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代表取締役 社長執行役員

山北 栄二郎

JTBグループは1912年の創立以来、地球を舞台に交流創造を続

けてまいりました。1世紀を越える営みは、お客様からのご愛顧と

事業パートナー様との連携の賜物であり、厚く御礼申し上げます。

近年、サステナビリティに関する課題認識が、急速に社会に浸

透しました。他方で交流には、地域振興を実現する“経済”、歴史

や伝統芸能の振興に寄与する“文化”、心身の活力を満たす“健康”、

人間形成の機会を広げる“学び” 、国や地域間の相互理解や友好を

促進する“平和”の5つの力があります※1。これらはSDGsの考え方

にも通じるものであり、創立以来JTBグループは、交流創造を通

じて社会のサステナビリティに貢献してまいりました。

民族学では人類を「ホモ・モビリタス」と形容することがあり、

そのゆえんは、地球上でこれほど拡散・移動してきた動物が他に

ないことです※2。すなわち、移動や交流は人類にとって根源的な

欲求であり、翻ると、交流創造事業を事業ドメインとするJTBグ

ループの存在意義は重要であると考えています。

交流とはすなわち“つながり”です。“つながり”が生み出す価値

は無限です。旅行者と地域、企業と地域、旅行者と企業、あるい

は日本と世界、リアルとバーチャルなど、つながりは多様です。

そして、つながりが増えるほどイノベーションが生まれ、共創に

よる社会課題の解決にもつながると信じています。

JTBグループは、お客様と事業パートナー様、あるいはお客様

同士や事業パートナー様同士を“つなぐ・つなげる”ことで、地球

を舞台に「新」交流時代を切り拓いてまいります。引き続きのご

愛顧を、どうぞよろしくお願い申し上げます。

※1 一般社団法人 日本旅行業協会 JATA PROFILE (2022) の「旅行業の目指す方向性」を参考に、当社にて再整理

※2 印東道子 編 (2013)『人類の移動誌』臨川書店



旅で人生を豊かに
人流創造で

地域を活性化

地域と旅行者を

地域内を
つなぐ

コミュニケーションで
企業を元気に

顧客を

従業員を
つなぐ企業と

それぞれのお客様の、ご満足や課題解決につなげる。

JTBグループの価値創造の源泉は、つなぐ・つなげる。
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旅行者と地域（旅先）を

旅行者の日常と非日常を
つなぐ

旅行者 地 域 企 業



未来へつなげる

お客様同士のつながりでイノベーションを創出し、

より大きな社会課題の解決に貢献する
旅行者

企業

地域
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グループ経営理念
(ミッション)

グループ経営ビジョン
(ビジョン)

私たちがお客様に約束すること
(ブランド・プロミス)

グループ行動規範

ONE JTB  Values
(バリュー)

The JTB Way

JTBグループと社員のあり方を表したもの。

すべての企業活動、社員の行動の支柱となるものです。

目次に戻る（クリック）



ミッション・ビジョン・ブランドプロミス
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地球を舞台に、

人々の交流を創造し、

平和で心豊かな

社会の実現に貢献する。

地球を舞台に

「新」交流時代を切り拓く

経営ビジョン

私たちは、地球を舞台に自然、

文化、歴史とのふれあいや人々

の交流を創造し、お客様にとっ

ての感動や喜びと成果の実現を

追求します。

私たちは、お客様と共に歩ん

できた100年を大切にし、これ

からも「価値ある出会い」を創

造し続け、サステナブルな社会

の発展に貢献します。

私たちがお客様に
約束すること

(ブランド・プロミス)

https://www.jtbcorp.jp/jp/company/about_jtb/philosophy/

経営理念
(ミッション)

https://www.jtbcorp.jp/jp/company/about_jtb/philosophy/


ブランドスローガン・バリュー・行動規範
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感動のそばに、いつも。

Perfect moments,

always

信頼を創る

挑戦し続ける

笑顔をつなぐ

ONE JTB Values

1. 法令・社会規範を遵守し、公正で透明
性のある企業活動に徹します。

2. お客様の立場に立って、公正な取引を
行います。

3. 事業パートナーと、公明・公正な方法
で連携を深めます。

4. 競争会社と、公正に競争します。

5. ステークホルダー（お客様・株主・従
業員・社会・取引先など）に対し、迅
速・正確・公正な情報開示と提供価値
を高めることにより期待に応えます。

6. よき企業市民として、社会の持続的発
展や地球環境の保全に貢献します。

7. 自律した社員として、責任ある行動を取
り、社会に貢献します。

8. ダイバーシティを企業風土の中心に置
き、より多様な価値観を尊重し、イノ
ベーティブな会社になります。

JTBグループ
行動規範

ブランド
スローガン

https://www.jtbcorp.jp/jp/company/about_jtb/philosophy/

https://www.jtbcorp.jp/jp/company/about_jtb/philosophy/


交流＝人流・物流・金流・情報流

交流創造事業
JTBならではのソリューション（商品・サービス・情報および仕組み）の提供により、

地球を舞台にあらゆる交流を創造し、お客様の感動・共感を呼び起こすこと。
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JTBグループの歴史（業態の進化）

目次に戻る（クリック）



1912年の創立以来、ビジネスモデルを進化させながら事業を営んできました。

Solution Company

ビジネスモデルの変遷

11

1910年代～1960年代前半

交通や宿泊券の代売モデル。

1960年代後半～1990年代

パッケージ旅行の販売モデル。

東亜旅行社長崎案内所（写真上）

デパート内案内所（写真下）

2000年代以降

旅行者の満足や法人の課題解決のために、

幅広い商品サービスを提供。

事業ドメインは「交流創造事業」

Ticket Agent Travel Agent Solution Company

鉄道切符無料配達の広告（1935年頃）

旧(株)日本交通公社の

添乗員の腕章

パッケージ旅行の販売

(イメージ)



ツーリズム産業の発展

観光庁の推薦を得て、国際世界観光機関

（UNWTO）へ2014年から社員を派遣して

います。また、2022年3月には、GSTC（グ

ローバル・サステナブル・ツーリズム協議

会）と協力覚書を締結しました。このよう

なステークホルダーとの連携を通じて、

ツーリズムの発展をグローバルにけん引し

ています。

ツーリズムの未来外客誘致論

外国人を観光客として日本に誘致し、

日本文化への理解促進、外貨獲得で国

家繁栄を実現するという「外客誘致

論」。明治の終わりに提唱されたこの

考えは、現代にも通じる先進的なもの

で、その実践の担い手としてジャパ

ン・ツーリスト・ビューローは誕生し

ました。

高度経済成長期、パッケージ旅行開発

を通じて旅行需要を創造しました。ま

た、修学旅行の浸透など旅行の裾野を

広げ、ツーリズム産業の発展に寄与し

てきました。

創立以来、時代ごとの社会課題を捉え、企業活動を通じた社会貢献を続けてきました。

JTBグループの活動と社会貢献
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Column

第二次世界大戦の最中、迫害から逃れてきたユダヤ人に対し、

日本人外交官・杉原千畝は日本通過のための「命のビザ」を発給

し続けました。そのビザを持ったユダヤ人たちは、ジャパン・

ツーリスト・ビューローのあっせんでウラジオストクから日本へ

渡ってきました。

当時の時代背景から様々な問題も懸念されましたが、人道的見

地からユダヤ人の移動をあっせんし、日本から世界各地への脱出

を支援して、数千人の命をつなぎました。

杉原千畝氏と

ジャパン・ツーリスト・ビューロー

https://youtu.be/NMKBGbyaIxI

目次に戻る（クリック） 13
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ツーリズム産業の社会的な重要性

目次に戻る（クリック）



ツーリズム産業の社会的な重要性
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経済波及効果

雇用誘発波及効果456万人は、全国就

業者数の6.6%に相当します。

裾野の広さ

宿泊施設や旅行会社だけでなく、多く

のステークホルダーで構成されていま

す。

旅行消費による日本国内の経済波及効

果は多大です。

出所：観光庁「旅行・観光産業の経済効果に関する調査研究（2019年版）」

旅行消費額

29.2兆円

波及効果

55.8兆円

波及効果

456万人

雇用誘発効果

260万人

雇用創出

ツーリズム産業の裾野は広く、経済的に重要な産業であると捉えています。



ツーリズム産業の社会的な重要性
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社会経済の

発展をけん引

世界の雇用の10人に1人は、ツーリズム

関連産業に従事しています。

雇用創出
18億人に達する

国際観光客

国連世界観光機関(UNWTO)は、国際観

光客は毎年増加し、2030年に世界で18

億人に上ると予測しています（2017年

時点）。

観光は、燃料・化学に続く世界第３位

の輸出分野であり、自動車製品も食品

も上回っています（2019 年）。

世界のツーリズム関連産業 従事者数International Tourist Arrivals 1950-2030 商品カテゴリー別輸出収入(2019)

出所：WTTC Travel & Tourism ECONOMIC IMPACT 2021出所：UNWTO Tourism Highlights 2017 Edition 出所：UNWTO International Tourism Highlights 2020

3億3,400万人（2019）燃料

化学

国際観光

自動車製品

食品

2,310

2,194

1,742

1,528

1,502

グローバルに見ても、ツーリズム産業の社会的重要性は広く認識されています。

(単位：10億米ドル)



観光地が内に抱える課題の

顕在化

顧客企業の課題の

変化

生活者の価値観の

多様化

所有からシェアへ

多様な働き方の

浸透

一極集中から分散へ

DXの遅れ

（日本）

人材不足

オーバー
ツーリズム

エンゲージメント醸成

(対顧客・対従業員)

