報道関係各位
ツーリズム EXPO ジャパン推進室
2022 年 9 月 1 日

～4 年ぶり東京開催！日本最大の旅の祭典 出展ブース最新情報 第一弾！～

「ツーリズム EXPO ジャパン 2022」注目出展ブース
サステナビリティ観光や旅の多様性など、新しい時代の旅のカタチを提案！
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)は、「ツーリズ
ム EXPO ジャパン 2022」を 9 月 22 日（木）～25 日（日）までの 4 日間、東京ビッグサイトにて開催します。

■開催まで 3 週間！注目のブース最新情報 第一弾 を公開！
開催まで約 3 週間に迫った「ツーリズム EXPO ジャパン 2022」は、今回で 8 回目、2018
年以来 4 年ぶりの東京開催となります。「新しい時代へのチャレンジ～ReStart」をテーマ
に、再び世界の観光事業者が集結する日本最大の場として世界 70 カ国以上の国と地
域、全国 47 都道府県から数多くの出展者が一堂に会し、新型コロナウィルスの感染拡大
の影響により、大きな打撃を受けた観光業界の復活を後押しするべく、旅行需要回復への
寄与、観光産業の復活・再生、そして経済への貢献を目指し開催します。
今回の出展企業・団体においては、コロナ禍以降、ウィズコロナ・ポストコロナを見据えた新
しい時代の観光資源の開拓や取り組みが行われ、旅の楽しみ方の多様性や SDGs といっ
たサステナビリティに配慮した、従来の観光とは一線を画す最新の旅のカタチをご覧いただけ
ます。また各ブースでは、地域の特徴や特産を活かしたイベントが実施され、来場者に様々
な旅の魅力を発信してまいります。
また、見どころブース情報第二弾リリースの配信は、9 月 14 日（水）を予定しています。

ツーリズム EXPO ジャパン 2022 ブース情報 第一弾！
～注目ブース トピックス！～
●加速するトラベルテック！メタバースや VR といったデジタルテクノロジーを駆使した体験スポットが登場！
●環境にやさしい食品やグルメが登場！プラントベースハンバーガーに、コオロギスナックも！
●地域の伝統や文化を体験する様々なワークショップに、うれしいプレゼントが当たる来場者参加イベントが目白押し！
●著名人によるスペシャルトークショーなど各出展者による多彩なステージ展開！

