2016 年 6 月吉日
各自治体関係者・観光振興に関わる皆様 各位
株式会社リクルートライフスタイル
代表取締役社長 淺野 健
執行役員 旅行領域担当 宮本 賢一郎
じゃらんリサーチセンター

センター長 沢登 次彦

「観光振興セミナー２０１６」のご案内（参加費無料）
～全国の宿泊旅行動向と、各種実証事業の発表～
拝啓 時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。
日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
この度、じゃらんリサーチセンター（以下、ＪＲＣ）では観光振興に携わる皆様に向けて「観光振
興セミナー２０１６」を開催させていただく運びとなりました。本セミナーも今年で１１年目となり
ます。ＪＲＣでは２００５年８月の開設以降、観光に関する調査・研究・実証事業に取り組んでまい
りました。今年で１２年目の経年報告となる「じゃらん宿泊旅行調査２０１６」をはじめ各種調査結
果等を観光振興ご担当の皆様にご提供させていただきたいと存じます。
大変ご多忙中かと存じますが、皆様のご参加を心よりお待ち申し上げております。
また、当ご案内状の送付先に不備がございましたら、大変恐縮ではございますが、ご担当の方へ
転送をいただけますと幸いです。よろしくお願い申し上げます。
敬具
記
１．日時・場所
＜第１回＞東京会場①：２０１６年７月２７日（水）
株式会社リクルートライフスタイル内 サウス 33 階セミナールームＥ
＜第２回＞ 広島会場：２０１６年８月２日（火）
広島グランドインテリジェントホテル

２階

芙蓉の間

＜第３回＞東京会場②：２０１６年８月５日（金）
株式会社リクルートライフスタイル内 サウス ４１階アカデミーホール
＜第４回＞

仙台会場：２０１６年８月９日（火）
仙台国際ホテル ２階 平成の間

＜第５回＞

盛岡会場：２０１６年８月１０日（水）
ホテルメトロポリタン盛岡ＮＥＷ ＷＩＮＧ １１階

＜第６回＞ 福岡会場：２０１６年８月１９日（金）
ホテル日航福岡 本館３階

都久志の間

＜第７回＞名古屋会場：２０１６年８月２３日（火）
名鉄ニューグランドホテル
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７階 扇の間

ギャラクシーの間

＜第８回＞

札幌会場：２０１６年８月２６日（金）
ホテルモントレ札幌 ２階

ビクトリアルーム

＜第９回＞東京会場③：２０１６年８月３０日（火）
株式会社リクルートライフスタイル内 サウス ４１階アカデミーホール
＜第 10 回＞ 大阪会場：２０１６年８月３１日（水）
ウェスティンホテル大阪 ４階 花梨の間
＜第 11 回＞ 那覇会場：２０１６年９月２日（金）
ＡＮＡクラウンプラザホテル沖縄ハーバービュー ２階 彩海の間
＜第 12 回＞東京会場④：２０１６年９月６日（火）
株式会社リクルートライフスタイル内 サウス 24 階セミナールームＡ-Ｃ
＜第 13 回＞ 金沢会場：２０１６年９月７日（水）
ホテル日航金沢 ３階 孔雀の間
＜第 14 回＞ 高松会場：２０１６年９月１３日（火）
ＪＲホテルクレメント高松

開催時間

：

３階 玉藻の間

１３：００－１６：２０ （受付・開場１２：３０）

（札幌・那覇会場は１６：５０終了）
※受付にて名刺のご準備をお願いいたします。
※会場の詳細については、別紙１をご参照ください。

会場により一部プログラム、終了時間が異なっております。
１４会場に分かれておりますので、ご希望の日程・場所にて、お申し込みください。
※各会場には駐車場のご用意はございません。公共交通機関をご利用いただきますようお願いいたします。

