令和 2 年 10 月 19 日
各位
公益財団法人東京観光財団

令和 2 年度 東京観光レップによる海外市場セミナーのご案内
平素より当財団の事業にご理解・ご協力を賜り、誠にありがとうございます。
例年 5 月に実施しております本セミナーを、今年度はオンラインにて 2 日間開催致します。
海外市場の現状、観光業界の景況感と今後の予測、プロモーションにおけるアドバイス等につい
て、各国よりライブ配信にてお届けします。皆様のご参加を、心よりお待ちしております。

１． 日程

令和 2 年 12 月 1 日（火）10:00～16:40 ／ 12 月 2 日（水）10:00～16:30

２． 開催方法

Microsoft Teams によるオンライン配信

３． 参加費

無料

４． 参加登録

下記 URL の参加登録ボタンをクリックし、
新規登録申込をお願い致します。

https://va.apollon.nta.co.jp/tcvb_repseminar2020
５．プログラム
(1) 開会
(2) オープニングトーク「コロナ禍においてお客様がホテルに求めること」
講演者：（株）パレスホテル国内営業部兼グローバルセールス部部長

沖﨑晃一

氏

＜略歴＞
大学卒業後、都内有数のホテルにて国内外への営業経験を積み、
2014 年に株式会社パレスホテルに入社。グローバルセールス部部長を
経て、2019 年 10 月より現職。 グローバルセールス部牽引時には、
米国、フランス、イタリア、カナダ、ドイツなどの国家元首や各国の要人
の宿泊および MICE 誘致の中心人物として活躍。現在は国内および
海外セールスチームを統括。パレスホテル東京は「フォーブス・トラベルガイド」のホテ
ルの格付けにて日系ホテルで初めて 5 つ星を獲得し、現在まで 6 年連続 5 つ星の評価を
維持。2019 年には同格付けにて日本で唯一「世界で最も素晴らしい客室」を受賞。
(3) 東京観光レップによる市場報告、質疑応答
ファシリテーター：（公財）東京観光財団

観光事業部次長

田所明人

(4) 閉会
６．申込締切

令和 2 年 11 月 20 日（金）まで

７．お問い合わせ

運営事務局（株式会社日本旅行内）
Email：tcvb_repseminar2020@nta.co.jp

Tel：03-5402-6332

令和 2 年度 東京観光レップによる海外市場セミナー

プログラム

1 日目 12 月 1 日（火）
10:00-10:10

開会・主催者挨拶
オープニングトーク

10:10-11:10（60 分※予定）

株式会社パレスホテル

国内営業部兼グローバルセールス部部長

沖﨑晃一氏「コロナ禍においてお客様がホテルに求めること」
11:10-11:45

(35 分)

レップによる市場報告・質疑応答①〈台湾〉

11:45-13:00

(1 時間 15 分)

13:00-13:35

(35 分)

レップによる市場報告・質疑応答②〈韓国〉

13:35-14:10

(35 分)

レップによる市場報告・質疑応答③〈中国〉

14:10-14:15

(5 分)

14:15-14:50

(35 分)

レップによる市場報告・質疑応答④〈マレーシア〉

14:50-15:25

(35 分)

レップによる市場報告・質疑応答⑤〈シンガポール〉

15:25-15:30

(5 分)

15:30-16:05

(35 分)

レップによる市場報告・質疑応答⑥〈タイ〉

16:05-16:40

(35 分)

レップによる市場報告・質疑応答⑦〈オーストラリア〉

昼休憩

休憩

休憩

2 日目 12 月 2 日（水）
10:00-10:10

開会のご挨拶

10:10-10:45

(35 分)

10:45-10:50

(5 分)

10:50-11:25

(35 分)

レップによる市場報告・質疑応答②〈カナダ〉

11:25-12:00

(35 分)

レップによる市場報告・質疑応答③〈ロサンゼルス〉

12:00-13:15

(1 時間 15 分)

13:15-13:50

(35 分)

レップによる市場報告・質疑応答④〈フランス〉

13:50-14:25

(35 分)

レップによる市場報告・質疑応答⑤〈イタリア〉

14:25-14:30

(5 分)

14:30-15:05

(35 分)

レップによる市場報告・質疑応答⑥〈ドイツ〉

15:05-15:40

(35 分)

レップによる市場報告・質疑応答⑦〈スペイン〉

15:40-15:45

(5 分)

15:45-16:20

(35 分)

16:20-16:30

レップによる市場報告・質疑応答①〈ニューヨーク〉
休憩

昼休憩

休憩

休憩
レップによる市場報告・質疑応答⑧〈イギリス〉
閉会

※上記内容は変更の可能性がございますのでご了承ください。
※今年度については市場別相談会の実施はございません。セミナー中の Q&A にて奮ってご質問ください
※途中入場、退場は自由です。どの時間からでもご参加いただけます。
※セミナー視聴後のアンケート回答者には、レップ発表資料をお送りします。
※参加登録者には、後日当日の動画のアーカイブ配信リンク・Q&A 集をお送りします。

令和２年度

東京観光レップの設置国・地域
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（発表者：鈴木佳加）
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（発表者：方健太郎）
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レップの詳細は、GO TOKYO サイト内でもご紹介しています。https://www.gotokyo.org/en/agent/rep/index.html
https://www.gotokyo.org/en/agent/rep/index.html

