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一般社団法人せとうち観光推進機構（広島県広島市中区基町 会長 佐々木 隆之）は、８月 22日

から 24 日にかけてリーガロイヤルホテル広島にて、英語圏の富裕層向けの旅行会社「Trafalgar

（トラファルガー）社

※1

」が開催する「グローバル･リーダシップ・カンファレンス

※2

」の場で、

瀬戸内エリアのプレゼンテーションと瀬戸内全域を横断する５つの視察ツアーを実施いたします。 

同カンファレンスは、Trafalgar 社の世界各国の経営幹部、トップセールス社員、ツアー造成担

当者約 100 人が会して開催される営業戦略会議です。毎年、販売強化エリアが開催地に設定され

ており、同社が日本での販売強化を図っていたことと、せとうち観光推進機構が瀬戸内エリアで

の開催を要望したことから、広島での開催が決まりました。 

せとうち観光推進機構は、プレゼンテーションと視察ツアーを実施することで、参加者の皆さ

まに、より深く瀬戸内全域の魅力を体感していただき、各国のニーズに合った、現地旅行会社に

よる商品造成と営業活動の促進を図ります。 

視察ツアーについては、瀬戸内全域が網羅できるコースを設定しました。22 日と 23 日の２日

間にわけて日帰り視察ツアーを実施します。22 日は広島県内を、23 日は兵庫県～徳島県コース、

岡山県～香川県コース、広島～愛媛県コース、山口コースと４つの行程に分かれ、その魅力を体

感していただきます。 

カンファレンス初日(22 日)には、日本政府観光局（ＪＮＴＯ）の河田守弘統括理事、当機構の

佐々木隆之会長による挨拶のほか、当機構のアメリカ人スタッフであるリチャード・トービンが、

外国人目線で、５つの視察ツアーの内容やツアーでは訪問しきれない瀬戸内の魅力についてプレ

ゼンテーションを実施します。（詳細については別紙を参照してください。） 

せとうち観光推進機構は、トラファルガー社が造成する旅行商品の訪問地に瀬戸内エリアがよ

り多く組み込まれるよう連携すると共に、世界中から瀬戸内に訪問していただけるよう取り組ん

で参ります。 

ご多忙とは存じますが、何卒ご取材賜りますようお願い申し上げます。 

 

※１ Trafalgar（トラファルガー）社 

英語圏向け（オーストラリア、ニュージーランド、アメリカ、イギリス、カナダ、南アフリカ、アジア、

その他欧州等）の旅行会社としてイギリスに本社を置く。2013 年度より日本マーケット向けの旅行商品

展開、ツアー実施を開始しており、今後も日本への送客を期待できるエージェント。 

※２ グローバル・リーダシップ・カンファレンス 

トラファルガー社が毎年 1 回、ブランド理念の共有と開催国の地域情報発信を主な目的として、世界各

国で実施している営業戦略社内会議。2013 年はスイス、2014 年はトルコ、2015 年はチェコで開催。2016

年の開催地は、せとうち観光推進機構の要望あり、瀬戸内エリア（広島）での開催実現に至った。 

 

 

 

グローバルグローバルグローバルグローバルにににに展開展開展開展開するするするする旅行会社旅行会社旅行会社旅行会社「「「「TrafalgarTrafalgarTrafalgarTrafalgar 社社社社」」」」にににに瀬戸内瀬戸内瀬戸内瀬戸内ををををアピールアピールアピールアピール    

英語圏英語圏英語圏英語圏の富裕層をターゲットにの富裕層をターゲットにの富裕層をターゲットにの富裕層をターゲットに 100100100100 人人人人規模の瀬戸内横断視察ツアー規模の瀬戸内横断視察ツアー規模の瀬戸内横断視察ツアー規模の瀬戸内横断視察ツアーをををを実施実施実施実施    

取材のご案内 



 

 

（別紙） 

 

グローバル･リーダシップ・カンファレンスグローバル･リーダシップ・カンファレンスグローバル･リーダシップ・カンファレンスグローバル･リーダシップ・カンファレンス inininin 広島広島広島広島    開催スケジュール開催スケジュール開催スケジュール開催スケジュール    
 

１．１．１．１．    平成平成平成平成 28282828 年８月年８月年８月年８月 22222222 日（月）日（月）日（月）日（月）･･･ウェルカムスピーチ及びプレゼンテーション並びに視察ツアー･･･ウェルカムスピーチ及びプレゼンテーション並びに視察ツアー･･･ウェルカムスピーチ及びプレゼンテーション並びに視察ツアー･･･ウェルカムスピーチ及びプレゼンテーション並びに視察ツアー    

