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JNTO 年次報告書の発行にあたって

平成 22 年度版 JNTO 年次報告書をお届けします。
平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災により亡くなられた方々に謹んで哀悼の意を表し、被災された
方々に心より御見舞い申し上げます。私ども JNTO は、東北・日本の一日も早い復興の一助となるべく、訪日
インバウンド事業により一層尽力して参る所存でございます。
平成 22 年の訪日外客数は平成 20 年後半の世界景気悪化等の影響による大幅な減少から大きく回復し、過去
最高の 861 万人と再び増加基調に転じ、大きな期待を持って平成 23 年をスタート致しました。平成 23 年 2
月までの訪日外客数は対前年比 6.8％増と着実な増加傾向を示していました。
しかしながら、平成 23 年 3 月 11 日に東日本大震災が発生した後、余震や放射能汚染に対する懸念からツア
ー催行の中止、航空便の減便や運航中止、各国による渡航自粛勧告の発出等がなされ、訪日旅行市場は大きな
打撃を受けました。震災の影響は訪日インセンティブツアーや日本での開催が決定していた国際会議にもおよ
び、中止が相次ぎました。
JNTO では、震災直後から外国人案内所 TIC の 24 時間化、ウェブサイトでの英語、中国語（繁体字、簡体
字）
、韓国語の４言語による災害情報の提供、動画、ブログ、Facebook による日本の「今」の世界への発信等、
訪日外国人旅行者のニーズに即した緊急対策と日本離れ・忌避を最小限に食い止めるための活動を行いました。
また、海外事務所においても、日本の状況を正しく理解してもらうため、現地旅行会社や航空会社との意見交
換会や在外公館等と協力したセミナーの実施、現地政府機関や事業パートナーへの往訪、説明等を行いました。
震災直後の訪日外客数は 73％減（3 月 12 日～31 日、前年同期比）を記録しましたが、前述の取り組み等に
より、アジアを中心に回復が進み、減少幅は縮小傾向にあります。今後とも、市場の回復に向け、タイムリー
かつ効果的な活動を行って参ります。
組織運営面では、平成 22 年度の行政刷新会議による事業仕分け結果や閣議決定を受けて、JNTO では 23 年
度よりビジット・ジャパン事業のマネジメント業務を行うこととなりました。観光庁をはじめ、関係省庁や機
関、地方自治体、民間事業者の皆様との連携をより一層強化して、観光により日本を元気にするべく引き続き
訪日インバウンド事業に取り組んで参りますので、JNTO への変わらぬご協力とご支援の継続をよろしくお願
い致します。
平成 23 年 9 月
日本政府観光局(JNTO)
(独立行政法人国際観光振興機構)
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第1部
1.

JNTO 概要

JNTO とは
日本政府観光局（JNTO）は、外国人旅行者を日本へ誘致することを目的に 1964 年に特殊法人として設立され、平成 15 年

10 月に独立行政法人となりました。この間 JNTO は一貫して「日本の政府観光局」の役割を担い、海外 13 事務所のネット
ワークを利用した海外における観光宣伝、訪日外国人旅行者に対する観光案内、国際コンベンションの誘致といった外国人旅
行者の来訪の促進に係る業務を行ってきました。
（1） 沿革

主な受賞暦

日本 BtoB 広告賞
2008

TTG Travel Award

Leisure Travel Leaders Award

2009

2010

ウェブサイト部門銀賞
JNTO ウェブサイト
英語・中国語(簡・繁)版

Best NTO 賞

Best Pacific Asia Country

（最優秀政府観光局賞）

Tourism Bureau

（2） Vision と Mission
インバウンド・ツーリズムの振興を通じて
「観光立国」の実現を目指す。

Vision

ビジット・ジャパン事業に貢献し、

Mission

訪日外国人旅行者を増大させることにより、
国民経済の発展と国際相互理解の増進に寄与する。

（3） 組織体制
JNTO は国内において 2 本部体制を導入し、責任の所存を明確化させ、効率的な業務実施に取り組んでいます。また、政府
観光局（NTO）という立場を生かし、地方自治体、民間企業といった国内事業パートナーと連携し、事業を行っています。
ソウル
北京

海外事務 所

企画部

観光情報センター

事業本部

企画本部

総務部

海外プロモーション部
コンベンション誘致部

上海
香港
バンコク
シンガポール
シドニー
ロンドン
パリ
フランクフルト
ニューヨーク
ロサンゼルス
トロント

【

参考 1

国内組織図

】

【

参考２

海外事務所所在地一覧

】
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（4） 主な業務

市場分析と

訪日外国人旅行者の
訪日観光宣伝

マーケティング

受入体制の整備・支援

海外事務所からの情報や JNTO が実施す

海外事務所ネットワークを活用し、海外

JNTO の「総合観光案内所(TIC)」では

るインタビュー調査などを基に、インバウ

のテレビ・新聞などのメディアに訪日観光

訪日外国人旅行者に年中無休、無料で全

ンドの統計資料およびマーケティング資

の話題をタイムリーに提供すると共に、海

国の観光情報を提供しています。英語だ

料を発行しています。これらインバウンド

外メディアの訪日取材をサポートするこ

けでなく、中国語・韓国語によりサービ

戦略の基礎資料は、国・地方・民間の方々

とにより、海外メディアにおける日本の観

スを提供し、世界各国の訪日旅行ガイド

にご活用頂いています。

光に関する話題の露出の増加を図ってい

ブックに「便利な案内所」として紹介さ

ます。

れています。

また、Ｅメールによる最新市場動向の定
期配信や海外事務所長による最新市場動

また、市場分析に基づき、各国・地域の

また、地方の自治体や地方観光協会な

向説明会は事業パートナーに高く評価さ

特性に応じた画像、人物を起用し、テレ

どが設置する、外国人観光客の対応が可

れています。

ビ・雑誌・新聞など、多様なメディアを通

能な案内所を「ビジット・ジャパン案内

じて日本の PR を実施しています。

所」として認定しています。これらの案
内所は地元情報を発信する「地域観光案
内所」として、
「総合案内所」
である JNTO
の TIC と連携し、案内業務のネットワー
クを構築しています。

訪日ツアーの

旅行業界・消費者への

国際会議等(MICE)の

造成・販売支援

情報発信

誘致・開催支援

訪日ツアー商品を取り扱う海外の旅行

訪日観光情報ポータルサイト JNTO ウ

国際会議やインセンティブ旅行等

会社の企画担当者を日本に招請し、観光

ェブサイト（※）を運営し、12 言語で日

（MICE※）は、開催都市の国際的知名

地の視察や国内の観光関連団体・企業と

本全国の観光資源や旅行時の実用情報を

度の向上のほか、地域に大きな経済効果

の商談会の開催などにより日本の観光資

提供しています。また、海外事務所ローカ

をもたらします。国際会議観光都市およ

源の認知促進と先駆的な訪日ツアー商品

ルサイトでは現地のニーズに応じた情報

びコンベンション推進機関と連携し、誘

開発を促進しています。また、海外の旅

発信を行っています。

致と開催支援事業を展開しています。

行会社と共同広告を実施し、訪日ツアー
商品の販売強化を図ると共に、訪日ツア
ー商品の販売促進を目的として、オンラ
イン研修による「訪日旅行専門家」育成
事業を全世界で展開しています。
このように、訪日ツアーの企画・開発
から販売支援に至るまで JNTO は一貫し
た事業を行っています。

※JNTO ウェブサイト
http://www.jnto.go.jp

※MICE･･･
・ Meeting(企業等の会議)
・ Incentive Travel(報奨・研修旅行)
・ Convention(国際会議)
・ Event/Exhibition(展示会・見本市)
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第 2 部 平成 22 年度の活動

海外市場ハイライト

JNTO の海外ネットワークは、VJ 事業に対応した市場をメインターゲットとして世界主要国の 13 都市に展開してい
ます。海外事務所では、各市場のマーケット分析、旅行会社や航空会社へのセールス活動、マスコミを活用したプロモー
ション事業などを企画・実施しており、海外における観光宣伝の重要な役割を果たしています。台湾市場についても、㈶
交流協会台北事務所等と連携し、活動しています。

中国市場
韓国市場

北京事務所

香港市場

シンガポール市場

ソウル事務所

上海事務所

香港事務所

シンガポール事務所

香港事務所

タイ市場

豪州市場

英国市場

ドイツ市場

バンコク事務所

シドニー事務所

ロンドン事務所

フランクフルト事務所

フランス市場
パリ事務所

米国市場
ニューヨーク事務所
ロサンゼルス事務所

カナダ市場
トロント事務所
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香港市場 | 香港事務所

韓国市場 ｜ ソウル事務所
★韓国市場ローカルサイト

★中国語（繁体字）サイト

http://www.welcometojapan.or.kr/

http://www.welcome2japan.hk/

---------------------------------------

---------------------------------------

■「第 23 回韓国国際観光展

■「第 24 回香港国際旅游展（ITE2010）」
出展

（KOTFA2010）
」出展
平成 22 年 6 月に開催された同観光展に

平成 22 年 6 月に開催された香港最大規

は、50 カ国 411 団体 483 ブースが出展

模の旅行見本市で、46 ヶ国・地域・625

し、9 万 4,484 人が来場する盛況ぶりとなりました。出展したビジット・ジャパ

団体が出展し、8 万 364 人が来場しました。日本の地方自治体や観光関係企業 20

ン(VJ)ブースでは、日本食サンプル作成体験を実施し、また、浴衣を着たスタッ

団体と共に、訪日旅行市場拡販に向け、観光の枠を超えた様々な角度から日本の

フと一緒に写真を撮っている来場者の姿が見かけられるなど多くの来場者で賑わ

多彩な魅力を PR しました。期間中には「Visit Japan Seminar」（出展者プレゼ

い好評を博しました。同ブースは「THE BEST BOOTH DESIGN AWARD」を受

ンテーション）を行い、出展者 13 施設が現地旅行会社の商品造成担当者へ各地の

賞しました。

魅力を直接アピールしました。また、観光親善大使であるハローキティとの握手

■「ビジット・ジャパン韓国現地商談会 2010 ソウル」を開催

会・写真撮影会も実施し、大盛況でした。

上記観光展中に行われた同商談会では、日本側 71 団体 222 名、韓国側 144 社
239 名と、日本側・韓国側ともに過去最高の参加者数となり、終了時間の直前ま

■Television Broadcast Limited（TVB）局の番組取材支援
香港の有名歌手「楊千嬅（ミリアム・ヨン）
」が東京近郊を旅し、彼女の歌を交

で商談を続けるブースがあるなど訪日旅行への関心の高さが感じられました。

えて、香港でも知名度の高い日本の観光スポット（東京、軽井沢、箱根等）を紹

◆中国・韓国・台湾・香港・シンガポール

訪日スノーレジャー旅行取扱旅行会社等招請事業

介する番組への撮影・取材支援を行いました。番組内では日本の人気グループの

（p.12）◆中国・韓国合同訪日教育旅行説明会・商談会（p.13）◆共同広告「J-Route」
（p.14）

EXILE とのコラボレーションもあり、香港での視聴率は 25%を超え、同時間の占

◆日韓交流おまつり 2010 in Seoul（p.30）

有率は 90%を記録しました。その後、同局のケーブル TV でも数回再放送され非

中国市場 | 北京事務所・上海事務所・香港事務所
★中国語（簡体字）サイト

常に大きな反響を頂きました。
◆中国・韓国・台湾・香港・シンガポール

訪日スノーレジャー旅行取扱旅行会社等招請事業

（p.12）◆Facebook ページの運用（p.18）

http://www.welcome2japan.cn/
---------------------------------------

シンガポール市場 | シンガポール事務所

■尖閣諸島沖中国漁船衝突事件に対する

★シンガポール市場ローカルサイト

取り組み

http://www.jnto.org.sg/

訪日旅行の安全性に関する不安感払拭

---------------------------------------

の対策として、JNTO では、中国人の一般

■訪日旅行商品への提案を募集するブロ

の人々、旅行業界ならびにメディアに対し、JNTO 理事長による歓迎メッセージ

グコンテスト開催

を JNTO ウェブサイト等で発信しました（計 2 回、9 月 29 日、11 月 12 日）。

シンガポール－羽田便の新規就航に先

現地の旅行会社がお客様にこのメッセージを紹介することにより、訪日旅行に対

がけ、羽田便を利用する理想の訪日旅行

する安心感を伝えることに役立てていただきました。

行程案を募集し、優秀者には無償航空券を提供して、実際に訪日してもらうとい

■上海万博「VISIT JAPAN FESTIVAL」出展

うキャンペーンを実施しました。2 週間で 167 名もの応募があり、その中から「東

平成 22 年 7 月に実施された同万博の日本館イベントステージにおいて

京都内滞在 3 日間コース」、「JR パスで巡る地方滞在 3 日間コース」、「羽田か

｢VISIT JAPAN FESTIVAL」を観光庁と共同で企画し、運営・統括を行いました。

ら北海道、大阪を巡る国内線利用 5 日間コース」を提案した 3 名が選ばれ、タイ

同イベントは、会場にいながらにして日本を疑似体験してもらい、訪日旅行意欲

アップした羽田便就航 3 社(JAL、ANA、シンガポール航空)の初便に搭乗し、それ

を喚起することを目的として実施しました。観光親善大使であるハローキティと

ぞれ提案したコースを実際に体験しました。日本滞在の様子は、シンガポール事

の写真撮影や和太鼓・琴の演舞といったステージコーナー、バーチャルトリップ

務所の Facebook からファン登録された皆さまに発信されました。また、旅行会

やスキー体験等日本の四季が体感できる体験コーナーを展開し、5 日間で約 8 万

社やメディアを対象とした羽田便就航セミナーを開催し、
3 名の当選者による日本

人もの来場者が訪れました。

旅行体験談の発表等を通して、羽田便利用訪日旅行の魅力をアピールしました。

■訪日スペシャリスト研修招請事業

■「NATAS

多様化する旅行ニーズに対応した情報やノウハウの習得を通じた訪日旅行商

Holidays 2010」出展

VJ 事業の一環として、NATAS Holidays2010 への日本パビリオン出展に協力

品の販売促進を図るため、旅行会社の販売・企画担当者を対象とする日本への招

しました。毎年、夏と冬の 2 回開催される NATAS フェアですが、8 月のフェアに

請旅行を実施しました。招請事業には、オンライン研修初級合格者 180 名、オン

おいては、シンガポールからの出国のピークシーズンに当たる 11 月、12 月の旅

ライン研修中級合格者 117 名が参加しました。初級はゴールデンルート（東京～

行商品が中心に販売されます。
平成 22 年の来場者数は過去最高の 7 万 469 人で、

大阪）を巡り、中級では北海道と首都圏を巡り、旅行商品に組み込まれている施

前年 8 月のフェアと比較して 13.8%増となりました。また、全体での売上げも

設の中でも様々な種類・ランクのものを体験してもらうことにより、旅行商品内

8,500 万シンガポールドル（約 54 億 2371 万 7,000 円）と 49.1%増で、好調な

容の把握および企画・販売力の向上を図りました。

シンガポール経済を背景とした旅行需要の増大の証左となりました。

◆中国・韓国・台湾・香港・シンガポール

◆シンガポール訪日教育旅行セミナー（p.12）◆中国・韓国・台湾・香港・シンガポール

訪日スノーレジャー旅行取扱旅行会社等招請事業

（p.12）◆中国・韓国合同訪日教育旅行説明会・商談会（p.13）◆CIBTM2010 出展（p.23）

訪

日スノーレジャー旅行取扱旅行会社等招請事業（p.12）◆Facebook シンガポールサイト（p.16）
◆NATAS Travel で日本食を通じた訪日観光 PR（p.30）
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英国市場 | ロンドン事務所

