
ミート・ザ・ワールド 旅のチカラで日本をもっと元気にしよう!!
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J6: 中国（Chugoku）J6: 中国（Chugoku）

J7: 四国（Shikoku）J7: 四国（Shikoku）

J8: 九州（Kyushu）J8: 九州（Kyushu）

J9: 沖縄（Okinawa）J9: 沖縄（Okinawa）

J5: 関西（Kansai）J5: 関西（Kansai）
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D:ヨーロッパ

K:航空・運輸

N:ホテル・旅館・宿泊施設

M:TRAVEL IT

P:関連企業・団体
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シルクロードランドシルクロードランド

東アジア
経済交流推進機構

東アジア
経済交流推進機構

中央アジア・トラベル・・システム中央アジア・トラベル・・システム

中央アジアグループ中央アジアグループ

シルクロード中央アジア旅行シルクロード中央アジア旅行

・キルギス コンセプト
（キルギス、カザフ）

・アシガバット シーヤハット
（トルクメ）

オール（中央アジア）

・キルギス コンセプト
（キルギス、カザフ）

・アシガバット シーヤハット
（トルクメ）

オール（中央アジア）

スカイリンク
トラベル

スカイリンク
トラベル

AMUR EXPORT 
SUPPORT 
CENTER

AMUR EXPORT 
SUPPORT 
CENTER

ロシア・ツアーロシア・ツアー

アエロフロート・
ロシア航空
アエロフロート・
ロシア航空 バイカル

コンプレックス
バイカル

コンプレックス

NPO Fund "Investment
Agency of the JAR"
Export Support Center

NPO Fund "Investment
Agency of the JAR"
Export Support Center

S7 AirlinesS7 Airlines

Silk Road
Destinations
Silk Road
Destinations

ウズベキスタンウズベキスタン

エジプト政府観光局エジプト政府観光局

FEDERAL
AGENY

FOR TOURISM
RUSSIAN
FEDERATION

FEDERAL
AGENY

FOR TOURISM
RUSSIAN
FEDERATION

サンライズ
ツアー旅行社
サンライズ
ツアー旅行社 海南省旅遊・

文化広電体育庁
海南省旅遊・
文化広電体育庁

チュニジア共和国大使館／
ONTT

チュニジア共和国大使館／
ONTT

韓国観光公社韓国観光公社

セブンラック
カジノ
セブンラック
カジノ

チェジュ航空チェジュ航空
NAMKAT
YORLA PA
NAMKAT
YORLA PA

ラオス情報文化
観光省
ラオス情報文化
観光省

ソウル
観光財団
ソウル
観光財団

ベトナム航空ベトナム航空

ベトスペース
トラベル

ベトスペース
トラベル

Ministry of
Tourism of
Cambodia

Ministry of
Tourism of
Cambodia

ブータン政府
観光局
ブータン政府
観光局

Mongolian
Tourism
Association

Mongolian
Tourism
Association

ワンダフルインドネシアワンダフルインドネシア
スリランカ ツーリズム
プロモーション
ビューロー

スリランカ ツーリズム
プロモーション
ビューロー

PHILIPPINESPHILIPPINES

香港政府観光局香港政府観光局

台湾台東県台湾台東県

タイガーエア
台湾

タイガーエア
台湾

マカオ政府観光局マカオ政府観光局

株式会社 日本旅行株式会社 日本旅行

旅の広場旅の広場
株式会社読売旅行株式会社読売旅行

トラベルギャラリートラベルギャラリー

櫻スター
トラベル
櫻スター
トラベル

株式会社ブランジスタ株式会社ブランジスタTristar Worldwide
 Chauffeur Services
Tristar Worldwide
 Chauffeur Services

