
2022年 3月25日（金）10:00～18:00　ビジネスDAY

3月26日（土）10:00～18:00　一般＆ビジネスDAY

3月27日（日）10:00～17:00　一般＆ビジネスDAY

会場：インテックス大阪

第1回  開催レポート第1回  開催レポート第1回  開催レポート

The 1st Japan Tourism Showcase in Osaka, Kansai

特別協力 （公財）大阪観光局

主催 「日本観光ショーケース in 大阪・関西」実行委員会（株式会社マイナビ ほか）



来場者数 商談件数 

会期１日目（3月25日） 1,273名 438件

会期２日目（3月26日） 1,666名 112件

会期３日目（3月27日） 1,836名   35件

累計 4,775名 585件
※1  会場来場者数は出展者・主催関係者を除いた数字であり、実際の会場への来場者数。
※2  商談予約件数は出展者ページより予約があった件数。

第1回日本観光ショーケースin大阪・関西　会場来場者数
●会場来場者数（ビジネス・一般DAY）：4,775名　●商談事前予約件数：585件 

　「日本観光ショーケース in 大阪・関西」が2022年3月25～27日にインテック
ス大阪で開催された。新型コロナウイルスによる「まん延防止等重点措置」が
解除され、Go Toトラベル再開の機運が高まるなど、感染症拡大によって打撃
を受けた観光産業にも明るい兆しが見え始めた中での開催だ。
　観光復活の起爆剤として、日本観光のすばらしさを国内、そして海外に発信
し、「観光復活ののろしを上げる」イベントとして企画。日本観光にテーマを
絞り、北は北海道から南は沖縄まで、総勢156の団体／企業が出展。ビジネス
DAY、一般DAYを設け、BtoB、BtoC双方に対応するイベントとなった。
　大阪で毎年開催することにより、大阪・関西万博が開催される2025年には、
大阪から日本中を旅してもらう、そんなイベントを目指していく。

観光復活の起爆剤、2025年大阪・関西万博につながるイベントに

「日本観光ショーケース in大阪・関西」初開催！
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日本観光の素晴らしさ、豊かさを発信
観光復活の再起動へ

オープニングセレモニー

　初日のオープニングセレモニーでは、
主催者を代表して日本観光ショーケース
実行委員会  事務局長  株式会社マイナビ 
執行役員  落合和之氏が「本ショーケー
スは、日本観光にテーマを絞っているの
が特徴。その素晴らしさ、豊かさを国内
外に発信し、観光復活の狼煙を上げてい
きたい。日本観光の魅力を最もよく知る
出展者と、その素晴らしさに触れたいと
願う来場者やオンライン参加者との活発
な交流から、ビジネスとしての成果が上
がることを期待している。このショー
ケースを毎年大阪で開催することで、来
たる「大阪・関西万博」の際には、大阪
から日本中を旅していこう、という機運
が高まるきっかけとなるような展示会を
作り上げていこうと思っている」と挨拶
した。
　続いて、大阪府の吉村洋文知事は「観
光復活のために、まず国内の旅行から取
り組んでいくことは大変重要で、またそ
こには大きな需要があると考えている。
今回のイベントでは旅の安心・安全を含
めたウィズコロナ時代の新しい旅のスタ
イルの提案もされると聞いている。それ
らは今後の観光において必要不可欠なも
のであり、来場者にとっても参考になる
だろう。2025年開催の「大阪・関西万博」

では、国内外から2800万人の来訪が見込
まれている。万博に向けて、コロナ後の
インバウンド回復に、我々も積極的に取
り組もうとしている。このイベントがそ
のきっかけとなることを期待している」
と、ビデオメッセージで祝辞を寄せた。
　来賓を代表して挨拶に立った公益社団
法人 日本観光振興協会 常務理事 皆見薫
氏は「コロナ禍で日本の観光はすっかり
様変わりし、マイクロツーリズムが主流
になってしまった。しかし人が旅に求め

る五感を満たすためには、さまざまな観
光がなくてはならない。また観光は地域
経済、とりわけGDPを押し上げるのに
最も即効性があると思う。国内において
はマイクロツーリズムから広域観光へ、
グローバルにおいては活発な国際交流が
再開されることが望まれる。このショー
ケースが単なる展示会にとどまらず、
日本観光の再起動のためのターニングポ
イントになることを期待している」と述
べた。

公益社団法人
日本観光振興協会 

常務理事 皆見 薫 氏

日本観光ショーケース実行委員
 事務局長 

株式会社マイナビ 執行役員 

落合 和之 氏

大阪府

吉村 洋文 知事
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セミナーＡ 幅広い業界から魅力的な講師をお招きしました！

観光活性化の武器とは
佐藤 大介氏 ／ 株式会社刀　エグゼクティブディレクター　プランニング＆オペレーション

リゾート再生事業などのプロジェクトで実績のある佐藤氏。「消費者
に選ばれるためのブランドづくりが重要」と話す。ドキドキしたい、
ワクワクしたいという本能に刺さるようなコンセプトを作り、それを
ブランド化することで無意識の選択肢に入ることができる。「設備は
整っているのに集客に苦戦していたリゾートを周囲の大自然を前面に
出した冒険テーマパークとしてブランド化した。これが浸透すれば集
客が上がり、その収益で新たな設備投資が行え、さらにブランドが強
化されて集客につながる。この好循環が経済を活性化する」という。「コ
ロナ禍にあっても旅の需要は失われないだろう。なぜなら旅は本能だ
から。これからも旅の力を信じていきたい」と締め括った。

リアルワールド・メタバースによる新たな観光体験の可能性

廣場 啓祐 氏 ／ ソフトバンク株式会社　鉄道公共事業推進本部　公共事業推進室　事業推進第二部　部長
白石 淳二 氏 ／ 株式会社ナイアンティック　ストラテジックパートナー　デベロップメントシニア・マネージャー
松山 周平 氏 ／ 株式会社ティーアンドエス　取締役THINK AND SENSE部　部長

現実世界にデジタルレイヤーを重ね、情報へのアクセスやユーザー同
士の交流が可能となるARキット「Niantic Lightship ARDK」を開発。

「例えばポケモンGOといったアプリが容易に作ることができる」（白
石氏）もので、「これを観光地に出向くための目的に活用できる。キャ
ラクターが案内する聖地巡礼、歴史・文化に沿った教育ツアーの造成
など、無限の可能性を秘めている」（松山氏）という。またリアル空
間にバーチャル情報を融合させることで、大きな設備投資がなくても
既存の施設に新しい空間づくりができる。2025年の万博でもこの技
術の活用が見込まれており、「大阪がAR先進地になることも期待でき
る」（廣場氏）という。

MICEを切り口にしたアフターコロナの誘客とは
小島規美江 氏 ／JTB総合研究所　コンサルティング事業部　MICE戦略室長　主席研究員

MICEは裾野が広く、経済波及効果も高い。「コロナ終息後は主催者ニー
ズが変化することが予想され、MICE先進国・エリアではそれを見越
した提案をすでに行っている。オンラインで問題となる時差について
は、メイン都市＋数カ所で開催する「ハブ会議」や、世界を3地域に
分けて2地域ずつ各2回の講演を行うなどの工夫がなされている。ハ
イブリッド開催でリアル参加者とオンライン参加者が交流できるよう
ロボットのアバターを導入したケースもあった。今後も新たな取組み
が進むだろう」と話す。またインセンティブトラベル等においては、
観光資源の見直しや、開催地への貢献度の高いプログラムなどの提案
が今後の検討材料の一つと語った。

〈明日から使える！〉観光による地域消費額を高めるために大切なコト
高橋 佑司 氏 ／ 株式会社リクルートじゃらんリサーチセンター　グループマネージャー
檜垣 　敏 氏 ／ 株式会社LOCAL ROOTS　代表取締役　（元観光庁　観光地域振興課　広域連携推進室長　兼　観光地域づくり法人支援室長)

高橋氏は、「人口減少による地域経済衰退を、観光交流人口の増加に
よる地域消費額の上昇で補うことができる」と指摘。まずは「観光客
を知ること」を唱える。一例として宿泊データを一元化する下呂温泉
観光協会を挙げ、「経験や勘ではなく、データに基づく戦略策定が必要」
と説く。また市や商工会議所、観光コンベンション協会など、関係各
所の役割分担を明確化し、業務の重複なく効率化に成功した気仙沼市
の例も紹介。檜垣氏は、「観光事業の掘り起こしやコンテンツ造成は
どこもやっている。それを商品化して販売し、その結果をさらに商品
に反映するまでやらないと意味がない。観光は地域が豊かになるため
の解決策、地方創生の切り札と言えるだろう」とまとめた。

11:00
～

12:00

＜モデレーター＞

＜パネリスト＞

13:00
～

14:00

14:30
～

15:30

16:15
～

17:00

3月25日 ビジネスDAY金

山下 真輝 氏 ／ 株式会社JTB総合研究所　主任研究員

小島 規美江 氏

高橋 佑司 氏 檜垣 敏 氏

佐藤 大介 氏

山下 真輝 氏 廣場 啓祐 氏

白石 淳二 氏 松山 周平 氏
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6ページにつづく

セミナーＡ 幅広い業界から魅力的な講師をお招きしました！

スポーツで人とモノを動かす仕組み＝スポーツツーリズム。原田氏
は「スポーツアトラクションをいかに造成するかがポイント。ビーチ
にSUPやカヤックを導入すれば集客が期待できる。スポーツツーリズ
ムで世界に誇る日本の豊かな自然資源もアピールできる」という。ま
たインバウンドの人気を集める武道、さらにスケートボードやBMXと
いったアーバンスポーツについても言及。「剣道体験やスポーツ流鏑
馬など、人気のプログラムが整備されており、小さな街でも武道場が
あれば活用できる。アーバンスポーツもアクティビティとして造成す
れば「そこに行く理由」ができ、どこでも観光資源化できるのも強み」
と、スポーツツーリズムの可能性の広さにつても熱く語った。

スポーツツーリズムの可能性
原田宗彦 氏 ／ 大阪体育大学学長　一般社団法人日本スポーツツーリズム推進機構代表理事

ツアーを通じて全国を回り、日本の素晴らしさを実感。引退後に改め
て日本各地を「少しずつ、ゆっくり訪れたい」と語るDream Aya氏。「映
える場所が行く動機につながる」と、SNSで直感的に「いいな」と思っ
た場所へ向かう。阿蘇の山の中の美容院、たくさんのランタンが浮か
ぶ幻想的なホテルのロビーなど、「見たことのない風景に出会うと嬉
しくなる」という。自身が立ち上げたブランドで旅グッズを展開する
など、旅への欲求は高まっている。「今は行きたいところに行きづら
い世の中。一方、SNSでどこにいても旅したような気分になれる。で
も日本には素晴らしいところがいっぱいある。もっともっとリアルな
旅をしていきたい」と締め括った。