サステナビリティの

経営への実装

イノベーション創出

ツーリズム産業を取り巻く環境変化と課題
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社会環境の変化に伴い、ツーリズム産業を取り巻く環境や課題も変化を続けています。



観光関連従業者は

6200万人減

国際観光客数は

2020年以降 大幅減

世界のGDPに占める

割合は半減

出所：UNWTO 「WORLD TOURISM BAROMETER 」出所：WTTC Travel & Tourism ECONOMIC IMPACT 2021出所：WTTC Travel & Tourism ECONOMIC IMPACT 2021

1,468

403 421

2019 2020 2021

（百万人）

コロナ禍がツーリズム産業に与えた影響
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10.4％

2019

USD 9,170 Bn

5.5％

2020

USD 4,671 Bn

334百万人

272百万人

▲1,065

2019

2020

世界規模で人流が途絶えたことにより、ツーリズム産業は未曽有のインパクトを受けました。



Column

コロナ禍前まで、訪日インバウンド旅行者の急増と

日本人国内旅行の堅調さを背景に、ハード・ソフト両

面で日本国内の旅行環境整備が進んでいました。その

ような点が評価され、世界経済フォーラムの2021年旅

行・観光開発指数レポートで、米国やスペイン、フラ

ンスを抑えて日本は初めて１位となりました。

しかしながら、2021年の調査から追加されたサステナ

ビリティ関連の項目で日本の評価は高いとはいえませ

ん。JTBグループは、ステークホルダーとのパートナー

シップを通じてサステナブルツーリズムの取り組みを

推し進め、日本の魅力度向上に寄与してまいります。

旅行・観光開発指数レポートで
日本が初めて世界1位に(2021)

〔出所〕世界経済フォーラムのランキング結果を引用して整理

※調査年ごとに指標の調整が入っているため、単純な比較はできない。

ランキングの推移

順位 2021年 2019年 2017年 2015年

1 日本 スペイン スペイン スペイン

2 アメリカ合衆国 フランス フランス フランス

3 スペイン ドイツ ドイツ ドイツ

4 フランス 日本 日本 アメリカ合衆国

5 ドイツ アメリカ合衆国 イギリス イギリス

6 スイス イギリス アメリカ合衆国 スイス

7 オーストラリア オーストラリア オーストラリア オーストラリア

8 イギリス イタリア イタリア イタリア

9 シンガポール カナダ カナダ 日本

10 イタリア スイス スイス カナダ

目次に戻る（クリック） 19



社会環境の変化

目次に戻る（クリック）



持続可能性に対する課題の顕在化
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共生社会の実現

気候変動は、あらゆる国の現在ならび

に将来、地球上のすべての生命に影響

を及ぼします。気候変動の緩和や影響

の軽減に向けて、資源効率の改善や省

エネ、再生可能エネルギー活用の取り

組みが求められています。

気候変動への対応
経済成長と

雇用環境整備

持続可能な経済成長を実現するために、

すべての人に対して、平等な雇用の機

会と、質の高い教育の機会を整備する

ことが求められています。

人種や宗教、年齢、性別、経済的地位、

障害(※)の有無などに関わりなく、すべ

ての人がお互いの人権や個性、考え方

を尊重し、共生社会を実現することが

求められています。

SDGsの考え方が急速に浸透し、サステナビリティに関する課題が社会で広く認識されています。

※「障害の社会モデル」の考え方に基づき、障がいではなく障害という記述をJTBグループでは用いています。



テクノロジーの進化と消費者インサイト
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デジタル化によって

加速するトレンドの変遷

消費の成熟化により価値観が多様化し、

個々人の好みや関心事に市場は細分化

されました。

また、モノを持つこと自体の機能的な

価値よりも、モノを購入することで得

られる体験やストーリーなどの情緒的

価値の高さで、消費対象が選択されて

います。

変わる消費の潮流
リアルとバーチャルの

融合

通信速度の高速化や、AI・VR/AR技術

の進化によって、リアルとバーチャル

は限りなく同質となりました。ヒトや

モノは常につながり、テクノロジーを

活用したバーチャルな体験は日常化し

ています。

デジタルを中心とした新しい技術は、生活に

大きな影響をもたらしました。ビジネスや消

費のトレンドも、日々変遷を続けています。

テクノロジーの進化によって、消費者のインサイトは変容を続けています。



Column

コロナ禍によって移動が制限される局面も続きましたが、リア

ルな訪問以外にも地域とつながる手段は増えています。

たとえば「ふるさと納税」など、関心や愛着を持ってある地域

とつながる人々は「関係人口」と呼ばれています。地域のことを

知っていただき、関心や愛着を高めることが、将来的な地域への

訪問も含めた持続的な関係構築につながります。そのため、関係

人口を増やす取り組みは、多くの地域で積極的に行われています。

JTBグループは、人流のみならず情報流や物流、金流など様々な

交流を創造することで地域と生活者をつなぎ、関係人口の増加に

寄与してまいります。

関係人口の重要性

目次に戻る（クリック） 23



JTBグループの価値創造

目次に戻る（クリック）
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価値創造プロセス

独自の強みを活かして交流を創造し、持続可能かつ、平和で心豊かな社会の実現に貢献し続けます。
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交流の力

交流には、五つの力があると私たちは考えています。

〔出所〕一般社団法人 日本旅行業協会 JATA PROFILE (2022) の「旅行業の目指す方向」を参考に、当社にて再整理

https://www.jata-net.or.jp/wp/wp-content/uploads/press/2022-JATAPROFILE.pdf


Column

JTBグループでは、学生スポーツやプロスポーツ、公的スポーツイ

ベントなど様々なスポーツ交流に携わってきました。

2016年3月には、東京2020スポンサーシッププログラム オフィ

シャルパートナー（旅行業務およびナショナルトリップホスピタリ

ティサービス）に就任し、大会本番では、選手団・関係者の宿泊輸

送や選手村運営、都市ボランティア、学校連携プログラム、事前

キャンプなど、多岐にわたって運営に携わりました。

一連の取り組みを通じて、ソリューションの進化やお客様接点の

拡大、新型コロナウイルス感染症対策のノウハウなど、多くの社内

レガシーを残すことができました。

また、大会の機運醸成活動に参加した社員ランナーの応援と沿道

周辺の環境美化を「地球いきいきプロジェクト※」として包括的に実

施するなど、大会機運醸成とサステナビリティ活動を結び付けた取

り組みも行いました。

スポーツとJTBグループ

関係機関からの感謝状

大会の機運醸成活動に参加した社員ランナーの応援

ブーケプレゼンターを務める

代表取締役 社長執行役員 山北栄二郎

※お客様や地域の皆様とJTBグループの社員が一緒になり、元気な未来を創造していく活動です。

観光地での清掃活動をはじめ、自然環境の保全活動、歴史や文化の学習体験など、地域の特色

を活かしたプログラムを展開しています。

目次に戻る（クリック） 27



事業戦略
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交流創造事業の全体像

29

ツーリズムを基盤として進化しながら、地域軸と企業軸でソリューションビジネスの確立・拡大を図ります。

3つの戦略に ONE JTB としてグループ一体で取り組み、掛け合わせによるシナジーを追求します。



事業を支える強み（交流創造力）

30

お客様や事業パートナー様とのお取引を通じて培った「交流創造力」が当社グループの強みです。

＊数値は年間の取扱概算値



事業を支える強み（グローバルネットワーク）

31

地球を舞台に交流を創造するための、安心・安全なネットワークを構築しています。

アムステルダム(3)
ロンドン(6)
パリ
ローマ(2)
ジュネーブ
チューリヒ(2)
マドリード(3)
フランクフルト(2)
ブダペスト
ザグレブ

プラハ(2)
オスロ
コペンハーゲン
ストックホルム
ヘルシンキ
ロバニエミ
モスクワ
サンクトペテルブルグ
タリン
ワルシャワ

2022年3月31日 時点

ヨーロッパ 17カ国20都市33拠点

シドニー(2)
ケアンズ
ゴールドコースト

メルボルン
オークランド

オセアニア 2カ国5都市6拠点

グアム サイパン

ミクロネシア 1カ国2都市2拠点

シンガポール(6)
クアラルンプール(2)
コタキナバル
バンコク(3)
プーケット
ホーチミン(2)
ハノイ
ダナン
バリ(2)
ジャカルタ(24)
ボゴール
バンドゥン(2)
スラバヤ
チレゴン

メダン
パレンバン
マラン
台北(2)
高雄
デリー(2)
グルガオン(2)
ムンバイ
バンガロール
マニラ
セブ
シェムリアップ
香港(4)
マカオ

アジア 11カ国・地域28都市68拠点

北京(4)
上海(5)

広州
青島(2)

中国 1カ国4都市12拠点

ソウル(35) 済州(チェジュ)

韓国 1カ国2都市36拠点

トーランス(5)
サンディエゴ
ニューヨーク
オーランド
ラスベガス(2)
サンフランシスコ
シカゴ(2)
アトランタ
ニューオーリンズ

ボストン
フェニックス
リッチモンド(3)
トロント
バンフ
カルガリー(2)
サンパウロ(2)
リオデジャネイロ
マナウス

北米・南米 3カ国18都市28拠点

ホノルル(7)
ハワイ島コナ

マウイ島

ハワイ 1カ国3都市9拠点

海外日本 47都道府県

423拠点

(リテール店舗＋法人営業拠点) 

