訪日外国人の誘致や着地型観光により、地域の観光振興を目指すインバウンドご担当者様必見！

独自の手法とネットワークにより、外国人のリアルなニーズに基づいた
インバウンド・ソリューションをご提供します。
UDSが選ばれる３つの理由
独自の手法

インバウンドネットワーク

外国人とのダイレクトな接点

FLWS

インバウンドリーグ、やまとご
ころ

ホテルでの接客の様子

慶應大学SFCとの共同開発によるフュー
チャーランゲージ・ワークショップや、旅
づくりワークショップ、LEGOシリアスプ
レイなど、独自の手法を用いて、外国人の
リアルな意見を引き出します。

インバウンドの最新情報が集まる場
「INBOUND LEAGUE」を2017年10月
に開業・運営予定。インバウンドマーケ
ティングの専門家・株式会社やまとごころ
とのシナジーを活かします。

全国７ヶ所でホテルを運営するほか、中国
支社には50名を超えるスタッフがいます。
親会社である小田急電鉄の新宿駅は18万人
の外国人の方が日々利用。グループ間のリ
ソースを活用できます。

インバウンド・ソリューション

INBOUND FIRST REPORT

INBOUND ADVANCED REPORT

INBOUND TOTAL PLAN

2020年に向け、今からでも間に合う
インバウンド対策のための初期戦略立案をサポートします。

立案したインバウンド戦略に対するフィードバックから
プロモーションまで、一歩踏み込んだご提案をします。

初期戦略からプロモーション、外国人送
客までトータルでお手伝いいたします。

アンケート調査

グループインタビュー

INBOUND LEAGUE
プロモーション

旅づくり
ワークショップ

INBOUND FIRST REPORT
＋

フューチャーランゲー
ジ・ワークショップ

インバウンド戦略立案

現地モニター

インバウンド企画提案

INBOUND ADVANCED REPORT

INBOUND FIRST REPORT

300万円～

2020年東京オリンピックに向けて高まるインバウンド需要。外国
人誘致のための有効な施策を打ちたいという方に、インバウンド
対策のための初期戦略立案をサポートします。

アンケート調査

インバウンドニーズの基礎情報

INBOUND ADVANCED REPORT 400万円～
インバウンド戦略は立案したものの手応えが感じられない、今後の開
発方針のためのフィードバックがほしいという方に、プロモーション
から送客導線づくりまで、一歩踏み込んだご提案をします。

INBOUND LEAGUE プロモーション

浅草と新宿の２拠点にて、訪日外国人向けのアンケート
調査を実施し、定量的なデータを測定。知りたい情報に
合わせたアンケート項目の設計も可能です。
50万円～

50万円～

グループインタビュー

インバウンドニーズの深掘り

旅づくりワークショップ

独自の外国人ネットワークを活用し、
在日外国人を集めてグループインタビューを実施。６名
２グループで一人ひとりから深い情報を聞き出し、定性
的なデータを収集します。
50万円～

100万円～

フューチャーランゲージ・ワークショップ

インバウンド戦略の仮説の検証

現地モニター

インバウンド戦略立案

150万円～

100万円～

インバウンド対策のための初期戦略立案

アンケート調査、グループインタビュー及びフュー
チャーランゲージ・ワークショップの結果をもとにした、
インバウンド対策のための初期戦略立案。コンセプトや
ターゲットの設定、今後の具体的なアクションの方向性
までご提案します。

INBOUND TOTAL PLAN

700万円～

INBOUND LEAGUE でのディスプレイやパンフレッ
トの設置、モニターでの映像投影により、施設を利用す
る在日・訪日外国人へ向けて、インバウンド向け商品の
プロモーションを実施。また入居者へのサンプリングや、
イベントも開催します。

外国人送客のための導管づくり

『青森県の暮らしぶりを訪ねる旅』プロジェクトを県か
ら受託する小林氏をパートナーに迎え、着地型観光商品
を”編集”し、商品化するワークショップを実施。そこで
生まれたツアーは、旅行事業会社ELLISTAにて実際に
販売します。

実際に体験してみた感想や意見の収集

定量データ・定性データをもとに仮説を立て、外国人を
集めてワークショップを開催し検証を行う。慶應SFCと
共同開発のフューチャーランゲージという手法を用いて、
現状の課題や理想のアイデアを聞き出します。
50万円～

