
 

令和 2 年 9 ⽉吉⽇ 
旅⾏会社商品造成 ご担当者様  
ランドオペレーター ご担当者様   
 

世界⾃然遺産を活⽤した観光振興事業推進協議会事務局 
東京都産業労働局 観光部企画課  

公益財団法⼈東京観光財団 地域振興部事業課  
 

世界⾃然遺産 観光振興シンポジウム 2020 及び商談会（東京）のご案内 
 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別のご⾼配を賜り、誠にありがとうございます。  

 
東京都及び（公財）東京観光財団では、国内の世界⾃然遺産登録地のある北海道、⻘森県、秋⽥県、⿅児島

県と連携して、観光振興事業を実施しています。本事業は、世界⾃然遺産登録地（知床・⽩神⼭地・屋久島・
⼩笠原諸島）から観光事業者や⾃治体等が⼀堂に会し、これらの地域に共通する「世界⾃然遺産」をテーマに、
専⾨家による基調講演や、旅⾏会社等とのマッチングを⾏う商談会を通じて、各地の認知度を⾼め、旅⾏者誘
致促進を図るものです。 

シンポジウムはオンラインで実施し、ブランドデザイナーの⻄澤明洋⽒による基調講演や、各世界⾃然遺産
地域の代表によるプレゼンテーションを通じて各世界⾃然遺産地域の最新の情報をご紹介します。 

商談会では、観光事業者らが個々に情報をご提供し、旅⾏商品造成を含めた有益な情報交換の場をご提供い
たします。 

この度、商談会の参加者を募集いたしますので、ご参加賜りたく存じます。商品開発のためのネットワーク
づくり及び皆様の商品造成に向けて本商談会をご活⽤いただければ幸いです。  
  
ご出席いただけます際は、9 ⽉ 30 ⽇（⽔）まで申込⽤紙に必要事項をご記⼊の上、メールにてご返送いただ
きますようお願いいたします。皆様のご出席をお待ち申し上げております。  

敬具  
記  

 
■開催⽇ 10 ⽉ 13⽇（⽕）  
シンポジウム：オンライン ※商談会参加者は商談会会場にてご視聴いただけます。 
■開催時間 13:00-15:00  
基調講演 旅⾏会社と考える世界⾃然遺産の新しい魅せ⽅ 
登壇者： 
株式会社エイトブランディングデザイン代表/ブランディングデザイナー ⻄澤 明洋⽒ 
世界⾃然遺産地域代表によるプレゼンテーション 
登壇者： 



 

各世界⾃然遺産地域 (知床/⽩神⼭地/⼩笠原諸島/屋久島) 観光関係者 
モデレーター： 
株式会社 trippiece コミュニティマネージャー 堀 真菜実⽒ 
株式会社エイトブランディングデザイン代表/ブランディングデザイナー ⻄澤 明洋⽒ 
 
商談会： 
■会場 TKP ガーデンシティPREMIUM神保町 プレミアムボールルーム 
■開催時間 15:20-17:30  
 
15:20-17:00 個別商談会（事前マッチング制）  
17:00-17:30 個別商談会（⾃由商談）  
 
■新型コロナ感染症対策に関するご案内 

当商談会は、東京都感染拡⼤防⽌ガイドラインに沿って実施致します。 
① スタッフのマスク着⽤・ご参加者へのマスク着⽤のお願い 
② アルコール消毒液の配置・ご参加者への⼊館時等の消毒のお願い 
③ 検温の実施 
④ 施設内換気の励⾏ 
 

ご参加者様には、以下の条件に該当する場合は、ご参加をお控え頂きますようお願い申し上げます。 
① 発熱、あるいは咳・咽頭痛等の症状がある場合 
② 過去 14 ⽇以内に感染が継続拡⼤している国・地域への訪問歴がある場合 
③ 新型コロナウイルス感染者の濃厚接触者であることが判明した場合 
④ 過去 14 ⽇以内に⼊国制限等のある国・地域からの渡航者・在住者との濃厚接触がある場合 
 
