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進化した
「JATA旅博」
を世界にアピール
展示会は過去最大規模に
今年は、
イベント構成の一体感を目的に、正式名称を
『ＪＡＴＡ国際観光フォーラム・旅博』
から
『ＪＡＴＡ旅博』
に改称
しました。
また、英語名も
「TABIHAKU」
というブランドの浸透をはかるべく、
『 JATA TABIHAKU Travel
Showcase』に変更し、全世界に向けてアピールします。今年
は過去最大規模となる見込みの
「展示会」、世界のトップ・スペ
シャリストが登檀する
「国際観光フォーラム」、国内外のセラー・
バイヤーが一堂に会する
「国際商談会」、需要喚起に貢献した
企業・団体・個人や優れた旅行商品を表彰する
「顕彰事業」
の
4大イベントで構成されています。海外旅行のみならず訪日・国
内旅行を含む旅行市場の活性化を目的とし、今年は昨年より
もインバウンド商談会、
日本ブース出展エリアを拡充。海外・訪
日・国内の旅の全てを結集させた取り組みとしています。

〈海外編〉
出展者をいくつかピックアップして紹介します。
出展者情報はJATA旅博の公式ウェブサイトから検索可能！

EUROPE SQUARE

EUROPE SQUARE 会場イメージ

J-19

EUROPE ゾーンに、 EUROPE SQUARE をオ−プンしま
す！
！Ｔｅａｍ EUROPE 協賛の政府観光局、航空会社、
ツアーオペ
レ−ター、鉄道会社、ホテル、アウトレットショッピング、損保会社
（計３７団体・会社）
を展示パネルやパンフレットでご紹介します。
９
月１３日
（金）業界日には約２０の観光局等によるデスティネーショ
ンや素材を対象としました業界関係者向けセミナーや１９：００頃
より当SQUAREにてレセプションも開催します。
是非、
９月１３日（金）開催のＴｅａｍ EUROPE業界関係者向け
セミナーへの事前お申込をよろしくお願い致します。

◇Ｔｅａｍ EUROPE業界関係者向けセミナー（7ページ参照）
・日時：２０１３年９月１３日
（金）
１１：００〜１８：５０
・場所：JATA旅博展示会場内 EUROPE SQUARE
・詳細・申込：
http://www.jata-net.or.jp/membership/topics/2013/130807̲europesemi.html
◇Ｔｅａｍ EUROPEレセプション
・日時：２０１３年９月１３日
（金）
１９：００頃〜
・場所：JATA旅博展示会場内 EUROPE SQUARE
・詳細・申込：
http://www.jata-net.or.jp/membership/topics/2013/130807̲europesemi.html

ブランドUSA
;kZg]NL:
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発見しよう。あなたの知らないアメリカを。
ブランドUSAは世界中の人々にアメリカ合衆国を訪れていただ
き、深く知っていただくことを振興する公式観光機関です。2010年
のアメリカ合衆国初の観光促進法の成立ともに誕生し、半官半
民の事業体として、観
光需要の活性化、
しい
てはアメリカの観光関
連産業の発展を目的と
したマーケティング活動
を行っています。

韓国観光公社
Dhk^ZMhnkblfHk`ZgbsZmbhg

F-40

となりっていいね！韓国
韓国の地方自治体ブースをはじめ、医療観光コーナー、
文化遺産コーナーなど韓国の新たな魅力をご紹介します。
また韓国館内のメインステージでは料理ショーや公演など
魅力たっぷりのステージを
お届けします。
さらにスタン
プラリーや伝統体験など参
加型のイベントも盛りだくさ
んです。

メルコスール観光局（アルゼンチン・ブラジル・パラグアイ・ウルグアイ・ベネズエラ） I-12
E]j[gkmjLgmjakeHjgeglagfG^^a[] 9j_]flafY$:jYkad$HYjY_mYq$Mjm_mYq$N]f]rm]dY!

ハワイ州観光局
AZpZbbMhnkblfCZiZg

南米！-今、最も世界で注目されているデスティネーション！

もうひとつの、ハワイへ

こんな体験したことある？オーストラリア

メルコスールの国々
（アルゼンチン・ブラジル・パラグアイ・
ウルグアイ・ベネズエラ）は、今南米で最も注目されている
国々です。今年も現地の観
光局スタッフが来日します。
ま
た、毎年恒例の各国のダンス
等のパフォーマンス等も行う
予定です。現地の旬の情報
をゲットしに、是非ブースに遊
びにいらしてください。

ハワイ州観光局のパビリオンでは、今、売れ筋のハワイ、
個性溢れるハワイ6島の紹介をはじめ、本場ハワイから来日
するダンサー、
ミュージシャンによるフラのステージ、
メディア
コーディネーターとしてご活躍の内野亮さんによるトーク
ショー、
ミス・ハワイ2013のクリスタル・
リーさんのお披露目等様々なイベント
を予定。是非「もうひとつのハワイへ」
を見つけに、ハワイ州観光局のパビリ
オンにお越し下さい。

