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平成２８年３月１０日
平成
北 陸 信 越 運 輸 局

ビジット・ジャパン シンポジウム
「ＶＪ大使の集
集い in 雪国観光圏」 の開催について
について
訪日外国人旅行者数「2,000
2,000 万人時代」を迎え、今後の訪日外国人旅行者
旅行者の増加に向け
た施策や地域が抱える課題に対し
地域が抱える課題に対しビジット・ジャパン大使（ＶＪ大使
大使）（注１）からアドバ
イスをいただくため、雪国観光圏
雪国観光圏エリア（注２）において、ビジット・ジャパン シンポジ
ウム「ＶＪ大使の集い」（注３）を下記のとおり開催します。
今回は、新潟県長岡市出身のＶＪ大使の山崎まゆみ氏（温泉エッセイスト）がホスト
長岡市出身のＶＪ大使の山崎まゆみ氏（温泉エッセイスト）がホスト
役となって、国内外のＶＪ大使を招
国内外のＶＪ大使を招いて開催します。
（注 1）

外国人旅行者の受入体制に関する「仕組み」の構築や、外国人に対する日本の魅力の「発信」といった、
他の関係者の「お手本」となる優れた取組みをされた方々を国土交通大臣が任命したもの。平成 27 年 10
月 1 日現在 56 名。

（注 2）

新潟県魚沼市、南魚沼市、
新潟県魚沼市、南魚沼市、湯沢町、十日町市、津南町、群馬県みなかみ町、長野県栄村
なかみ町、長野県栄村

（注 3）

平成 21 年から各地（大阪、別府、日光・鬼怒川、沖縄）
（大阪、別府、日光・鬼怒川、沖縄）で行われ、今回は５回目。
で行われ、今回は５回目。

記
名
称：2016 年 ＶＪ大使の集い in 雪国観光圏
主
催：北陸信越運輸局
催：北陸信越運輸局、ＶＪ大使の会
協
力：雪国観光圏推進協議会、一般社団法人雪国観光圏、湯沢温泉観光協会
場
所：越後湯沢温泉
参加者数：２００名規模（ＶＪ大使、
（ＶＪ大使、地域住民、自治体関係者、観光事業者等）
地域住民、自治体関係者、観光事業者等）
日
時：平成２８年５月２７日
５月２７日（金）～２８日（土）
・１日目 第一部：パネルディスカッション
第一部
14:00～
～17:30
第二部
第二部：交流会「ＶＪ大使との夕べ」17:30
:30～19:00
・２日目 現在調整中
現在
全体テーマ：「ビジット・ジャパン大使と連携したインバウンド活動を通して雪国観光
ビジット・ジャパン大使と連携したインバウンド活動を通して雪国観光
圏を元気にしていこう！
圏を元気にしていこう！」
※詳細決定次第、再度プレス発表を
詳細決定次第、再度プレス発表を行います。
＜問い合わせ先＞
国土交通省 北陸信越運輸局 観光部 国際観光課
TEL：０２５－２８５－９１８１

-1-

木村、高橋

山崎 まゆみ氏【温泉エッセイスト】
露天温泉を海外に紹介し日本の温泉文化を海外に発信
初対面の人といきなり「裸の付き合い」ができる日本の温
泉文化を世界に広めることが自らの使命との信念の下、日
本の温泉を紹介した自著の繁体語版を台湾で販売。
また、本人出演の番組が台湾全土、成田空港、複数の外
国エアラインで放映され、日本の温泉文化の発信に貢献し
ている。
2009年に新潟県旅館組合とともにパリで「雪国と温泉展」
を開催し、盛況に終えた。その後も度々温泉PRのため渡
欧。
また、VJ大使とのつながりも大切にし、国内各地のインバ
ウンド関係者に温泉のレクチャーを精力的に行うとともに、
温泉地の人達と外国人受け入れ態勢を考える講演等を実
施。
なお、東京五輪・パラリンピックに向け、日本の“バリアフ
リー温泉”の推進にも注力している。
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VISIT JAPAN大使
（平成27年10月1日現在（５６名））（５０音順）
氏名

職業等

1 足立 隆則氏

【公益財団法人足立美術館代表理事・館長】

2 荒牧 大四郎氏

【歌舞伎座舞台株式会社代表取締役社長】

3 アレックス・カー氏(米)