総合提携販売店
74社・168店舗

企業アライアンス
16社・16店舗

JTB拠点数

提携販売店

36カ国・地域, 82都市, 194拠点
(提携販売店を含む本社・支店・営業所) 



事業ポートフォリオの転換（売上総利益）

32

商品・サービス お客様 訪日インバウンド

22.8
%

33.4
%

77.2
%

66.6
%

2019年度 2028年度

45.7
%

57.8
%

54.3
%

42.2
%

2019年度 2028年度

167 

100 

2028年度2019年度

2028年度までの中期経営計画を通じて、安定的な事業の発展に向けたポートフォリオ転換を進めています。

■ 旅行

■ 旅行以外

■ 個人のお客様

■ 法人のお客様
構成比 構成比 2019年度を100とした場合の

2028年度計画



ツーリズムにまつわるすべてをデジタルで有機的につなげ、

日常から旅のあらゆるシーンまで、お客様の快適・最適をお届け。

これからのツーリズム

［オンライン接続］

トラベル・地域交流

ツーリズム事業戦略

交流創造事業の基盤として、ビジネスモデルの革新に取り組む

目次に戻る（クリック）



旅行サービスのデジタル化

34

JTBダイナミックパッケージ My STYLE

旅の過ごし方 電子クーポン

Webを基点としたOMO

日常基点のカスタマージャーニー

チャネルやツアーの自由度

お客様個々に合わせた旅ナカの魅力的

な観光素材を、スマートフォンを活用

してデジタルにお届け。旅先での気分

に合わせた観光体験の自由なアレンジ

を、旅行先でデジタルに実現。

旅ナカの利便性お客様接点の拡大

Webを基点に全チャネルを連動して、

お客様の日常から旅のあらゆるシーン

まで、カスタマージャーニー全体をサ

ポート。蓄積したデータでお客様理解

を深め、ご提案の内容をより最適に。

旅先の店舗のスタッフや、訪問地別の

専門スタッフなど、専門性の高いコン

サルティングをオンライン相談でご提

供。（上図）

JRや航空機と宿泊をダイナミックパッ

ケージ化し、商品選択の自由度を向上。

価格もフレキシブルに最適化。（下図）

あらゆるシーンでお客様の実感価値を高めるために、DXに取り組んでいます。

オンライン旅行相談
https://stores.jtb.co.jp/cc-0001

https://www.jtb.co.jp/kokunai/dynamic_air/

https://tabisugo.jtb.co.jp/

https://stores.jtb.co.jp/cc-0001
https://www.jtb.co.jp/kokunai/dynamic_air/
https://tabisugo.jtb.co.jp/


着地（旅先）視点での旅行の魅力向上

35

エリア型・テーマ型商品

外国 (欧州外) からのお客様向けに、欧

州の主要都市を複数の周遊ルートでつ

なぎ、現地発着の観光バス周遊ツアー

を1300コース開発。他社の販売チャネ

ルにも仕組みを開放してインフラ化。

日本人向けコースには日本語係員が同

行し、1名の申し込みでも出発保証。

観光×交通インフラ開発着地型商品

(個別事例) 環境省認定「日本一の星空」と

いう強みを生かした着地型旅行商品を、

地域と一体となって開発。当初6千人の

参加者は、6年間で13万人に拡大。(上図)

(個別事例) 本物の火を灯す新潟県津南町の

ランタン打ち上げを、地域との協力で

オリジナルイベントとして企画し、旅

行商品に組み込み。(下図)

(個別事例) 美術館や博物館等の共通入場・

割引券に、Web販売の仕組みを提供。

（左図）

地域の旬の魅力を掘り起こし、地域活

性化を目指す誘客キャンペーン「日本

の旬」を1998年から実施。（右図）

東京・ミュージアム

ぐるっとパス2023

（主催）

ぐるっとパス2023実行委員会
日本人旅行者向け

ランドクルーズコース

長野県阿智村 日本一の星空ナイトツアー

Destination Management Companyとして、地域の魅力を高める取り組みを行っています。

訪日旅行者
にも対応

旅行商品開発・販売の詳細は、こちらをご覧ください。https://www.jtbbwt.com/government/service/issue/development/tourism/

https://www.jtb.co.jp/kaigai_opt/landcruise/index.html

https://sva.jp/

https://www.rekibun.or.jp/grutto/ https://www.jtb.co.jp/nihonnoshun/hokkaido/

日本の旬 北海道

旅物語貸切

津南ランタン打ち上げイベント

https://www.jtbbwt.com/government/service/issue/development/tourism/
https://www.jtb.co.jp/kaigai_opt/landcruise/index.html
https://sva.jp/
https://www.rekibun.or.jp/grutto/
https://www.jtb.co.jp/nihonnoshun/hokkaido/


日常シーンのサービス充実

36

おでかけ情報のお届け

ライフスタイルに寄り添うことを目的

に、従来の旅行軸（見る・食べる・遊

ぶ）に加え、新機軸（知る・創る・学

ぶ）での るるぶ を発刊。

知的好奇心をくすぐる
情報のお届け

旅先・地域の
産品を集めた通販

日本全国・世界各国から、ご当地なら

ではの逸品、生産者の方々が丹精を込

めて作った産品をセレクト。

日 常 の お で か け に フ ォ ー カ ス し た

「るるぶ」(図 上) などのガイドブックを発

刊。「毎日をもっとステキに。おでかけを

もっと私らしく。」をコンセプトに、女性

向けおでかけメディアを運営。（図 下）

るるぶ＆more.

（女性向けおでかけメディア）
日常領域を対象とした新機軸るるぶ

るるぶの産直

旅マエや旅ナカ以外、日常シーンでのお客様接点の充実に向け、コンテンツを充実させています。

JTB SHOPPING

おでかけをテーマにした るるぶ

https://shopping.jtb.co.jp/

https://rurubu.jp/andmore

https://jtbpublishing.co.jp/topics/CL000243

https://shopping.jtb.co.jp/
https://rurubu.jp/andmore
https://jtbpublishing.co.jp/topics/CL000243


観光振興・地域活性化領域のサービス（自治体・行政機関向け）

37自治体・行政機関・DMO向けサービスの詳細は、こちらをご覧ください。https://www.jtbbwt.com/government/

受け入れ環境整備

地域の経済対策や被災地の観光復興支

援として旅行支援事業や地域商品券事

業を行う際の事務局業務に、ワンス

トップで対応。ノウハウを活かしてス

ピーディに運営体制を構築し、利用者

対応にもホスピタリティを発揮。

BPOサービス
観光マーケ
ティング支援

観光戦略策定を起点に、観光コンテン

ツ開発など一気通貫でサポート。（上

図）

宿泊予約データを基軸に、観光マーケ

ティングに必要なデータを提供するプ

ラットフォームを構築。（下図）

アドベンチャーツーリズムをテーマに、

富裕層への上質な観光サービスや体験

プログラムの開発、受け入れ環境整備

を支援。

アドベンチャーツーリズム

プレミアム商品券業務フロー

「海の京都」DMO観光戦略策定および

コンテンツ開発・着地型旅行商品開発

訪日旅行者
にも対応

観光予報プラットフォーム
https://kankouyohou.com/

訪日旅行者
にも対応

地域のマネジメント（魅力づくり）とマーケティング（誘客活動）に、地域交流事業として取り組んでいます。

https://www.jtbbwt.com/government/trend/detail/id=1884

https://www.jtbbwt.com/government/case-study/solution/area-support/detail/id=1314

https://www.jtbbwt.com/government/
https://kankouyohou.com/
https://www.jtbbwt.com/government/trend/detail/id=1884
https://www.jtbbwt.com/government/case-study/solution/area-support/detail/id=1314


旅行を起点に進化させたサービス（学校・教育機関向け）

38

学校行事サポート
学校行事

トータルデザイン
教育コンテンツ提供

学校・教育機関向け商品・サービスの詳細は、こちらをご覧ください。https://www.jtbbwt.com/education/

教育現場への深い理解と、ソリューション提供力を活かして、学校行事をトータルでデザインしています。

学校や地域の特性に基づいて、旅行行

事やキャリア教育などの教室外活動と

教室内活動を体系的に組み合わせ、育

みたい資質や能力の育成に貢献。

探究学習やキャリア教育、SDGs理解、

グローバル教育など、テーマに則した

教育コンテンツを提供。

学校が行う教育活動全体を踏まえて、

学校行事の運営をサポート。

探究
学習

キャリア
学習

SDGs
理解

■ 学校行事やカリキュラムと連動した学生イベントを開催

https://www.jtbbwt.com/education/


エリア・地域の発展に貢献するストック型ビジネス領域

エリアソリューション事業戦略

成長戦略として、交流を支えるための地域での仕組みづくりに取り組む

②観光地整備・運営支援

①観光地デジタル化支援

③エリア開発

目次に戻る（クリック）



観光地デジタル化支援

40

自治体やDMO、観光事業者のDX推進に向けたソリューションを提供し、地域の観光DXを実現します。

地域共創基盤®

来訪者と地域事業者、住民との永続的

な関係づくりをサポートする、クラウ

ド型CRM基盤を提供。

地域のファンづくり
のためのCRM基盤

https://www.jtbbwt.com/government/service/solution/area-management/degital-marketing/chiiki-kyoso/

流通プラットフォームの
統合API

流通プラットフォーム
(観光事業者のデジタル化)