株式会社プレイガイドツアー / 
エス・ティー・ワールド / 
トラベルファクトリージャパン

株式会社プレイガイドツアー / 
エス・ティー・ワールド / 
トラベルファクトリージャパン

株式会社キャラバン ツアー株式会社キャラバン ツアー

マイバスマイバス

一般社団法人
全国レンタカー協会
一般社団法人
全国レンタカー協会

株式会社 エイチ・アイ・エス株式会社 エイチ・アイ・エス
株式会社
阪急交通社
株式会社
阪急交通社

KNT-CT 
ホールディングス株式会社
KNT-CT 

ホールディングス株式会社

株式会社
エヌオーイー
株式会社
エヌオーイー

全日本空輸株式会社／
ANAセールス株式会社／
一般社団法人ONSEN・

ガストロノミーツーリズム推進機構

全日本空輸株式会社／
ANAセールス株式会社／
一般社団法人ONSEN・

ガストロノミーツーリズム推進機構

海外
ホテルコーナー

海外
ホテルコーナー

ヒルトン・グランド・
バケーションズ
ヒルトン・グランド・
バケーションズ

カラクルカラクル

成田国際空港
株式会社
成田国際空港
株式会社

外務省
領事局
外務省
領事局

Myanmar Restaurant 
Association

Myanmar Restaurant 
Association

グリーンエージェントグリーンエージェント

空飛ぶマレーシアのパン
ロティチャナイ

空飛ぶマレーシアのパン
ロティチャナイ

※10/24（木）、25（金）のみ開催※10/24（木）、25（金）のみ開催

株式会社ブロードリーフ株式会社ブロードリーフ

オーエージー
アビエーション
ワールドワイドリミテッド

オーエージー
アビエーション
ワールドワイドリミテッド

東武
トップツアーズ
株式会社

東武
トップツアーズ
株式会社

株式会社JTB株式会社JTB

タイ国政府
観光庁
タイ国政府
観光庁

グアム政府
観光局
グアム政府
観光局

株式会社ジェーシービー株式会社ジェーシービー

日本航空株式会社／
ワンワールド／

株式会社 ジャルパック／

日本航空株式会社／
ワンワールド／

株式会社 ジャルパック／

リゾート
ウェディング
コーナー

リゾート
ウェディング
コーナー

関西エアポート
株式会社
関西エアポート
株式会社

日本空港ビルデング株式会社／
東京国際空港ターミナル株式会社／
東京モノレール株式会社／
京急グループ

日本空港ビルデング株式会社／
東京国際空港ターミナル株式会社／
東京モノレール株式会社／
京急グループCS放送「旅チャンネル」＆

「カートゥーン ネットワーク」
CS放送「旅チャンネル」＆
「カートゥーン ネットワーク」

アドベンチャー
ツーリズム
コーナー

アドベンチャー
ツーリズム
コーナー

クルーズコーナークルーズコーナー

Bangladesh
Tourism
Board

Bangladesh
Tourism
Board

ミャンマーミャンマー

MALDIVESMALDIVESジャンボツアーズジャンボツアーズ

留学語学研修等
協議会（CIEL）
留学語学研修等
協議会（CIEL）

ワールド航空
サービス

ワールド航空
サービス

ANDHRA PRADESH
TOURISM

ANDHRA PRADESH
TOURISM

 KARNATAKA 
TOURISM
 KARNATAKA 
TOURISM

パラオ政府
観光局
パラオ政府
観光局

オーストラリア政府観光局/
クイーンズランド州政府観光局
オーストラリア政府観光局/
クイーンズランド州政府観光局

カンタス航空カンタス航空
TAMIL NADU
TOURISM

TAMIL NADU
TOURISM

The Empire
Brunei
The Empire
Brunei

インド政府観光局インド政府観光局

シンガポール航空シンガポール航空

NEPAL
TOURISM
BOARD

NEPAL
