世界最大級 旅の祭典

ツーリズム EXPO ジャパン 2019 大阪・関西
2019年10月24日（木）～27日（日）ハイアットリージェンシー大阪・インテックス大阪

ツーリズムEXPOジャパン2019 及び VISIT JAPANトラベル＆MICEマート2019 スケジュール
日

会

場

8：00

9：00

10：00

ハイアットリージェンシー大阪
3階リージェンシーボールルーム
BCD
ハイアットリージェンシー大阪
3階リージェンシーボールルーム
A

11：00

12：00

13：00

開会式
12：30～12：45

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

20：00

21：00

22：00

基調講演
13：30～14:25

ジャパン・ツーリズム・アワード表彰式
12：45～13：30

第3回TEJ観光大臣会合
15：45～17：45

主催者記者会見
14：40～15：10

インテックス大阪
インテックスプラザ
スカイプラザ

WELCOME RECEPTION
18：30～20：00
展示商談会
12：00～18：00

10月24日
（木）

インテックス大阪
展示場
1～6号館

インバウンド・観光ビジネス総合展／IRゲーミングEXPO2019
10：00～18：00
VJTM2019
11:00～18:00

インテックス大阪
6号館5階 ホールG

地域活性化ネットワーキングフォーラム
15：00～17：00

インテックス大阪
5号館 セミナールーム
インテックス大阪
国際会議ホール
インテックス大阪
6号館5階 ホールG

ツーリズム・プロフェッショナル・セミナー
12：30～18：00
デジタルマーケティング・シンポジウム
10：00～12：00

海外旅行シンポジウム
13：00～14:30

都道府県・政令指定都市観光協会（連盟）会長等会議
13：00～15：00

エンターテインメント・シンポジウム
16:00～18:00
全国産業観光フォーラム
16:00～18:00

インテックス大阪
インテックスプラザ
Aステージ

ツーリズム EXPO ジャパン 2019 大阪・関西
フォーラム & セミナー

旅行業界研究セミナー
16:30～18:00

10月25日
（金）

展示商談会
10：00～18：00
インテックス大阪
展示場
1～6号館

インバウンド・観光ビジネス総合展／IRゲーミングEXPO2019
10：00～18：00
VJTM交流会
18:30～20:00

VJTM2019
9：30～18：00
インテックス大阪
5号館 セミナールーム

会期：2019年10月24日（木）～27日（日）
会場：ハイアットリージェンシー大阪 ／インテックス大阪

インテックス大阪
展示場
1～6号館

主催：公益社団法人 日本観光振興協会
（JTTA）
、一般社団法人 日本旅行業協会
（JATA）
、
日本政府観光局
（JNTO）

IRゲーミングEXPO2019
10：00～18：00
VJTM2019
9：30～14：30

ア駅
コスモスクエ

展示会（一般日）
10：00～17：00

インテックス大阪
展示場
1～6号館

閉会式・グランドフィナーレ
16：30～17：00

IRゲーミングEXPO2019
10：00～17：00

トレード
センター前駅

＊各プログラムの登壇者は現在調整中のため、
決定次第ホームページなどでお知らせいたします。また、
プログラム名などは変更となる場合がございます。予めご了承ください。

