
2019 年 2 月 4 日 

 

報道関連ご担当者様 

 

 西日本最大級！  

インバウンド関連の総合展示会 開催のお知らせ 

プレスリリース 

 
拝啓  

時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます 

 本年 2 月 26 日（火）～27 日（水）の 2 日間グランキューブ大阪（大阪府立 国際会会議場 大阪市北

区中ノ島）におきまして「関西インバウンド交流会 2019」を開催致します。 

 つきましては本展のプレスリリースをご送付申し上げますので、是非、貴媒体において取材、記事掲載

などのご協力をいただきたくお願い申し上げます。 

また、本展ホームページに詳細事項や出展企業一覧、会場レイアウト、講演会・セミナーなどの情報を順

次公開して参ります。 

 

■関西インバウンド交流会公式ホームページ 

http://www.tvoe.co.jp/inbound/ 

 

お問合せやご不明点などございましたら、下記までお問合せくださいますよう、お願い申し上げます。 

敬具 

 
 展示会・リリースに関するお問合せ  

 

関西インバウンド交流会事務局 

〒540-0008 

大阪市中央区大手前 1-2-15 (株)テレビ大阪エクスプロ内 

TEL:06-6944-9914 FAX:06-6944-9912 

inbound@tvoe.co.jp 

 

 

 

 

 

 



【展示会紹介】 

 当展示会は、ますます拡大されることが予想される、西日本のインバウンド需要を更に活性化させる

ため、広域連携 DMO の「関西観光本部」と展示会主催会社「テレビ大阪エクスプロ」が協業で開催す

るインバウンド関連総合展示商談会です。 

2 回目の開催となる今回は、70 社・団体（予定）以上の企業が集結し、30 セッション以上の専門セ

ミナーを開催致します。インバウンドに関するお困りごとや、課題解決のヒントを見つける場として、

ムスリムに重要なハラル情報やホテル・宿泊施設、外食産業、旅行など新しいビジネスを展開するビジ

ネスマッチング形式の商談会を目指します。 

展示会内では、販売促進や誘客に有効なデジタルマーケティングに特化したゾーン、 

訪日外国人観光客の課題でもある「言語」をテーマとした「多言語対応ゾーン」。今後さらにマーケッ

トが拡大することが予想される「ハラル」に関連するゾーンを展開致します。 

本年で 2 回目の開催となる同展は 2 日間で 2,000 名以上の来場を目指し、業界活性化の一翼を担うべ

く、開催してまいります。 

 

【講演・セミナー】 

※インバウンドセミナー受講には登録が必要です。 

 

2 月 26 日（火） 

『インバウンドセミナー』 

■13:00～13:50 

インバウンドで地域創生を 

講師：石井 至氏 石井兄弟社 取締役  

■14:00～14:50 

観光地域づくりと DMO について 

講師：河田 敦弥氏 観光庁 観光地域振興部 DMO 支援室長 

■15:00～17:00 

「儲かる事例紹介」 

・広告費 0円から始めるインバウンド戦略 京都 雲楽窯 広報室長 西澤 慶則氏 

・錦光園の取り組みについて 錦光園 七代目 長野 睦氏 

・着地型観光で地域のファンを増やす (株)インプリージョン 代表取締役 小田切 聡氏 

・インバウンド富裕層へのアプローチ 

－ヘリコプターを活用した広域観光フィージビリティ調査より－ 

近畿大学 経営学部 教授 高橋 一夫氏 

 

