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ご挨拶
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謹啓 本県の観光・コンベンション産業の振興につきまして、平素よりご支援ご協力を賜り、心よ
り御礼申し上げます。

本年10月に世界最大級の旅のイベント「ツーリズムEXPOジャパン2020 リゾート展in沖縄」
が、宜野湾市の沖縄コンベンションセンターおよび周辺施設にて開催されます。

昨年来、周辺国との外交関係悪化による訪日観光客減に始まり、首里城正殿の火災、そして
コロナウィルス感染症の世界的流行による旅行自粛など、沖縄の観光産業にとっては非常に厳
しい試練が続いています。しかし、沖縄の観光産業は、これまでも幾多の困難な試練を乗り越
えて発展を続け、1,000万人のお客様をお迎えするまでに成長したことも事実です。また、沖縄
観光の回復を図るために、官民一体で各種プロモーションの強化を柱とした「沖縄観光リカバリ
ープロジェクト」を目下進めているところでございます。

本催事は皆様の最新事業をアピールする素晴らしい機会になるとともに、県外および海外か
ら1,000を超える旅行・観光業界の専門家が集まり、数多くの商談ができる機会でございます。

皆様の事業、そして沖縄観光の復活を期するためのプロモーションとして、これほど
の好機はございません。

本催事を成功に導くためには、沖縄の経済界が一体となったご協力が不可欠でございます。

つきましては、沖縄観光の「反転攻勢」、そしてさらなる発展・成長への足掛かりとするた
めにも、ぜひ本催事へのご協賛を賜りたく存じます。

沖縄観光の未来のために、ご助力のほどお願い申し上げます。 謹白

ツーリズムEXPOジャパン2020沖縄開催地連絡協議会 会長
(一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー 会長)



主催事務局からのご挨拶

ツーリズムEXPOジャパン2020 リゾート展in沖縄

「ツーリズムEXPOジャパン（TEJ）」は、地域経済の活性化や雇用創出の効果などからツーリズムへの注目が高まり、海外旅行・

国内観光需要喚起と海外からの訪日旅行の誘致に向け、官民が一体となり観光立国への動きが進められる中で誕生しました。

本イベントは「世界のツーリズムをリードする」総合観光イベントとして、観光業界はもとよりさまざまな産業の関係者が「観光」を軸

に集結し、国内・海外・訪日の観光振興、地域活性化を目指すとともに、参画する事業者各々が発展成長していくために、知見

共有や議論をするセミナーや、ビジネスの場としての展示会や商談会、消費者向けのプロモーション、ダイレクトマーケティングの機

会を提供していきます。

2020年は、沖縄で初開催。海洋リゾートを軸とした観光分野の国際会議や観光関連団体の実施する国際会議の誘致、主催

企画展示や沖縄離島への体験ファムツアーの実施などを同時開催することで、東京では行えないTEJを開催。一般日は沖縄らし

さを表現した沖縄コーナーや海外リゾートコーナーを設置し、来場者に世界のリゾートを感じていただきます。
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概要

開 催 名 ツーリズムEXPOジャパン2020 リゾート展 in 沖縄

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）

後 援

（ 予 定 ）

国土交通省、国土交通省観光庁、総務省、外務省、スポーツ庁、文化庁、農林水産省、

経済産業省、環境省、沖縄県、沖縄観光コンベンションビューロー、

独立行政法人 日本貿易振興機構（ジェトロ）、一般社団法人 日本経済団体連合会、

日本商工会議所、東京商工会議所 他

会 期 2020年10月29日（木）～ 11月1日（日）

業界・プレス日 ／ 10月29日（木）・10月30日（金）

一 般 日 ／ 10月31日（土）・11月1日（日）

会 場 沖縄コンベンションセンター（展示棟・会議棟・劇場棟）、ラグナガーデンホテル、

宜野湾市立体育館、宜野湾市立多目的運動場など ※体験型FAMトリップ：沖縄県全域（離島含む）
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同 時 開 催
Resortech Okinawa おきなわ国際IT見本市