① ウェルカムスピーチ及びプレゼンテーション 

会場：リーガロイヤルホテル広島４階 ロイヤルホール 

時間：11 時 30 分～ 日本政府観光局（ＪＮＴＯ）河田 守弘 統括理事挨拶 

   11 時 40 分～ せとうち観光推進機構 佐々木 隆之 会長挨拶 

   11 時 50 分～ 同機構 リチャード・トービンによるプレゼンテーション 

② 視察ツアー 

広島コース  

14:00 ホテル発 ※当日の交通事情や天候により、多少前後 

する場合がございます。 14:10～ 原爆ドーム 

平和記念資料館 

16:25～ 宮島島内散策 

（厳島神社他） 

 

２．２．２．２．    平成平成平成平成 28282828 年８月年８月年８月年８月 23232323 日（火）日（火）日（火）日（火）･･･４つのコースに分かれた視察ツアー･･･４つのコースに分かれた視察ツアー･･･４つのコースに分かれた視察ツアー･･･４つのコースに分かれた視察ツアー    

広島・愛媛コース  岡山・香川コース 

08:00 ホテル発  08:00 ホテル発 

10:35～ しまなみサイクリング体験 

 

 10:00～ 倉敷美観地区散策 

11:30～ 昼食 

（サンライズ糸山） 

 12:30～ 昼食・体験 

（中野うどん学校） 

13:30～ 道後温泉散策  14:05～ こんぴらさん散策 

14:20～ 松山城  16:15～ 善通寺 

１２３４５６７８９１０１１１２１３  １２３４５６７８９１０１１１２１３ 

兵庫・徳島コース  山口コース 

07:30 ホテル発  08:00 ホテル発 

09:20～ 姫路城散策  09:00～ 錦帯橋 

 昼食 

（ウェスティンホテル淡路） 

 11:30～ 昼食（カモンワーフ） 

唐戸市場見学 

13:00～ エスカヒル鳴門  14:10～ 瑠璃光寺 

14:00～ 阿波踊り会館  15:10～ 湯田温泉外散策（足湯等） 
※当日の交通事情や天候により、多少前後する場合がございます。 

 

３．３．３．３．    平成平成平成平成 28282828 年８月年８月年８月年８月 24242424 日（水）日（水）日（水）日（水）･･･瀬戸内各７県によるプレゼンテーション、フィードバックランチ会･･･瀬戸内各７県によるプレゼンテーション、フィードバックランチ会･･･瀬戸内各７県によるプレゼンテーション、フィードバックランチ会･･･瀬戸内各７県によるプレゼンテーション、フィードバックランチ会    

会場：リーガロイヤルホテル広島４階 ロイヤルホール 

  時間：10 時 35 分～ 香川県、岡山県、兵庫県、徳島県、愛媛県、広島県、山口県の順 

による各 10 分ずつのプレゼンテーション 

     12 時 30 分～ 視察ツアーの参加者と各県担当者との交流会 



 

 

 会場（リーガロイヤルホテル広島）地図  

 

●

●●

●JR

JRJR

JR「広島」駅より

「広島」駅より「広島」駅より

「広島」駅より 

《路面電車の場合》 ※約 15 分 

・「宮島口行き」 または ｢江波行き｣で｢紙屋町西｣下車 

《バスの場合》 ※約 10 分  

・広島バス（21 号線・22 号線・24 号線・25 号線)で｢紙屋町｣下車 

・広電バス（2 号線・3 号線）で｢紙屋町｣下車 

●広島港より

●広島港より●広島港より

●広島港より 

《路面電車の場合》 ※約 30 分 

・1 番線｢広島駅｣ または 3 番線｢広電西広島｣行きで、｢紙屋町東｣ または ｢紙屋町

西｣下車 

《バスの場合》 ※約 25 分 

・広島バス 21 号線で、｢紙屋町｣下車 

 

 会場図面  

 

 

  



 

 

FAXFAXFAXFAX・メール返信用紙・メール返信用紙・メール返信用紙・メール返信用紙    
グローバル・リーダーシップ・カンファレンス事務局グローバル・リーダーシップ・カンファレンス事務局グローバル・リーダーシップ・カンファレンス事務局グローバル・リーダーシップ・カンファレンス事務局    