タイ市場 | バンコク事務所

★英国市場ローカルサイト

★タイ市場ローカルサイト
http://www.yokosojapan.org/

http://www.seejapan.co.uk/

---------------------------------------

---------------------------------------

■Japan Tourism Award in Thailand

■スキー市場への取り組み
英国は欧州最大のスキー旅行の送り

2010 表彰式開催

出し国です。スキーショー参加、スキー

平成 23 年 1 月 20 日、訪日ツアーを精

ショー公式サイト、専門誌での懸賞キャ

力的に販売している旅行事業者や個人・団体に対する表彰式を開催しました。
各賞の表彰は JNTO バンコク事務所が開設 50 周年を迎えたのを機に創設した制

ンペーン、スキー専門旅行会社との共同マーケティング等、各種マーケティン

度で、訪日ツアーの販売実績の高い事業者に贈る「トップエージェント賞」のほ

グおよび PR 活動を展開した結果、英国からの訪日スキー客数は前年比 41％の

か、新たな訪問地域を巡るツアーを開発・販売した事業者に贈る「ユニークデス

増加となりました。

ティネーション賞」
、ユニークなテーマのツアーを開発・販売した事業者に贈る「ユ
ニークテーマ賞」
、訪日旅行の促進に貢献した団体や個人を表彰する「JNTO バン
コク事務所長特別賞」等があります。各受賞者へは記念品を授与し、受賞した旅
行事業者に対しては展示用バナーを贈呈しました。

例）10 月 20～24 日：英国最大の消費者向けスキーショー
「Ski & Snowboard Show」出展

(ロンドン市内にて）

■航空会社との共同プロモーション
ヴァージン・アトランティック航空（VS）と共同で、高級紙『The
Independent』において、割引航空運賃の提示、オンライン・紙媒体での日本

■「Discovery World 2010」への出展
平成22年9月2日～5日にバンコク市内で開催された旅行フェア「Discovery
World 2010」に観光庁や自治体と共同で出展し、旅行会社支援を実施しました。

特集記事の掲載、日本紹介ビデオの作成、訪日旅行を賞品とする懸賞の実施等
のキャンペーンを約 1 か月間実施しました。懸賞の応募者数が 1 万 3,212 人

同フェアにおいては、長野県、神奈川県、静岡県など計6団体の出展があり、前年

に達したほか、期間中の VS の日本行き予約数が前年同期比 30%増を記録する

比54%増の旅行商品販売実績を上げました。

等効果を上げました。

出展ブース内で積極的な情報提供を行うとともに、どの旅行事業者がどのよう

また、エールフランス航空(AF)、人気情報誌『Time Out』との共同で、割

な旅行商品を販売しているのか、またどの地域が人気なのか、効果的なPR方法は

引航空運賃の提示、オンライン・紙媒体での日本特集記事の掲載、訪日旅行を

どうかなどの情報収集、さらには、訪日旅行に関心が高いタイの旅行事業者との

賞品とする懸賞の実施等のキャンペーンを約 3 か月間実施しました。懸賞の応

ネットワーク構築などができる良い機会との評価いただきました。

募者数が 4 万 7,473 人と過去の同種のキャンペーンでも最大規模となったほ

◆Thailand International Travel Fair 2011（p.12）◆Facebookページの運用（p.18）

か、期間中の AF の日本行き予約数がキャンペーン前と比べて東京行きで 80%、
大阪行きで 70%増を記録する等効果を上げました。
◆Facebook ページの運用（p.18）◆人気情報『Time Out』共同広告（p.14）

豪州市場 | シドニー事務所
★オーストラリア市場ローカルサイト
http://www.jnto.org.au/

ドイツ市場 | フランクフルト事務所
★ドイツ語サイト

---------------------------------------

http://www.jnto.de/

■「メルボルン MICE セミナー」の開催

---------------------------------------

オーストラリアからのインセンティ

■「ジャパンフェスティバル・ベルリン」

ブ旅行の誘致促進を図るため、アジア太

出展

平洋地域を中心とするインセンティブ旅

日本の文化と美しさに魅せられた日本

行や企業会議の取扱旅行会社や企業内の MICE 担当者に対し、MICE デスティネー
ションとしての日本を紹介するセミナーを開催しました。同セミナーは、日本の
魅力を紹介するプレゼンテーションと、バイヤー20 社と日本からのサプライヤー
10 団体（自治体、航空会社、ホテル、旅行会社）とのネットワーク構築も兼ねた
商談会の２部構成で、プレゼンテーションではインセンティブ旅行プログラムの
サンプルとして和太鼓を演奏し、参加者自らも演奏体験をして好評を得ました。
■「スノー＆アドベンチャー・トレードショー」実施
スキーおよび冬以外のシーズンの日本のアウトドア・アクティビティの魅力を
豪州の旅行会社にアピールする場として開催しました。北海道、東北、長野＆新
潟の各エリア等から参加の日本側が約 50 名、招待された旅行会社、航空会社、メ
ディアなど豪州側を合わせて約 200 名が参加。各スキーエリアの素晴らしプレゼ
ンテーションや商談テーブルで熱心に会話を交わす場面に、豪州における訪日ス
キー熱がますます高まっていることを実感するとともに、ラフティングやキャニ
オニング、ハイキング等、スキー以外での人気も予感させるイベントとなりまし
た。
◆旅行会社等招請事業（p.13）

ファンを対象に 3 年毎開催される同イベ
ントが、日独修好 150 周年記念事業の 1 つとして、平成 23 年 1 月に開催され、
JNTO は訪日旅行商品販売促進の一環としてドイツの有力旅行会社と共に参加し
ました。2 日間で約 5,000 人が来場し、会場では日本武道や華道・書道などの文
化活動、太鼓・合唱などの音楽やコスプレショーなどさまざまなパフォーマンス
が行われ、大変な賑わいでした。JNTO は日本の観光情報・旅行商品情報の提供や
日本観光セミナーを行いました。
■旅行代理店販売員招請
大手旅行会社と連携して旅行代理店販売員対象の訪日研修旅行（ファムトリッ
プ）を VJ 事業として実施し、各販売員に訪日旅行の基礎知識を習得してもらうこ
とで、商品販売力強化および訪日旅行商品の販売促進を図りました。旅程は訪日
旅行に関する基礎知識の習得を目指す観点から、東京、箱根、京都のゴールデン
ルートとしました。
◆旅行会社等招請事業（p.13）◆「Expedia.de」との共同プロモーション（p.14）◆旅行博
「IMEX2010」出展（p.23）
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カナダ市場 | トロント事務所

フランス市場 | パリ事務所
★フランス語サイト

★カナダ市場ローカルサイト

http://www.tourisme-japon.fr/

http://www.ilovejapan.ca

---------------------------------------

---------------------------------------

■旅行会社 Promovacances との共同

■大手旅行業流通網との共同事業の実
施

広告
新訪日商品を春先の送客に結び付ける

VJ 事業の一環として、カナダの大手

ため,大手オンラインエージェント

旅行業者 3 社
（店舗数は合計で約 400）

Promovacances との共同広告を VJ 事業として実施しました。同社のウェブサイ

およびホールセラー（※）と提携して 4 つの共同事業（訪日旅行商品の造成支

トにバナー広告を掲出し、リンク先の日本の特設サイトへの誘導を図りました。

援、広告宣伝、旅行会社主催 Travel Expo への参加など）を相次いで実施し、

また、同社が配信する顧客向け E ニュースレターを活用し、同社の顧客 25 万人に

これら事業パートナーの販売網と集客力を活用して日本への送客増（送客実績

日本特集号を配信しました。

は合計で 7,619 人）に取り組みました。

■旅行代理店販売員向けセミナー

※

フランスでは、VJ 事業の効果もあり、訪日旅行商品の新規投入や種類の拡充が
進んでいます。他方、国内に 4,636 店舗あるといわれる旅行代理店（リテーラー）
の販売担当は普段フランス国内および近隣諸国への旅行手配を行うことが業務の
大半を占めるため、訪日旅行に関する知識を得る機会および意欲が十分でないの
が現状です。そのため、首都パリおよび地方 6 都市の計 7 都市において旅行代理
店販売員研修を VJ 事業として実施し、訪日旅行商品の販売促進を図りました。
◆E

ラーニング成績優秀者招請旅行（p.14）◆フィンランド航空との共同広告（p.14）

ツアー商品造成専門の旅行業者。航空会社からチケットを仕入れ、観光地や宿泊地を組

み合わせ、ツアー商品を造成し、旅行代理店に販売する旅行会社のこと。

■「国際旅行博覧会(Salon International Tourisme Voyages 2010)」に
出展
平成 22 年 10 月 22～24 日、カナダ第 2 の都市モントリオールで開催され
た「国際旅行博覧会(Salon International Tourisme Voyages 2010)」に出展
し、訪日旅行商品の販売促進、訪日旅行セミナーなどを実施しました。来場者
数 3 万 8,600 人のうち、
4,500 人が VJ ブースを訪れるなど盛況を呈しました。
◆Facebook ページ運用（p.18）

米国市場 | ニューヨーク事務所・ロサンゼルス事務所
★米国市場ローカルサイト
http://www.japantravelinfo.com/
--------------------------------------■米国からダイビング客の誘致
平成 22 年 10 月 12～19 日、「ダイブ・
イン・沖縄（ダイビング事業）」の一環で、
沖縄県（沖縄観光コンベンション・ビュー
ロー）、地元ダイバーショップと共催で、ダイビング専門旅行会社およびメディア
カメラマンの８名を招請しました。結果、ダイビング専門旅行会社が沖縄のダイビ
ングツアー商品を造成し、JNTO は旅行会社やダイバーショップへの PR、ウェブサ
イトでの広報等同ツアーの販売促進に協力しました。
■JNTO、米国でベスト観光局に選出
JNTO は、米国で活動するアジア太平洋諸国の政府観光局のなかで、2010 年の
ベスト観光局に選ばれました。これは、米国の旅行会社向け業界情報誌を発行する
Performance Media 社が毎年行うレジャー・トラベル・リーダース・アワードの
中で、
読者である旅行会社の社員による投票で JNTO が選ばれたものです。
今回は、
旅行会社に対する活動のみでなく、一般消費者を対象にした JNTO 北米サイトでの
エッセイ・写真コンテスト、また Facebook や Twitter といった SNS を通じて訪
日プロモーション活動を行ったことが、業界関係者から高い評価を受けました。
◆Facebook ページ運用（p.18）

© Q.Sawami/© JNTO
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第 2 部 平成 22 年度の活動
1. 市場分析・マーケティング

JNTO のマーケティング情報を関係者は高く評価
平成 21 年度に実施した顧客満足度 (CSI)調査においては、回答者の 8 割が JNTO の調査研究資料を活用し、市場
分析やマーケティング関連の利用者の満足度は 9 割を超えています。
（1） 調査・研究資料の発行
JNTO は、関係省庁、地方自治体などの事業パートナーと多様なネットワークを築き、訪日外客統計を始めとす
る各種統計、各国の旅行関連情報、国際観光をめぐる現状、訪日外客の行動の特性に関する以下の報告書を発行し
ました。

JNTO 国際観光白書 2010

JNTO 日本の国際観光統計 2009

―世界と日本の国際観光交流の動向―
平成 22 年 7 月発行
平成 22 年 9 月発行
本書は日本および世界の国際観光の
最新動向について、表やグラフを用い
て分かりやすく紹介した出版物です。
インバウンドに関する日本の政策や、
訪日外客誘致に関する JNTO の取り組
みについても記述されています。大学
の観光学部での教科書としても使用さ
れています。

JNTO は毎月、訪日外客数、出国日本
人数の統計を集計・分析し発表していま
す*。本書には、これら訪日外客数、出
国日本人数に関する月別、年別、国・地
域別、港別などの統計や、世界各国の旅
行者に関する統計が掲載されています。
巻末には、付録として、統計のエクセル
版データが付いています。
*http://www.jnto.go.jp/jpn/tourism
_data/visitor_data.html

JNTO 訪日旅行誘致ハンドブック

JNTO 訪日外客訪問地調査 2010

2011（主要 12 市場編）
平成 23 年 3 月発行

平成 23 年 3 月発行
訪日外客の誘致を図る上で必携の専

JNTO では、訪日外客の属性や旅行特

門書。マーケティング戦略の策定方法

性の把握を目的として、国内の主要空

や、マスコミ・旅行業界の招請事業の実

港・海港の出国ロビーにおいて、昭和

施方法、ウェブサイトの運営方法につい

60(1985)年より出国外国人に対するイ

て概説するとともに、主要 12 ヵ国・地

ンタビュー調査を実施しています。

域の外国旅行市場／訪日旅行市場に関

本書には、訪日外客の日本国内の訪問

する最新動向や、社会情勢、国民の志向、

地、訪日目的、旅行形態などに関するデ

旅行業界・航空業界の流通構造、宣伝活

ータが掲載されています。また、集計し

動の方法などを各市場別に詳述してい

たデータを基に、市場別の分析を行って

ます。

います。
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JNTO 訪日外客消費動向調査

JNTO 訪日外国人旅行の

2007-2008

経済波及効果調査報告書
平成 21 年 3 月発行

平成 19 年 3 月発行

空港での訪日外客への面接調査に基づ

平成 17 年の訪日外客によって日本国

き、訪日外客の消費動向について分析を

内にもたらされた経済波及効果と、平成

行ったもので、外国人旅行者の直接消費

22 年に訪日外客が 1,000 万人に達した

額、項目別消費額、居住地別消費額、お

ケースでもたらされる経済波及効果を

土産の購入動向などを明らかにすると

推計し、その比較結果などをまとめた報

ともに、市場間の消費額の比較・分析を

告書です。

行っています。

（2） 市場分析

訪日外客数・出国日本人数とその増減要因の分析について、
JNTO では毎月報道発表を行っています。
この結果は JNTO のウェブサイトからもご覧いただけます。
http://www.jnto.go.jp/jpn/tourism_data/data_info_listing.html
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2. 訪日ツアーの造成・販売支援

©Akira Okada/©JNTO

JNTO 支援の旅行商品により訪日した外国人旅行者は約 66 万人（前年比 31%増）
JNTO は、市場にはまだ流通していない先駆的な訪日ツアーの造成・販売を促進するため、海外旅行会社の支援を行ってい
ます。具体的には、旅行商談会の開催、海外旅行会社・ツアー企画担当者の日本視察招請（ファムトリップ）
、旅行会社との
訪日ツアー商品の共同広告の実施といった財政的支援を伴う支援（＝直接支援）と、各種情報提供やコンサルティング、パ
ンフレット・写真の提供、JNTO ウェブサイト上での情報発信といった支援（＝間接支援）を行いました。JNTO は、こうし
た個々の支援事業を効果的に結びつけることで、新規ツアーの造成から販売までを一括で支援する「プログラム事業」を積
極的に実施しました。
また、JNTO は国が推進するビジット・ジャパン（VJ）事業（※）にも積極的に貢献しました。VJ 事業の対象市場に設置
された 13 の海外事務所を拠点として、市場動向の調査・分析を通して観光庁の政策の企画立案に協力するほか、地方自治体、
民間事業者等の事業パートナーに対し、海外プロモーション事業を行う上で有益な情報提供やアドバイスを行い VJ 事業推進
の中核となってきました。JNTO は訪日外客誘致のため、JNTO 独自で事業を実施したほか、VJ 事業の一環として間接的に
支援・協力しています。
※

外国人旅行者の誘致は、地域経済の活性化や雇用機会の拡大につながると共に、国際相互理解の増進や豊かな生活環境の創造にも寄与します。ビジ
ット・ジャパン（VJ）事業は平成 22 年までに訪日外国人旅行者 1,000 万人を実現するという政府の方針をうけて平成 15 年にスタートしました。
VJ 事業では訪日外国人旅行者の多い 15 の国・地域（韓国、中国、台湾、香港、タイ、シンガポール、豪州、米国、カナダ、英国、フランス、ドイ
ツ、マレーシア、インド、ロシア）を対象市場として定め、市場ごとの特性に応じて様々な事業を実施しています。