TOURISM
BOARD

国際機関日本アセアンセンター国際機関日本アセアンセンター

NOKU HOTELSNOKU HOTELS

タヒチ観光局タヒチ観光局

バンコク病院バンコク病院

KERALA
TOURISM
KERALA
TOURISM

Rajah Ayurveda, 
Kerala, India
Rajah Ayurveda, 
Kerala, India

マレーシア
政府観光局
マレーシア
政府観光局

アヤナホテルアヤナホテル ADVENTURE 
INDONESIA
ADVENTURE 
INDONESIA

観光予報プラットフォーム
推進協議会
観光予報プラットフォーム
推進協議会

日本空輸株式会社日本空輸株式会社

Vietjet AirVietjet Air

HANOI - 
VIETNAM
HANOI - 
VIETNAM

株式会社ジンエアー株式会社ジンエアー

イースター航空イースター航空

PARADISEPARADISE

JR九州高速船
株式会社
JR九州高速船
株式会社

中国駐大阪観光代表処中国駐大阪観光代表処

台湾観光協会
チャイナ エアライン
エバー航空　日本支社

彰化県
屏東縣政府
基隆市政府

台中市政府観光旅遊局
台南市政府観光旅遊局
台灣浪漫台三線

台湾観光協会
チャイナ エアライン
エバー航空　日本支社

彰化県
屏東縣政府
基隆市政府

台中市政府観光旅遊局
台南市政府観光旅遊局
台灣浪漫台三線

（株）システムズナカシマ・（株）MAYASYSTEM（株）システムズナカシマ・（株）MAYASYSTEM

pamz.株式会社pamz.株式会社

らーめん 小僧らーめん 小僧

舞洲スポーツ振興事業推進協議会
（舞洲プロジェクト）

舞洲スポーツ振興事業推進協議会
（舞洲プロジェクト）

農泊（ＪＡ全農・農協観光・
日本ファームステイ協会）
農泊（ＪＡ全農・農協観光・
日本ファームステイ協会）

スポーツ・
アドベンチャー
ツーリズムコーナー

スポーツ・
アドベンチャー
ツーリズムコーナー

民旅ツーリスト民旅ツーリスト日本ヘリシス日本ヘリシス

産業観光エリア産業観光エリア

全国ロケ地マップフェア2019
ジャパン・フィルムコミッション
全国ロケ地マップフェア2019
ジャパン・フィルムコミッション

大学
アカデミー
エリア

大学
アカデミー
エリア

一般社団法人
宙ツーリズム
推進協議会

一般社団法人
宙ツーリズム
推進協議会

天文王国おかやま天文王国おかやま

内閣官房東京オリンピック・
パラリンピック推進本部事務局
内閣官房東京オリンピック・
パラリンピック推進本部事務局

文化庁
（日本遺産）
文化庁
（日本遺産）

環境省
自然環境局　国立公園課
国立公園利用推進室／

NPO法人 日本エコツーリズム協会

環境省
自然環境局　国立公園課
国立公園利用推進室／

NPO法人 日本エコツーリズム協会

食文化・
酒蔵ツーリズム
エリア

食文化・
酒蔵ツーリズム
エリア

ワンダフルセトウチ
DISCOVER WEST 連携協議会　西日本旅客鉄道株式会社　

公益社団法人日本観光振興協会中国支部

ワンダフルセトウチ
DISCOVER WEST 連携協議会　西日本旅客鉄道株式会社　

公益社団法人日本観光振興協会中国支部

一般社団法人　山口県観光連盟一般社団法人　山口県観光連盟

九州
（福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・JR九州）
九州
（福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・JR九州）

四国四国

ソラヤマいしづちソラヤマいしづち
大歩危・祖谷温泉郷大歩危・祖谷温泉郷

UNDICOVERED JAPAN
にし阿波～剣山・吉野川観光圏
UNDICOVERED JAPAN
にし阿波～剣山・吉野川観光圏 一般社団法人 高知県東部観光協議会