電話：03-5510-2006
E-Mail：forum@t-expo.jp
住所：〒100-0013

FAX：03-5510-2012
URL：https://t-expo.jp

東京都千代田区霞が関3-3-3

全日通霞が関ビル４F

ハイアット
リージェンシー
大阪
HP

ツーリズムEXPOジャパン

検索

ニュートラム「中ふ頭」駅下車 徒歩約3分

大阪府咲洲庁舎
（旧WTC）

ニュートラム
（南港ポートタウン線）

ホテルフクラシア
大阪ベイ

5号館

1号館

2号館

4号館
3号館

大阪アカデミア
6号館

インテックス
大阪

東ゲート

ツーリズムEXPOジャパン推進室

雨の日
おすすめ
ルート

Osaka Metro中央線「コスモスクエア」駅下車 徒歩約9分
ニュートラム「トレードセンター前」駅下車 徒歩約8分
ニュートラム「中ふ頭」駅下車 徒歩約5分

■ ハイアットリージェンシー大阪

西ゲート

お問合せ先
お申し込み先

ATC

■ インテックス大阪

至弁天町、本町

Osaka Metro中央線

︶
ッキ
・デ
アン
トリ
デス
︵ペ

10月27日
（日）

持続可能な発展の為に、今こそ観光の役割を果たす！

ツーリズム・プロフェッショナル・セミナー
10：30～18：00
展示会（一般日）
10：00～18：00

10月26日
（土）

フォーラム
全体テーマ

雨の日おすすめルート
雨の日は、トレードセンター前駅からの「雨の日おすすめルート」
を利用すると、比較的雨に濡れずにお越しいただけます。

中ふ頭駅
至住之江公園

2019.9.11
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ツーリズム EXPO ジャパン 2019大阪 関西 フォーラム&セミナー
・

開会式

招待制

日時：10月24日（木）12：30～14：25
会場：ハイアットリージェンシー大阪 3階 リージェンシーボールルーム BCD
12：30〜12：45

ジャパン・ツーリズム・アワード表彰式

12：45～13：30

基調講演

13：30～14：25

テーマ

観光デジタルマーケティング：活用事例から考える今と未来（仮）

パ ネリスト

テーマ

モデレーター

パ ネリスト

今も仕事で、世界各地の都市を訪れていますが、常に新鮮な刺激を受け続
けています。

ています。建築の仕事を通して考え続けてきた、これからの都市のあり方

テーマ

エンターテインメントで地域を元気に！

モデレーター

（建築家）

第3回TEJ観光大臣会合
日時：10月24日（木）15：45～17：45
会場：ハイアットリージェンシー大阪 3階 リージェンシーボールルーム A

人と文化による地域活性化

国連世界観光機関（UNWTO）との共催により、第 3 回

となる TEJ 観光大臣会合を開催します。世界各国の観光大臣、
国際観光団体代表を招聘し、
「人と文化による地域活性化」を

テーマに、各国、地域の事例を発表していただき、議論を深
めていただきます。

アニータ・メンディラッタ氏

（アニータ・メンディラッタ & アソシエイツ 創設者 兼 代表取締役社長）

壇

者

各国観光大臣（依頼中）、UNWTO、WTTC、PATA、ATTA 代表
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16：00 〜18：00

本シンポジウムでは、
エンターテインメントを活用した地域活性化に焦点を当てます。
エンターテインメントと観光を連携させ、
地域の活性化に貢献している国
内外の実践者から、
エンターテインメントが地域の持続可能な成長や、
観光の持続的な発展にどのように貢献しているかを共有しつつ、
課題などを議論します。

について、お話しできればと思います。

安藤 忠雄氏

山谷 佳之 氏（関西エアポート株式会社 代表取締役社長CEO）
黒須 宏志 氏（株式会社JTB総合研究所 研究理事）
遠藤 修一 氏（株式会社JTB 執行役員 個人事業本部 海外仕入商品事業部長）
永原 範昭 氏（フィンエアー 日本支社長）
井上 剛志 氏（公益社団法人 関西経済連合会 理事・国際部長 アジアビジネス創出プラットフォーム管轄）

エンターテインメント・シンポジウム 

ますますグローバル化が進む国際社会の中で、観光産業の重要性は増し

基 調 講 演 者

13：00〜14：30

インバウンド4000万人時代の海外旅行市場はどうなる ～関空の強みを活かして新たな商機を～

基 調 講 演

て一人向かったヨーロッパの旅は、私の価値観に大きな影響を与えました。

登

浩司 氏（トラベルボイス株式会社 代表取締役社長CEO）
亮 氏（合同会社ユー・エス・ジェイ セールス＆アライアンスマーケティング部 部長）
啓 氏（株式会社ベンチャーリパブリック 代表取締役社長）
明美 氏（株式会社ビースポーク 代表取締役）
秀一 氏（日本政府観光局〔JNTO〕理事）

