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 今年で 4 回目となる本事業は、訪日インセンティブ旅行のベストプラクティス事例の表彰により、国内外の MICE 関係者の理解

と意欲向上、そして訪日インセンティブ旅行市場の活性化を目的として行うものです。 

 今年度は、平成 30 年度に実施された 100 人泊以上の訪日インセンティブ旅行を条件として全世界の旅行会社やミーティング

プランナーから案件を募り、今回は 13 ヵ国・地域より 68 件の応募がありました。 

 審査にあたっては、顧客企業から評価された点、特色あるアクティビティを取り入れる等旅程に工夫が見られた点、地域の住民と

の交流等地域へ貢献した点といった評価基準において、特に優れた 3 件を外部有識者で構成する審査委員会で選出しました。 

 ついては、10 月 23（水）に大阪市で開催する授賞式に受賞者を招待し、トロフィー及び表彰状を授与しますので、ぜひ取材

にお越しください。 

 

【授賞式】 

 ■日時：2019 年 10 月 23 日(水) 19：30～19：45 

 ■場所：大阪市中央公会堂(大阪府大阪市北区中之島 1-1-27) 

 ■内容：JNTO 理事長による受賞者へのトロフィー・表彰状の授与 

 ※授賞式は、VISIT JAPAN MICE マートのウェルカムレセプションと併催 

 

【取材申込について】 

 取材を希望される方は、別添の取材申込書に必要事項をご記入の上、10 月 16 日（水）14：00 までに、取材申込先まで

送付ください。 

 
【お問い合わせ先】 

MICE プロモーション部 コルテア、長吉   TEL: 03-6691-4852 

【取材申込先】 

JAPAN Best Incentive Travel Awards 2019 事務局（㈱レイ内）寺田、大田和 

TEL：03-5413-3855  E-mail: info@incentive-awards-jnto2019.com 

※ 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。 

 
2019 年 9 月 30 日更新 

2019 年 9 月 25 日 

理事長 清野 智 

 「JAPAN Best Incentive Travel Awards 2019」 

授賞式 取材のご案内  

 日本政府観光局（JNTO）は、優れた訪日インセンティブ旅行を表彰する「JAPAN Best Incentive Travel Awards  

2019」の受賞者を以下の通り決定しました。 

《大 賞》  JTB Europe, Corporate Events and Travel 「HONDA Swiss Dealer Contest - Back

 to the Origins」（フランス） 

《企画賞》 中国国旅（广东）国际旅行社股份有限公司 「広州コンサルティング会社インセンティブ旅行」（中国） 

《貢献賞》 Japan View (Thailand) Co., Ltd. 「Good Time In Akita」（タイ） 

また、東日本大震災、および北海道胆振東部地震からの復興を目指す地域に貢献したツアーとして、応募案件の中から、福

島および北海道を訪問したツアー計 6 件に対し、感謝の意を込め、「特別賞」を授与します。 

授賞式は、2019 年 10 月 23 日（水）に大阪市にて行います。皆さまの取材をお待ちしております。 
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《大賞》 

イベント名 
HONDA Swiss Dealer Contest - Back to the 

Origins 
日数・参加人数 11 日間・59 名 

受賞者 JTB Europe, Corporate Events and Travel 所在国・地域 フランス 

概要及び 

受賞理由 

ホンダの販売成績優秀者を対象としたツアー。「Back to the Origins」をコンセプトとし、9 泊 11 日の旅程で、

京都、熊本、東京、鬼怒川の各所を訪問。 

京都での文化体験（お茶、太鼓）、酒造訪問、サイクリングツアー、ホンダ熊本製作所・研究所の訪問、東京で

のロボットレストラン体験、表彰式とガラディナー、ツインリンク茂木での MotoGP 観戦、鬼怒川温泉での日本式宴

会の体験等が組み込まれた多彩な内容。 

テクニカルビジット、ナイトタイムエコノミー、文化体験、食等、日本のコンテンツを最大限に活用したインセンティブ旅

行として評価された。 

旅程 

（抜粋） 

【1 日目】ジュネーブ発～大阪着 

【2 日目】京都 

【3 日目】京都：茶道体験、錦市場、太鼓体験 

【4 日目】京都：酒造訪問、サイクリングツアー、舞妓鑑賞 

【5 日目】熊本へ移動 

【6 日目】熊本：ホンダ熊本製作所・研究所視察。東京へ移動 

【7 日目】東京：浅草水上バス、人力車、スカイツリー、ロボットレストラン体験 

【8 日目】茂木へ移動。ツインリングもてぎにて MotoGP 観戦。鬼怒川温泉にて日本式宴会体験。 

【9 日目】東京：ホンダ本社訪問。ガラディナー及び表彰式 

【10 日目】東京：自由行動、フェアウェルディナー 

【11 日目】帰国 

 