一般社団法人 物部川DMO協議会
一般社団法人仁淀ブルー観光協議会
一般社団法人 幡多広域観光協議会

一般社団法人 高知県東部観光協議会
一般社団法人 物部川DMO協議会
一般社団法人仁淀ブルー観光協議会
一般社団法人 幡多広域観光協議会

一般財団法人
沖縄観光コンベンションビューロー

一般財団法人
沖縄観光コンベンションビューロー

一般社団法人
全国旅行業協会
一般社団法人
全国旅行業協会沖縄県地域

ビジネス力
育成強化事業

沖縄県地域
ビジネス力
育成強化事業

紺碧ザ・ヴィラオールスイート紺碧ザ・ヴィラオールスイート

一般社団法人
日本自動車連盟
（JAF）

一般社団法人
日本自動車連盟
（JAF）

一般社団法人
日本RV協会
一般社団法人
日本RV協会

株式会社帝国ホテル株式会社帝国ホテル
ドーミーイン/
御宿野乃/

Global Cabin

ドーミーイン/
御宿野乃/

Global Cabin

エンソウ アンゴエンソウ アンゴ
西尾レントオール株式会社西尾レントオール株式会社

株式会社SKYTREK株式会社SKYTREK

株式会社IKUSA株式会社IKUSA 株式会社オマツリジャパン株式会社オマツリジャパン

スカパー JSAT株式会社スカパー JSAT株式会社

株式会社沖データ株式会社沖データ

株式会社JTB
メディアリテーリング
株式会社JTB
メディアリテーリング

沖縄県
読谷村
沖縄県
読谷村 一般社団法人

奄美群島
観光物産協会

一般社団法人
奄美群島
観光物産協会

福岡観光プロモーション協議会・
西日本鉄道株式会社

福岡観光プロモーション協議会・
西日本鉄道株式会社

糸島糸島 株式会社ベネフィット・ワン株式会社ベネフィット・ワン

佐賀県
嬉野市
佐賀県
嬉野市

ゆふいんドローンの宿
TOKINOKAKERA
ゆふいんドローンの宿
TOKINOKAKERA

協賛協賛

協賛協賛

豊後水道かまえ
直送活き粋船団
豊後水道かまえ
直送活き粋船団

ドン★ぶり屋ドン★ぶり屋

日本忍者協議会日本忍者協議会

南紀熊野
広域商工会
東牟婁協議会

南紀熊野
広域商工会
東牟婁協議会

一般社団法人
紀の川フルーツ
観光局

一般社団法人
紀の川フルーツ
観光局和歌山県

熊野南紀連盟
和歌山県

熊野南紀連盟

アドベンチャー
ワールド
アドベンチャー
ワールド

田辺市＆サンティアゴ・デ・コンポステーラ田辺市＆サンティアゴ・デ・コンポステーラ

奈良県合同出展
プロジェクト
奈良県合同出展
プロジェクト

奈良県奈良県

公益社団法人
和歌山県観光連盟
公益社団法人
和歌山県観光連盟

大阪商工会議所特別ブース大阪商工会議所特別ブース

AWAJI-SHIMA西海岸リゾート
(アニメパークニジゲンノモリ/
HELLO KITTY SMILE)

AWAJI-SHIMA西海岸リゾート
(アニメパークニジゲンノモリ/
HELLO KITTY SMILE)

兵庫県兵庫県

一般社団法人
明石観光協会
一般社団法人
明石観光協会

かすみ海上GEO TAXIかすみ海上GEO TAXI

神河町神河町

公益社団法人
姫路観光コンベンションビューロー
公益社団法人
姫路観光コンベンションビューロー

淡路島洲本市淡路島洲本市

Railways KANSAIRailways KANSAI

Down town of
Japan OSAKA
Down town of
Japan OSAKA

蟹取県（鳥取県）蟹取県（鳥取県）

ひろしま（広島・宮島・岩国地方観光連絡協議会）・
せとうち（瀬戸内・松山ツーリズム推進会議）
ひろしま（広島・宮島・岩国地方観光連絡協議会）・
せとうち（瀬戸内・松山ツーリズム推進会議）

