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「JAPAN Best Incentive Travel Awards 2017」決定 
-ベスト・プラクティスの共有を目指す- 

 
○日本政府観光局（JNTO）は、「JAPAN Best Incentive Travel Awards」を企画し、世界各国からの応募総
数 69件の中から受賞案件 3件を決定しました。 

○全世界の旅行会社やミーティングプランナーより募集した応募プログラムのうち、インセンティブ旅行
実施後に主催企業が得られた業績向上や、企業のルーツ等独自のストーリーを背景に実施した特色ある
プログラム、開催地域と連携したことによる地域への高い経済効果、という点において特に優れている
企画を選出しました。 

〇受賞者は、VISIT JAPAN Travel& MICE Martの前日に開催する授賞式で表彰され、案件のプレゼンテー
ションを実施します。 

※インセンティブ旅行（Incentive Travel）とは、企業が社員のモチベーション向上のため、褒賞として招待する旅行。主に販

売会社等が優れた成績者に対し実施しています。 

 
受賞者 
【大賞】 
・イベント名：LEXUS 中国 匠心之旅シリーズ 
・受賞者    ：交通公社新紀元国際旅行社有限公司（中国） 
・受賞理由 ：匠をテーマに日本各地の伝統的なものづくりに触れる内容は、産業 
        振興にもつながり、日本の MICEブランドコンセプトとも合致するも 
        のである。 
【企画賞】 
・イベント名：Global Leading Luxury Skincare Brand -Global Conference 2017- 
・受賞者  ：EVO COMMUNICATIONS（シンガポール） 
・受賞理由 ：日本の伝統産業である「麹作り」体験を取り入れ、女性参加者に合せ 

た丁寧なしつらえが施されており、インセンティブのツアー構成とし 
て非常に優秀である。 

【貢献賞】 
・イベント名：新光生命日本靜岡サミット 
・受賞者   ：汎佳旅行社（台湾） 
・受賞理由 ：5日間すべて静岡県のみでの構成されており、地域への経済効果、地方 

へのインバウンド需要の拡大の面でも光る事例である。 
 

※詳細別紙のとおり                       
 
1.「JAPAN Best Incentive Travel Awards 2017」授賞式概要 
日 時：平成 29年 9 月 20日(水)19：00～21：00 
場 所：ホテルニューオータニ 東京都千代田区紀尾井町 4-1 

 
2. 取材について 
取材を希望される記者の皆様は、以下 URLの取材申込書に必要事項をご記入の上、 
9月 13日（水）17：00 までに取材申込書記載の宛先にご送付ください。 
≪取材申込書 URL≫ 
http://www.jnto.go.jp/jpn/news/download/170920_travelawards_press_form.xls  

 
（添付）・別紙 1「JAPAN Best Incentive Travel Awards 2017」実施概要 

【ロゴマーク】 

・別紙 2「JAPAN Best Incentive Travel Awards 2017」受賞者詳細 

本件に関するお問い合わせ先： 

コンベンション誘致部 塩田、藤瀬（担当）、鳥巣（担当） 

TEL: 03-6691-4852 

http://www.jnto.go.jp/jpn/news/download/170920_travelawards_press_form.xls


 
別紙１ 

 

「JAPAN Best Incentive Travel Awards 2017」概要 

 

１． 名 称 ： JAPAN Best Incentive Travel Awards 2017 

 

２． 主催者 ： 日本政府観光局（JNTO） 

 

３． 目 的 ： 訪日インセンティブ旅行を表彰し、新たな訪日インセンティブ旅行市場の新規 

開発・活性化を図る。 

 

４． 対 象 ：2016年 4月1日～2017年3月31日(出発日)までに実施された 100人泊※1以上の 

訪日インセンティブ旅行。また、ベストプラクティスの事例の共有を通じ、国内   

外のMICE関係者の訪日インセンティブ旅行への理解と意欲向上を目指す。 

※1 人泊とは、参加者1名が1泊した数（例：20名×5泊＝100人泊） 

 

５． 応募資格 ： 全世界の旅行会社やミーティングプランナー等または日本側関係者 

(訪問都市・コンベンションビューロー、ホテル等施設) 

 

６． 応募期間 ： 2017年6月13日(火)～7月14日(金) 

 

７． 応募方法 ： 応募フォームにしたがって、必要事項を記入のうえ、専用 WEBページ（英、 

中（繁・簡）、韓、日）より公募。 

 

８． 表彰案件 ： 審査により3件程度を表彰 

 

９． 表彰基準（抜粋） ： ・旅行開催後に得られた主催者の効果 

             ・地域への貢献 

             ・新規ルートの開発（ゴールデンルート以外の地域を訪問） 

             ・アトラクションやユニークベニューの利用等、斬新な企画 

             ・環境に配慮した運営等、新たな試み 

 

１０．審 査 ： 4名の有識者による審査委員会が、JNTOの策定する表彰選考基準に準じ、審査

を行う。 

 

１１．表彰式 ： 2017年9月20日（水）19:00～21：00 
ホテルニューオータニ (東京都千代田区紀尾井町 4-1） 

 

１２．記念品・副賞 ： ・授賞式への招待（ビジネスクラスの利用、東京都内および近郊の新た

な観光魅力の視察提供） 

・クリスタルトロフィーの授与 

            

１３．その他 : 広報活動に活用できるロゴマークの授与 

 

 

 

 

 

 

以上 
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「JAPAN Best Incentive Travel Awards 2017」受賞者 

 

