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JATA 田川会長インタビュー

■今年のツーリズムEXPOジャパンの特色
　これまで、ホップ・ステップ・ジャンプ
で進めてきて、昨年から完成型をめざし
た。2019年はツーリズムEXPOジャパン
を初めて大阪で開催する。このため、2018
年は、これがツーリズムEXPOジャパンだ
というものを確立したい。
　そのために、展示会期間を4日間に延長
し、業界日は2日間に拡大し、展示商談会
は出展ブースで行う欧米型方式を採用し
た。WTMやITBベルリンに匹敵する形に
なり、登録システムも刷新し、昨年の商談
件数6886件から今年は7450件に増加し
た。
　今年のEXPOへの出展数は1440企業・団
体。このうち海外は768企業・団体、国内
は527企業・団体、その他は145で、海外
からの出展も増えてきた。世界的な潮流を
受け、旅行ツーリズムだけでは捉えられな
いものを4日間の展示と商談で示していく。

■観光大臣会合の位置づけ
　観光大臣会合については、4年前に
WTMが主催している観光大臣級会合に日
本代表として出席し、メガイベントに対す
る国や民間の役割について議論した。その
際に登壇したチュニジアの大臣は、大国の
ような力はないが、オリジナリティある音
楽イベントや伝統文化を磨きながら世界に
対抗していきたいと発言し、日本は祭りや
伝統芸能などを磨いているかと考える契機
をいただいた。
　ツーリズムEXPOで開催する観光大臣
会合でも、目が覚めるような会議にした
い。日本もこれから2020年の東京オリン
ピック・パラリンピックが終わった後を見
据えた新たなツーリズムEXPOジャパン
にしていく必要がある。そのためにも、観
光大臣会合では各国の大臣の心に届くキー
ワードを感じてもらいたい。
　観光大臣会合やアジアツーリズムフォー
ラムについては、そうしたレベルに引き上
げる舞台を用意している。
　単なる展示と体験だけでなく、観光の未
来を展望する複合的かつ立体的なイベント
になっていると思う。

■新しい旅の提案
　「新しい旅の提案」を行っていくのがツ
ーリズムEXPOジャパンの方向性であり、
今回はその意味でも完成型をめざす。
　世の中の動きがデジタル化するなかで、
体験型の展示を通じて、楽しさやおもてな
しを体感してほしい。アニメ、おもちゃな
どもあるが、キーワードは「感じること」。
VR体験やAR、3Dを超える大迫力の4DX
アトラクションなどの技術も活用しつつ、
「来て、見て、感じて、楽しめる」おもてな
しの動きをしっかりと示したい。
　新しい旅の提案については、スポーツ・
アドベンチャー、産業観光、酒蔵、リゾー
トウェディングなどのテーマ別の観光エリ
アを新設する。
　2020年の東京オリンピック・パラリン
ピックを控えて、スポーツ・アドベンチャ
ーに焦点を当てる。日本には多くの自然が
あるが、自然とスポーツを融合させた取り
組みは少なく、ラフティングなどにまだ限
られている。例えば、鳥取県の大山周辺で
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5回目となる「ツーリズムEXPOジャパン2018」を9月20日から23日までの
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は登山やサイクリング、シーカヤックなど
を楽しむ取り組みが始まっているが、
2020年を境にこうした楽しみ方は広がっ
ていくのではないか。
　また、産業観光は、日本の財産であるモ
ノ作りのプロセスを見せることが観光の大
きな要素となる。産業観光、インダストリ
ー・ツーリズムを日本のテーマ別観光の一
つとして普及させたい。
　酒蔵ツーリズムは世界中で展開されてい
るが、日本ではまだ遅れている。日本には
多種多様な酒があるのに、あまり観光資源
として磨かれていない。ここにも焦点を当
てていいきたい。
　フード・ツーリズムやガストロノミー・
ツーリズムへの取り組みも、日本では始ま
ったばかりだ。日本の食は豊かで、素材を
出すのは上手な一方で、料理としての出し
方はまだ下手だと感じる。寿司や天ぷらな
どの和食は知られているが、日本の普段の
食卓にならぶ日本食は、まだまだ知られて
いない。そうしたフード・ツーリズムにも
しっかりと取り組んでいきたい。
　さらに言えば、エコ・ツーリズムは一つ
の学問分野であり、ツーリズムの神髄とは
何かという学術的な側面からの取り組みも
進めたい。今回、観光系大学が出展するが、
2021年以降はこれが大きなテーマになる
だろう。
　リゾートウェディングでは、新しいウェ
ディングのスタイルを提案していく。留学
に関しては、語学留学はもちろん、異文化
交流のおもしろさや重要性を紹介したい。
いろいろな企業が若者の留学や異文化交流
に取り組んでおり、グローバル化が進むな
かで異文化交流がもたらす効果に改めて焦
点を当てたい。
　クルーズはブームになりつつある。日本
には離島も多く、もっと多様なクルーズが
できたらいい。また、海外でクルーズを気
軽に楽しめるフライ＆クルーズの魅力も紹
介していく。

■2019年の大阪開催
　東京以外での開催は来年が初めて。大阪
を選んだ大きな理由の一つは旅客の分散
化。成田・羽田の東京一極集中が進む中で、
関西圏はアジアの窓口であり、関西国際空
港、伊丹空港、神戸空港と3空港がある。
定期便は関空への乗り入れが増え、その一
方でプライベートジェットやチャーター便
を運航するなら神戸空港の方が利便性が良
い面もあり、関西の3空港をうまく活用し
ていくメリットをアピールしたい。
　とくに、関西は今後、2019 年にG20、
2021年にマスターズゲームがあり、2025
年の万博誘致も行っている。関西を第2の
首都にしたいとの国民的な想いは強まって
いる。そうした大義のもと、大阪でのツー
リズムEXPOジャパンを成功させるべく、
関西の関連団体や企業等と連携協力しなが
ら取り組みたい。
　EXPOでは、関西ならではの独自色とし
て、食や笑いの文化をフォーカスしていき
たい。笑いについては、大阪独自の笑いの
文化をどう表現するか。また、関西ならで
はの食の魅力も紹介していく。
　ウェルネスについても、テーマを設けて
取り組んでいく。東京は一般論的になりが
ちだが、大阪はテーマを絞っていきたい。
　もう一点、大阪でのツーリズムEXPO開
催は2019年秋であり、1年後に迫る東京
オリンピックパラリンピックの会場を見学
したい人もいるだろう。そのため、関西か
らファムツアーで東京に来やすい環境も整
えたい。

■2020年の沖縄開催
　沖縄については、海洋リゾート、アドベ
ンチャー・ツーリズム、エコ・ツーリズム、
島旅などがテーマとなるだろう。沖縄と言
っても本島と八重山諸島では文化も言葉も
違う。クルーズについては、沖縄本島をク
ルーズ基地にするのも一つの考え方だ。
　ツーリズムEXPOジャパンの開催を通
じて、沖縄という海洋リゾートをアピール
し、沖縄への注目度を高めたい。
　その際、エコ・ツーリズムは最も大事な
テーマになるだろう。また、沖縄の観光資
源は国際的にみても高いレベルにあるが、
まだまだ磨かれていない。ショッピング・
ツーリズムの面でも沖縄が注目されるよう
な動きが出てくればと思っている。

■2021年からの東京開催
　総合的にいえば、今回は会期が4日間に
伸び、そのうち業界日は2日間として、ブ
ースで商談する。いわば米国のIPW方式に
変更となる。世界のイベントと同じレベル
で実施して、良い点や悪い点を研究し、3
年後の2021年にツーリズムEXPOジャパ
ンが東京に戻る時には、新しいEXPOに変
えていく。2021年以降は2030年を見据え
ていくことになる。できるだけ商談件数を
増やして実りあるものにしたい。
　異業種との関係もさらに深めていく。
2017年は満足する結果が得られた。デジ
タル化やシステム化、新しい技術をこの業
界にどう活用するか。例えばJTBは無人店
舗などを一部取り入れており、人を介さな
いサービスと人を介するサービスへのそれ
ぞれの取り組み方が課題となる。
　異業種の参入により、多様性が生まれつ
つある。フード・ツーリズムや産業観光な
どはその代表例で、単なるコラボレーショ
ンではなく、それぞれが磨いたものを足す
ことで、1+1＝3になる。そういう流れの
ヒントを作りたい。

■EXPOとパラリンピック
　誰もがフラットに行ける、アクセシビリ
ティにしっかりと配慮していることが観光
先進国だとすれば、ツーリズムEXPOジャ
パンもその精神で運営していく。
　2020年に東京オリンピック・パラリン
ピックが開催され、世界中が日本に注目す
る時に、ツーリズムが上手にマッチングし
ていくことが必要。そういう流れの中で、
単なるツーリズムの同業者だけでなく、異
業種とも組んで進めていく。

■国内版DMOの出展
　外国人が口コミサイトやSNSにアップ
している日本の姿を、実は多くの日本人が
知らないのではないか。我々が気付かない
目線を彼らは持っている。ツーリズムはレ
ジャーであり、日本人は観光地を見に行っ
ているが、外国人は生活文化を見に来る。
観光の素材を磨くというよりも、その地域
の生活文化を売るという視点が必要だ。
　今回、DMOがかなり出展しており、そ
うした目線で紹介してもらえたらありがた
い。バイヤーは展示を見るだけでなくセミ
ナーを聞いて、五感を使ってEXPOを見て
もらい、一般消費者向けにPRしてほしい。

■海外旅行の再成長
　海外旅行で考えるべきは「成長」と「発
展」。成長とは子供が大人になることで、本
質は変わらないが、発展にはイノベーショ
ンを伴う。海外旅行を「発展」させるため
には、何かを捨ててイノベーションするこ
とが必要だと考える。
　個人旅行（FIT）で海外に行くのも海外
旅行だが、旅行会社からすれば、それは手
配旅行。「手配旅行は旅行会社の本来の役
目ではない」のではないか。OTAについ
ても、その取扱いの多くは手配しているだ
けの手配旅行で企画旅行ではない。我々
は、本来の旅行（企画旅行）を創り出す原
点に戻った方がいい。
　例えて言うなら、水。いままで水道水は
旅行会社の範疇だったが、最近はOTAが
管理している。そこで旅行会社は日本中、
世界中から美味しい水を探して詰めるペッ
トボトルのプロデューサーにならなければ
ならない。企画提案するためにも、自らの
足で見にいくことから始めるべきだ。

