
主催：（公財）広島観光コンベンションビューロー　共催：（一社）広島県観光連盟
後援：中国運輸局・中国経済産業局・広島県・広島市・広島商工会議所・中国地域観光推進協議会・（公社）日本観光振興協会中国支部・(株)日本政策金融公庫

入場無料
ぜひご来場
ください！

10：00

11：00

（公財）広島観光コンベンションビューロー 観光振興部　担当：蒲池（かまち）　
Tel：082-554-1812　Fax：082-554-1815　E-mail：kankou@hiroshima-navi.or.jp
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［展示商談会］ ［プロモーションセミナー］

展示商談会
（自由形式）

11：30～12：15
三井住友カード

10：15～11：15
「中国運輸局のインバウンド観光に向けた取組」

中国運輸局

13：00～14：15
「宿泊施設の外国人対応あれこれ」

GetHiroshima・（公財）中国地域創造研究センター

15：20～16：45
ANTOR-JAPAN（駐日外国政府観光局協議会）セミナー

「世界各国の２ Way Tourism」

12：30～13：15
日本オラクル（株）

14：25～15：10
handy Japan

13：30～14：15
Vivid Creations JAPAN

［講演会］

※広島国際会議場の駐車台数には限りがありますので、ご注意下さい。

7月4日

（広島市中区中島町1-5）
http://www.pcf.city.hiroshima.jp/icch/

広島国際会議場（B2F）

［展示商談会・プロモーションセミナー］ 
➡ダリア
［講演会］ 
➡コスモス

【会場】 B2F
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駐車場光庭

ロビー

ラン

ヒマワリ レストラン
セレナード

サ
ン
シ
ャ
イ
ン

ガ
ー
デ
ン

ダリアフェニックスホール

ダリア コスモス

主催者挨拶

訪日外国人観光客受入のための最新情報が得られます！

（広島市中区中島町1-5）
http://www.pcf.city.hiroshima.jp/icch/

広島国際会議場（B2F）

［展示商談会・プロモーションセミナー］ ダリア
［講演会］ コスモス

【会場】平成30年

7.4（水）5（木）
10：00 ー 17：00

●訪日外国人を迎える商業施設（小売、飲食）、商店街、宿泊施設、交通事業者、観光施設のみなさま
●観光客誘致を推進する自治体や観光協会のみなさま　●インバウンド受入にご関心のある方対象

TI M E  SCH E DU LE
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［展示商談会］ ［プロモーションセミナー］

展示商談会
（自由形式）

11：45～12：30
ピープルソフトウェア（株）

10：30～11：30
「観光関連産業の概況と中国経済産業局の取組」

中国経済産業局

13：30～14：45
「DMOによる観光地経営の仕組み作り」

せとうちDMO

12：45～13：30
BRICKS.

15：00～15：45
e-Front

［講演会］7月5日

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

インバウンド受入
ビジネスフェア

2018

現在、訪日外国人観光客は右肩上がりに増加しており、受入態勢の充実がますます重要になっています。
本フェアの展示商談会・講演会・プロモーションセミナーでは、訪日外国人観光客の動向や、
最新の受入サービスなど、これからのインバウンドビジネスに役立つ情報をご紹介いたします。

特別協賛

15：25～16：10
MATCHA



（5月10日現在） （五十音順）
http://www.hcvb.city.hiroshima.jp/inbound/

スマホの方は
こちらから！

e-Front
海外向けのSNSを活用したダイレ
クトマーケティングの支援・運用代
行サービスのご案内をさせて頂き
ます。

(株)インターグループ
広島支社
広島支社では通訳・翻訳・企業語
学研修・語学スクールを実施して
いますので、この機会に是非お立
ち寄りください。

カシオ計算機
海外からのお客様応対に必要な
「おもてなし英語力」を身につける
事を目的とした英語応対能力検定
が誕生。

クロスランゲージ
長年にわたる実績。ホームページ
を自動で多言語化等、翻訳システ
ムを使った様々なソリューションを
提案します。

（株）クレディセゾン
スマホ決済、オンライン決済サービ
スなど新決済スキームへの先駆的
対応、クレジット端末導入や電子マ
ネー取扱いなどご提案いたします。

オリコム
「訪日外国人向けのホームページ
制作・情報発信」「欧米人向け観光
コンテンツの発掘調査」等をお気
軽にご相談ください。

NECネッツエスアイ 
中国支店
外国語での接客を支援する多言語
音声翻訳、同時通訳サービスをご
紹介します。

NTT西日本
広島県内へ展開中のフリーWi-Fi
サービス「H i r o s h ima  F r e e  
Wi-Fi」。

GetHiroshima
英国出身ポール編集長が手掛け
る広島の地元情報を、ウェブや
SNSを中心にメディアプロモー
ションを図ります。

(株)シー・エス・テクノロジー
地元の観光案内やグルメ情報、名
産品を、海外からのお客様に自分
の声でご案内する為のご当地観光
英語学習講座。

（株）Ctrip International 
Travel Japan
世界の大手オンライン旅行会社の
ひとつ、Ctrip.comで万全な旅行
計画を立てます！