２．プログラム
別紙１をご参照ください。
（会場ごとに分かれております）
３．参加費
無料
４．お申し込み方法
別紙２のＦＡＸにてお申し込みください。
（事務局）株式会社リクルートライフスタイル
地域創造部 じゃらんリサーチセンター（ＪＲＣ）
電話：０３－６８３５－６２５０

ＦＡＸ：０３－６８３４－８６２８

担当：大矢 江梨（おおや えり）
５．主催
株式会社リクルートライフスタイル 地域創造部 じゃらんリサーチセンター（ＪＲＣ）
６．後援
国土交通省 観光庁（予定）
以上
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＜第１回＞ 東京会場①：２０１６年７月２７日（水）
株式会社リクルートライフスタイル内 サウスタワー３３階 セミナールームＥ
＜第３回＞

東京会場②：２０１６年８月５日（金）
株式会社リクルートライフスタイル内 サウスタワー４１階 アカデミーホール

〒100-6640 東京都千代田区丸の内 1-9-2 グラントウキョウサウスタワー
電話：03-6835-6250 URL：http://jrc.jalan.net/
JR 東京駅八重洲中央口もしくは南口を出て徒歩 3～5 分。
１階は BMW が入っているビルです。目印は、道路を渡って向かい側に、八重洲
ブックセンターがございます。１階の受付にて、「観光振興セミナー2016」に参加
の旨お伝えいただき、「ゲストカード」をお受け取りください。

＜東京会場①＞23 階までエレベーターで上がっていただき、高層階行きのエ
レベーターに乗り換えて 33 階までお越しください。
33 階に別途、観光振興セミナーの受付がございます。

＜東京会場②＞23 階までエレベーターで上がっていただき、高層階行きのエ
レベーターに乗り換えて 41 階までお越しください。
41 階に別途、観光振興セミナーの受付がございます。

◆プログラム◆（東京会場①②共通）
スケジュール

内

13：00～13：10

開催のご挨拶

13：10～13：15

国土交通省様からのご挨拶

容

「じゃらん宿泊旅行調査 2016」最新データと分析結果のご報告
13：15～13：50

研究員 森戸 香奈子

2016 年 4 月に実施した最新の市場動向調査の結果、およびそこから導き出される国内旅行における新たな課題とその分析を発表させ
ていただきます。ご出席の皆様に限り、速報として各県別の調査結果をお持ち帰りいただけます。

若者の国内旅行需要創出プロジェクト「マジ☆部」最新動向と若者消費
主席研究員 加藤 史子
13：50～14：25

年間、約 30 万人の 19 歳～22 歳世代の若者が会員登録し、「スキー・スノーボード」「ゴルフ」「J リーグ観戦」「温泉入浴」「釣り」などを
楽しむキッカケを提供しているマジ☆部（若者の国内旅行需要創出プロジェクト）の最新動向と、若者消費の現状をお話しさせていただ
きます。

観光による地域経営組織「DMO」研究 ～先進地域事例の共有と課題について～
センター長 沢登 次彦

14：25～15：00

日本版 DMO の設立に向けて、各地で起こっている動き。そのプロセスにおいて参考となる先進地域事例や検討時のヒントを提供し、あ
るべき姿を探ります。

15：00～15：15

・・・休憩・・・
最新のエリアの観光プロデュース事例紹介

15：15～15：50

エリアプロデューサー

川波 佑吉

地域の観光課題に対して、様々な解決アプローチのプロセスを、事例を交えてお話しさせていただきます。
テーマ例：観光アクションプラン、位置情報による周遊分析、訪日外国人受入整備、若者を巻き込んだ着地旅行商品開発・・・

今後のじゃらんリサーチセンターの活動について
15：50～16：20

センター長 沢登 次彦

じゃらんリサーチセンターは、観光振興に携わる皆様の立場に立って、観光を産業として発展させていくための道筋を探求していきま
す。今後に向けての活動方針をご説明させていただきます。
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＜第２回＞ 広島会場：２０１６年８月２日（火）
広島グランドインテリジェントホテル ２階 芙蓉の間
〒732-0828 広島県広島市南区京橋町１－４
電話：082-263-5115