■若者のアウトバウンド振興
　20代は人口が30年前とは30％以上減っ
ており、分母が違う。若者が海外旅行への
興味を失った訳ではなく、今も若い人は興
味を持っている。興味の示し方が以前と違
い、どういう刺激を与えたら海外に出るの
か、我々もまだ答えを持っていない。
　一つには、教育戦略として文科省と国交
省が共同で取り組み、教育旅行をカリキュ
ラムに入れるべきだろう。例えば高校生の
短期留学などに学校から補助金が出るなど
の仕組みがあったらいい。海外体験が若者
を育成する上で、大きな効果があることが
わかっている以上、あとはそれを後押しす
る仕組みをどう作るか。
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今年も見どころ満載！
ツーリズムEXPOジャパン2018
　「ツーリズムEXPOジャパン2018」は、世界130カ国以上の国・地域から、計
1440もの出展者が集まる世界最大級の旅のイベント。『見つけよう。旅の「新し
いカタチ」。』をテーマに、国内外の最新の観光情報が入手できるほか、様々な体
験コーナーや地域名産の試飲試食、ステージパフォーマンスなどが楽しめる。今
年は展示商談会を2日間に拡大し商談件数を7450件に増やすほか、国内外の展
示ブースも体験コンテンツやアトラクションが充実、4DXアトラクションやプ
ラネタリウムなども楽しめる。海外エリアの注目ブースをいくつか紹介しよう。

ハワイ州観光局

　ハワイ州観光局のブースには、ハワイの風を体感できる「H����� 4DX ライド」が
初登場。これは、3D映画を超え、上下左右に移動する座席で、ハワイの風を体感でき
る特殊効果が映像と連動し、臨場感たっぷりにハワイ体験ができる体験型アトラク
ション。“誰も体験したことのないテクノロジカルな超ハワイ体験”を提供する。ま
た、フォトジェニックな写真を撮影できるフォトボックスなど、これまでにないパビ
リオンを展開する。

マカオ政府観光局

　年内供用開始予定の「港珠澳大
橋」の開通で、ますます便利にな
るマカオ。ユネスコ食文化創造都
市認定を受けて、今年は「食（グ
ルメ）」にフォーカスし、現地で
人気のメニューが楽しめる「マカ
オ・カフェ」や、料理ゲームアプ
リ「クッキング・ママ お料理しま
しょ！」とコラボレーションした
スペシャルゲームなどを用意す
る。また、マカオの街なかの広場
をイメージしたブース内には二階
建てバスも登場。内部はフォト
ギャラリーで、8月に撮影したばか
りのマカオ最新フォトを多数展示
する。

カリフォルニア観光局

　カリフォルニア観光局のブースで
は、「カリフォルニア・ドリーム
キッズプロモーション」の一環で、
カリフォルニアならではのゲームを3
つ用意する。定番の「コーンホール
ゲーム」をはじめ、「スマートボー
ル・ゲーム」、「デジタルウォール
での塗り絵体験」を用意する。この
夏スタートしたカリフォルニア観光
局のドリームキッズLINE公式アカウ
ントでは、「ドリームキッズ・クマ
のキャラクターネーミングコンテス
ト」も9月末まで実施中。

トルコ共和国大使館・文化広報参事官室

　2018年は「トロイの木馬」の伝説で知られるトロイ遺跡がユネスコ世界遺産に登
録されて20周年の節目を迎える。そこで今年は「トロイの木馬」（レプリカ）を展
示するほか、トロイにちなんで結成された「トロイ・カルテット」（四重奏音楽グ
ループ）によるミニコンサートを開催。トルコの伝統工芸ワークショップ（伝統手
芸「オヤ」とイスラム書道「ハット」）、トルコの伸びるアイスクリームの試食体
験コーナーも展開する予定。

韓国観光公社

　「＃だけじゃない韓国」をテーマに、地方観光、文化遺産、食、伝統・文化体
験、韓流、医療観光など、テーマ別にさらに進化した韓国の魅力を紹介する。毎年
話題のステージでは、韓国名誉広報大使のスザンヌさんによる「魅力満載 韓国ソウ
ル女子旅」トークショーを実施するほか、有名ブロガーなどの観光トークショー、
地方観光クイズ、お楽しみ抽選会などのステージプログラムを展開。体験コーナー
では、韓方石鹸作りや伝統工芸品の絵付け体験などが楽しめる。

ツーリズムEXPOジャパン

グアム政府観光局

　グアム政府観光局のブースは「ハファ・デイ・カフェ」を
テーマに、グアムのミュージシャンによるステージをお届けす
る。ミスグアムや、グアムのキャラクター「グマモン」との撮
影会を行うほか、グアムのコーヒーがもらえるスタンプラ
リー、さらに携帯サイトでアンケートに答えると、グアムバッ
グなどのプレゼントが当たるプログラムなどを用意する。
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2018年は「マカオ美食年」
ガストロノミーの魅力紹介
　「マカオ料理」は、大航海時代にポルトガ
ル人が寄港地へと食文化や香辛料、調味料
を持ち込み、ヨーロッパからアフリカ、アジ
アへと地球を半周してもたらされた食文化
が地元の中国料理と融合し、独自の「マカ
オ料理」が誕生したもの。そうした東西融
合の独特の食文化が評価され、2017年10
月にマカオはユネスコ都市創造ネットワー
クプロジェクトの「食文化創造都市」（シ
ティオブガストロノミー）に認定された。
　これを受け、マカオ政府観光局は2018
年を「マカオ美食年」に選定。マカオのガ
ストロノミーの魅力を紹介する様々な取り
組みを行っている。今回のプロントとのタ
イアップもそうした取り組みの一環となる。
　またプロントは、昼はカフェ、夜はバー
として20～40代を中心とした幅広い世代
に親しまれており、その店舗網は全国各地
に広がっていることから、潜在マーケット
へマカオの食の魅力を広く訴求するのに最
適として今回のタイアップが実現した。

　期間限定のマカオメニューは、バータイ
ム（17時30分～23時、LO: 22:30）に提供
する。1日の終わりにゆったりした時間を
過ごす中で、マカオの食の魅力に触れても
らう。ビールやワインに良く合うメニュー
も多く、マカオ料理に舌鼓を打ちながらの
会食は会話も弾みそう。店内ツールではマ
カオの旅の情報も提供され、マカオに思い
を馳せる一時となりそうだ。

プロント210店舗で限定メニュー
アフリカンチキンやミンチィなど
　期間限定で提供するマカオメニューは5
種類。マカオ名物「アフリカンチキン」（エ
スニックチキン）は、マカオ料理で一番有名
なメニュー。大航海時代の船乗りたちが経
由地のアフリカで好んで食べた鶏肉のグリ
ルが原型で、グリルしたチキンにココナッ
ツを効かせたスパイシーなソースで仕上げ
ており、ビールに良く合う一品。
　「ミンチィ」はマカオの代表的な家庭料
理。甘辛く炒めた豚挽肉とタマネギ、ポテト
に目玉焼きをのせた料理で、醤油味がベー

スの日本人にも馴染みのあるちょっと懐か
しい味わいが人気だ。
　「あさりの香菜レモン蒸し」は、魚醤を
使ったソースにパクチーをたっぷり使うの
が特徴で、100円の追加代金でパクチー倍
量もできる。白ワインの良く合う一品。
　このほか、オリーブやセミドライトマト
などをトッピングしたおつまみ的な「マカ
オ風チキンライス」や、甘辛い味わいでつ
いついビールが進んでしまう「フライドパ
スタ」（ビーフチリ味）の全5品を提供する。
　どれも代表的なマカオ料理だが、今回の

「カフェ＆バー プロント」で
「美食の街 マカオ」キャンペーン
9月18日～11月末まで、限定メニュー5種類

　マカオ政府観光局は、「港珠澳大橋」の開
通に向けたプロモーションの一環で、首都
圏での集中広告展開を秋からスタートさせ
る。東京駅や品川駅でのデジタルサイネー
ジや、海ほたるでの展示など、首都圏各地
で同時期にマカオを露出することで、マカ
オへの旅行需要喚起につなげる。
　デジタルサイネージは、東京中央通路電
照デジタルシートセット、品川駅自由通路
セット、TOKYO MARU-VISIONの3カ所
で展開。これら主要駅などは多くの通行量
が見込めることから、「港珠澳大橋」やマカ
オのガストロノミーの紹介を中心に、マカ
オの魅力をビジュアルで訴える大型デジタ
ルサイネージを同時展開する。
　また、大型トラックの両側面に電照ビ
ジュアルを掲出し、音とビジュアルでマカ
オの魅力を不特定多数に紹介する「アドト
ラック」を都内で走らせる予定。有楽町・
銀座、新宿、原宿・渋谷などのサラリーマ

10月～11月首都圏でマカオ集中プロモーションへ
主要駅や海ほたるで大型展開

ンや学生、女性客など幅広い層へのリーチ
を狙う。
　海ほたるでの展示は、10月22日～11月
16日まで実施する予定。東京湾アクアライ
ンは、「港珠澳大橋」と同様に、海上橋と海
底トンネルからなる全長15.1kmの大橋。
海ほたるは人工島のパーキングエリアで、
雄大な海と大橋をのぞめる美しい景観で人
気だ。マカオに誕生する「港珠澳大橋」は
その2.4倍の長さである約36km（メインブ
リッジ）を誇るが、共通点の多いアクアラ
インの海ほたるで橋開通に関するプロモー
ションを展開することにした。
　詳細は企画中だが、展示の目玉として約
10m超にも及ぶロングパネルを計画して
おり、世界最長の海底トンネルと海上橋か
らなる「港珠澳大橋」を強いインパクトで
表現する。マカオの旅の魅力を紹介するデ
ジタルサイネージや資料も設置し、週末に
は参加型イベントも計画している。

限定メニュー開発に当たっては、去る６月
にプロントの専門スタッフがマカオを訪
問。何店舗ものレストランで試食を行い、味
付けや盛りつけなどの試行錯誤を重ねて、
プロントとしてのマカオメニューを開発し
た。本場マカオ料理の味わいをプロントで
気軽に味わってほしい考えだ。

抽選でマカオ旅行が当たる！
店頭ツールやHP、SNSなどでPR
　抽選でマカオ旅行が当たるプレゼント
キャンペーンは、9月18日より開始する。
期間中は、店頭バナーやトレイチラシなど
でガストロノミーシティ・マカオの魅力を
紹介。また、店内モニターでは、マカオの
PR動画を放映し、映像でもマカオの魅力を
紹介していく。
　これらキャンペーンツールでは、ガスト
ロノミー・シティとしてのマカオの魅力は
もちろんのこと、マカオの旅の情報なども
紹介して、マカオへの旅行需要に結びつけ
る。期間中は、プロントの公式ホームペー
ジやSNSを通じた告知も展開していく。
　キャンペーン開始に先駆けて、マカオ政
府観光局とプロントコーポレーションの共
催で、SNSインフルエンサー向けのPRイベ
ントもこのほど開催され、一足先に限定マ
カオメニューを味わった。

