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「観光商談会 in 京都」 インバウンド観光のビジネスチャンスを拡大します
～地域のおもてなしで外国人観光客を取り込め！～

中小機構近畿（独立行政法人中小企業基盤整備機構近畿本部、所在地：大阪市中央区）は、通算７回
目となる「観光商談会」を 2 月 29 日(月)、京都市内（京都烏丸コンベンションホール：京都市中京区
烏丸通六角下る七観音町 634）で開催します。

地域の観光ビジネスに特化した商談会
本イベントは、地域資源活用事業など国の認定を受けて新たな観光サービスに取り組む中小企業者の
販路開拓を目的に開催するもので、大手の総合旅行会社や旅行関連メディア等をバイヤー・アドバイザ
ーとして招き商談マッチングを行います。今回は、はじめてセラー企業によるアピールタイムや２種類
の商談形式を組み入れたプログラムで構成しました。
地域独自の資源を活用して新たな観光サービスを提供しようとする中小企業者の B to B の販路開拓、
認知度向上を促すとともに、観光ビジネスの専門家からの商品評価やアドバイスを通じて、地域の観光
サービスが一層魅力あるものにブラッシュアップされることを期待しています。

バイヤーは、総合旅行会社・ツアーオペレーター・観光メディアの専門家の他、行政機関
からも招聘
７回目を迎える今回はバイヤー・アドバイザー側として、総合旅行会社でインバウンドに携わる専門
家や、現地手配を行うツアーオペレーター、メディア等を中心に招へいした他、また当日は行政機関等
の近畿運輸局や日本政府観光局も参加します。
（※別紙バイヤー･アドバイザーリスト参照）

セラーは、近畿エリアを中心に、沖縄など西日本各地からも参加
セラー側となる中小企業者は、近畿管内を中心としながら九州・沖縄や中国地方など、西日本の各地
域からも参加があるなど広域的な取り組みとなっており、新たな広域の観光ルート開発に繋がることも
期待されます。
今回の「観光商談会 in 京都」によって、日本各地の優れた“地域の資源を活かした観光サービス”
に磨きがかかり、地域の魅力向上、ひいては「日本再興戦略」に掲げられているインバウンド観光の促
進に貢献することを目指しております。

「観光商談会 in 京都」の概要
１．開催日：平成 28 年 2 月 29 日(月曜) 10 時 00 分～17 時 00 分
２．場所 ：京都烏丸コンベンションホール
（京都市中京区烏丸通六角下る七観音町 634）
３．内容 ：AM 商談会[ バイヤー固定形式 ]
PM セラー企業による PR スピーチ
商談会[ セラー固定形式]／[バイヤー固定形式 ]

昨年の商談風景

４．主催 ：中小機構近畿
５．参加者：バイヤー等側‥‥総合旅行会社、ツアーオペレーター、観光メディア等 10 社以上
セラー側‥‥‥‥西日本の観光サービス事業者 14 社
裏面へ
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（参考）

背景
アベノミクス第三の矢として策定された「日本再興戦略（改訂 2015）」において、
『世界を惹きつける
地域資源で稼ぐ地域社会の実現』として『インバウンドと国内観光を含めて観光を日本経済を牽引する
基幹産業に飛躍させ』
、
『今まで以上に「稼ぐこと」、
「地方創生」を念頭に推進していく』と掲げられる
など、観光資源を活用したサービスの一層の推進が求められており、『観光資源等のポテンシャルを活
かし世界の多くの人々を地域に呼び込む社会』づくりが大きなテーマとして掲げられています。

■本件に関するお問い合わせ先
独立行政法人 中小企業基盤整備機構 近畿本部 （略称：中小機構近畿）
経営支援部 連携推進課
担当：立川・西村
住所：大阪府大阪市中央区安土町 2-3-13 大阪国際ビルディング 27 階
電話：06－6264－8619（ダイヤルイン）
ＨＰ： http://www.smrj.go.jp/kinki/index.html

ニュースリリース
地域資源活用事業「平成２７年度

観光商談会 in 京都」

プログラム
日時： 平成２８年２月２９日（月）１０時００分～１７時００分
会場： 京都烏丸コンベンションホール

８階大ホール

（京都府京都市中京区烏丸通六角下る七観音町 634）

10:00～10:10

主催者挨拶

中小機構近畿
本部長
中島 龍三郎

10:10～10:25

オリエンテーション

中小機構近畿
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ

10:25～11:55

商談会（第１部）

バイヤー固定式商談 1,2,3R

刀根 浩志

(※1)

昼休憩(約 50 分)

12:45～13:20

セラー企業による PR スピーチ

セラー企業によるアピールタイム
(※2)
（＠90 秒／社×15 社）

13:20～14:15

商談会（第２部）

セラー固定･バイヤー自由商談
(※2)
休憩(5 分)

