VISIT JAPAN トラベル & MICE マート (VJTM) 2019
開催のお知らせ

2019 年 10 月 24 日（木）〜 26 日（土）
インテックス大阪

6 号館 3 階 C ゾーン

VISIT JAPAN トラベル＆MICE マート 2019 の特徴
大阪初開催！

今年、合同開催となる「ツーリズム EXPO ジャパン」と共に、初の大阪開催が決定しました。世界規模のイベン
トや IR 誘致で注目が高まっている関西にて世界最大規模の国際観光イベントの一翼を担うことで、観光産業全体
の振興と地方経済の活性化を目指して参ります。

アポイントメント商談時間を拡大！
「確実に商談が出来るアポイントメント商談時間を拡大してほしい」との声にお応えして、アポイントメント商談
時間を前回の 6 時間 40 分（最大 20 枠）から 9 時間（最大 27 枠）に拡大いたしました。

■開催概要
□名
称：VISIT JAPAN トラベル & MICE マート (VJTM) 2019
□主
催：日本政府観光局 (JNTO)
□後
援：観光庁（予定）
□日
程：2019 年 10 月 24 日（木）〜 26 日（土） □会
場：インテックス大阪（大阪国際見本市会場）6 号館 3 階 C ゾーン
□参加社数：国内セラー（観光関係企業･団体）328 社･団体程度 ／ 国内 MICE セラー 22 社･団体程度
：海外バイヤー 285 社程度 ／ 海外 MICE バイヤー 22 社程度 ／ 海外メディア 22 社程度

■参加申請概要
参加申請受付期間

2019 年 5 月 29 日（水）14:00 〜 7 月 31 日（水）17:00
※参加申請者が規定数を越えた場合は、締め切り日以前であっても受付を終了します。

http://vjtm.jp/j/ から申請してください

参加申請方法

※参加申請は公式ウェブサイトからのみとなります。
※上記 URL を入力するか、各種検索サイトから「トラベルマート」で検索してください。

VJTM2019 は「ツーリズム EXPO ジャパン 2019」との合同開催になります
※ ツーリズム EXPO ジャパン（主催：公益社団法人 日本観光振興協会、一般社団法人 日本旅行業協会（JATA）、日本政府
観光局（JNTO））との合同開催により、双方のイベント交流･連携を図ります。
※ 既にツーリズム EXPO ジャパン枠で VJTM2019 への参加を申し込まれている方は、参加枠が確保できているかどうかを
ツーリズム EXPO ジャパン推進室にご確認くださいますようお願いします。
ツーリズム EXPO ジャパン推進室 連絡先 03-5510-2004 / event@t-expo.jp

お問い合わせ･お申し込み
VISIT JAPAN トラベル & MICE マート 2019 事務局 〒100-6051 東京都千代田区霞が関 3-2-5 霞が関ビルディング 23F
公式 Web サイト：http://vjtm.jp/j/

TEL03-6737-9445 FAX03-6737-9444（9:30 〜 17:30･月〜金 / 祝祭日を除く）
e-mail：seller@vjtm.jp

■参加プランと参加料
以下の参加プランが選択できます。
参加プラン

出展料（税込）
※1

国内セラー
国内 MICE セラー

10 月 2４日
（木）
商談会

10 月 2５日
（金）
商談会 + 交流会

10 月 2６日
（土）
商談会

アポイントメント商談
20 分 /1 回
※2

自由商談
10 分 /1 回
※3

●

●

●

最大 27 件

最大 18 件

162,000 円

※1：3 名分の商談会参加セラー ID カード（出展者パス）と 25 日（金）の交流会への 1 名分の参加費を含みます。但し、交流会への参加はウェブサイト上で事前登録が
必要となります。
※2：独自のアポイントマッチングシステムを使用した海外バイヤー・メディアとの相互リクエストマッチングによる商談です。
※3：バイヤー固定･セラー固定の 2 種類の自由商談を設けています。事前アポイントメントマッチングができなかった海外バイヤー･メディアと商談をしていただけます。
●

本事業では、原則として 1 団体 1 ブースとさせていただきます。
幅広い業種の皆様にご参加いただくため、同地域の観光関連団体やグループの企業の方々には、まとめて 1 団体としての共同参加をお願いする
場合がございます。予めご了承ください。

●

1 申込みにつき、ID カードが 3 枚付帯いたします。この ID カードで商談会に 3 名のご参加が可能となります。また、ウェブサイト上で
事前登録をしていただくことで、交流会に 1 名のご参加が可能となります。

●

ID カードは、最大 3 枚まで追加購入が可能です。（追加を含めて、1 申込みにつき、商談会への最大参加可能人数は 6 名）
追加 ID カードは 1 枚 11,000 円（税込）になります。
追加 ID カードでは商談会のみ参加が可能となり、交流会への参加はできませんのでご注意ください。

● 交流会へは、最大

2 名まで有料での追加参加が可能です。（追加を含めて、1 申込みにつき、交流会への最大参加可能人数は 3 名）
交流会への追加参加料金は 1 名に付き 9,500 円（税込）になります。

● ID カードの他企業・他団体への譲渡、転売及び貸与は一切禁止とします。万が一 ID カードの譲渡、転売及び貸与が発覚した場合には、それに

関わる双方の参加を取り消す場合がございます。
国内セラー
ご希望の海外バイヤー、海外 MICE バイヤー、海外メディアに対し商談のアポイントメント申請を行うことができます。
国内 MICE セラー
参加する全ての海外 MICE バイヤーとの商談を事務局でマッチングした後、一般の海外バイヤー及び海外メディアに対して商談のアポイント
メント申請を行うことができます。
※なお、アポイントメント商談可能数は、参加者相互のリクエストによるマッチングとなるため、この商談数を保証するものではありません。

■ブースタイプ
国内セラー
デスクタイプ
Company Name [English]
社名・団体名（日本語）

・テーブル

：幅 1.5m× 奥行き 60cm× 高さ 70cm×1 台

・バックパネル：幅 1m× 高さ 2.1m×1 枚
・イス

：4 脚 （折りたたみイス）

・社名板

：幅 90cm× 高さ 30cm×1 枚
（バックパネル一体型）

国内 MICE セラー

・パーティション：幅 1.98m× 奥行き 1.98m× 高さ 1.2m
・テーブル

：幅 1.5m× 奥行き 60cm× 高さ 70cm×1 台

・イス

：4 脚 （折りたたみイス）

※上記設備は参加料に含まれます。

・社名板

：幅 90cm× 高さ 30cm×1 枚

※バックパネルにポスター等の掲示が可能です

※上記設備は参加料に含まれます。

※オプションによる電源・備品の追加を別途承ります

※オプションによる電源・備品の追加を別途承ります

※予告なくデザインや仕様が変更になる可能性があります

※予告なくデザインや仕様が変更になる可能性があります

Company Name [English]
社名・団体名（日本語）

国内セラー オプションプラン
ボックスタイプ
参加料に加え別途オプション料金

45,000 円（税込）が必要です
Company Name [English]
社名・団体名（日本語）

・ブース ：間口 1.98m× 奥行 1.98m× 高 2.4m
・テーブル：幅 1.5m× 奥行き 60cm× 高さ 70cm×1 台
・イス

：4 脚 （折りたたみイス）

・社名板 ：幅 90cm× 高さ 30cm×1 枚
※オプションによる電源・備品の追加を別途承ります
※予告なくデザインや仕様が変更になる可能性があります
※ 国内 MICE セラーの方はこのタイプを選択することはできません

