確にする。 

受講の成果 

①お客様に安全性と信頼性を 
 伝えるためのホームページ 
 の改善ポイントがわかる。 

講座の主な内容 

etc 

評価向上 
ブランド確立 

ホームページ 
活用対策 

①貸切バスの安全性を伝えるホームページの制 
 作ポイントとは？ 
②お客様が信頼性を感じるホームページとは？ 
③競合他社との比較検討で勝つ。安全・安心・ 
 信頼の魅せ方、デザイン表現とは？ 
④全国の貸切バス会社のホームページを調査。 
 安全性、信頼性を伝えるホームページの「良 
 い事例」、「悪い事例」とは？ 

「貸切バスが売れる」 

講座の目的 

①貸切バスの受注拡大を実現 
 するためのホームページ活 
 用対策を理解する。 

受講の成果 

①貸切バスの「予約」、「相 
 談」、「問合せ」を掴むた 
 めの自社ホームページの
“あるべき姿”がわかる。 

講座の主な内容 

etc 

販促営業 
セールス強化 

ホームページ 
活用対策 

①「貸切バスが売れるホームページ」の戦略と 
 戦術とは？ 
②「どんな情報を、どうやって掲載すれば良い 
 のか？」。ホームページのリニューアル、新 
 規制作における重要ポイントとは？ 
③競合他社と差別化し、お客様の心に刺さる 
 トップページのデザイン構成とは？ 
④お手本となるホームページ事例とは？ 

１ 

２ 

中小バス会社の「インターネット攻略方法」 

講座の目的 

①中小企業でもできるイン 
 ターネット活用手法を学ぶ。 

受講の成果 

①インターネットを使った
「貸切バス受注アップ対策」 
 を自社で実行に移せる。 

講座の主な内容 

etc 

①「貸切バスを探すお客様（一般ユーザー、旅 
 行会社、企業・法人）」を自社ホームページ 
 に誘導する集客戦略とは？ 
②貸切バス会社が知るべき、Yahoo、Google検 
 索対策のポイントとは？ 
③ネット広告（リスティング広告）で、貸切バ 
 スの受注を獲得するノウハウとは？ 

３ 

地元地域で一番の貸切バス会社になる経営戦略 

講座の目的 

①事業の成長、業績向上を実 
 現し、永続的にお客様を創 
 り続けるための「貸切バス 
 会社の根本的な経営戦略」 
 を理解する。 
②多くの貸切バス会社を支援 
 している経験と実績から、 
 貸切バスビジネスの重要ポ 
 イントを明確にする。 

受講の成果 

①貸切バス会社における経営 
 上の課題、悩み、迷いに対 
 して、それらを解決に導く 
 ためのヒントと方策を掴む 
 ことで、確信を持って、貸 
 切バス事業に取り組める。 

講座の主な内容 

etc 

①地元ローカル企業の貸切バス会社が持つべき、 
 事業発展のための『不変の経営戦略』とは？ 
②地元地域で愛され、信頼される貸切バス会社 
 になるために、今から取り組むべき、改革、 
 改善のポイントとは？ 
③経営改革、業務改善に取り組む貸切バス会社 
 は、「何を」、「どのように」、「どういう 
 順番」で進めて行けば良いのか？経営を変え、 
 現場を変えるためのステップと実行ノウハウ 
 の要点とは？ 
④全国の貸切バス会社の経営コンサルタントと 
 して25年間の経営支援で出逢った、数々の中 
 小バス会社の取り組み事例や成果から、 
『自社に役立つ貸切バス会社経営のヒント』と 
 は？ 



ご参加申込 

☑マーク 

 セミナー１       □大阪会場：9月6日（水）  □東京会場：9月13日（水）   

 セミナー２       □大阪会場：9月7日（木）  □東京会場：9月14日（木）  

フリガナ   

ご住所 

 〒     -    

御社名   

  
  

代表者名 

TEL（連絡）  （     ）      -       

FAX（連絡）  （     ）      -       

ご参加者 
氏名 

1 

フリガナ 役職 

2 

フリガナ 役職 

        

 E-mail  E-mail 

ご参加者 
氏名 

３ 

フリガナ 役職 

４ 

フリガナ 役職 

        

 E-mail  E-mail 

セミナー会場での写真撮影、録音、録画はご遠慮いただいております。あらかじめご同意願います。 □同意します 

ＦＡＸ送信してください FAX：06-6885-6336 FAXお申込み用紙 

お問合せ 株式会社 観光ビジネスコンサルタンツ 
〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島1-14-17 アルバート新大阪ビル503号 

TEL：06-6885-6335 

HP 観光ビジネスコンサルタンツ 検索 

FAX：06-6885-6336 

◆ セミナーご参加の方 「ＦＡＸ申込書」 ◆ 

各セミナー 12:20～17:10【受付12:00～】 

ご参加料金 各セミナー １名様 37,800円（税込） 

◆ご参加料金は開催日の10日前までにお振込みください。 ◆振込手数料はお客様のご負担とさせていただきます。 
◆ご参加を取り消される場合は、開催日の3営業日前（土日祝除く）の17時までにお電話でご連絡ください。 
 それ以降のお取り消しは、ご参加料の50％を、当日のお取り消しは100％のキャンセル料を申し受けます。 
◆地域（商圏）によっては、ご参加いただけない場合があります。本セミナーは、バス会社様限定のセミナーです。 
 コンサル業、研修会社、ＷＥＢ関連企業、調査会社等の方はご参加いただけません。 

お申込み 
FAXを送信 

お申込み受付、受講票と、 
料金振込み口座をメールでご連絡 

参加料金を指定口座へ 
お振込みください 

ご参加者 弊社 ご参加者 

お手続き完了。 
当日、受講票を持って会場へ 

＜お申込みの流れ＞ 

メビック扇町 ３Ｆ 交流スペース１ 

大阪府大阪市北区扇町2-1-7 
          関テレ扇町スクエア3階 

大阪 
東京都中央区八重洲1-7-4 
       矢満登ビル5階 

貸会議室プラザ 八重洲北口５階２号室 
東京 

※同一セミナーで同一企業２人目以降の方１名様21,600円（税込） 

同一の方が両セミナーを受講の場合 １名様：54,000円（税込） 

開催時間 ※17:10～コーヒーブレイクをご用意 
       歓談・情報交換（自由参加） 

★西川丈次 著 『「感動サービス」を翻訳する！』を購入する 
冊 

※セミナー当日に受渡し。 
  １０冊以上は、無料配送可能 

セミナー名 大阪会場 東京会場 

セミナー１ 
目醒めよ！バス会社が旅行業である強み 

『旅行業登録』最大活用セミナー 9月6日（水） 9月13日（水） 

セミナー２ 
目醒めよ！インターネット武装の強み 

『貸切バス』受注拡大セミナー 9月7日（木） 9月14日（木） 

※最低１名様は、 
  メール必須記入 

主催：㈱観光ビジネスコンサルタンツ 

後援：㈱トラベルジャーナル 

『旅行業登録』 
  最大活用セミナー 

『貸切バス』 
  受注拡大セミナー 

★教育図書として多くの企業が採用 


