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「インバウンド伸び率No.1の
ベトナム人向けポータルサイト」 。
LocoBeeは観光客に加え、留学生や就業者を含めた月間70万人超のベトナム人に支持されるWEBマガジン。

ベトナムは経済成長が著しく、国内外からの注目度がますます高まっており、インバウンドにおいても重要なターゲットと捉える
企業や自治体が増えています。LocoBeeは、そんな企業や自治体のニーズと「日本で活躍したい！」と考える

訪日ベトナム人をつなぐ架け橋となるメディアを目指しています。

世界中に日本のファンを増やし、
ともに多文化共生社会を創る。

「観光立国」を目指す日本、われわれはその先の「多文化共生社会」に向け、観光だけではない、日本

での生活・学び・就労に至るまで、お互いの文化を尊重し支え合い、ともに成長する共生社会を創

造していきます。

訪日体験をもっと身近に、
より豊かに。

日本といえば、富士山・桜・寿司。もちろんこれらも一度は体験したい。でも、実はもっと知って欲

しい素敵なモノ・コトがいっぱいある。それも日本人には当たり前で気づかない普段の生活のな

かに。われわれはそれらの情報を発信し、ひとりでも多くのひとに伝え、今まで以上に大きな感動

を届けます。

MISSIONVISION

LocoBeeとは
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訪日体験をもっと身近に、より豊かに。
そして、将来の多文化共生社会のために。

ベトナムをターゲットとする企業様や自治体様のニーズにお応えします。
「LocoBee」をハブとして、記事掲載やfacebook広告、マーケットリサーチ 、インフルエンサー施策等、

豊富なサービスメニューを取り揃えております。

LocoBee 観光・文化・グルメ・ショッピング・留学情報etc…。『LocoBee』では

ベトナム人が日本をもっと楽しむためのライフスタイル情報を毎日発信しています。

オンライン学習サービス オンライン日本語学習サービス「NIPPON★GO」は、自分のペースで手軽に日本語を学べます。

「日本で学びたい」「仕事で使える日本語を習得したい！」「日本語のアニメや映画を見たい!」など様々なニーズに応えます。

facebook広告 商品やサービスの特性にマッチしたターゲティングとオーディエンスの設計により最適な広告配信を行います。

LOCOBEEのサービス
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インバウンド観光の現状と動向

国際的イベントによるインバウンドへの影響
（訪日・在留ベトナム⼈ ）

現在インバウンド市場は、米中貿易摩擦による中国国内の景気低迷、日韓関係の悪化、新型肺炎等の影響を

受け、訪日外客数上位国のみに依存するリスクが叫ばれています。ただ、2019年ラグビー W杯の盛り上

がりや東京オリンピック・パラリンピックなどの明るい話題もあり、ますます訪日外客数は増加傾向が見

込まれています。このような状況のなか、ベトナムはビザの緩和、直行便の増加、2019年に始まった新在

留資格「特定技能」などにより、訪日外客数の伸び率でトップを維持し、重要なターゲットとなっています。

マーケット・現状

訪日外国⼈旅行者は年々増加。
政府は2030年までに年間60,000,000⼈に増やす目標を設定

ベトナムからの訪日客や在留ベトナム⼈
（留学生や技能実習生を含む）の⾼い伸び率!

■訪日旅行者数の推移

在留外国⼈は
中国、韓国に次いで3番目に多く、

インバウンドの
伸び率はトップ！

訪日外客数伸び率
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出典：JNTO ／訪日外客数の推移

出典：JNTO ／各国・地域別の内訳
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訪日・在留ベトナム⼈に向けて日本の情報を発信するWebマガジン

LocoBeeについて

月間70万人以上がアクセスする訪日・在留ベトナム人向けWEBマガジンです。

日本のニュース、観光、留学や就業、文化、グルメ、ショッピングなどの情報を毎日発信しています。

そのほかにも、オンライン日本語学習サービス「NIPPON★GO」や日本での求人案内など、

日本で活躍するベトナム人をしっかりとサポートします。

ニュース 買い物観光 学生向け

お役立ち ビジネスグルメ

月間100万PVを超え成長する
唯一のベトナム⼈特化型

メディア
正式なローンチからわずか1年半で月間100万PVを

超え、訪日・在留ベトナム人の幅広い層がアクセス・

利用しているのも特徴です。外国人向けのインバウ

ンドメディアという立ち位置ではなく、ベトナム人

観光客・留学生・就業者にとってのポータルサイトに

まで成長しました。
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※ソース：Google Analytics