URL：http://www.intelligent-hotel.co.jp/grand/index.html

JR 広島駅より地下道を通って福屋の裏に出てから
駅前大橋を渡るとすぐです。
※近隣にインテリジェントホテル、アネックスもござ
いますので、お間違えのないようにお越しください。

＜第５回＞

盛岡会場：２０１６年８月１０日（水）
ホテルメトロポリタン盛岡ＮＥＷ ＷＩＮＧ １１階

ギャラクシーの間

〒020-0033 盛岡市盛岡駅前北通 2 番 27 号
電話：019-625-1211

URL：http://www.metro-morioka.co.jp/newwing/

メトロポリタン盛岡 NEW WING：JR 盛岡駅
より、徒歩約 3 分。
ホテルメトロポリタン盛岡も別途ございま
す。NEW WING となりますので、お間違え
のないようにお越しください。
駐車場のご用意はございませんので、周
辺の駐車場をご利用いただくか、公共交
通機関にてお越しください。
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◆プログラム◆（広島・盛岡会場共通）
スケジュール

内

13：00～13：10

開催のご挨拶

13：10～13：15

国土交通省様からのご挨拶

容

「じゃらん宿泊旅行調査 2016」最新データと分析結果のご報告
13：15～13：50

センター長 沢登 次彦

2016 年 4 月に実施した最新の市場動向調査の結果、およびそこから導き出される国内旅行における新たな課題とその分析を発表させて
いただきます。ご出席の皆様に限り、速報として各県別の調査結果をお持ち帰りいただけます。

13：50～14：25

ニンニクパワー炸裂！筋金入りの陸の孤島に、人がわんさか集まる理由
エグゼクティブプロデューサー ヒロ中田（中田 博人）
人口 5900 人、青森県最南端の山奥に位置、青森市から車で３時間。そんな筋金入りの陸の孤島とも言える青森県田子町(たっこまち)に、
ひとつの食べ物を求めて、連日人が駆けつけています。目当てはニンニクフルコースランチ「田子ガーリックステーキごはん」です。

観光による地域経営組織「DMO」研究 ～先進地域事例の共有と課題について～
研究員 北嶋 緒里恵

14：25～15：00

日本版 DMO の設立に向けて、各地で起こっている動き。そのプロセスにおいて参考となる先進地域事例や検討時のヒントを提供し、ある
べき姿を探ります。

15：00～15：15

・・・休憩・・・
最新のエリアの観光プロデュース事例紹介

15：15～15：50

広島会場 エリアプロデューサー

前田 浩輝／盛岡会場

エリアプロデューサー

関 陽平

地域の観光課題に対して、様々な解決アプローチのプロセスを、事例を交えてお話しさせていただきます。
テーマ例：観光アクションプラン、位置情報による周遊分析、訪日外国人受入整備、若者を巻き込んだ着地旅行商品開発・・・

今後のじゃらんリサーチセンターの活動について
15：50～16：20

センター長 沢登 次彦

じゃらんリサーチセンターは、観光振興に携わる皆様の立場に立って、観光を産業として発展させていくための道筋を探求していきます。
今後に向けての活動方針をご説明させていただきます。
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＜第４回＞ 仙台会場：２０１６年８月９日（火）
仙台国際ホテル ２階 平成の間
〒980-0021 仙台市青葉区中央 4-6-1
電話：022-268-1111

