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【今年度の開催ポイント】 

■アポイントメント商談時間を 3 割拡大！ 

「確実に商談が出来るアポイントメント商談時間を拡大してほしい」との声にお応えして、アポイントメント商談時間を前回の

6 時間 40 分（最大 20 枠）から 9 時間（最大 27 枠）に拡大します。 

 

■海外バイヤー・メディア向け関西視察プログラムを提供！ 

初の大阪開催に伴い、大阪を始めとする関西エリアについてもっと知ってもらうため、海外バイヤー・メディアを対象とする「関

西視察プログラム」を用意いたしました。 

 

 

 

 

 

 

 

【取材申し込みについて】  

  取材をご希望の場合は、以下 URL、｢取材申請｣ページより、10 月 18 日（金）までにお申込みください。 

  VJTM2019 公式ホームページ：https://www.vjtm.jp/j/  

 

 

※ 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。 

 

「VISIT JAPAN トラベル&MICE マート (VJTM) 2019」取材のご案内 

～初の大阪開催！世界 33 カ国・地域から 300 社以上の旅行会社が参加～ 

 日本政府観光局（JNTO）は、2019 年 10 月 24 日（木）から 30 日（水）に日本最大の訪日旅行（インバ

ウンド）に関する商談会「VISIT JAPAN トラベル&MICE マート（VJTM2019）」を開催します。 

 初めての大阪開催となる今回は、日本各地でインバウンドに携わる事業者・団体約 366 社・団体、および、訪日旅行

を取り扱う旅行会社（海外バイヤー）や海外メディアなど、世界 33 カ国・地域からの参加者約 331 社が一同に会す

る予定です。また、商談会後には、海外参加者向けにファムトリップ（視察旅行）の実施も予定しています。詳細は次

頁以降をご覧ください。 

 今後の販路拡大や情報発信の機会として、様々なインバウンド関連ビジネスを創出し、活発な商談が繰り広げられる

VJTM2019 への皆さまの取材をお待ちしております。 

※招待者、出展社の数は●月●日現在となります。 

【お問い合わせ先】 

○VISIT JAPAN トラベルマート・・ 市場横断プロモーション部 石川・比良（ひら）TEL：03-6691-3893 

○VISIT JAPAN MICE マート・・・ MICE プロモーション部 清水・豊島 TEL：03-6691-4852 

VJTM2018 商談会の様子 

https://www.vjtm.jp/j/
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「VISIT JAPAN トラベル& MICE マート (VJTM) 2019」 概要 

 
 
■主催：日本政府観光局（JNTO）             

■後援：観光庁 

■会場：インテックス大阪（6 号館 C ゾーン）   

■日時：2019 年 10 月 24 日（木）～30 日（水） 

■合同開催：ツーリズム EXPO ジャパン 2019 大阪・関西 

 

《商談会》 

■開催日時：2019 年 10 月 24 日(木)～26 日（土） 

 10 月 24 日（木）11:00～11:20 開会宣言／JNTO 理事長と海外バイヤー代表によるフォトセッション 

     12:50～18:00 商談会 

 10 月 25 日（金） 9:30～18:00 商談会 

 10 月 26 日（土） 9:30～14:30 商談会 

■参加者：海外一般バイヤー287 社、海外 MICE バイヤー22 社、海外メディア 22 社（33 カ国・地域） 

■出展者：国内一般セラー：338 社、国内 MICE 専門セラー：28 社 

 

《ファムトリップ》 

■日程：2019 年 10 月 27 日（日）～29 日（火）／30 日（水） 

■コース：全 12 コース（一般：7 コース、MICE：4 コース、メディア：1 コース） ※詳細は次頁をご参照ください。 

 

《海外メディア向け記者説明会》 

進行および資料は英語のみとなりますが、日本の記者の方もご取材いただけます。 

■日時：2019 年 10 月 24 日（木）13:10～14:30 

■会場：インテックス大阪（6 号館 2 階ホールＦ） 

■概要：訪日外客数の最新動向、MICE 誘致の取り組み、「JAPAN Best Incentive Travel Awards 2019」受賞

者によるプレゼン等を予定 

■登壇者：日本政府観光局（JNTO）理事、同 MICE プロモーション部長、同企画総室長 
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■ファムトリップ詳細情報 

海外からの参加者に観光地等の情報を提供することで、商品化を促す国内視察旅行を実施します。 

※コース進行のため取材時間を充分お取りできない場合もございます。予めご了承ください。 

●一般コース： 

[2 泊 3 日コース]  2019 年 10 月 27 日（日）～10 月 29 日（火） 

 ①北陸・中部コース（金沢・高山・下呂 【伝統文化・現代アート】）  

 ②近畿エリアコース（京都・神戸 【寺社仏閣巡り・SAKE】）    

 ③中国エリアコース（出雲・松江・鳥取 【ハイキング・パワースポット】）  

 ④四国コース（高松・しまなみ海道・道後 【しまなみサイクリング・アート】） 

 

[3 泊 4 日コース] 2019 年 10 月 27 日（日）～10 月 30 日（水） 

 ①北海道・東北コース（留寿都・函館・青森 【大自然満喫・ナイトライフ】） 

 ②伊勢・富士コース（伊勢・鳥羽・上諏訪・山梨 【美しい眺望、古社】） 

 ③沖縄・九州コース（石垣・西表・唐津 【沖縄の自然、アクティビティ体験】） 

 

●MICE コース： 

[3 泊 4 日コース] 

 ①MICE/東北コース 

 ③MICE/関東・東京近郊コース 

 ②MICE/関西地区コース 

 ④MICE/四国コース 

 

●メディアコース： 

[3 泊 4 日コース] 

 ①北海道コース（ニセコ・小樽・札幌 【G20 観光大臣会合】） 

 

■関西視察 

インバウンド商談会終了後、半日で関西視察を行います。 

日程：2019 年 10 月 26 日（土） 

 ①大阪府内 USJ コース 

 ③大阪府内なにわ体験＆グルメコース 

 ⑤京都生活文化体験コース 

②奈良生活文化体験コース 

④京都食文化体験コース

 

  

  

NEW! 
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 《ツーリズム EXPO ジャパン（TEJ）2019 大阪・関西》 

      ・・・ツーリズム EXPO ジャパンは、「世界のツーリズムをリードする」イベントとして、観光に関わる幅広い分野の事業者が

集結する総合観光イベントです。ぜひ VJTM と合わせて取材をご検討ください。 

 

      ■開催日時：2019 年 10 月 24 日（木）～27 日（日） 

      ■主催：公益社団法人 日本観光振興協会、 

  一般社団法人 日本旅行業協会（JATA）、 

  日本政府観光局（JNTO） 

      ■開催場所：インテックス大阪 展示場 1 号館-6 号館、ハイアットリージェンシー大阪 

      ■公式サイト：http://www.t-expo.jp/biz/ 

  

         

ツーリズム EXPO ジャパン 2018 会場の様子 

 

    【取材申し込みについて】  

     取材をご希望の場合は、以下 URL へアクセスいただき、メディア登録マニュアルを参照の上、登録ください。 

     ツーリズム EXPO ジャパン メディア登録ページ： 

      https://tej2019.jcdbizmatch.jp/jp/participation 
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VJTM との

合同開催 
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