Dream Ayaの“旅のアソビかた”
Dream Aya 氏 ／ フォトグラファー

吉本興業の地域創生事業「あなたの街に住みます」プロジェクトが
2011年にスタート。現在100組145名が47都道府県に居住、地域活性
化事業を800件以上を手掛けるほか、観光大使の就任や地元ローカル
番組で活躍。「お笑い人力車」として観光地を走り、5年間で14万人
の観光客増となった強者も。和歌山県の「住みます芸人」わんだーら
んどは、みかん畑の耕作放棄地再生プロジェクトを立ち上げ、若い人
材の流入につなげた。またSpan!の2人は「吉本お笑い介護部」を結
成し、介護施設の訪問活動に努め、高井氏は「奈良市公園夢プロジェ
クト」など幅広く手掛ける。西代氏は「住みます芸人をうまく活用し
て地域活性につなげてほしい」と締めくくった。

笑いの力で地域を元気に！
高井俊彦・span!・わんだーらんど・ミサイルマン西代（MC）／ 吉本興業株式会社

登録者数32万人を誇る人気YouTuber。はじめは再生回数が全く伸び
なかったがキャンプ動画を始め、「人間性を出そう」をコンセプトに「厚
切り肉をただ焼く」など、自然体の動画で登録者数が増加。現在はキャ
ンプギアの開発や製造も手掛ける。その商品紹介の動画では、「モノ
そのものを紹介するより、使った先にある物語が大切」（やまとさん）
という。観光地等の紹介も同様。「どこに何がある、という事実だけ
でなく、そこへ行くとどう楽しめるのか、どんな過ごし方ができるの
か、イメージできるのがポイント。「楽しそう」というのが大切」（け
んいちさん）と説く。今後も全国を回りつつ、地元・静岡でのキャン
プイベントなども盛り上げていく予定だ。

人気YouTuberが考える“ファンづくり”のヒントとは!?
伊豆のぬし釣り（けんいちさん＋やまとさん）／ YouTuber

11:00
～

12:00

12:45
～

13:30

14:00
～

14:45

15:15
～

16:00

3月26日 ビジネス&一般DAY土

原田 宗彦 氏

伊豆のぬし釣り

Dream Aya 氏

高井 俊彦 氏 span!

わんだーらんど ミサイルマン西代（MC）
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セミナーＡ 幅広い業界から魅力的な講師をお招きしました！

コロナ禍で移住のトレンドが変化。「リタイア後の人や、バックパッ
カー的な若者が多かったが、現在は30代までが40%、ファミリー層
も半数以上を占めるなど、大きく変化してきている」と渡邊氏。ただ「移
住はあくまで手段であり、移住により何を変えたいのかを考えること
が大切だ」と指摘。移住に必要なのは、仕事と住むところ。移住者へ
の支援制度や地域企業のサポート情報などを提供する自治体も多く、
各地の情報をまとめたサイトもある。「ポイントは、自分起点で小さ
く始めること。まずワーケーションやテレワークから。２地域居住な
どを経て、移住先での仲間や目的などを見つけてから永住につなげる
のがベストだろう」と成功の秘訣を語った。

「地方」が気になりはじめた人のための、「地方くらし」のトレンドとスタイル
渡邊明督 氏 ／ 一般社団法人　移住・交流推進機構

開口一番「大阪から日本を元気に！」と熱く語る溝畑氏。「観光のトッ
プランナー」として、大阪観光局の取り組みやビジョンについてプレ
ゼンテーションを行った。「2030年世界最高水準アジアNo.1の国際観
光文化都市」を目標に、インフラ整備や食、スポーツ、ラグジュアリー、
MICE、IR、多様性など、さまざまな観点から大阪のブランド力を高
める施策を紹介。2025年の大阪・関西万博では、「万博をハブに全国
へ送客」すべく、国内各地域との連携やデータマーケティングの強化
を図る。また「観光の復活による大阪、および日本経済の復活が必要」
と観光の重要性を強調。最後に「失敗を恐れずにチャレンジを」と訴
えた。

大阪観光局の取り組みについて
溝畑宏 氏 ／ 公益財団法人大阪観光局　理事長

漫画原作者として自身も登場する人気テレビドラマ「孤独のグルメ」
の撮影裏話から、旅先での出来事、はたまたこのセミナー直前に訪れ
たうどん屋まで、スライドを使いながら久住流の楽しみ方を紹介。そ
のユニークな観点で、満席の会場は何度も笑いに包まれた。グルメサ
イトに頼らず「たまたま見つけて気になったお店」に入る、気になる
メニューを注文して「何が出てくるか」考える、そこから生まれる「面
白さ」があると説く。「孤独のグルメ」のお店探しも、単なる美味し
いお店ではなく、「ちょっとしたドラマが見つかるお店」がポイント。
旅は道草、「発見することが旅の醍醐味。到達するのが旅ではない、
行く『途中』が一番面白い」と締めくくった。

旅は道草、目はグルメ。～「途中」が楽しい孤独旅～
久住昌之 氏 ／ 漫画家・ミュージシャン

20代は会社員として活躍した小林氏。猫を求めて世界各地を渡り歩
き、たどり着いたのは日本の島。日本の島の「百花繚乱」な魅力に触
れ、以来「船旅アンバサダー」としての活動をスタート。実際に訪れ
た島や乗船した船の写真を交えながら「旅好きほどおすすめしたいの
が船旅」とアピールした。そんな船旅の素晴らしさをもっと訴求する
ために企画したのが船の御朱印「御船印」。全国の船会社が協力し、
それぞれ趣向を凝らした御船印を用意する。小林氏は「島国の日本に
とって船は絶対に必要な存在。御船印を集めて船を巡る旅が日本の伝
統文化になれば」と期待を込めた。今後は「御船印ツアー」といった
企画も予定しており、船旅をさらに盛り上げていく。

始めよう！船旅の楽しさが広がる御船印あつめ
小林  希 氏 ／旅作家・御船印めぐりプロジェクト事務局・船旅アンバサダー

16:30
～

17:00

11:00
～

12:00

12:45
～

13:30

14:15
～

15:00

3月26日 ビジネス&一般DAY土

3月27日 ビジネス&一般DAY日

渡邊 明督 氏

溝畑 宏 氏

久住 昌之 氏

小林  希 氏
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セミナーB

2025年 の 大 阪・ 関
西万博を見据えて、
LGBTQツ ー リ ス ト
に選ばれる多様性豊
かな街の実現を目指
す大阪観光局。「す
べての観光客を自然体で心から歓迎する」と
いう理念で活動をする同局の取り組みと目標
を、海外や国内の事例を交えて紹介した。

ご当地の食材を使用した「鹿児島県産黒豚餃子」や「仙台牛タン塩
焼きそば」など、各地のうまいものを取り揃えたキッチンカーが会
場に登場。また、抹茶スイーツや「台湾黒糖生タピオカドリンク」
など各種飲み物なども用意し、来場者は食の魅力を楽しんだ。

人類が初めて月に着陸をしたアポロ時代か
ら、2050年の月面都市ができるまでの様子
を体験できるVRアートを利用したデジタル
観光コンテンツを紹介。最新のARグラスを

用いて、宇宙飛行
士の疑似体験を楽
し む 姿 が 見 ら れ
た。観光客の需要
を創出する新しい
素材として提案さ
れた。

最新のAR・VR技術を駆使した宇宙飛行体験全国各地の食の魅力を楽しむ
宇宙旅行体験エリアうまいもの企画

主催企画コーナー

大阪におけるLGBTQツーリズムの
推進について
公益財団法人大阪観光局・株式会社アウト・ジャパン

大阪・関西万博がめざすもの岐阜県のサスティナブル・ツーリズム
の取り組みについて

日本における「サ
ス テ ィ ナ ブ ル・
ツ ー リ ズ ム」 の
メッカとして海外
向 け に 情 報 を 発
信、「ストーリー」
を伝えることが重要と説く。着地型の体験ツ
アーや専門ガイドの育成、教育旅行の誘致を
進めており、国内へも今後訴求していく。

2025年 開 催 の 大
阪・関西万博の概
要、パビリオン出
展やテーマ事業な
ど進捗状況につい
て説明。またアプ
リによる旅行情報の発信でインバウンドの万
博来場者を日本の各地域へ送客できるよう目
指していく考えを示した。

岐阜県 公益社団法人2025年日本国際博覧会協会

DMOと し て の 取
り組みを紹介。コ
ロナ禍でも感染対
策した修学旅行誘
致 やMICEの オ ン
ライン商談、ウェ
ブサイトのリニューアルやデジタルプロモー
ションを実施。今後は人材育成やワーケー
ション、観光関連国際会議の実現に努める。

HOKKAIDO LOVE!
―五感で楽しむ北海道観光の魅力とは―
北海道観光振興機構

淡路島西海岸施設のご紹介アイヌ文化と共に。

2020年7月、北海
道白老町にオープ
ン。国立アイヌ民
族博物館と国立民
族共生公園、慰霊
施設からなる複合
施設で、アイヌの歴史や文化を体感できる。
途中、「ムックリ（口琴）」の披露やPRキャ
ラクター「トゥレッポん」が登場。

地域創生の取り組
みとして淡路島の
プロジェクトを紹
介。プロジェクト
は現在進行中。人
材派遣会社ならで
はの人材による独自の地域活性化事業を推進
し、カフェやレストラン、公園など多彩な施
設で多くの雇用を生み出す。

ウポポイ（民族共生象徴空間） パソナグループ

島 旅 や 自 転 車 の
旅、讃岐うどんや
飲み歩きといった
グルメ旅、フォト
ジェニックな旅な
ど、さまざまな旅
のテーマを提案。また、教育旅行の素材とし
て、豪雨で崩落した丸亀城石垣の修復作業に
関心が集まっているという。

コンパクトシティだからできる旅の提案
～いろいろなテーマの旅を丸亀で～
丸亀市

コロナ後の観光のあり方
海外観光局のケースから考える
―持続可能な観光とは―

福岡ソフトバンクホークスが
手掛ける“エンタメスポット”
BOSS E・ZO FUKUOKAのご紹介

福岡ソフトバンク
ホークスの本拠地

「福岡PayPayドー
ム」横に2020年7
月オープンした複
合エンターテインメント施設。個人だけでな
く、団体や修学旅行といった大人数にも対応
したコンテンツが充実している。

コロナ後の観光の
あり方とは？ハワ
イとタイの観光局
がそれぞれの事例
を紹介。アフター
コロナ、ウィズコロナを見据え、自然環境や
地元社会に配慮した持続再生可能な観光を推
進する現地の取り組みなどを伝えた。