1,000,000PV
月間 PV

（2021年2月）

750,000人
月間ユーザー数

（2021年2月）



ユーザー属性

消費活発な女性に⼈気があるのも魅力！
観光客や留学生、就業者のファンが多く、スマホ・ネットユーザーが多いベトナムの需

要と親和性が高いLocoBee。さらに、ユーザの中でも消費が活発な女性のユーザーの

アクセスが多いことも、企業様とのお取り組みで評価される理由のひとつです。

ベトナムに特化したメディアで、国内最大級のアクセス率！
ベトナムの人口は日本と逆で増加傾向にあり、平均年齢も若く、インターネットユーザーが多く、スマホ利用率は日本
より高い。さらに親日国としても知られている。2019年のデータによると、人口：9,620万人（日本：12,632万人）
で平均年齢が30.9歳（日本：46.7歳）。そのうち6,400万人のユーザーが平均にして7時間／日、インターネットを
利用していることからも、今後もさらに需要が高まっていくことが予想されます。

男女年齢別 女 男

デバイス別

言語別

1.6%デスクトップPC

1.7%タブレット

96.7%スマートフォン

0.3%その他

0.5%日本語

2.2%英語

97.1%ベトナム語

※ソース:Google Analytics 対象期間:2021/02/01-02/28

ソース：総務省統計局（日本）

　　　　統計総局（ベトナム）

※全体のうち約32%の分布
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ベトナム⼈旅行客向けのお役立ち情報はもちろん、
上級旅行者（リピーター）や在留資格取得者へのサポートとなる

コアコンテンツの充実もポイントです。

記事の特徴

初めてでも日本を楽しめる、
⼈気の観光情報が満載！

ベトナム人が観光目的で日本へ初めて来日する

方の割合が多いこともあり、観光情報の中でも特

に人気のエリア（ゴールデンルート＋北海道、九

州・沖縄）を、ベトナム人向けにアレンジした内容

で記事を掲載しています。

1
求⼈やビジネスマナーまで！
日本で働くベトナム⼈を応援
2019年4月から始まった新たな在留資格「特定技

能」の影響もあり、日本で活躍するベトナム人も

増加傾向にあります。日本語学習関連やアルバイ

ト関連情報、目的にあった求人やビジネスマナー

にいたるまで、日本で学ぶ・働く方（予備軍も含

む）に向けた情報も網羅しています。

3
生活に必要な“手続き”関連の

情報も充実！
日本文化はもちろんですが、実際に生活する上で

の情報がなかなか手に入らず、苦労している方も

多いのが現状。LocoBeeでは、口座開設やビザ申

請、引っ越しなどの手続きまで、日本で滞在・生活

するうえで必要な情報もしっかりサポートして

います。

2
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LocoBeeのベトナムスタッフがイチオシ！
日本のオススメ情報をベトナム語で毎日配信

記事のご紹介

概要

バスツアーで行けるおすすめスポット紹介
 「フルーツ狩り体験」

記事タイトル
日本⼈女性の美容のヒミツ

記事タイトル

●日本⼈とベトナム⼈ライターがバスツアーに
    同行して、自ら体験した魅力を発信
●旅行代理店のバスツアーを純広告ではなく、
　自然な記事広告に仕上げる

ねらい・ポイント
●女性ユーザーを惹きつけるコンテンツ
●化粧品や美容系記事広告への誘導

ねらい・ポイント

● フルーツ王国山梨で旬のフルーツを贅沢に！

● 心ゆくまで！お腹いっぱい！

● 地元の郷土料理も堪能

● ベトナム女性に日本製の化粧品が大人気で

　 美容に関しても興味を持っている

● そこで、日本人女性の美容のこだわりや費用などを紹介

　 （美容院、ネイル、まつげ、マッサージ、サロン等）

概要

カテゴリ
トラベル

カテゴリ
TIPS（美容）
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クライアント様の課題をしっかりヒアリング！
ニーズに合わせてご利用いただけます。

