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平成 25 年 12 月 2 日（月）から 12 月 6 日（金）まで、インドネシア、マレーシアにおいて旅行会

社を訪問し、中部（昇龍道）の観光 PR を行うとともに、旅行商品造成についての意見交換を行いま

した。実施にあたっては中部運輸局、中部国際空港等に参加いただくとともに、JNTO シンガポール事

務所にご協力いただきました。 

【マレーシア】 

人口約 3 千万人、訪日客は約 13 万人であり、今後の訪日客増加が見込まれる。 

○訪問した旅行会社 

・Reliance Travel (Vacation Asia)、Apple Vacations & Conventions 、Golden Tourworld Travel、

Parlo Tours、BMC Travel、Holidays Tours & Travel、Hello Holidays 

○主な意見 

・中部（昇龍道）に対する知識はあるが現在はゴールデンルートが主流。旅行期間は７泊程度が多

く、家族旅行の需要が見込まれる。 

・特に 3 月 17 日にエアアジアＸが名古屋からクアラルンプールに就航するのは大きな機会であり、

ビジネスや観光での利用を見込んでいる。 

【インドネシア】 

 人口約 2.4 億人、アウトバウンドは近い将来約 1000 万人に達する見込みであり、現在約 10万人

の訪日客も今後の増加が予想される。 

○訪問した旅行会社 

・Dwidaya Tour、Golden Rama 、Panorama Tour、Wita Tour、Jalan Tour 

○主な意見 

・今後は中間層の訪日客増加が見込まれる、ムスリム対応が重要になる。厳格な対応は必須ではな

い。適切な情報提供が重要。 

・中部（昇龍道）の観光地については認識不足もある。食事や桜等のテーマ性を持ってプロモーシ

ョンを実施するとよいのではないか。 

 

今後も地元の旅行会社や航空会社と連携することにより、旅行商品の企画・販売を効果的に促進し、

中部への訪日客増加につなげて行きたいと考えています。 

    

マ レ ー シ ア G o l d e n  T o u r w o r l d  T r a v e l   インドネシア Dwidaya Tour    インドネシア Wita Tour  

 

 

インドネシア・マレーシアインドネシア・マレーシアインドネシア・マレーシアインドネシア・マレーシアでセールスコールを実施でセールスコールを実施でセールスコールを実施でセールスコールを実施    

～インドネシア・マレーシアにおける旅行商品の造成・販売促進事業～ 
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2013 年の東南アジア主要 6 か国（タイ、シンガポール、インドネシア、マレーシア、フィリピン、

ベトナム）からの訪日外国人観光客数は、査証免除及び緩和等の効果もあり、1,148,800 人（前年比

48.3%増）と過去最高を記録しました。当協議会ではムスリム（イスラム教徒）観光客受け入れに関

するセミナーやインドネシア及びマレーシアの旅行会社への現地セールスコール等を実施し、東南ア

ジア地域からの訪日外国人観光客の増大と受入体制の強化につとめているところです。 

こうしたなか、インドネシアの旅行会社等における昇龍道の認知度向上を図り、当地域の旅行商品

の造成を促すため、インドネシアの旅行会社５社および航空会社１社を招請しました。 

参加者には、1月 13 日の早朝に中部国際空港に到着した後 5泊 6日の行程で視察いただき、ほとん

どの方がこの地域を訪問するのが初めてということもあり、新鮮な目でご覧いただきました。 

参加者の中にはムスリムの方もおられ、豚肉やアルコール等の食事面や礼拝等について心配しまし

たが、大きなトラブルはなく、インドネシアのムスリムの方は比較的寛容な印象でした。一方で、刺

身や寿司などの生ものを敬遠されたり、七味を注文して料理にかけたり、持参したチリソースを白い

ご飯にかけるなど、食習慣の違いには大変興味深いものがありました。 

また、ショッピングを好きな方が多く、視察先ごとにいろいろなお土産品を購入され、特に日本の

抹茶を使ったお菓子は大変人気で陳列している商品をすべて購入する場面も見られました。 

1 月 17 日には名古屋市内で商談会を開催し、中部の観光関係者約 40名とインドネシア旅行会社と

の間で活発な意見交換がなされました。 

今後も引き続きインドネシアをはじめ東南アジア諸国の皆様に当地域の魅力を伝えてまいります。 

 

