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会社概要 1 

コネストは www.konest.comを通し、韓国観光情報、文化情報を中心に、韓国初心者の

みならずリピーターをも満足させられる韓国関連コンテンツを制作、提供し、韓国旅行情

報サイトとしての地位を確固たるものにしてきました。 

社名およびサイト名である「コネスト」とは、“KOREA SOCIETY NETWORKING NEST”

を複合したものです。「韓国」というキーワードをきっかけにして「KONEST」というひ

とつの「巣」に集った全ての人々にとっての「Best Travel in Korea」をこれからもサ

ポートし続けていきます。 

韓国情報サイト「コネスト」 

Page View：800,000PV／日       訪問者数：100,000人／日 

滞在時間：10分 10秒  

 

 

www.konest.com 基本情報 

コミュニティ 

グルメ、観光情報 オンラインホテル予約 

日本語版韓国全国地図 

ツアー、エステ予約 韓国の生活・文化紹介 

www.konest.com 

source : Google Analytics 



COPYRIGHT 2016 韓国旅行情報  コネスト 

会員属性 2 
www.konest.comの会員は主に、消費活動のもっとも活発な20代から40代の女性で占められます。 

日本人の特性を把握したマーケティング戦略と、高品質なコンテンツのたゆまぬ提供により、 

サイトアクセス者の77％が再訪者（リピーター）という、持続的に支持されるサイト運営を実現しています。 
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KONEST 掲載の記事・写真 
および観光スポットデータの販売 

韓国全国のホテル、 
ツアー、体験商品の販売 

 

多様な業種と業務・広告提携 

コンテンツ提供・販売 
 

地図サービス 
 

旅行業 
 

業務・広告提携 

www.konest.com 

株式会社コネストは、韓国関連日本語コンテンツ制作、提供により、 

2001年の設立以来、韓流の持続的成長と日本人観光客増加の下支えとなっています。 

これに派生する観光事業および、業務・広告提携事業により、安定的な収益を上げています。 

世界初の日本語韓国全土地図の 
独自開発および提供 

map.konest.com 

3 事業分野 

サイト運営 
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経験豊かな日本人スタッフを抱えるコネストは、日本人のニーズに100％対応した韓国文化・生活等のコンテンツ提供により、 

韓国関連企業から大きな信頼を得、業務および広告提携など戦略的パートナーシップを構築しています。 

費用対効果の高い広告サービスの提供により、提携スポンサーとの再契約率は90%を越えています。 

広告提携 

旅行業提携 

コンテンツ提供 

中央日報 ソウル市/仁川都市公社 

SKテレコム 電通 

韓国観光公社 

クレディセゾン 

ロッテ免税店 新羅免税店 

CJ E&M E-LAND CRUISE ロッテワールド（テーマパーク） エバーランド（テーマパーク） 

ナンタ（公演） 韓国文化財保存財団 フリーバード（格安航空） 

ゼンリンデータコム 
 

現代百貨店 

ビジョン(Wi-fiレンタル) 

4 主要取引先 

Yahoo! JAPAN (Yahoo! ロコ) 
 

JCBカード 
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www.konest.com オープン 

Lycosジャパン2002ベストサイト選定（韓国部門） 
月刊アスキーベストサイト選定 （韓国部門） 
All about Japan ベストサイト選定（韓国部門） 
オンラインホテル予約サービス開始 

 
 

5 基本情報 

組織図 沿革 

旅行雑誌『ABROAD』 ソウルエージェンシー担当選定 
韓国観光公社と日本部門コンテンツ提供・オンラインホテル予約サービス契約締結 

中央日報社とコンテンツ提供契約締結 
ソウル市庁日本語ホームページコンテンツ提供契約締結（年間契約） 
ソウル市庁、SKテレコム、U-tour サービスコンテンツ提供  
韓国文化体育観光部「外来観光客誘致優秀旅行社」選定   

ソウル市庁日本語ホームページコンテンツ提供契約締結（年間契約） 
韓国文化体育観光部「外来観光客誘致優秀旅行社」選定   
日本語版 韓国地図 map.konest.com オープン  
「2010ソウル国際観光大賞」 最優秀観光企業部門受賞 

ホームページ全面リニューアル 
ガイドブック「 行きたい街を歩く  韓国」(西東社）ソウル部分担当 

ゼンリンデータコムとコンテンツ提供契約締結 
博多港・釜山港i-Digatal Signage(㈱Finger Touch International)釜山コンテンツ提供契約締結 
JCBと地図コンテンツ提供契約締結 
仁川都市公社とコンテンツ制作 契約締結 
韓国語学留学代行サービス開始 
コネスト中国語版 hanchao.com オープン 
中国語版 韓国地図 map.hanchao.com オープン 
江原道庁とコンテンツ制作 契約締結 

NTTドコモとコンテンツ提供契約締結 
韓国文化体育観光部「外来観光客誘致優秀旅行社」選定 

韓国観光公社と地図コンテンツ提供契約締結 
日本語版・中国語版 モバイルサイトオープン 
韓国文化体育観光部「外来観光客誘致優秀旅行社」選定 
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代表取締役 

地図 
コンテンツ 
チーム 

経営支援 
チーム 

顧客 
サービス 
チーム 

企画 
チーム 

カメラマン 記者 
ウェブ 

デザイナー 

マーケ
ティング
チーム 

地図製作 
チーム 

コンテンツ 
チーム 

コネストポイントサービス開始 
韓国文化財財団とコンテンツ提携 

2015  

日本語版・中国語版 韓国地図アプリサービス 開始 
CJ E＆M JAPANとコンテンツ提携 
韓国文化体育観光部 ｢長官表彰｣ 受賞 

2016  
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株式会社コネスト 

所在地             ソウル特別市 麻浦区 ワールドカップ路88(西橋洞441-3) 西橋ワールドビル 6-7F 

事業者登録番号 : 105-87-49861 

一般旅行業登録 : 麻浦 - 736号 

通信販売業登録 : 麻浦 - 1076号 

付加通信事業者登録番号 : 第 2-01-12-0167号 

地図製作業登録 : 第 10-000344号 

代表者  :  朴 海 信 

従業員数  : 87名 (2016年01月 現在) 

資本金 :  200,000,000ウォン 

電話番号 

URL 

メール right@konest.com 

日本語 : +82-2-337-9948  
韓国語 : +82-2-337-5155  
F A X  : +82-2-6442-5156 

http://www.konest.com 
コネスト韓国地図  http://map.konest.com   
コネスト中国語版「韓巣(ハンチャオ)」http://www.hanchao.com                 