Tourism Platform Gatewayを活用した

NIKKO MaaSの取り組み

（東武鉄道・栃木県・オリックス自動車

・トヨタレンタリース栃木・JTBグループ）

https://press.jtbcorp.jp/jp/2022/03/maasnikko-maas39.html

Tourism Platform Gateway™

DMOや観光協会、MaaS事業者などのサ

イト内で、多様な商品をまとめて販売・

管理できるソフトウェアを提供。

JTB+BŌKUN
https://www.jtbbokun.jp/

https://gfjtb.co.jp/

GoodFellows JTB

チケット流通プラットフォーム

入場チケット販売のプラットフォーム

や（上図）、体験アクティビティ商品や

ツアー商品の予約販売・在庫管理のプ

ラットフォームを提供（下図） 。

事業者におけるD2Cの取り組みや、非

接触でのオペレーションの実現を支援。

訪日旅行者にも対応

https://www.jtbbwt.com/government/service/solution/ict-kankou/maas/tourism-platform-gateway/

https://www.jtbbwt.com/government/service/solution/area-management/degital-marketing/chiiki-kyoso/
https://press.jtbcorp.jp/jp/2022/03/maasnikko-maas39.html
https://www.jtbbokun.jp/
https://gfjtb.co.jp/
https://www.jtbbwt.com/government/service/solution/ict-kankou/maas/tourism-platform-gateway/


観光地整備・運営支援（地域向け商品・サービス）

41

※日本マーケティングリサーチ機構調べ

(2021年12月期 ブランドのイメージ調査)

ふるさと納税

全国の名旅館・ホテルでの宿泊や日帰

り入浴、食事など、旅や交流をギフト

としてお届け。

旅・交流の
カタログギフト

ブランディング
プロモーション

一般販売の「るるぶ」や、法人向け特

注「るるぶ」で、ブランディングやプ

ロモーションをサポート。1925年創刊

の「JTB時刻表」でも、地域のプロモー

ションが可能。

旅行好きが利用したいふるさと納税サ

イト№1 (※) を獲得した「ふるぽ」、

地域と企業をつなぐ「ふるさとコネク

ト」で、生活者や企業と地域を橋渡し。

たびもの撰華

JTBパブリッシング発刊の図書

訪日旅行者
にも対応

観光を基軸とした地域の整備・運営に向け、物流や金流、情報流のソリューションを提供します。

https://furu-po.com/

https://www.jtb.co.jp/gift/nicegift/tabimono/

https://books.jtbpublishing.co.jp/

https://furu-po.com/
https://www.jtb.co.jp/gift/nicegift/tabimono/
https://books.jtbpublishing.co.jp/


観光地整備・運営支援（宿泊事業者様向け商品・サービス）

42

決済サービス

部屋に設置したQRコードをスマート

フォンでゲストが読み取ると、言語設

定を自動で認識し、スマートフォンが

施設の情報端末に。210施設30,000室へ

導入中（2022年4月時点）。

多言語デジタル
コミュニケーション

予約管理のDX推進

クラウド型基幹システムで、宿泊施設

運営のDXを支援。（上図）

販売チャネルの統合管理システムで、

宿泊予約の残室管理や料金設定、予約

情報管理業務を効率化。（下図）

宿泊施設公式サイト用の予約・事前決

済のシステムを提供。（上図）

専用決済端末により、宿泊・観光施設

窓口での多様なキャッシュレス決済を

実現。（下図）

Kotozna In-room

C→REX
TL-リンカーン

訪日旅行者にも対応

TL-リンカーンは、株式会社リクルート様との合弁会社
である株式会社シーナッツのソリューションです。

地域への誘客の核となる宿泊事業者様の課題に着目し、経営や事業を支援するソリューションを提供します。

インチャージ7

Book & Pay

https://incharge7.jp/

https://product.jtb-jbi.co.jp/jtbbookandpay/

https://www.seanuts.co.jp/product/lincoln/

https://www.jtb.co.jp/crex/

https://www.jtbbwt.com/government/service/solution/inbound/preparation/kotozna-in-room/

https://incharge7.jp/
https://product.jtb-jbi.co.jp/jtbbookandpay/
https://www.seanuts.co.jp/product/lincoln/
https://www.jtb.co.jp/crex/
https://www.jtbbwt.com/government/service/solution/inbound/preparation/kotozna-in-room/


観光地整備・運営支援（観光人材領域サービス）
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• 全国グループネットワークと独自のコ

ンソーシアムモデルによる人材供給力

• 高品質な人材を提供するための独自の

教育プログラムの活用

• 請負化による施設運営の効率化

旅行業界向け
人材派遣サービス

ツーリズム産業向け
総合人材サービス

ワールドホールディングス様の保有す

る人材募集・採用・管理ノウハウと、

JTBグループが保有する独自のホスピタ

リティメソッドにのっとった人材育成

ノ ウ ハ ウ を 融 合 し 、 新 た な 人 材 ソ

リューションサービスを提供。

株式会社ジェーシービー（JCB）様との

合弁企業グループのJ&Jヒューマンソ

リューションズでは、添乗員をはじめ

旅行業界に精通した即戦力となるプロ

フェッショナル人材を派遣。

J&Jヒューマンソリューションズの

人材派遣サービス

JWソリューションの

人材サービスの特徴

訪日旅行者にも対応

観光人材の不足や、産業の競争力を高める人材育成を課題と捉え、人材領域のソリューションを提供します。

https://www.jwsol.co.jp/

https://www.jjhs.co.jp/

https://www.jtbbwt.com/government/service/solution/area-support/kankou/kankoujuku/

食農観光塾

食･農･観光の視点を備えた地域リー

ダーを発掘･育成し、交流人口の拡大に

向けた中山間地での仕組みづくりを支

援。

食農観光塾

https://www.jwsol.co.jp/
https://www.jjhs.co.jp/
https://www.jtbbwt.com/government/service/solution/area-support/kankou/kankoujuku/


観光地整備・運営支援（施設空間・運営サービス）
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施設運営
管理

不動産
コンサル
ティング

設計
デザイン

建物管理

資産活用コンサル

観光・公共施設管理

交流空間デザイン

耐震・劣化診断

法規制適合検証

設計・施工・監理

不動産仲介

（売買・賃貸）

施設活用支援

空間ソリューション

高品質な運営力と集客力で、全国60カ

所以上の施設を戦略設計から実行支援

まで運営プロデュース。施設を交流拠

点と捉え、人と地域の交流を生み出す

ことで地域全体の持続的な価値と地域

社会の豊かさ向上を実現。

施設運営の
総合プロデュース

総合的な
宿泊施設空間づくり

全国展開の情報ネットワークと営業網

を活かし、宿泊施設様の総合パート

ナーとして、宿泊するお客様の快適さ

と運営の利便性を考慮した、魅力ある

施設づくりを提案。

不動産仲介や建物管理、施設施工のノ

ウハウを活用し、空間ソリューション

を提供。

不動産フルラインサービスプロバイ

ダーである日本管財グループ様とも資

本提携し、取り組み内容を高度化。

大規模複合施設や文化施設、

観光案内所の管理・運営に携わる事業領域の全体像

商事事業（JTB商事）

訪日旅行者にも対応

ハード整備から運営管理まで、交流の拠点となる施設へのトータルソリューションを提供します。

https://www.jtbtrading.co.jp/houjin/shukuhaku/consalu/hanjyo.html

https://jtbest.co.jp/ https://www.jtbcom.co.jp/service/areamanagement/facility/

https://www.jtbtrading.co.jp/houjin/shukuhaku/consalu/hanjyo.html
https://jtbest.co.jp/
https://www.jtbcom.co.jp/service/areamanagement/facility/
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パートナー JTB パートナー

JV

提供：２０２５年日本国際博覧会協会

観光開発・
運営スキームの高度化

2025年大阪・関西万博の開催や、観光

振興に向けた公共政策である日本型IR

（統合型リゾート）を機会と捉えて、

サービスの高度化を加速。

万博・IRデスティネーション開発

戦略エリアを特定し、一つのビジョン

の下、既存コンテンツと新たに創出す

るコンテンツを有機的に接合。エリア

をテーマパークのように見立てて、エ

コシステム構築を通じて地域の持続的

な発展に貢献。

たとえば不動産や金融、地域事業者な

ど多様なノウハウを持つ事業パート

ナー様と連携し、持続的な運営スキー

ムを構築。

開発・運営スキームの一例

デスティネーション開発の世界観

訪日旅行者にも対応

コンテンツの自主的な開発運営や、コンテンツ間の有機的な連携創出により、地域の持続的発展を実現します。

沖縄での取り組み事例 https://jtb-okinawa.co.jp/oddp/

• 二次・三次交通など観光インフラの整備運営

• 体験施設やアクティビティなどの開発運営

• 重要な観光資源の開発への参画や出資

• 観光関連施設のバリューアップ・参画

https://jtb-okinawa.co.jp/oddp/


Column

JTBグループでは、様々なコンテンツの在庫管理や販売のシス

テムを時代に先駆けて構築してきましたが、時間の経過とともに

複雑化やサイロ化が進み、ビジネス変革に向けたシステム面の課

題が顕在化していました。

そのため、ビジネスとITの懸け橋となる、整合性の取れたシス

テムの在り方としてエンタープライズ・アーキテクチャ（EA）

を策定し、DXを支えるシステムの最適化に取り組んでいます。

EAでは、顧客・業務ニーズへの迅速な対応に向けた「アジャイ

ル・サステナブル・リーズナブルなITシステム構築」を方針とし

て掲げています。

エンタープライズ・アーキテクチャの

策定

TRIPSⅡ(1974-1980）

鉄道や航空、宿泊施設を一元的に予約できるシステムを

先進的に開発

アジャイル

サステナブル リーズナブル

顧客・業務ニーズへの
迅速な対応の実現
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企業向けコミュニケーション領域（インナー・アウター）