『出展社プレゼンセミナー』 

■13:00〜13:20 

「成功に導く中国、台湾、香港インバウンドマーケティング」 

  ペイサー（株）×デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム（株） 



■13:30〜13:50 

集客・販売から受け入れ対応まで、インバウンドの課題をワンストップで解決する仕組み 

（株）ワンストップ・イノベーション 

■14:00〜14:20 

近距離通信用タグ(NFC)と IOT を組み合わせた新たな多言語看板のご提案 

NOK（株） 

■14:30〜14:50 

朝日放送グループのノウハウがあるからこそできる！ 

放送局のインバウンドプロモーション展開とは？ 

ABC インターナショナル（朝日放送グループ） 

■15:00〜15:20 

在宅で働く通訳者（クラウドワーカー）を活用した映像通訳サービスのご提案 

（株）ケイ・オプティコム 

■15:30〜15:50 

成功に導く中国、台湾、香港インバウンドマーケティング 

ペイサー（株）×デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム（株）  

 

『ミニセミナー』 

■13:30〜13:50 

（有）イサム 

宗教、慣習を超えてお使いいただけるバスアメニティのご提案 

■14:00〜14:20 

ラーメンファクトリー京都 

（ジャパンフードエンターテイメント（株）） 

「モノからコトへ」体験サービスのニーズと実情 

■16:00〜16:20 

（株）グリルみその / 元祖鉄板焼ステーキみその 

  お客様に寄り添ったサービス〜ムスリムのお客様をお迎えして〜 

■16:30〜16:50 

（株）OWASYS 

ゼロから始める店舗のインバウンド対応 

 

2 月 27 日（水） 

『インバウンドセミナー』 

■10:30～11:30 

どう動いてる？訪日外国人の観光実態 

講師：竹内 公文氏 三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング（株） 観光政策室 主任研究員 

 



■11:45～12:45 

2030 年を見据えたインバウンドマーケットの動向と対策 

講師：岡村 篤氏 ㈱野村総合研究所 

         社会システムコンサルティング部 産業インフラグループグループマネージャー 

■13：00～13:45 

キャッシュレス社会への取り組みについて 

講師：小暮 千賀明氏 経済産業省 商務情報政策局 商務･サービスグループ 消費･流通政策課 係長 

 

■14:00～16:00 

ムスリム（イスラム教徒）旅行者受入セミナー 

 

・～イスラム教・ムスリム旅行者の基礎知識とムスリムから見た日本の受入環境～ 

講師：カーン恵理子氏 合同会社 Crossbridge 代表／食のバリアフリー推進協議会 

・～ムスリム旅行市場の最新動向およびムスリム対応の現状と課題～ 

講師：金馬 あゆみ氏 ㈱ジェイ・リンクス 代表取締役 

・～インバウンドからアウトバウンド（海外進出）へ：麺屋帆のるの挑戦～ 

講師：飯田 成一氏 （株）ユナイテッドバケーションズ 代表取締役社長 

 

・パネルディスカッション 

～ムスリムインバウンドの現場から： 

インドネシア、マレーシア、中東の旅行者のニーズと対応について～ 

司会：（株）ジェイ・リンクス 代表取締役 金馬 あゆみ氏 

パネリスト：（株）ミヤコ国際ツーリスト グローバル営業部ディレクター 黒澤 一成氏 

（株）サラーム・パートナーズ 代表取締役 鴇 明浩氏 

（株）出光商会 中東・東南アジア事業開発副部長 鷹鳥屋 明氏 

 

『出展社プレゼンセミナー』 

■11:30〜11:50 

ビデオ通訳と通訳アプリのハイブリッド！コニカミノルタ通訳タブレットのご紹介 

コニカミノルタ（株） 

■12:00〜12:20 

飲食におけるムスリム・ハラル対応とは 

NPO 法人日本ハラール協会 

■12:30〜12:50 

成功に導く中国、台湾、香港インバウンドマーケティング 

ペイサー（株）×デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム（株） 

 

 



■13:00〜13:20 

成功に導く中国、台湾、香港インバウンドマーケティング 

ペイサー（株）×デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム（株） 

■13:30〜13:50 

外国人観光客向け多言語パンフレット、WEB の品質向上、コスト削減を図るには？ 

アイ・ディー・エー（株） 

■14:00〜14:20 

旅の総合プラットフォーム"handy"が挑むタビナカ革命・メディア戦略 

hi Japan(株) 