《企画賞》 

イベント名 広州コンサルティング会社インセンティブ旅行 日数・参加人数 6 日間・25 名 

受賞者 中国国旅（广东）国际旅行社股份有限公司 所在国・地域 中国（広州） 

概要及び 

受賞理由 

コンサルティング会社の社員を対象としたツアー。5 泊 6 日の旅程で、東京、焼津、名古屋、京都、大阪を訪問。 

セイコー、アサヒビール、パナソニック等、創業 100 年を超える日本企業の工場及び施設見学に加えて、ビジネス

評論家を講師に迎えて日本の新しい企業の経営についても学ぶ等、コンサルティング会社らしいインセンティブ旅行

を実施。 

企業訪問と専門家による講演、更に観光が組み合わされている点と、「創業 100 年企業の訪問」というコンセプト

のもとで、日本の多様な産業に触れる企画となっている点が評価された。 

別紙 

「JAPAN Best Incentive Travel Awards 2019」受賞者 
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旅程 

（抜粋） 

【１日目】広州発～東京着 

【２日目】東京：小売企業訪問（ユニクロ、Ginza Six）、専門家による日本企業に関する講演 

【３日目】東京：セイコーミュージアム訪問、浅草観光。焼津へ移動 

【４日目】名古屋へ移動。アサヒビール名古屋工場見学。京都へ移動。松下資料館訪問。 

【５日目】京都：京セラ訪問。清水寺観光。大阪へ移動。大阪城、心斎橋観光。 

【６日目】帰国 

 

《貢献賞》 

イベント名 Good Time In Akita 日数・参加人数 6 日間・27 名 

受賞者 Japan View (Thailand) Co., Ltd. (タイ) 所在国・地域 タイ 

概要及び 

受賞理由 

公的機関の研修ツアー。4 泊 6 日の旅程中、3 日間を秋田で滞在。インセンティブ旅行市場では比較的新しい

秋田を訪問し、ファームステイによる地域住民との交流や農業といった東北らしいコンテンツを組み込んだ点が評価

された。 

また、旅行前は秋田が日本のどこにあるのか知らなかった参加者が、旅行後に秋田を再度訪問したいと考えてお

り、「再訪意欲」を醸成させている点も高く評価された。 

秋田以外の地方都市や地域にとっても参考となる好事例。 

旅程 

（抜粋） 

【１日目】バンコク発 

【２日目】東京着。秋田へ移動。 稲庭うどん工場見学及びうどん作り体験、小安峡観光。 

【３日目】秋田：農事組合法人訪問、角館観光、ファームステイでの宿泊 

【４日目】秋田：ファームステイ先での着物体験、TDK 歴史未来館訪問、 

【５日目】秋田から東京へ移動。川越及び都内観光 

【６日目】帰国 

     

《特別賞》 

    ●福島を訪問し、東日本大震災からの復興を目指す地域へ貢献 

受賞者 Vietnam Japan Services and Commerce Co., Ltd 所在国・地域 ベトナム 

受賞者 
VIETNAM TRAVEL & MARKETING TRANSPORTS JOINT 

STOCK COMPANY – VIETRAVEL 
所在国・地域 ベトナム 

    ●北海道胆振東部地震後もツアーをキャンセルすることなく北海道を訪問 

受賞者 PT PANORAMA JTB TOURS INDONESIA 所在国・地域 インドネシア 

受賞者 Uni-Orient Travel, Inc. 所在国・地域 フィリピン 

受賞者 World Surprise Travel 所在国・地域 タイ 

受賞者 Holiday Tours & Travel Sdn Bhd 所在国・地域 マレーシア 

 


