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新型コロナウイルス感染症の流行により、 観光事業者様におかれましては厳しい局面を乗り越えるべく様々な打ち手を練ら
れていることと存じます。
KBS エンタープライズで今年 3 月に催行を予定していた 「座間味ヨガ旅」 も、 ぎりぎりまで検討をしたものの、 安心して心か
ら楽しめる旅行となるには状況が難しいとの判断から、 催行を断念しました。
現地の方々より多大なご協力を頂いて企画をし、 お客様にも楽しみにしていただいていた 「座間味ヨガ旅」、 時機を見てま
た必ず実現をしたいと心に決めての判断でした。
来春にはまた催行をできればと考えているこのツアーですが、 コロナ禍が長引く中、 お客様にこの旅行を忘れず身近に感じ
て頂くにはどうしたら良いのか、 そう考え、 この度、 現地からのリアルタイムでの配信を通して 「座間味ヨガ旅」 を感じてもらう
プレツアーを行いました。
今号では、 手探りでのこの企画が準備段階からどのように進んでいったかについて、 ご紹介いたします。
皆様の何かヒントになることがありましたら幸いです。
今年も KBS 創研 ・ KBS エンタープライズをご愛顧 ・ ご支援賜り誠にありがとうございました。 明年も KBS
グループを何卒宜しくお願い申し上げます。 どうぞよいお年をお迎えください。
株式会社 KBS 創研 ・ 株式会社 KBS エンタープライズ
長濱 佳子

ＫＢＳエンタープライズの旅行流通事業・沖縄事業

「座間味ヨガ旅」プレツアーをお客様に配信しました。
2020 年 11 月 13 日（金）～ 14 日（土）
現 地に行 かずに旅
行気分を楽しむサー
ビス として、四国の 琴
平バス株式会社が緊
急事態宣言下に提供
し始めたオンラインバ
スツ アーとい うものが
あります。
Zoomを活用して、バスガイドによる案内の下、現地からのタ
イムリーな情報提供、現地との双方向のコミュニケーションを
通して自宅から気軽に旅行気分を楽しめるという、自粛下に
あって気持ちも疲れがちになっている人たちにとても好評な
サービスで、「座間味ヨガ旅」も、こういった形で現地を感じて
もらうことはできないかと考えました。
どのような形で、どこまでなら実行可能で、どのように工夫を

したらお客様に現地の空気を感じてもらえることができるの
か、ひとつひとつ検討しながらの計画となりました。
この「座間味ヨガ旅」は、ヨガインストラクターの塚本和子先
生と、その生徒の方々が沖縄県の離島、座間味村でヨガや
大自然を満喫することがテーマの旅行です。
その雰囲気を遠隔であってもより近くに感じてもらうために、
塚本先生のヨガ教室のグループLINE、前回お申し込みを頂
いたお客様とのグループLINEに、現地からのタイムリーな写
真・動画 配信や、サ
ンセットヨガ・サン ラ
イズヨガのライブ 配
信 、展 望 台 か ら の
Zoomによる双方向
コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョン
を 行 う こ と に しま し
た。

●阿真ビーチからのサンセットヨガ配信 （LINE LIVE）

当初の
配信企画

●古座間味ビーチからのサンライズヨガ配信 （LINE LIVE）
●高月山展望台からの Zoom 会議配信
その他、 船などの移動風景や座間味の自然、 食事などを写真や動画で配信
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参考にした書籍
いざ現地から生の配信をするとなると、どのような環境設定や機材が必要になるか、何から手をつけたら良
いのかがわかりません。そのときに頼りになったのが、ペンコム社発行の『iPhoneで作ろう ビジネス動画の教
科書』でした。
こちらの書籍は、はじめてビジネスで動画をつくろうと思ったときのために、iPhoneを活用した撮影方法、必
要な機材、効果的な撮り方、アプリでの動画編集の仕方などについてわかりやすく詳細に解説されたもので
す。専用のカメラや有料のソフトなどを本格的に揃えなくても動画作成はできるということを写真や絵、図などを
使って感覚的に理解しやすく記載されているので、読んでいると、まずはできそう！という気持ちになりました。
撮影に際して揃えた物
初めての屋外での撮影、何がいるだろうと上記書籍を参考にしながら検討し、下記のものだけ揃えて撮影に
臨みました。今回は機材が増えると戸惑いそうでしたので、最小限のものに絞りましたが、「ビジネス動画の教
科書」には、より高度な撮影をするための機材も紹介されています。
●モバイル Wi-Fi ルーター （レンタル） ●モバイルバッテリー ●三脚
●ワイヤレスイヤホン （兼マイク） ●ジンバル ●スマートフォン