■14:30〜14:50 

キャッシュレス決済の実態と今後の進展 

マーチャント・サポート(株) 

■15:00〜15:20 

6000 万人の旅行者データをフル活用した次世代のインバウンド集客 

Vpon JAPAN(株) 

 

『ミニセミナー』 

■11:30〜11:50 

失敗しない民泊ビジネスの始め方&ムスリム対応 

（一社）日本民泊協会 

■12:30〜12:50 

インバウンド向けマグロ解体ショーについて 

（株）トータルフロー 

■13:00〜13:20 

地域の魅力は日常の中に 

神戸・元町インバウンド協議会 

■13:30〜13:50 

日本のハラールを世界に発信! 

アリティーヴィー（株） 

 

【企画ゾーン】 

・デジタルマーケティングゾーン 

・多言語対応ゾーン 

・ハラルビジネスゾーン 

 

 

 

 



【主な出展社】 

アイ・ディー・エー（株）／アリティーヴィー（株）／（株）アンドロード／（有）イサム／（株）出光

商会／インクリメント P（株）／ABC インターナショナル（朝日放送グループ）／NOK（株）／NTT ブ

ロードバンドプラットフォーム（株）／（株）OWASYS／大阪国税局／（株）グリルみその・元祖 鉄板

焼ステーキみその／（同）Crossbridge／（株）ケイ・オプティコム／神戸・元町インバウンド協議会／

国土交通省 近畿運輸局／国土交通省 近畿地方整備局／コニカミノルタ（株） BIC Japan／（株）サ

ーベイリサーチセンター／（株）サラーム・パートナーズ／3te' Café'（サンテカフェ）／JTB 西日本イ

ンバウンド部／（株）ジェイ・リンクス／スターティアラボ（株）／（株）スマイリーメソッド／（株）

太鼓センター／（株）ダスキンレントール事業部 営業推進室／（株）テレコムスクエア／（株）電通テ

ック／True Japan Tour （株）／NPO 日本文化体験交流塾／（株）トータルフロー／NARAigoto EENA 

HOUSE／（一社）日本ゴルフツーリズム推進協会／日本通運（株）／NPO 法人 日本ハラール協会／（一

社）日本民泊協会／（株）日本旅行／ネクストダイバシティ（株）／hi Japan（株）／ハイ・パートナー

ズ（株）／pamz.（株）／（株）ブリックス／Vpon JAPAN／（株）プロスパー・コーポレーション／Pacer

（株）／訪日ラボ(mov)／マーチャント・サポート（株）／（株）MATCHA／三井住友海上火災保険（株）

／（株）ミヤコ国際ツーリスト／（株）ヤマト／ラーメンファクトリー京都（ジャパンフードエンターテ

イメント（株））／歴史街道推進協議会／ワールドマスターズゲームズ 2021 関西／（株）ワンストップ・

イノベーション／2019 年 G20 大阪サミット関西推進協力協議会 

（50 音順／2 月 4 日現在） 

 

【インバウンドネットワーキング（懇親会）】 

■日時：2 月 26 日（火）17:30～ 

■場所：グランキューブ大阪 5Ｆ まいどおおきに大阪国際会場食堂 

■参加費用：3,000 円／1 名 ※要事前申込み 

 

【展示会概要】 

■日時：2019 年 2 月 26 日（火）12：00～17：00 

           27 日（水）10：00～16：00 

■会場：グランキューブ大阪（大阪府立 国際会議場） 

     〒530-0005 

大阪府大阪市北区中之島５丁目３－５１ 

■主催：一般財団法人 関西観光本部、株式会社テレビ大阪エクスプロ 

■来場目標：2,000 名 

■入場料：無料（入場登録制） 

■公式サイト：http://www.tvoe.co.jp/inbound/ 


