
　政府が掲げる目標（2020 年に訪日客 4,000 万人、2030 年に 6,000 万人）を達成するためには、観
光業者だけではなく、全省庁、全都道府県、全市区町村、全産業、全国民による意識改革と連携強化
が必要不可欠です。
　ここ開国の地「横浜」で、産学官民のインバウンドのトップリーダーたちが一同に集い、関東広域
におけるインバウンドの更なる振興を通じた「観光立国」と「地方創生」の実現、そして、人口減少社
会において、「滅ばない日本＝持続可能な社会」の実現のために、いま我々が何をすべきか熱く語り
合います！皆様、ぜひ奮ってご参加下さい！

JIF 関東広域インバウンド連合会発足記念

Greater Tokyo International Inbound Forum in YOKOHAMA
国際インバウンドフォーラム

日本最大級の
インバウンドの祭典

2017.8.3

(THU)

横浜大さん橋ホール

＊フォーラム後、レセプション交流会開催  19:00 ～ 20:30

13:00～18:30

第 2報

豪華ゲスト
が多数
登壇予定 !!

参加費は事前決済で 5,000 円。現地支払いの場合は 5,500 円。

お申込はこちら
 http://ptix.co/2ulYM5Q

フォーラム＋レセプション交流会 セットでお申込いただく
と、会場前方中央のアリーナ席をご用意致します。

※当日支払いは5,500 円

一般席：無料
アリーナ（プレミアム）席：5,000円 おすす

め！

主催 :  一般社団法人 日本インバウンド連合会主催 :  一般社団法人 日本インバウンド連合会
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日本インバウンド連合会（JIF）　理事長パシフィコ横浜
Pacifico Yokohama
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横浜港大さん橋
国際客船ターミナル
横浜大さん橋ホール

・みなとみらい線「日本大通り駅」下車徒歩約7分
  （3番出口）
・横浜市営地下鉄/JR「関内駅」下車徒歩約15分
・市営バス「日本大通り駅県庁前」下車徒歩約5分
・市営バス「大さん橋」下車徒歩約3分
・横浜観光スポット周遊バスあかいくつ
  「大さん橋国際客船ターミナル」下車徒歩0分
・首都高速横羽線 横浜公園ランプから約3分
・首都高速湾岸線 新山下ランプから約10分 横浜大さん橋ホール

access

持永 秀毅氏（国土交通省 関東運輸局長），野田 久義氏（神奈川県 産業労働局 観光部長），青木 利行氏（公益財団法人 横浜観光コンベンション・ビューロー 専務理事），
マイク ハリス氏（株式会社キャニオンズ 代表取締役），小幡 章博氏（国土交通省 関東運輸局 交通政策部長），中沢 俊之氏（江ノ島電鉄株式会社 観光企画部長），吉井 康博氏（羽田旅客サービス株式会社 旅行事業部 部長 執行役員），
山田 桂一郎氏（観光カリスマ JTIC.SWISS 代表），岡村 世里奈氏（国際医療福祉大学大学院 医療経営管理分野（医療通訳・国際医療マネジメント分野兼務）  准教授），
五箇 大也氏（老舗佐野ラーメン店「日光軒」 代表，両毛ムスリムインバウンド推進協議会代表），李 容淑氏（VISIT JAPAN 大使，関西国際大学経営学科教授），井村 知貴氏（明治学院大学 社会学部社会学科１年，学生団体Con brio 代表），
中村 好明氏（一般社団法人日本インバウンド連合会（JIF）理事長，株式会社ジャパン インバウンド ソリューションズ 代表取締役社長），上山 康博氏（日本インバウンド連合会幹事長，株式会社 百戦錬磨 代表取締役社長），
喜地 弘志氏（日本インバウンド連合会 理事），吉田 博詞氏（日本インバウンド連合会 理事），道越 万由子氏（日本インバウンド連合会 理事），金子 泰士氏（株式会社コロワイド コロワイドMD外商部 インバウンド課 課長）
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Visit Japan 大使、
日韓文化交流の第一

人者 次代を創る
          観光カリスマ
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P R O G R A M

主催 :  一般社団法人  日本インバウンド連合会
お問合せ 日本インバウンド連合会（JIF）事務局 Tel: 03-3516-2372   E-mail: info＠jif.or.jp  担当：  高橋・岸・関

