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マダガスカル航空が全
国4都市でセミナーを
開催

仁川空港開港13年で

HOME » Promotion & Campaign »

リリース日：2013年9月24日

米ミシシッピ川流域への旅行者数拡大へ米ミシシッピ川流域への旅行者数拡大へ

ミシシッピ・リバー・カントリーUSAがセミナー初開催ミシシッピ・リバー・カントリーUSAがセミナー初開催

　米国ミシシッピ川流域10州（ミネソタ、ウィスコンシン、アイオワ、イリノイ、ミズーリ、ケンタッキー、テネ
シー、アーカンソー、ミシシッピ、ルイジアナ）の観光促進団体であるミシシッピ・リバー・カントリーUSA（MRC）
は、9月18日、米国商務省・米国大使館商務部の協力のもと、旅行業界関係者を対象としたセミナーをで開催した。MRC
は日本での旅行誘致活動を長年展開してきたが、今回のセミナー開催は米国商務省より日本人旅行者の誘致促進のための
活動資金サポートを受けて初めて実現した。MRC日本事務所では今後、米国商務省からの3年間の資金サポートを受け、
誘致活動を強化し、同流域10州への日本人旅行者増加を図る。
　アメリカを代表する料理や音楽、歴史・文化・芸術、プロスポーツ観戦、大自然・アウトドア、ショッピングなどユ
ニークでバラエティー豊かな10州の観光素材を紹介。MRC日本事務所のマージョリー・デューイ代表は「さまざまな
テーマでの商品造成が可能」として、参加した旅行会社に商品造成及び販売促進を呼びかけた。
　2012年にイリノイ州を訪れた日本人訪問客数は前年比41％増の13万7000人で、海外からの訪問客数で第3位。日本
からシカゴへは、全日空のダブルデイリーなど1日計5便の直行便が運航されており、IPW2014（インターナショナル・
パウワウ）はイリノイ州シカゴで来年4月に開催される。 

MRC日本事務所のマージョリー・デューイ代表 

新しい記事  古い記事

 

・ エクスペディア 日本進出8年目を迎え　「クマの手」ユーザーをさらに拡大へ
・ 『ロシア特集 2013-14』E-book版
・ 『イリノイ州教育旅行ガイド』E-book版
・ 【臨時増刊号】『教育旅行ガイド』E-book版

記事検索 検索

こころ満たす沖縄。その魅
力を一堂に。」大阪と東京
で、広く参加者を募集中 　
沖縄県と沖縄観光コンベン
ションビューロー(OCVB)

は、県内の観光・MICE関連の事…
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沖縄県とOCVBが「沖
縄観光＆MICEコンテン
ツフェア」開催
2014年01月16日

BRが成田／高雄線に就
航記念コミッションを
設定
2014年01月16日

4月開業予定の「ホテ
ルグランバッハ京都」
が予約受付中
2014年01月14日

2014年01月14日 利用客4000万人突破
2014年01月14日

ソウル江南区が観光専
用のトロリーバス
2014年01月14日

アストン・アット･
ザ・ホエラー・オン・
カアナパリ・ビーチ
「プレミアム・スイー
ト」誕生
2014年01月10日

シーライフ・パーク・
ハワイにバンドウイル
カ「ホオロノ」が仲間
入り
2014年01月10日

西オーストラリアで開
催される水中競技イベ
ントに日本水泳ナショ
ナルチームが出場
2014年01月09日

国土交通省が第１回
「海洋観光」写真コン
テストを開催
2014年01月08日

 

【海外旅行現地情報｜OTOA ［ 一般社団法人 日本
海外ツアーオペレーター協会 ］】
イタリア　アマルフィ / アマルフィ海岸での「地す
べり」による影響
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