オーストラリアの広い大地、洗練された都市を体感してい
ただけます。
ブース内ではオーストラリアを感じていただける
体験をご用意。
どんな体験ができるかお楽しみ。
もちろん
オーストラリア旅行のご相談も受付ます。

J-49
イタリア政府観光局
（ENIT）
BmZebZgLmZm^Mhnkblm;hZk]!>GBM"

F-36
フィリピン観光省
Iabebiibg^=^iZkmf^gmh_Mhnkblf

F-04
マカオ観光局
FZ\Zn@ho^kgf^gmMhnkblmH__b\^

世界遺産の一番多い国、イタリアへお越しください！

もっと楽しいフィリピン

東洋と西洋、新旧が共存する街 マカオ

ユネスコ世界遺産最多登録を誇るイタリアに今年また２つ
加わり、全部で49か所となりました。
自然遺産の
「エトナ山」、
文化遺産の
「メディチ家の館と庭園」。世界遺産巡りだけで
なく、様々な魅力あふれるイタリアにぜひいらしてください。

フィリピン観光省はメインブース、語学留学ゾーンでのフィ
リピンデスク、
また会議の際のコーヒースポンサーをさせて
いただきます。現地からの参加者もあり、観光最新情報を提
供いたします。

マカオは、世界遺産の街歩き、美味しいグルメ、世界が注目するエンターテイメント、贅を
つくした豪華なリゾートホテル、など旅先で求める魅力が揃っています。マカオブースでは、
今年も人気のマカオカフェをオープン。ライブ演奏を聴きながらマカオの味覚をお楽しみい
ただけます。また今年はマカオ・グランプリ60回大会を記念して、F3マシンも登場します。

L-05

オーストラリア政府観光局
Mhnkblf:nlmkZebZ
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6(3-$7$&RPPXQLFDWLRQ

旅の魅力や楽しさを伝える今年大注目の新企画
「TABIHAKU 特別講演会」
を東6ホールにて開催。
豪華ゲストをお招きし、好奇心を持つことや新たなフィールドにチャレンジすることの大切さ、楽しさについてお話いた
だきます。明日、
すぐにでも旅に行きたくなるような、
旅ファン必見のスペシャルな講演会です！

9月14日
（土）

9月15日
（日）

「シニア世代が出来る人生への挑戦」

「宇宙から俯瞰する旅」

2013年5月23日、80歳と223日の世界最高齢
で地球最高峰、
エベレスト
（8848メートル）登頂
に成功。
「夢は諦めなければ叶うもの。大切なこ
とは山頂へむけて刻む、一歩づつ」。
エベレスト
登頂で得たもの、
その挑戦の過程や素晴らしい
仲間たち、家族との絆、人生においての目的や
「夢」
を持つことの大切さをお話しします。

水惑星「地球」
には70億人の私たちと5千万
種もの生命が住んでいます。宇宙から見ると人
の姿は見えませんが、海、陸、山、川、砂漠、
さま
ざまな自然と調和してまるで一つの生き物のよう
です。地球生命、俯瞰の旅にお誘いします。

略歴
1932年青森市に生まれる。1964年イタリア・キロメーターラン
氏
セに日本人として初めて参加、時速172.084キロの当時の世界
新記録樹立。1966年富士山直滑降。1970年エベレスト・サウス
プロスキーヤー、
コル8,000ｍ世界最高地点スキー滑降（ギネス認定）
を成し遂げ、
クラーク記念国際高等学校校長
その記録映画 [THE MAN WHO SKIED DOWN EVEREST]
はアカデミー賞を受賞。1985年世界七大陸最高峰のスキー滑降を完全達成。2003年次男（豪太）
とともにエベレスト登頂、当時の世界最高年齢登頂記録（70歳7カ月）樹立。2008年、75歳2度目、
2013年80歳にて3度目のエベレスト登頂〔世界最高年齢登頂記録更新〕
を果たす。

三浦 雄一郎

略歴
1948年、北海道余市町に生まれる。理学博士。85年、
日本初の宇宙飛行士に選ばれる。1992年と2000年の2
度、
スペースシャトル・エンデバー号で宇宙に飛び立ち、地
氏
球を回りながら実験や観測の仕事をおこなった。2003年
には、潜水艇「しんかい6500」
に搭乗して深海の様子を報
宇宙飛行士
告。2003年と2007年に南極に行き、皆既日食のハイビ
ジョン中継、南極昭和基地開設50周年の事業で地球環
境の大切さを報告した。現在は宇宙飛行士として日本の宇宙活動への助言を行う一方、
日
本科学未来館館長として科学教育の普及に努める。