ビジネスソリューション事業戦略

成長戦略として、企業課題を起点としたソリューション ビジネス拡大に取り組む
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Meetings & Events（M&E）
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Strategic Meetings Management（SMM）

世界各地からの登壇による

オンラインイベントの運営

グローバル拠点を活用した
Live Broadcasting

企業戦略の達成に向け、ビジネスイベ

ントを統合的に管理。KPI設定や運用プ

ロセスチェック、運営、データ分析な

ど包括的なサポートで、実施効果の向

上と可視化を実現。CVENT社のシステ

ムも活用し、データに基づく効果検証

を実施。日本企業のみならず、世界各

国の企業ニーズに対応。

ビジネスイベント
統合管理の包括サービス

様々なスタイルの
ビジネスイベント運営

企業のアウター課題やインナー課題を

的確に捉え、リアルやオンライン、ハ

イブリッドなど多様なスタイルのビジ

ネスイベントを企画運営。日本国内の

みならず、世界各地での開催にも対応。

世界各地から登壇が行われるオンライ

ンイベントの運営時に、登壇者現地の

JTBスタッフがアテンドすることで、高

いホスピタリティと運営の安定性を実

現。

訪日渡航者にも対応

M&Eを戦略の重点テーマと定め、企業のアウター (顧客)・インナー (従業員) 課題の解決をサポートします。

M＆Eの詳細は、こちらをご覧ください。https://www.jtbbwt.com/business/service/solution/meeting-event/

https://www.jtbbwt.com/business/case-study/solution/medical/detail/id=1808

https://www.jtbcom.co.jp/service/event/meeting/smm/

https://www.jtbbwt.com/business/service/solution/meeting-event/
https://www.jtbbwt.com/business/case-study/solution/medical/detail/id=1808
https://www.jtbcom.co.jp/service/event/meeting/smm/
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WILL CANVAS

（組織開発コンサルティング型クラウド）

Benefit Station

福利厚生サービスHRサーベイ

25年にわたる独自のワーク・モチベー

ション理論の研究を基に、組織課題の

把握から解決をワンストップで提供で

きるHRサーベイを、JTBコミュニケー

ションデザインが開発。従業員意識調

査をベースに、組織の状態を定量的に

可視化し、組織の自律的な変革を促す

ための具体的な施策を提案。

株式会社ベネフィット・ワン様が提供

す る 業 界 最 大 の 福 利 厚 生 サ ー ビ ス

「Benefit Station」で、従業員の「福

利厚生支援」「健康支援」「教育・研

修支援」を実現。

※株式会社ベネフィット・ワン様とJTB

は事業提携を締結。

EVPを戦略の重点テーマと定め、企業のインナー課題の解決をサポートします。

EVPの詳細は、こちらをご覧ください。https://www.jtbbwt.com/business/service/solution/benefit/evp/

https://www.willcanvas.jtbcom.co.jp/

https://corp.benefit-one.co.jp/service/bs/

https://bs.benefit-one.co.jp/bs/pages/bs/top/top.faces

モチベーションとホスピタリティの独

自メソッドにのっとった人材育成コン

サルティングサービスを提供。企業や

官公庁など、1,000組織を超える幅広い

産業への支援を実施。

法人向け人材育成
コンサルティング

人材育成コンサルティングサービス

https://www.jtbcom.co.jp/service/hrsolution/person/

「人と組織」の課題に対し、
JTBコミュニケーションデザインのできること

人材力を高める
組織を創り、動かす「人」こそ、企業経営の基盤です。
個のスキルやマインドを高めることで、組織力全体の底上
げを図ります。

組織内コミュニケーション力を高める
社員間や、経営と現場など、組織のあらゆるコミュニケー
ションを最適化することで、企業の成長を加速させます。

理念・ビジョンを社内外に浸透させる
企業が目指す将来の姿や、組織として共有すべき価値観や
行動基準を社内外に共有することで、企業価値を高めます。

1

2

3

https://www.jtbbwt.com/business/service/solution/benefit/evp/
https://www.willcanvas.jtbcom.co.jp/
https://corp.benefit-one.co.jp/service/bs/
https://bs.benefit-one.co.jp/bs/pages/bs/top/top.faces
https://www.jtbcom.co.jp/service/hrsolution/person/


総務系ソリューション・経費削減サービス
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でんきJTB の取り組み

（コスト削減の一例）

JTB-VCN（JTB-Virtual Credit Number）

JTBビジネストラベルソリューションズ

※世界的なトラベルマネジメントカンパニーの

CWT(CW Travel Holdings, N.V.) との合弁会社

社内経費精算の効率化

観光関連事業者様をはじめとした企業

向けに、電力供給事業を実施。需給管

理業務を内製化し、独自ロジックの構

築で、適切なコスト削減と安心・安定

の供給を実現。電気代の一部を還元す

ることで地域の活性化にも貢献。

電力供給総合的な出張管理

出張関連業務の一元管理により出張の

最適化を実現する、ビジネストラベル

マネジメント（BTM）を提供。

JTBのホスピタリティとCWT ※ の先進

的な知見を活かすことで、BTMのリー

ディングカンパニーとして事業展開。

データに基づいた提案と改善を通じ、

渡航手配や旅費精算、規程管理、安全

管理など最適なソリューションを提供。

旅費精算を中心に経理業務を効率化す

る経費精算システムJ’s NAVI NEOを提

供。JTBの出張・チケット手配の知見に

基づいた、使いやすいシステムを開発。

電子帳簿保存法にも対応。（上図）

精算業務の効率化に向け、バーチャル

（カードなし）でMastercard®ブラン

ドのカード番号を発行する仕組みを提

供。（下図）

J’s NAVI NEO

https://denki.jtbcom.co.jp/

https://www.jtbbwt.com/education/service/solution/u/management/business-travel-expense/jtb-vcn/
https://www.jtb-cwt.com/

https://www.jsnavineo.com/

管理部門向けのソリューション提供を通じて、企業の総務系課題の解決をサポートします。

https://denki.jtbcom.co.jp/
https://www.jtbbwt.com/education/service/solution/u/management/business-travel-expense/jtb-vcn/
https://www.jtb-cwt.com/
https://www.jsnavineo.com/


Column

訪日インバウンドを専門に取り扱うJTBグローバルマーケティ

ング＆トラベルでは、海外賓客（王族や首脳、閣僚など）の来

日公務に際して、国際的な儀礼上のルールにのっとり、輸送・

接遇業務をトータルに運営管理するノウハウを有しています。

（Protocol Logistics Management)

国際博覧会や主要国首脳会議、皇室行事など規模が大きな催

事では、数百名を超えるスタッフや車両の管理支援を実施して、

空港での接遇や宿泊輸送の手配管理を担い、開催をサポートし

ています。

https://www.jtbgmt.com/en/mice/feature_ja

国際イベントにおける海外賓客への対応
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サービス例：懇親イベント

施設内会場

専門スペース、コーポレートブース、

VIPルームの設置等

敷地外会場

近隣のホテル、会場隣接地の特設会場

飲食

コース料理、ブッフェ

エンタテイメント

往年の名選手トークショー、現役選手との交流会、

音楽ライブ、参加者間の交流等

事業戦略を横断する取り組み
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スポーツホスピタリティ

長野県大町市

信濃おおまち みずのわプロジェクト

企業×地域

株式会社 明治 様が推進する「腸活」を

テーマに、中高生向けの教育プログラ

ム「おなかの学校」を、文部科学省の

学習指導要領・探究学習のプロセスに

のっとって共同開発。

学校×企業企業×スポーツ

特別かつ上質なサービスとスポーツ観

戦を組み合わせて商品化。感動体験の

共有を通じて、人と人が集い、絆を育

むきっかけを創造し、企業とステーク

ホルダーの関係性を強化。

企業の課題を地域と結び付けて効果的

に取り組むために、多様な主体による

プロジェクトを組成。

上質なおもてなし+スポーツ観戦

感動体験の長期にわたる共有

企業とステークホルダーの関係性の強化

訪日旅行者
にも対応

訪日旅行者
にも対応

https://press.jtbcorp.jp/jp/2021/05/jtb-2021.html

https://www.jtb.co.jp/sports/rwc2023/hospitality/index.asp

https://www.mizunowa-omachi.jp/

「スポーツホスピタリティ」を通じて、企業のエンゲージメント課題の解決をサポートします。
お客様同士をつないで新たな価値を創出することで、社会課題の解決に取り組んでいます。

https://press.jtbcorp.jp/jp/2021/05/jtb-2021.html
https://www.jtb.co.jp/sports/rwc2023/hospitality/index.asp
https://www.mizunowa-omachi.jp/


事業戦略を横断する取り組み
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動画.com for Biz

