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日本政府観光局（ JNTO）（フランクフルト事務所では、2022 年度にドイツ、スイス、オーストリア、ポーランド、ルーマニ

ア、チェコ、ハンガリーにおいて開催される旅行博への出展を予定しています。それぞれの旅行博でジャパンブースを設け、ブ

ース内で各地域及び各種訪日旅行商品を PRしていただける共同出展者を募集予定です。つきましては、共同出展の枠数を調整

するため、現状における共同出展の意向についてお伺いしたく、簡単なヒアリング調査を実施いたします。 

※ご回答いただいた内容が、申込み時の出展可否に影響することはございません。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

■共同出展意向お伺い 

旅行博について、現状での共同出展のご意向をリンクよりお聞かせください。※所要：2分程度 

https://questant.jp/q/2022_fra  

回答期間：2022 年 6 月 3日 金）～6月 17 日 金） 

 

 

＜注意事項＞ 

・ご回答いただいた内容が、申込み時の出展可否に影響することはございません。 

・正式な出展申込は別途実施しますが、申込多数の場合は、先着順となります。 

・旅行博主催者もしくは JNTOの都合により出展、或いは共同出展募集を見合わせる場合がございます。 

 

2022 年 6 月 3 日 

2022 年度 JNTO フランクフルト事務所で実施予定の 

旅行博共同出展におけるご意向伺い（締切：6/17） 

※ 本業務は事務局業務を委託予定です。 

ITB（2019 ジャパンブースの様子 Ferien（Messe（Wien（2020 アクティビティの様子 

https://questant.jp/q/2022_fra
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１．旅行業界（BtoB）対象 

① ITB（Berlin ドイツ） 

概要：ドイツ・ベルリンで開催されるドイツ最大規模の旅行見本市。会期中の平日は世界各国から旅行業関係者が来場。 

会期：2023 年 3 月 7 日 火）～9日 木）3日間 

開催地：ドイツ・ベルリン Messe（Berlin） 

来場者数：約 11 万人（(業界関係者（11 万人名） 2018 年度） 

参考URL：https://www.itb.com/de/ 

 

      ２．一般消費者（BtoC）対象 

 

① Tour（Salon  ポーランド） 

概要：開催地ポズナンは西欧諸国へのアクセスが良く、交通・物流拠点や学園都市となっているため、海外旅行に対して 

好奇心が強い消費者や若い学生が来場。 

会期：2022 年 10 月 21 日(金)～23 日 日）3日間 

開催地：ポーランド・ポズナン MTPPoznańEXPO） 

来場者数：約 1.4 万人 2021 年度） 

参考URL：https://www.tour-salon.pl/en 

 

② Romanian（Tourism（Fair  ルーマニア） 

概要：ルーマニアのブカレストで開催されるルーマニア最大の旅行博。平日は旅行業界関係者も来場する。 

週末には一般旅行者を中心として、様々な年齢層のルーマニア人が来場。 

会期：2022 年 11 月 10 日 木）～13 日 日）4日間 

開催地：ルーマニア・ブカレスト Romexpo） 

来場者数：約 1万人 2021 年度） 

参考URL：https://www.targuldeturism.ro/en/ 

 

 

 

 

 

https://www.itb.com/de/
https://www.tour-salon.pl/en
https://www.targuldeturism.ro/en/


 

 

 

 

 

 

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 

③ TT（Warsaw  ポーランド） 

概要：ポーランド・ワルシャワにある東ヨーロッパ最大のMesse である Ptak（Warsaw（Expo で毎年開催され、 

約 500 の出展者が見込まれる同国最大の BtoC 向け観光イベント 

会期：2022 年 11 月 24 日(木)～26 日 土）3日間 

開催地：ポーランド・ワルシャワ Ptak（Warsaw（Expo） 

来場者数：約 2万人 2019 年度） 

参考URL：https://ttwarsaw.pl/en/ 

 

④ FESPO  スイス） 

概要：スイス・チューリッヒのMesseZurich で毎年開催され、約 600 の出展者が見込まれる同国最大の BtoC 向け 

観光イベント   

会期：2023 年 2 月 2 日 木）～5日 日）4日間 

開催地：スイス・チューリッヒ Messe（Zurich） 

来場者数：約 6万人 2019 年度） 

参考URL：https://www.fespo.ch/en/fes-en.aspx 

 

⑤ f.re.e.（ ドイツ） 

概要：ドイツ・ミュンヘンの f.re.eMesseMünche で毎年開催され、70 か国から 1,300 以上の出展者が参加する 

旅行とレジャー キャンプ、ウォータースポーツ、アウトドア、自転車、クルーズ等）の展示会 

会期：2023 年 2 月 22 日 水）～26 日 日）5日間 

開催地：ドイツ・ミュンヘン re.e（Messe（Münche） 

来場者数：約 13 万人 2019 年度） 

参考URL：https://free-muenchen.de/de/ 

 

⑥ International（Tourism（Exhibition  ハンガリー） 

概要：首都ブダペストの大規模展示場HUNGEXPO で 4日間のスケジュールで開催されるハンガリー最大の 

B（to（C 向けの観光展 

会期：2023 年 2 月 23 日 木）～26 日 日）4日間 

開催地：ハンガリー・ブタペスト(HUNGEXPO) 

来場者数：約 3.5 万人 2019 年度） 

参考URL：https://utazas.hungexpo.hu/en/ 

https://www.fespo.ch/en/fes-en.aspx
https://free-muenchen.de/de/
https://utazas.hungexpo.hu/en/
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⑦ Ferien（Messe（Wien  オーストリア） 

概要：オーストリア・ウィーンで開催されるオーストリア最大の旅行博。平日のシニア層に加え、休日には家族連れの 

来場があるなど様々な世代の旅行好きなオーストリア人が来場する。 

会期：2023 年 3 月 16 日 木）～19 日 日）4日間 

開催地：オーストリア・ウィーン(Messe（Wien) 

来場者数：約 15.5 万人 2019 年度） 

参考URL：https://www.ferien-messe.at/ 

 

⑧ Holiday（World  チェコ） 

概要：チェコだけでなく、中欧において大きな集客力を誇る大型観光展の一つ。旅行先として欧州にとどまらず、 

アメリカ、アフリカ、アジア観光に関する展示も多く、700 以上の出展者が見込まれる。 

会期：2023 年 3 月 17 日 金）～19 日 日）3日間 

開催地：チェコ・プラハ(PVAEXPOPRAGUE) 

来場者数：約 3万人 2020年度） 

参考URL：https://holidayworld.cz/en/ 

 

 

＜JNTO担当部署＞ 

フランクフルト事務所 神吉・居石 

TEL：+49（69-20354 E-mail：mari_kanki@jnto.go.jp 

https://www.ferien-messe.at/
https://holidayworld.cz/en/