毛利

衛

「旅博市場」内、
注目の
『東北復興市』
本年度は、震災以降、復興活動が続く東北の支援企画として、
『東北復興市』
を
「旅博市場」内に展開します。東北
の名産・特産品を一堂に集めて販売する
「東北限定・お土産販売コーナー」
のほか、昨年度に続きJATA社会貢献委
員会の企画運営による
「JATA東北復興支援チャリティー・オークション」
も行ないます。現在、
出展者をはじめとした業
界企業・団体へ、
オークションへの商品寄贈を呼びかけています。
今年もチャリティー・オークション開催
皆さまの参加・協力をお願いします。

旅博市場とは
注目のツアー商品販売

観光産業だからできる支援で、東北から日本を元気にしましょう
！昨年の参
加企業・団体数は133企業・団体で、200点以上の出品数に対して、総入
札数は 550件以上、
オークションの総額は￥2,569,654となりました。
本年も開催趣旨をご理解の上、多くの皆様のご参加、
ご協力をお待ちし
ております。

来場者の満足度向上、旅行市場の活性化と需要喚起をめざし、本年度は
東6ホールにおいて、新エリア
「旅博市場（たびはくいちば）
」
を創設します。
旅博市場では、世界各国・日本各地の食が楽しめるフードコーナーや、現
地でしか入手できない全国各地の地産・特産品、その他トラベルグッズや旅
行ツアー商品販売などを集め、賑わい感ある市場（いちば）のイメージで展
開します。
なかでも「旅行ツアー商品販売コーナー」は今年の新企画です。旅行会
社の訴求力向上を狙いとし、展示会で旅の情報収集をした来場者へ、ツ
アー商品の検討、予約・購入までの一貫したサービスの提供を可能にしま
す。当イベントが打ち出す今年の特別企画のひとつです。

今年も素敵なステージパフォーマンスが満載！
昨年に引き続き大人気ゆるきゃらの
「ひこにゃん」
をはじめ、
日本のみならず世界
中のゆるきゃらが大集合！
9月15日（日）
には、俳
優の八嶋智人氏に奈良
市のトークショーに出演
いただきます。当日をお
楽しみに。
〔俳優〕八嶋智人氏

6(3-$7$&RPPXQLFDWLRQ

昨年のステージの様子

9月13日〜9月15日「JATA旅博2013」
のみどころ

〈国内編〉
出展者をいくつかピックアップして紹介します。
株式会社はとバス
A:MH;NL<H'%EM=
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東京スカイツリー®
MHDRHLDRMK>>

A-09

びわ湖・近江路観光圏協議会
（彦根市･長浜市･米原市･日野町･愛荘町･豊郷町･多賀町･甲良町） A-32

東京のプロが企画したコースが満載

TOKYO SKYTREE® 1st Anniversary

浅草、東京タワーなどコースをはじめ、話題のスカイツ
リーにグルメや夜景、人気スポットなど、東京のプロが企画し
たコースが満載です。
はとバスブースでお待ちしてます。

2012年5月22日にオープンした東京スカイツリー®は、高さ
634mの世界一高いタワーです。高さ350mの
「天望デッキ」
に立つと大パノラマが目の前に広がります。東京を見下ろす
美しい景色を楽しめるレストラン、気軽に立ち寄れるカフェや
オフィシャルショップが用意されています。高さ450mの
「天望
回廊」
では、関東一円を見渡す広大なビューが楽しめます。
東京の新しい空を彩る東京スカイツリーへお越しください！

;bpZdhHafbcbMhnkblf<hng\be
（Abdhg^<bmr%GZ`ZaZfZ<bmr%FZb[ZkZ<bmr%AbghMhpg%
:blhMhpg%MhrhlZmhMhpg%MZ`ZMhpg%DhnkZMhpg）

水よし・里よし・人情よし
近江商人のふるさと近江路
母なる湖「琵琶湖」、緑深い山々、息づく伝統・文化、
そし
て、人々の温かさ、三方良しの精神。
この地の魅力は語り尽
くせないほど多くあります。
一年を通して豊かな表情を見せる魅力の数々を、近江
商人たちが残した本当の
「おもてなし」
の心とともに出会い、
感じる旅に出かけてみませんか？

A-15
飛騨高山
（高山市）
AB=:-M:D:R:F:
（MZdZrZfZ <bmr"

神奈川県
D:G:@:P:IK>?><MNK>

心のふるさと 飛騨高山

かながわの魅力再発見！

日本一広い市である高山市は東京都とほぼ同じ面積（2177㎢）
を有し、江戸時代の面影を残す古い町並みや豪華絢爛な祭屋台
が引き揃えられる高山祭など歴史・伝統文化が息づいています。
また、市街地周辺には北アルプス（飛騨山脈）に代表される雄大
な自然や、
日本有数の温泉湧出量と野趣あふれる露店風呂が自
慢の奥飛騨温泉郷などがあり、四季を通じて楽しめる町です。