沖縄フェスティバルウィーク（仮称）

合 同 開 催 VISIT JAPAN Travel Mart 2020 -EAST ASIA-

※内容は変更となる場合がございます。 あらかじめご了承ください。



事業のご案内
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展示商談会 フォーラム
＆セミナー

ジャパン・
ツーリズム・アワード

交流事業

海洋リゾートして世界から注目されている沖縄で初開催することで、

新たな観光市場の開拓を図る。世界中に「OKINAWA」を強力にアピール！

環太平洋の観光大臣級の方々による大臣会合
リゾート関連のテーマに絞ったテーマ別シンポジウム

環太平洋及びアセアンを中心とした世界500の企業
・団体の出展（日本含）やリゾートを表現したテー
マ別展示（海洋、星空、アドベンチャー、エコツーリズ
ム等）、出展テーマに合わせた国内・海外・訪日旅
行の企画担当者200名による商談会を実施展示
会では、沖縄コーナーにて旅行販売会を実施予定

観光の持続可能な先端事例を表彰。広く内外に「観光の力」を
啓発、「観光大国」の実現を目指します！

沖縄でしかできない沖縄ならではのレセプション
を開催。出展者、商談会参加バイヤー、業界関
係者のBtoBネットワーキングを強化！

沖縄開催における事業ポイント

出展小間数は600小間。商談会バイヤーは、
国内・訪日・海外旅行バイヤー200人及び東アジアからのバイヤー
70人を想定。

B to B B to C

業界関係者2,000人の来場 一般来場者35,000人の来場
県内を中心に、35,000人の一般来場者を想定。
本州からの来場者強化施策も検討。
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※プログラム･スケジュールは変更になる場合があります。予めご了承ください。

2020年1月現在

ツーリズムEXPOジャパン2020 リゾート展 in 沖縄 プログラム

10月29日（木） 10月30日（金） 10月31日（土） 11月1日（日）

主対象 業界関係者・プレス 業界関係者・プレス 一般消費者 一般消費者
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グランドフィナーレ

展示会

交流事業
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アワード表彰式

基調講演

フォーラム、セミナー

シンポジウム

TEJ観光大臣会合

TEJ
リゾート
フォーラム

展示商談会
アポイント制
【展示会場内】
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交流会

出展者小間内
レセプション
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Okinawa

おきなわ

国際IT

見本市

FAM TRIPへ

VJTM
EAST
AISA

展示商談会
アポイント制
【バイヤー固定】



TEJ期間中は、日本全国そして世界各国からお客様が来沖！

沖縄フェスティバルウィーク（仮称）開催予定！！

【同時開催企画：参考資料】ツーリズムEXPOジャパン特別企画（案）

TEJ期間中、沖縄県全体でお客様を歓迎するという趣旨のもと、沖縄フェスティバルウィークを開催。
沖縄県全土がお祭り・イベント満載で、日本全国そして世界各国からお客様が集まり、多くの人々に沖縄の魅力をアピール。
例年は前後開催のお祭り・イベントも、2020年だけは特別にこの期間に開催できるよう、現在調整しています。
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ツーリズムEXPOジャパン
2020 リゾート展in沖縄
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沖縄県内企業・団体様限定

リゾート展in沖縄 スポンサープランのご案内
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リゾート展in沖縄 スポンサーメニュー

①各種沖縄リゾート博 開催媒体ロゴ露出

②展示スペース提供

③会場ガイド内広告スペースの提供

④セミナー提供（展示会期中）*3 ※希望により

⑤主催団体会長・副会長 表敬訪問設定*3 ※希望により

⑥広告スペース提供

⑦来場者への資料配布（業界日or一般日）※入口平置き対応

⑧沖縄フェスティバルウィーク（仮称）でのロゴ露出*4

●（大）

2スペース

１ページ

80名程度

●

10,000部

●（中）

－

1/2ページ

40名程度

●

－

●（中）

－*1

名刺広告

－

－

－

沖縄県内企業・団体様の限定のスポンサーとして5つのプラン（ゴールド、プラチナ、ゴールド、シルバー、ブロンズ）をご用意。
『ツーリズムEXPOジャパン2020リゾート展in沖縄』各種開催告知媒体にて、各社・各団体名、ロゴを露出・掲載、展示スペース提供をいたします。
また同時開催（予定）をする「沖縄フェスティバルウィーク」に参画するイベントの会場にてロゴ露出などをいたします。