日本産品（ジャパンブランド）の

輸出拡大支援

地域･企業×海外の日本ファン

持続可能な経済成長と社会課題の解決

に向け、ナノテクやバイオ、環境エネ

ルギーなど先端技術の展示会を主催し、

ビジネスマッチングをプロデュース。

グローバルネットワークを活かし、海

外市場に適したプロモーションも提供。

（市場調査･広告宣伝･相談会開催等）

ビジネスマッチング企業 (顧客･従業員) ×海外

顧客とのコミュニケーションや従業員

の福利厚生向けの、オンラインツアー

のオンデマンド型会員制配信プラット

フォームを運営。海外各地の拠点を活

かした魅力的な映像制作や、オーダー

メイドでの映像制作を実施。

アジア125万人の日本好きコミュニティ

を活用した、会員制デジタルマーケ

ティングを提供。マーケティングやプ

ロモーションに加え、越境ECやメタ

バース空間での交流など、商流や情報

流を創出。

https://www.jtbbwt.com/business/service/solution/meeting-event/outer/douga-com-for-biz/

https://fj-com.co.jp/

国内と海外をデジタルでつなぐ取り組みや、ビジネスをつなぐ取り組みを行っています。

https://www.jtbbwt.com/business/service/solution/meeting-event/outer/douga-com-for-biz/
https://fj-com.co.jp/
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災害発生時の緊急対応サポート

災害協定を締結している自治体・団体の一例

自治体・団体名 締結年月 内容

東京都 平成30年3月
〈ワイドコラボ協定〉の一部
４．防災・減災に関する内容

大阪府・大阪市 平成30年8月
首都圏機能バックアップに向けた取組みに関
する連携協定

国土交通省
東北地方整備局

平成31年3月
「災害時における職員の宿泊施設の確保等の
協力に関する協定」

国土交通省北海
道開発局

令和3年2月
災害時における職員の宿泊施設の確保等の協
力に関する協定（北海道開発局とJTB北海道事
業部・近畿日本ツーリスト北海道との協定）

名古屋市 令和3年6月

大規模災害時における名古屋市及び他自治体
間の応援職員にかかる宿泊施設等の確保に関
する協定(名古屋市・JTB名古屋事業部・総合
提携店 株式会社アトコとの協定）

国土交通省
東北地方整備局

令和4年4月
「災害時等における人員輸送車両の運行業務
に関する協定」

JTBは、自治体や社会インフラ企業と災害協定を

締結し、被災地で活動する職員の方々の宿泊・交通

手配を担っています。

被災地での手配には迅速性や柔軟性、情報収集力

が必要で、パートナー各社様との連携によって、現

地で活動する方々をサポートしています。

2021年8月の豪雨被害における国土交通省東北地

方整備局への職員派遣対応では、行政功労者災害部

門での表彰をいただきました。

自社のノウハウを活かした社会の公器としての務

めを、これからも重ねてまいります。
(2022年8月時点)

目次に戻る（クリック） 55



サステナビリティ

目次に戻る（クリック）



57

持続可能な社会の実現に向けて

1. サステナビリティ推進体制と法令や行動規範の遵守

2. お客様とのコミュニケーションを通じたサステナビリティの推進

3. 限りある地球の資源と生物多様性の保全にむけて

4. 地域社会におけるサステナビリティの推進

5. バリューチェーンと連携したサステナブルなサービスの提供

6. 安心して働けるサステナブルな職場環境を目指して

サステナビリティ方針

マテリアリティ（重要課題）

余暇

働きがい

学び

人材育成

ダイバー

シティ

心豊かなくらし 人々をとりまく環境 パートナーシップ

地域の魅力創出 ステークホルダーとの

つながり

地球上の資源へ

の配慮

3つのマテリアリティを通じて複合的に貢献するゴール

https://www.jtbcorp.jp/jp/sustainability/

https://www.jtbcorp.jp/jp/sustainability/
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脱炭素目標の設定

〔中期目標〕2030年までに自社が排出するCO2排出量の実質ゼロ達成

〔長期目標〕2050年までに事業活動全体でカーボンニュートラル達成

スコープ1：事業者自らによる温室効果ガスの直接排出（燃料の燃焼、工業プロセス）

スコープ2：他社から供給された電気、熱・蒸気の使用に伴う間接排出

スコープ3：スコープ1、2以外の間接排出（事業者の活動に関連する他社の排出）

※スコープ3の目標は、環境省のガイドラインに従って設定。

募集型・受注型企画旅行商品に関する排出を対象としており、

手配型旅行商品に係る排出は含まないものの、削減対策は共通して推進する。

https://press.jtbcorp.jp/jp/2022/05/jtb2050co2.html

https://press.jtbcorp.jp/jp/2022/05/jtb2050co2.html
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サステナビリティの取り組み（商品・サービス）

ルックJTB

こころで旅するCANADA

～Tsunagari tabi～

CO2ゼロMICE® CO2ゼロ旅行®

ESG-BTM（ビジネス・トラベル・マネジメント）

SDGsバーチャルキャンプ

～Be a Global Leader～

サステナブルがテーマの
旅行商品を開発

アジア4カ国と日本の取り組みを比較し

ながら、SDGsの基礎が学べるオンライ

ンプログラムを運営しています。各国

が抱える課題をSDGsの観点から学び、

自分の立場で何ができるかを考えるこ

とで自律性を促し、子どもたちの将来

へつなげていくプログラムです。

SDGs教育のサポート
MICE・旅行・出張の
カーボンオフセット

リジェネラティブ・ツーリズム（再生

型観光）を掲げるカナダ観光局との

パートナーシップの下、サステナブル

な体験や宿泊・食事を通じて、未来に

つなげる旅行商品を開発しています。

エネルギーを再生可能エネルギーに置

き換え、お客様のSDGsの取り組みをサ

ポートします。



https://www.honolulufestival.com/ja/

60

サステナビリティの取り組み（自社活動）

ホノルルフェスティバル

お客様や地域の皆様とJTBグループ社員

が一緒になり、環境美化や交流を通じ

て元気な未来を創造していく活動。活

動内容が評価され、2014年、UNDB-J

（国連生物多様性の10年日本委員会）

が推奨する連携事業に認定されました。

地球いきいき
プロジェクト

杜の賑い

「地域に埋もれた祭りや芸能を発掘し

旅の中でお楽しみいただく」をコンセ

プトに、郷土の伝統芸能を一堂に集め

たJTBグループのオリジナルイベント。

自治体や観光関係機関との連携を拡大

しながら全国各地で開催し、旅行需要

の創出と地域の伝統文化の発展に貢献

しています。

「異民族との文化交流によって平和的

な生き方を模索する」ことを目的とし

て、毎年3月に開催されているハワイ最

大級の文化交流イベント。民族や世代

を超えた交流の輪を広げ、相互理解と

学びの場を提供し、日本とハワイ、環

太平洋諸国との親善の輪を広げ、世界

平和に貢献しています。
※このプロジェクトは、1982年から続く「観光
地クリーンアップキャンペーン」を2012年の
JTB創立100周年を機に改称したものです。

https://www.jtb.co.jp/chiikikoryu/mori/ https://www.jtbcorp.jp/jp/csr/clean/

https://www.honolulufestival.com/ja/
https://www.jtb.co.jp/chiikikoryu/mori/
https://www.jtbcorp.jp/jp/csr/clean/


Column

JTBグローバルマーケティング＆トラベルでは、旅行業界におい

てサステナブル ツーリズムの審査を行う代表的な第三者国際認証

団体であるTravelifeより、2022年3月、最上位の認証である

Travelife Certifiedを取得しました。

また、JTBグループとして同3月、サステナブル ツーリズムの基

準を管理するグローバル・サステナブル・ツーリズム協議会

（GSTC）のメンバーに加盟しました。今後は、ステークホルダー

も含めたバリューチェーン全体で、サステナブルツーリズムを推

進してまいります。

具体的な取り組みとして、JTBヨーロッパグループではスイス政

府観光局と連携し、スイスにおける持続可能なツーリズム

「Swisstainability」を推進しています。スイスでの持続可能な旅

行商品の開発を行うほか、サステナビリティに関する特別プログ

ラムへのサプライヤーの参加を推奨しています。

グローバルスタンダードでの

サステナビリティ推進

GSTC最高経営責任者 (CEO)

Randy Durband 氏

株式会社JTB 代表取締役

社長執行役員 山北 栄二郎

MOU締結式（2022年3月オンライン開催）
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D&I（ダイバーシティ＆インクルージョン）

ダイバーシティ

推進共通ビジョン
多様性を企業の強みに

目標

（目指すべき姿）

多様な価値観と働き方の尊重を通して、企業としての

中長期的な発展、イノベーションの創出を目指す。

https://www.jtbcorp.jp/jp/sustainability/diversity/

目次に戻る（クリック）
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D&I

63

多様な働き方の促進

1992年設立のJTBデータサービスでは、

障害やハンディキャップを有する方々

への働きがいと活躍の機会を創出して

います。

障害者雇用の促進女性の活躍推進

女性営業職のネットワーキングのため

の「なでしこフォーラム」など社員コ

ミュニティ整備や、各種研修、ライフ

イベントに対応した制度の充実を図っ

ています。

多様な働き方の実現に向け、人事関連

制度の充実を図っています。また、証

票類の電子化など、働く場所の制約を

取り除く取り組みを進めています。

ふるさとワーク制度

勤務日数短縮制度

副業ガイドライン

テレワーク勤務制度

新たな勤務制度・規定類の例

HR事業

法人向けの、障害者の雇用定着・

活躍に向けた実務支援サービスの提供。

ビジネスサポート事業

JTBグループ各社の業務サポート、

業務改善を提案。

活躍創出事業

JTB本社ビルの事務用品取次販売や社内連

絡便集配、研修施設の清掃業務を実施。

JTBデータサービスの事業内容

女性の多様な働き方支援研修
http://www.jtb-jds.co.jp/

http://www.jtb-jds.co.jp/


ツーリズム産業の人材育成
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ツーリズム産業の人材確保・育成（次世代育成への貢献）

