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 10月7日 （水）　13:30～16：50（受付：13:15～）
日比谷図書文化館B1F（日比谷コンベンションホール）千代田区日比谷公園1-4
無料  200名限定（予約制、先着順）
株式会社ジャパンインバウンドソリューションズ（JIS）
株式会社シングラ、一般財団法人みんなの外国語検定協会
観光庁、全国免税店協会、一般社団法人日本インバウンド教育協会

13:15-13:25 受付

13:25-13:30 開会挨拶　司会  内田  まさみ 氏  ラジオNIKKEI アナウンサー

13:30-13:50 基調講演 1
 観光庁　観光戦略課長　大石 英一郎 氏
 「観光立国に向けた観光庁の取り組み」

13:50-14:20 新規プロジェクト記者発表 ①
 インバウンド接客外国語検定 / 講座 正式リリース!
 新規プロジェクト記者発表 ②
 訪日外国人女性特化型ビューティー&ウェルネスWebマガジン 『ANZ』リリース!

14:20-15:20 基調講演 2
 JIS　代表取締役社長　中村好明 氏
 「観光立国革命！～インバウンド3.0の衝撃！～」

15:20-15:30 休憩 【第二部へ】

第
一
部

～2020東京五輪までに、今、日本のインバウンド戦略が必要とするものは何か？～
観光立国革命!

帝国
ホテル

日比谷
公会堂

日比谷通り

千代田区立
日比谷図書文化館

交番

交番
日比谷花壇入口

日比谷駐車場

日比谷公園
皇
居
外
苑

晴
海
通
り

日比谷
野外音楽堂

入口

千代田線・日比谷線
日比谷駅
A14出口

国
会
通
り

祝田通り

丸ノ内線
霞ヶ関駅
B2出口

千代田線
霞ヶ関駅
C3出口

レセプション会場

フォーラム
会場

三田線
内幸町駅
A7出口

地域連携

免　税

街　道

語　学

ゲストハウス

中村  好明  氏
株式会社ジャパン インバウンド ソリューションズ(JIS)
代表取締役社長

観光庁　観光戦略課係長

大石 英一郎  氏
観光庁 観光戦略課長

司会
内田  まさみ  氏
ラジオNIKKEI アナウンサー

矢後  彰悟  氏
りえぞん企画株式会社 代表取締役社長

今出  光  氏
感動創造研究所
プロジェクトマネージャー

岡本  淳芳  氏
株式会社宿場JAPAN代表取締役

渡邊  崇志  氏
ハラールメディアジャパン 株式会社
代表取締役（co-funder）

守護  彰浩  氏

観光庁 観光戦略課長

1990年東京大学法学部卒。同年運輸省（現国土交通省）入省。
2010年関東運輸局企画観光部長、2011年総合政策局海洋政策課長、
2013年海事局内航課長、2014年鉄道局鉄道事業課長を経て、
2015年より観光庁観光戦略課長に就任。

大石 英一郎 おおいし  えいいちろう 氏



お申込み　　FAX / 03-3681-2580　E-mail / jis@donki.co.jp（担当：幸村（こうむら）・村瀬・高橋）
問い合わせ ： 株式会社　ジャパン  インバウンド  ソリューションズ（JIS）   TEL / 03-5858-2881

記念レセプション

日　程： 10月7日（水） 場　所：  帝国ホテル本館2F（蘭の間） 住　所： 千代田区内幸町1-1-1
参加費： 一般9,800円 時　間： 18:00～20:00(受付17:30～) 人　数： 80名

15:30-16:50 パネルディスカッション（+質疑応答）
 「観光立国革命！インバウンドが日本を変えていくために必要なものは何か？」

16:50 閉会の挨拶

第
二
部

第2部 「観光立国革命！
 インバウンドが日本を変えていくために
 必要なものは何か？」

基調講演 2  &  モデレーター
中村  好明  なかむら  よしあき  氏
株式会社ジャパン インバウンド ソリューションズ(JIS)
代表取締役社長
ハリウッド大学院大学客員教授
神戸山手大学客員教授
全国免税店協会副会長

