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2022 年 7 月 7 日

「JATA 海外旅行再開プロジェクト」を７月 15 日（金）からスタート！！
旅行会社、空港会社、エアライン、観光局、大使館が一体となり
海外旅行需要喚起に向けて取組む大型プロジェクト
7 月 15 日（金） 東京駅他、全国 7 箇所で一斉街頭サンプリングを実施

（一社）日本旅行業協会（Japan Association of Travel Agents：会長 髙橋

広行）は、海外旅

行促進活動の活性化を図ることを目的に設立しているアウトバウンド促進協議会（Japan Outbound
Tourism Council 以下 JOTC：会長

酒井

淳）の活動の一環として、海外旅行の需要喚起に向け本

格的なプロモーション活動を開始します。
欧米を中心に諸外国の水際対策の緩和が進む中、日本国内においては、およそ 2 年ぶりに海外企
画旅行の催行が再開されましたが、まだまだ海外旅行にお出かけになられるお客様は限られていま
す。このような中、海外旅行の本格的な復活に向け、「JATA 海外旅行再開プロジェクト」を 2022
年 7 月 15 日（金）より開始します。プロジェクト遂行にあたっては「行こう！世界が元気になる
旅」をキャッチコピーに掲げ、海外旅行マーケットの早期復活を願い、JOTC 会員旅行会社、空港会
社、エアライン、観光局、大使館が結集。全国 8 か所で同時開催する街頭サンプリングやポスター・
サイネージ掲出、海外旅行や国際線航空券なども当たる SNS キャンペーンを展開します。一連の活
動を通じ「旅行会社が海外旅行販売を再開する」、
「海外旅行に行ける安心・安全な環境は整ってい
る」といったメッセージを伝え、海外旅行を待ち望んでいるお客様の背中を押し、With コロナ、ア
フターコロナにおいても多くの方々に海外旅行をお楽しみいただくよう機運醸成を図ってまいり
ます。プロジェクト詳細につきましては以下、実施概要をご参照ください。
引き続き感染拡大防止と経済活動の両立に向け、安心・安全な旅行提供の実現に向け邁進してま
いります。
＜実施概要＞
1.名称：

JATA 海外旅行再開プロジェクト

2.主催：

（一社）日本旅行業協会 アウトバウンド促進協議会

3.開始日：

2022 年 7 月 15 日（金）

4.実施項目：

(1) 街頭サンプリング

東京/札幌/仙台/名古屋/大阪/広島/福岡/沖縄
全国 8 箇所で同日実施。JOTC 会員旅行会社、空港会社、
航空会社、観光局、大使館が参加。

(2) ポスター・サイネージ掲出
成田国際空港、東京国際空港（羽田空港）、
中部国際空港、関西国際空港、
大阪国際空港（伊丹空港）
、福岡国際空港、
JOTC 会員旅行会社店頭、前述(1)サンプリング会場等に
掲出予定。

(3) SNS キャンペーン

Twitter ハッシュタグキャンペーンを実施。JOTC 会員
57 団体の協賛を基に、296 点の賞品を用意（予定）
。

5.キャンペーンコピー：
「行こう！世界が元気になる旅」
6.キャンペーンロゴ：

7.実施詳細：

(1) 街頭サンプリング ※実施日は全て 7 月 15 日（金）
全国 8 箇所で 3 万名に配付予定。
※参加団体の宣材物、及び本キャンペーン特製“うちわ”を配付。

エリア
東京
札幌

時間
08:00～10:00
11:30～13:30
14:00～16:00
17:00～19:00
08:00～08:30
16:00～17:00

場所（予定）

参加団体（予定）

JR 東京駅八重洲口コンコース

旅行会社 13
エアライン 2
観光局・大使館 6

JR 札幌駅西口改札

旅行会社 9
エアライン 1

旅行会社 11

仙台

11:30～13:00

ハピナ名掛丁商店街入口
（愛宕上杉通入口側）
リッチモンドホテルプレミア仙台駅前交差点
（愛宕上杉通＆青葉通西側）
ファミリーマート 仙台駅前店前交差点
（愛宕上杉通＆南町通西側）
Ｔａｋａ－Ｑ仙台プラザ店前交差点
（愛宕上杉通＆青葉通西側）
マツモトキヨシ仙台駅前店前交差点
（愛宕上杉通り＆南町通西側）