一般社団法人 中海・宍道湖・大山圏域観光局一般社団法人 中海・宍道湖・大山圏域観光局
島根県

神話の国　縁結び観光協会
島根県

神話の国　縁結び観光協会

一般社団法人 しまなみジャパン一般社団法人 しまなみジャパン
株式会社せとうち
LTKトラベル
株式会社せとうち
LTKトラベル

マリントピアリゾート
（海の京都 天橋立）
マリントピアリゾート
（海の京都 天橋立）

戦国ワンダーランド滋賀・
びわ湖

戦国ワンダーランド滋賀・
びわ湖

大阪市魅力発信事業「O-TEX」大阪市魅力発信事業「O-TEX」

一般財団法人
関西観光本部
一般財団法人
関西観光本部

公益財団法人
ワールドマスターズゲームズ 2021

関西組織委員会

公益財団法人
ワールドマスターズゲームズ 2021

関西組織委員会

空庭温泉 
OSAKA BAY TOWER

空庭温泉 
OSAKA BAY TOWER

ホテルエルシエント京都・大阪
（株式会社 関電アメニックス）
ホテルエルシエント京都・大阪
（株式会社 関電アメニックス）

オークウッドホテル＆
アパートメンツ新大阪
オークウッドホテル＆
アパートメンツ新大阪

株式会社名門大洋フェリー株式会社名門大洋フェリー

株式会社 大阪国際会議場株式会社 大阪国際会議場

一般社団法人
阪南市観光協会
一般社団法人
阪南市観光協会

一般社団法人2025年
日本国際博覧会協会
一般社団法人2025年
日本国際博覧会協会

公益社団法人京都府観光連盟/
海の京都DMO/森の京都DMO/
お茶の京都DMO/

竹の里・乙訓（乙訓商工・観光協議会）/
とっておきの京都プロジェクト/
大河ドラマ「麒麟がくる」推進協議会

公益社団法人京都府観光連盟/
海の京都DMO/森の京都DMO/
お茶の京都DMO/

竹の里・乙訓（乙訓商工・観光協議会）/
とっておきの京都プロジェクト/
大河ドラマ「麒麟がくる」推進協議会

東奈良名張ツーリズム東奈良名張ツーリズム

白水乃蔵白水乃蔵
KOH株式会社KOH株式会社

鮮魚 創作和食旨い酒 bodai鮮魚 創作和食旨い酒 bodai

ココロ焦ガレココロ焦ガレ

鰻ま屋鰻ま屋

名古屋 鳥開名古屋 鳥開

小田原魚河岸でん小田原魚河岸でん

秩父駅弁研究会秩父駅弁研究会

食匠なる花食匠なる花

あじせんあじせん

味の梅ばち味の梅ばち

和食三吉和食三吉

鱗幸食品株式会社鱗幸食品株式会社

金獅子精肉店金獅子精肉店

一般社団法人
嬉野温泉観光協会
一般社団法人
嬉野温泉観光協会

日本茶業
体制強化
推進協議会

日本茶業
体制強化
推進協議会

麺や 齊とう麺や 齊とう

らーめん やまふじらーめん やまふじ

麺や 清流麺や 清流

セアブラノ神セアブラノ神

麺や 福はら麺や 福はら

龍旗信龍旗信

たこ家 道頓堀くくるたこ家 道頓堀くくる

お好み焼 千房お好み焼 千房

舞鶴市世界記憶遺産
保存活用推進委員会
舞鶴市世界記憶遺産
保存活用推進委員会

ニューカレドニア観光局/
エア・カレドニア・インターナショナル航空

ニューカレドニア観光局/
エア・カレドニア・インターナショナル航空

祈祷室祈祷室

５
号
館

２
号
館

ブースマップ ２ （3・4・6号館A・B）（10月9日現在）

東ゲート

アドベンチャーツアーを取り扱って
いる旅行会社や、行政機関・団体等
が出展しているコーナーです。

S-009
アドベンチャーツーリズムコーナー

さまざまなクルーズ旅行を取り
扱っている船会社、旅行会社等が
出展しているコーナーです。

S-010
クルーズコーナー

スポーツとツーリズムの「融合」でスポーツ
を活用した「観光まちづくり」「ビジネスモデ
ルの創出」の場を提供している、国内の行
政・団体等が出展しているコーナーです。

S-006
スポーツ・アドベンチャー
ツーリズムコーナー

「旅ゴコロ」をくすぐる、個性的な旅
行を提案できる旅行会社が出展し
ているコーナーです。

S-011
旅の広場

観光学系の大学が出展し、各校の情
報を提供するエリアです。ご相談
等、お気軽にお立ち寄りください。

S-005
大学アカデミーエリア

リゾートウェディングに精通してい
る旅行会社やメディアコンテンツ
会社が、展示とステージ等で魅力
を発信するコーナーです。

S-008
リゾートウェディングコーナー

旅の新しいカタチとして注目を集
める「産業観光」を紹介するエリア
です。

S-004
産業観光エリア

全国のロケ地マップが大集合！好きだったあの
映画、あのアニメのロケ地マップをゲット！
今では入手困難で貴重なロケ地マップも見る
ことができます。

S-007
全国ロケ地マップフェア2019
ジャパン・フィルムコミッション

日本酒・泡盛とおつまみ、各地のフー
ドの試飲・試食、そして食と酒を巡る
旅の情報が得られるエリアです。

S-001
食文化・酒蔵ツーリズムエリア

インフォメーション／
迷子センター 化粧室飲食コーナー AED 自動体外式除細動器 ファミリー休憩コーナー

ジャパン・ツーリズム・アワード受賞団体（詳細はp.20へ） 世界一周ファン・ウォーク

３号館：日本（関西／中国）
４号館：ヨーロッパ／中東／中央アジア／アジア
６号館A：日本（四国／九州／沖縄）／関連企業・団体／主催 者関連

６号館B：アジア／大洋州／旅行会社／航空・運輸／IC T／
TRAVEL IT／ホテル・旅館・宿泊施設／協賛／関連企業・団体

お得な情報を提供できる、海外ホ
テルが出展しているコーナーです。
※24日（木）・25日（金）のみ
※26日（土）・27日（日）は世界一周ファン・ウォーク Goal Booth

N-001
海外ホテルコーナー/

世界一周ファン・ウォーク Goal Booth




