
 

 

 

 

 

 

独立行政法人 国際観光振興機構 〒160-0004 東京都新宿区四谷 1-6-4 

TEL: 03-5369-3342 FAX: 03-3350-5200 

URL: https://www.jnto.go.jp 

 

日本政府観光局（JNTO）では、日本へのインセンティブ旅行・国際会議誘致拡大を図るため、自治体・コンベンションビューロー

及び訪日観光関連事業者の皆様を対象に、現地の訪日 MICE 旅行取扱業者等との商談会を実施する場として、「インセンティブ旅行

オンライン商談会（シンガポール）」、「国際会議オンライン商談会（シンガポール）」を開催いたします。以下、参加団体募集につい

てご案内申し上げますので、ぜひ参加をご検討ください。 

  

■開催日時： 

＜インセンティブ旅行オンライン商談会＞ 

2021 年 12 月 07 日（火）14:00 ～ 17:50（日本時間） / 13:00 ～ 16:50（現地時間）（予定） 

     ＜国際会議オンライン商談会＞ 

  2021 年 12 月 08 日（水）14:30 ～ 17:05（日本時間） / 13:30 ～ 16:05（現地時間）（予定） 

 

■開催方法：オンライン（Zoom を利用予定） 

    ■参加者 

＜インセンティブ旅行オンライン商談会＞ 

日 本 ：自治体及びコンベンションビューロー、ホテル、DMC、その他訪日観光関連事業者 

現 地 ：訪日 MICE 旅行実施企業、取扱旅行会社、インセンティブハウス等（30 団体程度を想定） 

＜国際会議オンライン商談会＞ 

 日 本：自治体及びコンベンションビューロー、PCO、ホテル、その他国際会議関連事業者等 

 現 地：国際会議の主催者、学協会等の国際団体、開催地決定に影響力のあるコア PCO、ミーテングプランナー等 

（20 団体程度を想定） 

 

■募集団体数：２０団体程度。 原則、１団体３名（通訳含まず）までの参加とさせていただきます。 

■参加費：５万円（個別参加、両方セット参加のいずれも５万円） 

      

       ※そのほかの MICE 関係セミナー商談会のスケジュールにつきましては、 

https://mice.jnto.go.jp/assets/docs/news/20210716.pdf  をご参照ください。 

 

2021 年 9 月 3 日 

日 【募集を終了しました】 

「インセンティブ旅行オンライン商談会（シンガポール）」、および 

「国際会議オンライン商談会（シンガポール）」への参加団体募集（締切：9/24） 

※ 本業務は株式会社プランドゥ・ジャパンへ委託しています。 

https://mice.jnto.go.jp/assets/docs/news/20210716.pdf
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１．スケジュール（予定）  ※今後変更となる可能性があります。 

＜インセンティブ旅行オンライン商談会＞   2021 年 12 月 07 日（火）※日本時間    

 

    

 

 

 

 

 

 

 

＜国際会議オンライン商談会＞  2021 年 12 月 08 日（水）※日本時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．申込方法 以下のフォームに必要事項を記入の上、お申し込みください。 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenQ0Ij5fkx617ALdTDc235TIEOOfCZjI8h7DOCgB_PY-Wj1w/viewform 

 

３．申込締切  ９月２４日（金） 日本時間 17：00 

※お申込多数の場合は、締切日前であっても募集を締め切らせていただくことがございます。予めご了承ください。 

 

 

時 間 内  容 

14：00 開会（接続チェック等のため、この時間より前にご集合をお願いする予定です） 

14：15～ 商談①（アポイントメント商談 20 分＋移動 5 分 ×4 スロット） 

15：50～ 休憩（15 分） 

16：05～ 商談②（アポイントメント商談 20 分＋移動 5 分 ×4 スロット） 

17：40～ 閉会の挨拶 

17：50 終了 

時 間 内  容 

14：30 開会（接続チェック等のため、この時間より前にご集合をお願いする予定です） 

14：45～ 商談①（アポイントメント商談 20 分＋移動 5 分 ×3 スロット） 

15：55～ 休憩（15 分） 

16：10～ 商談②（アポイントメント商談 20 分＋移動 5 分 ×２スロット） 

16：55～ 閉会の挨拶 

17：05 終了 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenQ0Ij5fkx617ALdTDc235TIEOOfCZjI8h7DOCgB_PY-Wj1w/viewform
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４．その他 