【東洋文化研究家】【特定非営利活動法人チイオリ・トラスト理事長】

4 安斎 隆氏

【(株)セブン銀行代表取締役会長】

5 安藤 エリザベス氏（米）

【文化の味（A Taste of Culture）主宰】

6 李 容淑氏（韓）

【株式会社リンカイ代表取締役社長】【大阪経済大学客員教授】

7 泉 登美雄氏

【特定非営利活動法人秋葉原観光推進協会理事/事務局長】

8 市田 ひろみ氏

【服飾評論家】

9 宇崎 逸聡氏

【サン・バイ・サンワークス有限会社取締役社長】

10 甲斐 賢一氏

【ホテル風月HAMMOND代表取締役】

11 川島 久男氏

【川島アソシエイツ代表】

12 木村 和雅氏

【京都シルク株式会社代表取締役】

13 桐谷 エリザベス氏（米)

【ジャーナリスト】

14 栗坂 芳郎氏

【株式会社TJNTOURS専務取締役】

15 クルト 厳蔵氏(スイス)

【僧侶】

16 孔 怡氏（中）

【株式会社天怡代表】

17 コシノ ジュンコ氏

【デザイナー】

18 鈴木 弘之氏

【JUNKO KOSHINO株式会社代表取締役】

19 後藤 典生氏

【高台寺執事長】

20 小柳 淳氏

【株式会社小田急トラベル代表取締役】

21 佐藤 博康氏

【松本大学総合経営学部教授】

22 澤 功氏

【澤の屋旅館館主】

23 シャウエッカー ステファン氏（スイス）

【ジャパンガイド株式会社代表取締役】

24 ジョージ リム チー メン氏（シンガポール）

【Ishikawa Communications代表】

25 ジョン ゴントナー氏（米）

【Sake World Inc.取締役】

26 高橋 正美氏

【富士箱根ゲストハウス代表】

27 滝 久雄氏

【株式会社ぐるなび代表取締役会長・創業者】

28 田中 まこ氏

【神戸フィルムオフィス代表】

29 趙 誠夏氏（韓）

【旅行ライター】【東亜日報・チャンネルＡ消費者経済担当デスク】

30 陳 海騰氏（中）

【東和株式会社代表取締役】

31 月原 紘一氏

【三井住友カード株式会社特別顧問】

32 辻村 由佳氏

【一般財団法人国際観光サービスセンター成田国際空港ツーリストインフォメーションセンター所長】

33 外川 凱昭氏

【富ノ湖ホテル株式会社代表取締役】

34 鳥本 政雄氏

【能登包機受入協議会代表幹事】

35 中村 裕氏

【学校法人トラベルジャーナル学園ホスピタリティ―ツーリズム専門学校校長】

36 波木 恵美氏

【鬼怒川グランドホテル夢の季代表取締役社長】

37 西村 紘一氏

【Prime Travel Group –Chairman （会長）】

38 服部 祐子氏

【エスパスハットリ・日仏文化交流会会長】

39 東 良和氏

【沖縄ツーリスト株式会社代表取締役会長】

40 福武 總一郎氏

【株式会社ベネッセホールディングス取締役会長】

41 べス ライバー氏（米）

【フリー旅行ライター】【Frommer’s Japan・Frommer’s Tokyo著者】

42 別所 哲也氏

【俳優】【『ショートショートフィルムフェスティバル＆アジア』代表】

43 ベルナール デルマス氏（仏）

【日本ミシュランタイヤ株式会社代表取締役社長】

44 星子 誠一氏

【株式会社ジェイブイケイ会長】

45 毛 丹青氏（中）

【作家】【神戸国際大学教授】

46 町 孝氏

【JR九州ビルマネジメント株式会社代表取締役社長】

47 松山 大耕氏

【妙心寺退蔵院副住職】

48 マーティン バロウ氏（英)

【Japan Society副会長】【JARDINE MATHESONグループMATHESON 商会取締役】

49 政所 利子氏

【株式会社玄代表取締役】

50 村山 正弘氏

【株式会社GINGAインターナショナル代表取締役】

51 矢幡 聡子氏

【株式会社コア・エス代表取締役】

52 山崎 まゆみ氏

【温泉エッセイスト】

53 横江 友則氏

【大阪市交通局事業管理本部営業部長兼鉄道事業本部副本部長】

54 吉澤 勉氏

【シダックス株式会社経営企画本部長】

55 ルーク ハッフォード氏（豪）

【YTL Hotels 副代表】

56 渡辺 厚氏

【（株）情報伝達研究所代表取締役】

（備考）氏名の次の括弧（）内は国籍。ただし日本国籍の場合は記述していない。肩書きについては平成27年10月現在。
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