JATAは 月 日︑﹁LCC幹部に
の競争が厳しくなると予想していること

きい市場であると指摘する一方︑LCC

よるパネルディスカッション〜日本市場
を明らかにしています︒
また︑モデレーターは﹁アジア路線の

におけるLCCの流通政策﹂を開催し
月から実施されてきた
％がLCC化﹂﹁LCC間における競

参加者アンケートでも︑﹁旅行会社が

'(&-$7$&RPPXQLFDWLRQ

④オランダでは、
主な駅前にはレンタサイクルが用意されていて便利。通常、デポジット（保証金）を
支払うか、
ID
（パスポート）を預けて借りる。 これ正しい？

ました︒今年
LCC連続セミナーの 回目となったパ

した︒各パネリストは︑LCCによって

LCCを取り扱う可能性もあることが分

争の激化﹂といった予想を踏まえた上

冒頭で︑ピーチアビエーション総合企

直売や旅行会社経由などチャネルごとの

かった﹂﹁ＬＣＣはＢ２Ｃモデルという

ネルディスカッションには︑これまでの

画部の遠藤哲部長︑ジェットスターグ

販売比率やそれぞれの顧客層に対する

先入観は間違いであった﹂などの回答が

で︑﹁販売チャネルとしての旅行会社と

ループ日本支社の片岡優日本支社長︑ス

マーケティング戦略は異なるものの︑専

議論の集大成ということもあり︑140

クート日本・韓国支社の坪川茂樹支社長

あったほか︑﹁旅行会社が地域と積極的

今回のLCC連続セミナーは︑政策

用のコールセンターやホームページでの

さらに︑地方空港など地域の関係機関

検討特別委員会︵委員長＝田川博己

が企業プレゼンテーションを行い︑日

ンを実施︒モデレーターが各種の統計資

とLCC︑旅行会社との協業による地域

JATA副会長︶の中間答申﹁国を挙げ

に関わり︑発着地の地方・地域の魅力を

料やグラフなどを示しながら︑パネリス

ツーリズムの振興などについても︑各パ

た観光立国の実現による旅行業界の健全

案内をはじめ︑手荷物などの付帯サービ

トとの質疑応答が行われました︒

ネリストは前向きな姿勢を示しました︒

な発展と地位の向上に向けて﹂のアク

本に就航しているLCC3社の概要を

パネルディスカッションでは︑過去の

パネルディスカッションの参加者に

ションプランとして掲げられた〝LCC

企画に活かした旅行商品を販売する役割

セミナーで勉強した日本発着LCCによ

とっては︑旅行会社の新たなパートナー

本格就航への対応〟の施策の一つである

ス運賃を含む団体運賃料金といった旅行

る座席供給シェアの推移などの統計資料

としてのLCCとの協力や連携をどのよ

﹁LCC全般にわたる知識︑情報を勉強

説明したのに続き︑フォーカスライト

に基づいて︑日本のLCC市場の将来性

うに進められるかを考える格好の機会と

する機会の提供﹂を目的に︑多面的な切

があることを︑改めて強く意識した﹂と

についてモデレーターが質問したのに対

なり︑終了後には︑各パネリストと名刺

会社の重要性を意識した流通戦略を展開

し︑各パネリストは異口同音に︑日本の

Japanの牛場春夫日本代表がモデ

坪川茂樹支社長

いった感想も寄せられています︒

牛場春夫代表

していることなどを説明しています︒

遠藤哲部長

レーターを務めるパネルディスカッショ

の連携強化の可能性﹂についても質しま

50

人以上が参加しています︒

8

り口をテーマに展開されました︒

90120-187-283

〒170-0002 東京都豊島区巣鴨3-2-12