福岡ソフトバンクホークス株式会社 航空新聞社・ハワイ州観光局・タイ国政府観光庁

3月25日 ㊎ 11:00～12:00 3月25日 ㊎ 12:30～13:30 3月25日 ㊎ 14:00～15:00

3月25日 ㊎ 15:30～16:30 3月26日 ㊏ 12:30～13:15 3月26日 ㊏ 14:00～15:00

3月26日 ㊏ 15:30～16:30 3月27日 ㊐ 12:30～13:30 3月27日 ㊐ 14:00～15:00

ウェビナー
アーカイブ

放送

全国各地の
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～ 旅の力で日本を元気にする展示会 ~～ 旅の力で日本を元気にする展示会 ~～ 旅の力で日本を元気にする展示会 ~～ 旅の力で日本を元気にする展示会 ~～ 旅の力で日本を元気にする展示会 ~
今、日本を楽しもう。今、日本を楽しもう。今、日本を楽しもう。 3/25 ・26 ・27金 土 日

ビジネス DAY ビジネス ＆ 一般 DAY

10：00～18：00 10：00～17：00

2022

※3月18日現在の情報です。内容が変わることがあります。

会場MAP
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全 国 各 地 の ご 当 地 グ ル メキッチ ン カ ー宇宙旅行体験エリア

トラベルテック
ゾーン

日本の海・自然
ゾーン 歴史・文化遺産ゾーン旅行会社・公共交通機関

観光情報サービスゾーン

地域ゾーン ホテル・宿泊施設・ワーケーションゾーン

旅行会社・公共交通機関・観光情報サービスゾーン

日本の海・自然ゾーン

トラベルテックゾーン

歴史・文化遺産ゾーン

旅の安全・安心ゾーン

エンタメ・アミューズメントゾーン

美食・ヒーリングゾーン

商談ブース 商談ブース 商談ブース

商談ブース

(一社)網走市観光協会 DMO

(一社)北見市観光協会

北海道富良野市

Discover Niseko 

(一社)倶知安観光協会／(株)ニセコリゾート観光協会

(公社)北海道観光振興機構

阿寒観光協会まちづくり推進機構（北海道）

小樽オルゴール堂(北海道)

(一社)恵庭観光協会（北海道恵庭市）

檜山振興局(北海道)

一般社団法人小樽観光協会(北海道)

星野リゾート 北海道エリア(トマム・札幌・旭川・小樽・白老)

福島町観光協会(北海道)

知床ねむろ観光連盟(北海道)

とかち観光誘致空港利用推進協議会(北海道)

富良野・美瑛広域観光センター(北海道)

滝上町・オホーツクフラワーロード「花回遊」（北海道）

滝川市（北海道）

鶴雅グループ（北海道）

釧路市（北海道）

(公社)和歌山県観光連盟

和歌山県観光交流課（Wakayama Tourism Bureau）

和歌山市

(一社)南紀白浜観光協会

新宮市

田辺市・田辺市熊野ツーリズムビューロー

(一社)千歳観光連盟

三重県

(一社)東紀州地域振興公社

(公社)伊勢志摩観光コンベンション機構

(一社)泉佐野シティプロモーション推進協議会

㈱パソナグループ

知床ごんた村 supported by (株)アトリエ

KANSAI(関西)＿(公財)大阪観光局

KANSAI(関西)＿(公社)ひょうご観光本部

KANSAI(関西)＿関西ブロック広域観光振興事業推進協議会

KANSAI(関西)＿(一財)関西観光本部

KANSAI(関西)＿(公社)京都府観光連盟

KANSAI(関西)＿奈良県

KANSAI(関西)＿(公社)和歌山県観光連盟

KANSAI(関西)＿滋賀県/(公社)びわこビジターズビューロー

九州

福岡県

佐賀県 

　佐賀・長崎デスティネーションキャンペーン実行委員会

長崎県

　ハウステンボス(株)

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

　鹿児島県_出水市（観光特産品協会）

　鹿児島県_薩摩川内市(薩摩川内観光物産協会)

　鹿児島県_いちき串木野市

　鹿児島県_南九州市

　鹿児島県_大隅広域観光開発推進会議

沖縄県／(一財)沖縄観光コンベンションビューロー

沖縄県／MICE

大分県 宇佐市

(公財)福岡観光コンベンションビューロー

福岡市ホテル旅館協会

西日本鉄道㈱

(一社)柳川市観光協会

宗像市

(公財)名古屋観光コンベンションビューロー

(公財)阿蘇地域振興デザインセンター

岐阜県

(公財)岐阜観光コンベンション協会

飛騨高山

世界遺産白川郷

(一社)下呂温泉観光協会

小松市

石川県 加賀市

(一社)ななお・なかのとDMO (石川県七尾市・和倉温泉)

鳥取県関西本部・鳥取県観光連盟

福井県観光連盟

にし阿波～剣山・吉野川観光圏（IYA VALLEY）

(公財)高知県観光コンベンション協会

（中国-浙江省）美麗中国 詩書浙江（SanA,Inc.）

(一社)玉野コミュニティ・デザイン

(一社)江東区観光協会

EAST TOKYO ～東京スカイツリー・台東区・墨田区・江東区～

(一社)埼玉県物産観光協会

(一社)DMO日光

(公財)東京観光財団

静岡県

㈱ロイヤルパークホテルズアンドリゾーツ

ホテルモントレ㈱

共立リゾート＆ドーミーイン

コーユーレンティア㈱

㈱ティーケーピー

㈱旅行新聞新社

トラベルビジョン(㈱エフネス)

Railways KANSAI

大阪市高速電気軌道㈱

近鉄グループホールディングス㈱

京阪ホールディングス㈱

南海電気鉄道㈱

西日本旅客鉄道㈱

阪急阪神ホールディングス㈱

㈱メキシコ観光

㈱ブランジスタメディア

㈱日本旅行

JTBコミュニケーションデザイン

㈱JTB

近畿日本ツーリスト㈱、クラブツーリズム㈱

大日本印刷㈱

Vpon JAPAN㈱

㈱amulapo

SOMPO Light Vortex㈱

三菱電機㈱

パナソニック システムソリューションズ ジャパン㈱

eventos

ONE NATION㈱

沖縄県グリーン・ツーリズムネットワーク

(一社)奄美群島観光物産協会

奄美群島広域事務組合

喜界島観光物産協会

(一社)あまみ大島観光物産連盟

奄美せとうち観光協会

(一社)徳之島観光連盟

(一社)おきのえらぶ島観光協会

(一社)ヨロン島観光協会

国土交通省海事局

内閣府総合海洋政策推進事務局

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 (JRTT)

瀬戸内海汽船㈱

マルエーフェリー㈱

マリックスライン㈱

SYLジャパン㈱

(一社)日本外航客船協会

西日本旅客鉄道㈱

ヤンマーマリンインターナショナルアジア㈱

トップリバークルーズ㈱

阪九フェリ－㈱

㈱名門大洋フェリー

㈱フェリーさんふらわあ

熊本フェリー㈱

野母商船㈱

やまさ海運㈱

JR九州高速船㈱

岡山城

空がつなぐまち・ひとづくり推進協議会

ウポポイ (民族共生象徴空間)

日本遺産

香川県丸亀市

㈱イグアス

㈱リミックスポイント

GTキャピタルファンド㈱

西尾レントオール㈱

TGS㈱

吉本興業ホールディングス(株)

㈱小西印刷所

(公社)2025年日本国際博覧会協会

大阪糖菓㈱

福岡ソフトバンクホークス㈱

㈱ベトナムエンターテイメント

(公社)新潟県観光協会

DMO(一社)福島市観光コンベンション協会
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～ 旅の力で日本を元気にする展示会 ~
今、日本を楽しもう。 3/25 ・26 ・27金 土 日

ビジネス DAY ビジネス ＆ 一般 DAY

10：00～18：00 10：00～17：00

3/25
2022

※3月18日現在の情報です。内容が変わることがあります。
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地域ゾーン ホテル・宿泊施設・ワーケーションゾーン

旅行会社・公共交通機関・観光情報サービスゾーン

日本の海・自然ゾーン
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旅の安全・安心ゾーン
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商談ブース 商談ブース 商談ブース

商談ブース

(一社)網走市観光協会 DMO

(一社)北見市観光協会

北海道富良野市

Discover Niseko 

(一社)倶知安観光協会／(株)ニセコリゾート観光協会

(公社)北海道観光振興機構

阿寒観光協会まちづくり推進機構（北海道）

小樽オルゴール堂(北海道)

(一社)恵庭観光協会（北海道恵庭市）

檜山振興局(北海道)

一般社団法人小樽観光協会(北海道)

星野リゾート 北海道エリア(トマム・札幌・旭川・小樽・白老)

福島町観光協会(北海道)

知床ねむろ観光連盟(北海道)

とかち観光誘致空港利用推進協議会(北海道)

富良野・美瑛広域観光センター(北海道)

滝上町・オホーツクフラワーロード「花回遊」（北海道）

滝川市（北海道）

鶴雅グループ（北海道）

釧路市（北海道）

(公社)和歌山県観光連盟

和歌山県観光交流課（Wakayama Tourism Bureau）

和歌山市

(一社)南紀白浜観光協会

新宮市

田辺市・田辺市熊野ツーリズムビューロー

(一社)千歳観光連盟

三重県

(一社)東紀州地域振興公社

(公社)伊勢志摩観光コンベンション機構

(一社)泉佐野シティプロモーション推進協議会

㈱パソナグループ

知床ごんた村 supported by (株)アトリエ

KANSAI(関西)＿(公財)大阪観光局

KANSAI(関西)＿(公社)ひょうご観光本部

KANSAI(関西)＿関西ブロック広域観光振興事業推進協議会

KANSAI(関西)＿(一財)関西観光本部

KANSAI(関西)＿(公社)京都府観光連盟

KANSAI(関西)＿奈良県

KANSAI(関西)＿(公社)和歌山県観光連盟

KANSAI(関西)＿滋賀県/(公社)びわこビジターズビューロー

九州

福岡県

佐賀県 

　佐賀・長崎デスティネーションキャンペーン実行委員会

長崎県

　ハウステンボス(株)

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

　鹿児島県_出水市（観光特産品協会）

　鹿児島県_薩摩川内市(薩摩川内観光物産協会)

　鹿児島県_いちき串木野市

　鹿児島県_南九州市

　鹿児島県_大隅広域観光開発推進会議

沖縄県／(一財)沖縄観光コンベンションビューロー

沖縄県／MICE

大分県 宇佐市

(公財)福岡観光コンベンションビューロー

福岡市ホテル旅館協会

西日本鉄道㈱

(一社)柳川市観光協会

宗像市

(公財)名古屋観光コンベンションビューロー

(公財)阿蘇地域振興デザインセンター

岐阜県

(公財)岐阜観光コンベンション協会

飛騨高山

世界遺産白川郷

(一社)下呂温泉観光協会

小松市

石川県 加賀市

(一社)ななお・なかのとDMO (石川県七尾市・和倉温泉)

