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地球を舞台に、あらゆる交流を創造する

交流創造事業
J T Bグ ル ープ の 事 業ドメイン は「 交 流 創 造 事 業 」で す 。
J T B 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 起こします 。

All across the world...

Bringing people,
places and possibilities together
The core mission of the JTB Group is to generate value by bringing people, places and
possibilities together in innovative ways. Through unrivaled products, services, systems and
solutions, we deliver excitement and unforgettable experiences to individuals, businesses and
institutional customers all around the world.
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Top Message

地球を舞台に
「新」交 流時代を切り拓く
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株式会社JTB
代表取締役 社長執行役員

山北 栄二郎
Eijiro Yamakita
President & CEO
JTB Corp.

JTBグループは、外国人観光客の誘致、斡旋を目的に「ジャパン・
ツーリスト・ビューロー」
として1912年に創業しました。以来、常
に世界のお客様と向き合い、地球を舞台に交流創造事業を展開
してまいりました。
これまでの1世紀以上にわたり、世界発・世界
着の人々の交流を創造し、平和で心豊かな社会の実現を目指し
ています。個人のお客様の夢、幸せの実現のための旅行はもと
より、法人のお客様の様々なビジネステーマ、社会課題の解決
を図るため、ビジネス旅行、MICE、福利厚生、出版、商事、デジタ
ルソリューションなど多様なサービスを提供しております。
社会のあらゆる局面でデジタル化が進む中、国境を越えたボー
ダレスなコミュニケーションはさらに多様化、活性化し、交流の
あり方そのものも大きく変わりつつあります。テクノロジーの発
展は場所や時間の制約から人々を解放し、バーチャルな体験も
さらに普及していくでしょう。それでもなお、
「 感動」の本質は五
感で感じるリアルなものであり、安心、安全な形でリアルな「交
流」を実現し、お客様の笑顔、感動をつないでいくことが私たち
の使命であると考えます。

「感動のそばに、
いつも。Perfect moments, always」
私たちJTBグループ22,000 名の全社員が、胸に刻んでいるブラ
ンドスローガンです。
人々が自ら実際に体験や交流することで得られる
「感動」の価値
は薄れることはありません。私たちは交流創造事業をとおして、
個人、法人のお客様、そして地域、社会のツーリズムを取り巻く
様々なステークホルダーの皆さまと深い関係性を築きながら、
それぞれの課題解決や成果を実現し
「感動」
をお届けしてきまし
た。
これらを支えてきたのは社員一人ひとりが持つ「人間の力」
にほかなりません。確固たるデジタル基盤の上に人財の強みを
生かしながら、変わりゆく新しい時代を敏感に捉え、お客様に
「価値」
と実感いただけるサービスやソリューションの提供を追
求していきます。人をつなぐ、笑顔をつなぐ。JTBグループはこれ
からも地球を舞台に、ツーリズムに関わるあらゆるパートナー
の皆さまとともに「新しい交流時代」を切り拓き、持続可能な社
会の実現に貢献してまいります。
引き続き、皆さまのご支援とご愛顧をお願い申し上げます。

Pioneering New Way to Bring People,
Places and Possibilities Together
The JTB Group traces its roots back to 1912 when “Japan Tourist Bureau” was
formed to attract international travelers to Japan and assist with their travel needs.
While our activities and clientele have expanded greatly since then, the JTB Group
remains aligned around a core purpose: bringing people, places and possibilities
together.
Today’s JTB Group is about far more than just travel. We offer a vast array of
products, services and solutions ranging from business travel, MICE and employee
benefits to publishing, merchandising and digital solutions. Whether you are an
individual planning the trip of your dreams, a corporation seeking to achieve
specific business objectives, or a government agency eager to develop sustainable
solutions to regional challenges, the JTB Group has the expertise, resources and
global reach to help.

another. I believe that the JTB Group’s mission is to bring the depth, discovery and
delight of real experience to our customers along with the heightened attention to
safety and health protocols required in this new era.
“Perfect moments, always”.
To the 22,000 professionals who make up the JTB Group, these words are more
than just a slogan. Connecting people, places and smiles. Collaborating with
industry partners. Developing innovative services and solutions that enable our
customers to connect more deeply and meaningfully. Contributing to the creation of
sustainable communities and a more peaceful and interconnected planet.
No matter how the world changes, the JTB Group remains as committed now as
109 years ago to delivering unrivaled excitement, value and satisfaction. At its
essence, JTB’s legacy resides in the bonds of trust we have forged with our
customers, communities and stakeholders.

In today’s Internet age, online technology continues to rapidly transform every facet
of our personal and professional lives, making communication increasingly
borderless and drastically altering the way we interact. While digitalization may
liberate us from the constraints of time and place, true joy can only be known
through real experience.

The JTB Group is poised to embark on the next exciting chapter in its incredible
journey, staying attuned to and aligned with the evolving needs of a new era,
maintaining its position as a digital trailblazer, and delivering real value that our
customers can feel.

Only when the five senses are engaged can we fully encounter the world and one

We look forward to serving you!
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JTBグループ社員が胸に刻む
Our Guiding Compass

The JTB Way
お 客 様 に「価値ある出会い」を提供し続けるために、
世 界 中で 働くJ TBグループの社員たちが
思 いを一つにして実践する誓 いです。
The JTB Way is a pledge made by each and every member of the JTB Group.
The principles enshrined in the JTB Way unite and align us in our values and convey
our commitment to stand by our customer’s side and to deliver unrivaled satisfaction
and unsurpassed value through innovative,industry-leading solutions and signature JTB service.

JTBグループ経営理念
The JTB Group Mission

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。
We strive to foster peace and global interconnectedness
through the creation of opportunities for
meaningful human interaction.

私たちがお客様に約束すること
Our Promise to the Customer

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、お客様に感動と喜びを提供します。
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」を創造し続けます。
We deliver excitement and unforgettable experiences to our customers through
the creation of opportunities to explore and experience the Earth’s majestic
beauty and humanity’s rich historical and cultural heritage.
To our customers we owe our first 100 years of success.
We continue to build on that success by delivering products, services and
solutions that surprise and delight.
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ブランドスローガン Branding Slogan

JTBグループ経営理念
The JTB Group Mission

お客様に感動を提供するため、近しい存在であり続けること。
お客様が感動で満ち足りたとき、その傍には我々がいること、を約束したもの。
At JTB, we leave no stone unturned in our relentless pursuit of customer satisfaction.

私たちがお客様に
約束すること

We define ourselves by the intensity of our customers’ smiles.

（ブランドスローガン）
Our Promise to the Customer
(Branding Slogan)

私たちが大切にすること
Our Values
お客様満足の追求 ｜ Commitment to Customer Satisfaction

私たちが大切にすること
Our Values

お客様の多様なニーズを確実に捉え、期待を超える価値を提供することで
お客様満足度NO.1に挑戦し続けます。

We seek to achieve unsurpassed levels of customer satisfaction by understanding the
needs of our customers and consistently exceeding their expectations.

