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JNTO バンコク事務所では、タイの旅行会社に向けて、訪日旅行商品造成・販売に役立つ情報を提供することを

目的としたウェブサイト「タイ旅行会社向け訪日情報発信サイト」を、2021 年 2 月に開設しました。本ウェブサ

イトは、JNTO からの情報提供とともに、タイ市場からの誘客に取り組まれる日本の観光関係者（日本側セラー）

の情報を集約してお伝えするもので、タイの旅行会社と日本のインバウンド関係者の接点として運用しています。 

 本年度は本サイトを大幅にリニューアルし、日本側セラーの皆様ご自身で情報更新できるよう、改良を図ります

（11 月中にリニューアル公開予定）。また、当ウェブサイト情報掲載団体様の中から、タイ旅行会社とのオンライ

ン商談会参加者を募集することを予定しており（商談会実施は 1 月以降、枠数限定）、情報掲載がまだの団体様・

既に情報掲載されている団体様におかれては、タイ旅行会社へのセールス活動の一助として、是非今年度のご参加

をご検討ください。 

 

タイ旅行会社向け訪日情報発信サイトの概要 

▶ターゲット：タイ旅行会社 

一般消費者の閲覧は想定しておらず、タイ旅行会社（航空会社含む）に 

閲覧のための共通のログインパスワードを提供します。 

▶2020 年度の実績 

 ・日本側セラーの参加数：180 団体 

 ・閲覧可能なタイの旅行会社・航空会社数：146 社 

・サイト公開から、2020 年度の事業終了まで約 2 ヶ月間のタイ側閲覧実績   

ユニークユーザー数：207 名 

ページビュー数：3,654 回 

▶掲載予定コンテンツ： 

・日本側セラー情報ページ 

・日本側セラーのイベント情報・お知らせ (ウェブサイトリニューアル後) 

・旅行商品造成に有用なリンク集 

・JNTO からのお知らせ 

・JNTO 賛助団体・会員からのお知らせ（賛助団体・会員からのリリースを基に 

随時更新） 

・JNTO バンコク事務所が実施するオンラインセミナー動画・資料 

・出入国・感染症関連情報 

 ▶リニューアル公開予定：2021 年 11 月中を想定 

 

2021 年９月３日 

「タイ旅行会社向け訪日情報発信サイト」への 

情報掲載日本側セラー募集（締切：10/１） 

 

 

 

 

 

 

 

※ 本業務は Mediator Co., Ltd.内へ委託しています。 

日本側セラー情報ページのイメージ 
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掲載募集する「日本側セラー情報ページ」の概要 

▶掲載期間：2021 年 11 月~2022 年度下半期（想定）  

 年に１回、日本側セラーの募集を想定しています。今回掲載された場合においても次年度以降の掲載継続をお約束するもので 

はないことをご了承ください。 

▶募集対象：タイからの訪日に取り組む観光関連団体や企業、地方自治体など 220 団体程度 

 ▶掲載料金：無料  

※掲載する写真等の調達やタイ語また英語での記事制作等、掲載内容についてはご自身で制作をお願いします。 

▶使用言語：タイ語または英語 

▶ページデザイン・掲載要素のイメージ 

下記 4 ページ目以降をご参照ください 

 

オンライン商談会の実施 

 ・当ウェブサイト情報掲載団体を対象とし、タイ旅行会社とのオンライン商談会を 2 回予定しています。掲載団体確定後に、掲載

団体を対象に改めて募集をいたします。（第 1 回商談会は 2022 年１月、第 2 回は 2022 年２月に実施予定） 

1 回目｜事前マッチングによる商談：日本側 60 団体程度を募り、日本側１団体あたり各４コマ（予定）の商談を設けます。 

2 回目｜自由商談会：日本側 40 団体程度を募り、自由な席移動で、リアルな交流に近い体験が出来ます。 

枠に限りがあり、ご希望に添えない場合がございますが、ご検討ください。参加団体の一般募集（本サイトにご登録されていな

い団体様の募集）の予定は、現時点ではございません。 

  なお、現地旅行業界の状況や感染状況等の社会情勢により、予定を変更する場合かございます。 

 

お申込み先 

下記リンクにアクセスいただき、必要事項をご入力の上、申し込みください。 

申込フォーム：https://www.jnto.or.th/business/application 

申込締切日：2021 年 10 月 1 日（金）17:00（日本時間） 

 

▶スケジュール 

2021 年 09 月 03 日（金）～10 月 06 日（水）参加確定のご案内 

2021 年 10 月 01 日（金）参加希望申込締切日 

2021 年 10 月 07 日（木）オンラインでの説明会のご案内 

2021 年 10 月 20 日（水）オンラインでの説明会の実施（記載内容登録方法・データ準備等） 

2021 年 10 月 20 日（水）～11 月 10 日（水）登録フォーム入力期間 

2021 年 11 月 11 日（木）～11 月 16 日（火）JNTO・事務局による登録情報の確認 

2021 年 11 月 17 日（水）タイ側へウェブサイトのリニューアル公開の案内 

※状況によって変更させていただく可能性がございます。 

 

