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近畿運輸局観光部国際観光課
（担当） 廣瀬・山岡
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国土交通省 近畿運輸局

平成2９年8月２５日

【大阪で初開催！】
「第18回 JNTO インバウンド旅行振興フォーラム（東京・大阪）」取材のご案内

同時発表：日本政府観光局（JNTO）

日本政府観光局（JNTO）では、JNTO賛助団体・会員（地方自治体、観光関係企業等）を主な
対象とした「第18回 JNTO インバウンド旅行振興フォーラム」を以下の通り東京・大阪の2ヵ所で
開催します。例年東京で開催しており、大阪では初の開催となります。また、今回は「地方の魅力を
発信し、さらなる地方誘客へ！」をテーマに掲げ、各市場の最新動向に加え、外国人観光客のさらな
る地方誘客促進に向けた取材やアプローチ方法をご紹介します。

講演プログラム・取材申込方法につきましては、別添「日本政府観光局（JNTO）報道発表資料」
をご覧ください。
多くの報道関係の皆さまの取材を心よりお待ち申し上げます。

■ 開催概要

主 催： 日本政府観光局（JNTO）

【東京会場】

日 時： 平成29年9月11日（月）9:30～18:10（9:00開場）

会 場： 品川プリンスホテル アネックスタワー5F プリンスホール

（アクセス）http://www.princehotels.co.jp/shinagawa/access/

【大阪会場】

日 時： 平成29年9月14日（木）9:30～17:50（9:00開場）

会 場： ANAクラウンプラザホテル大阪 万葉の間 3F

（アクセス）https://www.anacrowneplaza-osaka.jp/access/

■ テーマ

「地方の魅力を発信し、さらなる地方誘客へ！」

配布先
青灯クラブ
近畿電鐵記者クラブ

■ お問い合わせ先

日本政府観光局（JNTO）インバウンド戦略部 会員サービスグループ（氷室・遠藤）
TEL:03-6691-3891 メール：members-service@jnto.go.jp

tel:03-6691-3891
mailto:members-service@jnto.go.jp


 

 

独立行政法人 国際観光振興機構 

経営管理部 総務・広報グループ 

〒160-0004 東京都新宿区四谷 4-4-1 

TEL: 03-6691-4850 FAX: 03-6691-8787 

 

  

※ 本リリースは国土交通記者会・交通運輸記者会に配布しております。 

平成 29年 8 月 25日 

 理事長 松山 良一 

 

「第 18 回 JNTOインバウンド旅行振興フォーラム（東京・大阪）」取材のご案内【大阪では初開催！】 

日本政府観光局（JNTO）では、JNTO 賛助団体・会員（地方自治体、観光関係企業等）を主な対象とした「第 18回 JNTO

インバウンド旅行振興フォーラム」を以下の通り東京・大阪の 2ヵ所で開催します。例年東京で開催しており、大阪では

初の開催となります。また、今回は「地方の魅力を発信し、さらなる地方誘客へ！」をテーマに掲げ、各市場の最新動向

に加え、外国人観光客の更なる地方誘客促進に向けた取組やアプローチ方法をご紹介します。 

多くの報道関係の皆さまの取材を心よりお待ち申し上げます。 

■ 開催概要 

主催：  日本政府観光局（JNTO） 

【東京会場】 

日時： 平成 29年 9月 11日（月）9：30～18：10（9：00開場） 

会場： 品川プリンスホテル アネックスタワー5Fプリンスホール  

       （アクセス）http://www.princehotels.co.jp/shinagawa/access/ 

【大阪会場】 

日時： 平成 29年 9月 14日（木）9：30～17：50 （9：00 開場）  

会場： ANA クラウンプラザホテル大阪 万葉の間 3F 

       （アクセス）https://www.anacrowneplaza-osaka.jp/access/ 

 

■ テーマ：地方の魅力を発信し、さらなる地方誘客へ！ 

 

■ 取材受入時のご対応 

・冒頭の「主催者挨拶」にて、今年度の JNTO 重点施策をご紹介いたします。 

・各市場動向講演の要約を当日受付時にお渡しいたします。 

・ご希望に応じて、各市場講演を行う海外事務所長等への個別インタビューを調整いたします。 

取材申込書にご希望の取材先、日時をご記入の上、下記のお問い合わせ先までご送付ください。 

 

■ お問い合わせ先 

日本政府観光局(JNTO)インバウンド戦略部 会員サービスグループ（氷室、遠藤） 

TEL：03-6691-3891  メール：members-service@jnto.go.jp 
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独立行政法人 国際観光振興機構 

