
 

 

 

 

 

独立行政法人 国際観光振興機構 

総務部 総務・広報グループ 

www.jnto.go.jp 

〒160-0004 東京都新宿区四谷 4-4-1 

TEL: 03-6691-4850 FAX: 03-6691-8787 

※ 本リリースは国土交通記者会・交通運輸記者会に配布しております。 

2019 年 6 月 18 日 

理事長 清野 智 

 

JAPAN Best Incentive Travel Awards 2019 の募集をスタート！ 

 

日本政府観光局（JNTO）は、本日より、「JAPAN Best Incentive Travel Awards 2019」の募集を開始します。 

全世界の旅行会社やミーティングプランナーより、2018 年度に日本で開催された訪日インセンティブ旅行の中で開催地の

特色を活かしたプログラムを募集し、インセンティブ旅行実施後に主催企業が得られた効果や、新しいデバイスを利用した斬

新なアイディア、また、地域文化の魅力発信や地域の方との交流を通じた地方創生という点において特に優れている企画を

表彰します。 

インセンティブ旅行は、主に企業が成績優秀者に対する報奨あるいは奨励を目的として行う旅行で、高い経済効果と地

方都市への更なる誘客が期待できます。JNTO では、MICE 誘致の重要ターゲットの一つとして、インセンティブ旅行の積極

的な誘致に取り組んでおり、本事業は、訪日インセンティブ旅行のベスト・プラクティスの事例の共有と表彰を通じ、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的として 2016 年より実施しています。 

 

【表彰内容】 
 
 募集期間：  2019 年 6 月 18 日(火)～8 月 2 日(金) 17 時 
 賞名：  「大賞」「企画賞」「貢献賞」 
 記念品・副賞： ・大阪での授賞式への招待 

  ・クリスタルトロフィーの授与 
 その他：  広報活動に使用できるロゴマークを授与 
      (ロゴマークは 3 年間使用可能) 
 

【JAPAN Best Incentive Travel Awards 2019 授賞式概要】 
 
 日時：2019 年 10 月 23 日(水) 18 時 30 分 開始 (予定) 
 場所：大阪市中央公会堂 (大阪府大阪市北区中之島 1-1-27） 

 
  （添付） 別紙 1 JAPAN Best Incentive Travel Awards 2019 実施概要 

別紙 2 JAPAN Best Incentive Travel Awards 2018 受賞者詳細 

お問い合わせ先： 

MICE プロモーション部  コルテア、長吉 

TEL: 03-6691-4852 

 



JAPAN Best Incentive Travel Awards 2019 実施概要 

 

１．名 称 ： JAPAN Best Incentive Travel Awards 2019 

 

２．主催者 ： 日本政府観光局（JNTO） 

 

３．目 的 ： 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、新たな訪日インセンティブ旅行市場の 

開発・活性化 

 

４．対 象 ： ・ 2018 年4 月1 日～2019 年3 月31 日(出発日)までに実施された 100 人泊※以上の訪日インセンティブ旅行 

※人泊とは、参加者1 名が 1 泊した数（例：20 名×5 泊＝100 人泊） 

・ 応募フォームに記入のうえ、旅行が行われたことを証明できるような報告資料、写真を提供できること、また、 

受賞した場合は旅程表などを JNTO のウェブサイトでの公表を承諾することを条件とします。 

(ただし企業名等は非公開でも応募可能とします。) 

 

５．応募資格 ： 在外の旅行会社やミーティングプランナー等訪日インセンティブ旅行企画会社 

※日本側関係者の代理での応募も可能です。 

 

６．応募期間 ： 2019 年6 月18 日(火)～8 月2 日(金) 17 時 

 

７．応募方法 ： ウェブサイト（英、中＜繁・簡＞、韓、日）の応募フォームよりエントリー 

    

８．表彰案件 ： 審査により 3 件程度を表彰 

 

９．選考基準（抜粋）： ・クライアントまたは参加者に評価された点  

・独創的でユニークな点 

・訪問した日本のデスティネーションへの貢献性 

          ※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、審査を行います。 

 

１０．授賞式 ： 2019 年10 月23 日（水）18 時30 分 (予定) 

大阪市中央公会堂(大阪府大阪市北区中之島1-1-27） 

 

１１．記念品・副賞 ： ・授賞式への招待（ビジネスクラスの利用） 

・クリスタルトロフィーの授与 

 

１２．その他 :  ・広報活動に活用できるロゴマークの授与 

※ロゴマークは 3 年間使用可能。 

 