早速、
ご活用いただき
嬉しいです。
この1冊で
機材選びから、
企画・構
成、
撮影、
編集、
公開ま
で。
withコロナのリモー
ト時代、
スマホと0円ア
プリですぐ動画PRでき
ます（
。ペンコム）

LINE グループの参加者の方々に LIVE と Zoom の配信スケジュールを事前にお伝えし、当日を迎えました。

撮影当日

1日目

2日目

座間味島のビーチからサンセットヨガをLIVEで配信する予定になっていたのですが、
あいにくの天候で那覇から座間味島へ渡る高速船が欠航。移動ができなくなったため、
急遽予定を変更し、沖縄本島の中でも最高の聖地といわれる斎場御嶽を視察し、そこ
での写真と、移動中に見つけた静かなビーチでのヨガ動画を配信しました。
朝一番の高速船で座間味島に移動。まずは昼に予定していた展望台からのZoom
配信を行いました。展望台からの景色を楽しんでもらいながらのZoom配信を行おうと
思っていたところ、今度はWi-Fiが不安定でうまく接続ができず、少し奥まったところから
にはなりましたが座間味島から現地の空気をお伝えすることができました。
そして、サンセットヨガとサンライズヨガを行う予定だった阿真ビーチと古座間味ビーチ
では塚本先生のビーチでのヨガを撮影。日差しもさしてきてきらきらと光る美しい海を
バックにウォーキング風景も撮影し、LINEグループへの動画配信を行いました。

配信所感
天候や通信環境の影響もあり、変更に次ぐ変更になった今回
の撮影でした。
「座間味ヨガ旅」で盛り込んでいるサンセットヨガやサンライズヨ
ガなども、遠隔から参加した気持ちになって楽しんでいただこう
と思っていたところ、時間帯が合わず叶いませんでした。とはいっ
ても、舞台は澄み渡る海とおおらかな自然が広がる座間味島。
グループLINEを見てくださっていた方々からも、リアルタイムで
「すごくきれいな海！」「素敵！」「行ってみたい！」と、沢山の嬉しい
声を頂きました。
現地からの空気を、トラブルを含め楽しんでいただける時間に
なったようで、ほっと胸をなでおろしているところです。
“オンラインツアー”というと作るほうも身構えてしまいますが、今
回のような手作り配信には手作りならではのよさがあって、この時
期にできることをこれからも色々と試行錯誤しながら行っていけ
ればと思いました。
今の時代はスマートフォンなどのデバイスや動画配信環境も
様々に揃っています。私たちにも初めての挑戦ではありましたが、
新しい可能性を感じました。ご一読いただいている皆様の中で

も動画などに慣れてはいない方もいらっしゃるかもしれませんが、
ぜひ身近なところから始めてみられてはいかがでしょうか。
最後になりましたが、配信前からお力添えをいただき、急なスケ
ジュール変更にもご親切にお応えいただきました（一社）座間味
村観光協会様を始めとし、ご協力いただきました皆様に心より御
礼申し上げます。
【塚本和子先生のコメント】
今回は私にとって念願の座間味旅でした。カメ
ラに向かってレポートしたり、写真撮影はなかなか
慣れず気恥ずかしさがありましたが、座間味の海
を眺めながらのヨガは非常に気持ちがよく、自然と
声が上がりました。そのありのままの感動を発信で
きたのではないかと思います。
《今回のプレツアーの動画を、KBS エンタープライ
ズの YouTube チャンネル、
「KBS 旅チャンネル」に
てアップしています。ぜひご覧ください！》
◆座間味ヨガ旅プレツアー
https://youtu.be/QZZ6rYnezVw
◆座間味ヨガ旅リトリート Ver.
https://youtu.be/nWbX5qiuz6E

2020 年は大変な 1 年となってしまいました。 with コロナ時代となり世の中の価値観も地球規模で根底から大きく変化しようとしてい
ます。 そんななか、 今回は、 手作り型 「オンラインツアー」 の実践記を紹介。 LINE を使った動画のライブ配信や、 Zoom 会議シ
ステムでの双方向コミュニケーションなどを行い、 「ツアー」 に参加された方には大いに好評だったとのこと。 従来ならば大がかりな
カメラや機材、 専門技術者が必要になるところ、 スマホやそれに付随する機材、 アプリを使って、 コンパクトかつ、 スタッフで内製
できたとあります。 このノウハウは皆さまにも大いに役立つのではないでしょうか。 YouTube チャンネルもぜひご覧ください。 （増田）
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