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主催紹介



団体名：一般社団法人日中ツーリズムビジネス協会
英文名：China-Japan Tourism-Business Consortium（通称CJTC）
中国語名：中日旅游文化商务促进会
所在地：東京都新宿区新宿5-15-14 INBOUND LEAGUE内



ENtrance株式会社代表取締役
一般社団法人日中ツーリズムビジネス協会代表理事
観光庁認定インバウンド地方誘客促進専門家

2011年 上海海同済大学日本語専攻と復旦大学のジャーナリズム副専攻卒。
早稲田大学院にて、日中政治関係とメディア報道について研究。

2014年 早稲田大学政治学研究科修士課程修了後、組織コンサルティング会社に入社。
企業理念策定プランナーとして活動、社内MVPを獲得するなど大きく貢献。

2016年 インバウンドコンサルタントとして、各業種のマーケティング戦略立案を担当。
2017年 やまとごころ入社し、インバウンド全般に関する事業開発。

及び企業や行政の中華圏インバウンド戦略コンサルティングに従事。

2018年 岩手県雫石町観光大使に就任し、スキーインバウンドの誘致に注力
「日中ツーリズム企業家倶楽部」創設し、第1回日中ツーリズムサミットをプロデュース

2019年 ENtrance（株）設立（一社）日中ツーリズムビジネス協会を、JTBとCtirpらと共同設立

王璇 WangXuan



写真１枚



2018年12月5日（水）＠東京

JTB様をはじめ日中の企業20社

中国ビジネス最前線で活躍する経営者や
スペシャリスト、中国の企業家、日本側の行
政機関や民間企業の経営者や幹部、約200名

日中ツーリズムサミット2018
2019年12月3日＠東京

地方自治体や観光関連団体、中国最前線テ
クノロジー企業計27社

業界の最先端のスペシャリスト中国の企業
家、日本側の行政機関や民間企業の経営者
や幹部、計360名

日中ツーリズムサミット2019
2019年5月15日-22日＠上海

JTB様をはじめ日中企業6社

300社以上中国側の旅行会社
そのほか、中国テクノロジー最先端の企業
や旅行業界代表的な企業、AlibabaやMeigu、
Ctripなど7社ほど本社に訪問

ITBChina出展・中国視察ツアー



アフタコロナ中国関連市場調査報告

中国関連勉強会・現地ライブフォーラム



開催概要



開催概要
◆日程：2020年12月17日（木）18日（金）
◆場所：Dragon Trail社ライブソフト（Online）

阪急阪神第一ホテル天王洲(Offline) 会場＋StudioRoom

◆プログラム
（Offline|17日）17日動画収録会＋Close商談会
（Online|18日）MainChannel  講演会＋地域PR

Sub Channel    B2B商談会
◆来場規模
（Online）日本＆中国視聴者2000人｜投票参加1万人（露出300万imp）
（Offline）関係者内部Close商談50名〜100名

阪急阪神第一ホテル天王洲(Offline) 29階小型会場＋StudioRoom



Forum Channel Meeting Channel
13：00ー13：20 開場挨拶｜来賓挨拶 -

13：20ー15：00

[Session1] 中国現地Keynote講演（中国語）

★観光PR  15min (①-⑤)

[Session2] パネルディスカッション（日本語）

★観光PR  15min (⑥-⑩)

[Session3] CJTC 戦略発表（日本語）

15：00ー16：45
自由商談・休憩

★観光PR （Light 30min（11~20）
★地域団体商談 A-Zone（15min×6）
協賛企業商談 B-Zone（15min×6）

16：45ー17：00
★CJTC 人気投票 発表

（一般者＋旅行会社）Afterコロナ行きたい日本地域

12月18日（金）北京时间13点-17点＠Online｜日本語・中国語字幕有

全体プログラム

★マークは、地域DMO・観光事業者様限定出展関連プログラム



PC＋携帯（Wechatミニプログラム）と連携することにより多様なオプションが選択可能

オンライン会場



出展案内



・現地に行かず、中国市場に手軽にアプローチが可能
・中国の訪日旅行に携わる旅行会社や事業者に、地域の魅力をPRできる
・中国現地の旅行会社とオンライン上での商談が可能に
・広告やインフルエンサーを通じ、中国消費者にダイレクトに地域のPRも可能