PR記事制作の流れ

記事内容の
打ち合わせ

具体的な記事内容のご相談。課題や目

標を確認させていただきます。

構成案提出
お打ち合わせさせていただいた内容

ベースに、記事構成のご提案をさせて

いただきます。

取材・撮影
現地まで取材班が伺います。モデルや、

インフルエンサーを起用した撮影な

ども可能です。

原稿執筆
要望に沿ったトーン＆マナーで原稿

を執筆致します。

記事ご確認
実際に掲載する記事内容を掲載前に

チェック。

公開
記事を公開！プレスリリースの手配

なども柔軟に対応させていただきま

す。

効果測定
プランによってレポート内容が変わ

ります。詳しくはメニュー表をご覧く

ださい。

※オレンジ枠は、プランやオプションによって内容が異なります。
※記事掲載時は、広告を示す[PR]が表示されます。

1 2 3 4

765
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取材・撮影あり

打ち合わせから公開まで約1カ月
➡︎P10

取材・撮影なし（ヒアリング・提供素材で記事を制作）

打ち合わせから公開まで約15日
➡︎P9



PR記事制作事例／取材・撮影なし

取り組み概要

Books Kinokuniya Tokyoでのベトナム書の
取り扱い開始と、それに伴うキャンペーン告知

取り組み概要

サツドラ店舗の観光客に嬉しいサービスと売れ
筋商品の紹介及び専用クーポンの掲載

取り組み概要

在留ベトナム⼈向けに、JR東日本で使える
お得なパスのご紹介と購入サイトへの誘導

株式会社
紀伊國屋書店 様

株式会社
サッポロドラッグストアー 様

株式会社
びゅうトラベルサービス 様

記事内容の
打ち合わせ 構成案提出 記事ご確認 公開原稿執筆
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ライターがツアーの魅力やこだわ

りポイントをヒアリングします。

ライターがツアーに同行し自ら体

験、撮影も行います。

前編 後編

PR記事制作事例／取材・撮影あり

株式会社トラベックスツアーズ 様

前編・後編・まとめ記事を合わせて、
100,000人にリーチ、うち4,000人

から好意的な反応があり、
「とてもキレイ」、

「このツアーはどこで購入できますか？」
といったコメントが寄せられました。

PR後の反響

記事内容の
打ち合わせ 構成案提出 記事ご確認取材・撮影 公開原稿執筆 効果測定

効果測定

依頼内容 ベトナム⼈観光客に
日本のバスツアーの魅力を伝えたい1 ベトナム⼈ライターに実際に体験してもらい、

ベトナム⼈目線で紹介してほしい2 ベトナム⼈参加者からツアーの
フィードバックがほしい3

10

日本語版日本語版

PR記事表示枠取材・撮影

一定期間、トップページのピックアップにも掲載します

SP

PC
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コロナ禍により訪日ベトナム⼈が著しく減少するなかでの
LocoBeeの活用目的をご紹介します。

LocoBeeの活用イメージ

01
活用法 アフターコロナに向けた情報収集

（主にインバウンド事業がメインの広告主様）

終息後のインバウンド市場のV字回復の波
に乗り遅れぬよう、広告代理店、旅行、航空、運
輸、自治体、DMOなどの業界のお客様はすでに
LocoBeeにご相談いただき準備を進めています。

02
活用法 ベトナム現地での販促

（国内市場の販促にお悩みの広告主様）

日本国内の自粛による消費低迷、需要減少に限界を
感じ、新規販売チャネルとして経済成長著しいベト
ナム現地での商品・サービス販売を創出するため、
LocoBeeを通じてベトナム現地の集客を
行う事が可能です。

取り組み概要

在留ベトナム⼈をターゲットとしたクレジットカード
の紹介と誘導によりベトナム⼈の申込み数が掲載前の
140%まで増加

Jトラストカード株式会社 様



タイアップ広告メニュー

基本プラン （2021年4月）
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※1 現地取材を行う場合は、別途取材費が発生いたします。

※2 トップページ上部のピックアップ枠に掲載する期間です。

※3 LocoBeeのFacebookページでのシェア（ベトナム語）を行います。

※4 貴社でリアルタイムに数値確認が可能なGoogleデータポータルを利用したレポートの場合は別途費用が発生いたします。

プレミアム
¥800,000〜

ベーシック
¥600,000

ライト
¥400,000

プラン料金
（※ 1）

※別途お見積もりいたします

記事数 １ １ 2 〜 （連載,特集等）

ベトナム語
（確認用日本語原稿あり）

ベトナム語
（確認用日本語原稿あり）

ベトナム語
（確認用日本語原稿あり）

無期限 無期限 無期限

1週間 2週間 応相談

10,000 〜 20,000PV 30,000 〜 40,000PV 30,000 〜 40,000PV/記事

- ◯ ◯

簡易版 ◯ ◯

言語

掲載期間

ピックアップ
掲載期間（※2）

想定PV数
（掲載後1ヶ月）

FB拡散（※3）

レポート（※4）



¥40,000 + 交通費・宿泊費

¥80,000 + 交通費・宿泊費

¥10/ 日本語原文１文字あたり

都度お見積もり

応相談（月額 ¥250,000 以上推奨）

広告費が25万円以上の場合：広告費の 20%
広告費が25万円未満の場合：¥50,000 〜

タイアップ広告メニュー

オプションプラン （2021年4月）
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現地取材（ベトナム⼈スタッフ1名、日本⼈スタッフ1名）