マカオ政府観光局は、株式会社プロントコーポレーション（本社：東京都／代表取締役社
長：竹村典彦）とタイアップし、『美食の街「マカオ」であなたの“おいしい”を見つけよう！ 
DISCOVER MACAO キャンペーン』を9月18日から11月30日までの期間中、全国の
「カフェ＆バー プロント」210店舗で展開する。マカオ料理を代表する「アフリカンチキ
ン」など、マカオメニュー５種類を期間限定で提供するほか、抽選でマカオ旅行が当たる 
プレゼントキャンペーンやノベルティグッズが当たるスクラッチくじを実施する。マカオ
の美食とガストロノミーシティ・マカオの魅力をクローズアップし、マカオへの旅行需要 
創出につなげたい考えだ。

アフリカンチキン

あさりの香菜レモン蒸し

開通が待たれる「港珠澳大橋」。香港国際空港と
マカオ（澳門）を車で約30分で結ぶ。
（写真提供：港珠澳大橋管理局）

東京湾アクアラインの海ほたる
（写真提供：東日本高速道路株式会社関東支社 
東京湾アクアライン管理事務所）

アドトラックデジタルサイネージ
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　2018年上半期（1～6月累計）の日本人
マカオ渡航者数は、前年同期比0.4％減
の15万8191人と、ほぼ前年並みで推移
している。月別では、５月は0.5％減の2
万9864人とほぼ前年並み、６月は9.8％
増の2万4886人と大幅に増加した。４月
以降は宿泊旅行者率も６割を超えている。
　とくに6月は、日本人マカオ渡航者数
が9.8％増と高い伸びを示したほか、宿
泊を伴う旅行者数も9.8％増と大幅に増
加し、宿泊旅行者率は63.8％と今年に
入ってから最高値となった。
　2018年上半期（1～6月累計）の日本人
のマカオ入国（入境）経路別の内訳は、香
港などからの海路（フェリー利用）は12
万996人（シェア約76％）、マカオ国際
空港など空路は2万2121人（同14％）、

珠海からの陸路は1万5074人（同10％）
だった。

マカオ国際花火コンテスト
　「第29回マカオ国際花火コンテスト」は、
９月１日、８日、15日、24日、10月１日
にマカオタワー前の西灣湖で開催される。
花火と音楽を組み合わせた芸術性の高い演
出が見どころ。今年も10カ国のチームが参
加し、その技術と芸術性をコンペティショ
ン形式で競う。前回優勝の日本チーム丸玉
屋小勝煙火店は、９月８日にベルギーと対
戦し、打ち上げに参加する。
　第29回マカオ国際花火コンテストの日
程は以下の通り。

マカオ国際花火コンテスト 公式サイト
http://fireworks.macaotourism.gov.
mo/index.php

マカオ・グランプリ

　「第65回マカオ・グランプリ」は、11月
15日～18日の４日間、マカオ港付近の直
線道路をスタート地点に、マカオ市内の細
く曲がりくねった市街地を駆け抜ける「ギ
ア・サーキット」を使用して開催されるカー
レース。オートバイ、WTCC（世界ツーリ
ングカー選手権）、フォーミュラ3の世界最
高峰のレーサーたちがタイムを競い合う。
高いエンジン音や観客の喚声など、マカオ
が興奮に包まれる４日間。
マカオグランプリ 公式サイト
http://www.macau.grandprix.gov.mo/
cogpm/

マカオ国際映画祭
　「第3回マカオ国際映画祭」（IFFAM）は、
2016年にマカオで初開催されて以来、今
年で3回目を迎える国際映画祭。マカオ政
府観光局（MGTO）とマカオ映画テレビ制
作文化協会（MFTPA）が共催し、今年は12
月８日～14日までの１週間にわたって開

マカオ日本人渡航者数、上半期は前年並みで推移
6月は9.8％増、宿泊旅行者率は63.8％に

サンズマカオ ファッションウィーク2018開催
各ショッピングモールで最新コレクション
　サンズ・リゾーツ・マカオは、「サンズ マ
カオ ファッションウィーク」を10月18日
～24日までの7日間開催する。期間中はサ
ンズが運営するフォーシーズンズ、ベネチ
アン、パリジャン、コタイセントラルの各
ショッピングモールで、様々なファッショ
ンショーやスペシャルイベントが開催され
る。

　メルコ・リゾーツ＆エンターテイメント
は、コタイ地区の「スタジオ・シティ マカ
オ」内に、マカオで初のeスポーツ会場「マ
カオeスタジアム」をオープンした。開設
に当たっては、香港のカオルーンeスタジ
アム社らと連携した。
　「マカオeスタジアム」は、最大274名収

　最大の目玉は、220名を超えるVIPゲス
ト、メディア、インフルエンサーが集結し
て行われる最新コレクションのファッショ
ンショーやワークショップ。今年は、マ
カオ出身デザイナーとして初めてVOGUE
誌に取り上げられ、ロンドンファッション
ウィークにも参加したヌノ・ロペス氏によ
るコレクションが発表される。彼のデザイ

ンは、多くのセレブリティ
や国際的なアーティストに
支持されている。
　同ウィークの最後は、マ
カオ プロダクティビティ 
テクノロジー トランス
ファー センター（CPTTM）
が主催するファッション
ショーで、マカオ発の複数
のファッションブランドが
最新のコレクションを発表
する予定。

容できる高性能なイベントスペース。最新
設備を搭載し、トーナメントやバーチャ
ルゲームリーグなど、トップレベルのeス
ポーツ設備を提供する。
　eスポーツは、コンピュータゲームを
使った対戦型のスポーツ競技で、競技人口
は世界で１億人とも言われる。2022年の

アジア大会から正式競技と
なることが決まっており、
日本をはじめアジア各国で
注目が高まっている。
　eスポーツはとくに若い
プレイヤーに人気で、プレ
イヤーの大半を30歳未満
が占めており、「マカオeス
タジアム」はより若い世代
をマカオに惹きつける新た
なコンテンツになるものと
期待されている。

月 2018年 2017年 前年比 宿泊旅行
者率（％）

 1月 27,554 25,777 6.9% 53.3 
 2月 19,921 27,058 -26.4% 55.7 
 3月 34,194 33,158 3.1% 51.2 
 4月 21,772 20,240 7.6% 63.0 
 5月 29,864 30,000 -0.5% 60.9 
 6月 24,886 22,662 9.8% 63.8 
 7月 21,332
 8月 29,857
 9月 30,763
10月 25,176
11月 34,515
12月 28,452
合計 328,990

日本人のマカオ渡航者数

マカオ初のeスポーツのスタジアムオープン
スタジオシティ内に274名収容の最新設備

マカオでイベントを楽しもう！
花火や国際映画祭などイベント目白押し
マカオは年間を通じて祝祭行事が多いが、なかでも秋以降は最もイベントが集中する季節。
マカオの街が一層沸き立つこの時期に、マカオでイベントツーリズムをぜひ楽しみたい。
9月以降に開催されるマカオの主なイベントを紹介しよう。

　マカオコタイ地区にある
サンズ コタイ セントラル
は、第４期開発地区に新しい
ショッピングエリア「ショッ
プス アット コタイ セントラ
ル」をオープンした。約10万
平方フィート（9290平方ｍ）
に拡大された新エリアには、
アップルストアなど25以上
の新店舗がオープンする。
　新店舗はマカオ初出店のカ
ルバン クライン パフォーマ
ンスやゲス、リーバイス、ティ
ンバーランド、ザ・ノース・フェイスなど。
　今年下半期には、著名シェフのエンリケ・
サ・ペソアによるモダン・ポルトガル料理
レストラン「シアード」や、モダン中華の
「クリスタルジェイド（翡翠拉麺小籠包）」の
サンズ・コタイセントラル２号店が同エリ
アにオープンする予定。1号店は、サンズ・
コタイセントラルの「ザ パリジャン マカ
オ」内に今年５月にオープンした。

ショップスアットコタイセントラルがオープン
アップルストアなど25出店、今後大リニューアル

　4月に開業６周年を迎えたサンズ コタイ 
セントラルは、セントレジス、コンラッド、
シェラトン グランド、ホリデイ・インを含
むホテルとつながっている。
　サンズ・チャイナ社は、サンズ コタイ セ
ントラルをロンドンがテーマの「ザ ロンド
ナー マカオ（The Londoner Macao）」 に
生まれ変わる大リニューアル計画を発表し
ている。

催される。
　ノミネート作品によるコンペティション
が行われるほか、世界やアジアで注目され
ている最新作なども上映される。
マカオ国際映画祭 公式サイト
https://www.iffamacao.com/

マカオ国際マラソン
　マカオ国際マラソンは、12月2日に開催
される。今年は日本人ランナー向けに専
用サイトを開設し、10月15日まで先行エ
ントリーの受付を行っているほか、大会概
要や最新ニュースを紹介している。フルマ
ラソン、ハーフマラソン、ミニマラソン
（5.5km）の3種目。マラソン開催日の夕方
からは「マカオ・ライト・フェスティバル」
も開幕する。
日本専用サイト
http://www.macaumarathon.org/about

9月1日
21時 フィリピン
21時40分 韓国

9月8日
21時 日本
21時40分 ベルギー

9月15日
21時 フランス
21時40分 ポルトガル

9月24日
21時 ドイツ
21時40分 オーストリア

10月1日
21時 イタリア
21時40分 中国
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テレビ通販で予想を上回る集客!
新たな販売チャネルに可能性あり

─なぜ旅行商品をテレビ通販で販売しようと
思われたのですか。

錦織　近年は会員誌や新聞に加え、インター
ネットからのお申込みも増えています。その
ような状況を背景に、社内で新しい販売ツー
ルを開拓することが命題になっていました。
韓国ではテレビ通販が主流と聞いています
が、日本ではまだ浸透していない手法です。
そこでいち早くテレビ通販にチャレンジしま
した。

─マカオ・香港の旅が予想以上に売れたそう
ですが、いつどこの放送局で放送したので
しょう。

錦織　今年の２月１～８日の８日間、BS局と
地上波地方局でそれぞれ30分番組を放送し
ました。当社の予約センターが開いている時
間帯を意識し、香港への直行便が就航してい
るエリアを中心としました。ツアーは当社の
創業70周年記念で、マカオ・香港３日間・４
日間です。春から夏にかけての設定で、結果
として放送８日間で予想を大きく上回る集客
を達成することができました。

