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2020 年 10 月 22 日

JOTC Destination Series Webinars 開催について

JATA アウトバウンド促進協議会（Japan Outbound Tourism Council : 会長 菊間 潤吾）は、
アウトバウンド再開に向けた準備期間として、デスティネーション毎に深掘りした Webinar
（オンライン・セミナー）をシリーズ化して実施します。
国際交流再開に備え、旅行会社スタッフに教育研修の場を提供するのが目的で、今回は各 Webinar
で 1 回当り 3 時間とし、観光局、大使館、航空会社、オペレーターといった方々のプレゼンテーショ
ンや動画配信等で趣向を凝らしたプログラムをご用意します。
記
名称：

JOTC Destination Series Webinars

主催：

JATA アウトバウンド促進協議会 (JOTC)

実施期間：

2020 年 11 月 12 日（木）～12 月 24 日（木） 全 19 日/37 回

スケジュール：

別紙参照

募集定員：

各回上限 3,000 名

セミナー内容：

現地の現状報告、観光客の受入体制、デスティネーション PR 等

参考数値：

これまでに開催した JATA/JOTC 主催 Webinar の参加人数は以下となります。
実施日
4 月 14 日
5 月 27 日
6月1日
6月3日
6 月 29 日
8月6日
8月7日
8 月 31 日
9月1日
9月2日

プレゼン団体
参加人数
旅ミューズ（TabiMUSE）
130 名
各国観光局
551 名
各国観光局
769 名
各国観光局
899 名
OTOA 登録団体
2,588 名
各国観光局（北米・ミクロネシア）
977 名
各国観光局（欧州・オセアニア）
1,190 名
各国観光局（アジア・オセアニア）
1,496 名
OTOA 登録団体
1,710 名
航空会社
2,017 名
合計
12,327 名
※8/6, 8/7, 8/31, 9/1, 9/2 は JATA Online Travel Mart の中で実施。

以上
本事業に関するお問い合わせ先
JATA 運営事務局：薦田（こもだ）
・阿部 TEL 03-3592-1274
報道関係の方からのお問い合わせ先
JATA 広報室：斎藤・稲葉
TEL 03-3592-1244
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https://attendee.gotowebinar.com/register/754263187861246735

1

11/12 (木曜日) 09:30～12:30

グアム

グアム政府観光局

みなさま、こんにちは。グアム政府観光局、並び日本旅行業協会主催のWebinar
にご参加頂き心より感謝致します。グアム島では、グアム政府を中心に1日も早い
ツーリズム再開に取り組んでおります。皆様をグアムの“新たな日常”にお迎えできる
ことを島民一同心待ちにしております。安全で美しい私達の島にぜひお越しくださ
い！

2

11/12 (木曜日) 13:30～16:30

スペイン

スペイン政府観光局

渡航規制解除後を見据え、商品造成にお役立ていただけるデスティネーション情報
をご案内します。イベリア航空のご案内やホテル情報などのプログラム、そしてご視聴
いただいた方々の中から抽選でプレゼントもご用意しております。

https://attendee.gotowebinar.com/register/6063446397602587916

3

11/17 (火曜日) 09:30～12:30

インド

インド政府観光局

コロナ収束後、注目される観光地についてのプレゼンは、観光省本部からお送りしま
す。新しい観光フィルムの紹介、コロナへの安全対策もご案内します。インクレディブ
ル・インディアの温もりあるおもてなしの心をお届けします。

https://attendee.gotowebinar.com/register/1606434177412707596

インドネシア

インドネシア共和国
観光クリエイティブ
エコノミー省

日本のお客様をお迎えするためにインドネシアが実施するニューノーマル安全対策の
様子、空港やバリ島他主要観光スポットのアップデート情報を、現地からのプレゼン
（予定）や動画放映なども交えてご案内致します！

https://attendee.gotowebinar.com/register/4936554731271892236

南アフリカ観光局

10月1日より、国境が再開された南アフリカ。新しい旅行スタイルに合わせた感染症
対策や、入国についてのご案内をはじめ、航空会社さんからのフライト情報、現地
手配会社からの有名観光地の感染予防対策など、スペシャル動画やビデオも多
数！南アフリカ旅行のプロ達が、「南アフリカの今」をご案内します！ぜひ、ご参加く
ださい。

