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©DO THE SAMURAI, Inc日本最大の神社寺院メディア「ホトカミ」

株式会社DO THE SAMURAIとは
月間110万人の参拝者と神職僧侶様が集う神社寺院の検索サイト「ホトカミ」の運営や、
海外参拝者向け多言語お参りガイドの製作をしています。 
少子高齢化・過疎化・後継者不足・家制度の崩壊等により、神社寺院の護持が難しくなり
つつあるなか、 
日本全国の神社寺院にあたたかい想いを持つ皆さんと共に、日本のお参り文化が未来永劫
続くよう貢献します。 
※特定の宗派・宗教団体を優遇することなく、公平中立に事業を行っています。 

インターネット事業 
✔月間400万PVの日本最大となる 
　神社寺院メディア「ホトカミ」運営 
✔インバウンド対応向け 
　QRコード式多言語お参りガイド製作

神社寺院の経営支援事業 
✔神社寺院経営支援 / 広報支援 
✔地域を神社寺院と活性化するための 
　コンサルティング・ツアー企画 
✔巡礼・御朱印巡りの企画 / 広報 
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日本最大の神社寺院検索サイト「ホトカミ」運営
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神社寺院に強い関心を持つユーザーが集まる 
ホトカミは、神社寺院に関心のあるユーザーが月間110万人利
用しており、月間400万ページビューを記録しています。 
 
掲載数が国内最大の14万5千寺社 
神社寺院に特化したサイトであるため掲載数が多く、約14万5
千寺社を掲載。従来のサイトと比較して、圧倒的な規模を誇り
ます。（※電話帳データ除く） 
 
お参りの記録の投稿数が国内最大 
投稿されたお参りの記録は画像25万枚、お参りの記録5万件と
国内最大規模。 
熱心なユーザーに加えて、御朱印などをきっかけに神社寺院に
興味を持ち始めたユーザーまで対象を広げています。

専門、網羅、中立な記事コンテンツで検索結果の上位表示
神社寺院に関するワードがたくさん検索上位に表示される
ため、既に興味を持っているユーザーがホトカミに多数訪
れています。 
専門性、中立性が高く、尊厳を保ちながらも読みやすい記
事コンテンツを丁寧に作成しているため多くの読者に評価
されています。 
例）Google検索順位（目安） 
御朱印帳： 1位（127万ページビュー） 
御朱印： 4位（68万ページビュー） 
合格祈願： 1位（61万ページビュー） 
合格祈願　京都：2位（13万ページビュー） 
おみくじ 順番： 1位（73万ページビュー） 
厄年： 7位（50万ページビュー） 
お参り 作法：1位（38万ページビュー） 
写経： 3位（13万ページビュー） 
座禅　京都： 1位（4万ページビュー） 
※2020年1月現在の数字 
※ページビューとは、そのページが表示された回数、つまり、その記事が読
まれた回数を指します。 専門性の高い運営を通じて積み重ねた信頼 

東京大学や慶應大学文学部で専門知識を学んだ社内のライ
ター・編集者が、  
専門性、中立性、神社寺院への尊厳を保ちながらも読みやすい
文章やデザインを丁寧に作成しているため、累計860万回以上
読まれています。 
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神社寺院に関する掲載内容の特徴
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ホトカミは、神社寺院に強い関心がある層向けの奥深い情報に加えて、 
お参りの作法などの観光向けの情報も充実していることが特徴です。

全国14万5千件の神社寺院を網羅 
詳しい情報も充実

世界最大となる日本全国14万5千件の
神社寺院を紹介し、行き方や御祭神な
どの情報も掲載しています。 
有名な神社寺院に加えて、地域に根ざ
した神社寺院も紹介しているのが特
徴。 
ユーザーの投稿（口コミ5万件、画像
27万枚）とともに、現地の情報も満載
です。

1 2 3
地域ごとの

神社寺院まとめが充実
読み応えのある
特集や記事が充実

日本全国47都道府県、市区町村ごとの
神社寺院まとめ記事も充実していま
す。 
まとめ記事では、ホトカミでの人気ラ
ンキング順に神社寺院情報が掲載され
るほか、地図でも位置を確認すること
ができるため、観光の計画を立てるの
にも便利です。