12:30 ～ 13:00 受付

開会宣言
上山　康博 氏
日本インバウンド連合会   幹事長，株式会社百戦錬磨   代表取締役社長　
ご来賓挨拶
持永　秀毅 氏
国土交通省  関東運輸局長　
ご来賓挨拶
野田　久義氏
神奈川県  産業労働局  観光部長
ご来賓挨拶
青木　利行 氏
公益財団法人  横浜観光コンベンション・ビューロー   専務理事　
基調講演①
「地域連携によるインバウンド誘致受入  ～ニュージーランド人から観た
マイク   ハリス 氏
株式会社キャニオンズ   代表取締役
休憩（10 分）
基調講演②
「JIF の挑戦」
中村　好明 氏
日本インバウンド連合会   理事長　

JIF 関東広域インバウンド連合会発足記者会見
・フォトセッション
休憩（10 分）
パネルディスカッション①
テーマ：「2020 オリンピック・パラリンピックに向けた
　　　　　　　関東広域エリアにおけるインバウンド戦略とは」
　　　  ～陸海空ゲートウェイの観点から～
ファシリテーター：
上山　康博 氏（日本インバウンド連合会   幹事長）
パネリスト： 
小幡　章博 氏（国土交通省   関東運輸局   交通政策部長）
中沢　俊之 氏（江ノ島電鉄株式会社   観光企画部長）
吉井　康博 氏（羽田旅客サービス株式会社  旅行事業部  部長　執行役員）
休憩（10 分）
パネルディスカッション②
テーマ：「2020 オリンピック・パラリンピックに向けた
　　　　　　　　　　　　　　　　　　インバウンド戦略とは」
　　　 ～産官学・地域連携の観点から～
ファシリテーター：
中村　好明 氏（日本インバウンド連合会  理事長）　
パネリスト：
山田　桂一郎 氏（観光カリスマ JTIC.SWISS 代表）　
岡村　世里奈 氏（国際医療福祉大学大学院  医療経営管理分野（医療通訳・国際医療マネジメント分野兼務） 准教授）
五箇　大也 氏（老舗佐野ラーメン店「日光軒」代表，両毛ムスリムインバウンド推進協議会代表）　
李　容淑 氏（VISIT JAPAN 大使、関西国際大学経営学科教授）　
井村　知貴 氏（明治学院大学   社会学部社会学科１年，学生団体 Con brio 代表）　
閉会
レセプション交流会

13:00 ～ 13:05

13:05 ～ 13:15

13:15 ～ 13:25

13:25 ～ 13:35

13:35 ～ 14:15

14:15 ～ 14:25
14:25 ～ 15:25

15:25 ～ 15:55
15:55 ～ 16:05
16:05 ～ 17:10

17:10 ～ 17:20
17:20 ～ 18:25

18:30
19:00 ～ 20:30

第
２
部

第
3
部

第
4
部

※プログラムは予告なく変更される場合がございます。

会場：大さん橋ホール
 （同会場）

時間：19 : 00 ～ 20 : 30 
 （受付 18:30 ～）

第
１
部

会費：  5,000 円
 （当日払い  5,500 円）

レセプション交流会

上山　康博氏

持永　秀毅 氏

小幡　章博 氏

五箇  大也 氏

岡村 世里奈 氏

井村  知貴 氏

日本の魅力と可能性～」

中村　好明 氏

- 中村  好明 氏
日本インバウンド連合会  理事長
- 喜地 弘志 氏
日本インバウンド連合会  理事
- 道越  万由子 氏
日本インバウンド連合会  理事

- 上山  康博 氏
日本インバウンド連合会  幹事長
- 吉田　博詞 氏
日本インバウンド連合会  理事
- 金子　泰士 氏
株式会社コロワイド  コロワイドMD外商部 
インバウンド課 課長

司　会：

加藤　葉月 氏
横浜観光親善大使

お申し込み

《 アドレス 》  http: //ptix.co/2ulYM5Q
※お手数ですが、お申し込みは、8月1日（火）までに、以下のURL からお願い致します。
※レセプション交流会につきましては、7月28日（金）以降はキャンセルできません。ご了承ください。

①件名：「ＹＯＫＯＨＡＭＡ国際インバウンドフォーラム参加申し込みの件」
②お名前　③団体名　④所属部署名 /役職　⑤ＴＥＬ　⑥E-mail アドレス　⑦会員区分　⑧交流会参加の有無

＊peatix がご使用頂けない参加ご希望の方は
　info@jif.or.jp まで 右記の情報をお送り下さい。

次代を創る
          観光カリスマ