                            

  

 

    

インドネシア旅行会社に昇龍道の魅力をＰＲインドネシア旅行会社に昇龍道の魅力をＰＲインドネシア旅行会社に昇龍道の魅力をＰＲインドネシア旅行会社に昇龍道の魅力をＰＲ    

～１月 13 日から 18 日 旅行会社５社、航空会社１社を招請～ 

伊賀流忍者博物館         福井県立恐竜博物館         懐華楼（金沢） 

白川郷              高山朝市       うなぎパイファクトリー（浜松） 
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海外のバイヤーに広く昇龍道をＰＲし、本地域への訪日客の増加につなげるため、昨年に引き続き

トラベルマート 2013 に参加しました。 

 

日時 11 月 27 日(水)16：30 ～ 11 月 29 日(金) 18:00 まで 

場所 パシフィコ横浜 展示ホールＢ 

海外の参加バイヤー 約 300 社（メディア 13 社を含む） 

国内の参加セラー  約 340 団体 

 

商談は事前の調整によるマッチング形式と、自由商談形式の組み合わせにより行われ、中部広域で

は 3 日間でバイヤー25社と商談し、中部地方の紹介と、必要な情報提供を行いました。 

中部地方への関心は概して高く、特にＦＩＴ旅行者がどのように旅行すれば良いかについて情報提

供を行いました。また、インセンティブや業界団体の旅行など、専門性の高い旅行への問合せもあり

ました。 

また、昇龍道からの出展者には共通装飾（紙製のれん、ミニのぼり設置）をご協力いただき、地域

の一体感を高めたＰＲを行いました。 

 

こうした国際商談会では、旅行需要が急速に伸びている東南アジアや、平素セールスの機会が少な

い欧米諸国の旅行社等に対して、効果的に商談の機会を持てることから、今後は昇龍道地域の参加者

が共同して出展するなど、さらに積極的にＰＲを行っていきたいと考えています。 

    

   

会場の様子（パシフィコ横浜）   各国旅行社との商談     共通装飾により昇龍道をＰＲ 

    

    

        

トラベルマートトラベルマートトラベルマートトラベルマート 2013201320132013 に参加に参加に参加に参加    

～ 昇龍道の各企業・団体が海外のバイヤーにＰＲ ～  



5 

    

 

（１）香港旅行会社への広告支援 

ＮＥＸＣＯ中日本、トヨタ自動車及び中部広域観光推進協議会が連携して、香港の旅行会社に対し

て広告支援を行い、外国人向け高速道路フリーパスの Central Nippon Expressway Pass 2014（CEP2014）

の利用を促進することで、昇龍道地域への誘客につなげることを目的として事業を実施しました。 

 

① 現地旅行社への事業説明 

実施日   平成 26 年 1月 7 日（火）  

対象旅行社 EGL tours、JAL Satellite Travel、ANA 

② 昇龍道クオカードの作成 

CEP2014 利用者に進呈（200 枚） 

③ 広告・販売支援 

商品造成及び広告掲出を支援 

 

香港旅行者の中部におけるレンタカー需要は好調に推移しており、今回の事業によって CEP の認知

度が高まることにより、香港からのいっそうの訪日促進につながることを期待しています。 

今後、事業の効果を注視しつつ、こうした PR 手法の妥当性を評価するとともに、引き続き同市場

からの効果的な誘客に努めていきたいと考えています。 

 

（２）広州旅行社（広之旅）へのセールス 

広州で、一昨年度から継続的に昇龍道への旅行商品を造成している大手旅行（広之旅）を訪問し、

継続的な商品造成を依頼するとともに、今後のプロモーションについての意見交換を行いました。 

 実施日  平成 26 年 1月 8 日（水） 

 訪問者  中部広域観光推進協議会、ＪＮＴＯ香港事務所 

広之旅では春節（2 月）にも昇龍道へのツアーが 2 本催行されるなど、広州では現在も訪日旅行の

気運は盛んであり、今後さらに旅行者が増えることも期待されます。 

中国市場に対しては、中長期的な観点にたって継続的なプロモーションを行う必要があると考える

ことから、ＪＮＴＯにも支援を要請しつつ、引き続きＰＲを行っていきたいと考えています。 

    

     

造成いただいた商品例（EGL tours）  昇龍道クオカード  左側が広州駅（香港から鉄道で 2 時間） 

    