*1 特別価格にて提供（案：50%OFF） *2 特別価格にて提供（案：30%OFF） *3 時間・時期未定 応相談 *4 実際の露出については沖縄フェスティバル参加イベント主催者との調整になります。
*5 業界日、一般日とも配布します ※ ダイヤモンドスポンサーは他スポンサーより多く露出します。

¥1,100,000 ¥550,000 ¥330,000

●（小）

－*2

社名掲載

－

－

－

金額

※展示会スポンサーは同業他社・他地域が他事業のスポンサーになる場合がございます。
※ダイヤモンドパートナーのみ、1業種1社・団体・国・地域の受付となります。

※価格は税込みです。

●（大） ●（中） ●（中） ●（小）

プラチナ
パートナー

沖縄県内企業・団体

ゴールド
パートナー

シルバー
パートナー

ブロンズ
パートナー

対象

リージョナルスペシャルパートナー

ダイヤモンド
パートナー

¥11,000,000 ¥3,300,000

●（特大）

5スペース

１ページ

80名程度×2回

●

10,000部*5

●（特大）

※ 会場設計、運営により決定
主に会場施工物を使って広告スペースの提供を想定



公式HPグランドトップページ
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公式HPBtoCページ

公式HPBtoBページ

協賛一覧ページ
※リージョナルスペシャルパートナーページ 開催告知動画広告

開催告知ポスター（B3サイズ）
業界来場者用チラシ（A3二つ折りサイズ）

屋外誘導看板（大） エントランスサイン 協賛ロゴサイン／ＣＭ映像放映

全体スポンサー リージョナルスペシャルパートナー

会場ガイド

※ツーリズムEXPOジャパン2018実績イメージより

沖縄フェスティバルウィークでの協賛露出（案）

イベントのぼりでの露出
イメージ

イベントステージでの露出 イメージ

県内各地で行われるイベントでの露出
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リゾート展in沖縄 スポンサーメニュー（露出イメージ抜粋）



ツーリズムＥＸＰＯジャパン ２０２０ スポンサー規約（１）
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当契約は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（以下「主
催者」という）と「ツーリズムEXPOジャパン」（以下「TEJ」という）に協賛を希望する者
（以下「協賛者」という）との間に締結される契約に適用される。また展示会主催者は全て
の企画、実行と管理について責任を持ち、関連行事や協賛についても全ての裁量の自由を
持つこととします。
。

第1条 趣旨
本規約は、TEJの趣旨に賛同する法人その他の団体が、以下に掲げる行事（事業）に協
賛する際の取扱について、必要な事項を定めるものとします。

1.公式行事
2.顕彰事業
3.フォーラム＆セミナー
4.展示商談会
5.交流事業

第2条 協賛の定義
この規約における「協賛」とは、企業および団体が主催者に対して行う以下の行為のこと
とします。

1.TEJ実施に要する資金の提供
2.TEJ実施に要する物品の提供
3.TEJの広報またはＰＲの提供（各種メディア等の媒体を活用して行うもの）

第3条 協賛の申込期間と契約期間
1.協賛申込は、協賛者が、 TEJの目的を理解し、本規約の内容を承諾した上で、契約を
取り交わすものとします。また、協賛者は主催者が認可した指定代理店を介して協賛申
込をできるものとします。
2.協賛者は、主催者が申込の受理の可否を判断するために調査が必要と判断した場
合には、主催者の指示に従い資料の提示や調査等に協力するものとします。

3.協賛申込書提出の最終締切日は2020年4月30日（木） （必着）とします。ただし、最終
締切日前であっても、定員に達した場合には、申込を締切るものとします。なお、2020
年5月1日（金）以降に、協賛枠に空きがある場合には申込を受ける場合があります。

4.契約期間は、主催者が申込を受領した日からTEJ終了月の翌月末までとします。
5.主催者は、TEJの運営上必要であると認めた場合は、協賛期間を変更することができる
ものとします。この場合、協賛者は、その指示に従わなければならないものとします。

