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バス会社経営
３つの課題を

解決するセミナー

＝３日間 連続開催 9/24～26 in 東京＝

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
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バスツアー販売促進

貸切バス営業強化

あなたの会社のドライバーが変わる！

そのバスツアーは、もっと売れる！

受注アップ、稼働アップを実現！
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セミナー：No.１ 開催日：9/24(火)
バス運転士の採用・教育・戦力化 セミナー

－１－

ドライバーを採用し、
教育し、戦力化する方法

２

３ ４

ドライバーを商品とする経営戦略

全国の会社が、
バスを商品として売っている

地域競合 見積合戦

新車導入 設備投資

負けないぞ！

負けそう・・・

こ
の
ま
ま
で
は
、

古
い
業
界
体
質
か
ら
抜
け
出
せ
な
い
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戦略転換

バス会社の商品は、バスではなく、
お客様の心を掴むドライバーそのもの！

当社の自慢はドライバーです！
他の会社とは違いますよ！

ドライバーの“当り前”を壊す教育
どんなドライバーでも、教えれば変わる！

「ドライバーの“本当の仕事”とは何か？」
「自社ドライバーの“あるべき姿”とは？」

ドライバーの意識と行動を変える

頭と体に染みついた、
“いつもの仕事”を問い直す！

業界の“当り前”は、本当にそれで良いのか？

ドライバーの常識は、非常識なのではないか？

人財育成のカギは、“行動基準”
自社ドライバー

守らなければならないルールではなく、
誇りと自信を持って行動できる規範を示す！

行動基準で仕事が変わる！

行動基準の違いが、ドライバーの違いとなる！

ドライバーを変えるロールプレイング研修とは？

ドライバーで繁盛するバス会社
令和元年から始めるバス会社の経営改革

現実を直視して、
“ドライバー問題”という
経営課題に真正面から
向き合い、
５年後、１０年後を見据え
た経営改革を推進する！

これで決まる！

ドライバー教育・戦力化

受
注
・売
上

良いドライバーが欲しければ、最初に良いホームページを作る。
求職者は、企業のホームページを見て、最終的に応募を決める！

よしっ、この会社
に応募しよう！

やっぱり、
やめておこう・・・まずは、ホームページをしっかり

チェック！どんな会社か、ホーム
ページを見ればわかる！

ホームページが、
最終判断に影響する！

ホームページの完成度によって
は、採用にマイナスの影響！

「この会社で働いてみたい！」、「この会社のドライバー
になりたい！」と思わせるホームページとは？

なぜ、ホームページを見て、応募をやめてしまうのか？
求職者は、ホームページのどこを見ているのか？
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運転士の採用・教育・戦力化 9/24(火)