(1) 旅行商談会・セミナーの実施
海外および日本国内において、以下のような商談会やセミナーを企画・開催し、訪日ツアー開発の場を提供しまし
た。また、海外の主要都市においても、現地有力旅行会社やメディア関係者などを対象に、訪日旅行促進セミナーを
開催し、新たな観光素材など最新の訪日情報の提供に努め、旅行商品の企画開発、販売促進およびメディアへのニュ
ース素材の提供に貢献しました。
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Thailand International Travel Fair 2011

Otakon

日本：平成 22 年 11 月 25 日～26 日

タイ：平成 23 年２月 24 日～27 日

米国：平成 22 年 7 月 30 日～8 月 1 日
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VJ事業の対象市場を中心に、訪日外国人旅行者の増

タイ・バンコクにて開催された同旅行博に、VJ 事業

米国東海岸で最大のアニメイベントである同イベ

加を図ることを目的とし、観光庁とともに実施しまし

の一環としてブースを出展し、ブースでは富士山と桜

ントにブースを出展し、訪日パンフレットやアニメツ

た。海外の訪日旅行取扱旅行会社を招請し、インバウ

を配した大型パネルとともに桜の装飾を施して日本

アーフライヤー等の配布と、訪日に関する質問等への

ンド商談会やファムトリップ、また、訪日旅行商品の

らしさを強調しました。

対応、共同出展者とともにブースにて各種資料、ギブ

造成に関する海外バイヤーの実態調査を行いました。

出展団体は前年度の 13 団体から 20 団体(VJ ブース

アウェイの配布を行いました。一般的な訪日資料のほ
か、アニメ観光パンフレットも配布し、アニメを通じ

インバウンド商談会では、海外バイヤー260社、海

を含む）に増え、会場における旅行商品全体の販売金

外メディア30社、国内セラー370社が参加しました。

額は前年比 11%増の 13 億バーツに達し（主催者発

た訪日観光の認知度向上と需要喚起を図りました。3

ファムトリップは、海外バイヤー208社、海外メディ

表）、訪日旅行商品予約・購入者も、前年度実績の

日間で 150 団体が出展し、2 万 9,000 人以上が来場

ア30社が参加し、それぞれのテーマに合った全11コ

2,803 人から今年度は 56%増の 4,359 人となりまし

しました。

ースで実施しました。

た。

シンガポール訪日教育旅行セミナー
シンガポール：平成 22 年 8 月 3 日

中国・韓国・台湾・香港・シンガポール

FITUR2011

訪日スノーレジャー旅行取扱旅行会社等招請事業

日本：平成 22 年 10 月 14 日～19 日

スペイン：平成 23 年 1 月 19 日～23 日

同年 6 月に実施したシンガポール学校関係者のフ

訪日スノーレジャー旅行の促進を目的として、スノ

マドリードにて開催された同旅行博に、観光庁が主

ァムトリップ（東北へ 6 名、中部へ 7 名、近畿へ 6

ーレジャー商品造成に意欲のある旅行会社関係者を

体となり、在スペイン日本国大使館、地方自治体や民

名）の報告会として、8 月にはシンガポールでセミナ

日本に招請しました。日本側参加団体によるプレゼン

間事業者と一体となって、日本ブースを出展しまし

ーおよび個別相談会を実施しました。
学校関係者、教育旅行部門を持つ旅行会社、航空会
社等約 110 名が参加し、アンケートの結果、回答者の
96%がセミナーに対して「役立った」と回答し、満足
いただきました。

テーションや市場別スノーレジャー動向に関する説

た。166 ヶ国・地域 1 万 434 社からの出展、約 21

明会、日本側の地方自治体関係者や旅行業関係者、民

万人が来場した同旅行博において、JNTO はブース内

間事業者との意見交換会を開催しました。

での資料・情報提供や、プレス・旅行会社等の業界関

また、北海道や長野などの地方視察も実施しまし
た。日本側関係者・韓国・香港・中国・シンガポール
の旅行会社が計 114 団体・企業、212 名が参加しま
した。

係者への対応などを実施し、訪日プロモーションを行
いました。
また、市場調査として、会場にて来場者を対象にア
ンケートを実施し、旅行会社に対しても販売状況のヒ
アリングを行いました。ウェブサイトやニュースレタ
ー等を使った事前告知にも協力しました。
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(2) 旅行会社等招請事業
JNTO は、主要市場の有力旅行会社の企画担当者や販売員を日本に招請し、観光地を視察してもらうことで、新たな観
光魅力を取り入れたパッケージツアーの新規開発や商品改良を促進するとともに、販売員のコンサルテーション能力の向
上にも努めています。
また、趣味、生涯学習、文化体験、国際観光交流など特定の興味や関心を目的とする旅行（スペシャル・インタレスト・
ツアー：SIT）の開発を目指し、SIT を扱う旅行業関係者の招請視察も実施しました。

豪州
平成 23 年 1 月 22～1 月 29 日

ドイツ

中国・韓国合同訪日教育旅行説明会・商談会

平成 23 年 2 月 16 日～24 日

平成 22 年 12 月 1 日～5 日

豪州の富裕層向け旅行商品を取り扱う旅行会社の

日本向け旅行商品を造成している旅行会社や、今

訪日教育旅行の促進を目的として、中国・韓国市

経営者等を招請し、より高品質な訪日旅行商品の造成

後新たに造成を検討している旅行会社に、日本の魅

場合同で訪日教育旅行説明会・商談会を大阪で開催

を支援しました。

力を体験してもらうことによって新たな訪日旅行商

しました。

招請ツアーは、東京、箱根、京都のゴールデンルー
トを巡るもので、富裕層向けの宿泊施設の視察に加え

品造成を促しました。
信州や新潟県糸魚川を主に視察し、白馬でのスノ

て、「伝統とモダンの対比」、「芸術性の高い日本食」

ーアクティビティなどのアウトドア体験や、糸魚川

「スペシャルな体験」を盛り込んだものとし、日本の

での伝統文化体験、また、東京都内ではサイクリン

魅力の奥深さを紹介しました。

グツアーを実施しました。

中国・韓国からそれぞれ 15 社 15 名の計 30 名と
日本側参加者 121 団体・企業、165 名との間で活発
な商談が行われました。
また、これに併せて地方視察を実施し、中国側参
加者は愛知県の協力を得て愛知県内の教育旅行関連

懐石料理や座禅体験をはじめ、住職による寺院の案

施設の視察を、韓国側参加者は関西広域機構の協力

内や舞妓とのお座敷体験など、一般には手配が難しい

を得て四国および近畿地方への視察を、それぞれ行

体験をさせることにより、富裕層の旅行のキーワード

いました。

である「本格派」
「特別な体験」
「ユニークさ」
「快適
さ」
「質感」など五感を刺激する経験をしてもらい、
商品造成時に活かす内容としました。

(3) 販売支援・共同広告
販売支援 ： E ラーニング事業（旅行会社対象人材育成プログラム）の実施
JNTO では、将来有力な訪日旅行担当者となる人材を育成するため、各市場において E ラーニングによる訪日旅行専門家（JTS：
Japan Travel Specialist）育成事業を行い、現地旅行会社の訪日旅行販売活動を支援しています。E ラーニングプログラムは、
日本ツアー商品の紹介、各地の観光情報・トピックス、顧客に対するセールスポイントなどに関しオンライン上で学習ができる
プログラムで、旅行会社の販売員の日本に関する知識を向上させ、訪日旅行商品の販売促進を図ることが目的です。
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フランス市場での E ラーニング
フランス市場では平成 21 年度より、フランス全土の旅行代理店の販売員の日本に関す
る知識向上を図ることを目的に、販売員が参加できるＥラーニングシステムを導入し、
訪日旅行の専門家の育成に努めています。初年度は初心者向けに東京、京都、広島等を
中心としたいわゆる「ゴールデンルート」の観光地をカバーした基礎的な 4 つのコース
を設定しました。平成 22 年には、関東、関西以外の地方への関心の高まりを受け、新た
にレベル 2 として①北九州、②南九州と沖縄、③テーマ別（日本庭園、ハイキング、巡
礼の道等）の 3 コースを設定しました。Ｅラーニングの利用を促進するための告知、広
報として、旅行業界ポータルサイトにバナー広告の掲載、フランス旅行業界オンライン
雑誌に広告の掲載を行い、また、E ラーニングの成績優秀者から抽選でファムトリップ
の参加者を選定し、より優秀で意欲のある旅行代理店販売員 5 名を対象にゴールデンル
ート、九州地方の招請旅行も実施しました。

共同広告
JNTO では、訪日旅行商品の販売を促進するため、新聞、雑誌、ウェブサイトなどへの旅行会社との共同広告の掲出を行って
います。平成 22 年度は、VJ 事業などにおいて JNTO は以下のような事業に協力しました。
VJ 下期広告宣伝事業の一環として、訪日旅行を造成して販売する韓国の旅行会社 19 社と
共同広告「J-Route（Joyful Journey in Japan Route）
」を実施しました。J-Route では、
韓国： 韓国の旅行会社 19 社と共同広告
平成 22 年 10 月～平成 23 年 3 月

典型的な観光スポットを巡るだけではなく、「新鮮で驚きのある旅」をしてもらおうという
コンセプトのもと 24 のスポットを紹介しました。新聞、フリーペーパー、バナー広告、地
下鉄の LCD 広告、バスの音声広告、現地イベント等、様々な媒体を活用して大規模な共同
広告を展開し、訪日旅行の PR および販売の促進を行いました。
フィンランド航空(AY)と共同で、パリ市内の地下鉄広告（4m×3m）
、有力旅行ポータル
サイト（Go Voyage)でのバナー広告等のキャンペーンを実施しました。フランスから日本

フランス：フィンランド航空との共同広告
平成 23 年 1 月 27 日～2 月 14 日

への送客が最も多い春季をターゲット期間に位置づけ、日本の春をイメージする富士山と桜
をモチーフにした広告ビジュアルを発信しました。また、フィンランド航空からのキャンペ
ーン特別航空運賃の設定を受け、キャンペーン運賃を広告に明確に表示し、訪日旅行が高く
ないことを大々的にアピールしました。さらに、フィンランド航空および JNTO パリ事務所
の仏語サイトトップページにおいてキャンペーン告知を行いました。その結果、AY の日本
行き販売数が前年比で 2～5 倍となる等、大きな効果を上げました。
エールフランス航空(AF)と共同で、人気情報雑誌「Time Out」と共同で、割引航空運賃

英国：エールフランス航空と人気情報雑誌
『Time Out』との共同プロモーション
平成 22 年 12 月 28 日～平成 23 年 3 月 28 日

の提示、オンライン・紙媒体での日本特集記事の掲載、訪日旅行を賞品とする懸賞の実施等
のキャンペーンを実施しました。懸賞の応募者数が 4 万 7,473 人と過去の同種のキャンペ
ーンでも最大規模となったほか、期間中の AF の日本行き予約数がキャンペーン前と比べて
東京行きで 80％増、大阪行きで 70％増を記録する等効果を上げました。

ドイツ：大手オンライン旅行会社「Expedia.de」

合計 3 ヶ月にわたって大手オンライン旅行会社「Expedia.de」との共同プロモーション

との共同プロモーション

を実施しました。バナー広告等を通じて期間中に同サイト内に設けた訪日旅行商品を紹介す

平成 22 年 9 月１日～30 日

る特設サイトに消費者を誘導し、訪日商品の販売促進を図りました。平成 21 年度 8,064 人

平成 23 年 1 月 2 日～2 月 28 日

だった同社によるドイツから日本への送客実績は、平成 22 年には 9,586 人（前年度比 19%
増）まで増加しました。
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3. 訪日観光宣伝

メディア露出は 2,245 件（前年度比 21％増）
海外の有力新聞、雑誌、テレビなどのメディアを通じて、日本の観光魅力や情報を紹介することは、きわめて有効な宣伝方法
です。JNTO は海外ジャーナリスト招請、訪日取材協力を行っています。また、JNTO はビジット・ジャパン（VJ）事業の一環
としても、現地メディアへの情報提供や訪日取材・記事掲載への働きかけを行っています。
平成 22 年度は、このような活動の成果として、2,245 件のテレビ放映や新聞・雑誌掲載がありました。
(1) 海外メディアを通じてのパブリシティ活動
JNTO は、地方自治体や民間企業などの関係者との調整業務、ロケの支援やジャーナリストの招請を行い、平成 22 年
度は以下のような事業に協力しました。
マレーシア
ウェディング雑誌『My Wedding』での北海道特集

米国
人気リアリティー番組『Amazing Race』での伝統文化紹介

マレーシアで発行されている中国語ウェディング雑誌『My
Wedding』の受入支援を行った結果、巻頭 49 ページにわたり北海道
が特集されました。中華系マレーシア人を中心に需要の高まっている
結婚写真のための魅力的な目的地として、北海道の札幌、小樽、夕張、
富良野、トマムなどが紹介され、非常にインパクトのある記事となり
ました。同誌は発行部数 3 万部で、美容院やカフェ、ラウンジ等に
設置されました。

米国 CBS テレビの人気リアリティー 番組である『 Amazing
Race』では、日本の伝統文化（流鏑馬、どろんこ祭り）、自然（大
井松田の「夕日の滝」
）、大都会（東京）
、観光名所（鎌倉、箱根、横
須賀など）が、一般参加者による勝ち抜きレースとともに紹介され、
視聴者数は約 2,000 万人に達しました。JNTO は同番組に対して取
材手配、取材の許可申請の協力を行いました。

(2) ウェブサイトを通じての訪日観光宣伝
JNTO は、観光庁の VJ 事業や独自事業として、以下のような事業を実施しました。
ビジット・ジャパン・イヤー 2010 秋・冬 キャンペーンサイト
秋：平成 22 年 9 月 1 日～平成 23 年 1 月 30 日

冬：平成 23 年１月 26 日～3 月 31 日

ショッピング、文化、食等をテーマと
し、全国の企業・団体（秋キャンペーン
2,163 社・団体、冬キャンペーン 3,276
社・団体）の協力を得て、各種割引・特
典の提供、および特別イベント等を実施
観光庁が VJ 事業の一環として実施した市場横断
キャンペーンである、ビジット・ジャパン・イヤー

インターネットを中心に新聞、雑誌等
を活用した告知宣伝

（VJY）秋キャンペーンと VJY 冬キャンペーンにお

ポスター、ステッカー等の販売促進ツ

いて、JNTO は地方自治体、民間企業等関係者との

ールをパートナー事業者へ配布・掲出す

調整業務や海外事務所を通じた PR 業務等を通じ

るとともに、ガイドブックおよびチラシ

て、右のような事業の実施に協力しました。

を国内外で外国人旅行者へ配布
同キャンペーン専用ウェブサイトを英
語、韓国語、中国語（簡体字・繁体字）
の 4 言語で制作し、海外市場へ情報発信

http://www.visitjapan.jp/eng/

（秋キャンペーン：約 290 万ページビュー、
冬キャンペーン：約 120 万ページビュー）
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Visit Japan Club（VJ クラブ）
平成 23 年 3 月１日～

JNTO および観光庁では、さらなる訪日外国人数
の拡大に向けて、外国人の情報収集手段として重視
されつつある口コミに注目し、Visit Japan Club の
運用を開始しました。