★メディア登録
当日の取材につきましては、ツーリズム EXPO ジャパン公式サイトよりご登録をお願い致します。
https://tej2022.jcdbizmatch.jp/jp/Participation
＜ツーリズム EXPO ジャパンに関するお問い合わせ＞
ツーリズム EXPO ジャパン推進室 電話：03-5510-2004 E-mail：event@t-expo.jp
＜取材に関するお問い合わせ＞
ツーリズム EXPO ジャパン広報代行 ㈱プラップジャパン 小林・富谷・飯塚・松葉
TEL：03-4570-3183 MOBILE：080-4066-5284 E-mail：t-expo@prap.co.jp
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初出展情報
※各カテゴリ内順不同です。
アフリカ
タンザニア観光局、ACCESS UGANDA TOURS LTD.、ジンバブエ観光省
ヨーロッパ
Pointers Travel Croatia、SALINA TURDA、ヨーロッパ観光委員会、Cappadocia Cave Resort & Spa
中東
サウジアラビア政府観光局、カタール航空、ジオランド旅行代理店
中央アジア
中央アジア × JICA
アジア
K-Story Tours、ブルネイ ダルサラーム、ソネバ、クリスタル ライフ ツーリズム、ベトナム観光開発基金、
スターラックス航空、宜蘭鳳梨屋 / 墾丁スワンレイクホテル
旅行会社
一般社団法人インバウンドガイド協会、otomo 株式会社
オンライン商談
Flywire 合同会社、舞妓お座敷体験 UTAGE -宴北海道
ウポポイ / 北海道登別洞爺広域観光圏協議会、北海道 大雪エリア、北海道 富良野・美瑛、北海道 美唄市、
一般社団法人 七飯大沼国際観光コンベンション協会
東北
気仙沼市観光協会
関東
一般社団法人渋谷 MICE 協会、BELLUSTAR TOKYO／HOTEL GROOVE SHINJUKU、吾妻忍者アカデミー、
東京商工会議所
関西
城崎温泉 ～ KINOSAKI EXPERIENCE、淡路島西海岸（株式会社パソナグループ）、
日本観光ショーケース in 大阪・関西
中国
岡山県高梁川流域圏、津山市
九州
シュガーロード連絡協議会、世界自然遺産「奄美・沖縄」、長崎県西海市 / 無人島・田島（株式会社大村湾リゾート）
沖縄
嘉手納町
ホテル・旅館・宿泊施設
ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン
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関連企業・団体
エピスタコーポレーション / （株）カサロ、新日本交通、次世代モビリティ Rimo、ダイビングスクール Sionn、ジーキャンプ、
株式会社 FUGU INNOVATIONS JAPAN、株式会社テレコムスクエア、合同会社 KOKO、株式会社榎本事務所、
青年海外協力隊事務局、多言語アバターガイドと旅する日本、MUIC Kansai、ガイド旅、
一般社団法人全国運輸環境協会、全国工場夜景都市協議会、株式会社ジェイアール東日本企画、経済産業省、
公益社団法人 日本バス協会、スポーツ文化ツーリズムアワード
ドライブツーリズム
日の丸リムジングループ、株式会社 COCOHARETE、ENECHANGE 株式会社
ワーケーション
株式会社トヨタツーリストインターナショナル、河津町
星空ツーリズム
全国石油商業組合連合会、一般社団法人ヨロン島観光協会、岡山県 井原市
特別コーナー
―アドベンチャーツーリズム：エフ ティー エス ツーリズモ（FTS TURISMO LTDA）、オンリーワントラベル、
橡實旅行社有限公司、一般社団法人 山中湖観光協会、津和野町日本遺産活用推進協議会、
マウントフジ里山バケーション＆ 縁やマウントフジエコツアーズ、
―アカデミー：埼玉女子短期大学 三ツ木ゼミナール、神戸大学
―クルーズ：クルーズせとうち、関門港クルーズ振興協議会（北九州市、下関市）、九州 7 市港湾連携（下関市、北九
州市、福岡市、佐世保市、八代市、別府市、日南市）、長崎県クルーズ振興協議会、（一社） 日本外航客船協会、
株式会社クルーズプラネット、JTB クルーズ（国内）、JTB クルーズ（海外）、南紀白浜グラスボート、横浜市港湾局
―観光 SDGs：BRIDAL LAND WAKASA（株式会社アルファブランカ）、備前の里山、里海を世界ブランドへ！、
株式会社ステレオ・スキップ、メルーナ
―旅の広場：株式会社谷町君旅行、（株）フレア ツアーズ、広島アクティビティ
―スポーツツーリズム：星野リゾート アルツ磐梯（スキー場）/ 猫魔スキー場、【 ホノルル気分で RUN＆WALK 】 地域
の魅力再発見イベントプラットフォーム「めぐろーかる」、愛媛県、TABIRIN（たびりん）
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見どころブースのご紹介～目次～
出展者ブースでは、各地域やサービスの特色を生かした様々なコンテンツをご用意して来場者をお迎えします。
*掲載画像はイメージです。実際のブース等とは異なる場合がございます。
■国内ブース
・Righteous Burger（ライチャスバーガー）
・東洋大学 国際観光学部

・北海道 大雪エリア
・淡路島 洲本市

■海外ブース

・静岡県

・サウジアラビア政府観光局

・九州(福岡県、鹿児島県、熊本県、宮崎県、

・マルタ観光局

長崎県／佐賀・長崎デスティネーションキャンペーン、

・南アフリカ観光局

大分県、九州＿佐賀県、シュガーロード連絡協議会)