神奈川県には、横浜･鎌倉･箱根などの国際的な観光都
市や、大山･城ヶ島などの緑と自然が楽しめるエリアはもち
ろんのこと、
日本一の保養地再生を目指す大磯町など、
あま
り知られていないものの、潜在力を持つ地域も新たな観光
都市を目指しています。
ま
た、箱根周辺エリアからは、
世界文化遺産「富士山」
の
絶景がお楽しみいただけま
す。魅力溢れる神奈川を再
発見してみてください！

一般財団法人 沖縄観光コンベンションビューロー A-41
HdbgZpZ<hgo^gmbhgOblbmhkl;nk^Zn

旬の香りに出会う。旬の空気にふれる。
沖縄×島巡り 旬香周島おきなわ
「青い海、青い空」がイメージの夏だけがオンシーズンで
はなく、
秋の沖縄も魅力がいっぱいです！
人気の宮古、久米島、八重山を含む離島観光コーナー
をはじめ、人気観光スポットである美ら海水族館ともタイアッ
プし沖縄の魅力をより感じていただけるブースを展開いた
します。

A-37

JATA旅博は、海外旅行のみならず 福島県
A-42
訪日・国内旅行を含む旅行市場全体 ?ndnlabfZIk^_^\mnk^
の活性化を目的に開催。本年は昨年 福島のおいしい、たのしい大集合！
大河ドラマ
「八重の桜」の主人公「新島八重」のふるさと、福島
と比較し、国内企業の飛躍的な出展 県。今回、ブースでは、新酒鑑評会金賞入賞数日本一に輝いた
本県のおいしい地酒やおすすめの食ベ物の試飲・試食、
また、
小間数となり、開催24回の歴史の 人気のかわいい民芸品、起き上がりこぼしの絵付け体験コー
なお、
ステージでは大河ドラマをきっかけに結成さ
中で最大の規模となります。ぜひ、 ナーをご用意。
れた、ふくしま八重隊が登場し素晴らしいショーを繰り広げます。
JATA旅博の会場で日本のツーリ 旅博初出展となる福島県ブースにぜひ足をお運びください！
ズムの力強さを体感してください。

ユニークベニュー・増上寺で
TABIHAKU NIGHT 2013開催
世界の観光関係者が大集合！
本年の主催者レセプションは観光庁との共催により、9月12
日
（木）
に
「TABIHAKU NIGHT 2013」
として、増上寺（東
京都港区・芝）
を会場に開催します。新しき超近代的な首
都・東京と古き江戸文化を漂わせるスカイラインを背景にまさ
に現代の日本を象徴する環境のもとに実施いたします。
実施コンセプトは、増上寺本尊阿弥陀仏へ当イベントの成
功と世 界 平 和 への祈りをささげ つつ、
「TABIHAKU
YOKOCHO（旅博横丁）」
をテーマに展開。江戸時代から
続く 横丁文化 を、
まさに江戸で降盛をきわめた増上寺に
おいて実施します。訪日旅行の促進、MICEのユニークな会
場としての紹介やテーマパーティの提案を兼ねたコンテンツ
で実施する予定です。
エンターテイメント等においても日本の伝統・文化を体感する
機会を提供することで、
日本的な食事と併せて招待する各国の
代表・出展者など、
国内外からの参加者に対し、デスティネー
ション日本 をアピールします。

増上寺所蔵

旅博のテーマソングが決定！
！
JATA旅博では開催24回目を迎える今年、初の公式テーマソン
グを採用いたしました。音楽という今までにない新しい側面から旅
博のイメージを表現することを目的とし、現在躍進中のシンガー、
GILLE（ジル）
さんに楽曲の制作を依頼。
このほど『Place To Go』
が、旅博の公式テーマソングとして正式に書き下ろされました。
もともと旅好きなGILLEさんがこの機会にあらためて旅について考え、新鮮な気持
ちで歌詞を書いたという楽曲は、旅と新しい人生のスタートを重ねた、若い感性と情熱
が感じられる楽曲に仕上がっています。旅博期間中の会場や会期前の告知プロモー
ションなどで紹介され、来年度以降も使用する予定です。