鳥取県関西本部・鳥取県観光連盟

福井県観光連盟

にし阿波～剣山・吉野川観光圏（IYA VALLEY）

(公財)高知県観光コンベンション協会

（中国-浙江省）美麗中国 詩書浙江（SanA,Inc.）

(一社)玉野コミュニティ・デザイン

(一社)江東区観光協会

EAST TOKYO ～東京スカイツリー・台東区・墨田区・江東区～

(一社)埼玉県物産観光協会

(一社)DMO日光

(公財)東京観光財団

静岡県

㈱ロイヤルパークホテルズアンドリゾーツ

ホテルモントレ㈱

共立リゾート＆ドーミーイン

コーユーレンティア㈱

㈱ティーケーピー

㈱旅行新聞新社

トラベルビジョン(㈱エフネス)

Railways KANSAI

大阪市高速電気軌道㈱

近鉄グループホールディングス㈱

京阪ホールディングス㈱

南海電気鉄道㈱

西日本旅客鉄道㈱

阪急阪神ホールディングス㈱

㈱メキシコ観光

㈱ブランジスタメディア

㈱日本旅行

JTBコミュニケーションデザイン

㈱JTB

近畿日本ツーリスト㈱、クラブツーリズム㈱

大日本印刷㈱

Vpon JAPAN㈱

㈱amulapo

SOMPO Light Vortex㈱

三菱電機㈱

パナソニック システムソリューションズ ジャパン㈱

eventos

ONE NATION㈱

沖縄県グリーン・ツーリズムネットワーク

(一社)奄美群島観光物産協会

奄美群島広域事務組合

喜界島観光物産協会

(一社)あまみ大島観光物産連盟

奄美せとうち観光協会

(一社)徳之島観光連盟

(一社)おきのえらぶ島観光協会

(一社)ヨロン島観光協会

国土交通省海事局

内閣府総合海洋政策推進事務局

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 (JRTT)

瀬戸内海汽船㈱

マルエーフェリー㈱

マリックスライン㈱

SYLジャパン㈱

(一社)日本外航客船協会

西日本旅客鉄道㈱

ヤンマーマリンインターナショナルアジア㈱

トップリバークルーズ㈱

阪九フェリ－㈱

㈱名門大洋フェリー

㈱フェリーさんふらわあ

熊本フェリー㈱

野母商船㈱

やまさ海運㈱

JR九州高速船㈱

岡山城

空がつなぐまち・ひとづくり推進協議会

ウポポイ (民族共生象徴空間)

日本遺産

香川県丸亀市

㈱イグアス

㈱リミックスポイント

GTキャピタルファンド㈱

西尾レントオール㈱

TGS㈱

吉本興業ホールディングス(株)

㈱小西印刷所

(公社)2025年日本国際博覧会協会

大阪糖菓㈱

福岡ソフトバンクホークス㈱

㈱ベトナムエンターテイメント

(公社)新潟県観光協会

DMO(一社)福島市観光コンベンション協会
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新型コロナウイルスの影響により、
観光関連のリアルイベントが軒並み
中止に。今後のプロモーション機会
を探るなか、感染状況が落ち着いた
絶好のタイミングでの開催となった
本イベントへの出展を決定。2021
年に世界自然遺産の登録を受けた沖縄島北部と西表島、ま
たMICE関連などのトピックを業界関係者に直接伝える場と
なった。ブースには、人や社会、環境にやさしい旅「エシカ
ル・トラベル」を訴求するため、SDGsに関する情報や離島
での持続可能な取り組みなどを紹介した。

関西観光本部は広域連携DMOとし
て「関西２府８県」を広く束ねる役
割を担う。ブースは、開催地である
大阪・関西の一体感を打ち出せるよ
う意識。人気の観光地だけに集中す
ることなく、広くエリア全体をPR
するため、関西全域を対象に「８つの広域観光エリア（山陰
海岸、丹波、播磨、淡路島～徳島、琵琶湖西岸～福井、福井
～琵琶湖東岸～三重、伊勢～奈良、紀伊半島）」を設定。各
エリアに「海岸と美の恵み」「国生み神話と海の架け橋」「水
と生きる地」「神話から古代への道」などのテーマを設け、
８つのストーリーで８つのエリアの旅を提案している。

コロナ禍において活動が制限され
るなか、リアルなプロモーション
ができる絶好の機会として本イベ
ントへの出展を決断。「Go To トラ
ベル」キャンペーンの再開も期待さ
れる令和４年度に向けて、実際に北
海道に来て頂ける機会につなげるのが狙いだ。特に関西から
北海道に行きたいという需要の高さを実感。実際に出展して
良い感触が得られた。ブースのコンセプトは、「HOKKAIDO 
LOVE!」。今後は北海道出身の俳優で、TEAM NACS（チーム
ナックス）の大泉洋氏を起用したプロモーションを予定して
いる。

取材団体：（公社）北海道観光振興機構

取材団体：（一財）関西観光本部

今回、代表的なブースに出展した理由や背景、
またブースの特徴や見どころ、出展した感想、印象などについて語ってもらった。注目ブース紹介

沖縄ブース

KANSAI（関西）ブース

北海道ブース

A-13

A-11

A-04

取材団体：沖縄県／（一財）沖縄観光コンベンションビューロー
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「九州はひとつ」をテーマに、７つ
の県が一体となったプロモーション
を2019年より展開。コロナ禍で対
外的なプロモーションができない状
況が続いたが、感染状況が落ち着き、
明るい兆しが見え始めることを期待
して出展を決めた。ブースは、仕切りをなくし、九州として
の一体感のある設計。また、九州７県の魅力を伝えるため、
各県のゆるキャラを巡るデジタルスタンプラリーを実施。新
幹線・航空便・船舶など、交通手段の選択肢が多く、利便性
も高いことから、関西の来場者が九州に強い興味を持ってい
ることを感じた。

関西地区は大きなマーケット。新型
コロナウイルスの感染状況が落ち着
いた後を見据えて出展した。デジタ
ルプロモーションだけでなく、こう
した直接話ができるリアルイベント
への参加も重要。高山、岐阜市、白
川郷、下呂温泉のブースを四隅に置き、６つの大きな写真で
見どころを伝えて視覚的に訴求した。数年前よりサスティナ
ブル・ツーリズムに力を入れており、国内外にアピールして
いく。その一環で岐阜県出身の絵本作家 村上康成氏による
鮎のイラスト付きトートバッグを来場者にプレゼントし、好
評だった。

「海離れ」を食い止めるべく、海の
旅の魅力を紹介する「C to Sea」プ
ロジェクト。今回、国土交通省海事
局が主体となり、日本各地の旅客
船運航会社が参加する官民連携で、
観光関連イベントに初めて出展。
BtoBとBtoCの接点を持つことができ有意義なイベントと
なった。また毎日、船旅の魅力などを伝えるミニステージを
実施、盛況となった。ほかにも船旅アンバサダー小林希氏の
講演「始めよう！船旅の楽しさ広がる御船印あつめ」を開催。
今後も海事観光の魅力を訴求すべく、リアルイベントへの出
展を積極的に行っていきたい。

各社が地域の活性化に貢献できる
ソリューションや先進的な技術を
紹介。顔認証決済やAR（拡張現実）
を使った回遊アプリ、口コミによる
情報提供ができる位置情報を絡めた
SNSサービス、ワクチンパスポート
アプリ、自立走行型ロボットによるホテルのルームサービス
やポーターサービス、旅行者の足となる自動運転、SNS投稿
を紐づけたデジタル観光マップなど、実に多彩な内容となっ
た。業界関係者と接点を持つことができた、クライアントの
ニーズを直接聞くことができ、次の取り組みの大きな参考に
なったなど、イベント参加のメリットも大きかったようだ。

取材団体：九州７県（福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県）

取材団体：岐阜県

取材団体：国土交通省海事局

九州ブース

岐阜ブース

海事観光ブース

トラベルテックゾーン

今回、代表的なブースに出展した理由や背景、
またブースの特徴や見どころ、出展した感想、印象などについて語ってもらった。注目ブース紹介

E-03

D

A-18

A-12
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旅行会社
交通関係

サービス業
情報通信／ IT関連

宿泊業
マーケティング/コンサルタント

製造業
観光関連団体

官公庁／地方自治体
オペレーター
卸売／小売業

不動産業/建設業/地域開発
金融／保険

添乗員/ツアーガイド/通訳
テーマパーク/レジャー施設

学校／教育関連
その他

■業種
169（36.1%）

会長・副会長社長・
CEO副社長役員・取締役  クラス

顧問・監査役
クラス

事業本部長・執行役員
クラス

部長・部長代理
クラス

課長・課長補佐
クラス

係長・主任・リーダー
クラス

支店長・工場長
クラス

店長・支配人
クラス

一般社員・契約社員・
派遣社員

その他

■役職

出展企業からの紹介

旅行業界誌・
業界WEBサイト

メールマガジン

アンケートサイト
（DMM）

交通広告（中吊り広告・
駅中ポスター）

検索エンジン広告

SNS

口コミ・知人・友人
からの紹介

自宅への投函チラシ

その他

■どうやってこのイベントを知りましたか？

営業

社業全般

広告／宣伝

経営企画

企画／仕入

マーケティング

人事／総務／経理

IT／システム

教職員

その他

■職種
201（42.9%）

具体的な商談、契約

新しいソリューション
導入の検討

新しいパートナー
との出会い

新しいサービスの創出

新たな観光ルート／
コンテンツの発見

業界内のネットワーク
づくり

業界外のネットワーク
づくり

食品、旅グッズ等の購入

情報収集

セミナー参加

その他

■どのような目的で来場しましたか？

地域ゾーン
旅行会社・公共交通機関・

観光サービスゾーン
トラベルテックゾーン

日本の海・自然ゾーン

歴史・文化遺産ゾーン
エンタメ・アミューズ

メントゾーン
美食・ヒーリングゾーン

旅の安全・安心ゾーン
ホテル・宿泊施設

ワーケーションゾーン
セミナー

うまいもの企画
（飲食ブース）

宇宙旅行体験

■魅力的なゾーン・コンテンツ

■有意義な商談ができた ■事前商談予約サービスを使用した ■次回も参加してみたい

0 50 100 150 200 250 300 350

はい

いいえ

商談は目的
ではない

0 150 200 250

0 20 40 60 80 100 120 140 160

0 50 100 150 200 250 3000 20 40 60 80 100 120 140

0 50 100 150 200 2500 20 40 60 80 100 120 140 160 180

はい

いいえ

サービスを
知らなかった

0 100 200 400

はい

どちらとも
いえない

いいえ

0 100 200 400

25（5.3%）
33（7.1%）

29（6.2%）
33（7.1%）
33（7.1%）

14（3%）
21（4.5%）

25（5.3%）
7（1.5%）

14（3%）
9（1.9%）

4（0.9%）
10（2.1%）

3（0.6%）
6（1.3%）

33（7.1%）

80（17.1%）

18（3.8%）

35（7.5%）

53（11.3%）

29（6.2%）

12（2.6%）

6（1.3%）

7（1.5%）

27（5.8%）

68（14.5%）

8（1.7%）

15（3.2%）

63（13.5%）

89（19%）

69（14.7%）

5（1.1%）

8（1.7%）

121（25.9%）

22（4.7%）

138（29.5%）

151（32.3%）

42（9%）

3（0.6%）

16（3.4%）

14（3%）

60（12.8%）

73（15.6%）

2（0.4%）

27（5.8%）

293（62.6%）

83（17.7%）

88（18.8%）

206（44%）

143（30.6%）

194（41.5%）

166（35.5%）

67（14.3%）

3（0.6%）

64（13.7%）

2（0.4%）

317（67.7%）

13（2.8%）

198（42.3%）

98（20.9%）

126（26.9%）

127（27.1%）

55（11.8%）

39（8.3%）

27（5.8%）

87（18.6%）

63（13.5%）

22（4.7%）

391（83.5%）

30030050 100

75（16%）

2（0.4%）

75（16%）

346（73.9%）

47（10%）

185（39.5%）

37（7.9%）

246（52.6%）

500

回答数：468ビジネス（BtoB）来場者アンケート
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男性