株主への責任 ｜ Responsibility to Stakeholders
不断の事業革新により、企業価値を高めるように努め、株主の期待に応えます。

We satisfy our stakeholders by creating enhanced corporate value through continuous
innovation.

事業パートナーとの共栄 ｜ Fair Dealing with Business Partners
事業パートナーとは公明･公正な関係に徹し、お互いの繁栄をめざします。

We strive for fairness and Win-Win outcomes in our relationships with our business
partners.

自律創造型社員としての行動 ｜ Employee Initiative and Creativity
多様性を持った社員一人ひとりが、意欲的に能力と個性を発揮する「人財」
として、新たな価値を創造し続けます。

JTBグループ行動規範
JTB Group Code of Conduct

Our employees actively tap their unique talents and strengths to generate additional
value.

社会への貢献 ｜ Social Responsibility
公正かつ透明な企業活動に努め、人々の交流の拡大を通じて地域社会の発展
に貢献します。

Through equitable and transparent corporate practices, we contribute to the development
of the communities in which we operate.

地球上の資源への配慮 ｜ Global Conscience
自然環境・歴史的遺産・人々の織りなす文化など、地球上のかけがえのない
資源を大切にします。

We care deeply about the Earth’s environment and humanity’s rich cultural and historic
diversity.

事業ドメイン（事業領域）
：交流創造事業
Bringing people, places and possibilities together

JTB GROUP PROFILE
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ONE JTB

O N E J T Bでの 取り組 みによる、
高 いレベ ルで のお 客 様 実 感 価 値 の 追 求
Through the ONE JTB initiative,
we are working to deliver
a high level of real value
experience for our customers.

交流創

All across the world... Bringing people,

Area Solutions

エリアソリューション

人 流 や 商 流 を 支 える「 仕 組 み 」や「 コン テン ツ 」を 創 出し 、
持 続 的 なビジネスモデ ルとして拡 大 する。
Creating the means and content supporting the flow of people and
goods, we seek to expand solutions as a sustainable business
model.

商事／出版／決済／他

Trading/Publishing/Payment/Other

ツーリズムの広がりの中で得られた、お客
様・事業パートナー様との接点や、蓄積した
ノウハウやリソースを活かし、新たなソリュー
ションやビジネスモデルを構築していく

交流創造事業の拡大
Expansion of Opportunities for
Bringing People Together

Tourism
ツーリズ ム

（トラベル・地 域 交 流 ）

交 流 創 造 事 業 の 中 核・基 盤
不 断 の ビジネスモデ ル 変 革 に 取り組 み 、
持 続 性 の 高 い ビジネスモデ ルを追 求 する。

旅 行（ 法 人・個 人 ）／ 地 域 交 流

ONE JTB
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交流創造事業の拡大
Expansion of Opportunities for
Bringing People Together

3つの事業戦略をそれぞれに分けて推進するのではなく、ONE JTBとして3つの事
業戦略を掛け合わせて取り組むことによって、より高いレベルでお客様の実感価
値を追求します。また、3つの事業戦略を推進することで各事業が成長するだけで
はなく、相互に関連する領域においても連携して取り組むことで、シナジーが発揮
され、結果として交流創造事業全体が拡大していくことを目指します。
ONE JTB seeks to provide customers with a higher level of real value experience, by combining

造事業

three business strategies into one set of initiatives rather than carrying them out individually.
Besides growing each business, the three strategies are aimed at achieving synergy through tie-ups
across mutually related areas, resulting in overall expansion of services that bring people together.

places and possibilities together

Business Solutions
ビジ ネスソリューション

企 業 の 課 題 解 決 の P D C A に 寄り添 い 、幅 広 いソリューショ
ンの 提 供を通じて法 人 営 業 の 進 化を図る。
Providing a wide range of solutions that help companies apply the
PDCA (Plan, Do, Check, Act) cycle to their problem solving, we are
helping to advance corporate business.

旅 行 ／コミュニケーション／ 総 務 系ソリューション

Travel/Communication/Administrative Solutions

Drawing on our connections with customers
and business partners, and our store of
knowledge and resources, gained through the
spread of tourism, we are building new
solutions and business models.

交流創造事業の拡大
Expansion of Opportunities for
Bringing People Together

Core and foundation of our business
We are pursuing the ultimate in sustainable business
models through never-ending innovation.
Travel (Corporate/Individual)/Community Connections

JTB GROUP PROFILE
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Tourism
(Leisure Business)
ツーリズム（個人）

お 客 様 のカスタマージャーニーに寄り添った
” 実 感 価 値 ” の 提 供を
We seek to provide real value that customers can feel,
personalized to their Customer Journey.
多様化するお客様のニーズに対応するため、

To meet the diversifying needs of individual customers, we

全国に広がる店舗網、
コールセンター、Web

provide a variety of sales channels, from our nationwide

やオンライン相談といった多様な「販売チャ

network of branch offices and call centers to website and
online consultation, along with the trip arrangement and

ネル」
と、魅力的な商品を創り上げる「仕入・

planning functions for creating compelling products. We are

企 画 機 能 」で 構 成されています。日常 から

constantly working to offer the optimal experience before,

旅マエ・旅ナカ・旅アトにおける体験やライフ

during, and after the trip, personalized to the customer
jorney and to the life stage of each individual.

ステージに合わ せ た お 客 様 のカスタマー
ジャーニーに寄り添い、一人ひとりに最適な

JTB公式サイト

ご提案を心がけています。

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

カスタマ ー ジャー ニ ー 上 で 実 現 する 体 験 価 値
旅マエ

日常

Everyday life

旅ナカ

Before trip

During trip

プ ロ のご 提 案 Proposals by professional
オン ラ インコンシェル ジュ Online concierge
情報収集
Information
gathering

検索比較
Search and
compare

相談・予約・
出発準備
決済
Consultation,
reservation,
payment

Preparation
for departure

現 地 サ ポ ート

移動

Transit

情報収集
Information
gathering

Local support

検索比較
Search and
compare

体験

Experience

コ ロ ナ 禍 で の 新 た な 取 り 組 み と S N S（ 一 例 ）
旅マエ
Before trip

JTBダイナミック
パッケージ MySTYLE
https://www.jtb.co.jp/
kokunai/dynamic_air/

旅ナカ
During trip

スマートハワイ
（アプリ）
https://www.jtb.co.jp/
lookjtb/service/hawaii/

Tourism(Leisure Business)
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オンライン相談

Online Consulting

Online Consulting

オンライン 相 談

店 頭・コ ー ル センター・W e b 予 約 に 加え、オンライン
相 談も可 能 に 。
オンライン相談により、
自宅にいたまま、お客様がスタッフ
の得意エリアや得意ジャン
ル等から相談予約する社員
を指名できるなど、お客様
の目的を叶える満足な旅の
実 現 を お 手 伝 いしま す 。

Online consulting is offered in addition to branch offices, call center,
and website reservations.
Online consulting lets customers make appointments for
consultations from their home with the staff of their choice, based on
specialty area and genre, who will help them achieve a journey truly
fit to their purpose. Consultation and reservations can be geared to
the customer’s desires and situation; for example, reserving a trip
from home on the web based on consultations at a branch office, or
making a call center reservation after online consulting.