日本に関心を持つ層（日本ファン）同士の情
報交換の場とするコミュニティサイト 。

正式オープンに先立ち、協賛事業者を得て、平成

観光庁と JNTO が一体となって様々な情報

23 年 3 月１日よりプレオープンキャンペーンを実

を発信しながら、関係機関とも連携し、個人会

施しました。さらに、在住外国人およそ 4,600 名

員（当面 200 万人目標）に向けて運営。

（前年度実施した在住外国人事業 Live Japan!で獲

個人会員の声を今後のプロモーション活動

得した個人会員）に対してキャンペーンへの参加を

に反映。さらには、観光インフラの整備等の政

呼びかけました。

策にも反映。

Visit Japan Club は、一般会員のみならず、法人
会員もご登録いただくことができ、会員に対するア
ンケート、キャンペーン等をご活用いただけます。
https://www.visitjapanclub.com/

Visit Japan Club 概要

会員登録方法：
トップページの左側にある「Sign Up」をご
確認ください。

JNTO は主に開発・設計段階において知見の共有

法人会員として登録をご希望の場合、登録ペ

を行い、さらにテスト段階においては協力事業者と

ージにある「corporate membership」をクリ

の調整等、実施に協力しました。

ックしてご登録いただけます。

角川マーケティング社との年末年始訪日観光情報サイト
平成 22 年 11 月 11 日～平成 23 年 1 月 18 日

Facebook ページの運用（例：シンガポール）

JNTO は、平成 21 年 11 月にシンガポールをメインターゲットと
して、Facebook 内に専用コミュニティ（日本ファンページ）を開設
し、以後 VJ 事業でも同コミュニティを活用したキャンペーンを実施
JNTO は独自事業として、角川マーケティング社と連携し、年末年始訪
日観光情報サイトを作成しました。
同サイトでは、主に個人旅行者の訪日意欲喚起を目的に、クリスマス
や年末年始に特化した季節限定の情報を韓国語、中国語（簡体字・繁体
字）の３言語で発信しました。
コンテンツは、角川マーケティング社の所有する国内向け出版物掲載

してきました。平成 23 年 3 月末時点では、ファン登録者数は 12 万
人を超え、シンガポール国内では最もファンが多いサイトとなってい
ます。
平成 22 年には、10 月に羽田便利用促進ブログコンテストを実施
しました。広告宣伝を行わず、告知は Facebook のみであったにも
かかわらず、同コンテストには２週間で 167 名の参加がありました。

の最新情報の中から、9 つのテーマに合わせて、週１～2 回情報更新を

また、12 月に関西の「光と灯りの街めぐり」を同サイトから発信

行いました。最も人気が高かったのは、
「クリスマス限定版のコスメティ

したところ、２日間で 9 万 6,000 インプレッション、40 件の好意的

ック＆雑貨特集」であり、日本国内と同じレベルの詳細な最新情報が求

なコメントがあり、その高い発信能力や影響力に日本の観光関連団体

められていることが明らかになりました。

からも注目が集まっています。
このような活用事例が評価され、本サイトは、Facebook 社のシン
ガポール公式代理店より平成 22 年 12 月のベストサイトとして表彰
を受けました。★他市場での Facebook ページ運営（p.18）
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4. 旅行業界・消費者への情報発信

訪日観光ポータルサイトとしてトップレベルのアクセス
（1 億 6,890 万ページビュー[前年度比 55.4%増]）

(1) JNTO ウェブサイトの運営

JNTO はウェブサイトを通じて、ビザや関税、交通機関、宿泊施設、地図などの訪日旅行基本情報に加え、桜開花予測などの季節情報、
全国の観光地や観光施設情報、ショッピングや食関連情報、モデルコース、テーマ別プラクティカル・ガイドなど、旅行計画に役立つ幅広
い実用情報を、12 言語（英語、韓国語、中国語[簡体字・繁体字]、フランス語、ドイツ語、タイ語、ポルトガル語、ロシア語、イタリア
語、スペイン語、アラビア語）で提供しています。
また、ウェブサイトをマーケティングツールとして活用するため、アクセス分析による情報ニーズ把握やプロモーション効果確認などを
行い、コンテンツの制作や改善を検討する上での基礎資料として役立てています。
東日本大震災発生の際には、いち早く国内の外国人旅行者および海外に向けて情報発信を行いました。
★関連：東日本大震災への対応ついては p.32 を参照ください。

中国語（簡体字）サイト

タイ市場ローカルサイト

グローバル（英語）サイト

フランス語サイト

アラビア語サイト

JNTO Annual Report 2010

■「ぐるなび」と連携した多言語飲食店検索サービス
訪日旅行者の「食」に関する情報ニーズに応えるため、飲食店検索サイトを運営する(株)ぐるなびと
連携し、
「ぐるなび外国語版」で掲載している 4 言語（英語、韓国語、中国語[簡体字・繁体字]）の飲
食店情報を活用した飲食店検索システム「Japan Restaurant Search」の運用を開始しました。
同システムでは、店舗名、料理種別、予算、フリーワードによる飲食店検索のほか、全国の主要観
光地や宿泊施設からの距離に応じた検索も可能とするなど、旅行者視点の機能を実装しています。

■宿泊施設横断検索の多言語化および機能拡張
旅行関連事業者や諸団体が運営するインターネット宿泊予約サイトの施設情報を横断的に検索可能
な「宿泊横断検索機能」を平成 14 年度から英語版で運営してきましたが、アジア圏からの個人旅行者
増に対応するため、本機能を 4 言語（英語、韓国語・中国語[簡体字・繁体字]）に拡張しました。ま
た、全国主要観光地からの距離、施設の温泉・禁煙・送迎対応など、設定可能な検索条件を拡充する
とともに、検索結果の地図上への表示機能を新たに付加し、利用者の利便性向上を図りました。

■月刊ウェブマガジンの掲載
日本の最新の観光情報や話題のトピックス、クールな日本のグッズ紹介など、旅行者向けの様々な話
題で構成するウェブマガジンを 4 言語（英語、韓国語、中国語[簡体字・繁体字]）で毎月掲載し、訪日
需要の喚起およびウェブサイトのリピーター獲得に努めました。

■Facebook ページの運用
世界の登録者数が６億人を超え（平成 23 年 2 月時点）、海外ではインターネット利用者の多くが日
常の情報交換に利用しているとの調査結果もある「Facebook」を訪日情報の発信ツールとして活用す
るため、6 市場（米国、カナダ、英国、タイ、シンガポール、香港）で「Facebook ページ」の運用を
開始しました（米国、シンガポールは平成 21 年運用開始）
。
日本の旬な観光情報、ツーリズム分野のトピックス、催し物やイベントなどの最新情報発信に対して、
日本ファンによる活発な情報交換が行われています。また、「Facebook ページ」で訪日旅行関連ウェ
ブサイトの掲載情報やサービス等を紹介することにより、Facebook 利用者を当該ウェブサイトへ誘導
する機能も果たしています。
★JNTO グローバルサイトより、各市場の Facebook の更新状況をご覧いただけます。
http://www.jnto.go.jp/eng/fb/index.html
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5. 訪日旅行者の受入体制の整備・支援
JNTO は、外国人旅行者が日本で快適かつスムーズに旅行できるように、地方公共団体、民間事業者と連携し、以下のよう
な事業に取り組みました。
(1) TIC 運営 / 訪日外国人旅行者に対する情報提供
■ツーリスト・インフォメーション・センター（TIC）の運営
JNTO のツーリスト・インフォメーション・センター（TIC）は、外国人旅行者が集中する東京・有楽町において、
年間約 3 万人の利用者に以下のようなサービスを無料で提供しています。
※TIC は 2011 年末までに移転を予定しています。最新の情報は、JNTO サイト(www.jnto.go.jp）にてご確認ください。

カウンターにおける旅行相談や情報提供

外国語による観光案内印刷物・地図の提供

電話や書面による外国人旅行者からの
問合わせに対する観光情報の提供

ウェルカム・イン予約センター（※）
加盟施設の宿泊予約

「ビジット・ジャパン案内所」

東日本大震災の発生時の対応

（
「V」案内所）の支援

（⇒p.32「東日本大震災への対応」
）

※外国人旅行者を積極的に受け入れる低廉な宿泊施
設の予約システムのこと。同システムは財団法人国
際観光サービスセンターが運営している。

平成 22 年度の TIC の来訪者数は対前年度比 12.0％減の 2 万 4,080 人でした。平成 20 年 9 月のリーマンショックとそれ
に続く世界不況と円高、翌年の新型インフルエンザ等により減少傾向が続き、平成 22 年度に入ってもアイスランドの火山噴
火や 8 月以降の円高の昂進の影響で減少傾向が顕著となり、平成 23 年 3 月 11 日の東日本大震災発生から年度末までの来訪
者が対前年同期比 67.8％と大きく減少しました。
また、TIC の来訪外国人を対象に、平成 22 年 7 月中旬から 9 月下旬にかけて、訪日旅行における関心事、宿泊施設予約
方法、旅行予算額、買物に関する希望等についてアンケート調査を実施しました。調査結果は「TIC 利用外国人旅行者の訪
日旅行動向調査報告書」にまとめ、平成 22 年 11 月に報道発表を行ったほか、JNTO ウェブサイトで公開しました（※）。
アンケート調査のサンプル数は 919 票で、回答者は欧米豪からの個人旅行者が中心でした。
※ウェブサイトでのアンケート結果報告「TIC 利用外国人旅行者の訪日旅行実態調査報告書」
http://www.jnto.go.jp/jpn/downloads/101124_tic_attachment.pdf
【 参考 3 TIC 利用外国人旅行者アンケート調査概要 】
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■「ビジット・ジャパン案内所」の整備・拡充
「ビジット･ジャパン案内所（略称：「V」案内所）」とは、

また、｢V｣案内所は、地方自治体な

全国各地で観光客に情報を提供する対面式の案内所のうち、

どの公的団体や鉄道会社など、官民

外国語を話すスタッフが常勤する、外国語パンフレットを常

の様々な組織が運営を行っており、

備するなど、外国人観光客の利用に対応した環境を整えた案

JNTO がネットワークの拡充に取り

内所について、JNTO が指定しているものです。JNTO では、

組んだ結果、平成 21 年度末の 253

TIC を中心に「V」案内所間のネットワークを確立し、印刷

箇所から、平成 22 年９月に観光立国推進基本計画に掲げら

物やＥメール、研修会などによりネットワーク内での情報交

れている「平成 23 年度までにビジット・ジャパン案内所の

換・共有化を進め、外国人旅行者が独り歩きできる全国レベ

数を 300 箇所とする」という目標を達成し、平成 23 年３月

ルでの環境整備を展開しております。

末には 306 箇所に増加しました。各地の｢V｣案内所には、外

「V」案内所の所在地は、各地の観光情報と共に JNTO の
海外 13 ヵ所の事務所などで配布している英語版の「Ｖ」案
内所リストや、
1 億ページビュー以上のアクセスを誇る JNTO

国人客がすぐに認識できるよう、
「？」で表した上記の共通マ
ークが掲示されています。
【参考４ 「ビジット・ジャパン案内所」の所在地】

ウェブサイトに掲載され、広く全世界に PR されています。

三越銀座店

外国人観光案内所

（東京都）
平成 22 年 9 月 11 日オープン

あおもり観光情報センター
（青森県）
平成 22 年 12 月 1 日オープン

■「ビジット・ジャパン案内所」における ICT 化促進

を目指します。

観光庁では、平成 22 年 12 月に「観光 ICT 化促進プログ

観光面での ICT 化は、訪日外国人がアクセスしやすい無料

ラム」を発表し、JNTO とともに平成 23 年度中に外国人向

公衆無線 LAN 環境を実現することが中心となります。
「V」

け観光案内所のうち 100 ヵ所程度でインターネットへのア

案内所における公衆無線 LAN 環境整備のため、平成 23 年 2

クセスの容易化を実現する施策に取り組みます。

月 4 日のインバウンド旅行振興フォーラム「受入対策相談デ

ICT 化とは、ICT(情報通信技術)を活用して、情報のリア

スク」において、公衆無線 LAN の導入に積極的に取り組んで

ルタイムの入手、共有、蓄積、解析、活用等を容易にし、

いる民間企業 3 社の資料を配布しました。また、3 月 3 日の

利便性を向上させる取り組みです。これにより、訪日外国

「Ｖ」案内所研修会においても、上記 3 社を招き、相談デス

人旅行者の受入環境におけるバリアを解消し、旅行者の満

クを設置するとともに､プレゼンテーションを行って頂きま

足度向上、リピーターの増加および訪日旅行の評判の向上

した。

21

JNTO 平成 22 年度 年次報告書

■平成 22 年度「ビジット・ジャパン案内所」研修会
平成 23 年 3 月 3 日と 4 日の両日、平成 22 年度「ビジット・ジャパン案内所」研
修会を実施しました。研修会は、外国人旅行者の玄関口とも言える｢ビジット・ジャ
パン案内所｣スタッフや案内所設置・運営組織の関係者を対象に、スタッフのスキル
アップとネットワーク内での情報交換を目的として、毎年開催しています。
本研修会への参加者は 110 人で、３日には、外国人客接遇セミナー（「中国から
のお客様を迎えるにあたって」、「外国人旅行者案内接遇のコミュニケーション力ア
ップをめざして」）、JNTO の活動概要説明や意見交換会を実施、４日には、訪日中国
市場、平成 23 年度 Visit Japan 通年キャンペーンについての講演と都内ウォーキン
グツアー（浅草・上野・谷中コース）を行いました。
 外国人旅行者への案内業務に役立つ情報をまとめた

■「ビジット・ジャパン案内所」通信のメール配信
「ビジット・ジャパン案内所」のサービスの質の向上を目的として、全
国の案内所とその運営主体宛てに右のような情報発信をしています。

「ビジット・ジャパン案内所」通信（年 23 回）

 上記中の TIC 作成の各種案内情報資料添付（英語等）
（年 16 回）

（2） 受入体制の整備支援
■ インバウンド旅行に関する受入研修会への講師派遣
JNTO では増大する訪日外国人旅行者の受け入れ体制について、観光行政機関や観光関係事業者の職員を対象とする研修会
に講師を派遣して講演等を実施し、外国人旅行者の受け入れの円滑化に貢献しています。
＜講演実績例＞
日付
平成 22 年

主催者

講演会名

富士山観光交流

派遣講師
恭丈

講演内容

富士地域観光案内所

塚本

えて観る自地域の事象について
外国からのお客様のおもてなしについ

5 月 10 日

ビューロー

接遇研修会

(総務部観光情報センター長)

平成 22 年

中野地域職業訓練

信州おもてなしカレッジ

谷口

11 月 1 日

センター

せい子

(総務部シニアスペシャリス
ト)