－２－

コーヒー
ブレイク

17:20～17:40

＜自由参加＞
歓談、情報交換、名刺交換の時間

第１

講座

１３時００分
～

１６時１０分

西川 丈次

＜講師＞

ドライバー 教育・戦力化
講座の主な内容

《セミナープログラム》

第２

講座

１６時２０分
～

１７時２０分

＜講師＞

ドライバー採用・ホームページ

①採用に取り組むバス会社の現状ホーム
ページの課題。

「だから求人に失敗する！」すぐに改善
すべきポイントとは？

②採用強化を実現するためのホームペー
ジ改造術。

「どんなホームページを作れば良いの
か？」事例分析と解説。

③本日のセミナーの重点と総括。

講座の主な内容

宮内 直哉

セミナー内容について、ご質問があれば、
この時間にどうぞ。

【休憩】 １０分程度 ※同フロアに、トイレ・喫煙所有り

①バス業界を25年コンサルしたからわ
かる。「直面するドライバー問題の
現実と経営的なリスク」

②これから繁盛するバス会社の絶対条
件は“ドライバー”。その理由と明
日を創る新たな経営戦略の実行につ
いて。

③ドライバーの人財育成、戦力化を実
現するために、経営者、幹部がやら
なければならないこと。

④地域一番のバス会社になるための具
体策。ドライバーを商品に変える経
営術と社内改革を進める方法

☑「ドライバー行動基準（スタンダー
ド）」の導入と活用

☑“競合他社”に差を付ける行動基準
作りのポイント

☑行動基準を現場へ落とし込む「ドラ
イバー研修（ロールプレイング研
修）」のポイント

☑経営者、幹部、教育担当者が知るべ
き、社内で実践するドライバー研修
（ロールプレイング研修）のやり方

☑ドライバーが育つ会社の会議、ミー
ティング、個人面談の活用法

西川 丈次

ドライバーで繁盛するバス会社とは？

先日出会ったドライバーに聞きました。「どうしてバスドライバーに
なったんですか？」すると、「いや、元々は、トラックに乗ってたんだけ
ど、バスの方がいいかなと思ってね」とのこと。続けて聞きました。「な
んで、トラックより、バスの方がいいと思ったんですか？」。しばらく沈
黙の後、ドライバーの口から出た言葉に驚きました。
「トラックは荷物を下ろすのが大変だけど、バスだったらお客さんが
勝手に降りてくれるでしょ・・・」。このドライバーにとって、荷物とお客様
は、同じモノです。Ａ地点からＢ地点まで運ぶのが自分の仕事。その
意識レベルで仕事をされたら、バス会社はおしまいです。でも実際にこ
んな話を、「ありがちなこと」として聞き流してしまうのが、バス業界の
現実なのです。
「うちは、ドライバーに自信がある！」、「他の会社とは違う！」と胸を
張って言える経営者の方は、ほとんどいません。これは深刻な問題で
す。

バス業界が抱えるドライバーの問題

『新運賃・料金制度』によって、価格競争、値引き合戦の時代は終わ
りました。お客様に選ばれるバス会社になるためには、「価格」以外の
強みを持たなければなりません。安全・安心は、もちろんのこと、『人
（ドライバー）の違い』こそが、競合他社との決定的な違いになります。
これからの時代、バス会社の価値は、ドライバーで決まります。「新
車を導入しました！」と誇らしげにお客様に伝える前に、「当社はドライ
バーが自慢です！」と伝えてください。バス会社の商品は、車両や設
備ではなく、ドライバーそのものなのです。

バス会社の経営は、ドライバーで決まる

日帰りバスツアーに参加しました。楽しい一日を過ごし、帰りに立ち
寄ったサービスエリアでドライバーに話し掛けました。「今日はいい天
気で良かったですね！」→「ですね」、「あとは帰るだけでしたよね」→
「そうです」、「今のところだいたい予定通りの時間ですよね」→「遅れる
こともあるんで・・・」。この寂しい会話。片手をズボンのポケットに突っ
込んだまま話すドライバーのおかげで、せっかくの楽しい旅の思い出
が消えていくように感じました。
「ドライバーの教育は難しい」、「なかなか言うことを聞いてくれない」。
そんな言葉をよく耳にします。確かに、簡単なことではありません。でも、
経営者の方々が、明確な目標と意識を持って取り組めば、『自社ドライ
バーの品質アップ』は、必ず実現できます。
まずは、『いつもの当たり前の仕事』を壊してください。頭と体に染み
ついた『自己流の仕事』を捨て、『ドライバー行動基準（スタンダード）』
を守る仕事へと変えるのです。そこからドライバー教育が始まります。

ドライバー教育に、真正面から向き合う

「そんなことは、俺たちの仕事じゃない！」、「なんで今まで通りじゃい
けないんだ！」、「そんなこと、できるわけない！」。『ドライバー研修
（ロールプレイング研修）』で、私たちコンサルタントに浴びせられる言
葉です。まるで敵を見るような目で睨まれ、顔を背けるドライバーもい
ます。
しかし、そこで諦めたら何も変わりません。最初の壁を打ち破れば、
多くのドライバーが見違えるような人財に成長してくれます。『ドライ
バー行動基準』と『ドライバー研修（ロールプレイング研修）』を通じて、
ドライバーの意識と行動を改革すること。それが最重要ポイントです。