また、店舗で相談したこと
をご自宅でWeb予約したり
オンラインで相談したこと
をコー ル センターで 予 約
したり、お 客 様 のご 希 望 、
ご都合に合わせたご相談・

オンライン相 談

ご予約を実現します。

https://stores.jtb.co.jp/cc-0001

Real Value Experience along the Customer Journey

旅 アト

日常

旅マエ
Before trip

After trip

Everyday life

ア ン ケ ート回 答・フィードバック・イン スタ・
オン ラ イン 交 流・学 習 セミナ ー など

お 出 か け・ラ イフ スタイル 情 報 の
発 信 や イベ ント、S N S など

Questionnaire, feedback, Instagram, online exchange, seminars, etc.

Provision of trip and lifestyle information, events, social networks

思い出の
シェア
Sharing of
memories

アンケート
から改善

Improvements based
on questionnaire
responses

オンライン
交流
Online
exchange

次の旅への
期待
Expectations
for next trip

興味・関心・ モ ノ消 費
（買い物）
学習
Interests,
learning

Consumption
(shopping)

コト消 費

（ イベ ント）
Participation
(events)

SNS動画

Videos on social
media platforms

New Initiatives during the Pandemic and Social Networks (Examples)

旅 アト ／
日常
After trip /
Everyday life

JTB公式
インスタグラム

世界の街歩き
byJTB

https://www.instagram.
com/jtb_jp/?form=
MY01SV&OCID=MY01SV

https://r.qrqrq.com/
Wlw8XK2L

JTB GROUP PROFILE
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Tourism
(Corporate Business)
ツーリズム（法人）

お 客 様 の 期 待を超える価 値 や
成 果を創 出 するビジネスパ ートナーとして
As your partner of choice in the corporate travel market,
JTB stands at the ready to deliver unsurpassed value
and outcomes.
Your Business
Partner

時代や社会環境の変化に伴い、

The issues and needs of customers are growing more diverse

お客様の抱える課題やニーズは複雑化・

and complex with changes in the times and the social

ビ ジ ネ ス パ ートナーとして

多様化しています。

environment.

法 人 の お 客 様 に は 、企 業 、教 育 機 関 、官 公 庁・自治 体 、

To corporations, educational institutions, public agencies and

各種組織のお客様に対して、幅広い事業領域でのサー

municipalities, and other organizations of various kinds, we

ビスを展開。旅行は、私たちができることの、ほんの一部

offer services in a broad range of areas. Travel is just one of

になります。

the many things we do. Drawing on the network and knowhow

世界に広がるJTBグループのネットワークとノウハウを
活かし、ビジネスパートナーとしてお客様の期待を超え
る価値や成果を創出します。

of the global JTB Group, we are ready to deliver unsurpassed
value and outcomes as your business partner.

Travel Business

届けたいのは「旅行」ではなく、その「効果」です

旅行事業

Our goal is to deliver successful outcomes.

どんな 旅 行 にも必 ず目的 があります。お 客 様 の 様々な
課題やニーズに対し、期待を超える価値や成果を創出
する「 旅 」を中 心としたソリューションを提 供 するビジ
ネスパ ートナーとして、その目的を達 成 するた め の 最
適なプログラムをご提案します。
We understand that there is always a purpose behind a business trip.
As your corporate travel ally, the JTB Group strives to understand your
travel objectives and develop optimized solutions to meet them. We are
never content to simply get you from point A to point B. We insist on
providing you with exceptional value and unsurpassed outcomes.

報 奨・招 待 旅 行

視 察・研 修 旅 行

Incentive/
Invitational Travel

Site/Study Tours

社員旅行

教育旅行

Corporate Retreats

Educational Travel

国 際 交 流（ 留 学・語 学 研 修 ）
International Exchange
(Study Abroad/Language Study)

J T Bグ ループ の 法 人 事 業
https://www.jtbbwt.com/capability/

CAMPING OFFICE TAKANAWA

グローバル・リンク

Global Link

Tourism(Corporate Business)
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地域のタカラを日本のチカラに

Regional Revitalization
Business

Converting Local “Treasures” into Drivers of Revitalization

人口減少、地域産業の衰退、コロナ禍からの経済対策、

Dwindling populations, declining industries, economic measures and tourism

観光復興・・・。JTBグループはこうした課題の解決を目

recovery from the Covid19 crisis... The JTB Group has the resources and expertise

指し国 内 の 各 地 域 に正 対 。人 流 、商 流 、情 報 流 、そして

to solve even the thorniest challenges. Working hand in hand with localities across

交 流 の 創 造 により地 方 創 生 に 貢 献 する「 地 域 交 流 事

Japan, we help promote regional revitalization efforts through sustainable,

業」を推進しています。地域のタカラ（資源）を掘り起こ
し、磨きをかけ、人が集まる元気な地域を、日本全体の
チカラ（活性化）につなげていきます。

地域交流事業

multipronged solutions integrating tourism, merchandising and information flow.
By uncovering and developing local treasures (diamonds in the rough), we help
create vibrant regional gathering places that energize the local economy.

J T B 法 人 サ ービスサイト
自治 体・行 政 機 関 向 け
https://www.jtbbwt.com/government/

地域のタカラを日本のチカラに

JTBグループの地域交流事業とは

Converting Local Treasures into Drivers of Revitalization

Regional Revitalization Initiatives

地域のあらゆる課題解決に観光は関わっている
マーケット側（発地）と受入側（着地）を連動させ、着地
の 観 点 から地 域 の 魅 力を発 信 。発 地 へ の 流 通を促し、
観光を基盤とした交流拡大を図ります。

発地

Point of
Departure

Tourism as a Solution to Regional Challenges

JTB supports regional revitalization efforts through the formulation of
multipronged solutions that integrate tourism, transportation,
merchandising and infrastructure development to connect people,
markets, and possibilities in new and innovative ways.

多様化・高度化するマーケット

Regional Marketing Services
Branding for success in a complex market environment

地域マネジメント事業

商品化
Branding Strategy

Advertising / Creation of Demand / Regional Branding

■旅行商品造成・販売 Development and Marketing of Travel Products
■ブランド発信 Brand Messaging
■新たな着地旅行商品の造成・販売 Development and Sale of In-Destination Options

人流
・
商流
・
情報流

xxxxxxx/
xxxxxxx/xxxxxxx

着地

Point of Arrival

Regional Management Services
Tourism as a vehicle for regional revitalization

Connecting Supply
with Demand

広告宣伝・需要喚起・地域ブランド化促進

https://www.jtbbwt.com/woworkation/

まちづくり事業へ拡大・連動する地域観光

JTB
発着連動

地域マーケティング事業

J T Bワーケーション
総 合 情 報 サイト

地域観光事業者（協会・宿泊・飲食・物産等）
Partnering with local visitor bureaus, hotels, restaurants, merchandisers, etc.