大賞 

イベント名 
LEXUS 中国 匠心之旅シリーズ 

（5～8日 全 4回 計 86名） 

受賞者 

交通公社新紀元国際旅行社有限公司 

JTB New  Century International 

Tours Co.,LTD 

李 沫 

所在国・地域 中国 

受賞理由 

匠をテーマに、自動車メーカーのメディア関係者やディーラースタッフが

日本の製造業と伝統と今に深く触れる旅の内容は、文化体験のみならず、

産業振興にもつながるものであり、まさに、「日本の感性と知性がビジネ

スを未来へ動かす」という日本の MICE ブランドコンセプトに合致するも

のである。 

旅程（抜粋） 

第１回(19名) 

【1 日目】福岡空港～博多人形～ROUNDTABLE会議 

【2 日目】レクサス九州工場にて研修～関門海峡クルージングチャーター 

【3 日目】備前焼一陽窯見学～備前長船刀剣～倉敷美観～大原美術館 

【4 日目】後楽園～三井アウトレット倉敷～三瀧荘にて夕食 

【5 日目】広島空港～帰国 

第 2 回(19名) 

【1 日目】福岡空港～博多人形 

【2 日目】筥崎宮～九州宮田工場にて研修～福岡空港～仙台空港 

【3 日目】中尊寺～南部鉄器の老舗 OIGEN見学～東京駅 

【4 日目】片岡屏風～INTERSECT BY LEXUSにて昼食～表参道 

【5 日目】羽田空港～帰国 

第 3 回（30名） 

【1 日目】北京へ集合～CS改善の説明会+研修会～旅行前晩餐会 

【2 日目】北京～大阪～四天王寺見学 

【3 日目】大阪～豊岡地区へ移動～豊岡杞柳細工ミュージアム 

【4 日目】豊岡～京都～乾漆器店見学～名古屋 

【5 日目】豊田佐吉記念館～トヨタ鞍ヶ池記念館～福岡 

【6 日目】筥崎宮参拝～鳥栖プレミアムアウトレット散策 

【7 日目】博多人形～帰国 

【8 日目】CS改善活動について総括 
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第 4 回（18名） 

【1 日目】北京首都空港、上海浦東空港～福岡空港 

【2 日目】博多人形～レクサス九州工場にて研修～京都 

【3 日目】川島織物見学～万福寺（昼食：普茶料理）～乾漆器店見学 

【4 日目】四天王寺見学～りんくうアウトレット  

【5 日目】帰国 

 

企画賞 

イベント名 

Global Leading Luxury Skincare Brand –  

-Global Conference 2017- 

（4 日間 360名） 

受賞者 
EVO COMMUNICATIONS  

Ms. JANE BOEY  
所在国・地域 シンガポール 

受賞理由 

体験・チームビルディングとして自社商品のルーツである「麹づくり」と

いう日本の伝統産業体験をとりいれつつ、表彰・研修においても、女性参

加者にあわせた美しく、丁寧な しつらえ・あつらえを随所に施しており、

おもてなし感にあふれたツアー内容が、インセンティブツアーの構成とし

て非常に優秀である。 

SNS を使った今風の広報手法も折りこみ、インフルエンサーとして訪日イ

ンセンティブ旅行の認知度向上に貢献するものである 

旅程（抜粋） 

【1 日目】到着。全旅程京都滞在 

【2 日目】 

・ビジネスレビュー＆トレーニング・グループフォト撮影 

ホワイエに、桜・障子・鳥居・酒樽のフォトブースを、会場内に鶴と桜

モチーフのバックウオールを設置。参加者にも折鶴、桜モチーフのスカ

ーフ、グッズ等を配布。 

・チームビルディング＆ワークショップ 

酒造り体験：麹作り、もろみ作り、テイスティング、着付け体験：イン

スタグラムを使っての写真グループコンペ 

・表彰式、トレーニング終了証授与式 

・カクテルレセプション、ガラディナー 

 京都 CVB提供太鼓パフォーマンス。ジャパニーズフュージョンダンス 

【3 日目】自由 【4日目】帰国 
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貢献賞 

イベント名 
新光生命日本靜岡サミット 

（5 日間 120名） 

受賞者 
汎佳旅行社  

社長 Liang Tin Yao 
所在国・地域 台湾 

受賞理由 

空路も含め 5日間の旅程を全て静岡県のみで構成。その中で、ハイレベル

のサービス、パーティーでのサプライズ、異文化体験などインセンティブ

旅行に求められる要素を高いレベルで実現。また、それにあたって、自治

体等の支援メニューを目一杯活用しており、地元と企画者との努力の相乗

効果により、地域への経済効果、地方へのインバウンド需要の拡大という

面においても光る事例である。 

旅程（抜粋） 

【1 日目】台北桃園國際機場～富士山静岡空港～つま恋リゾート 

【2 日目】掛川花鳥園～エスパルズドリームプラザ～ちびまる子ちゃんラ

ンド～エスパルズドリームフェリー～恋人岬～西伊豆クリスタルビュ

ーホテル 

【3 日目】西伊豆温泉～修繕寺町～浄蓮の滝～富士山本宮浅間大社～湧玉

池～富士高砂酒造～日本平ホテル 

【4 日目】駿府城公園～大井川鉄道 SL 乗車＜家山駅-新金谷駅間＞～蓬莱

橋～玉露の里・茶の華亭にて昼食、瓢月亭にてお茶をいただいた後、静

岡駅前商店街散策 

【5 日目】久能山東照宮～nicoe（スイーツテーマパーク）～ららぽーと磐

田（自由行動）～帰国 

 