URL：http://www.tobu-skh.co.jp/

・ＪＲ仙台駅より徒歩 5 分
・地下鉄仙台駅南２出口より徒歩 4 分
・地下鉄五橋駅より徒歩７分

＜第６回＞ 福岡会場：２０１６年８月１９日（金）
ホテル日航福岡 本館３階

都久志の間

〒812-0011 福岡市博多区博多駅前 2 丁目 18 番 25 号
電話：092-482-1111

URL：http://www.hotelnikko-fukuoka.com/

JR 博多駅（博多口）より徒歩３分。
正面に福岡朝日ビルがございます。住吉
通りを福岡朝日ビル側に横断し、大博通
りを直進すると左手にございます。
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＜第７回＞名古屋会場：２０１６年８月２３日（火）
名鉄ニューグランドホテル ７階 扇の間
〒453-0015 愛知県名古屋市中村区椿町 6-9
電話: 052-452-5511

URL：http://www.meitetsu-ngh.jp/

ＪＲ名古屋駅すぐ。
ホテル棟（名鉄百貨店メンズ館）B1 または
１階よりホテル専用エレベーターにてお越し
ください。

＜第１０回＞大阪会場：２０１６年８月３１日（水）
ウェスティンホテル大阪 ４階 花梨の間
〒531-0076 大阪市北区大淀中 1-1-20（新梅田シティ内）
電話：06-6440-1111

URL：http://www.westin-osaka.co.jp/

•JR 大阪駅中央北口から徒歩約 7 分
•JR 環状線・福島駅から徒歩 10 分
•地下鉄御堂筋線・中津駅から徒歩 10 分
•各線・梅田駅から徒歩約 9 分
JR 大阪駅とホテル間に無料シャトルバス
が約 15 分間隔で運行しています。
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＜第１２回＞東京会場④：２０１６年９月６日（火）
株式会社リクルートライフスタイル内

サウス２４階 セミナールームＡ～Ｃ

〒100-6640 東京都千代田区丸の内 1-9-2 グラントウキョウサウスタワー
電話：03-6835-6250

URL：http://jrc.jalan.net/

JR 東京駅八重洲中央口もしくは南口を出て徒歩 3～5 分。
1 階は BMW が入っているビルです。目印は、道路を渡って向かい
側に、八重洲ブックセンターがございます。

１階の受付にて、「観光振興セミナー2016」に参加の旨お伝えいた
だき、「ゲストカード」をお受け取りください。23 階までエレベーター
で上がっていただき、低層階行きのエレベーターに乗り換えて 24
階までお越しください。
24 階に別途、観光振興セミナーの受付がございます。

＜第１３回＞金沢会場：２０１６年９月７日（水）
ホテル日航金沢 ３階 孔雀の間
〒920-0853 石川県金沢市本町 2-15-1
電話：076-234-1111

URL：http://www.hnkanazawa.jp/

JR 金 沢 駅 東 口 より徒 歩 3 分 。
雨 天 の場 合 も地 下 道 より濡 れずにお越
し い た だ け ま す 。 駐車場のご準備はござい
ませんので、周辺の駐車場をご利用いただく
か、公共交通機関にてお越しください。
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◆プログラム◆（仙台・福岡・名古屋・大阪・東京④・金沢会場共通）
スケジュール

内

13：00～13：10

開催のご挨拶

13：10～13：15

国土交通省様からのご挨拶

容

「じゃらん宿泊旅行調査 2016」最新データと分析結果のご報告
13：15～13：50

福岡、大阪会場 センター長 沢登 次彦／仙台、名古屋、東京④、金沢会場 研究員 森戸 香奈子
2016 年 4 月に実施した最新の市場動向調査の結果、およびそこから導き出される国内旅行における新たな課題とその分析を発表させ
ていただきます。ご出席の皆様に限り、速報として各県別の調査結果をお持ち帰りいただけます。

一人ひとりの本領発揮と共創が、地域・社会を変える。「コクリ！プロジェクト」最新報告

研究員 三田 愛

13：50～14：25

6 年目を迎えるコクリ！プロジェクト（地域コ・クリエーション研究）。1 人ひとりの本領発揮と境界を越えたコ・クリエーションが、地域・社会
を動かし、変えていきます。今年度は地域でコクリ！を起こす「メソッド」と、国レベルコクリ！の最新状況をご紹介します。