https://attendee.gotowebinar.com/register/5862465567650067468

韓国観光公社

韓国旅行再開への期待度が一層高まっている中、これからの韓国商品造成や送
客などにお役立ていただければと、韓国観光公社や自治体からは韓国内の最新の
コロナ現況や受け入れ対策や地域の観光素材を、韓国主要航空会社からはコロ
ナ対策や最新の運航状況・計画について、ご紹介をさせていただきます。

https://attendee.gotowebinar.com/register/307791098242046988

https://attendee.gotowebinar.com/register/6358790614035734288

4

5

6

11/17 (火曜日) 13:30～16:30

11/19 (木曜日) 09:30～12:30

11/19 (木曜日) 13:30～16:30

南アフリカ

韓国

7

11/24 (火曜日) 09:30～12:30

トルコ

ターキッシュエアラインズ

ターキッシュエアラインズの最新情報、観光大国トルコのコロナ対策情報や最新情
報。また今後のトルコ販売について、コロナ禍、アフターコロナに向けて今どう備えるべ
きかをパネルディスカッションを交えながら話していきたいと思います。（ご参加をお待
ちしております。）

8

11/24 (火曜日) 13:30～16:30

ハンガリー

ハンガリー大使館
観光室

駐日ハンガリー大使館観光室は、今回のウェビナーでハンガリーが「旅人の五感を満
たす国」であることを最新事情や具体例をあげながら、皆様にお伝えしたいと思いま
す。ぜひご参加ください。ブダペスト以外もね！

https://attendee.gotowebinar.com/register/6519440257970140176

9

11/27 (金曜日) 09:30～12:30

イタリア

イタリア政府観光局

イタリアの3州：ヴァッレ・ダオスタ州、フリウリ・ヴェネツィア・ジュリア州、プーリア州の魅
力をご案内します。アリタリア・イタリア航空からの最新情報もございますので、是非こ
の機会をお見逃しなく！

https://attendee.gotowebinar.com/register/1088229949284446219

オーストラリア

オーストラリア政府観光局

修学旅行や語学研修などの教育旅行に特化した内容をご案内します。現地の最
新情報やコロナ対策、ポスト・コロナの教育旅行の受入れ等、各州政府観光局
他、関係各所より今後の営業に役立つ情報を提供いたします。

https://attendee.gotowebinar.com/register/3714644369580507148

ドイツ

ドイツ観光局

旅の解禁に向けたキャンペーンや2021年イヤーテーマなどドイツの魅力とともに最新
情報をお届けします。当日はルフトハンザ グループ、またドイツのパートナーによるプレ
ゼンも予定しています。

https://attendee.gotowebinar.com/register/3869152141562191372

カリブ海諸国

ジャマイカ政府観光局
メキシコ観光
アエロメヒコ航空

降り注ぐ太陽と澄んだ青い海、陽気な音楽で知られるカリブ海リゾート。世界中のセ
レブが集まるリゾート地、メキシコ/カンクン、レゲエ音楽発祥の地で知られるジャマイ
カ、カリブ海の真珠キューバ、ブルーホールで有名なベリーズの4エリアについてご案内
します。

https://attendee.gotowebinar.com/register/5041339288912034575

HOLA!!（オラ）ポスト・コロナに向け、まだ知られていないメキシコの情報をいち早く
お届けします。TRAVEL+LEISUREの「The Top 25 Cities in the World」で
は４都市もランクインするほど、世界的にも人気の高いメキシコの魅力を余すことなく
お伝えいたします。

https://attendee.gotowebinar.com/register/9212902897368660239
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12

12/1 (火曜日) 09:30～12:30

12/1 (火曜日) 13:30～16:30

12/2 (水曜日) 09:30～12:30

13

12/2 (水曜日) 13:30～16:30

メキシコ

メキシコ観光

14

12/3 (木曜日) 09:30～12:30

アメリカ①

ブランドUSA x ビジットUSA

15

12/3 (木曜日) 13:30～16:30

アメリカ②

ブランドUSA X ビジットUSA

16

12/4 (金曜日) 09:30～12:30

ポルトガル

ポルトガル政府観光局

コロナ関連の近況と安全対策について、ポルトガルの人気の素材や新たなっ魅力を
ご紹介します。ポルトガル各エリアの動画放映（予定）、ポルトガルを取材されたメ
ディア関係者によるポルトガルプレゼンなど、多彩なプログラムを用意しております。

https://attendee.gotowebinar.com/register/6257078091837315599

マカオ政府観光局

昨年、特別行政区成立２０周年を迎えたマカオ。その歴史と発展を振り返りなが
ら、観光立国としてのマカオの魅力をご紹介します。現地インフラや新規開業ホテル
など最新情報もご案内します。