女性

無回答

■性別

大阪市内

大阪市以外の大阪府内

兵庫県

京都府

奈良県

和歌山県

滋賀県

その他

■お住まい

出展企業からの紹介

旅行業界誌・
業界WEBサイト

メールマガジン

アンケートサイト
（DMM）

交通広告（中吊り広告・
駅中ポスター）

検索エンジン広告

SNS

口コミ・知人・友人
からの紹介

自宅への投函チラシ

その他

■どうやってこのイベントを知りましたか？

20代未満

30代

40代

50代

60代

70代

■年代

新たな観光ルート／
コンテンツの発見

食品、旅グッズ等の購入

情報収集

セミナー参加

その他

■どのような目的で来場しましたか？

地域ゾーン

旅行会社・公共交通機関・
観光サービスゾーン

日本の海・自然ゾーン

歴史・文化遺産ゾーン

エンタメ・アミューズ
メントゾーン

美食・ヒーリングゾーン

旅の安全・安心ゾーン

ホテル・宿泊施設
ワーケーションゾーン

セミナー

うまいもの企画
（飲食ブース）

宇宙旅行体験

■魅力的なゾーン・コンテンツ

0 200 400 600 800 1000 12000 100 200 300 400 500 600

0 50 100 150 200 250 300 350 4000 100 200 300 400 500 600 700

■次回も参加してみたい ■国内旅行に行きたい気持ちが高まった

はい

どちらとも
いえない

いいえ

はい

どちらとも
いえない

いいえ

113（7.9%）

717（50.3%）

800

155（10.9%）

696（48.8%）

13（0.9%）

532（37.3%）
969（68%）

292（20.5%）

382（26.8%）

33（2.3%）

170（11.9%）

394（27.6%）

464（32.5%）

215（15.1%）

61（4.3%）

24（1.7%）

17（1.2%）

50（3.5%）

63（4.4%）

35（2.5%）

212（14.9%）

1090（76.4%）

296（20.8%）

0 100 200 300 400 500 600

94（6.8%）

59（4.1%）

246（17.3%）

528（37%）

91（6.4%）

233（16.3%）

7（0.5%）

68（4.8%）

181（12.7%）

0 200 400 600 800 1000 1200

1120（78.5%）

93（6.5%）

527（37%）

541（37.9%）

466（32.7%）

155（10.9%）

160（11.2%）

113（7.9%）

222（15.6%）

180（12.6%）

175（12.3%）

0 400 1600

1319（92.5%）

96（6.7%）

11（0.8%）

800 1200

1366（95.8%）

0 400 1600800 1200

56（3.9%）

4（0.3%）

回答数：1426一般（BtoC）来場者アンケート
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広報活動

●ページビュー数：
　295,764PV
●セッション数：
　122,638セッション
●ユーザー数：
　91,328ユーザー 　会期前には出展者から頂いた観光地の写真と共に出展者を紹

介、また出展者・セミナー登壇者が「開催まであと〇日」と記
したボードを持った写真でカウントダウン投稿を行った。
　会期中も会場の様子を頻繁に配信、各出展者アカウントから
の発信をシェアするなどリアルタイムの情報発信を行った。
SNSを見てイベントを知り来場したお客様もいらっしゃった。

　新規出展者情報や見どころのブースエリアの紹介など、来場者・メディアの方に興味を持ってもらえる
よう最新情報の記事を継続的に配信した。オリコンニュースや東洋経済オンライン、LINE NEWSなど
PV数が多く拡散力のあるメディアに転載された。
　在阪メディアから旅行観光の専門誌まで当イベントに関連する媒体に対し、当日取材の誘致を行った。
開会式の様子から、出展ブースの細かな情報まで多方面からの情報を報道頂くことができた。

【公式WEB】 【公式SNS】
●Facebook：50フォロワー
●Twitter：8,739フォロワー
●Instagram：201フォロワー

【ニュースリリース・取材メディア】
取材メディア数：全34名／総露出数：418件

●テレビ露出数：2件

●新聞・雑誌露出数：5件

●WEB露出数：29件
トラベルビジョン
https://www.travelvision.jp/news/news-9475710/13（水）

●ニュースリリース：PR Timesにて14件

47NEWS
https://www.47news.jp/7031460.html11/10（水）

共同通信社
https://www.kyodo.co.jp/release-news/2021-11-30_3651451/11/30（火）

大阪観光局 OSAKA MICE　MICEニュース
https://mice.osaka-info.jp/whyosaka/news/2021/1st-japan-tourism-showcase-exhibitors.php12/7（火）

※大阪観光局 OSAKA MICE MICEニュースにて上記に加え
　事務局配信のPRTimesに連動し、計8件のニュースあり

月刊「MICEJAPAN」
https://micejapan.jp/mice-japan/pickup/2021/12/-in-20223.html12/24（金）

トラベルボイス
https://www.travelvoice.jp/20220209-1505292/9（水）

トラベルニュース
https://www.travelnews.co.jp/news/kankou/2022022609010428248.html2/26（土）

トラベルジャーナル
https://www.tjnet.co.jp/2022/03/01/japan-ts/3/1（火）

週刊ウイングトラベル（航空新聞社）
https://www.jwing.net/news/498253/15（火）

展示会とMICE
https://www.eventbiz.net/?p=878873/23（水）

電波新聞 デジタル版オリジナル
https://dempa-digital.com/article/2990313/25（金）

南海日日新聞 Facebookページ
https://fb.watch/c28N6zYyRm/3/26（土）

トラベルビジョン
https://www.travelvision.jp/news/news-979793/27（日）

トラベルボイス
https://www.travelvoice.jp/20220328-1509183/28（月）

大阪BAY経済新聞 見る・遊ぶページ
https://osakabay.keizai.biz/headline/932/3/28（月）

関西移動販売車組合
http://kansai-idouhanbai.com/s_event/07%E2%80%9011/3/28（月）

トラベルビジョン
https://www.travelvision.jp/news/detail/news-979803/29（火）

日中文化産業振興株式会社
https://www.jpjccb.com/net%E5%B1%95%E7%A4%BA%E4%BC%9A-%E6%97%A5%E4%B8%AD/service/3/30（水）

WEB CRUISE クルーズ総合サイト（海事プレス社）
https://www.cruise-mag.com/news/16186/3/30（水）

トラベルニュース
https://www.travelnews.co.jp/closeup/topic/2022040909010929206.html4/9（土）

電波新聞　デジタル版オリジナル
https://dempa-digital.com/article/3066574/21（木）

月刊 MICE JAPAN
12月号　裏表紙

月刊 MICE JAPAN
3月号　表紙

読売新聞 日刊
経済ページ

Daily Cargo
（海事プレス社）

週刊観光経済新聞
地域観光ページ

◆期間：2022年1月28日～3月28日

◆期間：
　2021年10月6日～2022年3月27日

読売テレビ「NNN ストレイトニュース」
11:30～11:45 内3/25（金）

テレビ大阪 「やさしいニュース」
第1部16:44～17:25 内3/25（金）

3/26
（土）

3/30
（水）

4/18
（月）
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●本誌掲載記事の複写・複製・磁気媒体等への入力および論文・抄録は、弊社の許諾なく行うことを禁じます。ご用の方は☎（03）3261-7817・FAX（03）3261-7818までご連絡ください。

※訂正とお詫び：弊誌1月号 「視点」 にて、 ICCA APについてのご紹介の中で  「Change、Corporation、
Chanceの3つのC」 と記しておりましたが、正しくは「Change、Cooperation、Chanceの3つのC」です。
ここに訂正させていただくとともに、読者の皆様、関係者の皆様にお詫びを申し上げます。

※コラム「Tech for MICE business」は、都合によりお休みさせていただきます。※編集の都合により、「出展募集」、「イベントレポート」はお休みとさせていただきました。ご了承ください。
お詫び：今号にて掲載を予定しておりました 「フィリピンMICE FAMレポート 続編」 は、
次号2020年3月号にて掲載させていただきます。

※DMC通信は、編集部の都合によりお休みさせていただきました。

本掲載は2月11日を基準に可能な限り最新情報を取りまとめておりますが、
新型コロナウイルスの感染拡大防止等の観点から、催事が中止・延期される場合もあります。
また、掲載を見送られた施設もございます。
加えて来場区分に「一般」と記載されていても、無観客で開催されるイベントもございます。
ご来場等の際には必ず事前のご確認をお願いいたします。
また開催催事にはオンラインを活用するハイブリット形式での開催、
中止催事にはオンラインでの開催がある場合もあります。

本掲載は2月14日を基準に可能な限り最新情報を取りまとめておりますが、
新型コロナウイルスの感染拡大防止等の観点から、催事が中止・延期される場合もあります。
また、掲載を見送られた施設もございます。
加えて来場区分に「一般」と記載されていても、無観客で開催されるイベントもございます。

連載：「JNTO国際会議統計とデータの活用についての考察～ JNTO国際会議統計②」は、次号2022年2月号に掲載させていただきます。

 4 ●  視点／ 組織の未来とMICE
 6 ●  韓国観光公社／ 伝統・文化と近代都市が融合する韓国で、語り継がれるMICE開催を

記憶に残る韓国ならではの体験を提供するユニークベニュー提案
10 ●  ユニークべニューレポート②／‘動く’ユニークベニュー 11両編成のチャーター

Business Events Advisor / MICE Japan シニアアドバイザー 森本 福夫 氏
12 ●  シリーズ寄稿／ JNTO国際会議統計とデータの活用についての考察 ③

JNTO統計を読み解く─国際会議の呼称とデータ分析
インバウンド/MICEコンサルタント JCCBシニア・フェロー 小堀 守 氏

15 ●  コラム／MICE参加途中の楽しみ
JTB総合研究所 主席研究員　東京国際大学 特任教授

CFDコミュニティー フューチャーデザイン 理事 太田 正隆 氏
14 ●   NEWS RELEASE／ 日本政府観光局 ： 

Tokyo2020 大会によるさまざまな情報発信を通じて
新たに推計3.9億人の将来の訪日意欲が向上
～JNTO調べ、効果測定レポートを発表～

18 ●  NEWS RELEASE／ IAPCO ： IAPCO 2022 年次総会を開催 
会議産業は再び立ち上がる

19 ●  NEWS RELEASE／ UFI ： UFI展示会場世界地図を発表
～全世界1,351の展示会場（総面積4,050万㎡）～

20 ●  NEWS RELEASE／ IACC ： IACC「Meeting Room of the Future 2022」レポート
～対面でのコラボレーション、テクノロジー、倫理が最重要課題～