観光による地域経営組織「DMO」研究 ～先進地域事例の共有と課題について～
14：25～15：00

仙台、名古屋、東京④、金沢会場 センター長 沢登 次彦／福岡、大阪会場 研究員 北嶋 緒里恵
日本版 DMO の設立に向けて、各地で起こっている動き。そのプロセスにおいて参考となる先進地域事例や検討時のヒントを提供し、あ
るべき姿を探ります。

15：00～15：15

・・・休憩・・・
最新のエリアの観光プロデュース事例紹介
仙台会場 エリアプロデューサー 関 陽平／福岡会場 エリアプロデューサー 小野 郁

15：15～15：50

名古屋、金沢会場 エリアプロデューサー 田辺 友洋／大阪会場 エリアプロデューサー 高橋 佑司
東京④会場

エリアプロデューサー

川波 佑吉

地域の観光課題に対して、様々な解決アプローチのプロセスを、事例を交えてお話しさせていただきます。
テーマ例：観光アクションプラン、位置情報による周遊分析、訪日外国人受入整備、若者を巻き込んだ着地旅行商品開発・・・

今後のじゃらんリサーチセンターの活動について
15：50～16：20

センター長 沢登 次彦

じゃらんリサーチセンターは、観光振興に携わる皆様の立場に立って、観光を産業として発展させていくための道筋を探求していきま
す。今後に向けての活動方針をご説明させていただきます。
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＜第８回＞ 札幌会場：２０１６年８月２６日（金）
ホテルモントレ札幌 ２階

ビクトリアルーム

〒060-0034 札幌市中央区北 4 条東 1 丁目 3 番地
電話： 011-232-7111

URL：http://www.hotelmonterey.co.jp/sapporo/

地下鉄利用の場合
地下鉄南北線、東豊線「さっぽろ駅」下車
18 番出口より徒歩 2 分。

JR 利用の場合
JR 札幌駅下車。東改札口を右へ出て
札幌駅南口より左方向徒歩 5 分。

◆プログラム◆（札幌会場）
スケジュール

内

13：00～13：10

開催のご挨拶

13：10～13：15

国土交通省様からのご挨拶

容

「じゃらん宿泊旅行調査 2016」最新データと分析結果のご報告
13：15～13：50

センター長 沢登 次彦

2016 年 4 月に実施した最新の市場動向調査の結果、およびそこから導き出される国内旅行における新たな課題とその分析を発表させ
ていただきます。ご出席の皆様に限り、速報として各県別の調査結果をお持ち帰りいただけます。

メバルが地域を熱くする～「魚のブランド化×新・ご当地グルメ」大作戦～
エグゼクティブプロデューサー ヒロ中田（中田 博人）

13：50～14：25

ご当地グルメを作るためにご当地グルメを開発する時代は終わった！「必要」かつ「サステナブル」な存在にするための「新・ご当地グル
メ」活用術を、青森県中泊町の取り組み事例をもとに話します。ツールは「中泊メバルの刺身と煮付け膳」(中泊メバル膳)です。

観光による地域経営組織「DMO」研究 ～先進地域事例の共有と課題について～
研究員 北嶋 緒里恵

14：25～15：00

日本版 DMO の設立に向けて、各地で起こっている動き。そのプロセスにおいて参考となる先進地域事例や検討時のヒントを提供し、あ
るべき姿を探ります。

・・休憩・・・

15：00～15：15
最新のエリアの観光プロデュース事例紹介

統括エリアプロデューサー

15：15～15：50

坂本 昌一

地域の観光課題に対して、様々な解決アプローチのプロセスを、事例を交えてお話しさせていただきます。
テーマ例：観光アクションプラン、位置情報による周遊分析、訪日外国人受入整備、若者を巻き込んだ着地旅行商品開発・・・