第4条 協賛依頼の対象者
TEJの趣旨に賛同する者、ならびに主催者が相当と認める団体、企業とします。
また、上記に規定する団体、企業であっても、主催者が本イベントの目的に相応しくない
場合、その他主催者が協賛を認めないのを相当とすると判断した場合には、協賛をお断
りする場合があります。

第5条 承諾
1.協賛を希望する企業、団体等は、主催者の承諾を受けなければなりません。
2.主催者は、協賛を希望する企業・団体等の決定についてその理由を一切公表しません。

第6条 協賛種別と料金
協賛内容から換算した金額を照会し適宜定めます。展示会主催者は、規定する協賛項目
以外にも、必要に応じて協賛特典を追加、変更が出来るものとします。

第7条 協賛金の支払い
1.協賛者は、請求書を受領後、請求書に記載された支払い期限（原則として申込日より
１ヶ月後とします。また開催まで１ヵ月に満たない 場合は、会期前日から起算して１週間）
までに、請求書記載の協賛料を一括で、指定金融機関口座に現金
を振り込むか、又は「一般社団法人日本旅行業協会」を名義人とした小切手を送付す
るか、いずれかの方法によりお支払いを行うものとします。

2.協賛者が前項に規定する協賛料の支払いを遅延した場合は、年14.6％（365日の日
割計算）の遅延損害を主催者に支払うものとします。

振 込 先:
口 座 名 義：一般社団法人日本旅行業協会
（イッパンシャダンホウジンニホンリョコウギョウキョウカイ）
振込先銀行 ：みずほ銀行 丸之内支店 普通預金 ２４９８５５４
銀行所在地 ：東京都千代田区丸の内1-6-1 〒100-0005

小切手送付・お問合せ先:
ツーリズムEXPOジャパン推進室
一般社団法人日本旅行業協会 気付
東京都千代田区霞が関3-3-3 全日通霞が関ビル4階 〒100-0013
TEL：03-5510-2004 FAX：03-5510-2012
E-mail：event @t-expo.jp

※支払いはすべて日本円とします。海外送金の際は、支払い時の為替レートを
適用ください。

※海外送金時は外国送金依頼書の受取人連絡事項欄に必ず請求書番号を
入れてください。

※振込に関わる手数料は全て協賛者の負担となります。

3.納付日については、主催者と協賛者の協議により変更できるものとします。
4.指定代理店を介して協賛申込をする協賛者は、指定代理店が発行する請求書を受領後、
請求書に記載された支払い条件により協賛金を支払うものとします。



ツーリズムＥＸＰＯジャパン ２０２０ スポンサー規約（２）
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第8条 物品等の受納等
協賛者のうち、物品による協賛を行うとする者は、主催者が指定する方法により、物品等
（以下、協賛物という）を指定した期日までに納めるものとします。主催者は、協賛者の
希望により、協賛物の受納書を発行することができるものとします。

第9条 広報等協賛の方法
協賛者のうち、広報・ＰＲの提供による協賛を行おうとする者は、TEJまたはその各事業
の広報活動における内容の詳細について、主催者と協議して、広報又はＰＲを実施する
ものとし、協賛を実施したときは、主催者に実施状況を報告するものとします。

第10条 申込解約および取消料
協賛者がTEJの協賛解約を希望する場合、協賛者の名称、代表者の署名又は記名およ
び捺印、担当者の氏名・連絡先、解約申込日時と解約理由を記載した書面による解約
通知を送付するものとし、当該解約通知が主催者に到達することにより本契約を解約す
ることができるものとします。なお、各解約日による取消料は以下の通りとなります。

1.2020年5月8日（金）までに解約する場合、協賛金（または協賛する物品に相当する
金額を加算したもの）の30％

2.2020年5月9日（土）以降同年5月31日（日）までに解約する場合、協賛金（または協
賛する物品に相当する金額を加算したもの）の50％

3.2020年6月1日（月）以降に解約する場合、協賛金（または協賛する物品に相当する
金額を加算したもの）の100％

第11条 協賛申込の不受理等
主催者は、協賛申込者が以下のいずれかに該当すると認められる場合は、申込を受理
しないものとし、協賛申込者に対して、その旨通知するものとします。