　1963年生まれ。2000年ドン・キホーテ入社。広報・ＩＲ・マーケティング・新規事業の責任者を経て、2008年7月、社長室ゼ
ネラルマネージャー兼インバウンドプロジェクトの責任者に就任。インバウンド関連売り上げを5年間で10億から400億円超
に急拡大させた。2013年７月、社内の訪日観光戦略部門をスピンアウトさせ、ジャパンインバウンド ソリューションズ（JIS)を
設立。代表取締役社長に就任。あわせて、ドン・キホーテグループ全社の訪日客誘致プロジェクト責任者を務める。国・自治
体・民間企業のインバウンド分野におけるコンサル、教育研修、プロモーション連携に従事。全国で講演実施。
ハリウッド大学院大学客員教授、日本インバウンド教育協会理事、日本ホスピタリティ推進協会グローバル戦略委員長、全国
免税店協会副会長。著書に『ドン・キホーテ流 観光立国への挑戦～激安の殿堂が切り拓くアジア観光交流圏という大市場
～』、『インバウンド戦略～人口急減には観光立国で立ち向かえ！～』、『接客現場の英会話　もうかるイングリッシュ』あり。

パネルディスカッションパネラー

岡本  淳芳   おかもと  あつよし 氏
感動創造研究所 プロジェクトマネージャー
日光歴史街道活性化コンソーシアム 事務局長

岡山県岡山市生まれ。筑波大学第三学群社会工学類卒。大学で都市計画を学んだ後、民間コンサルタント会社
にて行政計画の立案、開発事業における計画・コーディネート等広範囲に亘る業務に従事し、数多くの事業手法
を学ぶ。感動創造研究所に入所後、歴史・文化等の地域資源を活かした広域連携による地域活性化を進めるべ
く、日光街道における活性化連携組織「日光歴史街道活性化コンソーシアム」の設立に尽力。日光街道宿場町で
の活性化ビジョンや地域プロモーション戦略の立案と推進、宿場グルメの開発コーディネートなど、幅広く活性
化事業における企画・プロデュースに携わる。

守護  彰浩  しゅご  あきひろ  氏
ハラールメディアジャパン 株式会社
代表取締役（co-funder）
株式会社 STANDARD　代表取締役
株式会社 キャリア・ナビゲーション　顧問

2007年楽天株式会社入社、2012年独立しコンサルティング会社を設立。以前よりムスリムとの縁が多くあり、
2013年よりハラールについての勉強するため、全国のモスク、国立大学を周る。2014年1月に日本国内のハラー
ル情報を日本語、英語、インドネシア語、マレーシア語で世界に発信するポータルサイトであるHALAL MEDIA 
JAPANをサービスイン。同年11月にJAPAN HALAL EXPO 2014を幕張メッセで開催し、国内外の事業者4000人
を動員。2015年4月よりハラールレストラン検索サイトHALAL GOURMET JAPANをアプリと共にサービスイン。
現場ムスリムの声を届ける講演を全国で展開中。株式会社 キャリア・ナビゲーション　顧問、千葉市インバウン
ド協議会、JAPAN HALAL EXPO実行委員会。