意識と行動を劇的に変える『行動基準』

本セミナーでは、
『ドライバーで繁盛するバス会社の作り方』を、
根底からお話しします。

※途中、
10分程度
の休憩



セミナー：No.２ 開催日：9/25(水)

バスツアー 販売促進の方法 セミナー

バスツアーを売るための戦略と戦術を徹底解説

－３－

自社バスを自社稼働し、自社の力でお客様を創る

自社商圏
「地元のバス会社なら〇〇バスが一番！」

着地型ツアー

バス
稼働

地元貢献

募集ツアー

バス
稼働

個客開拓

地域ＮＯ．１ バス会社のバスツアー

人の価値・商品化 リピーター創り 企画力のアップ 地元ブランディング

募集ツアー 着地型ツアー

バス会社

全
国
対
象

地
元
対
象 来る（着地型）ツアー出る（発地型）ツアー

地域ＮＯ．１

①小商圏インターネット対策 ②大商圏インターネット対策

③新聞折込みチラシ ④旅行会社向けユニット販売

「バスツアー販売促進」のポイントはココにある！

ツアーでバス稼働をアップ！

１．バス直販

バスを動かせるのは、バス会社だけです。その
強味をカタチにするのが、「ツアー」です。付加価
値を付けてバスを高く売ることが重要です。

２．ブランディング ３．リピーター ４．人＝商品
ツアーは会社の広告塔！
地域ＮＯ．１のバス会社になるために、バスツアーを
「会社の広告塔」として活用しましょう。地元に対して
のブランディング活動がバスツアーなのです。

リピーター創りを徹底重視！
バスツアー事業の成否は、リピーター創りが決め
手です。バスツアーに成功している会社には、
リピーターを創る「仕組みと仕掛け」があります。

添乗員・乗務員で差別化！
大手バスツアーや競合他社に決定的な差を付ける
ポイントは、添乗員と乗務員の業務レベルです。
規範となる行動基準をつくりましょう。

５．企画レベル ６．地元が繁盛 ７．ネット活用 ８．ネット広告

自社ならではの付加価値を持つコース作りが必
要です。ツアーが売れるバス会社は、企画会議
の質量が違います。企画にこだわってください。

売れる企画作りにこだわる！ 着地型で地元地域に貢献！
バス会社こそ、地域の観光振興の旗振り役とな
るべきです。地元が潤えば、バス会社も潤います。
その土地の魅力的な旅をプロデュースしましょう。

インターネットで集客強化！
ホームページの改良とインターネット活用で、
今よりもっと集客数を伸ばせます。ネットを使って
お客様を増やす方法を学びましょう。

最新の手法で予約を獲得！
バスツアーの販売促進は、ネット広告の最新手
法をマスターすることで、圧倒的に有利になりま
す。ツアーは、ネット広告で予約が獲れます。



バスツアー 販売促進 9/25(水)

－４－

コーヒー
ブレイク

17:20～17:40

＜自由参加＞
歓談、情報交換、名刺交換の時間

第１

講座

１３時００分
～

１４時３０分

西川 丈次

＜講師＞

募集バスツアー販売促進
講座の主な内容

《セミナープログラム》

第２

講座

１４時４０分
～

１６時１０分

＜講師＞

着地型バスツアー販売促進
講座の主な内容

西川 丈次

第３

講座

１６時２０分
～

１７時２０分

＜講師＞

インターネットとＨＰで
バスツアーを売る方法

①中小バス会社が、インターネットと
ホームページを使って、大手ツアー
会社や競合会社に負けずに、『バス
ツアーの販売促進を仕掛ける具体的
かつ実践的な方法と重要ポイント』
を事例と合わせて解説。

②本日のセミナーの重点と総括。

講座の主な内容

宮内 直哉

セミナー内容について、ご質問があれば、
この時間にどうぞ。

【休憩】 １０分程度 ※同フロアに、トイレ・喫煙所有り

【休憩】 １０分程度 ※同フロアに、トイレ・喫煙所有り

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募集旅行事業の拡大を実現するために必要な
重要ポイント、着眼点とは？