初詣やお彼岸、合格祈願など、年中行
事に合わせた特集が充実しているほ
か、「世界遺産仁和寺門跡インタ
ビュー」など、住職様神職様のインタ
ビュー記事もあります。 

さらに最近人気の御朱印関連の記事も
充実しています。
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メディア概要 / ユーザー属性
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ホトカミは、創業時より日本全国からのアクセスを伸ばし続けており、 
月間400万PV、110万ユーザー、掲載寺社数14万5000件、口コミ5万件、画像25万枚で
す。（2020年1月現在）

神社寺院の未来を支える 
現役世代（18才～54才）が全体の85%
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【神職住職様向け】無料公式アカウントのご案内
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ユーザーさん

ホトカミの情報を見て、初めて神主さんに話しかけてみました。 
以前から気になっていた毎月のお掃除に参加させていただけることになり
ました。神社との繋がりができました！

「参拝者が必要とする情報の掲載」「お知らせの投稿」を通じて、 
ホトカミに集うユーザーに情報を発信できる無料公式アカウントという仕組みがあります。
神職僧侶様向けホトカミ公式アカウントでは、 
ご由緒や年中行事などを掲載することで、ホームページの
代わりを簡単に作成できます。 
 
さらに「お知らせの投稿」を通じて、日本全国110万人の
神社寺院ファンに情報を発信し、参拝者との新しいご縁を
結ぶことができます。 

『ホトカミを通じて1ヶ月の参拝者が500組増え、神社の存
続に希望を持てるようになりました。』 
『除夜の鐘の参列者が昨年の2倍になりました。住職になっ
てから、最も多くの方と年を越すことができました。』な
ど、 
日本全国の宮司様住職様からの前向きな声が届いていま
す。 
公式アカウントは、全ての機能が無料、1分で簡単に登録で
きます。 
 

①無料でホームページの代わりを作成 
②参拝者が知りたい情報をサイトに掲載し、参拝者が安心
してお参りできる 
③神社寺院の行事を多くの人々にお知らせできる 
④ホトカミの公式SNSやメルマガなどの各種メディアに紹
介、情報が拡散される 
⑤参拝者が確実に増える
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あなたの神社寺院をホトカミに集う110万人に紹介します！
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参拝者が増える3つのステップ 
①ホトカミで、簡単に3分でホームページの代わりを作成 
「神社お寺の詳しい情報が知りたい・・・」 
行き方や駐車場、由緒や行事などの情報に加え、最近では御朱印の情報が知
りたいというユーザーの声をよく聞きます。 
指定された項目に沿って情報を入力するだけで、参拝者が必要とする情報を
無料で簡単に掲載することができます。 
スマートフォンでも入力可能、いつでも気軽に編集できます。 

②神社寺院ファンに直接情報発信 
「神社お寺からのお知らせ」をいつでも投稿できます。 
ホトカミには、既に日本全国の75万人の神社寺院ファンが集っているため、
ホトカミに情報を掲載することで神社寺院ファンに直接、情報を発信できま
す。 
最新のお知らせを参拝者に届けられるだけでなく、「紅葉が綺麗ですよ」と
いう季節の内容なども、気軽に投稿することで参拝者に親しみを持たれま
す。 

③公式SNS、トップページ、特集記事などでも紹介 
・公式SNSに加え、ユーザーに配信しているメルマガや公式神社お寺行事の
予定まとめに、取り上げています。 
・ホトカミトップページでは「今日の神社お寺」として公式アカウントの神
社寺院を毎日紹介しています。 
・1ヶ月で10万回以上読まれることもある、ホトカミの特集記事で取り上げ
させて頂きます。 

詳しくは、 
「ホトカミ 公式アカウント」で検索

■他のSNSとホトカミ公式アカウントの違い 
・Facebookは登録している3割の人しか見ることができない 
 しかし、ホトカミはインターネットに通じる全ての人々が閲覧可能です。 
・Twitterは情報を蓄積できない 
Twitterは拡散性に優れていますが、情報が時系列順に流れていってしまい
ます。  
しかしホトカミは、お知らせ、歴史、参拝者の感想などの情報を蓄積してい
くことができます。 
・Instagramは画像がないと投稿できない 
Instagramの投稿には、画像が必須です。定期的にキレイな画像を投稿する
のは大変ですよね。 
しかしホトカミは、文章だけでの投稿も可能。Instagramよりも気軽に投稿
することができます。 

