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6月10日から12日、米国ネバダ州ラスベガスで米国
最大のトラベルトレードショー「インターナショナル
パウワウ2013（IPW）」が開催され、昨年からの新
しいロゴであるIPWの元、米国内と世界70ヶ国から
過去最高の参加者6400人が集まり、日本からも100
名が参加した。

IPWオープニング・テープカット、ハサミを握
るのは USTプレジデント兼CEOのダウ氏

大きな経済効果をもたらす観光産業
IPWの成果をアピール
こんにちは、ゲストさん

45回目のIPWとなる今回、米国国内と国外合わせ

ログイン

て1300社のバイヤーとメディア500名が参加した。
USトラベルアソシエーション（UST）の試算による
と、イベント効果として向こう3年間で米国への旅行

PHOTO NEWS

で35億米ドル、ホストシティであるラスベガスへは
将来的に3億5000万米ドルの経済効果をもたらすと
いう。
USTプレジデント兼CEOのロジャー・ダウ氏は、

IPWの成果についてスピーチするUSTのロジャ
ー・ダウ氏

スピーチで「経済不況を抜け出して、米国の旅行産業は強く回復し、IPWもこの3年間で倍に成
長した」と述べ、「米国の主要な地域観光局のみならず、博物館、アミューズメントパーク、
その他の旅行関連産業が、オンライン・システムを駆使して、3日間のイベント開催で9万件以
上のビジネスミーティングをおこなう」とその成果をアピールした。
また、昨年のオバマ大統領による米国旅行業界拡大のための大統領令発令が追風ともなっ
て、観光産業が米国に雇用創出と旅行による大きな経済効果をもたらしたことにも触れた。

ランキング
羽田昼の国際線、枠配分は年内−航空局長、燃
油は「課題」
リピートされる航空会社とLCC市場−エイビー
ロード海外旅行セミナーより
ユナイテッド航空、デンバー線「非常に好調」
−日本発は乗継8割
スターフライヤー、8月グアムにチャーター12
本、売れ行き好調
HISのチャーター会社、就航を再延期、成田で
8月20日からに
サービス連合、中長期の活動に3本柱−夏ボー
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ナス、観光業は回復
航空局、フィリピン系航空会社の制限緩和検
討、欧米の対応注視
スイスと航空協議へ、オープンスカイなど可能
性
13年上半期の出国者数は7.9％減、観光庁、
ツーウェイ促進−訪日は22.8％増
開催地ラスべガス観光局のブース

1

2

楽天トラベルとヒルトン・ワールドワイド、予
約システムを直接接続

3
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ハワイ200万人に向けMOU、コナ線復活や事前入国審査めざす（2012/10/21）
アメリカ、16年末までに375万人へ−日米観光交流年開始（2012/9/22）
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3年目を迎えたブランドUSA
シルク・ドゥ・ソレイユとの提携も
米国への旅行需要喚起を目的として2010年にス
タートした、ブランドUSAのプレジデント兼CEOの
クリストファー・トンプソン氏は、「ブランドUSA
は昨年、米国として初めて、国全体のブランディング
と消費者マーケーティングキャンペーンをテレビCM
などを通じてカナダ、英国、日本でおこない、2013
年はさらに11ヶ国でのキャンペーンに拡大してい
く」と説明。トレードショーやメディアキャンペー
ン、ソーシャルメディアでのプロモーションを、日本

会場中央のブランドUSAブース。大画面でマー
ケティングキャンペーンのテレビCMなども

語を含む伊・韓・中・仏と5ヶ国語で展開していく」

こんにちは、ゲストさん

という。

ログイン

また、今までスポーツや音楽を通しておこなってきた米国の魅力のアピールに、新たな方針
として「USAライブ・エンターテインメント」でのプロモーション展開を発表した。そのため

PHOTO NEWS

世界中で公演をおこなう「シルク・ドゥ・ソレイユ」とパートナーシップを結び、グローバ
ル・リーチをはかる。
また、新たに旅行業界向けの教育プログラムコンテンツ「USA Discovery Program」を作
り、オンライン・トレーニングを通じて、旅行業界へのアプローチを深めていくことを発表し
た。

