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シカゴ観光局が日本での活動を本格化シカゴ観光局が日本での活動を本格化

女性、熟年層を中心に渡航需要喚起へ女性、熟年層を中心に渡航需要喚起へ

　シカゴ観光局（CHOOSE CHICAGO）の社長兼CEOのドン・ウェルシュ氏（写真中央）がこのほど来日した。昨年8月
にオフィス開設した日本マーケットについて、「シカゴは全米屈指のグルメをはじめ、美術館・博物館巡り、ブルースや
ジャズ音楽、ショッピング、ミシガン湖畔でのアウトドアアクティビティーなど観光素材が豊富。街は碁盤の目のように
道路が整備されており、建築やアートを楽しみながら街歩きできるのが特徴。若い女性層や熟年層を主なターゲットに観
光需要を喚起したい」と語り、観光デスティネーションとしての認知拡大とともに、旅行会社への商品造成を働きかけ
る。同局では、11年の英国を皮切りにメキシコ、カナダ、ブラジル、ドイツなど海外主要マーケットで事務所を開設。
観光誘致の強化を図り、2020年に年間5000万人の旅行者を誘致することを目標に掲げている。 
　2013年秋にヴァージングループ運営による最初のホテル「ヴァージンホテル・シカゴ」がオープン予定となってい
る。 

日本事務所代表のマージョリー・デューイ氏（右）と同局副社長のキャスリーン・ドマニコ氏（左） 

新しい記事  古い記事

・ シンガポール教育旅行ガイド【e-Book版】
・ 企画特集　ロシア特集2012【E-book版】
・ オークラ ホテルズ＆リゾーツ/JALホテルズのニュースレター No.35【E-book版】
・ 『教育旅行ガイド2012-2013』【E-book版】
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TravelJournalJP 「課題先進国である日本には課題
解決のヒントが数多くあります。特に社会課題の最
前線ともいわれる限界集落や地方の農山漁村にはそ
の過酷な現実と向き合いながらも未来型思考で解決
していこうとしているフロンティア事例がありま
す」（TJ2月4日号渡邉賢一「ナベケン流インバウン
ドの教科書」より
4 hours ago · reply · retweet · favorite

TravelJournalJP 「安くても北海道や福岡に気軽に
行くというスタイルがない。明日休みができたから
日帰りでという気軽さの距離感を縮めていかなけれ
ばいけない。大きなチャレンジであり、日本でLCC
が定着する要素であるとも考える」
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GVB、「グアム ココ
ハーフマラソン＆駅伝
リレー」説明会を実施
2013年02月04日

2012年第3四半期の
ドバイへの日本人宿泊
者数が40％増を記録
2013年02月04日

プリンセス・クルーズ
2014年商品発表会を
実施
2013年01月31日

中国のセンチュリー・
クルーズが商品発表会
2013年01月29日

アクセス、「新axess
説明会」を開催
2013年01月29日

【JAL - 海外ツアー新着情報】
まだ間に合う！2・3月の海外ツアー空席情報を
チェック！

【ANA - プレスリリース】
ANAグループ実績　2012年12月

【Britain Park　〜イギリス日記〜】
ザ・ビュー・フロム・ザ・シャード（シャード展望
台）が２月１日オープン！

【海外ホテル予約の最新情報】
海外ホテルのウォシュレット写真募集キャンペーン

【ベトナムスケッチ】
歌劇「夕鶴」、ハノイ公演決定！／チケット販売を
開始

【ハワイ州観光局　旅行業界＆メディア関係専用サ
イト】
ウクレレピクニックに出演する岡田央さんたちが
フィリップ リカード ホノルルでイベント開催

【步步日本】
山手線綠色車廂50週年復刻版上路！

【インフォメーション＆トピックス】
新年明けましておめでとうございます☆。,:*:・゜

【学校最新ニュース】
スピーチコンテストを開催！

【スペインのレポートRSS：スペイン向け
Spain.info】
Barcelona is much more

【ロサンゼルス発・最新観光ニュース】
LOS ANGELES TRAVEL & ADVENTURE へ行ってき
ました(エレファントツアー／スタッフ絵美)

【answerasia ベトナム版・最新の質問】
オペラハウスの第九

【インバウンドマン(@inboundman) - Twilog】
2月6日のツイート

【東京バーゲンマニア】
冬物最大90％OFF＆春物も続々　北広島のアウト
レットがすごい！
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リフレ】

日本リフレクソロジスト養成学院直営店
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ホスピタリティ ツーリズム専門学校（東京校）

東京ブライダル専門学校
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ホスピタリティ ツーリズム専門学校大阪（大阪
校）

大阪ブライダル専門学校

東京日本語文化学校
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