ホトカミの最大の特徴は、 
ホトカミに集う月間110万人の神社寺院に強い関心を持つ人々に認知を拡大
し、参拝を促せることです。 

ホトカミ公式アカウント活用神社寺院（一部抜粋※敬称略） 
【寺院】 
国宝三重塔 天台宗 大法寺（長野県） 
新義真言宗 大本山 誕生院（佐賀県） 
西山浄土宗 楊谷寺（京都府） 
浄土真宗 光明寺（東京府） 
日蓮宗 能勢妙見山（大阪府） 
曹洞宗 大雄院（茨城県） 

【神社】 
延喜式内社 別小江神社（愛知県） 
延喜式内社 開口神社（大阪府） 
天岩戸神話 天岩戸神社（宮崎県） 
釧路一之宮厳島神社（北海道） 
武蔵二宮金鑚神社（埼玉県） 
賀茂別雷神社（栃木県） 
服部天神宮（大阪県） 
横浜御嶽神社（神奈川県） 
土津神社（福島県）
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経営コンサルティング実績 
ホトカミ経由で月50万円の社入が増え、赤字から単月黒字へ
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横浜御嶽神社さま（神奈川県） 
1、準備段階 
・御朱印のデザイン企画 
御朱印にこだわりを持つホトカミユーザーと共に神社の歴史を
活かした御朱印のデザインを企画します。 
・記事執筆で培った言語化ノウハウでの文章執筆 
歴史や魅力が伝わる文章を作成し、寺社ページに掲載。 
参拝者がお参りしたくなるよう支援します。 
・お守りなどの授与品のデザイン企画 
日本全国からホトカミに集まる授与品のデータをもとに、 
お守りなどの授与品のデザインを企画。 
日本全国の授与品制作会社との提携もあります。 

2、ホトカミで情報発信 
・優先表示 
ホトカミの地域ごとのまとめ記事などで、 
優先的に表示して認知度拡大に貢献 
・特集記事で取り上げる 
毎月の限定御朱印記事や行事カレンダーで取り上げ、季節に合
わせた情報発信の支援 
・メルマガやホトカミ公式SNSで紹介 
積極的な情報発信として、会員1万人以上のメルマガや累計
フォロワー1万人以上のホトカミ公式SNSで紹介

宗教専門誌でも取り上げられる 
横浜市栄区の御嶽神社では、地区の高齢化から崇敬者が
減少し、参拝者がほとんどいない状態だったため、DO 
THE SAMURAIと提携し「限定御朱印」を作成。 
ホトカミでPRすると現在、月20人ほどの参拝者が訪れる
ようになったという。 
中外日報【2019年4月24日6面】 

その後、半年でさらに50倍に参拝者が増加。 
参拝者がゼロから1日250組以上にまで増え、 
ご祈祷の申し込みなども増えた結果、 
赤字から単月黒字に。

境内にポスターを掲示し、 
オンラインと繋ぐ

ホトカミ公式ページを軸に、 
情報発信
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海外参拝者にお参りして頂く3つのポイント 
1. 多言語お参りガイドで、参拝者に神社（寺院）について伝えることができます。 
※お参りや手水の作法に加えて、参拝者が求めている基本情報（神社、鳥居、
手水、絵馬、狛犬、お守り、おみくじ、おみくじの順番、御朱印）を掲載。 

2. 英語・中国語(繁体中文/簡体中文)・日本語の4つの言語に対応。 

3. 導入には、専用ポスターを貼るだけ。 
看板などを立てる必要は無く、手軽に始めることができます！
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「多言語お参りガイド」で海外からの参拝者も安心
①ポスターの

 

QRコードを
読み取ると…

hotokami.com

②すぐに 

多言語お参り
ガイドが表示

導入事例 
櫻井神社さま（福岡県）/釧路一宮厳島神社さま（北海道）

多言語お参りガイドを使い、先日台湾の方が両親に参拝作法を教えながらお参りさ
れていました。 

人口減少や過疎化が深刻さを増すなかで、海外からの観光客が増え、それをいかに
信仰に結びつけるかも神職として大切になってくると思います。 
多言語お参りガイドがあるだけでも、神社にとっては大きな一歩となります。 
有難うございます。 
 
神社仏閣に海外の方がお参りするときは多言語お参りガイドを見ながら参拝するこ
とが定着することを期待しています。 
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「新しい御朱印巡り」モデルコースの開発 
ホトカミ上で「新しい御朱印巡り」モデルコースのマップや特集
ページを制作することができます。 
 
さらに、モデルコースの全神社寺院を巡ったユーザーにクーポン
や限定グッズの配布なども可能です。 
（巡礼の達成度がわかる「巡礼機能」や「投稿機能」を通じて、
ホトカミ上でユーザーの達成度を可視化できます。） 

