ご来場の際は、HP に記載の
新型コロナウイルス感染症対策に関する
注意事項を必ずご確認のうえご来場ください。

木
10：00～17：00

金 祝
10：00～18：00

9/24日
（土）
〜9/25日
（日）は、一般来場者向けの展示会となります
【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 / 日本政府観光局

【特別協力】 一般社団法人全国旅行業協会
【後
援】 国土交通省 / 国土交通省観光庁 / 総務省 / 外務省 / スポーツ庁 / 文化庁 / 厚生労働省 / 農林水産省 / 環境省 / 東京都 / 公益財団法人東京観光財団 /
独立行政法人日本貿易振興機構（ジェトロ）/ 一般社団法人日本経済団体連合会 / 日本商工会議所 / 東京商工会議所
【広報協力】 株式会社エイチ・アイ・エス / KNT-CT ホールディングス株式会社 / 株式会社 JTB / 東武トップツアーズ株式会社 / 株式会社阪急交通社 / 株式会社読売
旅行 / 楽天グループ株式会社
お問い合わせ ツーリズム EXPO ジャパン推進室 TEL：03 -5510 -2004 event@t-expo.jp
【協賛】

株式会社オリエンタルラ
ンド
株式会社オリエンタルラ
株式会社オリエンタルラ
株式会社オリエンタルラ
株式会社オリエンタルラ
ンド
ンド
ンド
ンド
東京海上日動火災保険株式会社
東京海上日動火災保険株式会社
東京海上日動火災保険株式会社
東京海上日動火災保険株式会社
東京海上日動火災保険株式会社

木

金 祝

4年ぶりに国内最大市場である東京で開催。国内最大の観光イベント「ツーリズム EXPO ジャパン 2022」と同時開催！
地域活性化支援ツールや宿泊・体験予約システム、人流ビッグデータ分析など最新のデジタルトランスフォーメーション
（ＤＸ）を、自
治体・観光事業者向けに約50社が出展します。観光ビジネスのキーパーソンが多く集結する本イベントに、新たなビジネス創出と活
発な商談の機会として、多くのビジネス関係者のご来場をお待ちしています。

業界⽇のご来場の際は、オンライン事前登録【⼊場無料】
を！
「ツーリズム EXPO ジャパン 来場登録」で検索！！
※事前登録でスムーズに⼊場できます

テーマ別シンポジウム
［⽇時］9⽉23⽇（⾦・祝）10：00〜14：30 ［会場］東京ビッグサイト 会議棟 6階 会議室605- 608

◦ サステナブル・ツーリズム・シンポジウム ◦ 観光地域づくりシンポジウム
テーマ：～ポストコロナに選ばれる観光とは～

テーマ：SDGsと新しい教育旅行のあり方

今日から始められるサステナブルツーリズム

［主催］公益社団法人日本観光振興協会 13：00〜14：30

［主催］⽇本政府観光局（JNTO）10：00〜11：30

ツーリズム・プロフェッショナル・セミナー
［⽇時］9⽉22⽇（⽊）、23⽇（⾦・祝） ［会場］セミナールーム 1F 東4／1F 東5／2F 東1（2）
日時
9/22
（木）

場所

講演タイトル

12:30～14:00 1F 東4
12:30～14:00 1F 東5
14:30～16:00 1F 東5
14:30～16:00
12:30～14:00
14:30～16:00
16:30～18:00
12:30～14:00

2F 東1(2)
Ａステージ
Ａステージ
Ａステージ
1F 東4

14:30～16:00 1F 東4
16:30～18:00 1F
9/23
（金・祝） 12:30～14:00 1F
14:30～16:00 1F
16:30～18:00 1F
10:30～12:00 2F

主催

アフターコロナの観光戦略と旅行会社との連携について
中小観光事業者向け経営支援のご紹介
それぞれの「観光」ＤＸ ～ DX のあるべき姿と観光予報プラット
フォームが提供できるデータと機能～
ベトナム観光振興開発
クルーズセミナー／安全・安心なクルーズの旅
第15回産業観光まちづくり大賞表彰式
ワーケーションシンポジウム
JAL ふるさと応援隊が語る地域活動について

ベトナム観光開発基金
ツーリズム EXPO ジャパン
公益社団法人日本観光振興協会
ツーリズム EXPO ジャパン／観光庁
一般社団法人日本旅行業協会 総務・広報部

星空を活かした地域ブランディングで新たな観光を興す

一般社団法人宙ツーリズム推進協議会

持 続 可 能 な 観 光 評 価 シ ス テ ム STARs（Sustainable Tourism
東4
Assessment ＆ Review System）
「法務セミナー ①ホームエージェント型旅行業者代理業者のすすめ／
東5
②個人情報保護法の改正ポイント」
東5
不思議の国ウェールズ＆美味しい国ウェールズ Try me!/Eat me!
東5
日本酒蔵ツーリズム事例紹介
東1(2) JICA セミナー：観光で持続可能な社会をつくる！

12:30～14:00 2F 東1(2)

緊急報告 「Z 世代の海外旅行意識調査」

14:30～18:00 2F 東1(2)

５年後の観光業「勝ち残り戦略」〜⼤学⽣と業界⼈が描く未来図

一般社団法人日本旅行業協会 国内旅行推進部
一般社団法人日本旅行業協会 総務・広報部
観光予報プラットフォーム推進協議会

和歌山大学観光学部
一般社団法人日本旅行業協会

法務・コンプライアンス室

英国 ウェールズ政府
日本酒蔵ツーリズム推進協議会
独立行政法人国際協力機構
一般社団法人日本旅行業協会 海外旅行推進部
（協力：アウトバウンド促進協議会）
旅行産業経営塾 OB 会

※ 8 月 26 日時点のセミナー情報となりますので、変更となる場合もございます。詳しくは公式サイトよりご覧ください。

セミナールームマップ

ステージ

東3

東5

セミナールーム 2F 東1(2)

東1

セミナールーム 1F 東4
セミナールーム 1F 東5

東4

東1ホール上部

1F

ステージ

2F

ツーリズム・プロフェッショナル・セミナー参加登録はこちらから
※登録は、
「事前来場登録」が必要になります。

特別企画のご案内 〜旅の「新しいカタチ」を紹介〜
特集エリア
特別コーナー

ワーケーション

ドライブツーリズム

アドベンチャーツーリズム
旅の広場

至 入 退 場口

東6

東2

クルーズ

観光 SDGs

星空ツーリズム
アカデミー
スポーツツーリズム