地域の観光魅力の紹介方法一角度を変

て
※役職名は講演当時のもの

(3) 個人旅行者の利便性向上に資する事業
■プラクティカル・ガイドと会話筆談集の作成・配布
日本各地を独り歩きする外国人旅行者の利便性向上のため、各地の観
光情報やテーマ別情報を掲載した『プラクティカル・ガイド』（英語版、
全国 54 地域、テーマ別 13 種）や、外国語を理解しない日本人とのコミ
ュニケーションを指さしによって行えるようにしたポケットサイズの
『会話筆談集』の英語版、韓国語版、中国語版（簡体字・繁体字）を作
成し、TIC や全国の「V」案内所で配布しています。どちらの印刷物も手軽に持ち運ぶことがで
き、大変好評を博しています。
平成 22 年度は、15 地域 5 種のテーマ別の『プラクティカル・ガイド』の改訂版を作成し、
『会
話筆談集』については各言語版を JNTO ウェブサイトに PDF 形式で掲載しました。『プラクティカル・ガイド』も全種類を
JNTO のウェブサイトに PDF 形式で掲載しており、旅行者がダウンロード・印刷して旅行中携帯できるようになっています。
掲載ページは、以下のとおりです。
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【プラクティカル・ガイド】
 英語版

http://www.jnto.go.jp/eng/location/rtg/index.html

【会話筆談集】
 英語版

http://www.jnto.go.jp/eng/touristhandbook/eng.pdf

 韓国語版

http://www.welcometojapan.or.kr/board/ebook/

 中国語簡体字版

http://www.welcome2japan.cn/arrange/travel/talkwriting.html

 中国語繁体字版

http://www.wel come2japan.hk/arrange/travel/talkwriting.html

■善意通訳の普及
善意通訳（Goodwill Guide）普及運動は、外国人旅行者の言葉の上

善意通訳組織（ SGG ＝ Systematized

での不安や不便の解消を目指し、昭和 39 年の東京オリンピック開催時

Goodwill Guides ）が結成されており、

に初めて実施されました。この運動は、その後昭和 42 年の国際観光年、

各地域で組織的に善意通訳活動を行う

昭和 45 年の日本万国博覧会（大阪）開催時、昭和 50 年の沖縄海洋博

と共に、地域の観光案内所の支援、観光

開催時にも行われており、昭和 54（1979）年からは JNTO が地方自治

地や観光施設での案内、国際会議・イベ

体などの協力を得て、年間を通じて同運動に参加する意欲のあるボラン

ントのボランティア通訳、各種国際交

ティアを募り、その充実と普及を図っています。平成 23 年３月末現在

流活動の支援などを行っています。

の全国の善意通訳者の数は延べ 5 万 6,094 人に上ります。

JNTO では、訪日予定の外国人旅行者が海外からでも SGG についての

また、JNTO では「V」案内所のネットワークの拡充など受入対策事
業と善意通訳者とを連携させ、外国人旅行者が独り歩きできるための環

＜善意通訳のマーク＞

情報を入手し、直接連絡がとれるよう、地域別リスト、各 SGG の活動
内容・連絡先等を以下の英語サイトに掲載し、常時更新しています。

境づくりに貢献するため、善意通訳者の組織化を進めています。全国で

http://www.jnto.go.jp/eng/arrange /travel/guide/guideservice.html

（４）通訳案内士試験の実施
通訳案内士（通訳ガイド）は、単に語学力が優秀であるだけでなく、日本の
地理、日本の歴史、さらに産業、経済、政治および文化といった分野に至る幅
広い知識、教養を持って日本を紹介するという重要な役割を負っています。
外国人旅行者に日本の良い印象を持って帰ってもらうことは、正しい日本理解
の第一歩となり、通訳案内士（通訳ガイド）の仕事は、“民間外交官”とも言え
る国際親善の一翼を担うやりがいのある仕事です。
通訳案内士法の規定により、報酬を受けて外国人に付き添い、外国語を用い
て旅行に関する案内をする業を営むためには、観光庁長官が実施する「通訳案
内士試験」に合格し、都道府県知事の登録を受ける必要があります。平成 23
年 4 月 1 日現在の登録者数は 1 万 5,371 人に達しています。JNTO は、1985
年度から通訳案内士試験に関する事務を代行しています。
通訳案内士試験の外国語の種類は、現在 10 言語（英語、フランス語、スペ
イン語、ドイツ語、中国語、イタリア語、ポルトガル語、ロシア語、韓国語お
よびタイ語）となっています。
通訳案内士試験は、年齢、性別、学歴、国籍などに関係なく受験が可能です。
平成 22 年度通訳案内士試験には、932 人が合格しました（受験者 7,239 人：
合格率 12.9％）。

★通訳案内士試験・試験科目
筆記試験（第 1 次試験）
①外国語についての筆記試験（記述式）
英語、フランス語、スペイン語、ドイツ語、中国語、
イタリア語、ポルトガル語、ロシア語、韓国語および
タイ語のうち、受験者の選択する１ヶ国語。
②日本語による筆記試験（マークシート方式）
（ア）日本地理
（イ）日本歴史
（ウ）産業、経済、政治および文化
に関する一般常識
口述試験（第 2 次試験）
通訳案内の実務
（筆記試験で選択した外国語による実践的
コミュニケーション能力・人物考査を含む）
★試験についての詳細は以下のウェブサイトをご参照ください。
http://www.jnto.go.jp/jpn/interpreter_guide_exams/
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6. 国際会議（MICE）の誘致・開催支援

年間 69 件の国際会議等を誘致し、地域活性化・国際化に貢献
JNTO は、国際コンベンションの誘致に熱心な国際会議

その結果、平成 22（2010）年度には前年度より 6 件多

観光都市（※1）および各コンベンション推進機関により

い 69 件の国際会議および 645 件 4 万 9,575 名のインセン

組織された「国際会議観光都市連絡協議会」会員等と連携

ティブ旅行の誘致に成功しました。

し、国際会議やインセンティブ旅行（企業報奨旅行）、企
業会議等 MICE（※2）の誘致活動や開催・受け入れに関す
る支援を実施しています。世界不況や円高によりインバウ

※１

国際会議場施設、宿泊施設等のハード面やコンベンション・ビューロ

ー等のソフト面での体制が整備されており、コンベンションの振興に適する

ンド観光に逆風が吹いている現在、景気による影響を比較

と認められる市町村で、市町村からの申請に基づき、観光庁が認定したもの。

的受けにくい国際会議だけでなく、滞在先での消費額が大

※２

きい MICE はより一層注目を集めています。観光庁は 2010
年を「Japan MICE Year」とし、国際会議誘致を始め、
MICE 全般の推進に国を挙げて取り組みました。JNTO は

MICE とは、企業等の会議（Meeting）、企業の行う報奨・研修旅行

（インセンティブ旅行、Incentive Travel）、国際会議（Convention）、イ
ベント、展示会・見本市（Event/Exhibition）の頭文字のこと。インセンテ
ィブ旅行とは、優良顧客や成績優秀な従業員を対象に企業が実施する報奨旅
行のこと。

観光庁のこうした MICE 推進事業と効果的な連携を図り、
プロモーション活動のより一層の強化や国際会議誘致支
援プログラムの活用を図りました。
（1） 国際会議およびインセンティブ旅行の誘致
観光庁と共同で、JNTO は国際会議観光都市や観光関連企業と連携し、MICE 専門見本市に出展しました。見本市では
各国の会議主催者や旅行業者などを対象に、国際会議開催地およびインセンティブ旅行目的地としての日本の PR と商談
を行いました。
■IMEX2010
ドイツ：平成 22 年 5 月

157 ヶ国・地域の 3,500 団体が出展し、63

来場者に対して日本の会議施設や国際会議観光

ヶ国・地域の 3,870 名が来場した同旅行博にお

都市のサービス等の情報提供、PR 活動を実施し

いて、国際会議およびインセンティブ旅行の誘

ました。JNTO の商談件数は 92 件でした。

致促進を図るため、日本ブースを出展しまし
た。
日本の共同出展者 15 社・団体（コンベンシ
ョン推進機関、ホテル、旅行会社）とともに世
界各国からのバイヤーと商談を行うとともに、

■CIBTM2010
中国：平成 22 年 8 月

インセンティブ旅行の成長が著しい中国市場で
の誘致促進を図るため、北京で開催されている大
型 MICE 専門見本市に、共同出展者 8 社・団体（コ
ンベンション推進機関、ホテル、旅行会社）とと
もに出展し、
JNTO は 98 件の商談を実施しました。

また、同見本市に集まるバイヤーを対象とし
て、ジャパン・ナイトを開催し、日本的な雰囲気
の中で、バイヤーと日本からのサプライヤーとが
交流する場を設けました。
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■IME2010（第 20 回国際ミーティング･エキスポ）
日本：平成 22 年 12 月

国内唯一のコンベンション見本市・商談会であ

設けています。平成 22 年度は 6 件の国際会議

る同エキスポを、観光庁、JCCB（日本コングレ

が受賞し、同エキスポ会場内で、授賞式を行い

ス・コンベンション・ビューロー※）と共催しま

ました。また、受賞会議の代表者のうちの 3 名

した。JNTO は国際会議誘致の鍵となる学協会関

によるパネルディスカッションを開催し、
「成功

係者の来場者確保（約 340 名）や、各都市との

のためのヒント」と題して受賞者の誘致・開催

商談の促進に取り組みました。

した国際会議にまつわる実践的なノウハウや経

JNTO は国家戦略として位置づけられている
国際会議の誘致・開催意義に関する国民の理解を
促進し、国際会議主催者および都市・推進機関の
社会的地位を高めることを目的として、「日本政
府観光局（JNTO）国際会議誘致開催貢献賞」を

験を紹介する等、広く情報共有を行いました。
※JCCB（コンベンション・ビューロー）とは、日本
のコンベンションをより一層振興させるため、JNTO、
国際会議観光都市、コンベンション・ビューロー等によ
り設立された一般社団法人。

■Meet Japan 2011
海外キーパーソン招請事業
日本：平成 23 年 2 月～3 月

国際会議開催地としての日本をアピールす

JNTO では、毎年同事業を開催しており、本

るため、開催地決定に影響力のある海外のキ

事業への参加会議の約 5 割が日本での開催に

ーパーソン 10 名を招請し、国際会議の開催

つながっています。日本での国際会議開催を検

体制が整備された日本の 6 都市（①千葉－名

討される方々にとって、同事業は、美しい景観

古屋、②金沢－浜松、③松江－高松の 3 コー

の地方都市を訪問し、日本全国に広がる充実し

ス）を視察する 2 泊 3 日のスタディツアー、

たコンベンション施設や多彩な観光魅力と温

および受入都市 11 団体との商談会等を実施

かいホスピタリティを直接確かめることので

しました。スタディツアーでは会議施設の視

きる、またとない機会として活用されていま

察に加え、ヘリコプタークルージングや和太

す。

鼓演奏、うどん作り体験などのプログラムも
実施しました。

■インセンティブ旅行
キーパーソン・グループ招請事業
日本：平成 23 年 1 月、3 月

インセンティブ旅行の誘致促進を図るため、
インセンティブ旅行誘致に熱心な地方コンベ

屋、京都、大阪の視察を 4 泊 6 日で実施しまし
た。

ンション都市と連携して、航空会社およびグロ

3 月には、ANA および IHG グループとの共

ーバルホテルチェーンと共同で視察旅行を２

同で中国の海外インセンティブ旅行を扱う旅

件実施しました。

行会社３名を招聘し、東京、横浜、神戸の視察

1 月は、ドイツからヒルトンホテルチェーン
の顧客企業とインセンティブハウス（※）の計
10 名を ANA の協力を得て招聘し、東京、名古

旅行を実施しました。
※インセンティブハウス…インセンティブ旅行を専
門に扱う会社のこと。
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（2） 国際会議の開催支援
JNTO では、日本での国際会議開催が決定した会議主催者の方々に対し、以下の開催支援サービスを行っています。

寄附金募集・交付金交付制度および制度利用のための実務研修会
平成22年7月27日 ／ 福岡

JNTOの寄附金募集・交付金交付制度は、国際会議主催者の開催支援のた
めに、税制優遇措置のある特定公益増進法人として日本での国際会議の開
催のための寄附金を受け入れ、主催者に対して交付することにより、日本
での国際会議の開催が円滑に行われるよう支援する制度です。
JNTO では、会議運営会社（PCO）の実務担当者および学会関係者を対

平成22年8月25日 ／ 大阪

｢寄附金募集・交付金交付制度実務研修会｣を福岡、大阪で実施し、
約 80 名が参加しました。
平成 22 年度に寄附金募集の協力が決まった国際会議は 15 件、
交付金を交付した国際会議は 19 件（交付額：5 億 8,000 万円）
でした。

象に、制度を利用する場合の申請書類の作成方法、留意点等をテーマに

開催日

会議開催都市

医学系会議

平成 22 年 3 月

岡山市

工学系会議

平成 22 年 8 月

つくば市

社会学系会議

平成 22 年 9 月

札幌市

医学系会議

平成 22 年 9 月

京都市

法学系会議

平成 22 年 10 月

横浜市

募金活動

寄附金
課税優遇

J
N
T

交付金

O

会議主催 者

会議種別

＜寄附金募集・交付金交付制度の概要＞

寄附者（ 個人・ 法人）

＜平成 22 年度に寄附金募集・交付金交付制度を利用した会議の例＞

寄附金
課税優遇なし

＜主な申請条件＞
 外国人参加者 50 人以上、かつ参加国数概ね 10 ヶ国以上
 全参加者数が概ね 200 人以上

 開催に要する全経費概ね 2,500 万円以上

国際会議支援セミナーの開催
平成 22 年 8 月 25 日 ／ 大阪

平成 23 年 3 月 3 日 ／ 東京

国際会議の誘致および開催を支援するため、大阪（約 40 名）と東京（約 70 名）
で、国内の学協会関係者ならびに主催者である大学教授などの関係者を招待し、国際
会議誘致時の開催都市選定方法や競合国との誘致競争の状況、提案書類の作成や開催
のノウハウに関するプレゼンテーションを実施しました。また、観光庁および JNTO
が提供できる国際会議支援サービスを紹介し、JNTO の活動の理解促進を図りまし
た。
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国際コンベンション関連誌を通じた広報活動
国際会議に関する機関誌に、JNTO のコンベンション誘致・開催支援情報を掲載することにより、JNTO の認知度を向上させるとともに、主
催者の誘致・開催活動の促進を図りました。

学術情報誌『学術の動向』

平成 22 年 4 月号より、毎月 2 ページずつ事業活動などの記事を掲載しています。
平成 22 年 12 月号には、
「国際会議誘致・開催の流れ」と題し、成功する誘致活動のヒントに
ついて寄稿し、JNTO の国際会議誘致活動について具体的事例を用いて紹介しました。

MICE 情報雑誌『MICE Japan』

平成 23 年 3 月号には、
「平成 22 年度

日本政府観光局（JNTO）国際会議誘致・開催貢献賞」

に関して、6 ページの特集記事を掲載しました。また、同号に 2 月に開催した MICE セミナーの
様子を 2 ページにわたり紹介しました。

人材育成等研修・セミナーの実施
国際会議主催者への支援サービスや連携強化を行う一方、コンベンション開催都市や推進機関、関連企業などの人材育成等、
研修・セミナー事業にも取り組んでいます。
ICCA／観光庁 共催研修会

JNTO 主催 MICE セミナー初級編
平成 23 年 2 月

平成 22 年 5 月

観光庁が ICCA（国際会議協会）より海外のベテラン講師 2 名を招

国際会議観光都市およびコンベンション推進機関で新たに実務を

聘し、コンベンション推進機関、コンベンション施設、コンベンショ

担当することとなった関係者を対象に、国際コンベンション市場の

ン関連企業などの国際会議誘致活動の実務担当者を対象に、国際会議

概要や誘致セールス活動の手法、インセンティブ旅行誘致の取り組

の開催動向や効果的なビッドペーパー(開催提案書)やプレゼンテー

みに関する講演を行いました。

ション作成方法など実務に関する研修を 2 日間にわたり実施しまし

また、身近な取り組みの例を紹介することで理解の促進を図るた

た。JNTO は ICCA との交渉、プログラム案へのアドバイス、参加者

め、コンベンション推進機関の実務担当者が実務を紹介しました。

募集およびパネルディスカッションでのパネリストへの JNTO 職員

2 日目には専門講師により誘致セールス活動に役立つコミュニケ

派遣など全面的に協力しました。参加者には ICCA より修了証が授与

ーションスキルについての研修を行う等、初任者が MICE 誘致活動

されました。

に必要な基礎スキル全般を修得する研修を実施しました。

JNTO 主催 MICE セミナー中上級編
平成 22 年 8 月
国際会議観光都市・コンベンション推進機関、および JCCB のコ
ンベンション部会加盟の全国コンベンション推進機関の実務経験 3
年以上の職員を対象に、国際会議誘致・開催、インセンティブおよ
び MICE の近年の動向について JNTO より具体例を交え講演しまし
た。
また、旅行会社・観光施設・会議施設・コンベンション推進機関
の実務担当者を招き、中国からのインセンティブ旅行誘致に対する
パネルディスカッションを開催しました。
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7.