地域内連携事業

Intraregional Partnering

中央省庁地域支援
Public Sector Consulting

■魅力あるまちづくり事業 Revitalization Initiatives
■地域プロデューサー型人財育成 Training and Development of “Specialists”
■地域物産開発 Creation of “Signature” Products
■着地型商品開発 Development of In-Destination Options

観光マーケット（国内旅行・インバウンド）
Attracting Domestic and International Travelers

地域行政
Partnering with
Local Government

地域関係者（農林漁業・商工業・文化・福祉等）
Community Stakeholders

(agriculture, forestry, fisheries, businesses, culture and the arts, etc.)

地域にあるタカラ
（資源）を掘り起こし磨きをかけて、人が集まる元気な地域を日本全体のチカラ
（活性化）につなげていきます
The JTB Group can assist with regional revitalization efforts by identifying local treasures (diamonds in the rough) and
developing these resources to create vibrant gathering places that energize the local economy.
地域への誘客ソリューション

ICT × 観光で旅行者の受け入れ環境整備

Tourism Solutions

ICT Infrastructure

食と農で地域を元気にするプロジェクト

ワーケーション

Dining and Agricultural

Workation

JTB GROUP PROFILE
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Area Solutions
エリアソリューション

地 域 の 皆 様との 共 創で 、
デスティネーションの 持 続 的 な 発 展を実 現
Through co-creation with people in local communities,
we are realizing sustainable destination development.
目指すのは「送客」ではなく、地域目線の「誘

The aim is not to “send out” customers but to have them

客」。第一に、地域の事業者様・自治体の課題

warmly drawn in by the community.

を解決し、交流を増やすサポートをすること。

First is to solve the problems of local businesses and
governments and support greater interaction.

第二に、魅力的なコンテンツを、地域の皆様

Second is to create compelling content together with the local

と共に創り上げていくこと。更に、第三として、

community. And third is to build up an ecosystem, not by the

JTBグループだけでなく、地域の事業者様との

JTB Group alone but working closely with local businesses.
Aiming for sustainable destination development, we are

連携でエコシステムを作り上げること。持続

engaged in creating mechanisms that give rise to ongoing

的なデスティネーションの発展を目指して、

human interaction.

継続的な「交流」を生む仕組みづくりに取り組
んでいきます。

Regional Revitalization
Solutions
地 方 創 生 ソリュー ション

グループ事業の総力を結集して地方創生ソリューションへ
Regional revitalization solutions marshalling the combined strength of the Group businesses

出版・情報や商事、金融・決済、ふるさと納税

Through a wide range of services, in such areas as publishing,

事業など、独立して専門的に、地域の事業者

information, trading, finance and payment, and service

様や自治体をサポートしてきた事業群。事業

Overcoming the challenges of businesses and local

発展に欠かせません。JTBグループの個の事

governments is essential to sustainable regional development.

リューション」
として、エリア・地域の総合的な
課題解決を目指します。

Area Solutions
|
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and specialized support to local businesses and governments.

者様や自治体の課題解決は、地域の持続的な
業の力を、有機的に連携させた「地方創生ソ

14

involving the hometown tax program, we provide independent

The aim is to realize comprehensive problem-solving for areas
and communities, as regional revitalization solutions fusing the
strengths of individual JTB Group businesses.

Regional Revitalization
Solutions
地 方 創 生 ソリュー ション

お客様

地域産品・開発販売

Customer

決済・販売管理

Development and sales of local products

Payment and sales management

JTB商事・
JTBパブリッシング

JTBビジネスイノベーターズ
シーナッツ

お客様
Customer

ふるさと納税

交流拠点施設

地 域・自治 体・観 光 事 業 者

Hometown tax program

Facilities bringing people together

Regional and local governments, tourism service providers
JTBアセットマネジメント・
JTB商事・JTB沖縄・
中国ターミナルサービス
JTBコミュニケーションデザイン

JTB
（ふるさと開発事業部）

トラベル・着地コンテンツ

宿泊
Lodging

交通
Transportation

飲食
Food and drink

土産物店
Souvenir shops

アクティビティ
&ツアー
Activities and tours

入場施設
Admission facilities

人材アウトソーシング

Travel destination content

Human resource outsourcing

JTB沖縄・JTB・
JTBグローバルマーケティング
＆トラベル

デジタル基盤

Digital platform for transaction processing and tourism

チケットアクティビティ
お客様

JWソリューション

ツーリズムプラットフォーム・観光ICT

出版・コンテンツ・流通

Ticket activities

Publication, content, distribution

Customer

グッドフェローズJTB・
JTB
（JTB BÓKUN）

JTBパブリッシング・
PULS

プロモーション
Promotion

JTBパブリッシング・JTB沖縄
JTBコミュニケーションデザイン
Fun Japan Communications

お客様
Customer

JTB GROUP PROFILE
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JTB Business Solutions
JTBの解決策

J T B ならではのソリューションにより、
お 客 様 の 課 題を解 決します
JTB is solving customer problems with unrivaled solutions
激しい環境の変化に伴い、企業が抱える課題

The issues faced by companies are growing more diverse and

は複雑化・多様化しています。

complex in a rapidly changing environment. Valuing
engagement, the JTB Group provides solutions merging

JTBグループでは、
「エンゲージメント」を大切

digital with the human touch in helping customers solve their

に、デジタルとヒューマンタッチを融合させた

problems. Whether on the inside or out, we pursue value

ソリューションを提供する事で、お客様の課

provision as the customer’s partner of choice.

題解決に貢献します。インナー、アウターを問
わず、お客様のビジネスパートナーとして、価
値提供を追求しています。

The Unique
Advantages of JTB
J T B だ からで きること

武器は、ソリューションの幅、人、総合力
Our main advantages are the breadth of our solutions, our people, and our comprehensive strength.
お客様のビジネスパートナー

幅広いビジネスソリューション
のラインナップ により、お 客 様

顧客関係性深化

の課題解決に貢献します。

施策の検証

インナー向け課題

お客様のPDCAに寄り添いながら
複合的にソリューションを提供

課題の発見

アウター向け課題

解決策の検討

お客様のPDCAに寄り添いながら
複合的にソリューションを提供

顧客ニーズを
捉えた提案

施策の実施

デジタルを基盤としたサービスやソリューションの徹底的な高度化

Meetings&Events領域（M&E） Meetings & Events

J T Bビジネスソリューション
https://www.jtbbwt.com/business/capability/

ビ ジ ネ ス・イ ベ ント

株主総会

Business Events

General Meeting of Shareholders

企業活動の一環で行われる、各種ミーティングや

昨今の株主総会では、これまでとは異なった開催

イベントに対し、企 画・手 配・運 営 のワンストップ

形態や株主様の参加満足度を高める企画等が求

サービスを提供致します。オンラインやハイブリッド

められます。その目的達成のために必要な様々な

開催を含む、様々な開催形態にも対応します。

ソリューションを提供します。

We provide one-stop service for planning, arranging, and
running various meetings and events conducted as corporate
activities. The service covers many different types of events
including online and hybrid.