6(3-$7$&RPPXQLFDWLRQ

9月13日〜9月15日「JATA旅博2013」
のみどころ

9月13日
（金）
旅博はビジネスチャンスの宝庫
業界人必見のセミナーが目白押し
9月13日
（金）
に実施される業界向けセミナーは旅行業界関係者を対象に、
日頃の業務にすぐ役立つ最新情報を多彩な
講師陣の解説のもと発信します。
今年は恒例のITセミナーや苦情対応セミナーをはじめ、世界文化遺産に登録された富士山観光の可能性や問題点を
考えるセミナー、
チームヨーロッパの18の特別セミナーをはじめ、未知の国トルクメニスタンなどのデスティネーションを紹介
するセミナーが目白押し。営業・企画・カウンター・総務など、
それぞれの職域の現場で役立つテーマで実施いたします。
展示会場での情報収集とあわせ、旅行業界の第一線で働くビジネスパーソン必見のセミナーへぜひご参加ください。

【開催概要】
●日時：9月13日
（金）
11：00〜18：00
●会場：旅博展示会場（東京ビッグサイト東1・2・3・6ホール）
●参加対象者：旅行業界関係者

●入場料：無料
※下記、旅博公式ウェブサイト業界向けページにて事前登録
可能定員となり次第締め切り）
https://www.b.tabihaku.jp/form/prior/

Team EUROPEが18の特別セミナーを開催!!
ツアー商品造成・販売に役立つヒントが満載!!
レセプションにもぜひご参加ください。
ヨーロッパのツーリズム促進にかかわるTeam EUROPEメンバーの18の観光局、鉄道、
ホテル、航空会社など
による特別セミナーが9月13日
（金）
に開催されます。
ヨーロッパ各国のイチ押しオススメ情報に特化したセミナーを
18種類展開するというバラエティ豊かで中身の濃いセミナーです。会場はJATA旅博展示会場・ヨーロッパゾーン
内の EUROPE SQUARE にて。
企画担当者はもちろん、
これからヨーロッパツアーの販売を考えている皆様はぜひ、
この機会にご参加ください。
詳しい情報、
お申込は、
下記URLをご覧ください!!
http://www.jata-net.or.jp/membership/topics/2013/130807̲europesemi.html

Team EUROPE 特別セミナースケジュール
セミナーのテーマ
観光局・団体名・会社名
ベルギー観光局ワロン・ブリュッセル
心のエコの旅
〈エリア1.〉
女子力UP! デンマークで可愛いもの探し街歩き
スカンジナビア政府観光局
11：30〜12：20
スカンジナビア政府観光局
ムンクの街 オスロ と大自然フィヨルド
ハンガリー政府観光局
五感を満たすハンガリーの旅
チェコの魅力
チェコ政府観光局
〈エリア2.〉
スロヴェニア政府観光局
I FEEL SLOVENIA＆ハートフル・クロアチア
12：40〜14：20
クロアチア政府観光局
知られざるスロヴェニア・クロアチア７つの奇跡
シチリア島南東部エリアの魅力!
アリタリア・イタリア航空
ブルガリアの歴史･伝統･新たな観光ルートを楽しんでください
ブルガリア経済観光省
〈エリア3.〉
14：40〜15：20 南トルコ・アンタルヤの魅力〜地中海･文明･大自然〜
トルコ共和国大使館
ヨーロッパ鉄道の魅力
レイルヨーロッパジャパン㈱
〈特別グループ〉
ヨーロッパでのアコーホテルズ､ホテル展開､ブランドについて
アコージャパン
15：40〜16：40
初めて学ぶシック・アウトレット・ショッピングの魅力と活用方法
シック・アウトレット・ショッピング
2014年日本･スイス国交樹立150周年
スイス政府観光局
スイスにおけるツアーデスクの活用
クオニイグループトラベルエキスパートGTA
2014年LX運航スケジュールについて
スイス・インターナショナルエアライズ
〈エリア4.〉
17：00〜18：20 ｢ロンドンプラス｣〜ロンドン&ロンドン以外のおすすめの英国デスティネーション
英国政府観光庁
見逃せないフランス！
フランス観光開発機構
スペイン政府観光局
スペインのワイン&オリーブオイル
18：40〜20：00
Team EUROPEレセプション では37の観光局や航空会社等が皆様をご招待します!! ぜひご参加を!!

②マレーシアの代表的紅茶ブランド「BOH TEA（ボー・ティ）」の茶畑があるところはどこ？
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聞いて価値ある充実のセミナー

※ここに掲載したもの以外にも各種、多彩なセミナーが開催されます。セミナーの詳細、お申し込みは
旅博公式ウェブサイト業界向けページから https://www.b.tabihaku.jp/form/prior/

旅館および国内旅行担当者必見！

インバウンド・地域振興担当者必見！

日本旅館と旅行業のあり方

四位一体（地域＋空港＋航空会社＋旅行会社）の地域ツーリズム

〜新しい時代のwin-winの関係を目指して〜
16：30〜18：00 セミナールーム J
講師：東日本旅客鉄道㈱ 営業部次長 高橋敦司氏
各旅館の考え方が変わってきている中、付加価値をつけて売るのが
旅行会社の役割であり、旅行業界も時代の変化に対応しなければ旅館
との協業はない！