国内へ向けたサービスおよび情報の提供

© Yasufumi Nishi/© JNTO

（1） JNTO 賛助団体・会員へのサービス
■JNTO 賛助団体・会員制度について
JNTO では国からの運営費交付金のほか、地方自治体、民間企業など
の皆様からの寄附や会費を主な財源としており、「賛助団体」・「会員」
の 2 種類の仕組みを設けています。
「賛助団体」は、原則としてインバウンド振興により地域や関連業界
全体の活性化に寄与する公共的サービスを提供されている地方自治体、
主要運輸機関、空港施設などを対象としています。JNTO の事業に賛同
されたこれらの企業・団体の皆様からは、事業実施、組織運営など JNTO
全般にわたるご支援として「賛助金」を拠出いただいています。賛助金
はカテゴリー（業界・業種）、事業規模、受益の程度などを考慮して期

なお、JNTO に対する賛助金は、特定公益増進法人への寄附とし
て法人税制上の優遇措置が適用され、一般の寄附金の損金算入限
度額とは別枠で損金算入が可能となります。賛助団体の皆様には、
JNTO の調査資料や活動に関する情報をお届けするほか、各種事
業への参加のご案内をお送りします。
「会員」は、JNTO の提供するサービスご利用の対価として「会
費」をお支払いただく民間企業の皆様を対象としています。
賛助団体制度、会員サービスの詳細については、以下のウェブ
サイトをご参照下さい。
http://www.jnto.go.jp/jpn/biz_partners/index.html

待額を決めさせていただいております。

【 参考 5 賛助団体リスト 】

お問い合わせ先：
海外プロモーション部 事業開発・国内連携推進グループ
TEL: 03-3216-1902 FAX: 03-3216-1846
Email: members-service@jnto.go.jp
■JNTO ニュースフラッシュの配信
賛助団体・会員向けに毎週配信している「JNTO ニュースフラッシュ」では、JNTO
の海外事務所より寄せられた現地の最新マーケット動向や各種統計情報のほか、各
国・地域で開催される商談会セミナー募集のご案内などを掲載しています。国内に
いながら、海外マーケットの情報収集ができる便利なメールマガジンです。
平成 22 年度は原則毎週金曜日に計 49 回発信しました（うち 4 回は東日本大震災
をうけての臨時号）。
＜ニュースフラッシュの例

Vol. 328＞



回復著しいシンガポール市場



米国の有力博物館および大学同窓会員対象訪日クルーズツアーの催行【ロサンゼルス発】

旅行手配の間際化と FIT 化【シンガポール発】



日本食は訪日の大きなきっかけに【パリ発】
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■JNTO インバウンド旅行振興フォーラム・個別相談会の開催
JNTO では、海外事務所長が一堂に会し最新のマーケットの動向を説明するとともに、賛助団体・会員の皆様の海外プロ
モーションのご相談をお受けする｢個別相談会 (9 月)｣と「JNTO インバウンド旅行振興フォーラム (2 月)」を開催していま
す。
JNTO個別相談会
平成 22 年 9 月 6 日～7 日

JNTOは賛助団体・会員・コンベンション協賛都市の皆様を対象に、
JNTO各海外事務所長、日本観光協会台湾事務所長、中国、インド・マ
レーシア、ロシア各担当者、およびコンベンション誘致部との「個別
相談会」を開催しました。

での PR 施策といった具体的な案件まで、多岐にわたる内容につい
て熱のこもった相談が続きました。
また、相談会と並行して各界のキーパーソン等によるプレゼンテ
ーションが行われ、ご好評をいただきました。会場では賛助団体・

2 日間の相談枠には、北は北海道から南は沖縄県まで、130 団体・
315 名のご参加をいただきました。会場では一般的な市場情報の収

会員 PR デスクが出展され、インバウンド情報交換の場としてご利
用いただきました。

集をはじめ、各市場からみた地域や自社の認知度・イメージ、海外
テーマ

講演者

「ザガットサーベイを活用した

高田明彦氏

海外観光プロモーション」

（㈱CHINTAI、ZAGAT 事業室室長）

「中国人個人観光ビザの発給要件緩和により
見込まれる中間層の実態と誘客」
ビジット・ジャパン・イヤー2010 について
JNTO 調査研究

プレゼンテーション

大西正也氏
（㈱チャイナ・コンシェルジュ
代表取締役 CEO）

JNTO 海外プロモーション部
JNTO 企画部

第8回 JNTOインバウンド旅行振興フォーラム
平成 23 年２月 3 日～4 日

毎年ご好評を頂いている海外事務所長との「個別相談会」、各海外事
務所長による「市場説明会」、皆様からのお問い合わせが多い調査研究
に関する説明会を実施し、JNTO の賛助団体および会員の皆様を中心に
過去最高の 634 名（延べ人数）の方々にご出席いただきました。
また、参加者の相互 PR、情報交換、ビジネスの促進のため、お申込

の設置を行い、事業パートナー同士の相互情報交換の場としてご活用
いただきました。
2 月 4 日の夜に開催した「交流会」には、多くの皆様にご参加い
ただき、JNTO 海外事務所長との意見交換、ご出席の皆様の交流の
場として、この機会をご活用いただきました。

みがあった賛助団体および会員７団体による B-to-B 企業 PR デスク

★関連：フォーラム満足度アンケート調査結果についてはp.31を参照ください。
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（2） 国際コンベンション誘致事業協賛都市制度について
JNTO は、先にご紹介した JNTO 賛助団体・会員制度とは別に、国際会議およびインセンティブ旅行等の MICE に
特化した協賛金制度を設け、国からの運営費交付金と事業パートナーである「国際会議観光都市」等からの協賛金を
財源として、国際会議およびインセンティブ旅行等の誘致事業を効率的・効果的に推進しています。
JNTO では、国際会議誘致事業を「基礎事業」、
「マーケティング事業 A」
、
「マーケティング事業 B」の３つに区分し、
お申込みいただく事業によって国際会議観光都市等の協賛金を定めており、負担と受益の関係を明確化するよう努め
ています。
【 参考 6 国際コンベンション誘致事業 】

（3） 国内広報
一般の方々にインバウンドや JNTO の業務をご理解いただくため、
、国内広報に重点的に取り組んでいます。報道資料
の発表（国交省記者クラブへの投げ込み、JNTO が保有する国内メディアのメーリングリストへの E メール送信、ウェ
ブサイトへの公開）に加え、定例記者発表会（平成 22 年 5 月、8 月、11 月、平成 23 年 1 月）を開催しました。JNTO
から発信したプレスリリースや毎月の報道発表、定例記者発表会の内容は多くのメディアに取り上げられました。
【 参考 7 報道発表案件一覧 】

（4） JNTO 職員による講演・寄稿
JNTO では、海外事務所勤務経験者を中心にインバウンドの現場に精通した役職員を日本各地で開催される講演会、
研修会に派遣しています。また、JNTO の市場担当者や各事務所は業界誌に様々な記事を寄稿しています。

＜講演実績例＞
講演日

主催者

平成 22 年

講演会名

講演職員名

テーマ

益田浩

「訪日タイ観光市場の現状・静岡県への誘致方

(バンコク事務所長)

法について」

静岡県文化・観光部

タイ市場セミナー

平成 22 年

大阪観光コンベンション協

大阪観光コンベンション

大野金幸

6月4日

会

協会協賛会勉強会

(コンベンション誘致部長)

平成 22 年

社団法人日本ツーリズム

第 2 回観光立国

寺西達弥

8 月 22 日

産業団体連合会

教育全国大会 in 兵庫

(理事)

5月1日

平成 22 年
11 月 10 日

平成 22 年
12 月６日

㈱宣伝会議

立教大学観光学部

宣伝会議
中国マーケティングセミナー

立教大学特別講義
「国際観光政策論」

「MICE の現状と動向について」

「観光立国教育推進への提言について」

薬丸裕
(海外プロモーション部

シニア・

「訪日中国人旅行者の誘客促進戦略について」

アシスタント・マネージャー)

高野陽子
(海外プロモーション部

シニア・

「フランス人観光客が訪日旅行に求めるもの」

アシスタント・マネージャー)

※役職名は講演当時のもの

＜寄稿実績例＞
 「アジアの旅行動向～海外宣伝事務所の最新リポート～」
（『旬刊旅行新聞』月 1 回連載）
 「ドイツからの訪日観光の動向と、訪日客誘致に向けた取り組みについて」
（
『自治体国際化フォーラム』平成 22 年 12 月号経済情報コーナー）
 「国際会議誘致・開催の流れ」
（『MICE Japan』平成 22 年 12 月号）
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業務改革に向けた取り組み
（1） 関連省庁・団体との連携強化
JNTO は、在外公館、日本貿易振興機構（JETRO）
、国際交流基金（JF）など他の公的機関の海外事務所、民間企業の海
外事業所等に対し、外国人旅行者の来訪促進事業についての理解が深まるように働きかけ、広報宣伝・情報提供等の分野
での協力を求める等、連携の強化を図っています。平成 22 年度の具体的な取り組み例は以下のとおりです。

日韓交流おまつり 2010 in Seoul

近畿経済産業局作成パンフレット配布協力

NATAS Travel での日本食を通じた訪日観光 PR

各海外事務所：平成 22 年 6 月

シンガポール：平成 23 年 2 月 26 日～28 日

韓国：平成 22 年 10 月 2 日～３日

約 6 万人が来場した同旅行博において、農林水産
「日韓友情年 2005 年」の主要行事として始まった
「日韓交流おまつり」の実行委員会の一員および展
示ブース担当として、日本大使館、日本商工会議所、
自治体国際化協会、国際交流基金などとともに同イ
ベントを支援しました。同イベントは 2 日間で 7 万
人のお客さまの来場で賑わいました。

関西の魅 力を 英文で 紹介し た近畿 経済産 業局の

省の日本食輸出促進事業と連携し、日本食と訪日観

「Destination Kansai」を JNTO の海外事務所の出

光の促進のため、来場者に日本酒などのサンプリン

展事業や事務所カウンターで配布しました。

グを実施しました。

（香港・バンコク・シンガポール・シドニー・ロン

また、他にも国際交流基金の「海外公演（助成）

ドン・パリ・フランクフルト・ニューヨーク・ロサ

プログラム」を利用した琉球旗音会の公演のアレン

ンゼルスの主に英語圏 9 事務所）

ジを在シンガポール 日本国大使館と 共同で行うな
ど、オールジャパン体制で PR に取り組みました。

（2） 「JNTO 特別顧問会議」および「JNTO アドバイザリー・コミッティ」の開催
第 7 回 特別顧問会議
第 11 回 JNTO アドバイザリー・コミッティ

平成 22 年 10 月 4 日
平成 22 年 12 月 13 日

JNTO では、外部有識者による事業評価の一環として、各業界団体トップの有識者を委員とする「JNTO
特別顧問会議」と、訪日外国人有識者・主要プレスの論説委員などからなる「JNTO アドバイザリー・コ
ミッティ」を開催しています。両委員会において、JNTO の事業概要や組織運営に対する報告を行い、各
委員から今後の JNTO の活動について貴重な提案や助言を得ています。開催概要は、ウェブサイトで公開
しています。
http://www.jnto.go.jp/jpn/about_us/profile/advisory_board.html
【

参考 8

特別顧問会議、JNTO アドバイザリー・コミッティのメンバー一覧

】
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(3)

JNTO 個別相談会・JNTO インバウンド旅行振興フォーラムでのアンケート調査の実施

平成 22 年 9 月 6 日～7 日に東京で開催した個別相談会に

また、平成 23 年 2 月 3 日～4 日に東京で開催したインバ

おいてアンケート調査を実施し、参加者に個別相談会の満足

ウンド旅行振興フォーラムにおける同フォーラム満足度ア

度を５点満点で評価していただいたところ、回答者の評価平

ンケート調査結果では、JNTO 事業パートナーである回答者

均点は 4.4 点（100 点満点に換算すると 88 点）となりまし

の 98％から「役立った」との評価を頂きました。

た。

あまり役立

全く役立た

たなかった,

なかった,

1%

平成 22 年度は、前年度に実施したアンケートの結果、要

まあまあ役

大変役立っ

立った, 16%

た, 28%

1%

望が多かった相談枠の拡大などに取り組みました。
JNTO は事業パートナーの皆様からのご意見を活かし、引

役立った,

き続き事業の改善に取り組んで参ります。

54%

（4） 平成 21 年に実施した顧客満足度（CSI）調査の結果を受けたフォローアップの実施
JNTO では平成 21 年度に、賛助団体・会員および事業パートナーである地方自治体、旅行関係事業者等の皆様にご協力い
ただき CSI 調査を実施しましたが、その結果を今後の組織運営・事業実施に活かすためのフォローアップを実施してい
ます。
平成 22 年度は、９月の「JNTO 個別相談会」の期間や枠の拡充、2 月の「インバウンド旅行振興フォーラム」においてア
ジアの相談枠の増加や所長によるプレゼンテーションで具体的・実践的な情報の提供を行う等の改善を図りました。

©Nagano Prefecture/© JNTO
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東日本大震災への対応
平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災の被害により
亡くなられた方に謹んでお悔やみ申し上げますとともに、被災
された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
JNTO では、東日本大震災の発生を受けて、大震災対策本部を

掲載されており、多くの利用者に視聴されました。
海外事務所においても、各市場向けに運営するウェブサイトや
Facebook などのソーシャルメディアを活用して、客観的な震災
関連情報の周知を図り、被災後の日本についての誤解を招くイ

設置し、以下のような取り組みを行いました。今後とも JNTO

メージの払拭に努めました。

は震災以降大きく落ち込んだ訪日旅行の回復を目指して取り組

■訪日外国人旅行者向け観光案内所（TIC）における情報提供

んで参ります。
■インターネットによる情報発信
東日本大震災および津波による災害状況や対応方法を、いち早

JNTO のツーリスト・インフォメーション・センター（TIC）
においては、全国の通訳案内士団体等の協力を得て、地震発生
当日の３月 11 日以降、通常のオープン時間（9 時～17 時、年

く国内の外国人旅行者および海外に向けて伝えるため、地震発

中無休）を延長して英中韓の 3 言語による電話照会サービス対

生当日の 3 月 11 日深夜に、４言語（英語、中国語[簡体字・繁

応を 24 時間体制で行い、交通アクセス、航空会社の連絡先、空

体字]、韓国語）による情報ポータルサイトを立ち上げました。 港や鉄道の運行状況などについての問い合わせに対応し、最新
その後も、国土交通省／観光庁と連携し、東北や関東を中心と
した交通情報、計画停電情報、気象庁の地震津波情報、多言語
での各種相談窓口情報等、常に最新の情報を発信しました。
福島第一原子力発電所からの放射線の影響についても、文部科

情報の提供に努めました。
3 月 11 日～31 日の電話による問い合わせ件数は海外からの
ものも含めて 216 件、震災関係の問い合わせ件数は、来訪者 16
件、電話 131 件で、問い合わせの内容は緊急帰国関連が約 5 割、

学省や自治体が計測する放射線量情報を掲載するとともに、

震災の影響関連が約 4 割、原発事故への不安が約 1 割でした。

IAEA（国際原子力機関）
、ICAO(国際民間航空機関)、WHO（世

■国際会議開催支援レターの発出

界保健機関）等の国際機関が発出するニュースを新着情報とし

観光庁や国際会議観光都市のコンベンション推進機関と連携

て一部翻訳の上転載し、訪日旅行への懸念を払拭するための客

し、日本に誘致中の会議についても、観光庁長官や JNTO 理事

観情報の発信にも努めました。

長名による支援レターの発出などの働きかけを行いました。複

さらに、津波の被災範囲や福島第一原子力発電所から各都市ま

数の会議は予定通り日本で開催されることとなり、海外 5 都市

での距離が分かる地図、世界主要都市と東京の放射線量の比較、 と競合中であった 2016 年のライオンズクラブ国際大会につい
水や食の安全性などに関する広報資料なども順次掲載し、震災