香港・広州香港・広州香港・広州香港・広州へのへのへのへのセールスセールスセールスセールスコールコールコールコール    

～ CEP2014 の利用促進と広州旅行社との関係強化 ～  
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近年、アジア地域からの訪日客は著しく伸びていますが、欧米からの訪日客も相当多く、例えば米

国からの訪日客の昇龍道 9 県での宿泊者数は 21 万人（2012 総務省宿泊旅行統計調査）であり、国別

では中国、台湾に続き 3位の実績となっています。一方、訪問や招請などのＰＲ活動については距離

的な制約等があることから、欧米諸国に対しては、旅行意欲の高い客層に幅広く訴求することができ

る費用対効果にすぐれたＰＲ活動が必要です。 

このたび、成田空港の協力をいただき、平成 25年 11 月に成田空港内の 2つのターミナルビル（国

際線到着ロビー、国内線乗換通路、観光案内所等の計 12 か所）において、英語版の広域パンフレッ

ト（600 部）を試行的に設置したところ、一か月足らずで全て配布することが出来ました。 

成田空港は、現在訪日旅行者の約半分が利用しており、最初に日本を訪れる外国人が最も多く利用

する空港であると考えられます。 

今後、成田空港を訪れた特に英語圏の外国人観光客に対して、中部の広域パンフレットを引き続き

配布することにより、次回以降の訪日における目的地として中部を選んでもらうようＰＲしたいと考

えています。 

 

＜設置場所例＞ 

      

     国際線到着ロビーの観光案内所         国内線乗換口 

 

 

  

成田空港に成田空港に成田空港に成田空港に中部中部中部中部のののの広域広域広域広域パンフレット設置へパンフレット設置へパンフレット設置へパンフレット設置へ    

～ 訪日リピーターへのＰＲを強化 ～  
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1 月 27 日（月）、首都圏の旅行会社、中部地域の観光事業者など約 200 名のご参加をいただき、東

京・飯田橋のホテルメトロポリタンエドモントにおいて「中部広域観光フォーラム」を開催しました。 

当日は、（公社）日本観光振興協会中部支部の須田支部長から「新幹線開業を起爆剤とした中部北

陸圏観光の活性化へ」をテーマに講演があり、平成 27 年春に北陸新幹線が開業することを活かし、

北陸エリアを頂点とした関東、関西を結ぶ巨大なトライアングルを構成して、中部地域の新たな観光

魅力を発信していくべきであるといった提案が行われました。 

また、首都圏の旅行会社と中部地域の観光関係者による商談会では、各旅行会社のブースで各地の

観光施設等の担当者が最新の観光情報を提供するとともに、各旅行会社と活発な意見交換を行いまし

た。 

商談会に引き続き開催した各旅行会社と中部地域の観光関係者との交流会も終始熱気にあふれ、積

極的な情報交換等が行われました。 

首都圏における観光フォーラムには、例年多数のご参加をいただいており、来年度も引き続き開催

したいと考えています。 

 

   

講演会           商談会           交流会    

 

 

 

11 月 8 日（金）から 10 日（日）までの 3 日間、（公社）日本観光振興協会が主催する「旅フェア日本 2013」

が東京の池袋サンシャインシティで開催され、81,287 人の総来場者がありました。 

開会式では、昇龍道プロジェクト推進協議会の三田会長が来賓として挨拶し、昇龍道の魅力を紹介しまし

た。ブースでは、昇龍道の知名度向上を図るため、「昇龍道プロジェクト」の取組説明や「昇龍道春夏秋冬百

選」の配布を行うとともに、昇龍道にちなんだミニゲームを行いました。 

また、「ものづくり王国 中部」をＰＲするため、体験プログラムを実施し、参加者にものづくり体験をしてい

ただきました。3 日間で富山県高岡市の「丸盆に螺鈿絵付けの体験」、福井県小浜市の「若狭和紙の折り染

め体験」、浜松市の「楽器製作体験」、滋賀県彦根市の「蒔絵体験」の４つの体験メニューを実施しました。 

 

第第第第 15151515 回中部広域観光フォーラム・東京を開催回中部広域観光フォーラム・東京を開催回中部広域観光フォーラム・東京を開催回中部広域観光フォーラム・東京を開催    （（（（1111 月月月月 27272727 日）日）日）日）    