企画・販売担当者必見！

未知の国 トルクメニスタン

16：30〜18：00 メインステージ WEST
講師：コーディネーター：JTB総合研究所 常務 高松正人氏
パネリスト：横田恵三郎氏、大西希氏、安部雅之氏、牛場春夫氏
相次ぐLCCの参入、民活空港運営法の成立と、わが国の空港、航空ビジネスをめ
ぐる状況は急速な変化を始めています。インバウンド誘致など今後の市場を見据え
た地域ぐるみのチャレンジも徐々に動き出しました。こうした中で旅行会社が担うべ
き役割とは果たしてどのようなものになっていくのでしょうか。地域、空港、航空会
社、及び旅行会社という4者はどのように協働しうるのか、討論を通じて探ります。

企画・販売担当者必見！

16：00〜18：00 セミナールーム B

キューバ観光セミナーとカクテルレセプション

カスピ海の東に位置する同国はほとんど観光情報のない未知の国
でした。今年初めてJATA旅博のブース出展を実現し、
このタイミング
に合わせて来日した観光大臣及び関係者から現地観光事情について、 16：00〜18：00 セミナールーム A
ビデオも利用して紹介します。Q&Aは同国産のワインを囲んでの気軽 講師：キューバ大使館（予定）、CUBANACAN TRAVEL AGENCY
なご歓談の中で。
素晴らしい人々、驚くべき都市、自然と文化のコントラストなど豊か
な魅力が多面的に混ざり合うキューバ。人種や知識、スタイルやリズ
企画・販売担当者必見！
ム、匂いや味が複雑に混じり合うキューバの魔法が、毎日訪れる観光客
を魅了しています。その魅力を余すことなくお伝えします。
また、
セミナー終了後、懇親のためにキューバのカクテル
「モヒート」
を提供いたします。
14：00〜15：30 セミナールーム G

「太平洋 魅惑の島々」企画ポイントセミナー
他観光局
講師：太平洋諸島センター所長 小川和美氏、

太平洋の島々の楽しみ方を、旅行者歴3年、居住歴13年の太平洋諸島セン
ター小川所長にお話いただくとともに、パラオ、
クック諸島、フィジーなどの旅行
企画に役立つ最新情報を、最前線で活躍するプロフェッショナルたちにご紹介
いただきます。後半ではタヒチ・ニューカレドニアの最新情報もお届けします。

旅行会社社員・添乗員必見！

ツアーコンダクター・オブ・ザ・イヤー2013
表彰式＆添乗シンポジウム
15：30〜18：00 メインステージ EAST
講師：平田進也氏、芦原伸氏、
藤岡比左志氏
「ナニワのカリスマ添乗員」
（株）
日本旅行 平田進也氏が添乗員の本
音を語る！

旅行会社社員必見！

国内旅行・インバウンド担当者必見！

富士山の現状と課題について―合力の取り組み―
15：10〜16：10 セミナールーム J
講師：㈱合力 代表取締役 近藤光一氏
世界文化遺産登録となり、日本の山から世界の山になった富士山。登山者は
もちろん、さまざまな来訪者が訪れています。富士山の自然環境の変化や魅
力、登録前後に起きている事例や課題についての報告、エコツアー事業所の
合力が実践している取り組みの紹介。さらに今後、取り組むべき対策などにつ
いて、現地エコツアーガイドの視点を通じてお伝えするとともに、そこから観え
るこれからの富士山観光の可能性と問題点について考える機会とします。

販売担当者・法務担当者・添乗員必見！

明日からできるユニバーサルツーリズム
16：30〜18：00 セミナールーム K
講師：JATAバリアフリー旅行部会長 田中穂積氏

苦情対応セミナー IN 旅博2013
12：30〜14：30 セミナールーム J
講師：弁護士 三浦雅生氏
会員各社より寄せられ作成した
『お客様からの声を活かす苦情の報
告2013』の苦情事例や判例をもとに、JATA顧問弁護士 三浦雅生先
生より、法的見地から苦情解決の考え方・方法をわかりやすく説明して
いただくセミナーです。

専門知識やノウハウがないと難しいと思われているお身体が不自由
な方への対応について、JATAが作成中のチェックシートを使ってその
実践方法をご紹介します。
また、実際のお客様例を紹介しながら、お客様対応時の留意点、旅
行会社の責任などについても解説いたします。ユニバーサルツーリズ
ムに関心のある方、ぜひご参加ください。

私の、
incredible India!