ランキング
観光庁、悪質業者の情報公開、フジ・トラベル
の社名騙る

ブランドUSAと日本旅行業協会（JATA）は、
2012年9月21日から2013年8月31日までの期間で

ビッグツアーが破産開始決定、パーフェクトア
イズと負債6.6億円

「日本・アメリカ観光交流年」を実施し、交流促進を
はかってきているところ。円高の追い風も加わって効

JAL・ANA、夏予約率89.4％、北米行き2ケタ
増−LCCはピーチ好調

果を上げており、米国商務省の統計によると2012年
の米国への海外旅行者数6700万人のうち日本はカナ

トランスアジア航空、成田線開設、9月26日か
ら−ロードファクター75％目標

ダ、メキシコ、英国に次ぐ第4位だが、対前年で14％
増と大きく数字を伸ばした。また、消費額ではカナダ
に次ぐ2位となり、こちらも12％増となった。

http://www.travelvision.jp/news/detail.php?id=58389&pg=2

日米観光交流年の調印式。昨年のJATA旅博の会
場内で開催された

東京マリオット、開業は12月3日、総支配人も
決定
HIS、東日本地区の組織改編−商品造成を方面
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別に、WEB事業部新設

商談会場では、2013年1月11日に成田から全日空
（NH）が就航したカリフォルニア州サンノゼ、6月3日に羽田からデルタ航空（DL）が就航し
たワシントン州シアトル、6月11日に成田からユナイテッド航空（UA）が就航したコロラド州
デンバーなど、2012年から増えてきた日本発のフライトによる日本人観光客の需要喚起を期待
する声も聞かれた。

日本旅行、下期は2％増の18万人目標−ロング
強化、シニアと女性重視
楽天トラベル、第2Q取扱高は14.7％増−営利
は3.9％減、投資強化で
JTB、ブラジルに合弁会社、18年に1000億円
超めざす

1

2

キャセイ、新ファーストクラス発表−B777300ERに導入

3
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現地レポート：オーストリア、音楽や食などテーマにモノツアー造成へ （14:00）
キャセイ、オーストラリア行きで限定「エコ得3」発売 （14:00）
ピーチ、「ルネ」の特別塗装機が就航、コラボ第1弾 （14:00）

日本旅行、「見たことない仕事を見に行こう！仕事旅行ツアー」発売 （14:00）
インフィニ、エバー航空とスターアライアンス加盟キャンペーン （14:00）
ブランドUSA、Facebook公式ページでフォトコンテスト実施 （14:00）
「瀬戸内観光宣言」（1）
「瀬戸内観光宣言」（2）
空行け！九州CP

地方運輸局連携で広域観光推進 （13:00）
クルーズの振興を （13:00）

羽田で告知イベント開く （13:00）

好調「リョーマの休日」

高知県がCP説明会 （13:00）
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米国への観光促進に向けて
今後のIPW、2014年はシカゴで
USTのナショナル・チェアであり、ラスベガス観光
局プレジデント兼CEOでもあるロッシ・ラレンコッ
ター氏は、米国へのさらなる観光促進に向けての課題
として「米国がビジネスについてオープンであること
のさらなるアピール、ビザ緩和、入国に要する時間の
短縮」を挙げ、今後の努力を誓った。
また、2020年までの今後のIPWの開催地予定も発
表され、2014年から順にイリノイ州シカゴ、フロリ

ロジャー・ダウ氏とロッシ・ラレンコッター氏
によって次々と発表されるIPWの開催予定地

ダ州オーランド、フロリダ州マイアミ、ワシントン

こんにちは、ゲストさん

D.C、コロラド州デンバー、カリフォルニア州アナハイム、そしてネバダ州ラスベガスとなっ

ログイン

た。
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次回開催地となるイリノイ州シカゴ観光局のプレデ
ント兼CEOのドン・ウェルシュ氏は「1998年以来の
IPWの開催になるが、シカゴはタワー、アートミュー
ジアム、5000軒に及ぶレストランなど観光的な魅力
が増している。2020年までに1500万人の旅行客の
獲得をめざしており、その弾みとなることを期待して
いる」と述べた。
次回IPW開催地シカゴについて、同観光局のド
ン・ウェルシュ氏が観光ポイントについてアピ
ール

デルタ航空、新しい内装のB767-300型機、快適さが一段とアップ
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観光庁、悪質業者の情報公開、フジ・トラベル
の社名騙る
ビッグツアーが破産開始決定、パーフェクトア
イズと負債6.6億円
JAL・ANA、夏予約率89.4％、北米行き2ケタ
増−LCCはピーチ好調
トランスアジア航空、成田線開設、9月26日か
ら−ロードファクター75％目標
東京マリオット、開業は12月3日、総支配人も
決定
HIS、東日本地区の組織改編−商品造成を方面
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