CJTS2020出展のメリット

◆オンライン視聴者規模（※想定）◆
日本側観光業界従事者視聴者1000人
中国側観光業界従事者視聴者1000人

一般消費者投票アンケート1万人（SNS300万露出）



【プログラム①観光PR】
海外旅行博と同じく、オンラインにて簡単に「地域の魅力」をPR

便利な機能例：参加者Q＆Aコメント可能 ｜ 宣伝資料来場者へダウンロード可能 ｜中国語と日本語字幕選択可能



2019年出展実績企業・団体（一部）



【プログラム②商談会】
海外商談と同じく、オンラインにて簡単に日程調整＆プレゼンテーション
（便利な機能例）商談時間枠の事前設定 ｜チャット＆音声での商談可能 ｜各種ファイル送信、画面共有可能



中国現地連携旅行会社（一部）
中国主要のOTA＆旅行会社をはじめとする約55,000社旅行事業者を招く



【プログラム③投票キャンペーン】
Afterコロナ行きたい日本地域特集LPへの掲載

（便利な機能例） 300万露出LP （地域紹介PRコンテンツ）｜一般消費者1万人投票｜名前の声＆アンケート結果



連携インフルエンサー（一部）
計2000万人フォロアー有する在日代表KOL招く（300万以上リーチ）



出展プラン スタンダードプラン ライトプラン ミニマム 備考

おすすめ対象 広域・県DMO様 県以下DMO様 地域事業者企業様 あくまで参考

費用 35万 20万 10万円 税込

枠数（目安） 5〜6 5〜6 5~10 最大20団体

一般消費者向け広告宣伝権利（効果：300万露出|1万人投票結果想定）

視聴者大賞参加権 あり あり あり 中国語LP露出

ロゴ掲載（各種媒体） スタンダードサイズ ライトサイズ ミニマムサイズ

事前宣伝告知 LP上位＋素材相談可 LP中位＋素材相談可 LP下位＋素材相談不可

オンライン視聴者向けPR権（効果：2000人来場者向けPR｜来場者分析報告書一式想定）

来場者報告書 あり あり あり 分析報告書

PR動画前日収録 あり あり 無 3min|中国語字幕付

画面転換時のCM あり（前半） あり（前半） あり（休憩時） 資料ダウンロード可能

オンライン商談権利（効果：下記記載の通り想定）

商談会通訳司会役 あり（1名2時間サポート） 無（必要に応じ、自身手配） 無（必要に応じ、自身手配）

18日-Online商談 18社（3席） 12社（2席） 6社（1席）

17日-Offline商談 参加可（10社目安） 参加可（10社目安） 無

CJTS2020に11月より出展申込（ライトプラン以上）頂くと、2020年度の年間会員権利（6万円相当）を無料贈呈

CJTS2020出展プラン



① 事務局にご連絡

お問合せご連絡

② 申請書提出

出展申請プラン
ご提出いただく

③ご入金

確認後、事務局より3日営業
日以内に請求書を発行

④素材提出

指定期日までに
素材をご提出いただく

⑤ 各種制作

ご入金確認後、
システム利用可能

CJTS2020出展フロー

※ご出展の意思が決定され次第、同時進行で素材支給シート及び出展マニュアルを送付します。
申込書の最終提出期限は上記の通りですが、いずれご出展意思があれば一度ご連絡ください。

事務局連絡：info@cjtc-club.com

ご申請期限:11月23日（月）｜ ご入金期限:11月30日（月)



過去実績



開催日時：2019年12月3日
開催場所：東京

出展企業：
地方自治体や観光関連団体
中国最前線テクノロジー企業計27社

来場者：
業界の最先端のスペシャリスト中国の企業家、
日本側の行政機関や民間企業の経営者や幹部、計360名

https://cjts2019.peatix.com/view

https://cjts2019.peatix.com/view


活動の様子



人気配信



CJTS 2019報道 動画・中継実績 計113万リーチ

766万人 571万人 343万人 205万人 126万人 60万人



59%28%

7%
3%

0% 3%

本イベントの満足度
非常に良かった

良かった

まあまあ

あまり良くなかっ

た

良くなかった

◆全体満足度：87%の来場者が「非常に良かった」「良かった」と答えた。

◆役立ち度： 9 3 %が自社の事業やご自身のお仕事に役立ったと答えた。

※C J T S 2 0 1 9調査結果

62%

31%

4% 0%
3%

自社事業やお仕事に役立ったか

非常にあった

少しあった

あまりなかった

全然なかった

無回答



過去サミットの来場者データ



Thank you!
谢谢

info@cjtc -club.com
一般社団法人日中ツーリズムビジネス協会

お問い合わせ先
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