─大反響たったのですね。今回の販売は3回
目とのことですが、前の2回はどのデスティ
ネーションでしたか。

錦織　昨年の9月に台湾、11月に上海を取り
上げ、１回目より２回目の方が集客を伸ばす
ことができました。そのため３回目のマカオ・
香港も期待はしていましたが、台湾と上海が
どちらも５万円以下という価格に対し、マカ
オ・香港は5万9,800円～でしたので、価格
面では厳しくなるともみていました。しかし

結果は予想に反し、これまでで最高の集客と
なりました。

─マカオ・香港が爆発的に集客できた理由は
どこにあるとお考えですか。

錦織　ツアータイトルにもあるように、ザ・
ヴェネチアン・マカオのスイートルームに宿
泊することを大きく訴求した点です。70㎡の
スイートルームというだけでもゴージャスで
すが、それをレポーターが現地から紹介した
ことで映像の持つ力を如何なく発揮できたと
実感しています。またマカオといえばカジノ
のイメージがありますが、今回はマカオの歴
史や文化、世界遺産、食の魅力に加え、IR（統
合型リゾート）や華やかなエンターテインメ
ントなど盛りだくさんの要素をお伝えできた
ので、売れるのでは…という期待もありまし
た。

─実際にツアーに参加されたお客様の層はど
のようなものでしたか。

錦織　60代のシニア層が中心です。男女比は
男性１に対して女性２だったので、ザ・ヴェ
ネチアン・マカオの優雅な印象が女性層を惹
きつけたのではないかと思います。

─テレビ通販について、今後の展開をお聞か
せください。

錦織　第４弾として北海道を、第５弾として
ポルトガルを放送しています。そしてこの８
月、マカオ・香港の第２回目を行いました。内
容を少し変えていますが、２日目にザ・ヴェ
ネチアン・マカオに宿泊する３日間・４日間
のコースというのは同じで、秋から冬にかけ
て設定しています。また今回のマカオ・香港
の大盛況を受け、それ以降は北海道やポルト
ガルでもホテルの魅力をクローズアップして
います。

─テレビ通販の手応えをどのように感じてい
らっしゃいますか。

錦織　実は新聞でもほぼ同じ内容のマカオ・
香港ツアーを展開したのですが、集客はここ

東西文化に刺激、現代IRに興奮
　2016年9月、香港航空が米子・香港間に直
行便を就航。これにより、米子北斗中学校で
も2017年から中学3年生の修学旅行先を香
港・マカオに変更した。「土・水曜日の週２便
運航のため７泊８日の長い行程ですが、現地
でやりたいことがたくさんあるのでちょうど
いい期間だと思っています」と話すのは、修
学旅行委員長の妹澤（せざわ）光将先生だ。
　実は2016年までの数年間、行き先はハワ
イだったため、当初は生徒からも保護者から
も行き先がアジアに変わることに躊躇や不安
があったという。しかし、マカオ政府観光局
による説明会を設けたことでこれを払拭。昨
年に続き今年も同じ行程で実施するほか、

2019年以降も
継続していく考
えという。
　全７泊８日の
うち、マカオの
滞在は２泊３
日。１日目は高
速船でマカオに
渡り、午後は世
界遺産以外の市
内観光というス
ケジュールだ。
コロアン地区で
は聖フランシス

コ・ザビエル教会や譚公廟を見学しながら同
エリアを散策。タイパ地区では、1921年建
設のポルトガル人邸宅を開放した「タイパ・
ハウス」を見学し、夕方にはコタイ地区で
「ウィン・パレス」の噴水ショーを見たり、
「ザ・ヴェネチアン・マカオ」でショッピン
グを楽しんだ。「コタイでは華やかなIR（統合
型リゾート）の夜景に興奮し、夢中で写真を
撮る生徒もいました」と妹澤先生。マカオ初
日にもかかわらず、西洋の建築物や東洋の寺
院、そして現代マカオの最先端の風景に大い
に刺激を受ける1日となった。

ウォークラリーやガイドブック作り　
　2日目は世界遺産周辺で班別フィールド
ワークを実施。具体的にはヒントを基に
チェックポイントを巡る「世界遺産フォト
ウォークラリー」で、“学ばせる”ことを意識し
た企画になっている。「ザビエルの遺骨が保管
されている教会は？」や「火災でファサード
だけが残っている場所とは？」などをヒント

に、正解の写真を撮影しながらセナド広場に
ゴールする趣向。各班に一つのiPhoneが貸し
出されるというのも、現代ならでは。撮影し
た写真もクラウドに保存し、誰もが各班の正
解写真を見ることができるようにしている。
　修学旅行前には、香港・マカオのガイド
ブックも制作した。二人一組で1つのテーマ
を調べ、それをまとめて1冊のガイドブック
にするというもので、旅行中は全員がこのオ
リジナル・ガイドブックを持参することがで
きる。また帰国後は、3年生が2年生に向けて
自分たちの体験をプレゼンテーションしてお
り、旅行の不安を取り除いたり、ワクワク感
を伝えるのに一役買っているという。

港珠澳大橋の完成に期待
　生徒たちの多くは、アジアでありながら西
洋の建物が点在していることやコタイのIRに
興味を示した。また東西文化が融合する独特
の歴史や発展するマカオの現実を印象深く感
じた生徒もいたという。同行した妹澤先生も、
「カジノのイメージが強いマカオですが、まさ
に異文化を体験してマカオの価値観が変わり
ました」と話している。
　同校では2018年10月末に実施する修学旅
行も水曜日に出発し、香港での学校交流を平
日に当てている。しかし「港珠澳大橋が開通

旅行会社インタビュー

〈DATA〉
期　間：2017年11月8～15日（7泊8日）
人　数：中学3年生57名＋教員6名
行き先：香港・マカオ
マカオ宿泊先：ホリデイ・イン・マカオ
〈スケジュール〉
１日目　米子から空路香港へ
　　　　香港ホテル泊
２日目　終日香港
３日目　終日香港
４日目　終日香港
５日目　ホテルで朝食
　　　　高速船でマカオへ
　　　　マカオ到着後、市内観光
　　　　コロアン地区、タイパ地区、コタイ地区へ
　　　　ポルトガル料理の夕食
　　　　「ホリデイ・イン・マカオ」泊
６日目　ホテルで朝食
　　　　終日、班別フィールドワーク
　　　　「世界遺産フォトウォークラリー」
　　　　昼食も班ごとに自由食
　　　　中国料理の夕食
　　　　「ホリデイ・イン・マカオ」泊
７日目　ホテルで朝食
　　　　高速船で香港へ
８日目　香港から空路米子へ

会員誌や新聞での集客を得意とし、一定の顧客をもつ阪急交通社。新たな販売チャネルと
してテレビ通販にチャレンジし、予想以上の成果を上げているという。テレビ通販という 
新しい旅行商品の販路について、担当者にその背景や手応えを聞いた。

米子北斗中学校
2泊3日のマカオにオリジナルの
学習要素を盛り込んで
1988年に県内唯一の中高一貫教育校として開校した米子北斗中学校・高等学校。同校
ではここ20年以上、中学3年生で実施する修学旅行を海外で行ってきた。2016年に香
港航空が米子・香港間に直行便を開設したことで、2017年から行先を香港・マカオに
変更。2018年以降も同地への継続を決定しているなか、最初に実施した2017年の様
子を聞いた。

研修旅行実施校レポート

までは伸びませんでした。テレビは紙面では
表現しきれないところまでカバーできるとい
う点で可能性が広がりますし、価格以外の訴
求ポイントをアピールできる手応えも感じま
した。今後のマカオに関しては、グレイター
ベイエリア※を視野に広東省と組み合わせた
り、滞在型を提案したり、マカオの新しい魅
力を発信していけたらと思っています。
─ありがとうございました。

株式会社阪急交通社
企画旅行事業本部
東日本営業本部　メディア営業三部
海外営業一課　一係
錦織賢太郎 氏

ザ・ヴェネチアン・マカオに泊まる
マカオ・香港3日間
〈東京発着スケジュール〉
１日目　東京発、香港へ
　　　　香港到着後、観光
　　　　香港泊
２日目　香港観光後、
　　　　高速船でマカオへ
　　　　ポルトガル料理の
　　　　昼食
　　　　マカオ歴史地区観光
　　　　マカオタワー周辺散策
　　　　ザ・ヴェネチアン・マカオ泊
３日目　ホテルで朝食後、高速船で香港へ
　　　　香港観光後、空港へ
　　　　香港発、東京へ

すれば、土曜日に出発してその日のうちにマ
カオに入るスケジュールも組めます」と妹澤
先生。より柔軟な行程が組めると、港珠澳大
橋の完成に大きな期待を寄せている。

※グレイターベイエリアとは：中国政府が推進するエリア
開発構想で、港珠澳大橋の建設もその一環。広東省沿岸の
珠江デルタ地域９都市（広州・深圳・珠海・佛山・恵州・
東莞・中山・江門肇・肇慶）と特別行政区である香港・マ
カオの全11都市の地域を統合し、観光振興や経済協力強化
を通して、一大経済圏形成を目指す国家経済戦略のこと。

セナド広場で記念撮影

聖フランシスコ・ザビエル教会を
見学

教会の後は同じエリアで道教の寺院、譚公廟へ

マカオを満喫する参加者の皆さん

レポーターがマカオを魅力たっぷりに紹介
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　マカオ政府観光局は東京、
大阪、福岡などの主要都市で、
「マカオ・アップデートセミ
ナー」を順次開催している。
榊原史博日本代表は、香港国
際空港とマカオを結ぶ港珠澳
大橋の完成に伴う日本人旅行
者の香港空港からマカオ入国
への新たな流れを説明し、橋
の供用開始後のマカオが「今
年から来年にかけて大化けす
る可能性がある」と強調、旅
行業界関係者にマカオ商品の
造成拡大を期待した。
　香港国際空港とマカオをつ
なぐ港珠澳大橋と海底トンネルによる全長
55kmの高速道路は開通し、イミグレーショ
ン施設等も完成、現在完熟訓練が実施されて
いる。供用開始時期が決定した時点で、香港
からマカオへの旅行者への動線は劇的に変わ
ることになる。
　それによると、日本から香港国際空港へ到
着した旅行者は、そのままシャトルバスに乗
り、高速道路を通って港珠澳大橋の先に建設
した新島にあるイミグレーション施設に到
着。ここで入国審査を受け、ターンテーブル
で預入れ荷物を受け取り、再びバスに乗って
マカオ市街に入る。
　入国審査後の時間はまだ予測できないもの
の、香港空港とマカオまでは約30分で結ば
れ、これまでの香港からのフェリー経由と比
べると、劇的に時間は短縮される。シャトル
バスはピーク時は5分に1台、真夜中などでも
15分に1台の間隔で運行される。
　費用面でも、香港－マカオ間の移動にフェ
リーを使うと往復約8000円だが、高速道路
のバスの通行料金は１台あたり片道5000円
に設定され乗車料金が安くなることが予測さ
れる。
　2017年の日本からマカオへの旅行者数は
前年比9.4%増の約33万人、マカオから日本
への旅行者は約12万人で、日本－マカオ間の
双方向交流人口は計45万人。マカオ航空によ
る直行便の供給量は、関空・成田を1日1便、
福岡週3便で合計15万席弱。そのうち5万席
を日本人が利用しており、港珠澳大橋の完成

