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『フカボリ！日本旅行』をテーマに日本旅行の魅力をお届け！ 

関西初開催の「ツーリズム EXPO ジャパン 2019 大阪・関西」でお待ちしております！  
 

 

株式会社日本旅行（本社：東京都中央区、代表取締役社長：堀坂明弘、以下日本旅行）は、2019 年 10 月 24

日（木）～27 日（日）（一般公開日 26 日・27 日）に開催される「ツーリズム EXPO ジャパン 2019 大阪・関

西」に出展いたします。本年度のメインテーマは『フカボリ！日本旅行』。初の関西エリア開催にあたり、ご

来場の皆様に日本旅行の魅力を知っていただけるよう、当社の〝強み〟をステージイベントでお届けします。 

 

日本旅行ブースへは〝大きなハローキティ〟と〝赤い風船〟を目印にお越しください。ブースイメージのご

期待に応えるべく、一般公開日両日に渡り、ファン必見の会場限定フォトセッション『日本旅行宣伝部長

HELLO KITTY×日本旅行女子旅応援ナビゲーターたびーら フォトセッション』を実施いたします。 

さらに、テーマでもある『フカボリ！日本旅行』をご体感いただけるよう、当社を代表するコンテンツ「鉄

道」「宇宙」「添乗員」のスペシャルステージで、日本旅行ならでは濃い魅力にどっぷり浸かっていただきます。 

「鉄道」  女子鉄アナ 久野知美さん 『おすすめかわいい鉄道の楽しみ方』 

「宇宙」  ヨガインストラクター 岡田茉里乃さん 『ヨガ×宙（そら）体験』 

「添乗員」 カリスマ添乗員 平田進也氏 『〝おもてなしの極意〟カリスマ添乗員本音を語る！』 

 

また、「地方創生」を重点取組みに掲げる当社で

は、国内外の自治体・観光局とも連携し、地域の魅

力を幅広く PR させていただきます。国内 PR の『ご

当地自慢観光 PR ステージ』では、よしもと住みま

す芸人が参加しステージを盛り上げます。全国の自

治体 6 団体が参加し、伝統芸能の披露やご当地体験

企画をご用意しております。EXPO ならではのご当

地キャラクターもたくさん登場しますのでお楽し

みに。海外 PR では『マッハ・ベスト〝海外旅行セ

ミナー〟』と称し、オーストラリア政府観光局・ス

ペイン政府観光局にお越しいただき、海外旅行へ行

った気分を体感できるような PR いたします。 

ハローキティは株式会社サンリオのキャラクターです。 

Ⓒ 1976, 2019 SANRIO CO., LTD.  APPROVAL No.G602182 
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  開 催 概 要   

 

1. 開催日時 ［開期は 24 日～27 日 うち 24・25 日は業界日］ 

2019 年 10 月 24 日（木） 12：00～18：00  業界日 

 2019 年 10 月 25 日（金） 10：00～18：00   業界日 

 2019 年 10 月 26 日（土） 10：00～18：00  一般公開日 

 2019 年 10 月 27 日（日） 10：00～17：00  一般公開日 

 

2. 開催場所 

 大阪府・インテックス大阪 

 日本旅行ブース 展示場６号館 B『 I－001 』 

 

3. ブースイベント実施概要（一般公開日） 

 

 

 

10 月 26 日（土）・27 日（日） 『日本旅行宣伝部長 HELLO KITTY×たびーら フォトセッション』 
 

「日本旅行宣伝部長ハローキティ」と「日本旅行女子旅応援ナビゲーターたびーら」コラボ企画。 

各回先着 15 名様程度にて記念撮影を実施いたします。 

※ハローキティのみの回もございます。詳しくはブーススタッフをお尋ねください。 

 

日時 ： 26 日（土）① 10:15～ ② 12:15～ ③ 14:45～ 

        27 日（日）① 12:15～ ② 14:00～ ③ 16:30～ 

                                                                      Ⓒ 1976, 2019 SANRIO CO., LTD.  APPROVAL No.G60218 

10 月 26 日（土）・27 日（日） 

『女子鉄アナ久野知美の〝おすすめかわいい鉄道の楽しみ方〟』 
 

女子鉄アナとして大人気の久野知美さんをお迎えし、 

おすすめのかわいい鉄道の魅力や鉄道旅の楽しみ方などをご紹介！ 

 

日時 ： 26 日（土）15:00～ 

        27 日（日）11:00～ 

                                                                     久野 知美 さん 

10 月 26 日（土）・27 日（日） 

『sola 旅クラブ presents 〝ヨガ×宙体験〟』 
 

sola 旅クラブ星空ヨガインストラクター岡田茉里乃さんをゲストにお迎えし、 

自然と宙（sola）を感じるヨガ体験講座を実施いたします。 

 

日時 ： 26 日（土）17:00～ 

        27 日（日）15:30～ 

                                                                      岡田 茉里乃さん 

日本旅行女子旅応援ナビゲーター 

たびーら 

アイ 



 
 

 
 

 

 

 

10 月 27 日（日） 『〝おもてなしの極意〟カリスマ添乗員本音を語る！』 
 

日本旅行のカリスマ添乗員平田進也氏による本音トークが満載。 

旅にまつわる体験談など“おもてなしの極意”を楽しく語っていただきます。 

 

日時  ： 27 日（日）13:00～ 

 

                                      平田 進也 

10 月 26 日（土）・27 日（日） よしもと住みます芸人も応援！『ご当地自慢 観光 PR ステージ』 
 

全国の自治体（6 団体を予定）にご参加いただき、伝統芸能の披露や観光 PR を行います。 

スペシャルサポーターとして「よしもと住みます芸人」の登場、またご当地キャラクターもたくさん 

登場します！さらにご当地体験企画として「招き猫の絵付け体験」も実施いたします。 

（出演団体） 高知県観光コンベンション協会 / 沖縄市南桃原青年会 / 愛知県瀬戸市 / 静岡県浜松市/ 

        北海道観光振興機構 / 長崎県観光連盟 

 

 

 

 

 

                                  愛知県サポーター：シンポジウム R 北海道サポーター：オジョー 

10 月 26 日（土）・27 日（日） 『マッハ・ベスト“海外旅行セミナー”』 
 

海外旅行の魅力を体感できる会場限定の旅行セミナーを実施いたします。 

 

日時 ： 26 日（土）12:30～ オーストラリア政府観光局 

        27 日（日）12:30～ スペイン政府観光局 

10 月 26 日（土）・27 日（日） 公式 Instagram #タビジェニ『ココドコダ？クイズ』   
 

日本旅行公式 Instagram の投稿写真によるクイズコーナー。 

答えを当てて会場限定の豪華プレゼントを GET しよう！ 

思わず旅に出たくなる「フォトジェニック」な写真がたくさん登場します！ 

 

日時  ： 26 日（土）11:00～ 

         27 日（日）16:00～ 