感動のそばに、いつも。 TEL：03-3910-5551(代) FAX：03-3910-5152

6

交換を行うための長い列ができました︒

http://www.jtb-college.ac.jp/

JTBトラベル＆ホテルカレッジ
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4

LCC市場が今後も拡大する潜在力の大

ＪＴＢグループ外の
＜旅行・ホテル・観光業界＞へも卒業生の約半数が就職！
！

100%

片岡優支社長

旅行会社との協働による地域ツーリズムの振興も
ＬＣＣ連続セミナーで集大成のパネルディスカッション

委員会報告

大学にはない学びで夢をつかむ
希望者
就職内定率 就職内定先はみんなが憧れる人気企業！

学校法人 国際文化アカデミー

１〜３ページで詳報の通り︑JATA
の菊間潤吾会長と日観振の山口範雄会長

渡航自由化 周年など説明
一般紙・経済誌の論説委員ら対象に懇談会

JATA広報委員会は 月 日︑東

セミナーで講師を務めたJATAの田

参加者らからは︑﹁業界の動向が理解

事実を認識することの重要性を指摘した

の成否を握る女性が中核に存在している

ＪＡＴＡ経営フォーラム２０１４
開催概要決定！
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価値創造産業へ
﹁女性の役割﹂強調

ＴＡ旅博﹂と﹁旅フェア日本﹂を統合す
京・霞が関の全日通霞が関ビルで︑一般

川博己副会長は︑来年が海外渡航自由化

菊間潤吾JATA会長は︑ 人が参加

セットにしてJATAとして新しい需要
えを示した上で︑旅行業を取り巻く環境
田川副会長は︑価値創造産業への転換

できた﹂﹁海外渡航自由化について記事

い﹂と語り︑﹁女性によって新しい旅行

来や女性のさらなる登用・働きやすい職

30

■総合テーマ 新しい価値創造への挑戦
■開催日時 ２０１４年２月 日︵水︶
〜
︵意見交換会
〜
︶
■場所 ロイヤルパークホテル
︵東京都中央区日本橋蛎殻町︶
■特別講演 ︵
〜
分︶
長谷川 閑史氏
公益社団法人経済同友会 代表幹事
︵武田薬品工業株式会社 代表取締役社長︶
テーマ 日本経済の再生と
企業のとるべき道
■全体パネルディスカッション
︵
〜
分︶
テーマ案 新しい旅行業の
価値創造産業への挑戦
│東京２０２０オリンピック・パラリンピック│
○モ デ レ ー タ ー 株 式 会 社Ｊ ＴＢ総 合 研 究
所 代表取締役社長 日比野健氏
■テーマ別分科会︵パネルディスカッション︶
⒈海 外 旅 行 関 係 に つ い て ／⒉国 内 旅 行 関 係
に つ い て ／⒊訪 日 旅 行 関 係 に つ い て ／⒋女
性 の 活 躍 の 場 に つ い て ／⒌旅 行 業 界 の 若 者
によるパネルディスカッション
■スケジュール
〜
主催者挨拶︑
来賓挨拶︵ 分︶
〜
︵ 分︶ 特別講演
〜
︵ 分︶ 全体パネルディス
カッション
〜
︵１１０分︶ テーマ別分科会
〜
︵ 分︶ 意見交換会
■参加費︵円︑税込︶
正会員＝８５００円
﹇女性及び 代・ 代社員＝分科会のみ２０
００円／分科会＋意見交換会５０００円﹈
協力会員＝８５００円
国内賛助会員＝１万２５００円
会員外＝１万５５００円
■参加申込み ２０１４年１月初旬より
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田川博己JATA副会長がセミナーで講演