14:20～16:20

バイヤー固定式商談 4,5,6,7R
(※1)

商談会（第３部）
休憩(10 分)

16:30～17:00

講評

17:00

閉会

(※3)

中小機構近畿
経営支援部長 瀬戸口 強一

※1 マッチング表に基づき、セラー側がバイヤー･アドバイザー（以下、｢バイヤー｣）を
訪問して個別商談（20 分間/1 商談）を行います。
（10 分間のインターバルあり）
※2 第２部の商談会はセラー側をバイヤーが自由に訪問する自由商談形式です。
はじめに、セラーからバイヤーに向けて 1 分半のショートスピーチを行います。
セラーは自社の商品･サービスの他、地域の魅力などを面的にアピールください。
※3 16:30 より､バイヤー側から本商談会全体を通じた感想やセラーへのアドバイスなど
講評をいただきます。
※4 当日はＴＶ･新聞取材等が入る可能性があります。あらかじめご了承ください。
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セラー企業 一覧

会社名

府県

主な観光サービス

A

株式会社とト屋

京都府

未知なる海の京都、丹後海岸の魅力をマイスターが直伝
丹後「青の洞窟・愛の洞窟」巡り

B

ニシオサプライズ株式会社

京都府

かやぶき屋根と美山町の里山文化体験
（ 美山Futon&Breakfast ）

C

株式会社京馬車

京都府

京都府立保津川峡自然公園を馬車で巡る観光サービス

D

株式会社デザインポケット

大阪市

千日前道具屋筋商店街の道具や職人技術を学ぶ
「モノづくり体験ツアー」

E

浪花酒造有限会社

大阪府

国の登録有形文化財に指定されている３００年の歴史ある
酒蔵と本宅の見学ツアー

F

桜井マイスターの会
（今西酒造株式会社）

奈良県

日本酒のふるさと奈良で地酒造りと伝統文化を楽しむ
「日本酒のふるさと三輪ツーリズム」

G

旅館 歌藤

奈良県

雄大な景観にゆったりとした時の流れを感じる、
世界遺産「吉野山」に囲まれた旅館。

H

株式会社J-roots

奈良県

悠久の浪漫あふれる明日香村にある築１５０年の古民家を
改装したゲストハウス

I

株式会社西村工務店

兵庫県

本来の自分を発見する・本来の自分を取り戻すアクティブ
ステイプログラム。 「香美町冒険教育旅行」

J

新温泉町商工会
（株式会社湯村温泉愛宕山観光）

兵庫県

但馬の自然と食と湯村温泉を楽しむ外国人観光客向け
アクティビティーの提供

K

一畑電車株式会社

島根県

国内最古級車両「デハニ５０形」の体験運転など一畑電車
を活用した観光プログラム

L

有限会社望湖楼

島根県

東郷湖の湖周を舞台とする着地型観光
「 ゆりはま Walking Resort 」

M

阿蘇の司ビラパークホテル&スパリゾート

熊本県

世界農業遺産阿蘇エリアでの農業体験とホテル調理士
による和食のレクチャー

N

有限会社アルル

沖縄県

石垣島で二人の愛を届ける自然式 ”美ら結（ちゅらゆい）”
（石垣スタイルのリゾートウエディングプログラム）

14
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バイヤー・アドバイザー 一覧

No.

業務内容等

企業名

URL

1

㈱JTBグローバルマーケティング＆
トラベル

総合旅行会社等

国際事業・インバウンド

http://www.jtbgmt.com/jp/

2

㈱JTB西日本

総合旅行会社＆
コンサルティング

インバウンド・地域振興

http://www.jtb.co.jp/b2b/

3

㈱日本旅行

総合旅行会社等

国際事業・インバウンド

http://www.nta.co.jp/houjin/

4

近畿日本ツーリスト㈱

総合旅行会社等

国際事業・インバウンド

http://www.knt.co.jp/kojinj/bn/top.html

5

日本旅行企画㈱

総合旅行会社等

手配型商品企画

http://jtpco.com/

6

WILLER ALLIANCE㈱

総合旅行会社等

旅行業、バス事業、情報発信

http://www.willer.co.jp/index.php

7

㈱Travel Arrange Japan

ツアーオペレーター

旅行会社・インバウンド

http://www.travelarrangejapan.com/

8

㈱ダイヤモンド･ビッグ社

メディア

国際事業・インバウンド

http://www.diamond-big.jp/

9

㈱ピー・キューブ

メディア

テレビ・海外メディア

http://www.pcube.co.jp/

10

日本政府観光局（ＪＮＴＯ）

独立行政法人
国際観光振興機構

ビジットジャパン・
支援メニューの情報

http://www.jnto.go.jp/jpn/

11

近畿運輸局

官公庁

ビジットジャパン・
支援メニューの情報

http://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/

（Ｐ）

（Ｐ）

*変更の可能性がありますのでご了承ください。