ONE BSRセミナー

海を泳ぐ象、
ラジャンとの出会い！
11：00〜13：30 セミナールーム A
講師：高野弘氏（水中・水辺のフォトジャーナリスト）
企

画

販

売

海中を泳ぐインド象、
ラジャンとの出会いなど、私の感動
体験をお届けします。

11：30〜13：30 セミナールーム G
講師：タイ国コンベンション＆エキシビジョン・ビュー
ＭＩ部門日本地区担当マネージャー ローシンノ・ポラメス氏、
エーペックスインターナショナル㈱ マーケティングマネージャー石川香氏
旅行会社 オペレーター

14：00〜15：30 セミナールーム A
講師：Foresight Marketing 能登重好氏ほか
企

画

販

売

バルト沿岸3都市の共同プロモーションの展開や、
テー
マである
「暮らすように旅する」
商品をご紹介します。

介に加え、今年は現地の手配を実際に行うランドオペレー
ターから生の声をお届けします。

オーストラリア クィーンズランドセミナー
16：30〜17：30 セミナールーム G
講師：オーストラリア政府観光局、クィーンズランド観光局
企

画

販

売

2013年は、2WAYでの観光促進を目指した「日豪観
光交流年」。
クィーンズランド州にスポットをあて旅行企画
に役立つ最新情報をお届けします。
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−デスティネーションとしての海のシルクロード−

〜日常目線が海外ロングステイへの視線につながる〜

16：00〜18：00 セミナールーム D
講師：横尾堅示氏（元NHK特集「海のシルクロード」取材班）、
スリランカ航空 旅客営業 大場宏氏
企 画

16：30〜18:00 セミナールーム H
コーディネーター：ロングステイ財団 山田美鈴氏
ゲスト：㈱コビズ パク ソラ氏、ロングステイアドバイザー 林日南子氏

ざまな視点からご紹介。新しい旅をお探しの皆様、ぜひご
参加ください。

2部制で1部は「人気ロングステイ先」となったアジア各国を取り上げ、それらの国の特徴や長
期滞在者向けの査証情報、意識調査の結果、また講師本人の経験にもとづく話を中心に行いま
す。2部は韓国釜山の当財団海外サロンのスタッフによる短期滞在のメッカから長期滞在者誘致
の現状報告、マレーシアで長期滞在査証を取得し滞在した経験者も加えた対談を実施します。

旅行会社 オペレーター

③「トライショー」とは、バイクに2人掛けのシートが付いたバイクタクシーである。
これ正しい？

9月13日〜9月15日「JATA旅博2013」
のみどころ
ＪＡＴＡはＵＮＷＴＯの
アフィリエイトメンバーです。

9月14日（土）
東6ホール・特設セミナールーム
各種シンポジウム 12：00〜17：30

業界関係者必聴！国際観光フォーラム
9月13日
（金）
は世界のトップ・スペシャリストが登壇
日本とアジアの最新市場データをもとに各国の特徴やSWOTを分析、今後のアジア旅行市場の
拡大と健全な成長について熱く議論します。

12：00〜13：30 特設セミナールームＫ

日 MICE

「アジア旅行市場分析」

マーケティング

9月13日
（金）13:00〜17:00 東6ホール・フォーラムステージ
＜総合司会・モデレーター＞
黒須宏志氏 公益財団法人日本交通公社主席研究員

＜モデレーター＞

石原義郎氏
株式会社航空新聞社

取締役編集長

＜パネリスト＞

日・英 Session1『急成長するアジア旅行市場と日本の旅行産業』

香川晴美氏

廣江真氏

近畿日本ツーリスト株式会社
ECC事業本部カンパニー 第7営業支店 支店長

日本コンベンションサービス株式会社
MICE都市研究所 執行役員 所長

赤岡謙氏
横浜市文化観光局
観光コンベンション振興部長

＜モデレーター＞

本保芳明氏

14：00〜15：30 特設セミナールームＪ

日・英

首都大学東京
都市環境学部教授
初代観光庁長官

メディアと
ツーリズムプロモーション

＜モデレーター＞
＜主催者代表＞

＜登壇ゲスト＞

＜登壇ゲスト＞

タレブ・リファイ氏

デビッド・スコーシル氏

国連世界観光機関（ＵＮＴＷＯ）
事務局長

世界旅行ツーリズム協議会（WTTC）
CEO

田川博己
JATA副会長
株式会社ジェイティービー
代表取締役社長

■日・韓・台旅行市場に焦点 日・英 Session2

韓国と台湾で活躍する業界エ
キスパートを招聘して行われるパ
ネルディスカッションでは、
『成長か
ら成熟へ 日本人海外旅行マー
ケットの真価を問う〜日韓台3マー
ケット徹底比較から明日を切り開く
〜』
をテーマに、両国の海外旅行
市場そして日本市場との比較を
通じ、
日本市場と業界の特徴・強
みを浮き彫りにしていきます。