1.特定の政治、思想、宗教等の活動を目的とした団体または、本イベントを特定の政
治、思想、宗教等の活動に利用するおそれがある者

2.法令又は公序良俗に反する者
3.TEJについて、品位を傷つけ、また正しい理解を妨げるおそれのある者
4.その他 主催者が不適当と判断する者

第12条 主催者の解約権
本契約の成立後であっても、主催者は前出第4条に規定する協賛申込の拒絶事項があ
る場合、本契約を解除することができるものとします。この場合協賛者は、協賛金の返還
を請求できないものとします。

第13条 主催者判断によるイベントのキャンセルや中止
戦争、火災、ストライキ、地震、法令、天災地変、公共交通機関などで、TEJの開催が困
難と判断された場合、主催者は延期・中止を決定することができるものとします。中止の
場合、協賛金はキャンセル料など必要経費を差し引いたうえで、協賛者に返金すること
とします。それ以外に生じた費用、損害について主催者は責任を負わないものとします。

第14条 協賛契約の解除
主催者は、協賛者が次のいづれかに該当する場合は、何ら催告をすることなく協賛契
約を解除することができるものとします。

1.支払い期限を徒過しても協賛金の全部又は一部を支払わない場合
2.指定した期日までに協賛物等が納品されなかった場合
2.著しく主催者の信用を失墜する行為を行った場合
3.協賛者が主催者の指示に従わない場合
4.その他主催者と協賛者の信頼関係が著しく破壊されたと客観的に判断できるとき
前項に規定する場合は、主催者は直ちに協賛者を排除することができるものとします。
本契約が解除された場合は、協賛者は既に支払い済みの協賛料の返還を受けることが
できないものとします。

第15条 身元保証書および入国査証
主催者は、協賛者に対して身元保証書の発行は行いません。日本への入国査証取得
については、協賛者自身にて取得することとします。査証取得できなかった場合の協賛
取消についても、協賛申込の解約として扱い、取消料の請求を行います。

第16条 個人情報の取扱
協賛者は、TEJを通じて「個人情報」取得する場合、個人情報保護法および関連法令を
遵守するものとします。特に「個人情報」の第三者提供を行う場合は、必ず当該「個人情
報」の本人からの同意を得るものとします。TEJを通じて「個人情報」の該当者とのあいだ
で紛争などが生じた場合は、両者で協議して当該紛争の解決に当たるものとし、主催者
はその際の責任を負わないものとします。主催者は、協賛者の個人情報は、当該イベン
トの開催、運営にあたって必要な情報のやり取りができるものとします。

第17条 本規約の変更・追加等
本規約に定めのない事項およびその解釈に疑義が生じた事項については、主催者、協
賛者双方とも誠意を持って解決を図ることとします。両者間の協議にも関わらず解決し
ない場合には、協賛者は最終的に主催者の決定に従うものとします。主催者は必要が
あると判断した場合は、協賛者に通知の上、本規約を改訂又は追補することができます。
主催者は、運営を円滑に実行するために、各種規定等の制定、修正を行うことができる
ものとします。

第18条 紛争処理
各協賛者は、主催者への協賛申込書に署名することによって、本規約を承諾したものと
みなします。本規約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属
的合意管轄裁判所とします。

2020年1月31日付



「ツーリズムEXPOジャパン2020 リゾート展in沖縄」
スポンサープランのお申し込み、その他各種お問い合わせにつきましては、
以下の連絡先までお気軽にご連絡ください。

[お問い合わせ先]

ツーリズムEXPOジャパン推進室 沖縄分室（担当：田場）
TEL： 098-941-0665 FAX： 098-941-0397 E-mail： okinawa@t-expo.jp

ツーリズムEXPOジャパン沖縄開催地連絡協議会事務局
（沖縄観光コンベンションビューロー 受入事業部 プロジェクト推進室 内）

TEL： 098-851-3868 FAX： 098-859-6222 E-mail： tej2020@ocvb.or.jp

協賛スポンサーのお申し込み、その他お問い合わせ先