〜4時間

〜8時間

その他サービス

翻訳（日→越）

マーケットリサーチ

Facebook広告

広告費

広告運用費

※移動時間は含みません。



※認知度やフォロワー数、実施内容によって価格が大きく変動するため、ご予算に応じてご提案します。

インフルエンサー施策
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日本在住インフルエンサー　　：¥300,000 〜 ¥1,000,000
ベトナム在住インフルエンサー：￥500,000 〜 ¥1,500,000価格目安

ベトナム著名タレントやブロガー、インスタグラマー、YouTuberによる
商品紹介とフォロワーへの情報拡散をお手伝いします。



※弊社が提携する有料職業紹介事業者より直接ご提案します。　※LocoBeeマガジンのタイアップ広告を活用した求人掲載をお奨めしています。

ベトナム人人材紹介

15

年収の約30％価格目安

豊富なベトナム⼈ネットワークとパートナー企業との連携により、
優秀な⼈材をご提案します。



オンライン・オフライン問わず様々なチャネルを活用し、
ベトナム⼈ユーザーを集客しています。

メディア戦略

顕在層

潜在層

中間層

Search SNS AD Offl ine

C向け
イベント・

展示会

Display Network

Listing
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現地
メディア
Zalo
ADB

etc.

Listing



在留
ベトナム⼈
コミュニティ

イベント

展示会

LocoBeeをハブとしたサービス間の連携により、
CXを最大化させたユーザーをパートナー様へ送客します。

ネットワーク

OFF
LINE

ON
LINE

（日本語学習サービス）パートナー
企業様

マッチング事業
⼈材紹介,不動産 etc.

現地
メディア
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ユーザーのニーズに寄り添った、新たなサービスも続々と公開中！

沿革

2016年10月　インバウンド向け各種サービス提供を目的として、東京都港区に設立

2017年  2月　旅行者と地元の⼈をつなぐコミュニケーションアプリを公開

2017年  7月　東京都品川区に本社移転

2018年  1月　ベトナム⼈向けWEBマガジン「LocoBee」を公開

2018年  6月　訪日ベトナム⼈向け都内観光・ビジネスサポートサービス「Loco-Assist」を開始

2018年  8月　ベトナム⼈向けEC販売「Shopping on LocoBee」を開始

2019年  6月　ベトナム⼈向け賃貸物件の仲介・紹介サポート「LocoBeeHome」を開始

2019年  8月　ベトナム⼈向け求⼈情報掲載、仲介・紹介サポート「LocoBeeJob」を開始

2019年  9月　ベトナム⼈向けオンライン日本語学習サービス「NIPPON★GO」を開始
　　　　　　　  ベトナム⼈向けWEBマガジン「LocoBee」月間100万pv達成

2020年  1月　ベトナム⼈向けWEBマガジン「LocoBee」リニューアル

2020年  3月　ベトナム⼈向けオンライン日本語学習サービス「NIPPON★GO」利用者1万⼈を突破

2020年  5月　「NIPPON★GO」利用者4万⼈を突破、JLPT（日本語能力試験）対策コースを拡充

2020年12月　「NIPPON★GO」サイトリニューアル、利用者7万⼈を突破

2021年　2月　｢LocoBee｣ベトナムマーケティングに関する日本語記事の連載を開始
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会社概要

会社名　

代表取締役CEO

取締役

取締役

監査役

資本金

設立

住所

関連会社

加盟団体

株式会社ＬＯＣＯＢＥＥ

大田 健二

三澤 昇平

松田 勝己

横尾 亮

30,000,000円

2016年10月3日

〒140-0013
東京都品川区南大井6-22-7 大森ベルポートE館9F

株式会社インフォメーションクリエーティブ
（独立系IT企業　1978年2月設立　資本金4億7百万円　JASDAQ上場）

JNTO（日本政府観光局）
地方創生SDGs官民連携プラットフォーム（内閣府）

コーポレートサイトはこちら
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TEL：03-6452-8854
MAIL：sales@locobee.co.jp

お問い合わせ