■企業ブース

・沖縄県

・近畿日本ツーリスト株式会社/クラブツーリズム株式会社

・一般社団法人ヨロン島観光協会

（KNT-CT ホールディングス）

・岡山県高梁川流域圏/倉敷市

・日本旅行

・農泊 ～Countryside Stays～

・エバー航空

・マウントフジ里山バケーション＆ 縁やマウントフジエコツア
ーズ

～国内ブース～
【北海道 大雪エリア *初出展】
北海道・旭川市を中心とした大雪（たいせつ）エリア。冬キャンプをコンセプトとしたブー
スでは VR セットをご用意し、キャンプ用チェアに座りながら大雪エリアのバーチャル体験
をしていただけます。大雪エリアをイメージした香りも漂い、五感を通じて深い没入体験を
お楽しみください。
https://www2.t-expo.jp/exhibitors/view/ja/44021/BtoC

【淡路島 洲本市】
淡路島 洲本市のブースでは、一般日の 24 日（土）25 日（日）に大人気イベントの
甘くてみずみずしい淡路島の特産品「たまねぎ」のつかみ取りを実施します。古来には朝廷
に食材が献上され「御食国（みつけくに）」と呼ばれた洲本市の“食・歴史・名所”をブース
でご堪能ください。
https://www2.t-expo.jp/exhibitors/view/ja/43756/BtoC
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【静岡県】
2022 年の出展では鎌倉から江戸時代に武将たちの天下攻防の舞台となった
「ぶしのくに静岡県」の力強く、逞しい一面を前面にブースを展開。お茶のアロマ香
るブースでは、武将ゆかりのスポット紹介をヒントに解くクロスワードパズルや、イケメ
ン武将キャラクターイラストパネルでの写真撮影をお楽しみいただけます。
https://www2.t-expo.jp/exhibitors/view/ja/43860/BtoC

【九州(福岡県、鹿児島県、熊本県、宮崎県、長崎県／佐賀・長崎デス
ティネーションキャンペーン、大分県、九州＿佐賀県、シュガーロード連絡
協議会)】
アメリカ TIME 誌により 2022 年版「世界の最も素晴らしい場所 50 選」に選ばれた九
州。「感動がある。物語がある。九州」をキーメッセージに、九州がひとつとなり展開され
るブースでは各県・団体が工夫を凝らしたステージの実施や、JR 九州観光列車客室
乗務員による観光案内を行います。９月 23 日には佐賀と長崎を結ぶ「西九州新幹
線」が開業し、インフラも便利になる九州全域の魅力をブースで体感ください。
https://www2.t-expo.jp/exhibitors/view/ja/43865/BtoC

【沖縄県】
今年本土復帰 50 周年を迎える沖縄県は、従来の観光に加え、スポーツやサステナ
ビリティをコンセプトとした旅のスタイルを提案していきます。ブースでは、沖縄県のゆる
キャラが皆様をお出迎えし、琉球舞踊で用いる楽器の演奏や貝殻細工などをブース
内で体験していただけます。
https://www2.t-expo.jp/exhibitors/view/ja/43988/BtoC

【一般社団法人ヨロン島観光協会*初出展】
エメラルドグリーンの海に囲まれたヨロン島、夜には空一面に広がる満点の星空も魅
力の一つ。ブースでは星空の専門家「星のソムリエ®」が星空ツーリズムをご紹介する
ほか、ヨロン島の星空を疑似体験いただける VR 映像をご覧いただけます。
https://www2.t-expo.jp/exhibitors/view/ja/44006/BtoC

【岡山県高梁川流域圏*初出展 /倉敷市】
国産ジーンズ発祥の地であり、繊維産業やモノづくりが盛んな町、倉敷。
ブースでは、モノづくりの街・倉敷で生まれたマスキングテープを使用した缶バッジの制
作や、倉敷市の特産品である畳縁（たたみべり）でヘアゴムやブローチの作成をお楽
しみいただけます。ワークショップを通じてモノづくりの楽しさをご体験ください。
https://www2.t-expo.jp/exhibitors/view/ja/44076/BtoC
https://www2.t-expo.jp/exhibitors/view/ja/44027/BtoC
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【農泊 ～Countryside Stays～】
SDGs・サステナブルの観点からも関心が寄せられている農山漁村滞在型旅行の
「農泊」。ブースでは、UNWTO（国際世界観光機構）ベスト・ツーリズム・ビレッ
ジ 2021 に選出された、京都府南丹市美山町など、日本各地の農泊地域とブー
スをライブでつなぎプレゼンテーションステージを実施します。また最終日の 25 日
（日）には、眞鍋かをりさんをお招きしてスぺシャルトークショーが実施されます。
https://www2.t-expo.jp/exhibitors/view/ja/43802/BtoC