⑤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？

⑥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？

⑦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？

①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？

②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？

③着地型ツアー販売を成功させる戦略とは？
④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？

⑤売れる着地型商品を創る企画の視点とは？
⑥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？

⑦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？

どこの市町村、地域でも、誰でもできる！

西川 丈次

そのバスツアーは“もっと売れる”
全国各地のバス会社をコンサルティングする中で、自社主催のバスツアーに
“本腰を入れて取り組んでいる会社”は、とても少ないことを感じています。
「一応、ツアーもやっているけれど、今ひとつ伸びない」、「年間に何本か募
集しているが、カタチだけやっているような感じ」、「今さらツアーを頑張っても、
大手ツアーには敵わないから・・・」。そんな経営者や幹部の方々の声を何度
も聞いてきました。そんな時、いつも思います。「本気で取り組めば、今よりもっ
と売れるのに・・・」と残念な気持ちになるのです。
この１０年間でいくつもの成功事例を生み出してきました。その多くは、「主催
のバスツアーをやったことが無い」、「これから募集ツアーを強化して強い経営
体質に改善したい」、「初めて着地型ツアーに参入したい」というような中小バ
ス会社です。
募集ツアーと着地型ツアーを伸ばすためには、『必勝ポイント』をしっかり押
さえて取り組まなければなりません。競合他社と同じことをしていては、『バス
ツアーの地域一番店』になることはできないのです。
成功している会社は、その戦略と戦術が大きく違います。例えば、「ツアー価
格（低価格）で勝負する！」という戦略を選択すれば、中小バス会社が今のバ
スツアー市場で成長することは難しいでしょう。根幹の戦略ミスは致命的な影
響を及ぼし、努力を無効化します。
成功事例に共通する大きなポイントは、３つあります。
①添乗員・乗務員の接客サービスが商品そのものとも言える価値を持つ事。
②新規のお客様を着実に増やしながら、一度参加したお客様をリピーター
化する仕組みと仕掛けを持つ事。
③企画コース作りに徹底して力を注ぎ、自社ならではの“旅の付加価値”を
付けて、高価格で販売する事。
この３つが、どこのバス会社でもできる事なのに、実際は、できていない『バス
ツアーの成功法則』です。
先日のこと。これから募集ツアーを始めるバス会社の経営者の方が、すでに
成功しているバス会社のツアーに体験乗車しました。日帰りのツアー中、何度
も驚きの声を上げ、「こんなスゴイとは思わなかった・・・」と素直な感想を述べ
られました。バスツアーの成功には、ちゃんと理由があるのです。
その理由をセミナーで解説します。

今から本気でバスツアー！戦略のポイント

中小バス会社こそ、インターネットを使え！
「今まで●●バスツアーに参加していたけれど、これからは、こちらのバスツ
アーに参加しようと思います。全然、内容が違いますよね。」
あるバス会社の募集ツアーには、しばしばこのような“お客様の声”が寄せ
られます。中には、「もっと早くこのツアーを知っていれば良かった」と漏らすお
客様もあります。
多くのお客様が“魅力的なツアー”を探しています。今は、大手のバスツアー
や競合他社のツアーに参加しているけれど、『あなたの会社（ツアー）との出
会い』があれば、お客様になってくれる方々が、潜在客として、たくさんいらっ
しゃるのです。
問題は、そのお客様と「どうやって出会うか？」、「どうやって集客するか？」
ということです。一般的な方法は、折込みチラシですが・・・
折込みチラシは大切です。しかし、現在のバスツアー集客は、『インターネッ
ト活用を抜きに語れない』ということが決定的な事実です。ところが、なぜか、
中小バス会社は、インターネットやホームページを『予備の集客方法』と考え
ています。まずは、その考えを改めましょう。
今の時代、中小バス会社が、最も力を入れて取り組むべきは、ネット対策で
す。ツアー集客の本命は『ネット検索』を攻略することなのです。 「ホーム
ページにはちゃんとツアー商品を載せている」、「ツアー用のホームページを
作ってある」そう言う方ほど、重大な点を見逃しています。
ホームページの掲載内容やデザイン、利便性も重要なのですが、本当に一
番重要なのは・・・
①『対象顧客がそのホームページを見ているか？（訪れているか？）』
②『ネット検索した時に、“狙うキーワード”で上位に表示されているか？』
③『最新のネット広告を最大限有効に活用しているか？』
そこで命運が別れます。しかし残念ながら、多くの中小バス会社は、『バスツ
アーを売るためのネットノウハウを持っていない』のです。ですからこのセミ
ナーでネット集客戦術を伝えます。