マカオ政府観光局、アップデートセミナー開催
港珠澳大橋完成、供用開始で「マカオ大化け」

でマカオの課題だった航空座席の供給問題が
一挙に解決することとなる。
　これにより、榊原代表は「マカオが今年か
ら来年にかけて大化けする可能性がある。香
港とマカオの時間・交通費が同じになり、ダ
イレクトにアクセスできるデスティネーショ
ンになる」と強調した。大型団体用のバスの
取扱いについては、高速道路の供用開始後の
状況を見ながら、交通局側は将来的な課題と
している。
橋とガストロノミーや対立軸で
マカオを訴求
　マカオは2018年のプロモーション・ハイ
ライトとして、港珠澳大橋とともに、昨年10
月にマカオが「ユネスコ創造都市ネットワー
ク」の食文化創造都市に認定されたことを受
けて、今年を「マカオ美食年」に選定し、ガ
ストロノミーの理解・認識の普及を進めてい
る。
　港珠澳大橋の供用開始とガストロノミーの
普及により、他に類のない観光地としてマカ
オの認識を高めるとともに、中国とポルトガ
ル、歴史と最先端、世界遺産とIRといった対
立軸を強調して、マカオの魅力を訴求する。
　ターゲット層については、団塊世代が旅行
市場の最終段階を迎える75歳まであと5年と
して、団塊世代とともに東京オリンピック・
パラリンピックに向けて若者の再活性化を促
す。地方市場の掘り起こしとファミリー市場
の拡大も図る。

　マカオ政府観光局は、今年も「ツーリズム
EXPOジャパン」にマカオブースを出展する。
会期中、9月20日～21日の業界日は「展示商
談会」として、ブース内で商談を行うほか、
マカオセミナーを開催する。また、9月22日
～23日の一般日には、“広場のなかのマカオ
カフェ”をコンセプトに、イートインスタイル
でマカオの食の魅力を紹介する。また、ゲー

　マカオ政府観光
局は、マカオの観
光マスコットキャ
ラクターに「マッ
クマック」（MAK 
MAK）を決定した。
　「マックマック」
は黒い顔のヘラサ
ギで、マカオを代
表する世界遺産の
ひとつであるギア灯台をモチーフにしてい
る。ギア灯台の「Guia」とは、ポルトガル語
で「ガイド」を意味することから、そこから
着想を得て「マックマック」は誕生した。
　今後は「マックマック」がマカオ観光のガ
イド役となって、マカオのさまざまな観光魅
力を紹介していく予定だ。

9～11月の天気概況　
www.smg.gov.mo
9月のマカオは最高気温も平均30℃
を超え、湿度も高く、まだまだ厳し
い残暑が続く。台風シーズンでもあ
るので気象情報はこまめにチェック
を。10月に入ると暑さも和らぎ、晴
れの日も多く、観光のベストシーズ
ンに。11月は朝夕は半袖では肌寒い
日もあるため、一枚羽織るものがあ
ると安心。

9月1日、8日、15日、24日、10月1日
第29回マカオ国際花火コンテスト
（29th Macao International Fireworks Display Contest）
毎年９月の週末を中心に開催される世界最高レベルの
花火大会。10カ国・地域を代表する国際チームが参加し
て芸術性を競う。マカオタワーの下には多くの露天が連
なる。

9月24日、*25日
中秋節（Mid-Autumn Festival）

9月27日
ワールド・ツーリズム・デイ（World Tourism Day）
聖ポール天主堂跡からセナド広場まで、ウエイターやウ
エイトレスがトレイにビール瓶をのせて走るユニーク
なイベント。

9月28日～10月28日
第32回マカオ国際音楽祭
（32nd Macao International 
Music Festival）
マカオ内外のアーティストが約
1ヶ月間にわたって公演を行う音
楽祭。世界遺産もコンサートの舞
台になる。

1香港ドル≒14.61円
（2018年9月6日現在）
マカオの通貨はパタカ（MOP）だが、香港ドル
もそのまま通用する。パタカは日本で両替で
きないため、使い残した紙幣は香港ドルに換
金しておくとよい。
レートMOP103.20＝HKD100.00
（換算レートは10％の加減が認められている）

ム形式で料理作り体験のできるアプリ「クッ
キング・ママ」をタブレットで楽しめるタッ
チ＆トライコーナーを設置し、マカオのガス
トロノミーの魅力に触れてもらう。
　また、マカオブースには、マカオのサプラ
イヤー６社が出展し、マカオへの旅行意欲の
盛り上げに共同で取り組む。

マカオの観光マスコット「マックマック」

　この本を読む前と読んだ後では、マカオの
印象は大きく変わる。マカオを一言で表すと、
「東西の歴史と文化の融合」ということにな
ろうが、読後感は、その一言で片付けられな
い壮大な歴史・文化だけでなく、貿易の拠点
だったことに気付かされる。
　とりわけ、マカオと日本の関係は深く描か
れている。この本は「マカオと日本の交流史」
でもあり、副題の「南蛮の光と影」は、マカ
オと日本の「光と影」でもある。
　マカオは日本とポルトガルの南蛮貿易の中
継拠点として発展し、日本との貿易がマカオ
の生命線だった。したがって、日本の禁教令に
よる人流、鎖国による物流の断絶で、マカオ
は衰退する。マカオはポルトガルと中国、西
洋と東西の文明の融合地点であるとともに、
日本とポルトガルの中継点でもあった。

　我々は英国と香港、ポ
ルトガルとマカオの関係
を同列に見がちで、返還
後の「一国二制度」も同
じように見てしまうが、
アヘン戦争後に植民地化
された香港と、古くから
ポルトガルの統治領であ
りながら、南蛮貿易の拠
点として中国と共存・発展してきたマカオは
歴史が異なる。
　マカオの歴史は、長崎との関係はもとより、
フランシスコ・ザビエル、聖ポール天主堂跡
など、日本との関わりが多くの場所で散見で
きる。この本を読んだ後にマカオへ行くと、
マカオの印象がまた変わる。マカオの最大の
魅力は、マカオの歴史にある。

【雑　誌】月刊誌「クックパッド プラス」創刊号  9月1発売
月刊紙「あまから手帖」2018年10月号  9月23日発売
小学館「サライ」2018年12月号 11月9日発売予定
月刊紙「KELLy」10月23日発売号

【ラジオ】LOVE FM76.1（九州エリア）
9月の毎週木曜日 11:30～14:00  Departure Lounge 内
A sense of the World（12:25頃放送）
BSSラジオ（鳥取県）
毎月第2水曜 13:15～16:50  午後はドキドキ！
「午後ドキ！トラベル」内（14:10頃放送）

　マカオ政府観光局は教育旅行関係者
（学校関係者、旅行会社担当者）からの
情報提供をお待ちしています。マカオ
への修学旅行、研修旅行、ゼミ・サー
クル旅行などをご計画または実施済み
の方はお知らせください。マカオ通信
でご紹介させていただきます。お気軽
にご相談ください。（担当＝志田）

　マカオ旅行の体験記（800字程度）、
ご意見、写真などをお寄せください。
内容は問いません。採用分には記念品
をお送りさせていただきます。
　応募は氏名、住所、電話番号、e-mail
アドレスを明記してください。
　お寄せいただいた原稿、写真などは
返却いたしませんのでご了承ください。

　観光地図や世界遺産マップ、DVDな
ど各種販売支援ツールをご用意してお
ります。ご活用ください。
　また、販促・商品化などのご相談も
どうぞ。（担当＝市村）

　マカオ政府観光局はマカオを取材す
るメディアのお手伝いをしています。
　ご希望の方はご相談ください。

（担当＝斉藤、大野）

気候と服装

為替レート メディアチェック  録れたてマカオ

イベント＆祝祭日　2018年9月～11月 ＊印は祝祭日
*10月1日、*2日
中華人民共和国建国記念日
（National Day of the People's Republic of China）
翌2日も公休日となる。

*10月17日
重陽節
（Festival of Ancestors（Chung Yeung Festival））

10月（日付未定）
第16回マカオ阿媽文化・ツーリズム・フェスティバル
（16th Macau A-Ma Cultural & Tourism Festival）

*11月2日
万霊節（All Souls Day）

11月9日～25日
第18回マカオ・フード・フェスティバル
（18th Macau Food Festival）
毎年11月にマカオタワー前の西灣湖広場で開かれる。 
マカオ料理をはじめ世界各地の料理が楽しめる。

11月15日～18日
第65回マカオ・グランプリ
（65th Macau Grand Prix）

マカオの歴史－南蛮の光と影 ／ 東光博英

読者の皆さまへ 教育関係者の皆さまへ 旅行会社の皆さまへ メディアの皆さまへ マカオ政府観光局
〒102-0093  東京都千代田区平河町2-16-9

永田町グラスゲート7階
TEL 03-5275-2537  FAX 03-5275-2535
e-mail: macao@milepost.co.jp
www.macaotourism.gov.mo（日本語など）

twitter.com/macaotourism_jp
www.facebook.com/macaotourism.jp

月平均 最高気温 最低気温 湿度 降水量 降水日数 日の出 日没

9月
マカオ 30.4℃ 25.1℃ 77.9% 219.5㎜ 12.3日 6:12 18:29

東京 26.9℃ 19.7℃ 75.0% 209.9mm 11.0日 5:23 17:49

10月
マカオ 28.1℃ 22.6℃ 72.4% 79.0mm 6.1日 6:21 18:01

東京 21.5℃ 14.2℃ 68.0% 197.8mm 9.8日 5:47 17:06

11月
マカオ 24.1℃ 18.3℃ 70.2% 43.7mm 4.6日 6:37 17:42

東京 16.3℃ 8.3℃ 65.0% 92.5mm 6.8日 6:16 16:34

夕焼けウォッチングの日没時刻もお忘れなく

本で旅する
マカオ

www.instagram.com/macao_japan/

　世界的な人気ゲームアプリ「クッキング・
ママ  お料理しましょ！」（オフィス・クリエ
イト社）とマカオ政府観光局によるコラボ企
画が実現した。9月17日から２週間は「マカ
オスペシャルウィーク」として、マカオの観
光名所がゲーム内
で随所に表示され
るほか、ゲームを
通して代表的なマ
カオ料理２品の作
り方を遊びながら
学べる。
　体験できる料理は、「アフリカンチキン」と
「エッグタルト」。レシピ自体は「マカオスペ
シャルウィーク」の終了後も配信される。料
理のレシピはIFT旅遊学院が監修しており本
格的だ。