経営管理部 総務・広報グループ 

〒160-0004 東京都新宿区四谷 4-4-1 

TEL: 03-6691-4850 FAX: 03-6691-8787 

時間 テーマ 講演者

9:30~9:45 15分 主催者挨拶 理事長　（※大阪会場は理事による挨拶）

9:45~10:15 30分 中国市場の最新動向 北京事務所長、上海事務所長

10:15~10:35 20分 香港市場の最新動向 香港事務所長

10:35~10:55 20分 台湾市場の最新動向 日本台湾交流協会経済部主任

10:55~11:05 10分 休憩

11:05~11:25 20分 韓国市場の最新動向 ソウル事務所長

11:25~11:45 20分 タイ市場の最新動向 バンコク事務所長

11:45~12:00 15分 インド市場の最新動向 デリー事務所長　（※1）

12:00~12:20 20分
MICE講演「国際会議市場とMICE
誘致アンバサダープログラム」

コンベンション誘致部長

12:20~13:10 50分 昼休憩 昼休憩

13:10~13:25 15分 フィリピン市場の最新動向 マニラ事務所設置準備室長

13:25~13:45 20分 ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ市場の最新動向 シンガポール事務所長

13:45~14:00 15分 マレーシア市場の最新動向 クアラルンプール事務所長

14:00~14:20 20分 インドネシア市場の最新動向 ジャカルタ事務所長

14:20~14:35 15分 ベトナム市場の最新動向 ハノイ事務所長　（※1）

14:35~14:45 10分 休憩 休憩

14:45~15:05 20分 英国市場の最新動向 ロンドン事務所長

15:05~15:25 20分 フランス市場の最新動向 パリ事務所長

15:25~15:40 15分 スペイン市場の最新動向 マドリッド事務所長

15:40~15:55 15分 イタリア市場の最新動向 ローマ事務所長

15:55~16:15 20分 ドイツ市場の最新動向 フランクフルト事務所長

16:15~16:25 10分 休憩 休憩

16:25~16:55 30分 米国市場の最新動向 ニューヨーク事務所長、ロサンゼルス事務所長

16:55~17:15 20分 カナダ市場の最新動向 トロント事務所長

17:15~17:35 20分 豪州市場の最新動向 シドニー事務所長

17:35~17:50 15分 ロシア市場の最新動向 モスクワ事務所長

17:50~18:10 20分 観光庁講演 観光庁国際観光課　（※大阪会場は実施なし）

 

 

 

■講演プログラム 

 

■ 取材申し込みについて 

  ※ 取材をご希望の場合は、以下 URLの取材申込書に必要事項をご記入の上、9月 4 日（月）17：00 までに、

取材申込書記載のお問い合わせ先までご送付ください。 

≪取材申込書 URL≫ http://www.jnto.go.jp/jpn/news/download/170911_forum_press_form.xls 

※ 記事を掲載可能な媒体（新聞、雑誌、ウェブサイト等）をお持ちの場合は、「取材」でお申し込みくださ

い。研究、調査、聴講を主目的とされている場合は、「一般有料参加」でのお申し込みをお願い致します。 

≪一般有料参加受付≫ http://www.jnto.go.jp/jpn/news/20170727.pdf 

 

■ 講演プログラム  

東京会場と大阪会場のスケジュールと講演内容は同じです。以下、※印の 4 点のみ異なります。 

 

 

※1：大阪会場では、インド市場とベトナム市場の講演順序が交代されます。また、インド市場講演は動画放映となります。 

http://www.jnto.go.jp/jpn/news/download/170911_forum_press_form.xls
http://www.jnto.go.jp/jpn/news/20170727.pdf


貴社名

媒体名

媒体URL
（websiteの場合）

ご担当者名
（記者名）

お役職

Eメールアドレス 電話番号

□

□ 9月14日（木）　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL:03-6691-3891

※　講演会のみ取材が可能です。講演会と併催の個別相談会、交流会への取材は、事前のお申し込みが
ない限りお受けできかねますので、ご了承くださいますようお願い致します。
※　記事を掲載可能な媒体（新聞、雑誌、ウェブサイト等）をお持ちの場合は「取材」でお申し込みください。
研究、調査や聴講を主目的とされている場合は、「一般有料参加」にてお申し込みください。

●お問い合わせ先：　日本政府観光局インバウンド戦略部会員サービスグループ　氷室、遠藤

上記メールアドレスまで、記入済みの当フォームあるいは下記全ての項目内容をお送りください。

ご取材日

9月11日（月）

【大阪会場】第18回ｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞ旅行振興ﾌｫｰﾗﾑ

日本政府観光局　（JNTO）　インバウンド戦略部　会員サービスグループ　宛
送付先：members-service@jnto.go.jp

第18回JNTOインバウンド旅行振興フォーラム
　取材申込書

 【お申込期限】：9月4日（月）17:00

ご意見／

ご質問

※　個別インタビュー等をご希望の場合は、当欄にご希望の取材先、日時をご記入ください。

【東京会場】第18回ｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞ旅行振興ﾌｫｰﾗﾑ