（ＪＴＢ中国四国（ＪＴＢ中国四国（ＪＴＢ中国四国（ＪＴＢ中国四国    交流創造事業部内）交流創造事業部内）交流創造事業部内）交流創造事業部内）        担当：志田原・大崎担当：志田原・大崎担当：志田原・大崎担当：志田原・大崎    

FAXFAXFAXFAX 返送先：返送先：返送先：返送先：082082082082----240240240240----6030603060306030    またはまたはまたはまたは    
電子メール：電子メール：電子メール：電子メール：h_shidahara329@csh_shidahara329@csh_shidahara329@csh_shidahara329@cs.jtb.jtb.jtb.jtb.jp.jp.jp.jp    

    
●開催期間 ： 平成 28 年８月 22 日（月）～24 日（水） 

 8 月 22 日：受付 11 時～、8 月 24 日：10 時～ 4 階ロイヤルホール前 

●会  場 ： リーガロイヤルホテル広島 （広島県広島市 中区基町６−７８） 他 

    

□ご出席□ご出席□ご出席□ご出席        □ご欠席□ご欠席□ご欠席□ご欠席    

    貴 社貴 社貴 社貴 社 名名名名    ：：：：                                                                                                                                                                                                                

 貴媒体貴媒体貴媒体貴媒体名名名名    ：：：：                                                                                                                                                                                                                

    ご担当者ご担当者ご担当者ご担当者名名名名    ：：：：                                                                                            ご出席人ご出席人ご出席人ご出席人数数数数    ：：：：                                                    名名名名    

    ご 撮ご 撮ご 撮ご 撮 影影影影    ：：：：                    □□□□    ENGENGENGENG                            □□□□    スチールスチールスチールスチール    

    取材希望取材希望取材希望取材希望日日日日    ：：：：    □８月□８月□８月□８月22222222日（月）ウェルカムスピーチ等日（月）ウェルカムスピーチ等日（月）ウェルカムスピーチ等日（月）ウェルカムスピーチ等    

    取材希望取材希望取材希望取材希望日日日日    ：：：：    □□□□        〃〃〃〃        （〃）（〃）（〃）（〃）視察ツアー視察ツアー視察ツアー視察ツアー広島コース広島コース広島コース広島コース    

    取材希望取材希望取材希望取材希望日日日日    ：：：：    □８月□８月□８月□８月23232323日（火）日（火）日（火）日（火）視察ツアー視察ツアー視察ツアー視察ツアー広島・広島・広島・広島・愛媛コース愛媛コース愛媛コース愛媛コース    

    取材希望取材希望取材希望取材希望日日日日    ：：：：    □□□□        〃〃〃〃        （〃）（〃）（〃）（〃）視察ツアー視察ツアー視察ツアー視察ツアー岡山・香川コース岡山・香川コース岡山・香川コース岡山・香川コース    

    取材希望取材希望取材希望取材希望日日日日    ：：：：    □□□□        〃〃〃〃        （〃）（〃）（〃）（〃）視察ツアー視察ツアー視察ツアー視察ツアー兵庫・徳島コース兵庫・徳島コース兵庫・徳島コース兵庫・徳島コース    

    取材希望取材希望取材希望取材希望日日日日    ：：：：    □□□□        〃〃〃〃        （〃）（〃）（〃）（〃）視察ツアー視察ツアー視察ツアー視察ツアー山口コース山口コース山口コース山口コース    

    取材希望取材希望取材希望取材希望日日日日    ：：：：    □８月□８月□８月□８月24242424日（水）瀬戸内７県プレゼンテーション等日（水）瀬戸内７県プレゼンテーション等日（水）瀬戸内７県プレゼンテーション等日（水）瀬戸内７県プレゼンテーション等    

    Ｔ ＥＴ ＥＴ ＥＴ Ｅ ＬＬＬＬ    ：：：：                                                                            ＦＡＦＡＦＡＦＡＸＸＸＸ    ：：：：                                                                    

    電子メー電子メー電子メー電子メールルルル    ：：：：                                                                                                                                                                                                            
 

※本返信用紙にご記入頂いた個人情報は、個人情報保護法の主旨に照らして、適切かつ慎重
に取り扱わせて頂きます。  

※お手数ですが、本 FAX 返信用紙にて８月 21 日（日）までに、ご返信いただきますよう、
お願い申し上げます。 