65

観光教育
（教材制作・検定）

多くの大学で、ツーリズム産業の概論

や、旅行業など観光事業者の経営・事

業に関する講義を開講し、次世代を支

える人材育成に貢献しています。

大学での講義開講
JTBトラベル＆
ホテルカレッジ

1981年に国際観光文化学院（現 JTBト

ラベル＆ホテルカレッジ）を設立。

ツーリズム産業に必要な専門能力・ホ

スピタリティと、社会人としてグロー

バルに通用する人間性と基本能力を備

えた人材の育成に努めています。

各種国家試験対策や旅行業実務、観光

地理などの観光教育に関する教材を制

作しています。

旅行地理などの検定主催や、法人のご

要望に応じた研修のお手伝いも行って

います。

https://www.jtb-college.ac.jp/ https://www.tourism.jp/consulting/sector/education/

https://www.jtb-college.ac.jp/
https://www.tourism.jp/consulting/sector/education/


Column

2021年度から「JTBユニバーシティ学びのSummer Festival」

を開催しています。社員が講師となって情報発信するコンテン

ツなど、普段の研修にはない「サマフェス限定」のプログラム

を多数用意して、いつでも・どこでも・誰でも参加できるオン

ラインイベントとして開催しています。

毎年12月に、ダイバーシティを基盤に、人と人・人と仕事・

人と会社が、デジタルの力でつながって新しい未来を創り出す

「JTB Diversity Week（全社員参加型オンラインイベント）」

を開催しています。

JTBユニバーシティ
学びのSummer Festivalと

JTB Diversity Week

Diversity Week 2021プログラム

JTBグループの人財育成

https://www.jtbcorp.jp/jp/sustainability/employee/
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https://press.jtbcorp.jp/jp/2022/03/2022112.html

基礎研究

68

健康と旅行・
温泉の基礎研究

旅行動向の見通し

毎年の旅行動向の見通しを、年間４回

発表しています（年間動向、GW、夏休

み、年末年始） 。

調査を開始した1969年以来、オープン

データと自社調査を基にした独自の推

計は、観光業界外にも影響を与えてい

ます。

日本健康開発財団では、1974年の設立

以来、温泉等の自然環境を利用した健

康保養システム等の研究・開発や予防

医学に関する事業に取り組んでいます。

中でも「温泉医科学研究所」では、温

泉・入浴と健康を医科学的に研究する

ことを目的に、多様な研究機関や企業、

自治体等と連携を図っています。

観光専門の
シンクタンク

https://www.jph-ri.or.jp/

https://www.tourism.jp/

JTB総合研究所は、ツーリズムの力で地

域社会に貢献することを目的に、2012

年に事業を開始しました。

生活者・旅行者起点でマーケットを独

自に研究するとともに、観光にとどま

らない持続的で全体最適を見据えた地

域活性化、インバウンド、まちづくり、

宿泊・集客施設などのコンサルティン

グや人材育成のための観光教育を手掛

けています。

https://press.jtbcorp.jp/jp/2022/03/2022112.html
https://www.jph-ri.or.jp/
https://www.tourism.jp/


Column

日本人の海外旅行が解禁された直後の1988年から、日本市場の

海外旅行の実態をまとめた「JTBレポート」を発刊してきました。

海外旅行に関する独自の調査分析は、日本人の海外旅行の変遷

や実態を知る定番レポートとして、観光業界だけでなく教育現場

や観光の基礎研究にも活用されています。

https://www.tourism.jp/store/item/whitepapers/jtb-report/

日本市場の海外旅行のすべてが分かる

「JTB海外旅行レポート」
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R&D
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大阪・関西万博を
契機とした取り組み

医療滞在ビザ身元保証機関登録や認証

医療渡航支援企業（AMTAC）を取得し、

医療コーディネーターとして訪日外国

人に対するメディカルツーリズム（医

療インバウンド）に取り組んできまし

た。

近年では、メディカルツーリズムを起

点に、海外展開サポートやITを活用し

たソリューションなど、事業領域間の

シナジー創出にも取り組んでいます。

商品サービス開発・
事業開発の社内公募

既存事業の商品・サービス開発と、新規

事業の開発を、通年で社内公募していま

す。2020年度の事業開発公募では、観

光地でのごみ削減を事業化する取り組み

を選定し、実証実験を重ねています。

リアルとバーチャルの観光体験を融合

させる道頓堀エリアでの観光DX実証実

験を、道頓堀ナイトカルチャー創造協

議会、株式会社NTTドコモ様と行いま

した。

メディカル＆
ヘルスツーリズム

大阪・関西万博「TEAM EXPO 2025」

プログラム・共創チャレンジにも登録

https://press.jtbcorp.jp/jp/2022/02/gome.html

https://press.jtbcorp.jp/jp/2022/03/dotonborixrpark.html
https://j-medical-healthcare.com/

https://press.jtbcorp.jp/jp/2022/02/gome.html
https://press.jtbcorp.jp/jp/2022/03/dotonborixrpark.html
https://j-medical-healthcare.com/


社外との協働

72

法人向け
サービスの強化

大規模再開発プロジェクト「TOKYO

TORCH」を活用した地方創生に関する

連携協定を三菱地所株式会社様と締結

し、大規模屋外広場（TOKYO TORCH

Park）を活用した地方の魅力・文化の

発信や、企業版ふるさと納税による企

業と地域のマッチングに取り組んでい

ます。

デジタル基盤の整備

JTBグループが持つツーリズム産業の

ネットワークやアプリケーションの知

見と、日本アイ・ビー・エム株式会社

様が持つ最新テクノロジーと豊富なIT

人材を融合させることで、テクノロ

ジーを活用したビジネス価値の向上と、

ビジネスを支える高品質なIT基盤の提

供に取り組んでいます。

福利厚生代行サービス 「ベネフィッ

ト・ステーション」をはじめ、企業の

経営課題解決や消費者の利用満足度向

上に資する人事・総務領域のアウト

ソーシングサービスを幅広く展開する

株式会社ベネフィット・ワン様との事

業提携により、相互の強みを活かした

法人向けサービスの強化に取り組んで

います。

地方創生の取り組み

ニュースリリース詳細 ニュースリリース詳細 ニュースリリース詳細
https://press.jtbcorp.jp/jp/2020/10/post-32.html https://press.jtbcorp.jp/jp/2021/08/post-49.html https://press.jtbcorp.jp/jp/2022/04/jtbtokyo-torchjtb.html

2021年4月以降のニュースリリースから抜粋。

最新のニュースリリースはこちら

https://press.jtbcorp.jp/jp/

https://press.jtbcorp.jp/jp/2020/10/post-32.html
https://press.jtbcorp.jp/jp/2021/08/post-49.html
https://press.jtbcorp.jp/jp/2022/04/jtbtokyo-torchjtb.html
https://press.jtbcorp.jp/jp/


社外との協働
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ツーリズム×農業

一般社団法人九州観光機構様、株式会

社セールスフォース・ジャパン様と包

括連携協定を締結し、九州エリアにお

ける観光DXに取り組んでいます。

不動産関連
ソリューションの強化

日本管財株式会社様の持つ不動産関連

ノウハウやネットワークを活かすこと

を目的に、株式会社JTBアセットマネジ

メ ン ト を 合 弁 会 社 化 し 、 エ リ ア ソ

リューション戦略における不動産関連

ソリューションの強化に取り組んでい

ます。

全国農業協同組合連合会（JA全農）様

とJTBは農業支援事業に関する連携協定

を締結し、雇用創出による地域活性化

など地方創生に取り組んでいます。

連携の一環として、JA全農山形様、日

本航空株式会社東北支社様と連携し、

山形県のさくらんぼ流通促進に取り組

んでいます。

観光地DXの推進

ニュースリリース詳細

https://press.jtbcorp.jp/jp/2022/04/jtb-20221.html

ニュースリリース詳細

https://press.jtbcorp.jp/jp/2022/06/jajtbjal.html

ニュースリリース詳細

https://press.jtbcorp.jp/jp/2022/06/jtb-dx.html

2021年4月以降のニュースリリースから抜粋。

最新のニュースリリースはこちら

https://press.jtbcorp.jp/jp/

https://press.jtbcorp.jp/jp/2022/04/jtb-20221.html
https://press.jtbcorp.jp/jp/2022/06/jajtbjal.html
https://press.jtbcorp.jp/jp/2022/06/jtb-dx.html
https://press.jtbcorp.jp/jp/


認証関連
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社会との対話を通じた企業活動の質的向上

75
https://www.jtbcorp.jp/jp/sustainability/assessment/

サステナビリティ推進イニシアティブ参加 社外からの評価

UNWTO 
世界観光倫理憲章

への宣誓

WTTC 世界旅行
ツーリズム協議会
を通じた活動

コード
プロジェクト

CSV開発機構
内閣府

「地方創生テレワーク
推進運動Action宣言」

ダイバーシティ
経営企業100選
（2015年度）

健康経営優良法人
ホワイト500

（2019年度～）

くるみん認定企業
（2020年）

女性活躍推進法に基づく
「えるぼし」認定

（2020年）

グッドキャリア企業
アワード2020

WTTC Safe Travels 
Stamp

グローバル・サステ
ナブル・ツーリズム
協議会（GSTC）

＊掲載されているイニシアティブ参加、社外からの評価は株式会社JTBが対象です。

https://www.jtbcorp.jp/jp/sustainability/assessment/
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コーポレートガバナンスは経営理念の実現に不可欠と捉え、定款に次ぐ上位規定として取り組みを推進します。

基本的な考え方

・株主の権利・平等性を確保します。 ・ステークホルダーと適切に協働します。

・情報開示を適切に行い、透明性を確保します。 ・より実効性の高い内部統制システムを実現します。

https://www.jtbcorp.jp/jp/sustainability/governance/

https://www.jtbcorp.jp/jp/sustainability/governance/
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https://www.jtbcorp.jp/jp/company/organization/

2023年4月1日時点

https://www.jtbcorp.jp/jp/company/organization/


グループ会社一覧

79

JTBグループの事業会社は業種
や事業特性に応じ、次のように
分類されます。

海外グループ企業

■北米／ハワイ／南米
North America / Hawaii / South America

JTB Americas, Ltd. 