在日・訪日外国人への周知

インバウンド企画提案

欧米諸国からアジア圏、さらにはムスリムまで、世界各
国にある多様なネットワークを用いて、外国人を現地に
派遣するモニターツアーを催行。外国人が感じる率直な
意見や、日本人では気づけない新たな魅力の一面などが
得られます。

インバウンド対策のための企画提案

INBOUND LEAGUE プロモーション、旅づくりワー
クショップ及び現地モニターの実施を通して得られた
フィードバックと成果をもとに、今後の開発方針のため
の新たな企画戦略をご提案します。
150万円～

初期戦略からプロモーション、外国人送客までトータルでお手伝いいたします。

※ 各種詳細のお見積はご依頼内容により個別で対応させていただきます。／セットプランでのご依頼の他、各項目ごとのご依頼も承ります。お気軽にご相談ください。／交通費別途。

インバウンド・ソリューションに関するお問い合わせ：UDS株式会社

UDS株式会社

世界がワクワクするまちづくり

03-5413-3941 （担当：牧尾・原澤・梅原）

INBOUND LEAGUE

インバウンド事業者と外国人が集まる 8階建てビル
一棟まるごと複合型コワーキングオフィス

■事業内容
まちづくりにつながる「事業企画」「建築設計」「店舗運営」。
住宅からホテル、商業、オフィスまで、まちづくりにつながる
多様な話づくりを手がけています。
住宅

ホテル

商業

オフィス

コーポラティブハウス

HOTEL CLASKA

キッザニア

LEAGUE

■会社概要
名称： UDS株式会社
所在地： 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-19-19 2F

8F

設立： 2009年2月26日
株主： 小田急電鉄株式会社

7F

スタッフ数： 347名（社員198名 アルバイト149名）
（2017年7月1日現在）

4～
6F

グループ会社： 沖縄UDS株式会社
誉都思建筑咨询（北京）有限公司
誉都思餐飲管理（北京）有限公司
株式会社エリスタ

LEAGUE銀座
東 銀 座 駅 徒歩 ２ 分 、未
来 の ビ ジ ネス フ レ ンド
と つ な が るコ ワ ー キン
グスペース。
中央区銀座3-11-3
LEAGUE有楽町 03-6264-1577

■ フロア紹介
８階建のINBOUND LEAGUE には、ワークプレイスやイベントスペース、畳敷き和サ
ロン、世界各国の人が入居するシェアハウスなど、インバウンドに関わる多様なプレイ
ヤーに応じた空間があります。

3F

LEAGUE有楽町
有楽町駅直結、東京交
通会館内。地方と都市
をつなぐコワーキング
スペース。
千代田区有楽町 2-10-1 東京交通会館６階
LEAGUE有楽町 03-5224-5505

2F
1F

日本文化体験・屋上テラス付き和のサロン

：Tatami Room & Terrace

グローバル・シェアハウス

：Global Residence

2〜30名まで選択肢の多い個室オフィス

：Private Office

ライブラリー併設 つながるワークスペース

：Work & Knowledge Library

最大100名収容の本格的セミナールーム

：Conference Room

ツアーデスク・飲食付きイベントスペース

：ELLISTA Tour & Cafe Bar

■ 物件概要
物件名：
所在地：
交通：

INBOUND LEAGUE（インバウンドリーグ）
〒160-0022 東京都新宿区新宿5-15-14
東京メトロ丸ノ内線／東京メトロ副都心線／都営新宿線「新宿三丁目」駅徒歩2分
JR「新宿」駅徒歩10分

LEAGUE有楽町

有楽町駅直結、東京交通会館内！地方と都市をつなぐコワーキングスペース。

20名からOK、最大100名収容のイベントスペース

2017年末まで限定10%OFF！

貸切20～100名 30000～50000円(税別)/1時間
＜無償貸出＞ステージ、プロジェクター、スクリーン(100インチ)、マイク(3本)

年末年始の懇親会会場として、
また食や地域PR、移住イベント、商談会、展示会も多数開催！

• 有楽町駅直結 アクセス抜群。
• アンテナショップや地域団体が多数入居する東京
交通会館６階。
• 二面採光、約200㎡の開放的な空間。

常設展示・アンケ
ート調査・サンプ
リング配布もご相
談ください。
土日祝日、夜間の
利用可能。

ケータリング、各種食材持込み手配可能

空き状況、内覧のお問い合わせ：
千代田区有楽町 2-10-1 東京交通会館６階 LEAGUE有楽町 info@league-yurakucho.jp 03-5224-5505

