
ツーリズムEXPOジャパン推進室

ツーリズムEXPOジャパン2020
旅の祭典 in 沖縄
商談会概要

登録バイヤーの方へ

2020年9月14日更新

◇主 催◇
公益社団法人日本観光振興協会/一般社団法人日本旅行業協会(JATA)/日本政府観光局(JNTO)

◇特別協力◇
一般社団法人 全国旅行業協会(ANTA)

◇日 程：2020年10月29日(木)・10月30日(金)【業界日】
◇会 場：沖縄コンベンションセンター

宜野湾市立多目的運動場(屋内)

〒 901-2224 沖縄県宜野湾市真志喜 4-3-1
https://www.oki-conven.jp/

◇◇商談会に関するお問い合せ先◇◇
ツーリズムEXPOジャパン2020商談会事務局
TEL: 03-6737-9389 FAX: 03-6737-9266

Email: tejbiz-oka@bsec.jp
公式ウェブサイト: https:www//t-expo.jp/okinawa

＜平日: 10:00～17:00＞(年末年始12/30~1/3を除く)

■第1日目 10月29日(木)
15:15～17:30 展示商談会(セッション1～5)

■第2日目 10月30日(金)
9:00～10:00 フリーセッション
10:00～17:45 展示商談会(セッション6～21)



2020年

商談会の特徴

★市場回復に向けた【反転攻勢】の機会！

✔ 展示会場で事前アポイント制商談会を2日間実施！

✔ 一部オンライン商談も取り入れ、商談会を実施！
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参加対象

メディア

バイヤー

旅行会社

海外出展者
バイイングを希望する場合

国内出展者
バイイングを希望する場合

訪日出展者
バイイングを希望する場合

その他の業種
出展者

バイイングを希望する場合

海外出展者
海外政府観光局など

セラー

国内出展者
自治体・観光協会など

訪日出展者
自治体・観光協会など

その他の業種出
展者

マッチング

ResorTech
Okinawa
出展者

ResorTech
Okinawa
バイヤー

＊ResorTech Okinawaバイヤーは、
ResorTech Okinawa出展者(セラー)と
のみ商談会可能です(※5)。



バイヤー登録について

登録条件

登録方法

◇ツーリズムEXPOジャパン公式ウェブサイトURL◇

https://www.t-expo.jp/okinawa 公式ウェブサイトTOPページ内

【来場登録】をクリック

↓

①来場登録

↓

②商談会マッチングメンバー登録

◇バイヤー登録する方は・・・
旅行業登録番号及び必ず連絡が取れる個人のメールアドレス をご用意の上、
①業界日来場登録、②商談会マッチングメンバー登録を行ってください。
※商談会参加者に同行する方は、①業界日来場登録のみ行ってください。

◇バイヤー登録しない方は・・・
①業界日来場登録のみ行ってください。

商談会バイヤー登録マニュアルを
ご参照ください！

費用 登録条件

日本観光振興協会 原則8セッション以上の商談実施

日本旅行業協会(JATA)

日本政府観光局(JNTO)

全国旅行業協会(ANTA)

ツアーオペレーター品質認証制度登録企業※1

-

-

-

※1 訪日旅行に関わる商談に登録できる旅行会社は、ツアーオペレーター品質認証制度登録企業に限る。

※2 沖縄県外バイヤー補助申請は、JATA正会員企業で勤務地の所在地が沖縄県以外の参加者が申請できます。

※3 バイヤー行為のみを希望する出展者は、同時にセラー登録はできません。(セラー登録のアカウント内ににバイヤーとしてのニーズを登録することは可能です。)

※4 主催者側が選考した旅行情報・旅行番組を提供するメディア各社（TV・新聞・雑誌・WEB等）

※5

1小間出展あたり2登録まで(2名まで）

主催者が選考したResorTech Okinawaバイヤーは、ResorTech Okinawa出展者（セラー）とのみ商談マッチングされます(ツーリズムEXPOジャ

