地域の観光資源の磨き上げ＆商品化プログラム

着地型旅行商品コーディネーター
受講料
無料

育 成 講 座
2018 年秋に本県で予定されている、JR デスティ
ネーションキャンペーン（DC）
。全国からお越しに
なる観光客の皆さんに、県内全域を周遊していただ
くためには、魅力的な着地型旅行商品が欠かせませ

とことん

実践的
な内容です。

ん。そこで、本県では、地域の人材が自律的に商品
造成・仕入・販売が行うことができるよう、
「着地型

９月14日（水）
開講（全６回）

旅行商品コーディネーター育成講座」をスタートさ
せます！ DC のさらに先、2027 年度のリニア中央
新幹線開業も見据え、
「観光県−あいち」を目指して、
とことん実践的な内容をご用意しています！

本講座のポイント
①とことん実践的な内容

旅行業界の商慣習から商品造成・仕入・
販売の実際まで、基礎知識のワーク
ショップと先進事例紹介で構成。その
上で、実際に商品企画をしていただき、
いくつかの企画案については、実際に
販売を行っていただきます。

①観光協会・商工会・商工会議所職員や観光ボランティアガイドの方

商品造成・仕入・販売の実際を学び、本講座内で実践することで、地域の観光資源の商
品化が進みます。

②観光事業者（宿泊施設・観光施設等）で着地型旅行商品分野への参入をお考えの方

本講座のカリキュラムを通じ、自社施設で提供するプログラムの磨き上げや他施設と
の連携を図ることで、着地型旅行商品としての価値向上につなげることができます。

③観光分野で起業をお考えの方

③名古屋・岡崎の２会場で開催

④自治体職員の方

県内２箇所で開催するので、ご都合
のよい会場を選択していただけます。
※参加希望者が少ない場合、１会場に集約することがあります。

申込締切

こんな方にオススメ

②受講料無料

現地視察時の昼食代等を除き、無料
で受講していただけます。

９月５日（月）

全国で注目を集める着地型旅行商品の仕組みを学ぶことで、起業時の事業内容の深化・
拡大に役立てることができます。
地域の観光資源の商品化の実際を学ぶことで、DMO 等の地域の観光振興団体に対す
る行政としての支援方法の検討に役立てることができます。

※上記以外の方々も、ぜひご参加ください。

主
催 愛知県振興部観光局観光振興課
受託運営 株式会社日本旅行 名古屋支店

講座内容

全体カリキュラム進行（ワークショップ講師）／日本旅行総研 桂 武弘氏

第１回

名古屋

9 月 14 日（水）9:30 〜 12:30

着地型旅行商品の企画・仕入・販売

ウインクあいち１２階 1203 会議室
名古屋市中村区名駅 4438

（和歌山大学経済学部教授・大澤 健氏）

岡崎

セミナー①「着地型旅行商品の企画・仕入・販売の基礎知識」
セミナー②「旅行業登録の実際と法人化」
先進事例紹介「（一社）西尾市観光協会の設立経緯と旅行業登録」

9 月 14 日（水）14:00 〜 17:00

愛知県西三河総合庁舎 7 階 704 会議室

（

岡崎市明大寺本町 1-4

岡崎
名古屋

第２回

10 月 11 日（火）9:30 〜 12:30

愛知県西三河総合庁舎 5 階 501 会議室
ウインクあいち１２階 1204 会議室

（田辺市熊野ツーリズムビューロー

名古屋市中村区名駅 4438

（海島遊民くらぶ

代表・江崎 貴久氏）

岡崎
名古屋

第４回

着地型旅行商品の仕入・手配をしよう

ワークショップ「企画案の発表と磨き上げ」
セミナー「仕入・手配の実際〜仕入先との調整と売価設定、オペレーション」
先進事例紹介「信州いいやま観光局の取組について（仕入・手配を中心に）」