セミナー：No.３ 開催日：9/26(木)

貸切バス 営業強化対策 セミナー

貸切バスを売るための基本戦略を事例で解説

－５－

この瞬間にも、お客様が貸切バスを探しています！

「貸切バス営業強化」のポイントはココにある！
１．新規見積
2～5倍アップ

２．営業力
200%増強

３．競合対比
10倍レベル

４．スマホ検索
5割以上

５．10位以内
に上位表示

６．新規営業
4000社以上

７．１回2万円
わずか10分

８．3倍伝わる
営業ツール

旅行会社
エージェント

冠婚葬祭
学校・クラブ

空港送迎
インバウンド

企業法人
契約送迎

一般団体
地元顧客

バス会社

旅行会社

一般顧客

営

業

強

化

受

注

拡

大

電話

メール

③FAXDM

①ＨＰ

②パンフ

全国2000社
～4000社の
旅行会社に
一斉ＦＡＸの
定期送信

ホームページ
の改良。ネッ
ト広告でお客
様を捕まえる

営業効果が高い
パンフ・チラシを
作る

新規
獲得

３つの
手法

ＦＡＸ

今から新たな
営業対策を！

大型・中型・小型
マイクロバス

パソコン
対策 ス

マ
ホ
対
策

全国 地域

中小
規模
事業者

インターネットを使えば、
貸切バスが売れる！

マイクロバスの販売促進は、
インターネット活用で！

競合に圧倒的な差を付ける
ホームページ制作！

スマートフォン利用者への
集客対策が急務！

Yahoo、Googleの検索結果
を技術的に攻略する！

全国の旅行会社に向けて、
自社の貸切バスをＰＲ！

FAXDMは、パソコン１つで
即日、簡単に実行できる！

パンフレット、チラシが、
成約率向上のカギとなる！

ちょっと直せば
成果が違う！

伸びてる会社は、
ネット広告！



貸切バス 営業強化 9/26(木)

－６－

多くのバス会社が、新規受注という営業面の課題を抱えています。地元の固
定客、いつもの旅行会社、学校教育関連など、決まったお客様の仕事を受注
できても、「新しい顧客」、「新しいお客様」を見付けることができません。
営業担当者は、馴染みのお客様を逃さないための業務に追われ、昔ながらの
訪問営業や挨拶回りをしています。それは、「守りの営業」であり、「攻めの営
業」とは違います。
先日、あるバス会社の経営者から「地元の人たちがうちの会社を知らないこ
とに驚いた」という話を聞きました。中小のバス会社によくある事です。営業活
動の停滞と宣伝ＰＲの不足で、気が付かないうちに存在感が弱まり、地元の
仕事すら取り逃がしてしまうわけです。
大なり小なり、どこのバス会社も営業強化による新規受注が課題です。一般
的に、営業担当者は、変化を好みません。自己流の慣れた営業方法で、例年
通りの受注が取れれば良いと考えています。受注を拡大し、安定的な売上確
保を目指しているのは、多くの場合、経営者と幹部だけです。この問題をどう
したら良いのでしょうか？受注アップは難しいのか？
この問題の解決方法は、『新規受注を獲得するための営業の仕組化』です。
営業経験も、お得意先も、開拓能力も持たない営業担当者（会社）に次々と新
しい相談案件や見積依頼が舞い込む仕組みを作ります。
３つの営業対策は、社内で仕組化してしまえば、営業強化に直結します。
「最近、明らかに電話の問合せが増えた！」、「メールの見積依頼が来るよう
になった！」、「聞いたことが無い旅行会社から仕事が入った！」など、３つの
営業対策を実行したバス会社から声が上がっている効果的な方法です。
３つの営業対策は、連動させることで最も威力を発揮します。中核となるの
は、『ホームページの改良（パソコン・スマホ対応）』、もう１つは『営業用のパン
フレット・チラシの作成』。そしてもう１つが『旅行会社に対するFAXDMの定期
送信』です。この３つを365日(1年以内)に完了すれば、あとは手放しに近い状
態で、待っていても新規のお客様との出逢いが訪れます。
決して難しいことではありませんが、それぞれに、弊社独自のノウハウがあ
ります。その具体的な手法や成功事例を本セミナーで解説いたします。特に
ホームページが重要なのですが・・・