＜注意事項＞ 

・掲載団体数に限りがございますので、ご希望に添えない場合がございます。予めご了承ください。原則は先着順とさせていた

だきますが、旅行会社からのニーズ、地域バランス・業種バランス等を加味し、選定をさせていただく可能性がございます。

また、募集枠に達した場合、〆切前であっても募集を終了させていただく場合があります。 

https://www.jnto.or.th/business/application
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・募集対象は、タイからの訪日誘客に取り組む日本の地方自治体、観光関連団体・企業等（訪日旅行商品造成に資する情報提供）

に限らせていただき、本事業の趣旨と異なる情報提供を目的とする場合は対象外となります。 

・具体的な掲載情報登録については、事務局より改めてご案内いたします。 

・昨年度掲載団体様は上記サイトより 2020 年度登録済団体を選定の上、ご希望事項についてご記載ください。 

・申込以降の参加申込の譲渡や参加団体の変更は、原則認められません。 

 

＜お問い合わせ先＞ 

「タイ旅行会社向け訪日情報発信サイト」運営事務局（Mediator Co., Ltd.内） 

担当者：岡部（オカベ） 

電話番号：+66-(0)97-071-7380 E-mail : vj_business_th@mediator.co.th  

※タイ国への通話となります。 

営業時間：月～金曜日 12:00～20:00 （日本時間・土日祝休み） 

 

＜JNTO 担当部署＞ 

海外プロモーション部 東南アジアグループ 轟木 

TEL：03-5369-3335 E-mail：promotion_sea＠jnto.go.jp 
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ページデザイン・掲載要素のイメージ（案） 

   

 
情報のご準備はタイ語ま

たは英語でお願いいたし

ます。 

タイの旅行会社に興味を

持ってもらう・正しく理解し

てもらうために、タイ語を推

奨します。 

組織・団体名（英語） 

サムネイル・メイン画像 

組織・団体情報 

1.ロゴマーク 

2.組織・団体名 

3.業種 

4.所在地 

5.公式ウェブサイト 

6.SNS の URL 

連絡先 

1.部署名 

2.ご担当者名（任意） 

3.部署・会社の代表メー

ルアドレス 

4.電話番号 

5.対応言語 

※連絡先情報はタイ側

にのみ表示されます。 

タイ支店・レップ情報

（ある場合のみ） 

1.組織・団体名 

2.所在地 

3.公式ウェブサイト 

連絡先 

1.部署名 

2.ご担当者名（任意） 

3.部署・会社の 

代表メールアドレス 

4.電話番号 

5.対応言語 

※レップ情報はタイ側にの

み表示されます。 

 

PR 動画 

Youtube URL 埋込み 

日本側セラー検索一覧

ページにも表される画像

です。画像（サイズ

1200×600px 以上）

をアップロードしていただく

と、きれいに表示されま

す。 

カテゴリー情報 

1.都道府県 

2.付加価値ポイント 

3.旅行タイプ 

 

2021 年度追加機能 

イベント・お知らせ 

貴団体の開催予定の 

イベント・お知らせを投稿

することが可能です。 

開催日が近いイベント

は、トップページにも表示

されます。 

1.画像 

2.カテゴリー： 

イベント、またはお知らせ 

3.タイトル 

4.内容（改行・太字・

URL 挿入可能） 

 

旬の情報・期間限定の

情報・最新情報を載せる

コーナーとしてご活用くださ

い。 
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 ※11 月リニューアル公開時の掲載予定情報は JNTO にて確認の後に、掲載公開となりますことを予めご了解ください。 

 ※日本側セラーの皆様に個別 ID ログインによるマイページを設け、ご自身で自由に内容更新が可能となります。 

 ※ご掲載情報は「連絡先」「タイ支店・レップ情報」を除き、他の日本側セラーも閲覧可能となりますが、 

他の日本側セラーに掲載ページを非公開とすることも可能です。 

 

ページデザイン・掲載要素のイメージ（案） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

※1 

タイ旅行会社が訪日旅行

商品の PR を行う際に商品

造成素材として使用できる

画像素材集などがあれば、

是非入力をお願いします。 

添付資料 

会社案内・パンフレット・モ

デルコースなど最大 3 つま

でアップロードできます。

（各上限 5MB） 

また、それぞれの資料説明

を 100 文字以内で入力し

てください。 

 

関連サイト 

公式ウェブサイト・SNS 

以外のウェブサイト（キャン

ペーンサイト、画像集サイ

ト※1）などがあれば、最大

3 つまで追加できます。 

また、それぞれのサイト 

説明を 100 文字以内で

入力してください。 

サポートメニュー 

訪日旅行商品を造成するタイ旅行

会社へ提供できるサポートメニュー

（レジャー、インセンティブ向けサポー

トいずれも対象として）を最大 8 つま

で記載できます。下記の項目でカテゴ

リー分けし、表示します。 

1.なし 

2.費用面での支援や特別価格 

3 グッズや景品等の提供 

4.ショーパフォーマンス等の提供 

5.到着時の歓迎セレモニー等の提供 

6.旅程コンサルティングの提供 

7.視察先の予約の仲介、体験の 

 予約サポート 

8.貸切やユニークべニュー等の 

 特別対応が相談可能 

9.その他 

概要・詳細 

セールスポイント 

セールスポイント概要・詳

細を 4,000 文字以内で

入力してください。（改

行・太字・URL 挿入可

能） 

 

タイの旅行会社が興味

を引くようなサービスの

特徴を 100 文字以内

で入力します。 

 

サポートメニューの詳細説明資料 