【マウントフジ里山バケーション＆ 縁やマウントフジエコツアーズ*初出展】
SDGs をコンセプトに「和」をテーマとしたエコツーリズムを展開するグランピング施設。ブ
ースでは富士山の麓の里山を巡るエコツアーで使用される E-バイクの展示や、トレン
ドのサウナテント体験をプレゼントする企画もご用意して皆様をおまちしています。
https://www2.t-expo.jp/exhibitors/view/ja/43983/BtoC

【Righteous Burger（ライチャスバーガー）】
使用する食材は全てプラントベースで、パティには豆腐や野菜、穀物、スパイスをしっかりと
使い、ボリュームたっぷりのオリジナルパティを毎日手作りしています。おススメは、ヴィーガン
チーズを使用した、素材の旨味とチーズのコクで味わい深いチーズバーガー。満足度の高い
ヴィーガンバーガーがツーリズム EXPO ジャパンに登場します。
https://www2.t-expo.jp/exhibitors/view/ja/43812/BtoC

【東洋大学 国際観光学部】
東洋大学ブースでは、６つのゼミによる観光によるまちづくりの提案や、Z 世代の海外
旅行緊急意識調査の結果発表、フランス政府観光局とのコラボ企画など、次世代
の観光業界を担う若者の視点で新しい旅の提案を楽しくお届けします。
https://www2.t-expo.jp/exhibitors/view/ja/43914/BtoC

～海外ブース～
【サウジアラビア政府観光局 *初出展】
ツーリズム EXPO ジャパンに初出展となるサウジアラビア。2019 年にビザが解禁とな
り、海外からの観光客の受入れが始まるなど新しいサービスや規制緩和が進んでいま
す。ブースでは、クロマキー撮影のフォトブースをご用意し、お好みのサウジアラビアの壮
大な風景を背景に写真撮影をしていただけます。
https://www2.t-expo.jp/exhibitors/view/ja/44231/BtoC
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【マルタ観光局】
地中海の温暖な気候で文化遺産とリゾートが両立する島マルタ共和国。人口の約 2 倍
もの猫がいる猫好きの聖地としても知られ、現地の人気フォトスポットとなっているネコ像
「通称：アタス君」が、１/3 スケールで装いを新たにブースに初登場！来場者の皆様に、
現地さながらの記念撮影をお楽しみいただけます。
https://www2.t-expo.jp/exhibitors/view/ja/43806/BtoC

【南アフリカ観光局】
カラフルでポップなブースがひときわ目を引く南アフリカ観光局ブース。幾何学模様が特
徴の “ンデベレアート”やビーズアクセサリーが制作できるワークショップ、ワイン＆ルイボ
ス茶の試飲、バーチャルサファリ体験などがお楽しみいただけます。25 日には南アフリカ
観光親善大使を務める女優の高橋ひとみさんによるトークショーも予定しています。
https://www2.t-expo.jp/exhibitors/view/ja/43745/BtoC

～企業ブース～
【近畿日本ツーリスト株式会社/クラブツーリズム株式会社（KNT-CT ホールディングス）】
KNT-CT ホールディングスは、これまでの旅行サービスを中心とした非日常に加え、
“未来創造事業”として自社のリソースを活かした新規事業の開発に取り組んでいます。
今回の出展ブースでは、「未来創造事業」の取組の一つで今話題の、国産コオロギ粉末
を配合したコオロギスナック「クリッピー」をご紹介。会場でアンケートに回答いただいたご来
場者様へ差し上げます(数量限定)。
https://www2.t-expo.jp/exhibitors/view/ja/43815/BtoC
https://www2.t-expo.jp/exhibitors/view/ja/43918/BtoC