■その他のご案内 
l 商品造成、団体旅⾏、訪⽇旅⾏、OTAなど、幅広い分野のご担当者様のご参加をお待ちしております 
l 11 ⽉ 4 ⽇（⽔）【⼤阪】で商談会、11 ⽉ 19 ⽇（⽊）〜21⽇(⼟)【屋久島】で現地交流会を実施予定 
l 商談ご参加の旅⾏会社様に対して、商談会後も商品造成促進のための⽀援を実施します。詳細情報をご希

望の場合は参加申込書の該当枠にご記⼊をお願い致します。 
l 別紙：①参加申込⽤紙 ②参加セラーのご案内 ③東京都プレスリリース 
 
  

本件についてのお問い合わせ 
世界⾃然遺産観光振興シンポジウム 2020運営事務局  

(株式会社 JTB東京交流創造事業部内) 
〒163-0454 東京都新宿区⻄新宿 2-1-1 新宿三井ビル 54階 

担当：澤井、⻄⽥ 
TEL 03-5539-5248 FAX 03-5539-5250 



 

送付先：世界⾃然遺産観光振興商談会運営事務局 (澤井・⻄⽥宛) 
Email: world_natural_heritage@jtb.com  
※応募多数の場合には設定⽇より前に締め切る可能性もございますのでご了承ください 

① 世界⾃然遺産 観光振興商談会（東京）参加申込書 
会社名  部署名  
⽒名(フリガナ)  役職名  
住所 〒 
TEL  
Email  
会社 URL  
事業概要  
取扱旅⾏形態 1. 国内旅⾏ 2. 訪⽇外国⼈旅⾏ 3.OTA  4. その他 (         ) 

該当するものに〇を付けて下さい 
世界⾃然遺産地域の 

ツアー造成・販売 

有・無  
該当するものに〇を付けて下さい 

関⼼があるコンテンツ、商品等 
 
今年度の旅⾏商品 

造成の予定 

有・無 
該当するものに〇を付けて下さい 

今年度旅⾏商品の造

成をお考えの⽅へ 

旅⾏商品販促施策(無料)に関するご案内を 希望する・しない  
該当するものに〇を付けて下さい 

 
その他のご参加者記⼊欄 (1 社 1 名様まで) 

部署名 役職名 ⽒名 
   

 
商談会の事前予約 
■各地域のセラーとご商談頂けるよう、事前予約制で商談会を運営致します 
■ご希望のセラーがございましたら下記の表に優先順位の⾼い順に 1 から 4 の順番をつけて下さい 
■ご希望に基づいて事務局でマッチングを致します※ご希望の商談を確約するものではございません 
■後⽇、事前予約の結果をメールにてお知らせします 
 

地域 商談希望順位 地域 商談希望順位 
知床(北海道)  ⼩笠原諸島(東京)  
⽩神⼭地(秋⽥)  屋久島(⿅児島県)  

※⽩神⼭地（⻘森）は今回は⽋席 
② 世界⾃然遺産 観光振興商談会（東京）参加セラーのご紹介 

知床 (北海道) 

締切：9 ⽉ 30 ⽇(⽔) 



 

知床羅⾅町観光協会 知床羅⾅町観光協会では、知床半島の東側に位置する羅⾅町から沢⼭の魅⼒ 
を発信しています。また、旅⾏会社向けの着地型体験プログラムなどの情報提供
も ⾏っています。羅⾅町では、多くの希少な動植物が⾒られ、4 ⽉の流氷が去
った根 室海峡には、遥かオーストラリアから数万⽻のハシボソミズナギドリが
やってきます。また、シャチを始め、マッコウクジラやミンククジラ、ザトウク
ジラなど多くの種類の鯨類が 観察される地域です。羅⾅沖では⼀年を通して漁
が⾏われており、冬にはスケトウダラ漁のおこぼれを狙ってカムチャツカ半島か
ら数百⽻のオオワシ・オジロワシが⾶来してきます。http://www.rausu-
shiretoko.com/ 