渡邊  崇志  わたなべ  たかゆき   氏
株式会社宿場JAPAN代表取締役
ゲストハウス品川宿館長

株式会社宿場JAPAN代表取締役/ゲストハウス品川宿館長
　「多文化共生の基盤づくり」をテーマに、外国人旅行者向け宿泊施設ゲストハウス品川宿及び長期者滞在者向けシェアハウスを運営。感動循環サイク
ルを基に、地域融合型のビジネスモデルで2010年宿場JAPANプロジェクトを始動。稼働の高いゲストハウス品川宿で開業(Uターン）希望者をまちづく
りをコンセプトとしたゲストハウスを開業サポートし、2012年長野須坂市に「ゲストハウス蔵」をオープン。現在は、講演活動などで活動の幅を広げる。
　ゲストハウス品川宿は、開業前のまちづくり経験を生かし、地域活動で培った人脈から、旧ビジネス旅館を借り上げ改装。単月で稼働率100%、外国人
比率単月90%以上を記録。年間60カ国からの誘致に成功している。近隣の飲食店への英語メニュー制作のほか、祭りなどの既存の地域イベントをコン
テンツとした集客を行い、主催イベント「旅アガーデン」「品川宿クリスマスライブ」など、6年連続開催7年目を迎える。

今出  光  いまで  ひかり  氏
りえぞん企画株式会社　代表取締役社長
一般財団法人みんなの外国語検定協会　代表理事

　1997年りえぞん企画株式会社入社。2006年同社取締役就任。2010年同社代表取締役社長就任。丸紅株式会
社のグループ企業としてスタートしたりえぞん企画株式会社を、広告会社としてよりフレキシブルな事業展開を
目指すため、2006年にMBOを実施。丸紅とそのグループ企業との強いネットワークを活用し、広告事業を拡大。
2014年4月に一般財団法人みんなの外国語検定協会を設立。「外国語検定事業」「オンライン外国語講座事業」
を通じて、外国人観光客や在住外国人に対して笑顔とホスピタリティの気持ちを持って接することが出来る人々
を増やし、コミュニケーションの輪を広げる活動を社会に普及させるため尽力している。

矢後  彰悟  やご  しょうご  氏
観光庁　観光戦略課係長　兼
免税制度改革チーム

　2011年東京大学経済学部卒。みずほ銀行入行。兜町支店で中小企業法人営業に3年間従事。
2014年国土交通省観光庁へ出向。
　観光戦略課に所属し、「観光立国実現に向けたアクション・プログラム」の作成、消費税免税制度の改正を担当
する。2015年にはAPECの高級実務者会合ツーリズムワーキンググループに参加。参加各国に対し、日本の免税
制度を好事例として講演した。



ふりがな 貴社名・団体名 部署名 役職名

氏名

性別 職種

①フォーラムのみ参加 ②レセプションのみ参加 ③フォーラム＆レセプションに参加

連絡先 電話番号
（携帯可） e-mail @

参加希望プログラムに
チェックして下さい

ふりがな 貴社名・団体名 部署名 役職名

氏名

性別 職種

①フォーラムのみ参加 ②レセプションのみ参加 ③フォーラム＆レセプションに参加

連絡先 電話番号
（携帯可） e-mail @

参加希望プログラムに
チェックして下さい

ふりがな 貴社名・団体名 部署名 役職名

氏名

性別 職種

①フォーラムのみ参加 ②レセプションのみ参加 ③フォーラム＆レセプションに参加

連絡先 電話番号
（携帯可） e-mail @

参加希望プログラムに
チェックして下さい

■FAX 専用お申し込み用紙（3名様まで記入可能）
※フォーラムは参加費無料、記念レセプション参加費。お一人様あたり 9,800 円

※お申し込みされた方の個人情報は本イベント以外での目的で情報を利用することは一切ございません。　※3名様以上でのお申し込みの場合は本紙をコピーしてご使用下さい。

※お電話で申し込みは受け付けておりません。予めご了承下さい。

申し込み締切日

2015年10月1日（木）

03-3681-2580FAX

※先着事前受付。定員を超えた場合、
お申し込み頂けないことがありますので
ご了承下さい。

株式会社
ジャパン  インバウンド  ソリューションズ (JIS)

Email :  jis@donki.co.jp

TEL 03-5858-2881

お申し込み専用
FAX・Email

お問合わせ先：

お申込み
方　　　法

FAX または Email にてお申込みが可能です。
FAX でのお申込みは、下記要項に必要事項をご明記の上、FAX 専用ダイ
ヤルまでお送り下さい。