General Meeting of Shareholders in forms different from before
and take steps to raise the satisfaction of participants. We
provide a variety of solutions necessary for achieving these
objectives.

Business Solutions
16

|

JTB GROUP PROFILE

外部調達︵提携パートナー︶

★新規事業開発

カスタマーサポート

電力供給

旅 行︵観光型︶

旅 行︵目的型︶

トレードショー
︵主催︶

プロモーション

学会・コンベンション
︵運営︶

イベント︵主催︶

事務局アウトソーシング

M&E

施設運営・指定管理

Ｍ&E︵企画・運営︶

調査・コンサル

旅 行︵目的型 ︶

Ｍ&E︵企画・運営︶

旅 行︵目的型 ︶

経費精算

HR-Tech

旅 行︵観光型︶

旅 行︵目的型︶

修

Ｍ&E︵企画・運営︶

研

福利厚生代行

★新規事業開発

当
※社の保有する
法人向けソリューション

外部調達︵提携パートナー︶

JTB-EVP

高付加価値
サービスの提供

ビジネストラベル

We are helping customers solve their
problems with our wide lineup of
business solutions.

情報収集／
仮説構築

お客様の持続的発展
Customer Success

The Unique
Advantages of JTB
J T B だ からで きること

製薬企業実施講演会

SMM

Pharmaceutical & Medical Conference

( Strategic Meetings Management)

製薬企業が主催する医療従事者向けの講演会に

ミーティングやイベントを中心としたマーケティングにおいて、効

おいて、業界専門担当者が、企画・手配・運営・清算

果的かつ効率的な運営の実施・管理は大きな課題となっています。
私たちはそれらの課題解決のために、CVENT等のシステムを活用

等、包括的なソリューションを提供します。

した包括的なミーティングマネジメントプログラムを提供します。

For the conferences and events which are hosted by pharmaceutical companies for HCPs (Health Care Professionals), our
industry-market-specialists provides the comprehensive business
solutions such as M&E planning, travel arrangements, operation &
executions and payment settlement.

A major issues for extensive marketing in meetings & events, is how
to execute and manage those effectively and efficiently. We take on
these issues by offering comprehensive meetings management
program making use of CVENT and other systems and technologies.

EVP（Employee Value Proposition）Employee Value Proposition
EVPサーベイ（ﬂappi、WILL CANVAS）
EVP Survey (flappi, WILL CANVAS)

えらべる 倶 楽 部

Elavel Club (JTB Benefit Service)

組 織 開 発・人 財 育 成

Institutional Development and Human Resource Development

企 業を構 成 する人・組 織 の

企業において働く環境を整え

人・組織に関わる各種課題

課 題を可 視 化し、活 性 化 へ

ることは大切です。総合的福

を多彩でユニークなプログ

向けた的確な施策を提示

利厚生サービスで包括的効果

ラム・研 修・体 験 で 解 決 に

します。

的な環境作りを支援します。

導きます。

By visualizing the issues for the people and
organizations making up a company, we
present well-targeted measures toward
revitalization.

周年事業

Providing employees with a proper working
environment is vital. We support provision of
an overall effective environment through
comprehensive employee benefit services.

企 業 に お いて重 要 な 節 目で ある「 周 年 」に 行 わ れる各 種
企画から運営まで幅広い領域で、施策実行を支援します。

その他

Solutions to issues of people and
organizations are discovered through unique
programs, training, and experience.

Anniversary Events

イベント・ビジョン策定・コミュニケーション施策等に対して、

For companies marking important milestones with events, vision
formulation, or communication policies, we support policy
implementation across a wide range of areas from planning to
administration.

Sales Promotion

オリンピック・パラリンピックの
知見や新たに開発したソリュー
ションでイノベーションを。
1 9 6 4 年 および 2 0 2 1 年 の 東 京
オリンピック・パラリンピックを
はじめ 各 国で 開 催され た 大 会
の 運 営 等 の 実 績 や 知 見 、ホス

Other

販促・プロモーション

J T B ビジネスソリューション
https://www.jtbbwt.com/business/capability/

ビジネストラベルマネジメント
Business Travel Management

経費精算ソリューション

Expense Reimbursement Solution

ピタリティプログラムや新たに
開発したデジタルソリューショ
ン 等 を 様々な サ ー ビスとして

お客様のマーケティング課題を解

業 務 出 張 のコストの 適 正 化 、業

予 約 手 配と経 費 精 算 が 一 体 に

提供し、イノベーションにつな

決する総合的なプランニングや最

務 効 率 化 を 実 現 する 最 適 な ソ

なったシステムを提供し、総務・

適な提案を実施します。

リューションを提供します。

経理の負担を軽減します。

げていきます。

We offer integrated planning and optimal
proposals for solving customer marketing
issues.

施設運営

Facility Operation

We provide optimal solutions that bring down
business travel costs and make operations
more efficient.

展示会主催

Exhibition Sponsorship

Providing a system that integrates reservation
arrangement and expense settlement, we ease
the administrative and accounting burden.

電力事業

Electric Power Services

公共文化施設・観光施設等の運営

企業のビジネスゴールの達成に

地方創生・観光立国の実現に向

において、戦略的なアプローチで

貢 献 する、様々な 展 示 会を開 催

けた 、電 力 供 給 事 業を提 供しま

集客と交流の場を創造します。

します。

By taking a strategic approach to operation of
public cultural facilities and tourism or other
facilities, we create places that attract people
and encourage interaction.

We put on various kinds of exhibitions to help
companies achieve their business goals.

す。

We provide electric power services aimed at
regional revitalization and helping areas
become major tourism destinations.

Innovation based on
knowhow from the Olympics
and Paralympics and newly
developed solutions.
We provide various services leveraging
our knowhow and experience from the
Tokyo Olympics and Paralympics in
1964 and 2021, and from the Games
held in other countries, as well as
hospitality programs and newly
developed digital solutions, leading to
innovation.