岡崎市明大寺本町 1-4

愛知県庁本庁舎 1 階第 7 会議室

（信州いいやま観光局・柴田 さほり氏）

名古屋市中区三の丸 3-1-2

岡崎

第６回

名古屋 両会場共通

第５回

12 月 14 日（水）13:00 〜 17:00

着地型旅行商品の販売をしよう

ワークショップ「仕入・手配方法の発表と磨き上げ」
セミナー 「販売の実際〜販売チャネルの選択と営業」
先進事例紹介「小笠原ツアーデスクの取組について（販売を中心に）」

岡崎市明大寺本町 1-4

12 月 15 日（木）13:00 〜 17:00

（小笠原村観光局・根岸 康弘氏）

愛知県自治センター 6 階 603 会議室

ビジネスマッチング「販売サイト紹介」

名古屋市中区三の丸 3-1-2

2 月 21 日（火）13:00 〜 17:00

多田 稔子氏）

車内ワークショップ②「現地視察のふりかえり」

11 月 16 日（水）13:00 〜 17:00

愛知県西三河総合庁舎 7 階 704 会議室

会長

車内セミナー「ビッグデータで見る本県の拠点と回遊状況」
車内ワークショップ①「商品企画に関する進捗確認、情報交換」
現地視察「海島遊民くらぶの着地型旅行商品づくり」

11 月 4 日（金）
鳥羽海島遊民くらぶ 現地視察
11 月 15 日（火）13:00 〜 17:00

）

セミナー①「企画の実際 〜商品イメージの作成」
セミナー②「着地型旅行商品の企画に役立つコミュニケーション術」
先進事例紹介「田辺市熊野ツーリズムビューローの取組について
（商品企画を中心に）
」

10 月 11 日（火）14:00 〜 17:00

両会場共通

第３回
注意
事項

一般社団法人西尾市観光協会 専務理事・榊原 正幸氏
常務理事・森 隆司氏

着地型旅行商品の企画をしよう

岡崎市明大寺本町 1-4

愛知県西三河総合庁舎 7 階 704 会議室

事始め

はじめに 「本講座のねらい」
基調講演 「観光まちづくりと着地型旅行商品」

振り返りと今後に向けて

愛知県庁本庁舎 1 階第 7 会議室
名古屋市中区三の丸 3-1-2

ワークショップ①「商品化結果報告」
ワークショップ②「感想と今後の取組」
おわりに 「本講座のふりかえりと今後に向けて」
※内容・講師は予告なく変更することがあります。

○ 原則的に、６回全てにご出席いただける方のお申込みをお待ちしております。
○ 第１回でグループ分けを行いますので、できるだけ出席してください。

○ 定員は 90 名程度（両会場合計）で、定員を超えるお申込みがあった場合は、調整させていただくことがあります。
○ 会場の駐車スペースには限りがあるので、公共交通機関のご利用をお願いします。

以下のいずれかの方法によりお申込みください。お申込み後、9 月 7 日㈫までに、事務局より会場のご案内を送信することを以て、受講確定とさせていた

申込
方法

だきます。万一、選に漏れた場合は別途ご連絡いたします。

○ FAX…以下の申込書に記入の上、事務局まで FAX をお送りください。

○ 電子メール…以下の申込書にある項目をメール本文に記載の上、事務局まで送信してください。
○ お預かりした個人情報は、本講座の運営業務以外には使用しません。

愛知県着地型旅行商品コーディネーター育成講座事務局（担当：竹尾・酒井）
株式会社 日本旅行 中部営業本部 MICE営業部内
◎講座申込受付 日本旅行コールセンター
電話 052-232-6767（受付時間：平日10:00〜18:00 土・日・祝日は休業）

FAX

申込書

052-232-6743

電子メール

aichi̲mice@nta.co.jp

社名・団体名
機関名

フリガナ
お名前

所属・部署名

性別

年齢

役職

電話番号

FAX番号

電子メール

希望会場

第１回講座の
出欠

出席

欠席

この講座で特に
学びたいこと等

名古屋会場

三河会場

※参加希望者が少ない場合、１会場に集約することがあります。