【日本旅行】
日本旅行ブースでは、協業するガイアリンク社のメタバースプラットフォーム「Virbela
（バーベラ）」を体験いただけるエリアを設置。ご自身の分身となるアバターにて 3D 仮
想空間の「ガイアタウン」を自由に散策いただき、会議・研修等に活用できるバーチャル
オフィス等を見学できます。VR ゴーグル不要で、誰もが気軽に PC1 台でメタバース空
間にアクセスでき、当たり前のコミュニケーションを取り戻し進化させる新しいコミュニティの
形を体験ください。
https://www2.t-expo.jp/exhibitors/view/ja/43820/BtoC

【エバー航空】
エバー航空ブースでは、クイズに正解すると台湾行きのペアチケットやオリジナルグッズが
当たる“エバーガチャ”を開催。実際のボーディングさながら、搭乗口で QR コードを読み
込ませチェックインをしてブースに入場。ウォークスルーのブースを進むと、キャビン内やサ
ービスの様子をご覧いただけ、そこにはクイズのヒントが散りばめられています。旅するよ
うなワクワク感をご体感ください。
https://www2.t-expo.jp/exhibitors/view/ja/43743/BtoC
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■ツーリズム EXPO ジャパンとは
旅の総合イベントとして 2014 年に開催をスタートした「ツーリズム EXPO ジャパン」。この日のためだけに、世界各国や地
域、日本全国の観光地が集結する、世界最大級の旅の祭典です。「世界のツーリズムをリードする」世界最大級の総合
観光イベントであるツーリズム EXPO ジャパンは、海外・国内・訪日を三位一体と捉え「観光の未来」を示す観光産業総
合見本市として、観光振興や持続可能な地域の発展を目指し、参画する事業者各々の知見共有や議論の機会、展示
会や商談会、消費者向けのプロモーション、ダイレクトマーケティング等の機会を提供しています。また 8 回目・4 年ぶりとな
る 2022 年の東京開催では、新型コロナウィルスの感染拡大により大きな打撃を受けた観光産業に対し、ウィズコロナ・ア
フターコロナを見据えた観光産業の発展と旅行需要回復への寄与・貢献を目指します。
世界各国の最新の旅情報が入手できるほか、ステージでは、各出展者が観光の魅力を伝えるプレゼンテーションや、色華
やかな本場の伝統舞踊やダンスのパフォーマンスもあり、世界一周気分が楽しめます。

【開催概要】
名

称： ツーリズム EXPO ジャパン 2022（英文：Tourism EXPO Japan 2022）

会

期： 22 日（木）10:00～17:00
23 日（金・祝）10:00～18:00
24 日（土）10:00～18:00
25 日（日）10:00～17:00
※9 月 22 日(木)、23 日(金・祝)は業界関係者の商談会のため一般の方は入場できません。

会

場： 東京ビッグサイト・会議棟、東展示棟（東１・２・４・５ホール）、会議棟（605～608 会議室）

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）

チ ケ ッ ト： 9 月 24 日(土)・25 日(日)の一般入場料
前売券：1,000 円（税込）／当日券 ：1,300 円（税込）
※保護者同伴の高校生以下の子供と、学生証を提示する中高生は無料。
※障がい者ならびに介護者 1 名は手帳提示で当日券のみ 300 円割引。

ホームページ：https://t-expo.jp/

★メディア登録
当日の取材につきましては、ツーリズム EXPO ジャパン公式ホームページよりご登録をお願い致します。
https://tej2022.jcdbizmatch.jp/jp/Participation

＜ツーリズム EXPO ジャパンに関するお問い合わせ＞
ツーリズム EXPO ジャパン推進室 電話：03-5510-2004 E-mail：event@t-expo.jp
＜取材に関するお問い合わせ＞
ツーリズム EXPO ジャパン広報代行 ㈱プラップジャパン 小林・富谷・飯塚・松葉
TEL：03-4570-3183 MOBILE：080-4066-5284 E-mail：t-expo@prap.co.jp
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