パンの出展者（セラー）とは商談マッチングされません。）

登録者

バイヤー行為のみを希望する出展者※3

メディア各社※4

ResorTech Okinawaバイヤー※5

ツーリズムEXPOジャパン2020旅の祭典in沖縄出展者

ResorTech Okinawa出展者
出展料に含む

バイヤー

セラー

会員

但し、JATA正会員で沖縄県外バイヤー補助

申請する方は、最低17セッション以上の商談

実施※2
無料
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沖縄県外(地方)バイヤー補助申請について

 沖縄県外バイヤー補助申請は、【JATA正会員企業】の内、勤務地の所在地が沖縄県以外の商談会

参加者が申請できます。数に限りがあり、先着(120名)で申請を受付ます。

 沖縄県外バイヤー補助申請をする方は、最低17セッション以上の商談を実施し、FAMツアーに参加い

ただきます。

 沖縄県外バイヤー補助内容は、10月29日(木)からの2泊または10月28(水)からの3泊の宿泊代金及び

往復航空券代金の補助です。

※航空機及び宿泊ホテルの手配は、主催者が指定した方法で行ってください(それ以外は無効)。

 商談会同行者及び通訳の方は、『業界日来場登録』を行ってください。(補助対象外)

1. 商談会マイページ内「基本情報の編集」→「会社所在地 国・地域」→勤務地を選択

2. 商談会マイページ内「マッチングメンバー登録情報の編集」→「地方バイヤー対象補助」

『☑申請します。』 必ず✓を入れてください。

【注】☑がないものは、17セッション以上の商談枠が設定されていても、承認されません。

3. 補助申請が承認された方には、後日登録メール宛に予約方法案内詳細をお送りいたします。

補助申請方法

【JATA正会員限定】

✔
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商談スケジュール

✔商談会バイヤー登録マニュアルをご参照の上、ご登録をお願いいたします。

✔商談会に関する重要なお知らせは、随時ご登録のメールアドレス宛や「マイページ」内にニュース配信されます。

メールは受信できるよう、設定をお願いいたします。

✔海外旅行関係出展者との商談時の公用語は「英語」となります。必要に応じてご自身で通訳者の手配をお願いいたします。

✔本システムでは、セキュリティ対応や情報整理のため、一度登録したメールアドレスを同一会場で重複して登録するができません。

一度登録したメールアドレスを削除したい場合は、商談会事務局へその旨をメールにてお知らせください。

✔商談会マッチングメンバー登録は、マッチング精度を高めるために、プロフィール等の詳細情報を必ずご入力くださいますようお願いいたします。

✔アポイントの成立状況によっては、セラーからのリクエストの自動生成や事務局による調整等、実施する場合がございます。

予めご理解の上、可能な限り早期に、商談を希望する相手先とのアポイントを成立させることを推奨いたします。

✔マッチング確定後や商談会当日のキャンセルは、固くご遠慮ください。

万一、やむを得ずキャンセルする場合は、ご自身で商談相手先にご連絡の上、商談会事務局へその旨をメールにてお知らせください。

✔その他、ご不明なこと等ございます方は、下記までお早めにご相談ください。

お願い

フリーセッション /  Free Session 9:00 10:00

セッション /  Session6 10:00 10:15

インターバル /  Interval 10:15 10:30

セッション /  Session7 10:30 10:45

インターバル /  Interval 10:45 11:00

セッション /  Session8 11:00 11:15

インターバル /  Interval 11:15 11:30

セッション /  Session9 11:30 11:45

インターバル /  Interval 11:45 12:00

セッション /  Session10 12:00 12:15

インターバル /  Interval 12:15 12:30

セッション /  Session11 12:30 12:45

インターバル /  Interval 12:45 13:00

セッション /  Session12 13:00 13:15

インターバル /  Interval 13:15 13:30