JTB GROUP PROFILE
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Global Business
グローバル

世 界で 笑 顔と感 動をつ なぎ、
新しい 交 流 時 代を切り開く
We are opening up a new age of human interaction,
connecting smiles and excitement throughout the world.
大きく打撃を受けた世界のツーリズム産業

The tourism industry has been hard hit by the pandemic, but is

は、ワクチン普及や経済回復が早い地域か

headed toward a strong recovery, starting with regions with

ら、力強く回復へ向かっています。UNWTO（国

widespread inoculation and early economic rebounds.
According to projections by the United Nations World Tourism

連世界観光機関）の予測によれば、グローバ

Organization, cross-cultural exchange globally is expected to

ルな人的交流は2039年には2019年比で2.1

increase by 2.1 times in 2039 compared to 2019. The JTB

倍に達すると予想されています。JTBのグロー

global network extends to 38 countries (as of March 31,
2021), forming a diverse corporate group unlike any other in

バルネットワークは世界38カ国（2021年3月

the industry, developing businesses that depart from and

31日現在）に広がり、他社に類を見ない多様

arrive at various locations around the world. We will continue

な企業群が、世界発、世界着のビジネスを展
開しています。今後もレジャー、法人のお客様

to provide real and online experiences, and optimal solutions,
personalized to the needs of both leisure and corporate
customers.

へ寄り添い、
リアル、オンラインの体験や最適
なソリューションを提供してまいります。

グローバル法人事業

Global Corporate Support

グローバルMICE需要の拡大と共に、JTBグループは
企業イベントや産業見本市・国際会議など幅広いプ

日本を含めた世界中の魅力的な目的地にて、ＪＴＢ
らしいおもてなしの心でお客様をお迎えし、ビジネ

タリティ溢れる多彩なサービスを提供します。

スでもレジャーでも専門的な知識やアイデアでお客

The JTB Group offers turnkey global MICE and corporate/industry
event solutions that combine our vast global network with hallmark
JTB hospitality.

を提供いたします。JTBグループが手がけるインバウ

Business Travel Management

企 業 の 出 張 やミーティング に 関 わる業 務をトータ
ルコーディネート。コストおよび業務負荷の削減を
実現し、全社的な業務改善へつなげます。
JTB's fitted solutions for business travel and
meetings will save your time, money and energy.

DPS

Destination Products and Services

旅先で多様なニーズに応えられるよう商品・サービス
を提供。多言語による着地型商品（現地発着ツアーや
オンラインツアーなど）の拡充にも取り組んでいます。
Get the most out of your stay with JTB's extensive array of
in-densination products and services. A growing number of our
most popular products on-site and online are now available with
multilingual support!

Global Business
|
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Destination Management Operations

ロデュースを実施。世界中の拠点網を活用し、ホスピ

BTM
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デスティネーションマネジメント(DMC)事業

様のご要望にかなうリアルやオンラインのサービス
ンド事業が世界中のビジネスパートナーに安心して
選んでいただけるよう
『GLOBAL DMC NETWORK
by JTB Group』のブランドを展開しています。
The JTB Group welcomes and services you and your customers at
popular destinations with its signature hospitality. JTB is fully
equipped to accommodate the needs of even the most demanding
travelers through its extensive expertise and unique products and
services both in real and in online. The JTB Group's "Global DMC
Network" has become the brand of choice for business partners in
every major source market.

北米・ハワイ・南米

North & South America・Hawaii

3カ国・地域／20 都市／31 拠点
3 Countries／20 Cities／31 Offices

ヨーロッパ
Europe

18カ国・地域／22 都市／39 拠点
18 Countries／22 Cities／39 Offices

アジア（中国・韓国含む）
・オセアニア・ミクロネシア
Asia (incl. China, Korea), Oceania and Micronesia

17カ国・地域／48 都市／147 拠点
17 Countries／48 Cities／147 Offices

JTB GROUP PROFILE
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Sports Business
スポーツ関連

無 限 の 可 能 性を持 つスポ ーツのチカラ
Bringing people together
through the timeless allure of sports
「する」
「みる」
「支える」の観点で日本の明るい

Sports have always brought us together - whether as athletes,

未来にスポーツを通じて貢献していきます。

spectators or volunteers. The JTB Group views sports as a
powerful vehicle for fostering global connectedness and
contributing to a brighter tomorrow.

スポ ー ツ・メガイベントに
深くか か わる

スポ ー ツツ ーリズ ムを
幅 広く活 性 化させる

Mega-Sports

Sports Tourism

Deep

Wide

メガスポーツイベントへの取組み

スポーツを契機にした地域活性 化

オフィシャルパートナー

スポーツを通した社会課題の解決

スポーツムーブメントの造成

スポーツを活用した交流創造事業

スポ ー ツ に 関 する感 動 を
支え続 ける

おもてなし″で
スポ ー ツ 観 戦 の 価 値 を 高 める

Mega-Sports Initiatives
Official Partnering

Promoting Active Lifestyles

Forward

Elegant

アスリートたちを支援

スポーツホスピタリティ™への取組み

ユニバーサル社会の実現

STH

競技ボランティアの発展に貢献
Encouraging Volunteerism

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

Sports Business
|
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Sports as a Tool for Bringing People Together

Improving the Spectator Experience
through “Omotenashi”

Promoting Accessibility
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Sports as Solution to Regional Challenges

Delivering the Magic

Supporting the Athletes

J T Bスポーツ公 式 サイト

Sports as a Vehicle for Regional Revitalization

Sports HospitalityTM

JAPANとの連携

STH Japan

Japan-Inbound
Business
訪日インバウンド

旅 のプロができるインバウンド対 策 支 援
JTB’s travel professionals bring
the “inbound market” to your doorstep
戦略策定からマーケティング、商品開発、

The JTB Group offers customized and sustainable “Inbound”

受入環境整備等、実人流の創出まで提供する

solutions, including strategy formulation, marketing, product
creation, and hospitality infrastructure development.

JTBグループのインバウンドソリューション

国 内 の 観 光 事 業と、海 外 市 場 に1 0 0 年以上 正 対してき

JTB works closely with stakeholders to formulate sustainable
destination development solutions aligned with the needs and long-term
goals of the locality. With unrivaled global reach and a century-long
track record of excellence in domestic and international tourism, JTB
knows what it takes to capture the heart and imagination of today’s
traveler.

たインバウンド旅行事業を両輪とするJTB。その経験と
実 績をもとに、持 続 的 な「地 域 に旅 行 者を誘 客 ＝ 実 人
流の創出」にこだわります。
実 際 に人を動 か すメカニズ ムを活 用 することで、旅 行

J T B の 訪日インバウンド
ビジネスソリューション

者を地 域 に呼 び 込 み、地 域 社 会 に貢 献できる戦 略を、
地域の皆さんと一体となって考えます。

https://www.jtbbwt.com/government/
service/solution/inbound/

イン バ ウ ンドビ ジ ネ ス 戦 略 で 重 要 な ス テ ッ プ と 4 つ の 構 成 要 素
The Four Building Blocks of a Winning “Inbound” Strategy
J T B はイン バウンド 対 策 全 般 につ いて戦 略 を 策 定し、統 合 的 にもピンポイントで の 課 題 解 決 にもお 応えします 。

JTB is uniquely positioned to assist businesses and government agencies with the development of sustainable “inbound” solutions.