ても、日本での開催が決定しました。本大会の開催地を決定す

発生からの時間の経過とともに求められる情報の変化に対応し

る国際理事会の開催にあわせ、理事長名で｢是非日本の復興のた

ました。

めにも福岡での開催をお願いする｣旨の支援レターを観光庁、福

また、震災後も、人々が通常の生

岡市とともに発出しました。原発の影響を危惧した日本開催に

活を送り、花見等を楽しんでいる様

対する強い逆風の中、国・JNTO・開催都市の首長によるレター

子や、震災後に訪日旅行を楽しんで

の発出が奏功し、国際協会会長や前会長による賛同を得て本大

いる外国人旅行者からのコメント

会の日本開催が決定したものです。

などを動画で視覚的に紹介するた

また、開催が確認された会議についても、海外からの参加者

め、「Japan Now on Video」コー

確保へのサポートのために、継続してレターを発出しています。

ナーを設け、日本の「今」のタイム

さらに、コンベンション推進機関や民間事業者と連携し、日

リーな発信に努めました。本コーナ

本での国際会議に参加した外国人にインタビューした動画を

ーには、世界各国の著名人が震災後

JNTO のウェブサイトに掲載し、日本での会議開催は決定して

に訪日した感想や日本が安全であ

いるものの、海外からの参加登録者数の低迷に悩む会議主催団

ることをアピールした動画なども

体による参加者勧誘に活用いただいています。
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第 3 部 財務
1. 平成 22 年度予算の執行状況
（1） 一般勘定

（2） 交付金勘定

平成 22 年度の収入は、計画額 31 億 4,400 万円に対して、合計で

平成 22 年度の収入は、寄附者からの寄附金収入が増加したことによ

１億 2,500 万円減の 30 億 1,900 万円となりました。この変動の主な

り、計画額 3 億 5,000 万円に対して 2 億 7,800 万円増の 6 億 2,800

要因は以下の通りです。(表１)

万円となりました。(表１)

・ VJ 事業等の受託業務の減少等により事業収入が計画額に対
して１億 7,100 万円の減となりました。
・ 観光宣伝事業賛助金収入は、賛助団体および会員の拠出額の
減少に伴い、前年度比で 1,100 万円の減、計画額に対して
は 2,200 万円の減となっています。
・ コンベンション協賛金収入については、地方自治体財政が厳

支出については、大型国際会議の増加に伴う交付金交付額の増によ
り、計画額 3 億 5,000 万円に対して 2 億 2,400 万円増の 5 億 7,400
万円となりました。(表１)
交付金勘定の損益については、大型の国際会議が増加し、上記の通り
収益、費用とも同様に増加するなかで、100 万円の当期利益金となりま
した。（表２）

しい状況にあることを受け、前年度比で 200 万円の減、計
画額に対しては 3,900 万円の減となりました。

<当期利益金の発生要因>

・ トロント事務所職員の諸税の還付金等の受入が発生したた
め、事業外収入は計画額に対して１億 700 万円の増となっ

[一般勘定]

ています。

平成 22 年度の利益剰余金の発生要因については、以下の事項によ
り、合わせて 1 億 2,400 万円の利益剰余金が発生することとなりま

支出については、計画額 31 億 4,400 万円に対して、合計で 4 億

した。

3,300 万円減の 27 億 1,100 万円となりました。この変動の主な要
因は以下の通りです。

①

前中期計画期間から繰り越された前中期目標期間繰越
積立金の残額 800 万円から当該年度発生分 300 万円
（自

・ 業務経費については、計画額に対して 5,800 万円の減とな

己財源で購入した資産の平成 22 年度減価償却費）を取

りました。これは、海外観光宣伝事業経費が東日本大震災に

り崩した後の前中期目標期間繰越積立金 500 万円

よる事業の中止等により計画額に対して 1,000 万円の減と

②

前年度からの積立金 1,300 万円

なったこと、コンベンション誘致事業経費が事業の見直し等

③

トロント事務所職員の諸税の還付金等により当期未処

により計画額に対して 6,000 万円の減となったこと等によ

分利益 1 億 500 万円

ります。
・ 受託経費については、計画額に対して 2 億 4,700 万円の減

[交付金勘定]

となりました。これは、VJ 事業等の受託案件の減により受

平成 22 年度の利益剰余金の発生要因については、前年度からの積

託業務経費が計画額に対して 1 億 7,700 万円の減となった

立金 4,600 万円と当期未処分利益 100 万円により、4,700 万円の利

こと、共同事業経費が事業規模の縮小等により、計画額に対

益剰余金を計上することとなりました。

して 6,000 万円の減となったこと等によります。
・ また、人件費については為替レートの影響や公務員の給与改
定に準じた措置を講じたこと等により、計画額に対して１億

なお、交付金勘定において発生する損益については、寄附金の募集
から交付までのタイムラグによって生ずる、交付金の交付時期および
管理経費の収益化時期のタイムラグが要因です。

700 万円の減となりました。
・ 一般管理費(人件費を除く)については、契約の見直し等によ
り、計画額に対して 2,100 万円の減となりました。
この結果、一般勘定の平成 22 年度の当期利益金（当期総利益）
は 1 億 500 万円となりました。
（表 2）
なお、前中期から繰り越された前中期目標期間繰越積立金のうち、
平成 22 年度の減価償却費分を取り崩すことにより、300 万円の利
益を計上しています。

<経常損益では損失計上していたものが最終的に利益計上になった
場合の経緯>
該当なし。
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【表１ 予算】
[一般勘定]
(単位：百万円)

区

分

予算額

決算額

差額

<収入>
運営費交付金

1,905

1,905

0

賛助金･コンベンション協賛金収入

356

295

△61

事業収入

861

690

△171

22

129

107

3,144

3,019

△125

業務経費

777

719

58

受託経費

851

604

247

1,250

1,144

107

266

245

21

3,144

2,711

433

事業外収入
計
<支出>

人件費
一般管理費
計

※各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。
〔交付金勘定〕
(単位：百万円)

<収入>
寄附金収入

区

分

事業外収入
計

予算額

決算額

差額

350

628

278

0

0

0

350

628

278

350

574

△224

350

574

△224

<支出>
交付金事業経費
計

※各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。
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【表２ 収支計画】
〔一般勘定〕
(単位：百万円)

区 分

予算額

決算額

差額

<費用の部>
経常費用

3,144

2,724

420

業務経費

776

700

76

受託経費

851

597

254

一般管理費

1,516

1,383

133

減価償却費

1

30

△29

財務費用

-

14

△14

雑損

-

-

-

1

△1

3,144

2,725

419

運営費交付金収益

1,904

1,754

△150

国際観光振興事業収入

1,217

932

△285

資産見返運営費交付金戻入

1

22

21

資産見返補助金戻入

-

1

1

資産見返寄附金戻入

-

5

5

112

90

0

0

3,144

2,827

△ 317

当期純利益(△当期純損失)

0

102

102

前中期目標期間繰越積立金取崩

0

3

3

当期総利益

0

105

105

臨時損失
計

0

<収益の部>

事業外収益

22

臨時利益

計

※ 各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。
〔交付金勘定〕
(単位：百万円)

区

分

予算額

決算額

差額

<費用の部>
経常費用

350

574

△224

350

574

△224

0

1

△1

350

575

△225

寄附金収入

350

575

225

事業外収益

0

0

0

350

575

225

交付金事業経費
当期利益金(△当期損失金)
計
<収益の部>

計

※各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。
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【表３ 資金計画】

〔一般勘定〕
(単位：百万円)

区

分

予算額

決算額

差額

<資金支出>
業務活動による支出

3,144

投資活動による支出
事業外支出

2,729

415

17
13

△17
△13

0

929

△929

3,144

3,688

△544

3,144

3,202

58

1,905

1,905

0

356
861

295
873

△61
12

22

130

108

-

次期への繰越金
計
<資金収入>
業務活動による収入
運営費交付金による収入
賛助金･コンベンション協賛金収入
事業収入
事業外収入
前期からの繰越金
計

0

485

485

3,144

3,688

544

※ 各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。
〔交付金勘定〕
(単位：百万円)

区 分

予算額

決算額

差額

<資金支出>
業務活動による支出
次期への繰越金
計

350

573

△223

0

240

△240

350

813

△463

<資金収入>
業務活動による収入

350

628

278

寄附金収入

350

628

278

事業外収入

0

0

0

0

185

185

350

813

463

前期からの繰越金
計

※ 各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。
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参考
【 参考 1 国内組織図 】

日本政府観光局（JNTO)

理事長
理 事

監 事

Japan National Tourism Organization

企画本部
総務部

TEL：03‒3216‒1901

総務グループ

総務、研修、庶務、監査、情報公開

経理グループ

TEL：03‒3216‒1904
管理会計、予算、財務諸表、決算、調達

通訳案内士試験係

通訳案内士試験の実施

観光情報センター

パンフレット等観光宣伝ツールの制作

ツーリスト・インフォメーション・

TEL：03‒3201‒3331

センター

案内業務、ビジット・ジャパン案内所支援

企画部

TEL：03‒3216‒1905

経営企画グループ

経営企画、中期計画、業績評価、規程

人事グループ

労務、給与、福利厚生

調査研究グループ

国際観光に関する調査、統計、国内広報

情報システムグル－プ

TEL：03‒3216‒1781
情報システム、ウェブサイトの管理・維持

事業本部
海外プロモーション部
事業開発・国内連携推進グループ
アジアグループ

TEL：03‒3216‒1902
賛助団体・会員サービス、新規事業の企画・開発
アジア地域での宣伝事業計画・実施
ツアー造成支援・販売支援事業の計画・実施、VJ事業の調整

欧米豪グループ

米州・欧州・豪州地域での宣伝事業計画・実施
ツアー造成支援・販売支援事業の計画・実施、VJ事業の調整

コンベンション誘致部

TEL：03‒3216‒2905

誘致グループ

MICE全般のPR、誘致活動

開催支援・交付金グループ

寄附金募集・交付金交付
統計・調査・研究、人材育成研修
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平成 23 年 8 月現在

【 参考 2 海外事務所所在地一覧 】
ソウル

シドニー

Hotel President 2F 188‒3,

Suite 1, Level 4, 56 Clarence Street,

Eulchiro 1‒ga, Jung‒gu,

Sydney NSW 2000, Australia

Seoul, Republic of Korea

TEL: + 61‒2‒9279‒3177

TEL: + 82‒2‒777‒8601

FAX: + 61‒2‒9279‒3166

FAX: + 82‒2‒777‒8612
ロンドン
北京

5th Floor,

Unit2801 28th Floor SK Tower, No.6

12/13 Nicholas Lane,

Jia Jianguomenwai Avenue, Chaoyang

London, EC4N 7BN, U.K

District, Beijing 100022 China

TEL: + 44‒20‒7398‒5670

（北京市朝陽区建国門外大街甲 6 号

FAX: + 44‒20‒7626‒0224

SK 大厦 28 階 01 単元）
TEL: + 86‒10‒5971‒2736

パリ

FAX: +86‒10‒5971‒2739

4, rue de Ventadour 75001
Paris, France

上海

TEL: + 33‒1‒42‒96‒20‒29

Room 1412, Ruijing Building,

FAX: + 33‒1‒40‒20‒92‒79

205 Maoming South Road,
Shanghai 200020, China

フランクフルト

(上海市茂名南路 205 号 瑞金大廈 1412 室)

Kaiserstrasse 11,

TEL: + 86‒21‒5466‒2808

60311 Frankfurt am Main, Germany

FAX: + 86‒21‒5466‒2818

TEL: + 49‒69‒20353
FAX: + 49‒69‒284281

香港
Suite 3704‒05, 37/ F.,

ニューヨーク

Dorset House, Taikoo Place,

11 West 42nd Street,

Quarry Bay, Hong Kong

19th Floor,

TEL: + 852‒2968‒5688

New York, NY 10036 U.S.A.

FAX: + 852‒2968‒1722

TEL: + 1‒212‒757‒5640
FAX: + 1‒212‒307‒6754

バンコク
10th Floor Unit 1016,

ロサンゼルス

Serm‒Mit Tower, 159 Sukhumvit 21Rd,

340 E. 2nd Street,

Bangkok 10110, Thailand

Little Tokyo Plaza, Suite 302,

TEL: + 66‒2‒261‒3525

Los Angeles, CA 90012 U.S.A.

FAX: + 66‒2‒261‒3529

TEL: + 1‒213‒623‒1952
FAX: + 1‒213‒623‒6301

シンガポール
16 Raffles Quay, #15‒09,

トロント

Hong Leong Building, Singapore 048581

481 University Avenue,

TEL: + 65‒6223‒8205

Suite 306, Toronto, Ontario,

FAX: + 65‒6223‒6035

M5G 2E9 Canada
TEL: + 1‒416‒366‒7140
FAX: + 1‒416‒366‒4530
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【参考３ TIC 利用外国人旅行者アンケート調査概要】
8% 2%

平成 22 年度は、TIC を利用した外国人旅行者が
11%

どのような体験に関心を持ち、また、日本で何を
購入したいと希望しているか等、例年の調査項目

65%

に加えて、訪日旅行にあたって日本で滞在する宿

14%

泊施設をどのように見つけ、予約したか、また滞
在費のうち、宿泊費・食費・買物費についてどの
ような予算額概算を想定しているのか、また、TIC
での情報提供をどのように評価しているのか等、

欧州

北米

豪州

アジア

中南米

【アンケート調査対象の TIC 利用外国人居住国別内訳】

新たな質問事項も加えました。調査及び結果の概要は以下のとおりです。なお、TIC 利用者は個人旅行者
がほとんどで、今回の調査標本の居住国別内訳は、欧州 64.5％、北米 14.3％、オセアニア 11.4％、アジ
ア 7.8％、中南米 2.0％となりました。

■ 最も関心のある体験…伝統魅力と食が主要人気。
・

過去３年連続首位の「日本料理を食べる」に代わり、新たに「伝統的建築様式」がトップに。

・

2 位「日本料理を食べる」、3 位「伝統的日本庭園」
、4 位「旅館滞在」
、5 位「温泉」
。

・

7 位「ハイキング・登山・サイクリング」が近年上昇傾向。

順

平成 22 年

位

最も関心のある具体的な
体験内容

（５つまで選択）

順

平成 21 年

位
件数

構成比

最も関心のある具体的な

推

件数

構成比

日本料理を食べる

304

70.2%

伝統的建築様式

278

64.2%

体験内容

移

1

伝統的建築様式

627

68.2%

2

日本料理を食べる

561

61.0%

3

伝統的日本庭園

506

55.1%

―

伝統的日本庭園

218

50.3%

4

旅館滞在

321

34.9%

―

旅館滞在

155

35.8%

5

温泉

295

32.1%

―

温泉

147

33.9%

6

買物

244

26.6%

―

買物

138

31.9%

7

ハイキング・登山・サイクリング

229

24.9%

ポップカルチャー

103

23.8%

8

ポップカルチャー

225

24.5%

ハイキング・登山・サイクリング

102

23.6%

9

美術館・博物館・アートギャラリー

216

23.5%

―

美術館・博物館・アートギャラリー

97

22.4%

魚市場見学

195

21.2%

―

魚市場見学

83

19.2%

10

構成比は 919 人を母数として算出。

↑

（5 つまで選択）

↓

↑
↓

構成比は 433 人を母数として算出。
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■日本滞在中購入したいもの
順
位