※JAPAN Best Incentive Travel Awards ウェブページ(日本語) 

https://mice.jnto.go.jp/about-jnto/incentive-awards/ 
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2018 年授賞式の様子 

https://mice.jnto.go.jp/about-jnto/incentive-awards/


 

 

大賞 

イベント名 粉雪舞う 東北函館 日数・参加人数 5 日間・495 名 

受賞者 康福旅行社(可楽旅遊) 所在国・地域 台湾 

受賞理由 

自動車メーカーの販売成績優秀者を対象としたツアー。仙台に到着後、蔵王、青森から新幹線で函館に入

るユニークな日程で冬の東北と函館を巡る。東北と北海道を組み合わせた旅程の中で、津軽鉄道ストーブ

列車、雪景色、青森の伝統文化を楽しませる贅を尽くした宿など冬の魅力をあますことなく堪能し、地域へ

の経済効果も高い。東北・北海道の良さを参加者が心ゆくまで満喫できるプログラムで年間を通しての業績

を称え、モチベーションアップも期待され、次年度の成績に繋がるような内容のツアーであると評価された。 

旅程（抜粋） 

【1 日目】桃園国際空港～仙台空港～三井アウトレットパーク仙台港～仙台 

【2 日目】ホテルメトロポリタン～山形蔵王ロープウェイ～中尊寺（金色堂）～鶯宿温泉 

【3 日目】ホテル森の風鶯宿～八幡平（雪遊び）～十和田市現代美術館～星野リゾート青森屋 

【4 日目】奥入瀬渓谷～立佞武多の館～津軽鉄道ストーブ列車～JR 新幹線（青森ー函館）～函館夜

景／函館山ロープウェイ～函館 

【５日目】函館～五稜郭城跡（五稜郭タワー）～函館朝市～金森赤レンガ倉庫～函館空港～桃園国

際空港 

 

企画賞 

イベント名 Tungaloy India Pvt. Ltd. 日数・参加人数 8 日間・53 名 

受賞者 Kulin Kumar Holidays Pvt. Ltd. 所在国・地域 インド 

受賞理由 

金属部品メーカー社員を対象としたツアー。いわき市の本社訪問を軸に、パナソニックリビングで自社製品の

果たす役割を視察。鎌倉、足利、軽井沢、立山黒部アルペンルート等、自然と歴史の豊かなインド市場にと

って新しい日本の観光地を巡ることで得たひらめきは、新たなビジネスを創出する効果が期待される。今後訪

日インセンティブ市場において大きな需要が見込まれるインド発の斬新なコースであると評価された。 

旅程（抜粋） 

【１日目】ムンバイ出発 

【２日目】東京到着～シティーツアー～パナソニックリビング～東京スカイツリー 

【３日目】東京～富士山～東京 

【４日目】東京～いわき市～株式会社タンガロイ工場ツアー～いわき市 

【５日目】いわき市～株式会社タンガロイ本社でのセミナー～ガラディナー 

【６日目】いわき市～あしかがフラワーパーク～軽井沢 

【７日目】軽井沢～扇沢～立山（アルペンルート）～富山(飛行機)～東京 

【８日目】東京～ムンバイ帰国 

 

貢献賞 

イベント名 
TOP ACHIEVERS  OKINAWA 

TOUR  2017 
日数・参加人数 10 日間・67 名 

受賞者 JTB Australia Pty. Ltd. 所在国・地域 オーストラリア 

受賞理由 

自動車メーカーの販売成績優秀者及びその家族を対象としたツアー。沖縄では高級リゾートに 5 連泊。ビー

チリゾートのみならず海軍司令壕、首里城訪問等地域の歴史と文化への理解を深める旅程が組まれてい

る。また、東京でのユニークベニューを利用したパーティーや沖縄のビーチでのバーベキューディナーと両方の地

域の魅力を満喫している。大人も子供も楽しむことができるようプログラムに工夫が見られ、地域への経済効
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果も高い。「都市＋リゾート」といった今後日本が誘致したいインセンティブ旅行の好事例と評価された。 

旅程（抜粋） 

【１日目】ブリズベン／メルボルン～東京 

【２日目】シドニー／アデレード／パース～東京 

【３日目】自由行動～ディナー 

【４日目】沖縄到着(ザ・ブセナテラスで宿泊) 

【５日目】美ら海水族館～万座毛～シーフードバーベキューディナー 

【６日目】津堅島でのオプショナルツアー 

【７日目】自由行動(レジャー)～万国津梁館でのフェアウェルディナー 

【８日目】自由行動(レジャー)～オプショナルツアー 

【９日目】沖縄～東京～オーストラリア 

【１０日目】オーストラリア到着 

 

 

 

以上 