「クッキング・ママ」でマカオ料理をPR

ジャンル 社名・タイトル・コンタクトパーソン Participant email

航空 マカオ航空　日本支社
セールス・マネジャー　扇谷　毅 info@airmacau.jp

ホテル ウィン・マカオ
ディレクター、ホテルセールス　ゴードン・ホー gordon.ho@wynnmacau.com

ホテル（予約） ホテル・リスボア
ディレクター・オブ・セールス（香港）　ジョアン・シウ sales@florinda.com.hk

ホテル
（SJMグループ ファシリティ）

SJM＆グランド・リスボア、リスボア、ハイアライ
マーケティング・ディレクター　ベイリー・シン baileysin@macausjm.com

ランド
オペレーター

サウスチャイナ・エクスプレス
企画営業マネージャー　千早　有希子 tehai@sctrvl.com

ランド
オペレーター

TKWトラベル＆ツアーズ
東京事務所　所長　石井　利枝 ishii@tkwtours.com

ツーリズムEXPO、マカオの食の魅力など紹介
マカオ政府観光局とサプライヤー6社が共同出展

　「マカオ・アップデートセミナー」
は、去る7月18日の東京会場を皮切り
に全国23都市で順次開催中。「港珠澳
大橋」をはじめ、注目の高まるマカオ
の最新情報を提供している。
　セミナーの開催日程（開催済みを含
む）は以下の通り。参加申込みに関
する問い合わせはマカオ政府観光局
（macao@milepost.co.jp）まで。

▽ 7 月18日  東京　　▽ 7 月31日  熊本
▽ 8 月 1 日  福岡　　▽ 8 月 2 日  大分
▽ 8 月24日  札幌　　▽ 8 月28日  名古屋
▽ 8 月30日  静岡　　▽ 8 月31日  仙台
▽10月16日  高松　　▽10月17日  岡山
▽10月19日  広島　　▽10月23日  長崎
▽10月24日  宮崎　　▽11月 6 日  京都
▽11月 7 日  神戸　　▽11月 8 日  姫路
▽11月13日  鹿児島　▽11月15日  沖縄

マカオアップデートセミナー　23都市で開催中

マカオ国際音楽祭
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デスティネーション・ホテル

　 ン シ ィック テルズ＆リゾーツと
ークロイ ル・ テルズ＆リゾーツを傘

下に持つ ン シ ィック テルズ・グル
ー （PPHG）のローター・ ッス ンCEO
が来日、アジア太平洋地域で積極的な テ
ル展開を進めると同時に、今後は欧州での
展開にも着手する方針で、日本への再進出
計画も検討していることを明らかにした。
　PPHGは昨年、旧 ルトン ル ルン・サ
ウスワー をリ ランドする形で「 ン
シ ィック・ ル ルン」を開業し、 トナ
でも旧ソ ィテル・ ラザ イを「

ン シ ィック・ イ」として開業。この
ほか北京の「 ン シ ィック北京」や
ン ーの「 ン シ ィック・ ンゴン」

を新たにオー ンするなど積極的な テル
展開を進めている。この結果、PPHGはア
ジア太平洋地域を中心に38軒、約1万2000
室の テルを運営する テルグルー とな
っている。
　さらに複数の新 テル計画が現在進行中
で、19年には レーシアで「 ークロイ
ル・ア ァ サ・ ラッカ・リゾート」を開
業する予定で、20年にはインド シアの「
ン シ ィック・サー ススイーツ・ジ
カルタ」と レーシアの「 ークロイ ル・
ランカウイ・リゾート」、21年にはシンガ
ールの「 ン シ ィック・オーチ ード」

パンパシフィックホテルズG、日本再進出検討

ネッスマンCEO 来日、世界各地でホテル展開
も開業予定だ。
　また現在はPPHGの テルがない欧州に
も進出する計画で、20年には「 ン シ
ィック・ロンドン」を開業の運びだ。 ッ
ス ンCEOは「ロンドンを欧州の拠点とし
て レゼンスを高めつつ、次はドイツへの
進出も目指したい」と欧州戦略に意欲を見
せる。
　さらに13年に「 ン シ ィック横浜
イ テル東急」の契約を解消して以降は
PPHGの名前を冠した テルがない日本に
ついても「19年のラグ ーW杯や東京五輪
の開催で テル需要が増大し、その後も
テル ジ スの成長が見込める。時期は未
定だが、日本の都市部での テル開業を目
指している」（ ッス ンCEO）と日本での
シティ テル運営に意欲を見せた。
　日本への再進出は、日本における直接的
な テル ジ スの狙いだけでなく、
PPHG傘下の各 テルへの日本人宿泊客の
誘致戦略の一環でもある。PPHGではシン
ガ ールを中心に日本人宿泊客が ーケッ
ト比率の上位を占めており「日本は非常に
重要な ーケット」。PPHGがこうした ジ
ションを維持、強化するためにも、PPHG
ランドのア ールが必要で、「日本での

テル展開による認知度向上の効果にも期待
できる」（ ッス ンCEO）としている。

パンパシフィックホテルズ・グループ（PPHG）のローター・ネッスマンCEO（写真左）とチー
フセールス＆マーケティングオフィサーのチン・タン氏（写真右）

　 ランドUSAは、都内で旅行関連業界の
関係者を集めて「ステーク ルダー ーテ
ィング」を開催した。当日は ランドUSA
の活動状況や今後の方針などについて レ
ゼンテーションが行われた。日本市場向け
の取り組みとしては、「米国への渡航 ロセ
スをいかに容易にするか」という点を柱に
据えて、OTAを含めた旅行会社と連携した
活動を一層推進していくことや異業種との
タイアッ などに力を入れていく方針を示
した。
　冒頭、 ランドUSA日本事務所の早瀬陽
一代表から2013年度から17年度までの活
動における成果について説明が行われた。
早瀬代表は「ここ5年間でグロー ルで540
万人の渡航者の増加を生み出したほか、米
国系航空会社の航空券で177億ドル（約1兆
716億円）の売上効果をもたらした」点など
を紹介した。
　日本市場については現時点での最新デー
タとなる2016年の訪米客が5％減の358万
人となったことを紹介。前年比 イナスと
なったものの、早瀬代表は「英国やドイツ
などの減少幅は日本よりも大きくなってお
り、成熟市場といわれる国の中では善戦し
たのではないか」と説明した。
　 ランドUSAは今後の市場成長度にあ
わせて、4つのグルー に分けて活動を進
めていく方針。日本についてはオーストラ
リア、カナダ、 ランス、英国などを同じ
グルー に含まれている。これらの市場で
の活動では「MakeitEasy&Obivious」と
いうタイトルのもと、成熟市場として、ソ
ーシ ル ディアやデジタルを活用した
ロ ーションに力を入れていくことやOTA
を含めた旅行会社との関係強化、異業種と
のコラ レーションに力を入れていく方針
で取り組んでいくことを紹介した。

　セ ナーでは、直近の日本事務所の活動
内容についても説明が行われた。日本事務
所では今年7月に昨年に続きセールス ッ
ションを開催。今回は前年に続き大幅増と
なる21団体が参加し、活発な商談が行われ
た。セールス ッションについては、来年
も7月に開催することにしている。
　また、地方でのセ ナーや旅行会社単位

ブランドUSA、旅行会社や異業種と連携強化

ステークホルダーミーティングを開催

でのセ ナーについても精力的に行った点
も紹介。このうち、札幌や福岡のセ ナー
では、少人数ごとの ースを設置して参加
団体がそれぞれの ースを回って レゼン
テーションを行うスタイルを採用した。地
方でのセ ナーでは、来年以降も同様のス
タイルで実施していく予定にしているとい
う。
　このほか、 ランドUSAでは旅行会社向
けのウェ サイト「 ジットUSAトラ ル
トレードウェ サイト」を新たに開設した。
従来の業界向けサイトはIDと スワード
を取得しなければ閲覧することができなか
ったが、新サイトはログインをすることな
く閲覧することが可能とした。
　新たなウェ サイトでは画像や動画のダ
ウンロード、現地オ レーターの連絡先情
報に加え、 デルコースを紹介するコンテ
ンツを追加。現在は22のコースを用意して
いる。
　 ジットUSAトラ ルトレードウェ
サイトは現在、英語版のみで開設している
が、今後日本語版を用意することにしてい
る。
　また、米国の観光資源の魅力をより広く
紹介するための取り組みとして、新たに短
編映画を制作する。 ランドUSAは過去に
国立公園をテー とした映画「ア リカ・ワ
イルド」に続く第2弾として、 ランドUSA
が今年の ロ ーションテー として掲げ
ている音楽をテー とした「ア リカン・
ージカル・ジ ーニー」を制作し、11月

に日本で公開することが決定。米国観光の
多彩な魅力を訴求していくことにしている。

ステークホルダーミーティングの模様

旅行業界向けの

ウェブサイトを刷新

ブランドUSAの活動状況などを説明する
早瀬陽一日本事務所代表

の観光客は右肩上がりで上昇している。特
に若年の女性が文化やデザインなどに関し
て高い関心をもち、訪問者数が増加してい
る」と総括した。
　今年の上半期は昨年に比べて弱含みとな
っているが、「下半期でなんとか巻き返し、
来年は日本と ィンランドにとって特別な
年を迎えるので、この動きに弾みをつけた
い」とヴィルック ン局長は話す。

　来年は日本と ィンランドの外交樹立
100周年を記念し、さまざまな交流活動が
予定されている。さらに、日本への直行便
を就航する ィンエアー（FIN）が夏スケジ
ールで関西− ルシンキ線を週7便から

10便に増便。ゴールデンウィーク期間に成
田− ルシンキ線を1日3便に増便する計
画を発表。提供座席数も増加することから、
日本での観光客誘致活動を強化していく。
　日本では、来年埼玉県飯能市に ィンラ
ンドの人気小説・絵本「 ー ン」を題材
としたテー ークが開業。さらに来年2
月には、日本の人気若手俳優が主演し、日
本と ィンランドを舞台とした映画「雪の
華」が公開されるなど、 ィンランドが露
出される機会が数多く提供される。そうし
たものに関連して積極的な観光 ロ ーシ
ョンを展開していく方針だ。
　さらに、 ィンランドでは公共のサウナ
が ー となっており、日本の入浴文化と
の親和性が高いことから、 ィンランド国
内で「サウナ100選」を選定、朱印帳を制
作し、複数のサウナを訪問した人に対して
認定証の授与や記念品の認定を行うといっ
た ロ ーションを行う予定だ。
　