（１） 言語について 

① 商談会の使用言語は、英語となります。通訳が必要な場合は、事前申し込みのうえ、事務局にて手配いたします。 

② 通訳代金は、参加団体のご負担とさせていただきます。 

③ 商談において資料を使用される場合は、必ず英語のものをお持ちください。 

 

（２） 費用及び提供情報について 

① お申し込み後、11 月 8 日（月）を過ぎてのキャンセルにつきましては参加費を全額申し受けます。  

② 本商談会に関するシステム導入費等必要経費は、全て参加者のご負担となります。 

③ 社会情勢の変化など、やむをえない事情によって事業を中止・延期した場合でも、ご参加者負担経費の補償はいたし

かねますのでご承知おきください。 

④ 商談会参加費の支払い方法については、参加確定後にご案内いたします。 

⑤ 応募用紙にご記入いただいた情報は、日本政府観光局（JNTO）及び受託事業者内のみで使用いたします。 

 

 

（３） 商談会当日について 

① カメラ及びマイク、スピーカーをご準備ください。 

② 商談会は Zoom を利用いたします。商談会当日に使用するデバイスに Zoom のアプリケーションを、インス    

トールしてください。 

③ 通訳者の手配が必要な場合は、セミナー事務局までお知らせいただければ事前申し込みのうえ、手配は可能です。通

訳代金は参加団体のご負担とさせていただきます。 

④ 商談参加者は原則 1 団体 3 名までを想定しております。4 名以上参加希望の場合は別途ご相談ください。ただし、1

画面に入るのは 2 名までとし、３名以上でご参加の場合は複数台の端末でご参加いただくことをお薦めいたします。 

⑤ 商談会における詳細（当日のオンライン会議システムへの参加 URL、マニュアル等）は参加者決定後、お知らせい

たします。 

⑥ 商談会実施の前に、事前の説明会とオンライン接続チェックを行います。 

⑦ 商談会の運営方法は主催者にご一任いただきます。 

⑧ 以下のオンライン推奨環境のご用意をお願いいたします。     
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■推奨動作環境 

 

システム要件 ・インターネット接続環境（ブロードバンド接続もしくは 3G・4G/LTE ワイヤレス接続） 

但し、WiFi 等のワイヤレス接続を使用される場合は高速通信可能なものをご使用することをお

勧めいたします。 

・スピーカーおよびマイク（内蔵またはプラグインもしくはワイヤレス Bluetooth） 

・カメラ（内蔵またはプラグイン） 

・またはビデオキャプチャカードを搭載した HD カメラ、HD ビデオカメラ 

OS ・Mac OS X 10.9 以降 

・Windows10（注意：Windows 10 を使用する端末は Windows 10 Home、Pro、または 

Enterprise を実行する必要があります。S モードはサポートされていません。） 

対応しているタブ

レットデバイス 

・iOS と Android デバイス 

・Surface PRO 2 または Win 8.1 以降（注意：Windows 10 を実行しているタブレットの場合、

Windows 10 Home、Pro、または Enterprise を実行する必要があります。S モードはサポート

されていません。） 

ブラウザ Internet Explorer 11、Firefox、Chrome、Safari、Opera の最新のブラウザに対応しています。 

※上記の要件を満たせば、モバイル端末でもセミナーへご参加いただけますが、快適にご覧いただけるよう、十分な画

面の大きさのある PC 端末またはタブレット端末のご使用をおすすめいたします。 

 

 

＜お申し込み・お問い合わせ先＞ 

オンライン商談会事務局（株式会社プランドゥ・ジャパン内） 

担当：小林 康則（こばやし やすのり）／南大林（みなみおおばやし） 

TEL：03-5470-4401 E-mail：jntomice_incentive＠nta.co.jp 

受付時間（日本時間）：月～金曜日 9：30～18：00 土日祝休業 

 

＜JNTO 担当部署＞ 

日本政府観光局（JNTO）MICE プロモーション部 

担当：佐野（さの）・齋藤（さいとう） 

TEL：03-5369-6015 E-mail：incentive_seminar@jnto.go.jp 

受付時間（日本時間）：月～金曜日 9：15～17：45 

mailto:incentive_seminar@jnto.go.jp