インバウンドとアウトバウンドがともに成長するツーウェイツーリズム。史上最高となった 2018 年の海外旅行者数にはその好循環が大きく貢献しまし
た。アウトバウンドビジネスにもインバウンドの将来需要への目配りが欠かせなくなってきています。本セッションでは関西空港の山谷社長から将来戦
略をお伺いし、パネリストとともにツーウェイで需要を成長させる方策を議論します。

なった翌年の 1965 年に、世界の建築を目にするため、シベリア鉄道に乗っ

モデレーター

鶴本
金澤
柴田
綱川
亀山

海外旅行シンポジウム

旅の経験から学んだことは計り知れません。日本で海外旅行が解禁と

テーマ

10：00〜12：00

デジタルマーケティングを活用した日本や世界の先駆的な取組事例を紹介しつつ、観光産業における近未来の姿を語る機会とします。

（国連世界観光機関〔UNWTO〕事務局長）

心に残る旅

テーマ

デジタルマーケティング・シンポジウム

モデレーター

ズラブ・ポロリカシュヴィリ氏

登録制：無料

日時：10月25日（金）10：00～18：00
会場：インテックス大阪 センタービル2階 国際会議ホール

開会式

ウェルカム・スピーチ

テーマ別シンポジウム

パ ネリスト

Photo by 閑野欣次

関係者のみ

佐藤 博康 氏（松本大学 名誉教授）
小川 友次 氏（宝塚歌劇団 理事長）
奥谷 達夫 氏（吉本興業株式会社 代表取締役副社長）
鄭 辰洙 氏（韓国観光公社 東京支社 支社長）
岡本 栄 氏（伊賀市長）

その他プログラム
全国産業観光フォーラム
10月25日（金) 16：00 ～18：00
会 場
主 催
テーマ

インテックス大阪 6号館5階 ホールG
全国産業観光推進協議会・公益社団法人日本観光振興協会

産業観光のビジネスモデルについて

国内外から関心の高い産業観光について、各地の先進地事例や産業観光資源を活用した
事業創出について紹介します。

旅行業界研究セミナー

10月25日（金) 16：30 ～18：00

インテックス大阪 インテックスプラザ Aステージ
一般社団法人 日本旅行業協会（JATA）関西支部
対 象 旅行業界を志望する学生
講 演 旅行業トップが語る「旅行業界の未来について」
講 師 日本旅行業協会（JATA）
・JTB 会長 田川 博己
パネルディスカッション 第一線の若手社員が旅行業の
「魅力・情熱・苦労」を本音で語ります
会 場
主 催

登 録

登録制：無料
第３回

地域活性化ネットワーキングフォーラム

～どこにでも観光需要はある～

10月24日（木) 15：00 ～17：00
会 場
主 催

インテックス大阪 6号館5階 ホールG
2020年東京オリンピック・パラリンピックを活用した地域活性化推進首長連合

2020年オリンピック・パラリンピック開催をチャンスと捉え、地域の活性化に向けた具体的な取り
組みを共有する場として、TEJの開催時に共催フォーラムとして実施します。また、このフォーラムを
通じてネットワークの拡充と強化を図り、それぞれの知恵と力を集結し、地域活性化につなげます。

業界日限定プログラム

ツーリズム・プロフェッショナル・セミナー

10月24日（木) 12：30 ～18：00・25日（金) 10：30 ～18：00
会 場

インテックス大阪 5号館 セミナールーム

専門領域プログラムとして、各種セミナーを開催します。観光産業に携わる方々を対象
に、明日からの業務に役立つ情報はもちろん、各国のデスティネーション紹介など、幅
広い分野の方々にご参加いただけます。
＊最新情報は、HPにてご案内します。

参加登録のお申し込みは下記まで
URL： https://t-expo.jp/biz/program/t-expo_forum.html

2019/09/11 10:53