セッション /  Session13 13:30 13:45

インターバル /  Interval 13:45 14:00

セッション /  Session14 14:00 14:15

インターバル /  Interval 14:15 14:30

セッション /  Session15 14:30 14:45

インターバル /  Interval 14:45 15:00

セッション /  Session16 15:00 15:15

セッション /  Session１ 15:15 15:30 インターバル /  Interval 15:15 15:30

インターバル /  Interval 15:30 15:45 セッション /  Session17 15:30 15:45

セッション /  Session2 15:45 16:00 インターバル /  Interval 15:45 16:00

インターバル /  Interval 16:00 16:15 セッション /  Session18 16:00 16:15

セッション /  Session3 16:15 16:30 インターバル /  Interval 16:15 16:30

インターバル /  Interval 16:30 16:45 セッション /  Session19 16:30 16:45

セッション /  Session4 16:45 17:00 インターバル /  Interval 16:45 17:00

インターバル /  Interval 17:00 17:15 セッション /  Session20 17:00 17:15

セッション /  Session5 17:15 17:30 インターバル /  Interval 17:15 17:30

セッション /  Session21 17:30 17:45

Day1 Day2

2020/ 10/ 29(THU) 2020/ 10/ 30(FRI)

【事前アポイントメント制】
セッション:15分

インターバル(移動):15分
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ランチタイムの設定はありませんので、各自で調整してください。

旅の祭典 in 沖縄



会期当日までのスケジュール

6

旅の祭典 in 沖縄



沖縄FAMツアー
✔日時

10月30日(金)～ 11月2日(日)／日帰り・1泊2日・2泊3日

✔コース：

✔参加費

無料

✔対象バイヤー

TEJ2020旅の祭典 in 沖縄 商談会登録バイヤー

(除く: 勤務地の所在地が沖縄県バイヤー及びResorTech Okinawaバイヤー)

✔申込方法 商談会バイヤー登録後にご案内いたします。先着順のため、希望に添えない場合がございます。

【沖縄特別企画】
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※上記コース内容は変更になる場合があります。最新の情報は以下をご確認ください。
https://www.jata-net.or.jp/tej/okinawa/2020_okinawafamcourse.pdf

◇コース① 国頭村観光協会主催：1泊2日

やんばる国立公園内で、感染対策に対応した安全・安心で感動に繋がるコンテンツ

◇コース② 美と健康と賑わいのサンライズタウン推進連携体主催：日帰り

サンライズSUPヨガ＆マインドフルネス＆琉球朝食で心身を癒し、神の島・久高島巡りと伝統芸能で

琉球文化を満喫

◇コース③ うるま市主催：日帰り /1泊2日

世界遺産の勝連城跡を核に、新型コロナウイルスに配慮した、うるま市独自の文化、

自然、歴史を体験できる教育旅行、MICEをご提案

◇コース④ 北谷町主催：日帰り

「安全・安心・快適な観光地 北谷」をキーコンセプトに地点及び誘客コンテンツをご紹介

◇コース⑤ 「奄美・沖縄奄美・沖縄」世界自然遺産 PR 事務局主催：2泊3日

世界自然遺産登録を見据えた「奄美・沖縄」の魅力と豊かな個性を満喫することができるコース

◇コース⑥ うふあがり島観光推進プロジェクトチーム主催(北大東村･南大東村)： 1泊2日

国指定史跡「燐鉱山遺跡」をサイクリングで巡り島の開拓の歩みを知るパートと、今後開発を続けていく

マリン体験サービスの一部、太平洋でのボートフィッシングを体験し、島ならでは異日常体験を味わう

◇コース⑦ 沖縄市観光物産振興協会主催：日帰り(ナイトオプショナルツアー有)