四季民宿 あるぺん屋
FIT．真心のおもてなしで別荘感覚
をお楽しみください。

島田水産
創業1884年かきの養殖・販売業
者。生産者直営のかき小屋、かき
水揚げ体験、かきグラまん・佃煮等
の加工品製造販売。

スマートボックス
どこでも☆通訳【Dokotsuプリペ
イド】
業界最大級の12ヵ国語に対応し
たTV電話通訳サービスです。

チーム・エムツー
F1層女子と外国人留学生の感性
で外国人観光客が求める「ジャパ
ンカワイイ」物産企画・PR総合計
画を展開！

handy Japan
客室備え付けスマホ「handy」は
ゲストのタビナカに付加価値を与
える新たなホスピタリティソリュー
ションです。

日本オラクル（株）
外国人のニーズをつかむ、AI（人工
知能）やSNSを使った外国人旅行
客へのおもてなしソリューション。

地域ブランディング
研究所
高付加価値インバウンド特化型の
体験メニューの造成・販路拡大を
20ヵ国1000社のネットワークで
展開。

ダイテック
ニッポントリセツ®は、訪日外国人
おもてなしのため宿泊施設、飲食
店等でご利用いただく言語サービ
スです。

（株）ダイヤモンド・ビッグ社 
GOOD LUCK TRIP
訪日外国人観光客向けフリーマガジン
『GOOD LUCK TRIP瀬戸内・山陰』
版のご紹介及び外国人観光客受入に
関する様々なご相談に対応致します。

ピープルソフトウェア(株)
多言語アプリでインバウンド対応☆
音声ガイドシステムMUSENAVI、
電子スタンプラリー観光アプリ。

Visit Hiroshima 
Tourist Pass
訪日外国人観光客向け周遊乗車券
〝Visit Hiroshima Tourist Pass″。

Booking.com
Booking.com
世界最大の宿泊予約サイト。

MATCHA
日本最大級の訪日メディア「MATCHA」
を運営。ノウハウを活かし包括的に
海外発信支援を行う。

BRICKS.
心と心をつなぐ。電話ひとつでつ
ながる世界。弊社は電話による多
言語通訳センターを運営しており
ます。

ソースネクスト
双方向通訳機 POCKETALK（ポケ
トーク）で言葉の壁をなくします。

Vivid Creations 
JAPAN
シンガポールと東京を拠点にインバ
ウンド事業の海外向けマーケティン
グ・ブランディング戦略、コンテンツ
開発、営業支援、PRを行っています。

富士通
AIやIoT、ビッグデータ等のテクノ
ロジーを用い、様々な業種の知見
をつなぎ、観光ビジネスのイノベー
ションを支援します。

表示灯（株）
観光地向けデジタルサイネージや
おもてなしナビゲーションなどイン
バウンドに対応した表示灯ソ
リューションを紹介します。

ひろしまきもの遊び
着物を着て日本文化を体験いただ
くプロジェクトを企画・運営。専門
講師の手配、着物レンタルなどトー
タルでサポート。

三井住友カード
各種決済サービス、及び訪日外国
人向けプロモーションをご紹介い
たします。

リコージャパン（株）
外国の方にも楽しんで頂けるリ
コージャパンのイベントソリュー
ションをご紹介いたします。

講演会（当日参加可。ただし事前申込みの方優先。） 展示商談会出展企業・団体（予定）

10：15～11：15
中国運輸局のインバウンド観光に
向けた取組

国土交通省中国運輸局
観光部長講師
木嶋 淳

Profile●京都府生　
平成12年　　  国土交通省　入省（旧運輸省） 
平成23年8月　岩手県県土整備部空港課空港総括課長 
平成26年7月　復興庁統括参事官付参事官補佐 
平成28年6月　中国運輸局観光部長　現在に至る。 

①11：30～12：15
②12：30～13：15
③13：30～14：15
④14：25～15：10
⑤15：25～16：10

三井住友カード
日本オラクル（株）
Vivid Creations JAPAN
handy Japan
MATCHA

7
月
4
日（
水
）

⑥11：45～12：30
⑦12：45～13：30
⑧15：00～15：45

ピープルソフトウェア（株）
BRICKS.
e-Front

7
月
5
日（
木
）

フェアの詳細、事前申込みは下記専用サイトをご覧ください。

7月4日（水）
講演会❶

13：00～14：15
宿泊施設の外国人対応あれこれ

GetHiroshima

講師 ポール・ウォルシュ
公益財団法人中国地域創造研究センター
吉原 俊朗 他

講演内容●外国人観光客から見て、宿泊施設の対応はどのように見
えるのでしょうか。
トイレは？お風呂は？布団・旅館の仲居さんは？また、食事はどのよう
に考えているのか、どうやって宿を選んでいるのか？
外国人目線でお話いただきます。宿泊施設以外の方の聴講も大歓迎です。

講演会❷

15：20～16：45
ANTOR-JAPAN（駐日外国政府観光局協議会）
セミナー「世界各国の２ Way Tourism」

※講師の詳細は追って公式サイトでご案内します。講師

講演内容●インバウンドだけでなく、アウトバウンドとの双方向によ
る観光振興をご紹介します。

講演会❸

10：30～11：30
観光関連産業の概況と
中国経済産業局の取組

中国経済産業局産業部 
流通・サービス産業課長講師
稲原 宏昭 

Profile●入省以来、主に産業振興、企業支援を担当。平成23年か
らは電子情報産業、自動車産業、航空機産業等のものづくり産業の
競争力強化の業務を担当。平成28年から現職、観光関連産業のほ
かスポーツ関連産業、街づくり/商業振興の業務を担当。

7月5日（木）
講演会❹

13：30～14：45
DMOによる
観光地経営の仕組み作り

DMO
インバウンドマーケティングアドバイザー（せとうちDMO他）講師
村木 智裕

講演内容●日本各地で立ち上げるDMO。インバウンドマーケティン
グを始めとした役割と地域事業者の皆様との連携による観光地作り
の戦略について解説。

講演会❺

プロモーションセミナー （当日参加可。ただし事前申込みの方優先。）

その他、出展予定あり。