名古屋

11:00～13:00
17:00～19:00

金山総合駅連絡通路橋内イベント広場

大阪

08:00～11:00

阪急梅田駅ターミナル

広島

08:00～10:00
11:30～13:30
17:00～19:00

JR 広島駅 1F イベントスペース/2F 南北通路
広島パルコ前・広島本通り商店街
JR 広島駅 1F イベントスペース/2F 南北通路

旅行会社 13

福岡

09:00～10:00
17:00～19:00

西鉄福岡駅北口改札前/JR 小倉駅
ソラリアプラザ・ゼファ

旅行会社 9
空港会社 1
観光局 2

沖縄

08:00～10:00

モノレール県庁前駅周辺
（県民広場・パレットくもじ前）

旅行会社 16

旅行会社 8
空港会社 1
エアライン 3
旅行会社 10
空港会社 1

※東京会場（東京駅八重洲口コンコース）では 11:30～及び 14:00～に限り
キャンペーンロゴ入りグッズをそれぞれの時間で先着 200 名様にプレゼント。
(2) Twitter ハッシュタグキャンペーン
①応募方法
「日本旅行業協会【公式】
」Twitter アカウント「@jataoutbound」
をフォロー。
「#せかいたび」を付けて「#（行きたい旅行先）
」を投稿。

②応募期間

7 月 15 日（金）～7 月 29 日（金）

③協賛団体

計 57 団体

【旅行会社】

株式会社エイチ・アイ・エス、株式会社エアトリ
名鉄観光サービス株式会社、ANA X 株式会社
KNT-CT ホールディングス株式会社
株式会社阪急交通社、株式会社ジャルパック
株式会社 JTB、株式会社日本旅行、ベルトラ株式会社
（計 10 団体/順不同）

【空港会社】

成田国際空港株式会社、中部国際空港株式会社
関西エアポート株式会社
（計 3 団体/順不同）

【航空会社】

日本航空株式会社、全日本空輸株式会社
ガルーダ・インドネシア航空、シンガポール航空
カタール航空、ハワイアン航空、エバー航空
エミレーツ航空、エールフランス航空、エアカラン
KLM オランダ航空、キャセイパシフィック航空
ユナイテッド航空、ブリティッシュ・エアウェイズ
ジェットスター航空、ルフトハンザ ドイツ航空
オーストリア航空、ターキッシュ エアラインズ
スイス インターナショナル エアラインズ
フィンエアー、エア・カナダ、大韓航空、ベトナム航空
（計 23 団体/順不同）

【観光局】

中国駐東京観光代表処、ドイツ観光局
タイ国政府観光庁、マレーシア政府観光局
台湾観光協会、スイス政府観光局、スペイン政府観光局
フランス観光開発機構、ニューカレドニア観光局
香港政府観光局、オーストリア政府観光局
インドネシア共和国観光クリエイティブエコノミー省
モナコ政府観光会議局、オーストラリア政府観光局
済州観光公社、英国ウェールズ政府、英国政府観光庁
（計 17 団体/順不同）

【大使館】

コロンビア大使館通商部、ペルー大使館商務部
（計 2 団体/順不同）

【関連事業者】

株式会社テレコムスクエア
株式会社インバウンドプラットフォーム
（計 2 団体/順不同）

④賞品

「海外旅行」、「国際線航空券」
「現地ホテル・オプショナルツアー・クルーズ」
「航空会社ノベルティグッズ」
「観光局・大使館・観光関連団体 賞品・グッズ」
等合計 296 点（予定）

⑤応募総数目標

1 万名

⑥キャンペーン特設サイト
https://jata-sekaitabi.jp ※7/15 サイト開設