中部に位置する沖縄市ならではのスポットを巡り、建設中の沖縄アリーナや泡瀬人工島の最新情報をご紹介

◇コース⑧ 久米島町観光協会主催：1泊2日

沖縄本島から飛行機30分！久米島を遊びつくす おすすめ体験旅

◇コース⑨ 金武町観光協会主催：日帰り

金武町億首川河口から昇る朝日と、億首川周辺の貴重なマングローブと生き物たちをカヌーでゆったり楽しめる

◇コース⑩ 金武町観光協会主催：日帰り

1945年米軍施設開発から75年、基地に寄り添い翻弄され共存する社交街”新開地”の今を体感

◇コース⑪ 金武町観光協会主催： 1泊2日

金武町の知られざる自然と基地の町、スポーツ合宿に最適なコンパクトタウンまるごと金武町ツアー

◇コース⑫ 宮古島観光協会主催： 1泊2日

ヤギとお散歩や野草ハーブで食事体験など、島の暮らしに触れながら、心も体もリフレッシュできる宮古島の旅

◇コース⑬ 沖縄県世界文化遺産プロモーション事業主催：日帰り

世界遺産×日本遺産(琉球料理,泡盛,芸能)で 『うとぅいむち』(おもてなし)をお届けします

＊できれば、海外メディア、インバウンドを希望

◇コース⑭ マリンハウスシーサー主催：日帰り

那覇から30分、慶良間諸島国立公園(慶伊瀬島)海域での半日マリン体験(スノーケル、体験

ダイビング)ツアー PADIインストラクターがご案内します

◇コース⑮ 恩納村リゾートウェディング活性化協議会(村観光協会、沖縄リゾートウェディング協会等)主催：日帰り /1泊2日

恩納村のリゾートウェディングは年間4,500組、チャペル挙式の魅力や地域資源を生かしたお二人の思い出つくり

体験、新しい観光コンテンツであるリゾートドレスフォトの魅力をお伝え恩納村リゾートウェディングが他とは違う特別

感を体験できる

◇コース⑯ 国立劇場おきなわ主催：日帰り

国立劇場おきなわでは、ユネスコ「人類の無形文化遺産の代表的な一覧表」に記載された組踊を上演します。

◇コース⑰ ジャンボツアーズ主催：日帰り

ヤンバルクイナの住む森を訪ねて沖縄北部へ。やんばる国立公園の豊かな自然を体感するコースです。

◇コース⑱ ジャンボツアーズ主催：1泊2日

慶良間諸島国立公園の渡嘉敷島で自然を満喫するアドベンチャーツアー！美しい渡嘉敷島の自然まるごと体験できるツアーです。

https://www.jata-net.or.jp/tej/okinawa/2020_okinawafamcourse.pdf


【お願い】

1. 新型コロナウイルス感染症予防対策に関して

以下の点を留意・同意の上、本イベントへの参加をお願い申し上げます。

❶下記項目にひとつでも該当するものがある場合は来場をご遠慮ください。

１)37.5 度以上の熱がある

２)咳、鼻水、痰、くしゃみ、のどの痛みなどの風邪の症状がある

３)倦怠感、息苦しさ、胸部不快がある

４)同居のご家族や勤務先など身近に新型コロナウイルス感染が疑われる方がいる

５)その他新型コロナウイルス感染可能性の症状がある

６)過去 14 日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要と発表されている国、

地域への渡航、並びに当該在住者との濃厚接触(2ｍ以内で2時間以上)がある

❷来場に際して下記感染症予防対策にご協力ください。ご協力いただけない場合、来場をお断り

することがあります。

１)来場時の除菌液による手指消毒

２)マスク着用

３)来場時の検温の実施

４)来場者人数を制限するための分散来場

５)健康チェックシートの提出

✔感染者発生時に個人情報を政府機関等の要請により開示する場合があります。

あらかじめご了承ください。

2. 商談会参加に関して

上記1全項に追加し、下記の点を留意・同意の上、本商談会への参加をお願い申し上げます。

1) フェイスシールド着用

2) 上記❶などの理由による、やむを得ない急な商談キャンセルの際は、

必ずご自身にて商談相手にその旨をご一報ください！

※商談マッチングシステム内「メッセージ機能」にて連絡できます。

【2020年8月3日現在の対策事項であり、上記内容は追加・変更となる場合がございます。】
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