フィンランド政観、日本市場への活動強化

外交樹立 100 周年、過去最高の渡航者数更新へ

　シンガ ール政府観光局（STB）はグロ
ー ル観光促進キ ン ーン「Passion
MadePossible」の新企画をスタートさ
せたと発表した。
　情熱をテー に対象グルー を設定し
た「 ッション・トライ 」に新たに文化
体験、アウトドア、社交3つのテー を追
加した。また、「 ランド・ ーソナリテ
ィ」として80人を選定し、各種 ロ ー
ション活動に参加するほか、地元のクリ
エイターと連携した ランドイ ージ動
画を制作する。さらに、キ ン ーンのコ
ンセ トにあわせた現地ツアーも追加造
成していくなどの取り組みを展開。日本
を含めた世界16都市で ーケティング活
動を展開していく。
　PassionMadePossible は、立ち止ま
ることなく前進し続け、揺るぎない意志
と確かな判断力を通じ、情熱を可能とす
るシンガ ールの起業家精神とシンガ
ールの観光の魅力を詰め込んだ新コンセ
トの企画として昨年8月に立ち上げた。

STBはこのコンセ トを世界に広げるた
めに ランドイ ージを具現化したショ
ート ィル を制作。STBによると、世
界中で約3億回視聴され、延べ5億5000
万人以上にコンセ ト動画が届いたとし
ている。

　VisitFinland（ ィンランド政府観光局）
の ーヴォ・ヴィルック ン本局局長が旅
行業界向けの商談会の開催にあわせて来日
し、記者会見した。ヴィルック ン局長は
2019年が日本と ィンランドの外交関係
100周年を迎えることや日本− ィンラン
ド間の航空路線が増便されることを契機と
して日本での誘致活動を強化していく方針
を明らかにした。北欧の文化や ァッショ
ンへの関心度が高い20歳代から40歳の女
性を中心として、FIT客や ィンランドを
経由して欧州各国へ向かうストッ オー
ー客、さらに ァ リー層の観光需要開拓
に向けた ロ ーションを積極的に推進。
そうした取り組みを展開していくことで
「現状から10％以上訪問客数を増やしてい
き、これまでの過去最高だった2017年を上
回る渡航者数を更新したい」考えを示した。
　2017年の ィンランドでの日本人宿泊数

は前年比17％増となる24万泊となった。ヴ
ィルック ン局長は「ここ数年、日本から

V���� F������のヴィルックネン本局局長

日本−フィンランド路線増便

サウナで新プロモーションも

STB「P������ M��� P�������」

新企画スタート



2018年（平成30年）9月17日 第2471号（第３種郵便物認可）（16）

 航空関連

　チェジュ航空は10月28日より、成田
−大邱路線に週7便で就航する。使用機材
はB737-800型機。運航期間は10月28
日～2019年3月31日。チェジュ航空が
日本からの大邱路線に就航するのは今回
が初めて。
　また、成田路線は仁川（週26便）、釜山
（週7便）、大邱（週7便）の3路線となり、
計週40便に拡充される予定。週75便を
運航する大阪路線に続き、単一都市とし
ては全路線の中で2番目に多い運航便数
となる。
　チェジュ航空は、韓国の地方都市を起
点とする国際線の拡大戦略を推進してお
り、今年の年末から来
年上期中に、済州国際
空港、金海国際空港、大
邱国際空港、清州国際
空港、務安国際空港な
どを中心にさらに就航
路線の拡大を進める予
定だ。
　チェジュ航空は今年
上期にも、大阪−務安
（週5便）、大阪−清州
（週7便）、大阪−グアム
（週6便）に相次いで就
航しており、路線拡大
の勢いを増している。
　成田から新規就航す

チェジュ航空、成田－大邱線にデイリー就航

10月28日より、成田路線は計週40便に拡充

る大邱は、韓国の慶尚北道の南に位置し、
人口約250万人の広域市。若者がよく訪
れる東城路や、自然や遺跡が残る八公山
大邱オルレ道まで、観光素材も豊富。とく
に大邱はチキン（鶏肉）のメッカで、毎年
「チメク（チキン＋ビール）」フェスティバ
ル」が開催されるなど、グルメ旅行地とし
ても知られる。
　成田−大邱路線の運航スケジュールは以
下の通り。
▼7C1119便／成田→大邱（毎日）／成田
発20時30分→大邱着23時10分
▼7C1112便／大邱→成田（毎日）／大邱
発05時55分→成田着08時35分

　スカイマーク（SKY）は9月3日、就航
開始20周年を記念して「スカイマーク20
周年特別デザイン機公開＆イベント」を羽
田空港脇の自社格納庫で行い、日本中を飛
び回ることになる「星空ジェット」を公開
した。イベントが行われた3日当日には、報
道陣やスカイマーク関係者のほか、抽選で
選ばれた一般参加者174名が参加し、スカ
イマークの就航20周年を祝した。
　スカイマークは2015年1月に東京地裁に
対して民事再生法の適用を申請。現・スカ
イマーク会長の佐山展生会長率いる投資フ
ァンドのインテグラルや、競争関係にあっ
たANAホールディングスの支援で再建し
た。その後、2016年3月28日には民事再
生手続きを完了したことを発表しており、
その後も経済環境に恵まれるなど、追い風
に乗って業績はV字回復を遂げることに成
功している。
　そのスカイマークは、目標に掲げてきた
定時運航率日本一達成という高い運航品質
という看板をぶら下げて、いよいよ国際線
事業進出へと新たな方向へと舵を切った。
まずは年内にも成田−サイパン線と成田−
パラオ線をチャーター便で運航して、来年
には定期便化することを目指すなど、既に
新たな目標を定めた。"成人式"を迎えたス
カイマークの次の一手は如何なるものか。
同社の動きから目が離せそうにない。

スカイマーク20周年「星空ジェット」就航

年内に成田−サイパン・パラオへチャーター便

　成田−サイパン、成田−パラオ線につい
て市江正彦社長は「目標は年内にもチャー
ター便を運航すること」であることをあら
ためて明かしており、年末年始に向けてチ
ャーター便を運航したい考えだ。ただ一方
で、「社員の頑張り次第」ともしており、年
内のチャーター実現は現段階ではまだまだ
不透明なところが残るのかもしれない。
　これらのチャーター便については、「来年
には定期便化していきたい」としており、5
月頃には定期便化することを目指していく
方針で、スカイマークでは9月1日に国際
線定期便化に向けた準備室も設置したとい
う。
　また、市江社長は「今はパラオ、サイパ
ン線に力を割いているが、現有の飛行機で
色々なところに飛ぶことができるはず」と
の持論を展開。「現在、夏季に那覇で深夜便
を運航中だが、那覇のみならずアジアの他
地域にも十分考えることができる。次はそ
のようなことも考えていきたい」ことを明
かした。
　国際線チャーターや定期便など、新たな
チャレンジに挑むスカイマークだが、現・三
カ年中期計画の目標を概ね二年ほどでクリ

佐山会長をはじめとするスカイマーク役員陣と星空ジェットをデザインした橋本副操縦士

来年5月の国際線定期便化へ

準備室設置

JAL、ガルーダと包括的業務提携に合意

共同運航拡大やマイレージ提携、共同事業も視野

アするなど、民事再生からV字回復を遂げ
ている。
　市江社長は「この三年目の現在、次なる
中期計画を作成中」であることを明かし
ており、次期三カ年計画では、民事再生時
の株主との"約束事"となった再上場とい
う大きなトピックスが控える。ちなみに、
再上場は2020年9月までに行う予定で、
「それに向けて突っ走る」（佐山展生会長）
方針だ。
　国際線が注目を集めるなか、次期中期計
画におけるネットワーク拡大について佐山
会長は「ベースは国内線」としながらも、「海

外については、皆が運航しているところに
は飛ばすつもりはない。レッドオーシャン
に飛び込んでも仕方がない」とコメント。
「さらに成田のみならず、羽田や茨城、沖縄、
神戸が将来的に国際線を運航することがで
きるようになれば、（国際線は）様々な展開
が可能だろう」とし、「現有の737-800型機
のみでも、ある程度、絵を描くことができ
る」と話した。
　その上で、「次世代機については、今より
も旅客数を増やすことができて、もう少し
長く飛ぶことができるものを検討している」
ことを明かした。

　日本航空（JAL）は9月
6日、ガルーダ・インドネ
シア航空（GIA）と包括的
業務提携に合意したこと
を発表した。10月28日の
冬ダイヤ開始から、両社が
運航する一部の路線でコ
ードシェアを展開するほ
か、マイレージプログラム
の提携などを含む関係強
化を進め、将来的には共同
事業を展開することも視
野に入れる。
　コードシェア運航では、
JALが運航する日本国内
線、日本以遠の北米線、GIAが運航するイ
ンドネシア国内線の一部路線でコードシェ
アを開始する。具体的にはJALが運航する
国際線の成田−ジャカルタ、成田−ニュー
ヨーク・ロサンゼルス、国内線の羽田−新
千歳、中部、福岡線がコードシェアの対象
となる。一方、GIA運航路線では、羽田−
ジャカルタ、成田−デンパサールの国際2
路線に加えて、ジャカルタ−スラバヤとジ
ョグジャカルタが対象となる。
　JALは昨今、アライアンスの枠組みを超
えて外国航空会社との提携関係を進めてい
る。ここ最近では昨年11月にスカイチーム
所属のアエロフロート・ロシア航空と、今
年度中にもコードシェア便を開始するほか、
将来の共同事業の検討を進めることを発表。
さらにアライアンスに加盟していないハワ

イアン航空と独占禁止法適用除外（ATI）に
ついて日米双方の当局に申請して、6月か
ら共同事業をスタート。8月にはスカイチ
ームに属する中国東方航空との共同事業に
関する覚書を締結するなど、その戦略を加
速中だ。
　今回包括的業務提携を結んだガルーダ・
インドネシア航空も、スカイチーム・メン
バー。JALが所属するワンワールドメンバ
ー以外のキャリアとの提携を進めることで、
強力なライバルである全日空（ANA）に対
抗する。
　なお、今回の提携でJALグループ便の日
本−インドネシア間ネットワークは1日2
便から1日4便に拡大することになり、観
光・ビジネス双方で利用者利便が高まるこ
とが期待できそうだ。