インバウンド対策の
全体戦略を考えたい！

現状把握

戦略策定支援

訪日インバウンド
全体戦略策定

旅行者とのタッチポイント

Traveler Touchpoints
旅マエ

旅ナカ

ソリューション例

・戦略策定支援

旅アト

国内・海外プロモーション

Domestic and International Advertising

旅行者とのタッチポイント Traveler Touchpoints
旅マエ

旅ナカ

旅アト

来てもらう！

誘客促進

地域誘客

Creation of Visitor Streams

旅行者とのタッチポイント Traveler Touchpoints
旅マエ

旅ナカ

旅アト

ソリューション例

ソリューション例

・FUN！JAPAN
・JAPAN Trip Navigatorほか

・JAPAN Trip Navigator
・サンライズツアー
・JAPANiCANほか

回遊・消費

消費額を増やす！

観光地開発

Excursions / Shopping / Development of Attractions

旅行者とのタッチポイント Traveler Touchpoints
旅マエ

旅ナカ

旅アト

利便性向上

受入環境整備

「旅行しやすさ」
を
追求する！

Greater Convenience through Hospitality Infrastructure Development
旅行者とのタッチポイント Traveler Touchpoints
旅マエ

旅ナカ

旅アト

ソリューション例

ソリューション例

・ツーリストインフォメーションセンター
・スカイホップバス
・Seat In Coachほか

・LUGGAGE FREE TRAVELほか

Sustainability

Market Research

Articulation of Objectives /
Comprehensive “Inbound”
Strategy Formulation

知ってもらう！

認知・動機付け

持続的な推進体制の構築

インバウンドに取り組みたい！

効果検証・PDCAサイクル Review, Refine, Repeat (The PDCA Cycle)

Japan-Inbound Business
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JTB Sustainability
JTBグループのサステナビリティ活動

サステナブ ル な 社 会 の 発 展 に
貢 献 するために
Contributing to the Advancement of a Sustainable Society
JTBグループのサステナビリティにおいては、

JTB Group efforts for sustainability, based on dialog with

ステークホルダーの皆様からの期待や課題

stakeholders to determine their expectations and challenges,

を様々な 対 話を通じて把 握し、従 来 からの
JTBグループのサステナビリティ活動
https://www.jtbcorp.jp/jp/csr/

Universal Tourism
ユ ニ バ ー サ ル ツ ーリズ ム

CSR活動に加え、国連が定めるSDGs（持続可

in addition to conventional CSR activities include contributions
to the SDGs, sustainable development goals laid out by the
United Nations.

能な開発目標）に対する貢献に取り組みます｡

「Tourism for All」の実現に向けて
Making "Tourism for All" a Reality

JTBグループは「Tourism for All」
とお客様の
「感動のそばに、いつも。Perfect moments,
always」
というブランドスローガンを実現す

Towards the realization of "Tourism for All", the JTB Group,
true to our branding slogan “Perfect moments, always,”
promotes “universal tourism” aimed at becoming a travel
company enabling all our customers to enjoy their travels

るために「年齢、性別、国籍、障がいの有無な

safely and comfortably, regardless of age, gender, nationality,

どにかかわらず、お客様が安心してご利用い

or disabilities.

ただける旅行会社」を目指して、
「ユニバーサ
ルツーリズム」を推進しています。
JTBグループは、すべての人が
お互いの人権や尊厳を大切に
し支え合い、誰もが生き生きと
した人生を享受することのでき
る共生社会の実現を目指して、
「心のバリアフリー」と「ユニバ
ーサルデザインの街づくり」の
取り組みを推進しています。
Striving for an inclusive society in
which all people value and support the
human rights and dignity of others, and
where everyone can enjoy a vibrant life,
we are promoting barrier-free mindset
and universal design in urban planning
initiatives.

J T B ユニバーサルツーリズム
https://www.jtb.co.jp/jut/

「心のバリアフリー」
と
「ユニバーサルデザインの街づくり」の取り組み
Barrier-Free Mindset and Universal Design in Urban Planning Initiatives

「心のバリアフリー」の取り組み事例

「発達障がいのある子どもたちのための

|

JTB GROUP PROFILE

富 士 河 口 湖 町の「 高 齢 者と障 がい者に優しい

サッカー観戦及びサッカー教室交流イベント」

観光まちづくり推進事業」

2 0 1 9 年 7月及 び、2 0 2 0 年 1 1月にJ T B は A N A、富 士 通、

富 士 河 口 湖 町 観 光 連 盟 を 中 心 に自 治 体 、地 域 住 民と

川崎市、Jリーグの川崎フロンターレと連携して、
「スポ

連携して5ヶ年計画で様々な研修、モニターツアー、町や

ーツとユニバーサルツーリズム」をテーマに、発達障が

観光施設のバリアフリーチェックとガイドブックによる

いのある子どもたちが安心できる環境で最大限スポー

情 報 発 信 など多 様 性 に 配 慮した 持 続 可 能 な 観 光まち

ツを楽しめる機会を提供しました。

づくりを推進しています。

Example of Barrier-Free Mindset Initiative
Football viewing and football school events for children with
development disabilities
In July 2019 and again in November 2020, JTB in collaboration with ANA,
Fujitsu, Kawasaki City, and J-League team Kawasaki Frontale provided
opportunities for children with
developmental disabilities to
enjoy sports to the maximum,
in a comfortable and safe
environment, on the theme of
“Sports and Universal
Tourism.”

Example of Universal Design in Urban Planning Initiative
Promotion of urban planning for tourism friendly to the elderly and
disabled at Fuji Kawaguchiko-machi
In collaboration with the Fujikawaguchiko Tourism Federation, local
governments, and local residents, we are promoting sustainable
tourism valuing diversity in a
five-year project. Among the
initiatives are training, trial tours,
barrier-free checks of towns and
tourist facilities, and guidebook
preparation for information
provision.

Sustainability
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「ユニバーサルデザインの街づくり」の取り組み事例

地域を元気に、人を笑顔に

The JTB Brighter
Earth Project

JTB地球いきいきプロジェクト

Building a Brighter Future Together: The JTB Brighter Earth Project

このプロジェクトは、お客様や地域の皆様とJTBグルー
プ 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や、地域の文化を学びなが
らの植樹活動といった活動内容が評価され、2014年に
は U N D B - J（ 国 連 生 物 多 様 性 の 1 0 年日本 委員会）が 推
奨する連携事業に認定されました。
※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。

Officially recognized in 2014 as a UNDB-J Collaborative Initiative, the
JTB Brighter Earth Project brings JTB customers and employees
together with local residents to participate in environmental cleanup
drives, reforestation and other projects that revitalize communities and
help participants deepen their appreciation of local culture and
ecology.

J T B 地 球 いきいき
プ ロ ジェクト

*Originally launched in 1982 as the Tourist Destination Cleanup Campaign,
the JTB Brighter Earth Project was renamed in 2012 on the occasion of JTB’s
100th anniversary.

