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2022年7月26日 

日本政府観光局（JNTO）は、9 月 7 日、8 日に東京で「第 25 回 JNTO インバウンド旅行振興フォーラ

ム」を開催します。3 年ぶりに訪日客誘致に取り組む自治体・企業のみなさまを会場にお迎えし、国際観

光の在り方として注目を集めるサステナブルツーリズムをテーマとしたパネルディスカッションや、北海

道での開催が予定される ATWS2023 を見据えたアドベンチャートラベルに関する基調講演をお届けしま

す。また、JNTO からも海外事務所長による各市場の最新動向の他、地域の旅行消費額の押し上げに繋が

る高付加価値旅行や地域連携プロモーションなど、今後のインバウンドに携わる皆様のお取り組みにお役

立ていただけるテーマをご用意しております。多くの報道関係の皆様の取材を心よりお待ちしています。 

※ 本リリースは国土交通記者会・交通運輸記者会に配布しております。 

 

「第25回 JNTOインバウンド旅行振興フォーラム」講演会取材のご案内 

～3年ぶりのリアル開催！JNTO海外事務所長や外部講師による講演会を実施～ 

●「JNTO インバウンド旅行振興フォーラム」について 

JNTO 賛助団体・会員制度に加入し、訪日客誘致に取り組む 

自治体及び民間事業者等約 500 団体を対象に、毎年、 

各市場の最新動向の講演や海外事務所長との相談会を実施。 

2021 年度（完全オンライン）参加者は約 1,170 名（延べ数）。 

 

●開催日時・場所（ハイブリッド形式） 

日時：2022 年 9 月 7 日（水）  9：30～17：50（9：00 開場） 

9 月 8 日（木）  9：30～17：50（9：00 開場） 

会場：ホテル雅叙園東京（https://www.hotelgajoen-tokyo.com/access#1）またはオンライン 

 

●取材のお申し込み（8 月 31 日（水）17:00 締切） 

取材をご希望の場合は、別紙の取材申込書に必要事項をご記入の上、メールにてお申し込みください。 

別紙の講演プログラム（全 2 日間）が取材可能です。 

※研究、調査、聴講を主目的とされている場合は、一般有料参加でのお申し込みをお願いいたします。 

参加申し込み：https://jnto-forum2022.jp/ 

【お問い合わせ先】  

 地域連携部 会員サービスグループ 末、青島 

TEL：03-5369-3337 E-MAIL：members-service@jnto.go.jp 

https://www.hotelgajoen-tokyo.com/access#1
https://jnto-forum2022.jp/
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別紙 