～「新しい観光魅力の発信！中部からの提案」をテーマに講演会・商談会を実施～ 

旅フェア旅フェア旅フェア旅フェア日本日本日本日本 2013201320132013 に出展に出展に出展に出展    

～昇龍道、ものづくり王国 中部を PR～ 
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開会式              常に行列ができたミニゲーム            螺鈿絵付けの体験 

             

   若狭和紙の折り染め体験            楽器製作体験                     蒔絵体験 

 

 

                      

11 月 9 日(土)・10 日(日)、愛知県豊川市において、Ｂ－１グランプリ in 豊川の併催イベント「愛

知ご当地グルメ観光ＰＲ事業」に中部広域観光推進協議会ブースを出展し、中部（昇龍道）の観光

ＰＲを実施しました。 

当日は、会場全体で約 58 万人の来場者があり、当協議会のブースでは、昇龍道ののぼりやポス

ターを掲示するとともに、パンフレットの配布などによりＰＲを行いました。 

来場者の中には今回はじめて昇龍道を知った方もみえ、当協議会としては、今後とも国内におけ

る昇龍道の認知度向上に努めるとともに、中部（昇龍道）の観光魅力の発信に取り組んでまいりま

す。 

   

中部広域ブース               中部広域ブース前全景               イベントの様子      

    

    

    

    

    

    

Ｂ－１グランプリＢ－１グランプリＢ－１グランプリＢ－１グランプリ inininin 豊川の併催イベント「愛知ご当地グルメ観光豊川の併催イベント「愛知ご当地グルメ観光豊川の併催イベント「愛知ご当地グルメ観光豊川の併催イベント「愛知ご当地グルメ観光ＰＲ事業」ＰＲ事業」ＰＲ事業」ＰＲ事業」に出展に出展に出展に出展    

    （11 月 9 日・10 日） ～昇龍道をＰＲ～ 
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□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□    ２月～４月２月～４月２月～４月２月～４月        のののの    主主主主    なななな    行行行行    事事事事    予予予予    定定定定    □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□    

■タイ「昇龍道」誘致ミッション派遣事業 

    開催日 ：平成２6 年 2 月 22 日（土）～26 日（水） 

  開催場所： バンコク 

■中国ハイレベルミションフォローアップ招請事業 

開催期間：平成２６年３月３日（月）～８日（土） 

 開催場所：中部９県 

■旅まつり 2014 

開催期間：平成２6 年３月 1５日（土）～1６日（日） 

 開催場所：久屋大通公園（名古屋市栄） 

■事業策定委員会 

開催日 ：平成２6 年３月下旬（予定） 

 開催場所：未定（名古屋市内を予定）  

■専門部会 

開催日 ：平成２6 年４月下旬（予定） 

 開催場所：未定（名古屋市内を予定） 

    

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□    おおおお    知知知知    らららら    せせせせ    □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

 

■中部広域観光推進協議会オフィシャルマガジン「感動十景」 

第２４号（２０１３年冬号）好評配布中 

      「絶景に出会う！（諏訪・新城・尾鷲）」「心の遷宮 鳥羽温泉郷」

など特集が盛りだくさんです。 

 

 

 

 

 

■中部広域オフィシャル facebook 「Go! Central Japan」  

皆様から頂いた写真やさまざまな観光地情報など、盛りだくさんに掲載しています。 

引き続き、各地のトピックや最新情報などのご提供につきましてよろしくお願い致します。 

facebook アカウント：Go! Central Japan  

 

■中部広域観光推進協議会ポータルサイト 

「Ｇｏ！ＣｅｎｔｒａｌＪａｐａｎ」はこちら！ 

  

  http://go-centraljapan.jp/ja/  

 

 

 

 

    

    

    

 

【バナー広告募集中】 

当協議会のホームページでは、トップページ（日・英）にバナー広告枠を設置しています。 

会員の皆様には会員割引がございますので、下記担当までお気軽にご相談ください。 

（担当： 平野  TEL：052-602-6651、E-mail：k-hirano@go-centraljapan.jp） 

 

「感動十景」は、各県市の観光連盟・協会等の観光窓口、東海道新幹線各駅、主

要鉄道駅、道の駅、NEXCO 中日本サービスエリア等で配付（無料）しています。 

 