『成長から成熟へ 日本人海外旅行マーケットの真価を問う
〜日韓台３マーケット徹底比較から明日を切り開く〜 』

府川尚弘氏
株式会社マイルポスト マーケティング部長
＜パネリスト＞

富岡秀樹氏

端山竜二氏

日本政府観光局（JNTO）
海外マーケティング部次長

旅サラダ制作 株式会社エービーシー
リブラ 統括マネージャー

バレンチノ・カバンサグ氏

ネルソン・アルカンターラ氏

フィリピン政府観光省
東京支局 東日本代表

eTurboNews

編集長

14：00〜15：30 特設セミナールームＫ

日 旅行会社が主催するツアーの

安全安心をどう確保するのか
＜モデレーター＞

菅野貴氏
近畿日本ツーリスト株式会社 海外旅行部 部長
＜パネリスト＞

＜パネリスト＞

ジョン・
コルドフスキー氏
太平洋アジア観光協会（ＰＡＴＡ）CEO

＜パネリスト＞

梁武承氏

王文傑氏

韓国旅行業協会
会長

台湾LION GROUP
董事長

＜パネリスト＞

柴崎聡氏

川畑宏氏

株式会社グローバルユースビューロー
営業部 取締役部長

株式会社ユーラシア旅行社
取締役 企画旅行事業本部長

9月14日
（土）
は、
多彩にシンポジウムを開催

日 9月14日
（土）10：30〜12：00 東6ホール・フォーラムステージ

「日本のブランド力を強化して観光立国を実現する〜ツアーオペレーター品質認証制度への挑戦〜

16：00〜17：30 特設セミナールームＪ

日・英

JATAが創設したツアーオペレーター品質認証制度を議論する特別シンポジウムを開催。
さらに
5つのシンポジウムも開催し、
業界における問題点・課題点を考察します。

災害・テロなどによる観光
訪問客落ち込みからの回復

＜モデレーター＞

髙松正人氏
株式会社JTB総合研究所 常務取締役
＜パネリスト＞

デービッド・リョン氏

リック・ヴォーゲル氏

香港政府観光局
日本局長

太平洋アジア観光協会（PATA)、㈱インクルード
PATA日本支部理事、代表取締役社長

谷合一浩氏
＜パネリスト＞

＜パネリスト＞

＜パネリスト＞

＜パネリスト＞

＜モデレーター＞

篠原康弘氏

井口智裕氏

小林宏之氏

丸尾和明

佐藤博康氏

国土交通省観光庁
審議官

一般社団法人
雪国観光圏代表理事

公益財団法人
中部圏社会経済研究所
代表理事

JATA理事
松本大学 総合経営学部
JATA訪日旅行推進委員会委員長 観光ホスピタリティ学科 教授
株式会社日本旅行代表取締役社長

■2日間通しの参加登録料

■Market Up-date Seminarのみの参加登録料
9月13日
（金）に開催するMarket
会員種別
参加登録料
Up-date Seminarの参加料と、旅博
JATA会員
（展示会）入場料（9月13日
（金）
のみ
1名様3,000円（税込）
JATA非会員
再入場可）
が含まれております。

お問い合せ先

■いずれか1日のみの参加登録料
各日開催される国際観光フォーラム
会員種別
参加登録料
の参加料と、旅博（展示会）入場料
（税込）
JATA会員 1名様5,000円
（対象日の再入場可）
が含まれており
（税込）
JATA非会員 1名様6,000円
ます。

16：00〜17：30 特設セミナールームＫ

日 広域ディスティネーションの

プロモーションを考える

お申込みのご案内
国際観光フォーラムの全てのプログ
会員種別
参加登録料
ラムの参加料と、旅博（展示会）入場
JATA会員 1名様10,000円（税込）
料（会期中再入場可）が含まれてお
JATA非会員 1名様12,000円（税込）
ります。

株式会社 エイチ・アイ・エス
いい旅研究室 室長

国際観光フォーラム事務局

TEL：03-5510-2006 FAX：03-5510-2012
E-mail：forum@jata-net.or.jp
●詳細情報・参加申込はJATA旅博公式ウェブサイトより
（http://www.tabihaku.jp/forum.php）

④次のうち、マレーシアの構成民族ではない民族。
a オランアスリ
b 中国系
c インド系

d

イヌイット

＜モデレーター＞

能登重好氏
フィンランド政府観光局 日本代表
＜パネリスト＞

早瀬陽一氏

エドワード・トゥリプコヴィッチ・片山氏

ブランドUSA日本事務所 日本代表、
アジア地区担当ストラテジーディレクター

クロアチア政府観光局 日本代表

村田有氏
国土交通省 中部運輸局
企画観光 部長

6(3-$7$&RPPXQLFDWLRQ