21 ●  NEWS RELEASE／NCC：クイーン・シリキット・ナショナル・コンベンションセンター
2022年9月の「APEC」開催に向けて再オープン準備が進む

22 ●  連載／ 展示会マーケティング戦略ゼミ～出展成果最大化の現場から～
「展示会とは・来場者とは何か」3）
「展示会来場者マーケティング」⑭ 

　　　　　　展示会での〈コミュニケーション〉について その9
展示会研究所 代表 辻井 勝 氏  

24 ●  Covid-19収束後の観光・MICE開催地としての再開・拡大発展支援の誌上ブログ／
第2話 企業活動には不可欠なオフサイト・ミーティングとそれを獲得、受け入れたい開催地
“有名な観光地、レジャースポットでない場所でもMICE（G&M）ビジネスをやろう！”

ビジネストラベル研究所 代表 森 栄藏 氏
26 ●  連載／ 『江戸名所図会』で巡る“Withコロナ時代”のオンライン観光

日光御成道沿いの名所巡り⑤ 西ヶ原～飛鳥山・王子
 “歴史の駅” 研究所 宮地 克昌 氏

28 ●  DMC通信／サーモンの散歩　41●MICE映画館　42●NEWS　
29 ●  全国会場別MICEスケジュール

■今月の表紙
“旅の力で日本を元気に！”をテーマに
　「日本観光ショーケース in 大阪・関西」開催
　日本全国の観光地や、旅行関連団体、旅行会社などが一
堂に出展する「日本観光ショーケース in 大阪・関西（the 1st 
Japan Tourism Showcase in Osaka, Kansai）」が2022
年3月25日（金）～27日（日）の3日間、インテックス大阪を
会場に開催される。主催は日本観光ショーケース実行委員会
（浜田憲尚委員長／（株）マイナビ専務取締役）で、特別協力
は（公財）大阪観光局、後援は（公社）日本観光振興協会と
ツーリズムEXPOジャパン2023大阪・関西 開催地連絡協議
会（大阪府、大阪市、（公財）大阪観光局、大阪商工会議所、
（公社）関西経済連合会、（一社）関西経済同友会、国土交
通省近畿運輸局、関西広域連合、（一財）関西観光本部、
（一財）大阪国際経済振興センター、大阪市高速電気軌道
（株）、関西エアポート（株）、近鉄グループホールディングス
（株）、京阪ホールディングス（株）、南海電気鉄道（株）、西
日本旅客鉄道（株）、阪急阪神ホールディングス（株））になる。
　出展社は、国内の地方自治体をはじめ、観光関連団体
（DMO・観光協会等）、公共交通機関（航空・鉄道・バス・レ
ンタカー・クルーズ）、旅行会社、空港、ホテル・旅館・宿泊
施設、テーマパーク・レジャー施設、地域産品の企画・製造・
販売、IR関連およびDX関連サービス、感染症対策関連サ
ービスなどで、観光産業を活性化させる新しい産業も幅広く出
展する。
　来場ターゲットは、国内外の旅行会社、ツアーオペレーター、
MICE関係者、各国大使館・領事館などのほか、教育旅行
などを扱う学校・教育関連団体、ワーケーションやインセンティ
ブ旅行を企画する企業、新規事業の創出などを計画する企業、
さらに一般旅行者となっている。
　なお、3日間の会期のうち、25日は関係者だけが入場できる
出展者と来場者の商談を目的としたビジネスデーで、26日・27
日は一般も含めたすべての人が来場対象となる。■■■■■

}⬅1行で入りきりません
本掲載は12月10日を基準に可能な限り最新情報を取りまとめておりますが、
新型コロナウイルスの感染拡大防止等の観点から、催事が中止・延期される場合もあります。
また、掲載を見送られた施設もございます。
加えて来場区分に「一般」と記載されていても、無観客で開催されるイベントもございます。
ご来場等の際には必ず事前のご確認をお願いいたします。
また開催催事にはオンラインを活用するハイブリット形式での開催、
中止催事にはオンラインでの開催がある場合もあります。
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宣伝活動

●来場告知用チラシ　計215,625枚
●開催告知ポスター
　　計15,398枚

●開催告知鉄道中吊り
　　計6,710枚

関西国際空港
関西国際空港／展望ホール Sky View

大阪国際空港／伊丹空港

神戸空港

●JR西日本 ●インテックス大阪

●関西エアポート

●トラベルジャーナル

●トラベルボイス ディスプレイ広告

【広告ビジュアル】

【屋外・屋内広告／ポスター掲示】

情報サイト  JRおでかけネット掲載
（2/28～）

情報誌  西Navi  3月号掲載

情報サイト  JRおでかけネット内
お出かけガイド  イベント情報掲載

【その他掲載媒体】

インテックス大阪サイネージ 交通広告（チラシ） 交通広告（中吊り広告） 交通広告（ポスター）

HPバナー掲載（2/1～）

運営サイトにて
バナー・プレス記事掲載

PR記事　3/1（火）00:00掲載

トップバナー
2/9（水）00:00～2/22（火）23:59掲載

レクタングル
2/23（水）00:00～3/8（火）23:59掲載

記事掲載　2/9（水）配信

●SNSでのフォロー＆リツイート
　旅行券プレゼント企画
旅行業界を盛上げよう！
国内旅行体験イベント！
第１回日本観光ショーケース
開催記念キャンペーン！
抽選で3名様に旅行券10万円分

【その他】

【WEB広告】

広告イメージ

HPイベント検索ページ掲載（2/10～）

会場ランダム
サイネージ
掲示（2/17～）

15ページ  2/25発行
各駅設置の
紙媒体・WEB

●ローカル媒体
　（住之江区エリア）
　への広告出稿
⇒ポスティング
　住之江区6万世帯

●来場者プレゼント（26～27日対象）
久住さんのオリジナルイラスト巾着
各日900名にプレゼント

後援団体や企業のご協力のもと、多方面への露出を図ることができ、来場促進に大きく貢献した。

「次の新しい旅行先」を探してみませんか？
リアルに体感できる楽しさ！

日本全国の魅力ある街、団体、サービスが数多く出
展！

3/25 ・26 ・27金 土 日
ビジネス DAY ビジネス ＆ 一般 DAY

10：00～18：00 10：00～17：00

2022

インテックス大阪

～ 旅の力で日本を元気にする展示会 ~～ 旅の力で日本を元気にする展示会 ~～ 旅の力で日本を元気にする展示会 ~～ 旅の力で日本を元気にする展示会 ~～ 旅の力で日本を元気にする展示会 ~～ 旅の力で日本を元気にする展示会 ~

今、日本を
楽しもう。

～ 旅の力で日本を元気にする展示会 ~～ 旅の力で日本を元気にする展示会 ~

日本全国の魅力ある街、団体、サービスが数多く出
展！

～ 旅の力で日本を元気にする展示会 ~～ 旅の力で日本を元気にする展示会 ~～ 旅の力で日本を元気にする展示会 ~～ 旅の力で日本を元気にする展示会 ~～ 旅の力で日本を元気にする展示会 ~～ 旅の力で日本を元気にする展示会 ~～ 旅の力で日本を元気にする展示会 ~～ 旅の力で日本を元気にする展示会 ~～ 旅の力で日本を元気にする展示会 ~～ 旅の力で日本を元気にする展示会 ~
日本観光ショーケース

事前登録制
入場無料！

登録はコチラ

あなたの知らない
日本観光がここに！

お問合せ
日本観光ショーケース実行委員会 事務局
info@japan-ts.jp

japan-ts.jp

TEL.050-3066-9150（平日10:00～17:00）

〒104-0041 東京都中央区新富1-9-6 
 ザ・パークレックス新富町7F

※最新情報はホームページをご覧ください。
2022年2月16日最新版

会　期 ： 2022年3月25日（金）～27日（日）
※25日：ビジネスDAY／26・27日：ビジネス＆一般DAY

催事名 ：
the 1st Japan Tourism Showcase in Osaka, Kansai
第1回 日本観光ショーケース in 大阪・関西

会　場 ：インテックス大阪 大阪府大阪市住之江区南港北1丁目5－102

入場料 ：無料

開催概要

後　援 ：外務省、大阪府、大阪市、大阪商工会議所、（公社）関西経済連合会、
関西広域連合、（公社）日本観光振興協会、（一社）日本旅行業協会、
（一社）全国旅行業協会、日本政府観光局（JNTO）、
（公社）2025年日本国際博覧会協会、（一財）大阪国際経済振興センター、
関西エアポート株式会社、ツーリズムEXPOジャパン2023大阪・関西 開催地連絡協議会
※各自治体から発令される新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた要請へのご理解とご協力をお願いします。

主　催 ：「日本観光ショーケース in 大阪・関西」実行委員会（株式会社マイナビほか）

特別協力 ：（公財）大阪観光局

～ 旅の力で日本を元気にする展示会 ~～ 旅の力で日本を元気にする展示会 ~～ 旅の力で日本を元気にする展示会 ~～ 旅の力で日本を元気にする展示会 ~～ 旅の力で日本を元気にする展示会 ~
今、日本を楽しもう。今、日本を楽しもう。今、日本を楽しもう。 3/25 ・26 ・27金 土 日

ビジネス DAY ビジネス ＆ 一般 DAY

10：00～18：00 10：00～17：00

3/25
2022

※3月18日現在の情報です。内容が変わることがあります。
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全 国 各 地 の ご 当 地 グ ル メキッチ ン カ ー宇宙旅行体験エリア

トラベルテック
ゾーン

日本の海・自然
ゾーン

地 域 ゾ ー ン

旅の安全・安心ゾーン

歴史・文化遺産ゾーン

美食・ヒーリングゾーン

旅行会社・公共交通機関
観光情報サービスゾーン

エンタメ・アミューズメント
ゾーン

ホテル・宿泊施設
ワーケーションゾーン

地域ゾーン ホテル・宿泊施設・ワーケーションゾーン

旅行会社・公共交通機関・観光情報サービスゾーン

日本の海・自然ゾーン

トラベルテックゾーン

歴史・文化遺産ゾーン

旅の安全・安心ゾーン

エンタメ・アミューズメントゾーン

美食・ヒーリングゾーン

商談ブース 商談ブース 商談ブース

商談ブース

(一社)網走市観光協会 DMO

(一社)北見市観光協会

北海道富良野市

Discover Niseko 

(一社)倶知安観光協会／(株)ニセコリゾート観光協会

(公社)北海道観光振興機構

阿寒観光協会まちづくり推進機構（北海道）

小樽オルゴール堂(北海道)