https://attendee.gotowebinar.com/register/907555999497915919

17

18

19

12/4 (金曜日) 13:30～16:30

12/8 (火曜日) 09:30～12:30

12/8 (火曜日) 13:30～16:30

マカオ

タヒチ

ヨルダン

タヒチ観光局

ヨルダン大使館

ビジットUSAはアメリカへの旅行者誘致・増大および推進を行っていくことを目的に
設立された団体で、州政府観光局をはじめ、航空会社、ホテル等のサプライヤーが
そのメンバーとなっています。今回は各メンバーからのプレゼンテーションを中心に、視
聴いただいた皆様を対象とした抽選会等（予定）、楽しんでいただけるプログラム
をご用意していますので、沢山の皆様のご参加をお待ちしています！

https://attendee.gotowebinar.com/register/6599610048749811215

https://attendee.gotowebinar.com/register/9138942048703225615

新型コロナウイルス収束への道筋が不透明な状況ではありますが、タヒチの島々は7月15日に
世界の旅行者に向け観光目的の入国を開始致しました。日本と変わらない、あるいはそれ以
上に厳格な感染拡大回避の手段を講じ、旅行者の皆様に安心して滞在頂けるデスティネー
https://attendee.gotowebinar.com/register/1381309171627633167
ションを目指しています。豊かな自然と美しい景色の中、世界でも有数のソーシャル・ディスタン
スを保つ環境を実現しているタヒチの島々。日本の観光客の皆様にとって理想的なデスティネー
ションの最新情報をお届け致します。

皆さんはおそらくペトラと死海からヨルダンを知ったのではないでしょうか。私たちの美し
い国にはユネスコの世界遺産も数多く存在します。 ヨルダンの自然と景観の多様
性、豊かな文化、美味しい料理と本物のおもてなし、そしてその観光産業の頑健性
を皆さんに紹介できることを嬉しく思います。

https://attendee.gotowebinar.com/register/2087158253264539663
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20

12/9 (水曜日) 09:30～12:30

ニューカレドニア

ニューカレドニア観光局

「天国に一番近い島」ニューカレドニアでは、現在に至るまでコロナの市中感染はお
きておりません！観光局のプレゼンの他、エアカランやランドオペレーターによるプレゼ
ンなど、現地の今をお届けします。

21

12/9 (水曜日) 13:30～16:30

カナダ

カナダ観光局
各州観光局
エアカナダ

カナダ各州の観光局（日本事務所）とエア・カナダが、現地の最新情報および
ニューノーマルにおける新しいカナダ旅行のご提案をプレゼンテーションします。基本
情報に加え、テーマ型の体験や個人旅行にも魅力的な素材をご紹介します。

https://attendee.gotowebinar.com/register/2614266326643748367

22

12/10 (木曜日) 09:30～12:30

香港

香港政府観光局

香港の最新状況の紹介はもちろん、現地からの生中継や動画、クイズ、文化体験
など、ためになって楽しんでいただける多彩な内容を予定しています。航空会社やホ
テル、アトラクションなどのプレゼンも検討中です。

https://attendee.gotowebinar.com/register/8450969926622968335

https://attendee.gotowebinar.com/register/4371989595271835663

https://attendee.gotowebinar.com/register/2802083803388748047

23

12/10 (木曜日) 13:30～16:30

ドバイ

ドバイ政府観光局

7月からいち早く観光客の受入れ再開したドバイ。受入後の観光地、ホテル、感染
対策情報の他、新しい観光地やプロジェクト、ドバイ万博の進捗情報をご案内しま
す。2021年はUAE建国50周年を迎える年として、更に注目度が高まっています。

24

12/11 (金曜日) 09:30～12:30

カナダ

オンタリオ州観光局

カナダ・オンタリオ州観光局では、ナイアガラ観光局やオタワ観光局、またオンタリオ
パークスなど現地よりパートナーが参加し、食や大自然のアウトドア又は紅葉商品、
そしてサスティナビリティに特化した“新しいツーリズム”素材をご紹介します。

https://attendee.gotowebinar.com/register/8575100391352633103

25

12/11 (金曜日) 13:30～16:30

オランダ

オランダMARKT

オランダのパートナーと共に、現在のオランダの観光情報、今後のイベント等のご案
内をお伝えする予定です。現地からは、アムステルダム国立美術館、マウリッツハウス
王立美術館、ロッテルダム市観光局などを予定しています。