巡礼・御朱印巡りの企画 / 広報
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←四国八十八ヶ所の紹介ページ。 
札所のマップや寺院紹介に加えて、巡礼しているユー
ザーも可視化され、巡礼を奨励します。

既に多くの熱量高いユーザーが集まるホトカミだからこそ実現できる、 
令和の新しい寺社巡りプロデュース

「◯◯沿線寺社8ヶ所巡りの開発」企画例 
■内容 
・ホトカミで◯◯沿線寺社8ヶ所巡りキャンペーンページを制作、
広告宣伝 
・各駅に掲示するポスターの制作 

■効果の見積もり（切符の場合） 
ホトカミで御朱印の宣伝をすると、田舎の神社でも1日で400組の
参拝者が増えるという集客力などから考えると、 
少なくとも1年で1万人が「◯◯沿線寺社8ヶ所巡り」に参加すると
推定できます。 
そこから、「2,500円の1日乗り放題の切符×2日間×1万人=5000
万円分の切符が「◯◯沿線寺社8ヶ所巡り」効果で売れるという見
積もりが算出できます。 

■類似事例 
・小田急沿線御朱印巡り 
・京急夏詣キャンペーンなど 



©DO THE SAMURAI, Inc日本最大の神社寺院メディア「ホトカミ」

ホトカミ活用寺社/メディア掲載実績
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ホトカミ公式アカウント活用神社寺院（158件から一部抜粋） 
国宝三重塔 天台宗 大法寺（長野） 
新義真言宗 大本山 誕生院（佐賀） 
西山浄土宗 楊谷寺（京都） 
浄土真宗 光明寺（東京） 
日蓮宗 能勢妙見山（大阪） 
曹洞宗 大雄院（茨城） 
臨済宗妙心寺派 林昌寺（愛知） 
 
延喜式内社 別小江神社（愛知） 
延喜式内社 開口神社（大阪） 
釧路一宮厳島神社（北海道） 
武蔵二宮金鑚神社（埼玉） 
賀茂別雷神社（栃木） 
服部天神宮（大阪） 
横浜御嶽神社（神奈川） 
土津神社（福島）※敬称略

メディア掲載事例抜粋  
TBSテレビ「上田晋也のサタデージャーナル」2018年5月12日/中外日報2019年4月24日六面/ 
国際宗教研究所(IISR)2018年89号 P.10-11/Yahoo!ニュース「データを活用した寺社マップ」2018年7月18日/ 
経済誌Forbes「新しいイノベーション！ 日本の担い手99選」2018年8月号

インタビュー事例抜粋
世界遺産 仁和寺、瀬川大秀第51世門跡様（京都） 
香林院 、金嶽宗信住職様（東京） 
おてらおやつクラブ代表、松島靖朗住職様（奈良） 
松陰神社、上田俊成名誉宮司様（山口） 
金王八幡宮・酒門神社、田所 克敏宮司様（東京） 
万九千神社、錦田 剛志宮司様（島根） 
来宮神社、雨宮盛克宮司様（静岡） 
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運営会社
【会社概要】 社 名：株式会社DO THE SAMURAI 

設 立：2016年4月 
本 社：150-6027 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー27階 
資本金：88,888,888円 
人数：10名（神職・僧侶含む） 
メール : info@dothesamurai.com 
ホームページ：https://dothesamurai.com/ 

お問い合わせ 
info@dothesamurai.com

【代表取締役　吉田 亮】
1990年生まれ岐阜県多治見市育ち。 
東京大学理科II類入学後、文学部卒業。 
2013年より日本文化や歴史を後世に残す事業を開始、2016年法人化。 
日本初エグジットを前提としないソーシャルエンジェル出資で約1億円を資金調達。 
2018年6月に経済誌Forbes「新しいイノベーション！日本の担い手99選」 

【取締役　黒越 誠司】
1975年兵庫県出身。明治から140年続く皇室御用達ハンドバッグブランド傳濱野、宮内庁御用達漆器メー
カー山田平安堂ブランド構築事業や、NPOを含めた社会的な価値のある起業家支援 

老舗企業のブランド構築事業を多数行なった経験を生かし、株式会社DO THE SAMURAIが文化を大切にす
る志を真っ直ぐに保ちながら永続的な企業活動を行えるよう縁の下の力持ちとして貢献する。

mailto:info@dothesamurai.com