(一社)恵庭観光協会（北海道恵庭市）

檜山振興局(北海道)

一般社団法人小樽観光協会(北海道)

星野リゾート 北海道エリア(トマム・札幌・旭川・小樽・白老)

福島町観光協会(北海道)

知床ねむろ観光連盟(北海道)

とかち観光誘致空港利用推進協議会(北海道)

富良野・美瑛広域観光センター(北海道)

滝上町・オホーツクフラワーロード「花回遊」（北海道）

滝川市（北海道）

鶴雅グループ（北海道）

釧路市（北海道）

(公社)和歌山県観光連盟

和歌山県観光交流課（Wakayama Tourism Bureau）

和歌山市

(一社)南紀白浜観光協会

新宮市

田辺市・田辺市熊野ツーリズムビューロー

(一社)千歳観光連盟

三重県

(一社)東紀州地域振興公社

(公社)伊勢志摩観光コンベンション機構

(一社)泉佐野シティプロモーション推進協議会

㈱パソナグループ

知床ごんた村 supported by (株)アトリエ

KANSAI(関西)＿(公財)大阪観光局

KANSAI(関西)＿(公社)ひょうご観光本部

KANSAI(関西)＿関西ブロック広域観光振興事業推進協議会

KANSAI(関西)＿(一財)関西観光本部

KANSAI(関西)＿(公社)京都府観光連盟

KANSAI(関西)＿奈良県

KANSAI(関西)＿(公社)和歌山県観光連盟

KANSAI(関西)＿滋賀県/(公社)びわこビジターズビューロー

九州

福岡県

佐賀県 

　佐賀・長崎デスティネーションキャンペーン実行委員会

長崎県

　ハウステンボス(株)

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

　鹿児島県_出水市（観光特産品協会）

　鹿児島県_薩摩川内市(薩摩川内観光物産協会)

　鹿児島県_いちき串木野市

　鹿児島県_南九州市

　鹿児島県_大隅広域観光開発推進会議

沖縄県／(一財)沖縄観光コンベンションビューロー

沖縄県／MICE

大分県 宇佐市

(公財)福岡観光コンベンションビューロー

福岡市ホテル旅館協会

西日本鉄道㈱

(一社)柳川市観光協会

宗像市

(公財)名古屋観光コンベンションビューロー

(公財)阿蘇地域振興デザインセンター

岐阜県

(公財)岐阜観光コンベンション協会

飛騨高山

世界遺産白川郷

(一社)下呂温泉観光協会

小松市

石川県 加賀市

(一社)ななお・なかのとDMO (石川県七尾市・和倉温泉)

鳥取県関西本部・鳥取県観光連盟

福井県観光連盟

にし阿波～剣山・吉野川観光圏（IYA VALLEY）

(公財)高知県観光コンベンション協会

（中国-浙江省）美麗中国 詩書浙江（SanA,Inc.）

(一社)玉野コミュニティ・デザイン

(一社)江東区観光協会

EAST TOKYO ～東京スカイツリー・台東区・墨田区・江東区～

(一社)埼玉県物産観光協会

(一社)DMO日光

(公財)東京観光財団

静岡県

㈱ロイヤルパークホテルズアンドリゾーツ

ホテルモントレ㈱

共立リゾート＆ドーミーイン

コーユーレンティア㈱

㈱ティーケーピー

㈱旅行新聞新社

トラベルビジョン(㈱エフネス)

Railways KANSAI

大阪市高速電気軌道㈱

近鉄グループホールディングス㈱

京阪ホールディングス㈱

南海電気鉄道㈱

西日本旅客鉄道㈱

阪急阪神ホールディングス㈱

㈱メキシコ観光

㈱ブランジスタメディア

㈱日本旅行

JTBコミュニケーションデザイン

㈱JTB

近畿日本ツーリスト㈱、クラブツーリズム㈱

大日本印刷㈱

Vpon JAPAN㈱

㈱amulapo

SOMPO Light Vortex㈱

三菱電機㈱

パナソニック システムソリューションズ ジャパン㈱

eventos

ONE NATION㈱

沖縄県グリーン・ツーリズムネットワーク

(一社)奄美群島観光物産協会

奄美群島広域事務組合

喜界島観光物産協会

(一社)あまみ大島観光物産連盟

奄美せとうち観光協会

(一社)徳之島観光連盟

(一社)おきのえらぶ島観光協会

(一社)ヨロン島観光協会

国土交通省海事局

内閣府総合海洋政策推進事務局

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 (JRTT)

瀬戸内海汽船㈱

マルエーフェリー㈱

マリックスライン㈱

SYLジャパン㈱

(一社)日本外航客船協会

西日本旅客鉄道㈱

ヤンマーマリンインターナショナルアジア㈱

トップリバークルーズ㈱

阪九フェリ－㈱

㈱名門大洋フェリー

㈱フェリーさんふらわあ

熊本フェリー㈱

野母商船㈱

やまさ海運㈱

JR九州高速船㈱

岡山城

空がつなぐまち・ひとづくり推進協議会

ウポポイ (民族共生象徴空間)

日本遺産

香川県丸亀市

㈱イグアス

㈱リミックスポイント

GTキャピタルファンド㈱

西尾レントオール㈱

TGS㈱

吉本興業ホールディングス(株)

㈱小西印刷所

(公社)2025年日本国際博覧会協会

大阪糖菓㈱

福岡ソフトバンクホークス㈱

㈱ベトナムエンターテイメント

(公社)新潟県観光協会

DMO(一社)福島市観光コンベンション協会
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株式会社刀　エグゼクティブ・ディレクター
プランニング&オペレーション 佐藤 大介 氏

観光活性化の武器とは

11：00~12：00
コロナ禍に見舞われた厳しい環境下で必要なものは？　
それは、「西武園ゆうえんち」70 周年記念リニューアル、経営破綻した旧グリーンピア三木の再生など数々のプロジェクト
で実績を上げてきた「刀」が駆使する「武器」。本講演では、経営破綻した大規模リゾートを複数蘇らせてきたリゾート再生
請負人の異名を持つ株式会社刀の佐藤大介が、豊かな日本の未来を拓く「観光の活性化」に活用できるその「武器」につい
て熱く語ります。

リアルワールド・メタバースによる
新たな観光体験の可能性

13:00~14:00

ソフトバンクでは、AR や位置情報ゲームなどを提供する Niantic, Inc. が提供する AR 開発者キット「Niantic Lightship 
ARDK」（11/9 発表）を、国内通信事業者として初めて採用し、ソフトバンクが運営するコンテンツ配信サービス「5G 
LAB」の「AR SQUARE」アプリなどで提供、今後は法人向け販売網の強みを生かした様々なサービス展開を検討しており
ます。「ここではないどこかを作るのではなく、今いる場所をいかに豊かにするか」Niantic が提唱する「リアルワールド・
メタバース」の世界観は、日本を元気にし、地方創生の一翼を担うテクノロジーと考えております。株式会社ナイアンティッ
クさま及び公式開発パートナーである株式会社ティーアンドエスさまと、「Niantic Lightship ARDK」を活用した新たな観
光体験の可能性について、トークセッションを開催いたします。

株式会社ティーアンドエス 取締役THINK AND SENSE 部　部長 松山周平 氏
株式会社ナイアンティック ストラテジックパートナー デベロップメントシニア・マネージャー 白石淳二 氏
ソフトバンク株式会社 鉄道公共事業推進本部　公共事業推進室　事業推進第二部　部長 廣場啓祐 氏＜パネリスト＞ 

株式会社JTB総合研究所 主席研究員　山下真輝 氏＜モデレーター＞

JTB総合研究所 コンサルティング事業部
MICE戦略室長 主席研究員 小島 規美江 氏

MICEを切り口にした
アフターコロナの誘客とは？

14：30~15：30
MICE 業界も観光産業と同様にコロナウイルスによる感染症の拡大で大きな影響を受けました。ハイブリッド開催により再
開はできたものの開催地を訪問する人数が大幅に減ってしまい、直接消費による経済効果を期待できなくなってしまいまし
た。そんな状況でも海外の MICE 都市は、より積極的な MICE 誘致を行っています。都市にとって MICE を誘致するメリッ
トは？そして今後MICEを切り口とした誘客をどう進めるべきか？を考えます。

株式会社リクルート じゃらんリサーチセンター グループマネジャー 高橋 佑司 氏
株式会社LOCAL ROOTS 代表取締役
（元観光庁 観光地域振興課 広域連携推進室長 兼 観光地域づくり法人支援室長） 檜垣 敏 氏＜明日から使える！＞

観光による地域消費額を
高めるために大切なコト

16:15～17:00

旅行ニーズが大きく変化する今、この変化を捉えて「新たなチャンス」を掴もうという地域があります。そこでは地域
（DMO・宿泊事業者等の観光事業者）が主体となり、地域の価値を新たに創出する取組みをしています。
今回は、観光による地域消費額を高めるために大切なポイントを、先端事例を交えお話します。自地域の観光実態をデータ
で把握したい、持続可能な体験コンテンツの造成方法などを知りたい自治体・DMO・観光協会の方は必見です！
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一般社団法人 移住・交流推進機構 渡邊 明督 氏

「地方」が気になりはじめた人のための、
「地方くらし」のトレンドとスタイル

16：30~17：00
今までは将来の選択肢の一つでしかなかった「地方くらし」が、新型コロナによる社会変化により現実的な選択になっ
てきました。実際に「働き方」や「暮らし方」を変える人が増えています。「地方くらし」を充実したものにするため、
トレンドやスタイルを皆さんと一緒に考えます。

大阪体育大学学長
一般社団法人日本スポーツツーリズム推進機構代表理事 原田 宗彦 氏

スポーツツーリズムの可能性

11：00~12：00
世界ではコロナ禍の終息が見えない中、国内の旅行需要は回復基調にある。三密を避け、安全・安心に配慮したライフスタ
イルが定着した現在、健康志向のスポーツツーリズムには大きな可能性が秘められている。豊かな自然が残る地方ではアウ
トドアスポーツツーリズムが、そして都市環境では、若者に人気があるアーバンスポーツツーリズムなどがあり、多様なコ
ンテンツの展開が可能である。その場所に移動する「理由」と「価値」を生むことができれば、海、山、川、そして公園、公道、
広場を「旅行目的地」化することができる。それがスポーツツーリズムの強みである。

YouTuber 伊豆のぬし釣り 

人気YouTuberが教える
“ファンづくり”のヒントとは！？

12：45~13：30
30万人以上の登録者数を誇るアウトドア系人気YouTuber の「伊豆のぬし釣り」！画面上でお馴染みの、お酒マンこと「ヤ
マト」さんと、編集など裏方としてマネジメントやキャンプ用品開発など会社経営も行っている「けんいち」さんをお招き
してのトークショーを開催。YouTube 撮影でのウラ話、活動コンセプトやプロモーション・SNS の活用方法など様々な切
り口でお話頂きます！