知床斜⾥町観光協会 当協会は観光客向けに旬の情報を発信しております。⼜、近年は漁業との連携
も⾏っており、鮭⽇本⼀のまち観光資源化 PR 事業にも取り組んでいます。 
https://www.shiretoko.asia/ 

⽩神⼭地 (秋⽥県)  
⼀般社団法⼈ ⽩神 
コミュニケーションズ 

⽩神⼭地の環境保全と観光振興を両⽴させるべく、⼭や森のガイドをはじめ、
環境教育リーダーの育成、世界遺産地域の巡視、ビジュアルなガイドブックの作
成等 の普及啓蒙活動を⾏っています。http://www.shirakamicc.com/ 

⼀般社団法⼈あきた
⽩神ツーリズム 

⼀般社団法⼈あきた⽩神ツーリズムは、世界⾃然遺産「⽩神⼭地」の南側にあ
る秋⽥県能代市・藤⾥町・三種町・⼋峰町の 1市 3 町で構成された地域連携ＤＭ
Ｏ（Destination Marketing/Management Organization）で、平成 31年 2 ⽉に設
⽴されました。「⽩神の恵み」をコンセプトにインバウンド戦略を⽴案し、地域
の多様な関係団体とともに交流⼈⼝拡⼤・地域経済発展を⽬指して活動します。
https://akita-shirakami.com/ 

⽩神⼭地 (⻘森県) ※今回は⽋席 
  



 

⼩笠原諸島 (東京都) 
⼩笠原村観光局 ⼩笠原村観光局は、⼩笠原村における集客対策事業の⼀環として本⼟に設置さ

れた広報・営業機関です。主な活動内容としては、旅⾏会社向け営業、学校向け
営業、各種団体・企業向け営業、各種メディア対応の他、個⼈に向けた情報発 
信やイベント開催などがあります。近年は「クチコミ」を活⽤した「⼩笠原アン
バサダー 事業」なども⼿掛けています。 https://www.visitogasawara.com 

株式会社 
ナショナルランド 

当社は昭和 53年の創業以来、⼩笠原専⾨の旅⾏会社として、島⺠や船会社の
皆様、そして⼩笠原が⼤好きなお客様に⽀えられてきました。 
私たちは旅⾏という「時間」を販売しているようなお仕事をしています。 
お客様にとって⼀⽣に⼀度かもしれない、貴重な⼩笠原旅⾏ですから、安⼼と安
全を確保した上で、更に楽しい想い出をつくっていただくようお⼿伝いするのが
私たちの使命でもあります。http://nationalland04998.net/company/greet.html 

屋久島 (⿅児島県) 
屋久島野外活動総合 
センター 

屋久島をフィールドに、⾯⽩くてためになるエコツアーを実施。海、⼭、川を
トータルにガイドし、地質、植⽣、動物などを網羅したブラタモリ的な内容で、
屋久島の⾃然の成り⽴ちを解説。⽩⾕雲⽔峡のガイドツアーを創始し、じっくり
と⾃然を観察することを主題としたガイドを⾏っている（縄⽂杉のガイドは⾏っ
ていない）。2018年、⽇本 エコツーリズム⼤賞で優秀賞を受賞し、2019 年は、
ジャパンツーリズムアワードにノミネートされた。https://www.ynac.com/ 

屋久島いわさきホテル 国際会議の機能を備えたバンケットルームや天然温泉施設、屋内温⽔プー
ル等、屋久島で随⼀を誇る本格的リゾートホテル。客室は世界⾃然遺産に登
録されている 1,000ｍ級の⼭岳が眼前にそびえる⼭側のお部屋と太平洋の⽔
平線が⽬の前に広がる海側のお部屋がございます。 
http://www.iwasakihotels.com/ 

※参加セラーについては現時点のもので変更となる可能性がございます。予めご了承下さい。 