㈱リクルート北海道じゃらんの今後の取り組みについて
15：50～16：20

株式会社リクルート北海道じゃらん 代表取締役社長 内海 裕晃
北海道新幹線が開業し、ますます注目の集まる北海道。今後の北海道観光マーケットの動向、そして、それらに対するリクルート北海
道じゃらんの取り組みについて、4 月に新社長に着任した内海より、お話させていただきます。

今後のじゃらんリサーチセンターの活動について
16：20～16：50

センター長 沢登 次彦

じゃらんリサーチセンターは、観光振興に携わる皆様の立場に立って、観光を産業として発展させていくための道筋を探求していきま
す。今後に向けての活動方針をご説明させていただきます。
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＜第９回＞ 東京会場③：２０１６年８月３０日（火）
株式会社リクルートライフスタイル内

サウス４１階 アカデミーホール

〒100-6640 東京都千代田区丸の内 1-9-2 グラントウキョウサウスタワー
電話：03-6835-6250 URL：http://jrc.jalan.net/

JR 東京駅八重洲中央口もしくは南口を出て徒歩 3～5 分。
1 階は BMW が入っているビルです。目印は、道路を渡って向かい
側に、八重洲ブックセンターがございます。

１階の受付にて、「観光振興セミナー2016」に参加の旨お伝えいた
だき、「ゲストカード」をお受け取りください。一旦 23 階までエレベ
ーターで上がっていただき、高層階行きのエレベーターに乗り換
えて 41 階までお越しください。
41 階に別途、観光振興セミナーの受付がございます。

◆プログラム◆（東京③会場）
スケジュール

内

13：00～13：10

開催のご挨拶

13：10～13：15

国土交通省様からのご挨拶

容

「じゃらん宿泊旅行調査 2016」最新データと分析結果のご報告
13：15～13：50

研究員 森戸 香奈子

2016 年 4 月に実施した最新の市場動向調査の結果、およびそこから導き出される国内旅行における新たな課題とその分析を発表させ
ていただきます。ご出席の皆様に限り、速報として各県別の調査結果をお持ち帰りいただけます。

若者の国内旅行需要創出プロジェクト「マジ☆部」最新動向と若者消費
主席研究員 加藤 史子
13：50～14：25

年間、約 30 万人の 19 歳～22 歳世代の若者が会員登録し、「スキー・スノーボード」「ゴルフ」「J リーグ観戦」「温泉入浴」「釣り」などを
楽しむキッカケを提供しているマジ☆部（若者の国内旅行需要創出プロジェクト）の最新動向と、若者消費の現状をお話しさせていただ
きます。

一人ひとりの本領発揮と共創が、地域・社会を変える。「コクリ！プロジェクト」最新報告

研究員 三田 愛

14：25～15：00

6 年目を迎えるコクリ！プロジェクト（地域コ・クリエーション研究）。1 人ひとりの本領発揮と境界を越えたコ・クリエーションが、地域・社会
を動かし、変えていきます。今年度は地域でコクリ！を起こす「メソッド」と、国レベルコクリ！の最新状況をご紹介します。

15：00～15：15

・・休憩・・・
最新のエリアの観光プロデュース事例紹介

統括エリアプロデューサー

坂本 昌一

15：15～15：50
地域の観光課題に対して、様々な解決アプローチのプロセスを、事例を交えてお話しさせていただきます。
テーマ例：観光アクションプラン、位置情報による周遊分析、訪日外国人受入整備、若者を巻き込んだ着地旅行商品開発・・・

今後のじゃらんリサーチセンターの活動について
15：50～16：20

センター長 沢登 次彦

じゃらんリサーチセンターは、観光振興に携わる皆様の立場に立って、観光を産業として発展させていくための道筋を探求していきま
す。今後に向けての活動方針をご説明させていただきます。
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＜第１１回＞那覇会場：２０１６年９月２日（金）
ＡＮＡクラウンプラザホテル沖縄ハーバービュー ２階 彩海の間
〒900-0021 沖縄県那覇市泉崎 2-46
TEL：098-853-2111