■1 日目（9/7）講演プログラム 

※2 日間とも同会場、及びオンラインで行います。 

※講演順や内容は変更の可能性がございます。 

分類 テーマ

9:30 ~ 9:40

9:40 ~ 10:00 観光庁 インバウンドの現状と回復に向けて 観光庁　国際観光部　国際観光課長

10:00 ~ 10:30 国内連携 JNTOの今後の主な取り組み 企画総室長

10:30 ~ 10:45

10:45 ~ 11:05 欧米豪 豪州市場 シドニー事務所長

11:05 ~ 11:25 韓国市場 ソウル事務所長

11:25 ~ 11:45 台湾市場
公益財団法人日本台湾交流協会台北事務所

経済部主任

11:45 ~ 13:15

13:15 ~ 13:45 中国市場 上海事務所長

13:45 ~ 14:05 香港市場 香港事務所長

14:05 ~ 14:20

14:20 ~ 14:40 マレーシア市場 クアラルンプール事務所長

14:40 ~ 15:00 フィリピン市場 マニラ事務所長

15:00 ~ 15:20 ベトナム市場 ハノイ事務所長

15:20 ~ 15:35

15:35 ~ 15:55 スペイン市場 マドリード事務所長

15:55 ~ 16:15 イタリア市場 ローマ事務所長

16:15 ~ 16:30

一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー会長

 下地　芳郎　様

アルパインツアーサービス株式会社代表取締役社長

 芹澤　健一　様

カナダ観光局日本地区代表　半藤　将代　様

JNTO理事長代理（ファシリテーター）

休憩

昼休憩

休憩

休憩

休憩

東アジア

東アジア

東南アジア

欧米豪

パネルディス

カッション

これからのインバウンドの重要性と地方誘客による創

生／サステナブルについて（予定）

時間 講演者

主催者挨拶

16:30 ~17:50

1日目：9/7（水）
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■2 日目（9/8）講演プログラム 

※2 日間とも同会場、及びオンラインで行います。 

※講演順や内容は変更の可能性がございます。 

市場 テーマ 講演者

ニューヨーク事務所長

米国・カナダ・メキシコ市場 トロント事務所長

メキシコ事務所長

10:20 ~ 10:35

10:35 ~ 10:55 国内連携 地域連携プロモーション 地域連携部長

10:55 ~ 11:15 シンガポール市場 シンガポール事務所長

11:15 ~ 11:35 タイ市場 バンコク事務所長

11:35 ~ 13:05

14:05 ~ 14:20

14:20 ~ 14:40 MICE ポストコロナに求められるインセンティブ旅行の動向 MICEプロモーション部長

14:40 ~ 15:00 インド市場 デリー事務所長

15:00 ~ 15:20 インドネシア市場 ジャカルタ事務所長

15:20 ~ 15:35

15:35 ~ 15:45 国内連携 高付加価値旅行について 市場横断プロモーション部長

15:45 ~ 16:35 欧米豪・中東 米国・中東市場における高付加価値旅行について ロサンゼルス事務所長・ドバイ事務所長

16:35 ~ 16:50

16:50 ~ 17:10 ドイツ市場 フランクフルト事務所長

17:10 ~ 17:30 フランス市場 パリ事務所長

17:30 ~ 17:50 英国市場 ロンドン事務所長

世界のアドベンチャートラベルのトレンドと日本におけ

る可能性について（予定）

欧米豪

休憩

昼休憩

休憩

休憩

欧米豪

東南アジア

東南アジア

休憩

9:30 ~10:20

時間

Adventure Travel Trade Association

(ATTA)

アジアディレクター　Hannah Pearson　様

13:05 ~14:05 基調講演

2日目：9/8（木）



■日時：

■場所：

貴社名

御所属 御役職

媒体名

媒体URL
（ウェブサイトの場

合）

ご担当者名

（記者名）

メールアドレス

電話番号

ご参加者数 名

撮影の有無 無 ・ 有

ご来訪予定時間 時頃 ご退出予定時間 時頃

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL：03-5369-3337

　□　　1日目：9月7日（水）9:30～17:50

　□　　2日目：9月8日（木）9:30～17:50

日本政府観光局　（JNTO）　地域連携部　会員サービスグループ　宛

送付先：members-service@jnto.go.jp

第25回JNTOインバウンド旅行振興フォーラム

 【お申込期限】：8月31日（水）17:00

※　本取材申込みは講演会を対象にしています。

　　 交流会の取材をご希望の方は、事前にお問い合わせください。

※　記事を掲載可能な媒体（新聞、雑誌、ウェブサイト等）をお持ちの場合は「取材」でお申し込みください。

　　 研究、調査や聴講を主目的とされている場合は、「一般有料参加」にてお申し込みをお願いします。

●お問い合わせ先：　日本政府観光局地域連携部会員サービスグループ　末、青島

上記送付先までメールにて、本申込書あるいは下記全ての項目内容をお送りください。

（　スチール　・　ムービー　（　ハンディ　・　ENG　））

※　個別インタビュー等をご希望の場合は、当欄にご希望の取材先、日時をご記入ください。

ホテル雅叙園東京

ご意見/

ご質問

9月7日（水）・8日（木）　9：30～17：50

取材希望日