https://attendee.gotowebinar.com/register/8674669965341008911

ベトナム中部には世界中の観光客を魅了する数々の世界遺産があり、ダナン市は
そのゲートウェイとなっています。今回のウェビナーでは現地の観光局が未だ市場に紹
介されていない魅力溢れる観光素材を紹介する予定ですので、是非ご参加くださ
い。

https://attendee.gotowebinar.com/register/2022700483598581775

26

12/15 (火曜日) 09:30～12:30

ベトナム

DANANG CENTER
FOR TOURISM
PROMOTION

27

12/15 (火曜日) 13:30～16:30

台湾

台湾観光協会

新型コロナ感染の抑制が順調な台湾の渡航情報から旅行環境やホテル事情な
ど、台湾現地とオンラインで結び紹介。さらに、豊かな観光資源や今後の活動、グ
ルメ事情など旬な情報満載のプログラムでご案内します。

https://attendee.gotowebinar.com/register/4573148546108876047

28

12/16 (水曜日) 09:30～12:30

ハワイ

ハワイ州観光局

Aloha!ハワイ州観光局は今回のwebセミナーでは、ハワイ州のサプライヤーの皆様
と協力し、ハワイの現状をお伝えしていきます。是非、ハワイに関係する皆様、ご興
味のある皆様はご参加ください。

https://attendee.gotowebinar.com/register/3360960066230074639

29

12/16 (水曜日) 13:30～16:30

モルディブ

モルディブ政府観光局

モルディブは、7月15日から日本を含む、全世界からの観光客の受け入れを再開し
ております。現在のモルディブの感染状況、対策、出入国に当たっての注意等を具
体的にお伝えする予定です。現地からのパートナーのプレゼンも予定しております。

https://attendee.gotowebinar.com/register/86734285480623119

https://attendee.gotowebinar.com/register/6880003106020301839

30

12/17 (木曜日) 09:30～12:30

ペルー

ペルー政府観光庁

当日は、ペルーの基本情報とポスト・コロナに向けた安全対策、現地からランドオペ
レーターやホテルからの最新の観光素材のプレゼンテーション等の多彩なプログラムを
ご用意していますので是非ご参加ください！

31

12/17 (木曜日) 13:30～16:30

タイ

タイ国政府観光庁

タイ国政府観光庁では、旅行会社の皆様向けに、アメージングタイランドアップデー
トオンラインセミナーを実施します。タイの入国及び現地事情や観光スポット、宿泊
施設、航空会社などのプレゼンを予定しております。

https://attendee.gotowebinar.com/register/5321970940205957647

32

12/18 (金曜日) 09:30～12:30

中国

中国駐東京観光代表処

現地から取り寄せた現在の中国国内の状況と、旅行会社、航空会社と共に、アフ
ターコロナの中国でお勧めするディスティネーションや最新のスポットをご案内いたしま
す。是非ご覧ください。

https://attendee.gotowebinar.com/register/6544036333037387279

スイス政府観光局は、スイスの感染症対策「クリーン＆セーフ」ラベルや、ユングフラウ
地方の新プロジェクトなど、人気観光地の最新情報をご紹介します。新日本支局
長および、新スイス大使もお話させていただきます。

https://attendee.gotowebinar.com/register/7374275364147854351

33

12/18 (金曜日) 13:30～16:30

スイス

スイス政府観光局

34

12/22 (火曜日) 09:30～12:30

クルーズ①

外国船クルーズ

35

12/22 (火曜日) 13:30～16:30

クルーズ②

外国船クルーズ

36

12/24 (木曜日) 09:30～12:30

クルーズ③

外国船クルーズ

37

12/24 (木曜日) 13:30～16:30

フランス

フランス観光開発機構

https://attendee.gotowebinar.com/register/8171062853494876431

外国クルーズ船各社のポスト・コロナに向けた驚きの安全対策、海外での再開を含
めた運航状況などをご案内します。動画放映も予定し、フライ&クルーズや日本発
着情報などの最新情報もご用意しています。

https://attendee.gotowebinar.com/register/4008908865548875535

https://attendee.gotowebinar.com/register/1749667557166917135

フランスの地方都市や各地の観光地、ならびに2021年の最新情報についてご紹
介いたします。海外旅行再開の際の商品造成にお役立て下さい。

https://attendee.gotowebinar.com/register/615004542651064335