購入希望品目

1

日本茶

2

着物・ゆかた

3

洋服

4

日本の菓子

5

陶磁器

6
10

2 年連続トップ

上位 4 位を衣料・食品が独占

初トップ 10 入り

（デジタル）カメラ
文具

過去 3 年連続 2 位だったがランクダウン
初トップ 10 入り

■ 日本の宿泊施設予約の時期と手段

訪日後
13.7
%

訪日前に海外で一部のみ

訪日後の予約のみ

事前予約, 49.3%

13.7%

訪日前
86.2
%

63%が訪日後に滞在中の一部もしくは全ての宿泊施設を予約

・ 回答者の 86.2％が、訪日前に、海外で事前に日本の宿泊施設を全て或いは一部を予約して来日。
・ 海外、国内ともにインターネット予約がトップ。
・ 宿泊施設の選定は「英語が通じる」
（14.1％）よりも、
「料金」
（88.2％）と「立地」
（82.4％）を重視。

■ 訪日旅行の宿泊、食事及び買物費の予算額(概算)
１人１日当たりの宿泊費平均値

１人１日当たりの食事代平均値

１人当たりの買物費平均値

約 6,500 円

約 3,900 円

約 2 万 6,400 円

■ TIC の情報提供サービスについて
・ 「立地には一部不満も、知識豊富なスタッフから旅行に必要な情報を効率よく収集でき、全国各地
の低廉な宿の予約斡旋もしてもらえ、安心して日本中へ旅立てる」と約 98％が「満足」評価。
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【 参考 4 「ビジット・ジャパン案内所」の所在地 】

総案内所数

306 箇所

平成 23 年 3 月 31 日現在
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【 参考 5 賛助団体リスト 】 平成 23 年 3 月 31 日時点
団体・企業名
1．メインサポーター

団体・企業名
3．市区町村・観光協会

団体・企業名
4．観光関係団体・事業共同グループ

団体・企業名
6．空港施設

東日本旅客鉃道株式会社

札幌市

財団法人休暇村協会

関西国際空港株式会社

株式会社ジェイティービー

千歳市

社団法人国際観光日本ﾚｽﾄﾗﾝ協会

中部国際空港株式会社

株式会社日本航空インターナショナル

社団法人千歳観光連盟

社団法人国際観光旅館連盟

東京国際空港ターミナル株式会社

2．都道府県

函館市

ジャパニーズ・イン・グループ

日本空港ビルデング株式会社

北海道

登別市

ジャパン・エコノミー・ホテル・グループ

青森県

仙台市

社団法人全国旅行業協会(ANTA)

岩手県

つくば市

全日本海員組合

株式会社日本旅行

宮城県

日光市

社団法人全日本シティホテル連盟

日本通運株式会社

秋田県

成田市

財団法人地域伝統芸能活用センター

トップツアー株式会社

山形県

横浜市

社団法人日本観光旅館連盟

近畿日本ツーリスト株式会社

福島県

財団法人横浜観光コンベンション・ビューロー

社団法人日本バス協会

茨城県

新潟市

社団法人日本ホテル協会

栃木県

富山市

財団法人日本ユースホステル協会

群馬県

金沢市

社団法人日本旅行業協会(JATA)

株式会社ユー･エス･ジェイ

埼玉県

松本市

PTグループ

株式会社時代村

千葉県

高山市

NPO法人アジアインバウンド観光振興会(AISO)

東京都

美濃市

東京商工会議所

株式会社うかい

神奈川県

浜松市

日本デューティー・フリー・ショップ協会

株式会社ぐるなび

新潟県

熱海市

社団法人日本自動車連盟

富山県

名古屋市

石川県

彦根市

全日本空輸株式会社

ソニーマーケティング株式会社

福井県

京都市

日本郵船株式会社

イオンモール株式会社

山梨県

大阪市

北海道旅客鉃道株式会社

長野県

堺市

東海旅客鉃道株式会社

岐阜県

神戸市

西日本旅客鉃道株式会社

静岡県

姫路市

四国旅客鉄道株式会社

愛知県

宝塚市

九州旅客鉃道株式会社

三重県

奈良市

東武鉄道株式会社

滋賀県

鳥取市

西武鉄道株式会社

京都府

岡山市

京成電鉄株式会社

兵庫県

倉敷市

京王電鉄株式会社

奈良県

真庭市

小田急電鉄株式会社

和歌山県

広島市

東京急行電鉄株式会社

鳥取県

廿日市市

京浜急行電鉄株式会社

島根県

高松市

相模鉄道株式会社

岡山県

松山市

東京地下鉄株式会社

広島県

雲仙市

名古屋鉄道株式会社

山口県

宮崎市

近畿日本鉄道株式会社

徳島県

鹿児島市

南海電気鉄道株式会社

香川県

台東区

京阪電気鉄道株式会社

愛媛県

大田区

阪急電鉄株式会社

高知県

七飯町

阪神電気鉄道株式会社

福岡県

鳴子温泉郷観光協会

西日本鉄道株式会社

佐賀県

草津町

富士急行株式会社

長崎県

軽井沢町

東京空港交通株式会社

熊本県

財団法人箱根町観光協会

大分県

ニセコ町

宮崎県

一般社団法人高千穂町観光協会

鹿児島県

弟子屈町

沖縄県

5．運輸機関

成田国際空港株式会社
7．旅行会社

株式会社エイチ・アイ・エス
8．観光施設
株式会社オリエンタルランド

9．その他

株式会社チャイナ・コンシェルジュ
一般社団法人日本ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽｼｮｰ協会
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【 参考 6 国際コンベンション誘致事業 】
基礎事業

① 国内・海外におけるセールス活動
１．国際会議・インセンティブ
旅行誘致セールスおよび事業活動

② 海外３JCB における都市・コンベンション推進機関への
セールスサポート（ロンドン、ニューヨーク、ソウル）
③ 国際会議、インセンティブ旅行等の個別招請（主催者からのリクエストベース）
①「Japan Meeting & Incentive News」英文ニュースレターの配信

２．国際会議開催国、インセンティブ
旅行の目的地「日本」の認知度
向上（海外 PR）

(年間 4‒6 回程度発行)
② JNTO WEB サイトでの広報宣伝（日・英・仏・韓）
③ 海外マスメディアを活用した記者招請等ＰR 活動（メディアからのリクエストベース）
① コンベンション施設ガイドへのコンベンション都市情報の掲載および配布
② 国際会議の誘致・開催マニュアルの提供
③ 国際会議主催者向け「JNTO コンベンションニュース」の配信（年 3‒4 回発行）

３．国際会議主催者向け、誘致
促進・情報発信（国内 PR）

＊コンベンション都市情報等を掲載し、主催者へメールで配信
④ 国際会議に関連する国内機関誌およびコンベンション専門誌等への記事掲載
（「学術の動向」等）
⑤「JNTO 国際会議誘致・開催貢献賞」の実施
⑥ 国際ミーティング・エキスポ(IME）の共催
① 国際会議情報の整備・充実および開催情報の提供
② 国際会議一覧（過去に開催された国際会議および今後開催される国際会議）の
JNTO WEB サイトへの登載

４．国際会議誘致に係る

③ 国際会議統計（＝旧コンベンション統計）の作成および JNTO WEB サイトへの登載

基本インフラの整備
④ JNTO 出版物の提供
（国際会議統計（＝旧コンベンション統計）、JNTO 日本の国際観光統計、JNTO 国際観光白書）

⑤ JNTO コンベンション Web サイトの改修（第 2 期）
① 初任者研修会の実施
５．研修等人材育成

② 中堅者研修会の実施
③ MICE 研修会の実施
① 国際会議観光都市連絡協議会の開催
② 国際会議観光都市・コンベンション推進機関意見交換会等の開催

６．都市・CB との連携
③「JCB・JNTO 海外事情通信」の配信（会員向け、年 3‒4 回発行）
④ セミナーへの JNTO 講師派遣（リクエストベース）

JNTO Annual Report 2010

① 寄附金募集・交付金交付制度の取扱い
７．開催支援
② 寄附金募集・交付金交付制度実務研修会（全国 2‒3 都市開催）
① 海外 JCB 管理経費等
８．運営管理経費
（＊国際団体加盟活動含む）

② 本部管理経費等
③ UIA、ICCA 等年会費および国際団体加盟活動費

マーケティング事業 A

① 国際会議キーパーソン招請事業（Meet Japan）の実施（年 1 回）
国際会議誘致を
メインターゲットとした事業

② IMEX（フランクフルト）出展、商談会の実施
③ 国際会議支援セミナーの開催

マーケティング事業 B

① IT&CM China（上海）への出展、商談会の実施

インセンティブ旅行誘致を
メインターゲットとした事業

② IT&CMA（バンコク）への出展、商談会の実施
③ ソウル・インセンティブマートの開催
④ 中国セミナーの開催
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【 参考 7 報道発表案件一覧 】

発表時期

報道発表案件

平成 22 年 4 月

１．訪日外客数・出国日本人数（平成 22 年３月推計値、１月暫定値）
１．平成 22 年度通訳案内士試験の実施予定について
２．訪日観光ポータルサイトへのアクセスが１億 pv を突破

平成 22 年 5 月

３．2010 年の訪日旅行は増加見込み、北海道人気が継続‒上海及び近隣の
旅行会社にアンケートを実施‒
４．平成 22 年度における JNTO の取組について
５．訪日外客数・出国日本人数（平成 22 年４月推計値、２月暫定値）
１．疾駆する日本の観光魅力‒2010 SUPER GT シリーズ マレーシア大会で

平成 22 年 6 月

訪日旅行を PR‒
２．中国からの１万人級大型インセンティブ旅行誘致成功！
３．訪日外客数・出国日本人数（平成 22 年５月推計値、３月暫定値）
１．
『JNTO 訪日外客訪問地調査 2009』報告書を発行～アジア客比率が高い県、欧米

平成 22 年 7 月

豪客比率が高い県、旅行者に人気の日本の食なども明らかに～
２．観光統計資料集「JNTO 日本の国際観光統計（2009 年）
」を発行
３．訪日外客数・出国日本人数（平成 22 年６月推計値、4 月暫定値）
１．日本初開催となる国際会議の誘致に成功
２．訪日教育旅行も激増する中国‒７月に 08 年通年実績を上回る 1.1 万人超‒

平成 22 年 8 月

３．JR グループ・長野県・JNTO が「信州 DC」の海外プロモーションで連携
４．訪日外客 1,000 万人達成に向け、ラストスパート事業を展開
５．訪日外客数・出国日本人数（平成 22 年７月推計値、５月暫定値）
１．JNTO 全国 300 番目の「ビジット・ジャパン案内所」を指定！

平成 22 年９月

２．第７回 JNTO 特別顧問会議を開催
３．訪日外客数・出国日本人数（平成 22 年８月推計値、６月暫定値）
１．『JNTO 国際観光白書 2010』を発行しました
２．日本の国際会議件数、世界第 5 位(アジア 2 位)に‒2009 年の国際会議開催統計

平成 22 年 10 月

(UIA 統計暫定値)‒
３．平成 21 年度の JNTO の業務運営は初年度から７年連続で「順調」
４．訪日外客数・出国日本人数（平成 22 年９月推計値、7 月暫定値）

JNTO Annual Report 2010

１．英国有力紙ガーディアン観光地ランキングで東京が初の 1 位に選出
２．
「平成 22 年度日本政府観光局(JNTO）国際会議誘致・開催貢献賞」 受賞会議の
決定および受賞式の開催について
３．訪日個人旅行者の関心は「伝統的建築様式」、
「日本料理」と「伝統的日本庭園」
～ツーリスト・インフォメーション・センター(TIC)利用者アンケート結果より～

４．国際会議海外キーパーソン招請事業“Meet Japan 2011”を実施
５． “日本で唯一の MICE（マイス）見本市”国際ミーティング・エキスポ(IME2010)
平成 22 年 11 月

を開催～20 周年を記念して～
６．2009 年の日本の国際会議開催件数は対前年 1.3%増‒JNTO 国際会議統計 2009‒
７．JNTO ウェブサイト宿泊施設横断検索の多言語化について
８．ぐるなび×日本政府観光局(JNTO)‒多言語レストラン検索機能を JNTO ウェブサ
イトで展開‒
９．羽田空港国際線拡大関連プロモーションについて
10．尖閣諸島沖の中国漁船衝突事件後の中国人訪日旅行の現状と日本政府観光局
(JNTO)の対応について
11．訪日外客数・出国日本人数（平成 22 年 10 月推計値、8 月暫定値）

平成 22 年 12 月

１．訪日外客数・出国日本人数（平成 22 年 11 月推計値、９月暫定値）
１．日本政府観光局(JNTO)が２月から３月に相次いで国際会議誘致・支援事業を実
施

平成 23 年１月

２．中国の旅行会社人材育成で 120 名を北海道へ招請
３．「JNTO 訪日外客訪問地調査 2010」結果を発表
４．訪日外客数・出国日本人数（平成 22 年 12 月推計値、10 月暫定値）
１．平成 22 年度通訳案内士試験の合格発表

平成 23 年２月

２．日本に関する旅行ガイド「ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン」2011 年４
月に改訂第２版を発行
３．訪日外客数・出国日本人数（平成 23 年１月推計値、平成 22 年 11 月暫定値）
１．「桜」の旅行シーズンに向けて中国人観光客誘致のため、中国の旅行会社に対す
るトップセールスを実施します！

平成 23 年３月

２．東北地方太平洋沖地震に関連した訪日外国人旅行者等に対する JNTO の取組につ
いて
３．訪日外客数・出国日本人数（平成 23 年 2 月推計値、平成 22 年 12 月暫定値）
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【 参考 8 JNTO 特別顧問会議、JNTO アドバイザリー・コミッティのメンバー一覧 】
JNTO 特別顧問会議(全 14 名)
米倉 弘昌

座長

JNTO アドバイザリー・コミッティ(全 13 名)
森地 茂

㈳日本経済団体連合会会長
大塚 陸毅

副座長

座長
政策研究大学院大学教授

アイシャ・レバイン

東日本旅客鉄道㈱取締役会長

亀岡市観光大使
㈱電通

㈳日本経済団体連合会
観光委員会委員長
伊東 信一郎

小川 矩良

定期航空協会会長

アンドリュー･

アイ ポニックス ･ジャパン ㈱

全日本空輸㈱代表取締役社長

マーク･リー

代表取締役

㈳日本ホテル協会会長

五十嵐 徹

産経新聞社 論説副委員長

孔 怡

㈱天怡

ホテルオークラ東京会長
小倉 和夫

(独)国際交流基金理事長

代表取締役 プロデューサー
金井 耿

㈳日本旅行業協会会長

坂本 裕寿

読売新聞社 論説委員

田崎 史郎

時事通信社 解説委員長

寺田 輝介

㈶フォーリン･プレスセンター

㈱日本旅行代表取締役会長
上條 清文

㈳日本民営鉄道協会会長
東京急行電鉄㈱取締役会長

佐藤 義正

㈳国際観光旅館連盟会長
ホテル大観代表取締役社長

寺嶋 潔

㈶運輸政策研究機構顧問

理事長
ドラ・トーザン

エッセイスト・国際ジャーナリ
スト

飛田 克夫

ジャパニーズ･イン･グループ顧問

生江 隆之

旅館浅草指月社長
西田 厚聰

㈳日本観光協会会長

㈳日本経済団体連合会
観光委員会企画部会長

登 誠一郎

㈱東芝取締役会長

㈳日本コングレス･コンベンシ
ョン･ビューロー 副会長

額賀 信

㈱ちばぎん総合研究所取締役会長

原 真人

朝日新聞社 論説委員

舩山 龍二

㈳日本ツーリズム産業団体連合会

李 容淑

㈱リンカイ

会長
山田 啓二

京都府知事

※肩書はすべて、平成 22 年度の開催当時のもの。

取締役社長
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