
おもてなし講演   

のご案内です Information 

Hospitality Seminor 

熱い想いを込めて語る。 
心に響く  ❝ 実体験の物語（ストーリー）❞ 

おもてなし経営研究所 
株式会社観光ビジネスコンサルタンツ 



全国各地で好評の 

おもてなし講演について 

1人1人の「おもてなし力」が変われば、 
地域/企業が大きく変わる 

実体験に基づいた、講演内容 

ポイントを翻訳するので、明日から実践が可能 

多岐に渡る業界/業種の豊富な事例 

  【事例の一部】 
お客様の心を掴む観光ガイドの「おもてなし」 
予約の取れないレストランの「おもてなし」 
電話だけでリピーターを創りだす鉄道会社の「おもてなし」 
「当たり前」に捉われることのない革新は常に異業種事例に 
あります。なるほど！？目からウロコが・・・その理由は引き出 
し事例の多さにあります。 

根っこにある「おもてなしの心」 

それぞれの「おもてなし行動」 

地域/企業の「おもてなし力」 

講演の紹介 

「ここに、また来たい！」 
「あなたに、また逢いたい！」 
 
目指すものは、 
「おもてなしの心」を地域力/企業力にすること 

＜おもてなし講演＞は、 「おもてなしの心」という根っこと、 
そこから生まれる「おもてなし行動」のきっかけづくりをサポートします 

& 

おもてなしとは、感動サービス 
おもてなしは、お客様の不満足解消サービスでは無く、また「あなたに逢いたい」と
感じていただける感動サービスでなくてはなりません。講演では、 
▼どういったものが感動サービスなのか 
▼ポイントはどこにあるのか 
▼サービスがもたらす効果 
というものを数々の事例の翻訳をしながら、伝えさせていただきます。 
何度でも聞きたい！もっと聞きたい！涙が止まらない！ 
この理由は臨場感があり、ストーリー性のある話にあります。 

自身が実際に体験した事例だからこそ、熱意を持ち且つ、伝えき
ることができます。真実のみを語るからこそ、聴いていただき易く、ま
たそのおもてなしを翻訳して伝えることができるのです。 
こんなに感動した講演ははじめて！その理由がそこにあります。 

聴講者お1人お1人の「おもてなしの心」、  
そこから生まれるひとつひとつの「おもてなし行
動」が、地域/企業全体の「おもてなし力」に 
つながる。多くの方々にこの想いをお伝えしたい
と考えております。 
何卒よろしくお願い申し上げます。 



挨拶と活動内容 

「おもてなし・ホスピタリティ」講演の講師はお任せください。 

 地域観光にとっても、企業経営にとっても、重要な事は一過性の「集客」ではありません。『創客』です。20年以上も前に
創った造語ではありますが、一度の出逢いの中で高い価値を感じてもらい、再利用・再訪あるいは口コミをして下さるお客様を 
創り出すことです。 
 

『創客』は、良いに越したことは無いといったマナーレベルで実現できることではありません。また、良かったから、満足してもら
えたから、良い仕事ができたということでもありません。その状態は、お客様に不満を創らなかっただけのことです。 
 

お客様からもらった、たった一度の奇跡の出逢いの時間の中で、いかにして「次もまたここに！」「またあなたに逢いたい！」
という感動・感激をお客様に提供できるかということが、『創客』の意図するところです。 『創客』が雇用促進にもつながるのです。 
 

「おもてなし」がブームとなってしまっています。真のおもてなしとは、『おもてなし経営』につながるものを言います。 私の講演を

「劇場型」と言われる方がいます。その理由は、私自身の体験談、つまり事実しか語らない点にあります。だから分かりやすく、すぐ
に実践できると評価をいただいています。また、私自身が体験した事実の事例を羅列するだけでもありません。事例はあくまで木に
咲いた花でしかありません。その美しい花を毎年咲かせるには、大地に張る強い根っこが必要です。目に見えないこの根っこに踏み
込んで語るからこそ、その感動を現場で実現してもらえるものになると常に考えています。 
 

「サービスの翻訳者」と呼ばれる理由はここにあります。 
 

 これまでと違う、小手先の技術ではなく、多くの行動を次々に創り出す、根っこづくりの「おもてなし」の話しを是非とも聞いていただ
きたく思います。 『おもてなし力』は、教育、研修で必ず身に付きます。“感動”“感激”を提供できる人財を育て、『おもてなし/ホス
ピタリティあふれる元気な地域・企業づくり』を目指すみなさまをサポートします。 

おもてなし経営研究所 
株式会社 観光ビジネスコンサルタンツ 

代表 西川 丈次(じょうじ) 