JTB Finance Americas Inc.

JTB Cultural Exchange Corporation

JTB USA, Inc. 

Sunrise Plaza Transportation Co.

Sunrise Plaza Transportation of Nevada, Inc.

JTB International (Canada), Ltd. 

Tourland Travel Ltd.

JTB Hawaii, Inc. 

JTB Goodwill Foundation

JTB Hawaii Travel, LLC.

Travel Plaza, LLC.

Travel Plaza Transportation, LLC.

Tachibana Enterprises, LLC.

MC&A, Inc.

Quickly Travel Agencia de Viagens e Turismo Ltda.

Quickly Concierge Servicos Administrativos Ltda.

Tumlare Corporation Inc.

Tumlare Brazil Agencia de Viagens e Turismo Ltda.

■ヨーロッパ Europe

KUONI Travel Investments Ltd.

Travel Plaza (Europe) B.V.

JTB Europe Ltd.

JTB Viajes SPAIN S.A.

JTB Germany GmbH

Travel Plaza Netherlands B.V.

City Circle UK Ltd.

Tumlare Corporation A/S

Tumlare Corporation Hungary kft

Tumlare Corporation Croatia d.o.o.

Tumlare Corporation AS

Tumlare Corporation Sweden AB

OY Tumlare Corporation AB

Tumlare Corporation (Estonia) O.U.

Tumlare o.o.o.

Europamundo Vacaciones, S.L.

Kuoni Global Travel Services (Schweiz) AG

GTA-Reisen Gmbh

Kuoni Global Travel Services Italy S.r.l.

Gullivers Travel Associates SA

Kuoni Global Travel Services (UK) Ltd.

Kuoni GTS (France) SAS

Kuoni Destination Management A/S

Kuoni Destination Management Ltd.

Kuoni Destination Management S.p.A.

Kuoni Destination Management B.V.

Kuoni Destination Management s.r.o.

■アジア・パシフィック Asia Pacific

JTB PTE LTD / JTBアジア・パシフィック

JTB PTE LTD / JTB シンガポール支店

JTB (Thailand) Ltd. 

Japan Travel Bureau (Malaysia) Sdn. Bhd 

PT. JTB Indonesia

世帝喜旅行社股イ分有限公司

JTB-TNT (JTBベトナム) 

PT. Kura Kura Indonesia

JTB India Private Limited

Tour East Singapore (1996) Pte Ltd

JTB Asia Pacific Phil. Corp. 

PT. Panorama JTB Tours Indonesia 

BIG S’ Holiday Pte. Ltd.

JTB Oceania Pty Ltd

JTB Australia Pty Ltd

JTB New Zealand Limited 

Tumlare Software Service Pvt. Ltd.

Net Service Holding Ltd.

Kuoni Global Travel Services (India) Pvt.Ltd.

Kuoni GTS (Singapore) Pte.Ltd.

Kuoni Tumlare (Thailand) Ltd.

PT GTA Indonesia

Kuoni GTS (Taiwan) Limited.

Kuoni Tumlare Travel Sdn.Bhd.

■中国 China

上海佳途国際旅行社有限公司

佳天美(広州)国際旅行社有限公司

傑科姆国際会展(北京)有限公司

KGTS (Hong Kong) Ltd.

GTA (Hong Kong) Ltd.

Gullivers (Beijing) Commercial Consulting Services Ltd.

佳天美香港有限公司

JTB(澳門)旅遊有限公司

■ミクロネシア Micronesia

ティーピーミクロネシア

ターシツアーズ&トランスポーテーション

■韓国 South Korea

ロッテ・ジェイティービー(株) 

Kuoni Korea Ltd.

■国内拠点 Japan

株式会社クオニイツムラーレジャパン

国内グループ企業

ツーリズム
株式会社JTBメディアリテーリング

株式会社JTBガイアレック

株式会社トラベルプラザインターナショナル

株式会社JTBグローバルアシスタンス

株式会社Fun Japan Communications

エリアソリューション
株式会社JTBビジネスイノベーターズ

株式会社JTB商事

株式会社JTB沖縄

株式会社JTBパブリッシング

株式会社PULS

中国ターミナルサービス株式会社

株式会社グッドフェローズJTB

株式会社JTBアセットマネジメント

ビジネスソリューション
株式会社JTBビジネストラベルソリューションズ

株式会社JTBコミュニケーションデザイン

株式会社JTB Next Creation

グローバル
株式会社JTBグローバルマーケティング&トラベル

事業基盤機能
株式会社JTB総合研究所

株式会社JTBビジネストランスフォーム

株式会社JTBデータサービス

独立会社群
ジェイアイ傷害火災保険株式会社

JTB旅連事業株式会社

株式会社J&J事業創造

株式会社JCBトラベル

株式会社J&Jギフト

株式会社J&Jヒューマンソリューションズ

株式会社J&J Tax Free

株式会社JWソリューション

スカイホップバスマーケティングジャパン株式会社

関係団体
一般財団法人日本健康開発財団

学校法人国際文化アカデミー

北米/ハワイ/南米

アジア・パシフィック

中国

ミクロネシア

韓国

国内拠点

ヨーロッパ

株式会社JTB JTB  Corp.

ツーリズム

エリアソリューション

ビジネスソリューション

グローバル

事業基盤機能

独立会社群

関係団体

国内グループ企業

海外グループ企業
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財務情報
https://www.jtbcorp.jp/jp/company/accounts/
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⚫ 中期経営計画フェーズ1のフェーズのテーマとして掲げていた「緊急コスト削減」「構造改革実行」

「回復・成長への基盤づくり」を完遂しました。

⚫ 結果として、経常利益および純利益の黒字化を実現しました。

2021年度 連結PL概要

82

2021年度 2020年度 20年度比増減 20年度比増減率 同19年度比

売上高 5,823 3,721 +2,102 156.5% 45.2%

売上総利益 1,736 1,081 +655 160.6% 62.3%

販売管理費 1,785 2,057 ▲272 86.8% 64.3%

営業利益（▲損失） ▲49 ▲976 +927 (5.0) ＋→▲

営業外損益 87 233 ▲145 37.6% 757.2%

経常利益（▲損失） 39 ▲743 +781 ▲→＋ 151.7％

特別損益 248 ▲307 +555 ▲→＋ 801.8%

税金等調整前
当期純利益（▲純損失）

287 ▲1,050 +1,336 ▲→＋ 508.2%

純利益（▲純損失） 285 ▲1,052 +1,336 ▲→＋ 1726.0%

（億円 ・ %）



2021年度 連結B/S概要
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2021年度末 2020年度末
前期比
増減

前期比
増減率

流動資産 567,430 496,210 71,220 114.4

現金及び預金 345,904 369,239 ▲23,335 93.7

営業未収金 他 157,591 72,070 85,521 218.7

有価証券 3,787 1,175 2,612 322.3

前払金 16,126 27,590 ▲11,464 58.4

短期貸付金 135 4 131 3,375.0

その他 43,887 26,132 17,755 167.9

固定資産 142,057 162,525 ▲20,468 87.4

建物・構築物・土地 21,902 41,186 ▲19,284 53.2

ソフトウェア 8,332 20,768 ▲12,436 40.1

ソフトウェア仮勘定 750 1,471 ▲721 51.0

のれん 1,322 1,675 ▲353 78.9

投資有価証券 43,578 50,497 ▲6,919 86.3

繰延税金資産 10,471 10,893 ▲422 96.1

その他 55,702 36,035 19,667 154.6

資産合計 709,487 658,735 50,752 107.7

2021年度末 2020年度末
前期比
増減

前期比
増減率

負債合計 600,267 611,209 ▲10,942 98.2

営業未払金 他 82,519 58,162 24,357 141.9

借入金（短期・長期） 61,104 107,638 ▲46,534 56.8

前受金 53,764 69,785 ▲16,021 77.0

商品券・旅行券 93,471 91,496 1,975 102.2

旅行積立 (短期・長期) 52,185 58,557 ▲6,372 89.1

預り金 126,897 100,345 26,552 126.5

繰延税金負債 4,342 5,304 ▲962 81.9

その他 125,985 119,922 6,063 105.1

純資産合計 109,220 47,526 61,694 229.8

資本金 100 100 0 100.0

資本剰余金 32,665 2,217 30,448 1,473.4

利益剰余金 80,094 52,954 27,140 151.3

その他包括利益 ▲4,473 ▲9,780 5,307 (45.7)

非支配株主持分 834 2,035 ▲1,201 41.0

負債・純資産合計 709,487 658,735 50,752 107.7

（百万円 ・ %）