URL：http://www.anacpokinawa.com/

乗車バス停：国内線旅客ターミナルビル前
バス会社：那覇バス、琉球バス
路線番号：25、99、111、113、120、123 番のいずれか
降車バス停：（那覇バスターミナル構内）旭橋
所要時間：約 20 分（バス降車後、徒歩 10 分含）

◆プログラム◆（那覇会場）
スケジュール

内

13：00～13：10

開催のご挨拶

13：10～13：15

沖縄県庁様からのご挨拶

容

「じゃらん宿泊旅行調査 2016」最新データと分析結果のご報告
13：15～13：50

センター長 沢登 次彦

2016 年 4 月に実施した最新の市場動向調査の結果、およびそこから導き出される国内旅行における新たな課題とその分析を発表させ
ていただきます。ご出席の皆様に限り、速報として各県別の調査結果をお持ち帰りいただけます。

一人ひとりの本領発揮と共創が、地域・社会を変える。「コクリ！プロジェクト」最新報告

研究員 三田 愛

13：50～14：25

6 年目を迎えるコクリ！プロジェクト（地域コ・クリエーション研究）。1 人ひとりの本領発揮と境界を越えたコ・クリエーションが、地域・社会
を動かし、変えていきます。今年度は地域でコクリ！を起こす「メソッド」と、国レベルコクリ！の最新状況をご紹介します。

観光による地域経営組織「DMO」研究 ～先進地域事例の共有と課題について～
研究員 北嶋 緒里恵

14：25～15：00

日本版 DMO の設立に向けて、各地で起こっている動き。そのプロセスにおいて参考となる先進地域事例や検討時のヒントを提供し、あ
るべき姿を探ります。

・・・休憩・・・

15：00～15：15
最新のエリアの観光プロデュース事例紹介
15：15～15：50

統括エリアプロデューサー

坂本 昌一

地域の観光課題に対して、様々な解決アプローチのプロセスを、事例を交えてお話しさせていただきます。
テーマ例：観光アクションプラン、位置情報による周遊分析、訪日外国人受入整備、若者を巻き込んだ着地旅行商品開発・・・

リクルートライフスタイル沖縄の地域活性取組のご紹介
15：50～16：20

株式会社リクルートライフスタイル沖縄 エリア活性支援グループ 鈴木 愛子
リクルートライフスタイル沖縄では、調査から誘客プロモーションまで、沖縄県全体や市町村の誘客・地域活性のお手伝いをしておりま
す。じゃらん net データから見る沖縄最新動向や地域活性の最新事例など弊社の取組をご紹介いたします。

今後のじゃらんリサーチセンターの活動について
16：20～16：50

センター長 沢登 次彦

じゃらんリサーチセンターは、観光振興に携わる皆様の立場に立って、観光を産業として発展させていくための道筋を探求していきま
す。今後に向けての活動方針をご説明させていただきます。

12

＜第１４回＞高松会場：２０１６年９月１３日（火）
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ＪＲホテルクレメント高松 ３階 玉藻の間
〒760-0011 香川県高松市浜ノ町 1-1
電話：087-811-1111

URL：http://www.jrclement.co.jp/

JR 高松駅、ことでん高松築港駅
及び、バスターミナルに隣接

◆プログラム◆（高松会場）
スケジュール

内

13：00～13：10

開催のご挨拶

13：10～13：15

国土交通省様からのご挨拶

容

「じゃらん宿泊旅行調査 2016」最新データと分析結果のご報告
13：15～13：50

センター長 沢登 次彦

2016 年 4 月に実施した最新の市場動向調査の結果、およびそこから導き出される国内旅行における新たな課題とその分析を発表させ
ていただきます。ご出席の皆様に限り、速報として各県別の調査結果をお持ち帰りいただけます。