1961年京都府生まれ。観光専門の経営コンサルタントチームを率いる業界のスペシャリスト。旅行
会社に8年間勤務後、大手コンサルティング会社に入社。観光ビジネスチームのリーダー・チーフコン
サルタントとして活躍。17年間の企業や団体のコンサルティング業務で養われた専門性と異業種の
成功事例を融合させ、観光業界の新しい在り方とネットワークづくりを追求し、2009年1月に独立、
株式会社観光ビジネスコンサルタンツを起業。企業理念に「関わる全ての方々の笑顔のために」を
掲げ、エネルギッシュに講演・セミナー・企業コンサルタントとして活動中。自らが体験した事実に基づ
いたおもてなし講演・メルマガ・執筆は好評で「サービスの翻訳者」として、全国に多くのファンを持つ。
また、「おもてなし」「ホスピタリティ」を根幹に、現場ですぐに実践できる教育、研修、マニュアル作りの
プロとしても全国から注目を集めている。 

【執筆活動】 

連載コラム 週刊トラベルジャーナル「今日からできる120％予算達成術」 

旬刊 旅行新聞「もてなし上手」 

出版物 トラベルジャーナル 
「旅行会社のおもてなし経営」 
VOL1～3 

電子書籍となります 
Fujisanより 
ご購入可能です 

ごま書房新社 
「『感動サービス』を翻訳する!」 

全国の書店、 
Amazon等で 
ご購入可能です 

【講師（西川丈次）のプロフィール】 

2014年6月28日発売 

2013年11月18日発売 

2008年～ 

2011年～ 

【ブログの案内】 

公式ブログ：「観光ブログ 西川」で検索してください 

検索 観光ブログ 西川 

ロングセラー発売中 



 『おもてなし』『ホスピタリティ』をテーマとした講演、研修会、セミナーに 
ご参加いただいたみなさんの感想の一部を紹介させていただきます。 
すべて、編集なしの生の声です。 

大変わかりやすいおもてなしの講演に感動した。 
 
良い刺激を受けた。感動を作り出せるよう日常を過ごしたい。 
 
実話をもとに話されているので興味深く聞くことができた。 
 
本日の講座を受け、気持ちを初心に戻すことができた。 
 
多くの実例があり、とてもわかりやすいセミナーだった。 
 
心のこもったおもてなし、ホスピタリティサービスの大切さを学んだ。 
 
お話はすごく興味深く、あっという間に時間が過ぎてしまいました。 
 
実践できることをひとつからでも行う勇気を持とうと思った。 
 
今回の講演で、接遇に対する自分の心構えを再確認しました。 

お客様の感想 

グラフ入れる？？？ 
「西川先生の話は、具体的ですぐに実行できる内容だ」（50代・男性） 

「お話を聞いて、おもてなしの深さに涙が出そうになった」（50代・女性） 



 『おもてなし』『ホスピタリティ』をテーマとした講演、研修会、セミナーにご参加いただいた 
みなさんのご感想の一部を紹介させていただきます。すべて、編集なしの生の声です。 

NO.  参加者のご感想 業種 年代 性別 

1 
今回西川先生のお話を聞き感動した。観光施設に勤務しているが集客だけを考えて
しまい基本的なことを忘れていたように思う。毎日出会うお客様を本当におもてなしで
きるよう考えていきたい。 

観光施設 20代 女性 

2 
その通りだと接客する側からでなくお客様になったつもりで聞き入っていました。ありがとう
ございました。    

観光施設 20代 女性 

3 
もてなしの心を勉強させて頂き感謝。実際の西川先生のお話で実例も交え、イメージ
が湧きやすかった。 

観光施設 30代 女性 

4 案内所勤務なので、すぐにでも役に立てる話を聞かせて頂いて良かった。 観光施設 30代 男性 

5 
西川先生のお話しを聞くのは今回で二回目だった。先生のお話に感動し、またお話を
聞きたいと思った。今日頂いた感動をスタッフへ伝え、繰り返し来て頂ける施設を目指
したい。 

観光施設 40代 女性 

6 
心のこもったおもてなし、ホスピタリティサービスの大切さを学んだ。わが町にリピートして
来て頂けるよう勉強したい。 

観光施設 40代 男性 

7 
観光の案内をはじめて7年目になる。全国からたくさんのお客さんをお迎えして、わが町
の観光スポットを満足してご案内できるよう志したい。有難うございました。 

観光施設 40代 男性 

8 
良い刺激を受けた。感動を作りだせるよう日常を過ごしたい。その日感動したことをメモ
することにした。日頃の生活の中で忘れている感情があると気付いた。 

観光施設 50代 女性 

9 長年接客業をやっている自分を再確認し改める機会となった。 観光施設 50代 男性 

10 
一度来たお客様がまた行きたいと思わせる、友人や知人にも勧められるようなおもてな
しを創りださなくてはならないということを教わりました。 

観光関係 60代 女性 

11 
ホスピタリティの本質が理解できた。さらに具体的にその時々の対応の中で自然と思い
を込めた行動ができるのか・・・努力したい。 

観光関係 60代 男性 

12 
当たり前を当たり前にすることが必要であると感じた。感謝の心、相手の立場に立つこ
との重要さが認識できた。 

観光協会 60代 男性 

13 
日常業務を自分なりにこなしているだけでは気づかない点が多々あり、大変勉強になっ
た。 

宿泊施設 ２０代 男性 

14 
リピーターを生み出すおもてなしをするヒントを見つけることができたような気がします。今
後実行し、実践していきたい。 

宿泊施設 3０代 女性 

15 
体験を基にお話しされて分かりやすく楽しく聞くことができた。プラスの言葉での対応。
サービスとホスピタリティの違い。自分とお客様お互い気持ちよく過ごせるようにしたい。仕
事に疲れている自分に気付き違ったことをやっていたんだなあと痛感した。 