笑いの力で
地域を元気に！

15:15～16:00 吉本興業株式会社

高井俊彦・span!・わんだーらんど・ミサイルマン西代（MC）
全国47都道府県に「住みます芸人」が居住し笑いの力による地域活性化のお手伝いをする「あなたの街に住みますプロジェ
クト」について、実際に各地で活躍している芸人がご説明します。

フォトグラファー Dream Aya 氏

Dream Ayaの“旅のアソビかた”

14：00~14：45
Dream、E-girls のメンバーとしての音楽活動を引退後、写真や絵などのアートな才能を活かしクリエイターとして活動をス
タート。2020年 1月より写真家として独立し、多方面のクリエイティブを手掛けている。一方で、地元大阪・松原市ドリー
ムアンバサダーを務めるなど、地域の情報発信や地方創生にも積極的に取り組んでいる。今回は“旅を遊ぶ”をテーマにご
自身が撮影された写真を紹介しながら、SNSの活用や女性目線での旅の楽しみ方をお話し頂きます！
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マンガ家／ミュージシャン 久住 昌之 氏

旅は道草、目はグルメ。
～「途中」が楽しい孤独旅～

12：45~13：30
人気テレビドラマ『孤独のグルメ』漫画原作者でミュージシャンやエッセイストなど多彩な才能で活躍する久住昌之さんが
登場！
旅もグルメも“途中”を楽しむもの。久住作品の根底にある価値観に触れて頂きます。
過去の取材写真を見せながら多様な旅のカタチを楽しく提案。あのドラマの裏話も飛び出すかも！？

旅作家／御船印めぐりプロジェクト事務局／
船旅アンバサダー 小林 希 氏

始めよう ！ 船旅の楽しさ広がる
御船印あつめ

14：15~15：00
御朱印の船版・御船印（ごせんいん）を集める「御船印めぐり」考案者で旅作家の小林希さんを招いたトークショー。
各社の特徴が現れる様々なデザインの船印、楽しみ広がるマスター制度、更に、これまで沢山の島旅を経験した小林
さんがオススメする、まだあまり知られていない魅力的な島や船についてお話を伺います。司会は元ＮＨＫ神戸アナ
ウンサーで、現在内閣府で「離島カード」等、有人国境離島の振興を担当する和田光太郎さん。

公益財団法人大阪観光局　理事長 溝畑 宏 氏

大阪観光局の取り組みについて
11：00~12：00

観光業はかつてない苦境に立たされていますが、ワクチン接種の進展や治療薬の開発など、新型コロナウイルスへの対応力
は大きく向上し、それに伴い旅行に行きたいという人々の欲求もますます大きくなっています。2022年度は「観光復活元年」。
観光回復の足取りを確かなものとし、三年後の大阪・関西万博へと続く飛躍の年とするため、日本の観光のトップランナー
として様々な戦略を推進する大阪観光局の取り組みを熱く語ります。

セミナーA 幅広い業界から魅力的な講師をお招きしています！

福岡ソフトバンクホークス株式会社

福岡ソフトバンクホークスが手掛ける
“エンタメスポット”BOSS E・ZO FUKUOKAのご紹介

１２：３０～１３：３０

ハワイ州観光局・タイ国政府観光庁・航空新聞社

コロナ後の観光のあり方 海外観光局のケースから考える
－持続可能な観光とは－

※ウェビナーアーカイブ放送１４：００～１５：００27 日3/
ビジネス ＆ 一般ＤＡＹ

26 土3/
ビジネス ＆ 一般ＤＡＹ ウポポイ（民族共生象徴空間）

アイヌ文化と共に。
１２：３０～１３：１５

株式会社パソナグループ

淡路島西海岸施設のご紹介
１４：００～１５：００

丸亀市

コンパクトシティだからできる旅の提案
～いろいろなテーマの旅を丸亀で～

１５：３０～１６：３０

25 金3/
ビジネスＤＡＹ 岐阜県

岐阜県のサステイナブル・
ツーリズムの取り組みについて

１２：３０～１３：３０

北海道

HOKKAIDO LOVE！
－五感で楽しむ北海道観光の魅力とは－

１５：３０～１６：３０

公益社団法人2025年
日本国際博覧会協会

大阪・関西万博がめざすもの
１４：００～１５：００

（公財）大阪観光局＆（株）アウト・ジャパン

大阪におけるLGBTQツーリズム
推進について　

１１：００～１２：００

セミナーB

※セミナー登壇者・内容は都合により変更となる場合がございます。予めご了承下さい。

あなたの知らない

日本観光がここに！

お問合せ
日本観光ショーケース実行委員会 事務局
info@japan-ts.jp TEL.050-3066-9150（平日10：00～17：00）

〒104-0041 東京都中央区新富1-9-6  ザ・パークレックス新富町7F

※各自治体から発令される新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた要請へのご理解とご協力をお願いします。

第1回 日本観光ショーケース in 大阪・関西
the 1st Japan Tourism Showcase in Osaka, Kansai

催 事 名

2022年3月25日（金）～27日（日） ※25日：ビジネスDAY／26・27日：ビジネス＆一般DAY会　　期

インテックス大阪 大阪府大阪市住之江区南港北1丁目5－102会　　場 無料入場料

「日本観光ショーケース in 大阪・関西」実行委員会 （株式会社マイナビほか）主　　催

（公財）大阪観光局特別協力
観光庁、外務省、大阪府、大阪市、大阪商工会議所、（公社）関西経済連合会、（一社）関西経済同友会、
関西広域連合、（公社）日本観光振興協会、（一社）日本旅行業協会、（一社）全国旅行業協会、
日本政府観光局（JNTO）、（公社）2025年日本国際博覧会協会、（一財）大阪国際経済振興センター、
大阪市高速電気軌道（株）、関西エアポート（株）、近鉄グループホールディングス（株）、
京阪ホールディングス（株）、南海電気鉄道（株）、西日本旅客鉄道（株）、阪急阪神ホールディングス（株）、
ツーリズムEXPOジャパン2023大阪・関西 開催地連絡協議会

後　　援

2022年3月24日最新版
※最新情報はホームページをご覧ください。

〒104-0041 東京都中央区新富1-9-6  ザ・パークレックス新富町7F〒104-0041 東京都中央区新富1-9-6  ザ・パークレックス新富町7F

日本政府観光局（JNTO）、（公社）2025年日本国際博覧会協会、（一財）大阪国際経済振興センター、

京阪ホールディングス（株）、南海電気鉄道（株）、西日本旅客鉄道（株）、阪急阪神ホールディングス（株）、
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japan-ts.jp

※メニューは急遽変更になる場合がありますのでご了承ください。

仙台牛タン塩焼きそば

ホットドック

ホットドック
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ソ
エスプレッ

ソ
エスプレッ
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アレンジコ
ーヒーエスプレッ

ソ

 揚げシラス丼
釜揚げシラス丼

全国各地の

アレンジコ
ーヒーアレンジコ
ーヒー

鹿児島県産 黒豚餃子鹿児島県産 黒豚餃子鹿児島県産 黒豚餃子

抹茶わらび餅抹茶わらび餅抹茶わらび餅
抹茶わらび餅

角煮バーガー
角煮バーガー
角煮バーガー
角煮バーガー
角煮バーガー
角煮バーガー
角煮バーガー

各地のうまいものを取り揃えたキッチンカーが登場！
ご当地の食材を使用した、「鹿児島県産黒豚餃子」や
「仙台牛タン塩焼きそば」など人気メニューも充実。
抹茶スイーツや「台湾黒糖生タピオカドリンク」など
各種お飲み物などもご用意しております。
ご休憩やデザートタイムにも是非お越しください。

ほうじ茶ラテほうじ茶ラテほうじ茶ラテほうじ茶ラテ

抹茶ラテ

抹茶タピオカ抹茶タピオカ抹茶タピオカ抹茶タピオカ抹茶タピオカ抹茶タピオカ抹茶タピオカ抹茶タピオカ抹茶タピオカ抹茶タピオカ抹茶タピオカ抹茶タピオカ抹茶タピオカ抹茶タピオカ抹茶タピオカ

ほうじ茶ラテ

抹茶チョコクリームラテ

抹茶タピオカ

主催企画コーナー

最新のAR・VR技術を駆使した

宇宙旅行体験エリア 
最新のARグラスを用いて宇宙飛行士の疑似体験をお楽しみいた
だけます。人類が初めて月に着陸をしたアポロ時代から、2050年の
月面都市ができるまでの様子を体験。夜との相性が良いデジタルコン
テンツが宿泊を伴う観光客を増加させ、地域の活性化に貢献します。
NFTで話題のVRアートを利用したデジタル観光コンテンツ。新し
い観光コンテンツ制作の考え方を楽しく学べます。ぜひ、ブースにお
立ち寄り頂き新感覚の宇宙体験をお楽しみください。

「次の新しい旅行先」を探してみませんか？
リアルに体感できる楽しさ！

日本全国の魅力ある街、団体、サービスが数多く出
展！

3/25 ・26 ・27金 土 日
ビジネス DAY ビジネス ＆ 一般 DAY

10：00～18：00 10：00～17：00

2022

インテックス大阪

事前登録制
入場無料！

登録はコチラ

あなたの知らない
日本観光がここに！

お問合せ
日本観光ショーケース実行委員会 事務局
info@japan-ts.jp

japan-ts.jp

TEL.050-3066-9150（平日10:00～17:00）

〒104-0041 東京都中央区新富1-9-6 
 ザ・パークレックス新富町7F

※最新情報はホームページをご覧ください。
2022年2月16日最新版

会　期 ： 2022年3月25日（金）～27日（日）
※25日：ビジネスDAY／26・27日：ビジネス＆一般DAY

催事名 ：
the 1st Japan Tourism Showcase in Osaka, Kansai
第1回 日本観光ショーケース in 大阪・関西

会　場 ：インテックス大阪 大阪府大阪市住之江区南港北1丁目5－102
入場料 ：無料

開催概要

後　援 ：外務省、大阪府、大阪市、大阪商工会議所、（公社）関西経済連合会、
関西広域連合、（公社）日本観光振興協会、（一社）日本旅行業協会、
（一社）全国旅行業協会、日本政府観光局（JNTO）、
（公社）2025年日本国際博覧会協会、（一財）大阪国際経済振興センター、
関西エアポート株式会社、ツーリズムEXPOジャパン2023大阪・関西 開催地連絡協議会
※各自治体から発令される新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた要請へのご理解とご協力をお願いします。

主　催 ：「日本観光ショーケース in 大阪・関西」実行委員会（株式会社マイナビほか）

特別協力 ：（公財）大阪観光局

～ 旅の力で日本を元気にする展示会 ~～ 旅の力で日本を元気にする展示会 ~～ 旅の力で日本を元気にする展示会 ~～ 旅の力で日本を元気にする展示会 ~～ 旅の力で日本を元気にする展示会 ~

今、日本を
楽しもう。

日本観光ショーケース

15



W210×H297(A4)