ることにより︑それぞれの強みを生かし
紙・経済誌の論説委員や編集委員︑記者

周年に当たることを踏まえ︑﹁ 年前

行の振興を図るため国内外に﹁観光立国

した懇談会の冒頭でマーケット動向や海

創出・価値創造を目指すべき﹂という考

にはどういう価値観を持っていたかをも

＝日本﹂をアピールしていく考えを示し

外渡航自由化 周年︑訪日旅行市場の課
題︑JATAの今後の取り組みなどにつ

う一度思い起こし︑過去と現在と未来を

ています︒
﹁旅フェア日本﹂は今年で 回目の開

同委員会の小笠原忍委員長が︑﹁海外

における女性の役割の重要性についても

などについて講演を行いました︒

体が出展する日本最大級の観光博覧会

旅行マーケットの変遷と今後の展望﹂に

言及して︑﹁ツーリズム産業の皆さんに

いて説明しています︒

で︑国内観光の魅力を幅広く伝えるた

ついて︑資料をベースにブリーフィング

催となり︑国内120地域から企業・団

め︑﹁見る﹂﹁知る﹂だけでなく︑旅の

を行いました︒

にしたい﹂といった感想や意見も出るな

業が創り上げられることを期待し︑ま

は︑主体性を持つことの大切さと︑産業

楽しさを﹁体験﹂することができる〝旅

統合されるイベントは﹁ツーリズム

ど︑渡航自由化 周年を前に旅行業界に

のアミューズメントパーク〟として多く

EXPOジャパン﹂組織委員会が運営す

ついての理解を深めてもらうことができ
︵※﹁海外旅行マーケットの変遷と今後

場環境を目指してセミナーを共催してお

JATAとJWTCは︑観光産業の未

任しています︒

の展望﹂の資料は︑JATAのホーム

の来場者を集めてきています︒

ることになり︑委員長に日観振の山口会

ました︒

た︑応援したい﹂と強調しています︒

長︑副委員長にJATAの菊間会長が就
︵※ 〜 ページに菊間JATA会長と

り︑第 回セミナーでは︑JATAの菊

14 13

JATAと日本旅行業女性の会
︵JWTC︶は 月 日︑東京・霞が関
の全日通霞が関ビルで﹁新しい旅行業と

て︑観光産業のみならず全産業や地域の

などを対象とする懇談会を開催しまし

女性の役割﹂をテーマに第２回セミナー

力を結集した日本を代表する旅のイベン
た︒

を開催しました︒

トとして︑海外旅行・訪日旅行・国内旅

は 月 日に開いた共同会見で︑﹁Ｊ Ａ

11

間潤吾会長が講演を行いました︒

19

プ
※ログラム・時間等については変更する場合があります︒
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ページからダウンロードすることができ
ます︶

⑤チューリップの一番の見頃は、4月中旬から5月初旬である。
これ正しい？

'(&-$7$&RPPXQLFDWLRQ
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山口・日観振会長の対談記事を掲載して
います︶
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﹁ツーリズムＥＸＰＯジャパン﹂
が誕生
﹁ＪＡＴＡ旅博﹂と
﹁旅フェア日本﹂
を統合