宿泊施設 ３０代 女性 

生の声抜粋 



NO.  参加者のご感想 業種 年代 性別 

16 
西川先生の実体験からの話がとても参考になった。当たり前のことをちゃんとするという
のがなかなかできていないことだが一人ひとりが考えて実践することが大事だと改めて感
じた。 

市町村 ３０代 女性 

17 
具体的な事例を引用した話し方で非常に理解しやすく久しぶりに良い話を聞くことが
できた。また、機会を持っていただきたい。ファンになりました。有難うございました。 

市町村 ５０代 女性 

18 
西川先生の最後の言葉、見送ることに力を入れる。リピーターを作ることが大事だとい
うこと。すごく心に残った。 

市町村 ５０代 女性 

19 
基礎が非常に重要だと再確認しました。ちょっとした一言で世界が変わったり気持ちが
変わるものだと感じた。 

市町村 ３０代 男性 

20 
分かりやすくとても参考になった。今日の講演の内容は観光面だけでなく自身の仕事
にも十分に活かせると思う。 

市町村 ３０代 男性 

21 
良いサービスを受ける力のない人に良いサービスはできないという話が非常に印象的
だった。実体験を生かしたもてなしを心掛けたいと思う。 

市町村 ４０代 男性 

22 
西川先生の講話を聞き大変参考になった。一人ひとりがお客様の接客について理解
できたのではないか。この講義を地域で活かせるように努力したい。実話を交えてだった
ので理解ができ楽しく聞けた。 

市町村 ６０代 男性 

23 
西川先生のお話はすごく興味深く、あっという間に時間が過ぎてしまいました。考えさせ
られる事ばかりでした。また機会がありましたらお話を伺いたいと思いました。有難うござ
います。 

飲食業 ３０代 女性 

24 
一つ一つの話が分かり易く今後の自分の仕事、教育に活かすことができると思った。自
分自身で行って感じて行動できたら良いと思った。 

飲食業 ３０代 男性 

25 実体験で感じたお話で非常に分かり易い。今後の会社経営に役立たせたい。 飲食業 ５０代 女性 

26 
たくさんのお話ありがとうございました。観光とは？接客とは？問われるたびに首をかし
げる日々でしたがとても分かり易く話して頂き感謝します。これからの仕事に対してもマ
ンネリは自分で作らず日々努力したいと思う。第二回も参加したい。 

旅行業 ５０代 女性 

27 観光客に対して接客、接遇をもう一歩踏み込んで感動を与えられるよう頑張りたい。 交通 ４０代 男性 

28 
話をお聞きして自分のおもてなしの気持ちが形式的だったと思う。西川先生が言われ
たことができるようになれば素晴らしい自分と地元を作ることができると思った。 

小売 ６０代 男性 

29 
観光バスの案内をしているが、常日頃からお客様に満足できるご案内をしているかを振
り返ることができた。「おもてなしの心」をしっかり持つことを学んだ。 

運輸 ２０代 女性 

30 
西川先生の大変分かり易いおもてなしの講演に感動した。常日頃、心のどこかで感じ
ているものに明確に気づくことのできた時間だった。 

運輸 ３０代 女性 

生の声抜粋 

紙面に記載することができなかった声も、ホームページ内で紹介させていただいております。 
ご興味のある方は、是非一度ホームページでご確認下さい。 



開催日、講演時間、ご予算につきましては 
お気軽にお電話やFAX、メールにてお問い合わせください 

おもてなし経営研究所 
株式会社 観光ビジネスコンサルタンツ内 

TEL：06-6885-6335 (平日9:30～18:00)   
FAX：06-6885-6336 (24時間受付) 
Mail：omotenashi@tourism-biz.com 

〒532-0011 大阪市淀川区西中島1-14-17 
           アルバート新大阪ビル503 

お客様のテーマに沿った 

 『おもてなし講演』 
          をしております 

全国各地、どこにでも伺わせていただきます 

http://www.omotenashi-nishikawa.com/ 

【おもてなし講演に関するご案内はコチラをご覧ください】 

「感動 おもてなし講演」で検索してください 

検索 感動 おもてなし講演 

【ご連絡先】 

お問い合わせについて 

【講演費用について】 

http://www.tourism-biz.com/
http://www.tourism-biz.com/
http://www.tourism-biz.com/


講演、研修会、セミナー 参加者のご感想（４） 

Tourism Business Consultants Co.,ltd. 

「感動サービス」には、 
大地に張った「根っこ」が必要です 