大韓航空、仁川－ザグレブ線就航

アジア系航空会社初のクロアチア定期便

日本航空の藤田直志代表取締役副社長執行役員（中央右）とガ
ルーダ・インドネシア航空のパハラ・ヌグラハ・マンスリ社長兼
最高経営責任者（中央左）

　大韓航空（KAL）はソウル（仁川）−ザ
グレブ線の運航を9月1日から開始した。週
3便で運航する。アジアの航空会社でクロ
アチアへの定期便を運航するのは同社が初
めて。初便となった9月1日のKE919便は
ザグレブ国際空港で放水アーチで出迎えら
れたほか、空港内では歓迎式典が行われた。
　ザグレブ線はエアバス330-200型機を使
用して運航する。座席数はファーストクラ
ス6席、ビジネスクラス24席、エコノミー
クラス188席の計218席となっている。今
回の新規就航によりKALの就航都市数は
世界44カ国125都市となった。
　新規就航を受けてKALのパク・ピョンリ
ョル欧州地域本部長は「急速に人気が高ま
っているクロアチアへアジアで初となる定
期便を運航できたことは大変喜ばしい。

KALはアジアとクロアチアの国際交流と貿
易に協力していきたい」とコメントした。
　また、ザグレブ国際空港のジャック・フ
ェロン最高経営責任者（CEO）は「ザグレ

ブとアジアの定期便就航の日を迎えられた
ことを非常に誇りに思っている。この便は
クロアチアの観光に大きく貢献することを
確信している」と述べた。

　日本航空（JAL）は2019年2月1日より
羽田−マニラ線にデイリーで新規就航する。
使用機材は737-800型機を投入する。
　すでに運航している成田-マニラ線と合
わせて1日3往復便を運航する。羽田-マ
ニラ線は深夜早朝帯のダイヤ設定とするこ
とで、ほぼ全ての日本国内空港から同日乗
り継ぎが可能となる。航空券の予約・販売
は9月12日から開始した。
〔羽田-マニラ線運航スケジュール〕
▼羽田-マニラ線（デイリー運航）
使用機材：737-800
運航時期：2019年2月1日～
▼JL077＝羽田発00：05→マニラ着03：55
▼JL078＝マニラ発23：50→羽田着04：
55（翌日）

　フィンエアーグループは、2019年1月1
日付でトピ・マンネル氏が次期CEOに就任
すると発表した。現
CEOのペッカ・ヴァ
ウラモ氏はフィンエ
アーを退社し、今後、
Metso グループの
CEOに就任予定。同
氏の退任に伴い、
2018年9月4日から
12月31日までの間、
最 高 財 務 責 任 者
（CFO）のペッカ・ヴ
ァハヒューッパ氏が
暫定CEOを務める。
　マンネル氏は1974年生まれ、経済学修士
号を持ち、北欧最大の金融グループ・ノル
デアで経営に携わり、2016年からはフィン
エアーグループの取締役としてパーソナル
バンキング部門の統括責任者を務めてきた。

JAL、来年2月に

羽田−マニラ線を新設へ

ザグレブ国際空港で行われた就航記念式典

フィンエアー

次期CEOにトピ・マンネル氏

トピ・マンネル氏
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リビエール・ブルー州立公園
　真っ赤な赤土が印象的な乾燥地帯から
熱帯雨林、立ち枯れた木々が林立する人
工湖など、変化ある景観が広がる。多く
の固有植物をはじめ、国鳥カグーも見ら
れる場所だ。公園内は許可のある車やバ
スなどでアクセスが可能で、沿道からは
合計18コースのハイキングトレイルが延
びている。20～30分で歩け
るイージーコースから、数
時間かかる上級者向けコー
スまで難易度も様々だ。

　大きなヨットハーバーや優美
な大聖堂、おしゃれなカフェな
ど、まるで南仏の港町を思わせ
る風景が広がる首都ヌメア。「南
太平洋のコート・ダジュール」と
も呼ばれるフレンチシックな街
並みには、驚くほど多くの文化
施設も点在している。華やかな
街歩きを楽しみながら博物館な
どにも立ち寄り、フランス文化
と伝統的なカナック文化（メラ
ネシア系の先住民族の文化）を
ミックスした、ニューカレドニ
アの奥深い文化に触れてみよう。

ニューカレドニア観光局 ツーリズムEXPO特集

あらゆる世代を魅了する南太平洋のリゾート
首都ヌメアの多彩な文化体験と
ユニークな自然地帯のハイキングを満喫
ビーチリゾートとして世界的に知られ、ハネムーナーにも絶大な人気を誇るニューカ
レドニア。2018年にはラグーンの世界自然遺産登録10周年を迎え、近年はこの島独
特の自然の姿にも注目が集まっている。気温は一年を通じて快適、また直行便で約８
時間と近く、日本との時差は２時間のみ、さらにフランス領ならではの洗練された食
文化など、大変訪れやすいデスティネーションであり、とくにハイキングを目的とし
たシニア層の旅にもうってつけだ。文化あふれる首都をベースに、変化に富んだ自然
地帯を満喫する、そんな新しいニューカレドニアの楽しみ方を紹介しよう。

“美食の街”で一流の味を堪能

ニューカレドニア観光局（日本オフィス）
www.new-caledonia.travel

　ニューカレドニアには固有植物が多
く、それがこの島のハイキングをユニー
クにしているポイントだ。ラグーンを望
む小高い山や固有動物に出会えるウォー
キングなど、変化に飛んだトレイルがあ
り、選択肢も豊富。ネイチャーガイドが
案内するツアーもおすすめだ。

ヌメアには本場フランス仕込みの一流の味を出すレス
トランが集まっている。特産品「天使の海老」をはじめ
とする新鮮な魚介類、牧草飼育の健康的なビーフ、鹿
や鴨といったジビエなど、選択肢は多彩だ。ワイン、
チーズもフランス産が豊富に揃い、これらをテーマに
したグルメイベントを行うレストランも多い。

知的好奇心を刺激するフレンチシックな街 ヌメア

固有植物も豊富！他では見られない自然地帯を歩く

ニューカレドニア博物館
先住民族カナックの文化を中心に、メラ
ネシア全域の伝統・芸術に関する展示が
充実。

ヌメア市立博物館
コロニアルスタイルの歴史的建造物を利
用。植民地時代や戦争時の影響など、ヌ
メアの歴史に触れることができる。

第二次世界大戦博物館
第二次世界大戦中、アメリカ軍の駐留に
より近代化へと大きく変化したこの地の
様子を紹介。

ニューカレドニア海洋博物館
海洋交通を通してニューカレドニアの文
化と歴史を展示。旅行記『天国にいちば
ん近い島』の著者・森村桂氏がアメデ島
を訪れた際の直筆署名入りビジターブッ
クも見られる。

おすすめの文化／自然体験施設

ブーライユ・デヴァ地区
　人気リゾート「シェラトン・ニューカレ
ドニア・デヴァ・スパ＆ゴルフリゾート」
周辺は自然保護区となっており、一帯に
は４本のハイキングトレイルが伸びてい
る。とくに20分程度登っただけでビュー
ポイントに行けるウアコエ・トレイルは、
初心者でも手軽に楽しめる人気コースだ。

チバウ文化センター
カナックの歴史的資料やメラネシアの現
代芸術を多数展示。屋外の散策路や関西
国際空港の設計でも有名な建築家、レン
ゾ・ピアノによる建築も見もの。

ニューカレドニア・
ラグーン水族館
ラグーンの海水を取り入れた開放式水族
館。オオベソオウムガイ、ナポレオン
フィッシュ、光るサンゴなどが見られる。

ミシェル・コルバソン
動植物森林公園
ヌメアの街とラグーンを見渡す絶景ポイ
ント。カグーやウベアインコなどの固有
鳥類や珍しい植物が見られる。

ワインセミナーを実施
●シェ・ドゥ・リポドローム（chai de l'hippodrome）
毎年チーズやワイン関連のイベントを開催
●ル・メリディアン・ヌメア・リゾート＆スパ
●シェラトン・ニューカレドニア・デヴァ・スパ＆ゴルフリゾート（ブーライユ）
●シャトーロワイヤル・ビーチリゾート＆スパ

おすすめのハイキングスポット

巨大シダの森公園
　シダの巨木が茂るジュラシックパーク
のような森。世界遺産の緩衝帯であり、
希少な固有種も多く、自然保護地区とも
なっている。広大なエリア内には何本も
のトレイルが編み目のように巡らされて
おり、その総距離は約40㎞にもなる。コー
ス取り次第で、簡単な自然
散策から５時間ほどの本格
的ハイキングまで、体力に
合わせて楽しむ事ができる。

ウアコエ・トレイル
5.5㎞、所要約2時間
ハイライトは、高台から世界遺産のラ
グーンを見下ろせる絶景ポイント。
フォレストオリジン・トゥ・ラグーン・トレイル
7.5㎞、所要約3.5時間
3000年前の先住民居住跡などが見られ
る、平坦なルート。
ジャイアンツ・トレイル　
6.5㎞、所要約3.5時間
湿地帯から乾燥熱帯林まで変化に富んだ
地形、平坦なルート。
ボエ・アレルディ・トレイル
4.5㎞、所要訳2時間
ラグーンを二つに割るよう
にできたポー断層を一望す
る高台へ。

最新現地情報やお得なキャンペーン情報を配信!

ニューカレドニア観光局
SNSでも随時、
最新情報配信中！
ぜひご覧ください。

2018年は
ラグーンの世界遺産登録

10周年!

LINE登録は
こちらから！

◀巨大シダの森公園ハインキングマップ

◀リビエール・ブルー州立公園のハイキングマップ

デヴァハイキングマップ▶

ブーライユ・デヴァ地区の
ウアコエ・トレイル。ラグー
ンを見渡す絶景ポイントが
待っている 
© Ethnotrack / NCTPS

南仏風の雰囲気が漂う首都ヌメア 
© Terres de Lumière / NCTPS

優美な建物も印象的なヌメア市立博物館
© Terres de Lumière / NCTPS

チバウ文化センター。ダンスや演劇なども鑑賞可能
© Terres de Lumière / NCTPS

地元素材を洗練された味わいに
© Marmite et Tire Bouchon / NCTPS

各地に様々なレベルのハイキングトレイルが整備されている
 © Ethnotrack / NCTPS

素晴らしい眺めが堪能できるウアコエ・トレイル
© Terres de lumière / NCTPS

緑に覆われた巨大シダの森公園
© S. Ducandas / NCTPS

赤土と空・湖の青、森の緑のコントラストが美しい
© Toko / NCTPS