３つの営業対策を365日で仕組化する

貸切バスは「インターネットで売る時代」
インターネットで貸切バスを探すお客様が増え続けています。地元にバス会
社や旅行会社があるにも関わらず、「どの会社に頼むのか？」「料金はいくら
掛かるのか？」をネットを使って調べているのです。
ネットの世界における貸切バスの販売市場は、「見積・手配を仲介するＷＥ
Ｂ系旅行会社サイト」に支配されています。全国どこの地域でも、ネットで貸切
バスを探せば、仲介サイトの独占状態です。これで良いのでしょうか？
バスを持つバス会社は、その強味を活かして、ダイレクトに消費者に貸切バ
スを売ることが必要です。今までは、仲介サイトに頼っていたとしても、これか
らは『インターネット直販』に乗り出していかなければならないと考えています。
そのために、２つの対策を行いましょう。１つは、『仲介サイトや地域内の競合
バス会社に負けないホームページを作ること』。もう１つは、『ホームページを
YahooとGoogleの検索結果の上位(10位以内)に表示させること』です。
「どんなホームページを作れば良いのか？」、「検索結果で上位に表示し来
訪者を増やす方法とは？」その疑問に、本セミナーで実践事例をもって回答し
ます。
ここ数年で多くバス会社が新しいホームページを立ち上げました。しかし、
「せっかくホームページを新しくしたのに、仕事の依頼は、前と変わらない」、
「新しいホームページは役に立っているのだろうか？」という残念な声が聞こ
えてきます。もしもそんな状況なら、そのホームページに改善すべき点がある
のは明らかです。難しいことはありません。ポイントを押さえて、既存のホーム
ページに改良を加えれば良いだけです。（そのポイントはセミナーで解説）
過去に開催した弊社セミナーに参加いただいたバス会社の中から、多くの
成功事例が生まれています。ある会社においては、制作途中段階であった
ホームページの掲載内容やデザインを、急遽、全面的に変更するという決断
を行い、結果として、『業界の中で最高レベルのバス会社ホームページ』を完
成させ公開しました。それからわずか数ヶ月後。月間の新規案件の相談（見
積）件数が、過去最高記録を達成したとの嬉しいご報告をいただきました。
貸切バスを探すお客様は、必ず、複数のバス会社のホームページを比較検
討します。料金うんぬんの勝負の前に、他社よりも秀でる、営業効果の高い
ホームページを持たなければ“勝負の土俵”にすら立てないのです。