メバルが地域を熱くする～「魚のブランド化×新・ご当地グルメ」大作戦～
13：50～14：25

エグゼクティブプロデューサー ヒロ中田（中田 博人）
ご当地グルメを作るためにご当地グルメを開発する時代は終わった！「必要」かつ「サステナブル」な存在にするための「新・ご当地グル
メ」活用術を、青森県中泊町の取り組み事例をもとに話します。ツールは「中泊メバルの刺身と煮付け膳」(中泊メバル膳)です。

観光による地域経営組織「DMO」研究 ～先進地域事例の共有と課題について～
研究員 北嶋 緒里恵

14：25～15：00

日本版 DMO の設立に向けて、各地で起こっている動き。そのプロセスにおいて参考となる先進地域事例や検討時のヒントを提供し、あ
るべき姿を探ります。

15：00～15：15

・・休憩・・・
最新のエリアの観光プロデュース事例紹介

15：15～15：50

統括エリアプロデューサー

坂本 昌一

地域の観光課題に対して、様々な解決アプローチのプロセスを、事例を交えてお話しさせていただきます。
テーマ例：観光アクションプラン、位置情報による周遊分析、訪日外国人受入整備、若者を巻き込んだ着地旅行商品開発・・・

今後のじゃらんリサーチセンターの活動について
15：50～16：20

センター長 沢登 次彦

じゃらんリサーチセンターは、観光振興に携わる皆様の立場に立って、観光を産業として発展させていくための道筋を探求していきま
す。今後に向けての活動方針をご説明させていただきます。
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「観光振興セミナー２０１６」参加申込書
ご希望の

会 場

会場に○を
ご記入ください

ご希望の

FAX

会 場

会場に○を

申込締切

ご記入ください

7/27（水） 東京会場①

7/20（水）

8/26（金） 札幌会場

8/2（火） 広島会場

7/25（月）

8/30（火） 東京会場③

8/5（金） 東京会場②

7/29（金）

8/31（水） 大阪会場

FAX
申込締切
8/18（木）
8/22（月）

8/9（火） 仙台会場

9/2（金） 那覇会場

8/25（木）

8/1（月）
8/10（水） 盛岡会場

9/6（火） 東京会場④

8/19（金） 福岡会場

9/7（水） 金沢会場

8/30（火）
8/3（水）
8/23（火） 名古屋会場

9/13（火） 高松会場

9/5（月）

※申込書１枚に付き、１名様分のご記入にてお願いいたします。

自治体・会社名
部課名・役職
ご芳名
電話番号

FAX

住所 〒
Email
■プライバシーポリシー
お預かりした個人情報は、【各種セミナーご案内、とーりまかし、メルマガ配信等】の発送・配信に利用いたします。本サービスにおいてそれぞれ必要とな
る項目を記入、または入力いただかない場合は、本サービスを受けられない場合があります。当社は、原則として、ご本人の承諾なく上記目的以外に個
人情報を利用または第三者に提供しません。ただし、当社は個人情報取扱い業務の一部または全部を外部委託することがあります。原則として本人に
限り、「個人情報の利用目的」の通知、登録した個人情報の開示、訂正、追加または削除、利用停止、ならびに第三者への提供の停止を求めることがで
きるものとします。具体的な方法については下記の個人情報管理の問い合わせ先にご連絡ください｡
■個人情報管理責任者
株式会社リクルートライフスタイル じゃらんリサーチセンター センター長
※個人情報に関するお問合せは以下の担当者までご連絡ください。

本件に関するお問合せ：（株）リクルートライフスタイル 地域創造部 大矢

お問い合わせ先：電話番号 03-6835-6250 （平日 10：00～18：00）

お申込みはこちらまで FAX：03-6834-8628
※定員になり次第、締め切らせていただく場合がございます。満席の場合のみご連絡いたします。
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