ニーズに合わせたさまざまな出展スタイル
本年は特集エリアを設定。エリア内に出展することで、目的意識の高い来場者と接触可能‼
会場ガイドやホームページにて各エリアを紹介します。
※テーマ別出展の出展料金は通常出展料金と同じになります。

テーマ別出展

ワーケーション

ふるさと納税

コロナウィルス感染拡大の
影響で、テレワークの普及
が追い風となり、仕事
（ワー
ク）と余暇
（バケーション）
を組み合わせる
「ワーケー
ション」への関心が高まっ
ています。

コロナ禍の巣ごもり消費
が後押しし、2020年度の
ふるさと納税額は多くの自
治 体で過 去最高額となり
ました。関 係人口創出や
地 域活性化を目指す自治
体もあり、様 々な活 用方
法が模索されています。

MaaS

鉄 道、バス、タクシー、飛
行機など、タイプや運営事
業者の異なるモビリティサー
ビスを、ICTを活用してシー
ムレスにつなぐMaaS。交
通の利便性向上はもちろん、
あらゆる業界から注目されて
います。

ドライブツーリズム

withコロナ時代の国内旅行
はクルマ旅がトレンドになっ
ています。ドライブ旅行では
訪問先の特産品購入、飲
食も大きな目的でSAPA、
道の駅、ドライブインなどで
の消費も拡大の一途です。

主催者企画

星空ツーリズム

アドベンチャーツーリズム

今、
注目を集める
「星空ツー
リズム」
。夜間観光振興、
滞 在型 旅 行の喚 起、生
態系の保護・CO2削減な
どに貢献し、持続可能な
観光を実現する観光コン
テンツとして
「星空」の活用
に期待が高まっています。

アドベンチャーツーリズムと
は
「アクティビティ、自然、文
化 体 験の3要 素のうち、2
つ以上で構成される旅行」の
こと。自然を生かした様々な
アウトドアアクティビティを
中心に、国内外のアドベン
チャーツーリズムを紹介して
いきます。

アカデミー

産学連携の出展コーナー。
00年代に大学の観光系学
部や学科が増え、その後、
観光系学部や学科の新設
が続きました。今や、4年制
大学の観光系の学部・学科
は全国に43もあります。ア
カデミズムが観光にもたらす
役割とは？

クルーズ

新型コロナウィルスの多大な
影響を受けていたクルーズ業
界。ここにきて、関連事業者
が復活に向けて動きはじめて
います。感染対策を徹底した
安心・安全なクルーズ旅行
情報と寄港地周辺の観光資
源の魅力など発信するクルー
ズコーナーを設置します。

オンライン出展

B toB オンライン商談

在外海外出展者など、会場に出展することが難しい出展者に対し、
アポイントメント商談会用にオンライン専用出展ブースプランを用意。
オンラインで出展することで、会場まで足を運ばずに効率的に商談
可能。当日は運営スタッフがサポートします。

［オンライン商談出展概要］
出展料金：275,000円（税込）
／小間（オンライン出展仕様）
小間仕様：オンライン出展仕様（1m×1m）
（付帯備品）バックパネル、出展者社名板、小間番号、パソコン、
インターネット回線、テーブル＆椅子（バイヤー用）

2020年ツーリズム EXPO、オンライン商談会の様子

※主催者企画、オンライン出展の詳細は推進室までお問い合わせください。
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M a a S エリアの ご 案 内
ツーリズム EXPO ジャパン 2021 大阪・関西では、新しい旅のカタチ・スタイルとして
「MaaS エリア」を設置します。
このエリアは、
「おすすめエリア」としてウェブサイトやチラシなどで情報を発信します。
鉄道、バス、タクシー、飛行機など、タイプや運営事業

地としての地域の魅力向上と持続可能な発展のために、地

者の異なるモビリティサービスを、ICTを活用してシームレ

域と企業の交流の場としてMaaSエリアを新規設置します。

スにつなぐ MaaS（Mobility as a Service）
。国土交通省

先進事例をPR する機会にもご利用いただけます。ぜひツー

は、2019年には
「先行モデル事業」19事業を選定、今年

リズムEXPOジャパンをご活用ください。

度においても事業選定です。
観光地やニュータウンにおける地域内の交通連携など、
範囲を限定しながら各地で続々と始動。交通の利便性向上
はもちろん、都市部の渋滞、地方の過疎化・人口減少など
の課題解決も期待できることから、あらゆる業界から、成
長戦略の一つとして注目されています。
ツーリズムEXPOジャパンは観光産業のすそ野の広がり
とともに多種多様な方々に出展いただいております。観光

観光業界のキーパーソンが集結‼ 観光事業者とのネットワーク拡大のチャンス‼

国内・訪日観光関係者

誰 と 何 が で き る？

マッチング

ツーリズム EXPOジャパン出展者

例：ツーリズム EXPOジャパンに出展する自治体や DMO の訪日誘客担当者、ホテル・宿泊施設、観光施設等

（1小間2枠の商談会登録権利あり）

国内・訪日旅行会社

商談会登録バイヤー

例：国内・訪日観光で商材を探している国内にある旅行会社の担当者、最新情報を求める観光産業関係者や、観光業界と
のビジネスを模索する異業種企業・団体

出展者

プラットフォーム
開発事業者、鉄
道会社、車メー
カー、バス会社、
レンタカー等

国内・訪日旅行会社

出 会 える

ツーリズムEXPOジャパン業界来場者

例：国内・訪日観光で商材を探している国内にある旅行会社の担当者、最新情報を求める観光産業関係者や、観光業界と
のビジネスを模索する異業種企業・団体

一般来場者

例：旅行意識の高い一般消費者

MaaSエリア概要

出展ブース仕様

名称

小間番号札

ツーリズムEXPOジャパン2021 大阪・関西 MaaSエリア

特集エリア出展メリット

・会場ガイドでのエリアPR（吹き出しや特集エリア紹介ページでの露出
・WEBでの特集エリア紹介ページでの露出
・来場メディアへの優先的紹介、メディアセンターでの情報掲出 など

出展申し込み
出
展 早割
料
金 通常

基礎小間

スペース（敷地のみ）

¥506,000（税込）／小間（9㎡）
¥550,000（税込）／小間（9㎡）

¥455,400（税込）／小間（9㎡）
¥495,000（税込）／小間（9㎡）

申込期限について
早期割引申込期限

2021年 6月30日 水

通常申込期限

ツ ー リズ ム E X P O ジ ャパ ン 推 進 室
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2021年8月31日 火

社名板

パラペット

300

● 含まれるもの
2,700
・システムパネル
・社名板 ・小間番号板
・カーペット
・無料電源供給100V500W ＋
2,970
コンセント1個
・出展者パス
（5個／小間）
※小間でお申込みの場合、原則1～2面開放になります。

システム
パネル

2,970
カーペット（ブルー）

6,000

● 含まれるもの

・出展者パス
〈9㎡〉
）
（5個／スペース

3,000

3,000
6,000

● スペース条件
・4スペース
（36㎡）
以上からの
お申込になります。
＊敷 地 の み の お 渡し
・36㎡以上をお申込の場合は9㎡単位の
となります
追加となります。
・スペースの引渡し形状については、ご相談に応じます。
・72 ㎡以上のお申込の場合、可能な限り島小間（4面開放）にてス
ペースを提供します。
・無料電源供給はありません。

住所：〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-3-3 全日通霞が関ビル4F
電話：03-5510-2004 FAX：03-5510-2012 E-mail：event＠t-expo.jp
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