コーヒー
ブレイク

17:20～17:40

＜自由参加＞
歓談、情報交換、名刺交換の時間

第１

講座

１３時００分
～

１４時３０分

西川 丈次

＜講師＞

これから始める！
貸切バスの営業強化戦略

①バス業界に求められる営業改革。
②貸切バス業界の

営業対策の現状と課題とは？
③中小バス会社が実践すべき

貸切バス営業強化の基本戦略。
④貸切バスが売れる

『３つの営業対策』の仕組み。

講座の主な内容

宮内 直哉

《セミナープログラム》

第２

講座

１４時４０分
～

１６時１０分

＜講師＞

貸切バスを売る！
インターネット完全ノウハウ

①貸切バスが売れるインターネット
の攻略手法を全て公開。

②競合他社に負けない圧倒的な
ホームページの作り方と制作ポイ
ント、成功事例を徹底解説。

③インターネット検索で新規客を
掴む「検索エンジン対策」。

講座の主な内容

宮内 直哉

第３

講座

１６時２０分
～

１７時２０分

＜講師＞

ＦＡＸＤＭとパンフレットで
営業成果を上げる方法

①ＦＡＸＤＭを使って、全国の旅行
会社に営業を仕掛ける仕組み。
ＦＡＸ事例、ＦＡＸ配信の手法。

②パンフレットやチラシを使って
営業強化を実現する方法。
パンフレット制作のポイント。

③本日のセミナーの重点と総括。

講座の主な内容

西川 丈次

宮内 直哉

セミナー内容について、ご質問があれば、
この時間にどうぞ。

【休憩】 １０分程度 ※同フロアに、トイレ・喫煙所有り

【休憩】 １０分程度 ※同フロアに、トイレ・喫煙所有り

弊社の調査によれば、2015年～2018年にかけて、全国の多くのバス会社が次々とホームページをリニューアルし
ました。その「新しいホームページの力」で、「新しい仕事」が取れていますか？もし、続々と新規案件が舞い込んで
いないなら、『ホームページの一部改良』と『検索エンジン上位表示対策』が必要です。なぜなら、ホームページのリ
ニューアルに成功していれば、仕事が増えないことは考えられないからです。（地域を問わず、業界の現状として）



東京：2019年 9/24(火)、9/25(水)、9/26(木）、
（東京・八重洲 貸会議室プラザ八重洲北口）

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

セミナー会場、受講料金、お申込みは、
別紙の「ＦＡＸ申込書」をご覧ください。

別紙の「ＦＡＸ申込書」で
事前の参加申込みを
お願いします

注）
事前の
参加申込み
が必要です。

代表取締役社長

西川 丈次

Vol.3
Vol.2

Vol.1
電子書籍３冊！

「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

講師紹介

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
（コンサルティング業務）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、世代交代の時期を迎え、中長期の戦略ビジョンや様々
な経営改革と改善が求められています。継続的な成長を実現する企
業がある一方、市場動向の波に翻弄され、競合との争いに敗れる企
業もあるという時代です。この先の5年、10年、20年を考えて、この機
会に本セミナーにご参加いただければ幸いです。

旅行会社勤務の後、コンサルティング業界に入る。バス業界、旅行業界、
観光業界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。
「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。

バス業界の経営支援を専門とする２人の講師

西川丈次と共に、全国の中小バス会社の経営支援を約10
年行ってきました。特に、販売促進と売上アップ、営業改革、
宣伝強化を主業務として、ローカル地方の中小規模のバス
事業者の成功をバックアップしています。近年はバス会社
のインターネット活用を日本全国に推進中です。

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20年以上の実践
経験を持つ。特に、インター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。