委員会報告

ホテルの拡充が将来的な課題
コタキナバル研修ツアーで意見交換

受ける韓国のツアーオペレーターは限界

このたびは新たに米国大使館商務部か

ルへの直行便再就航を機に︑旅行会社と

空は︑同航空による成田からコタキナバ

マレーシア政府観光局とマレーシア航
JATAと韓国旅行業協会

らも参画を得るなど︑構成メンバーも強

します︒

へのプロモーション活動を積極的に展開

アーを︑ 月 日から 日までの 日間

メディアの関係者を対象とする研修ツ

に来ている﹂﹁ 年前のアカすりブーム
や韓流ブームのようなヒットコンテンツ
が求められる﹂﹁法人営業担当者が安心
して韓国を売れない状況になっており︑

化した形でプロジェクトを推進し︑米国

︵KATA︶が設置した観光促進ワーキ
ング部会は 月 日︑東京・霞が関の全
日通霞が関ビルで第 回会合を開催しま
した︒

２０１６年末までに日本から米国への

にわたり実施しました︒

日には︑コタキナバルでサバ州政府

ての訴求力が弱い﹂﹁直行便は再就航し

観光局とのミーティングが行われ︑日本

﹁J A T A旅博﹂期間中に開かれた

に成熟した旅行者を増やすため︑付加価

⑴ブランドＵＳＡの広告活動と旅行会

たが︑ホテルの部屋が取れない﹂などの

年間渡航者数４５０万人の達成を目指す

JATA・KATA観光フォーラムで︑

値の高い旅行を提供すべき﹂﹁中高年を

社の販促活動の連携強化︑⑵旅行会社の

課題を指摘︒現地側は﹁市内の つ星ク

見てほしい﹂といった意見が出たのに対

訪韓日本人旅行者数の回復と韓国地方観

中心に人気のあるハイキングやサイクリ

啓発・教育プログラムの推進︵深堀りセ

ラスのホテル等︑主要リゾートホテル以

側参加者らが﹁アジアの競合デスティ

光の活性化を目指して設置が決定された

ングをクローズアップしたテーマ素材を

ミナーの実施︑アイデアボックスの設置

外も使ってほしい﹂﹁サンダカンやエコ

プロジェクトの主な取り組みは︑次の通

会合の冒頭で︑林田建夫部会長が﹁来

検討したらどうか﹂﹁リピーター向けと

など︶︑⑶新規旅行商品促進策︵ツアー

し︑日本側からは﹁渡航自由化 年を機

年は日本における渡航自由化 周年に当

初心者向けなどターゲットを意識した展

ものです︒

たることから︑各種キャンペーンも実施

カ・ＩＰＷ︵パウワウ︶の相互参加の増

ツーリズムＥＸＰＯジャパン及びアメリ

︵交流体験記コンテストの実施︶︑⑸

ホテルの増加

期的に つ星

チリゾート﹂という認識が根強く︑長

日本市場では﹁コタキナバル＝ビー

いたい﹂と回答しました︒

加に向けた取り組み︑⑹定期的な業界会

も必要なこと

次回の会合は︑来年 月 日に開催さ

議を通じた日米旅行業界間の交流促進︒

から︑双方は

い﹂と挨拶したのに対し︑韓国観光公社

Ｊ ＡＴＡとブランドＵＳＡ︵本部・米

プロジェクトへの問い合わせは︑﹁日

﹁ホテルの拡

にとどまっており︑韓国のインバウンド
は苦戦を強いられている︒ 月以降は前

た︒

れる予定です︒

国ワシントンＤＣ︑クリス・トンプソ

本・アメリカ旅行促進部会﹂ディスカ

充が今後の課

の李太永部長は﹁昨年 月から訪韓日本

年比でプラスに転じる見通しだが︑さら

ンＣＥＯ︶は今年 月︑日本から米国

バーアメリカプロジェクト事務局︵Ｊ

題﹂という認

ディスカバーアメリカプロジェクトが始動

5

人旅行者数が前年同月比でマイナス成長

なる協力をお願いしたい﹂と要請しまし

への日本人観光客拡大を目指して﹁日

ＡＴ Ａ海外旅行促進部︑担当＝山本︑

2016年末までに訪米旅行者数450万人へ

韓国マーケットの現状と課題をめぐる

本・アメリカ旅行促進部会﹂︵英文名

います︒

フリートークでは︑韓国側から﹁マスコ

10

10

本市場での激しい価格競争のシワ寄せを

︶へ︒
net.or.jp

＝ yamamoto@jata- 識で一致して
飯田︑重田︑ Email

市間の交流促進を通じた旅行需要の喚起

ツアーなど他の地域にも目を向けてもら

ネーションに比べてビーチリゾートとし

研修ツアーを通じて安全・快適な韓国を

31
企画コンテスト︶の実施︑⑷日米姉妹都

月の

4

3

50

ミによる風評被害を何とかしたい﹂﹁日

15

50

︶を発足さ
Discover America Project
せました︒

1

開も必要﹂などの提言がありました︒

同ワーキング部会は︑今年

28

4

して︑日本からの訪韓旅行を盛り上げた

9

10

11

10

りです︒

29

1

9
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⑥ブリュッセルのグラン・プラスにある"ブリュッセル最長老市民"といわれる市民のアイドル小便
小僧は、
世界的に有名で、
多くの衣装が市に送られてくるという話もある。 これ正しい？

訪韓日本人旅行者の復活へ活発に議論
ＪＡＴＡ・ＫＡＴＡ観光促進ワーキング部会が初会合

委員会報告

コタキナバルの観光開発について活発な意見交換がなされました