宮内 直哉

＜プロフィール＞
全国書店、Amazon等

絶賛発売中

㈱ごま書房新社
1,380円（税抜）

西川丈次 新刊

＜プロフィール＞

＜最近のセミナー主催実績＞

バス業界（貸切・路線）、タクシー業界、
旅行業界向けセミナー多数開催

2019年2月
創業10周年「特別セミナー」
を開催しました

東京ステーションホテルにて

弊社セミナーの特徴

事例でわかる

２ 具体的な解説

３ 実践できる

様々な企業の事例と事実を見て、聞いて、理解を
深めることができます。事例で学ぶセミナーです。

「もっと知りたい！」という期待に応える、具体的で
分かりやすい講座です。テキストも差し上げます。

会社で実行に移せるように、これからやるべき事
を明確に伝えます。すぐに実践を開始できます。

１

初めての方でも安心のセミナーです

①バス会社限定 ②丁寧な解説 ③楽々ご参加

④ゆったり聴講 ⑤途中で退出入可 ⑥時間厳守

バス業界の方だけが
参加できるセミナーです。
バス会社に専門特化
した講座内容です。

知識や経験の無い方
でもしっかりと理解でき
るように、ゆっくり丁寧
に説明します。

東京駅から徒歩数
分のセミナー会場
です。

３名掛けの長テーブル
に１～２名様で座るの
でゆとりがあります。
お席は、基本的にお好
きな自由席です。

セミナーの途中での
退出入も構いません。
急ぎのお電話にも
対応いただけます。

セミナーの開始時
刻と終了時刻を
厳守します。前後
のご予定があっ
ても大丈夫です。



◆ セミナーご参加の方 「ＦＡＸ申込書」 ◆

13:00～17:20【受付12:40～】

◆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。
◆お申込みいただきましても、地域（商圏）で競合する場合には、ご参加いただけない事があります。
あらかじめご了承ください。
◆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、バス見積・手配サイト運営会社（同グループ企業）、ＨＰ制作会社
等の方はご参加いただけません。

(住所)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１号室

※17:20～17:40
コーヒーブレイクをご用意
歓談・情報交換（自由参加）

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

ＮＯ． 日付・曜日 セミナー名

ＮＯ．１
９月２４日
(火)

（テーマ）運転士の採用・教育・戦力化
「ドライバー採用・教育・戦力化」セミナー

ＮＯ．２
９月２５日
(水)

（テーマ）バスツアー販売促進
「バスツアー販売促進の方法」 セミナー

ＮＯ．３
９月２６日
(木)

（テーマ）貸切バス営業強化
「貸切バス 営業強化対策」 セミナー

会 場 東京・八重洲

※東京駅から徒歩数分

開催時間 各セミナー

参加料金

１つ受講 37,800円(込)
２つ受講 54,000円(込)
３つ受講 75,600円(込)

注）会社単位での「延べ受講数」で変わります

４つ受講 97,200円(込)
５つ受講 118,800円(込)
６つ受講 140,400円(込)
以降・・・１つ増えるあたり＋21,600円(込)

＜例１＞ Ａさんが３つのセミナーを受講＝「延べ３つ受講」→75,600円
＜例２＞ Ａさんが１つ受講、Ｂさんが１つ受講＝「延べ２つ受講」→54,000円
＜例３＞ Ａさんが２つ受講、Ｂさんが１つ受講、Ｃさんが１つ受講＝「延べ４つ受講」→97,200円

裏面の「FAX申込書」にご記入の上、送信して下さい。

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

※東京駅から徒歩数分の会場です

９月２５日(水)の18:00頃より
「セミナーご参加者限定の
懇親会（交流会）」をセミナー
会場近くの居酒屋で開催。
（別料金1名様：5,000円）



フリガナ

ご住所

〒 -

御社名

代表者名

TEL（連絡） （ ） -

FAX（連絡） （ ） -

参加するセミナーに
☑マークを入れて下さい

ＮＯ．１ ＮＯ．２ Ｎｏ．３ 懇親会
9/25(水)
18時頃～9/24(火) 9/25(水) 9/26(木)

採用・教育
戦力化

バスツアー
販売促進

貸切バス
営業強化

出席の方

１
参加者
氏名

フリガナ 役職

□ □ □ □
※E-mail

２
参加者
氏名

フリガナ 役職

□ □ □ □
E-mail

３
参加者
氏名

フリガナ 役職

□ □ □ □
E-mail

４
参加者
氏名

フリガナ 役職

□ □ □ □
E-mail

５
参加者
氏名

フリガナ 役職

□ □ □ □
E-mail

懇親会の
ご案内

9月25日(水）18時頃より、上記の各セミナーにご参加いただく皆様との懇親会(交流会)を、
セミナー会場近くの居酒屋で開催します。ぜひご出席下さい。★別料金1名様：5,000円(込)

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：06-6885-6336FAX申込書

★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

※最低１名様は、
メール必須記入

★教育図書として多くの企業が採用

下記、ご記入の上、ＦＡＸにてお申込みください

「ＦＡＸ申込書」を送信いただいた方へ、
数日内に弊社から確認の連絡をさせていただきます。

申込はカンタン
ＦＡＸを送るだけ