中国伝統文化講座
太極拳・中国茶藝入門（上海）
Lectures introducing China’s traditional
arts of Tai chi and tea culture (Shang-hai)

陸前高田市の名勝高田松原にて清掃活動を行いました
（盛岡）

市原市にて竹を通じて 環 境 に つ い て 考 える（千葉）
Learning about the environment from bamboo in Ichihara (Chiba)

Cleanup campaign at the scenic spot Takata Matsubara in Rikuzentakata
(Morioka)

全国で旅を語る

JTB旅行文化講演会

The JTB Travel &
Culture Lectures

Talking about Travel: The JTB Travel & Culture Lectures
2021.02.17（21:30:38）

2021.02.17（21:30:38）

JTB創立70周年を記念し、1983年に「旅行文化講座」
と
してスタート。JTBの文化的・社会的使命を担う文化発
信・メセナ活 動として高 い 評 価をい た だ いております
が 、多くの お 客 様 に 楽しんで い た だ けるよう今 後も時
代 の 流 れ を 把 握しな がら、ま すま す 内 容 の 充 実 を は
かってまいります。

第418回

人・旅・コミュニケーション

JTB旅行文化講演会
演題

＜無料オンライン開催＞
日 時 2021年
美術作品に会いに行こう
やまだ

Launched in 1983 to commemorate JTB’s 70th anniversary, the JTB
Travel and Culture Lectures continue to intrigue and inspire audiences
across Japan as part of our Group's mission to promote travel, culture
and the arts.

JTB旅行文化講演会

講師

3月2８日 日

ごろう

山田 五郎

公益社団法人企業メセナ協議会

■講演13：00〜14：30

申込期限

編集者・評論家

3月22日
（月）10:00まで

プロフィール
1958年 東京生まれ｡上智大学文学部在学中にオーストリア・
ザルツブルク大学に1年間遊学し、西洋美術を学ぶ。卒業後、
株式会社講談社に入社。
『 Hot-Dog PRESS』編集長、総合
編纂局担当部長等を経てフリーに。現在は時計、西洋美術、
街づくりなど幅広い分野で講演、執筆活動を続けている。
著書：
『百万人のお尻学』
（講談社＋α文庫）
『 知識ゼロからの

定員

先着500名

受講料

無料
（事前予約制）

講演会概要

西洋絵画入門』
（幻冬舎）
『 知識ゼロからの西洋絵画史入門』
（幻冬舎）
『 銀座のすし』
（ 文藝春秋）
『 ヘンタイ美術館』
（ダイ

JTB旅行文化講演会は、1983年春からスタートし、JTBの
文化発信活動として全国の皆様に親しまれております。
本講演は、編集者・評論家の山田五郎氏を講師にお迎え
し、
『 美術作品に会いに行こう』
を演題に西洋美術について
お話しいただきます。全国のできるだけ多くの方々にご自宅
でご参加いただけるよう本講演はオンラインで開催します。

ヤモンド社）
『 知識ゼロからの西洋絵画困った巨匠たち対決』
（幻冬舎）
『 大人のための恐竜教室』
（ウェッジ）
『 へんな西洋絵
画』
（ 講談社）
『 知識ゼロからの近代絵画入門』
（ 幻冬舎）
『真
夜中のカーボーイ』
（幻冬舎）
など
ＴＶ：
『出没！アド街ック天国』
（テレビ東京）
『ぶらぶら美術博物館』
（BS日テレ）他レギュラー出演中。
ラジオ：
『山田五郎と中川翔子の『リミックスZ』』
（JFN）
他レギュラー出演中。

お申込み方法

ご注意事項

下記URLまたは
『ノジュール』
のHPからお申込みください。

・本講演はイベント・コミュニティサービス
「Peatix」
からのお申込みのみとなっています。
・定員
（500名）
になり次第、締め切らせていただきます。
・新型コロナウィルスの影響により講演は事前に撮影したものを配信致します。
・本講演資料および配信映像の録画、録音、撮影など複製ならびに二次利用は一切禁止です。
上記が確認された際は法的措置をとらせていただく可能性があります。
・風水害等の天災、
講師の急病・事故等の不測の事態により、
やむを得ず講演会を中止する
場合があります。

https://nodule2101.peatix.com

ご視聴方法

お問い合せ

・開催日2日前までにご視聴方法をお申し込みのメールアドレスに
お送り致します。
・万が一届かない場合は、迷惑メールフォルダに振り分けていないか
ご確認ください。

〒162-8446

JTBパブリッシング 『ノジュール』
デスク
担当：栗原／松田

東京都新宿区払方町２５‐５

mail：nodule-edit@rurubu.ne.jp
TEL：03-6888-7887
営業時間：10:00〜17:00
※電話等でのお申込みは承っておりません。
ご了承ください。
※現在、新型コロナウィルスの影響により在宅勤務を主としております。
お問い合わせはメールにてご連絡いただけますと幸いです。

302098042̲ 講演会チラシ ̲A

2021.02.17（21:30:38）
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もり

杜の賑い

Mori no Nigiwai

オリジナルイベント実施による集客

杜の賑い

Gathering Around Originality: “Mori no Nigiwai” Events

「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。全国各地に
新しい旅行需要を創出しながら、地域観光の活性化に
貢 献してきました。自治 体 や 観 光 関 係 機 関との 連 携を

Mori no Nigiwai (The Buzz in the Woods) events offer travelers unique
opportunities to experience the rich heritage of Japan’s backlands and
byways through JTB-organized cultural galas. JTB works hand in hand
with local governments and visitor bureaus to achieve regional
revitalization goals through the celebration of local cultural traditions
and performing arts.

拡大し、地域活性化事業としての色彩を濃くしながら、
全国各地で開催しています。

Carbon Neutrality

ヨーロッパムンド社のCO2削減に対する取組み

CO2削減

Europamundo: Reducing CO2 Emissions

同 社 は『C e r o C O 2』を通して毎 年 C O 2 排 出 量レ ポート
を作成し、排出された全てのCO2を吸収する取組みを
行っています。
『コミュニツリー・レフォレスタシオンコ
ミュニタリア・エン・ニカラグア』という国際規格に準拠
した環境保護プロジェクトにより実施され、CO2排出量
削減に貢献することで未来の世代に持続可能なより良
い世界を残したいと考えています。

Sustainability
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Europamundo is committed to leaving behind a better world. Through
sustainable business practices, the company seeks to offset 100% of
its carbon footprint via active participation in “CommuniTree
Reforestación Comunitaria en Nicaragua”. Europamundo’s CO2
“account” is published every year via CeroCO2.

地球環境と未来の子供たちのために

JTBハワイによる「電気バス」の運行

Nurturing the Earth for the Children of Tomorrow: JTB Hawaii Rolls Out Electric Bus Fleet

ハワイ州の民間事業者で初めて電気バスを

A pioneer in environmentally-sustainable tourism, JTB Hawaii

導入し、2019年から運行を開始しています。

rolled out its fleet of fully electric-powered buses in 2019.

電 気 バス導 入 により、J T B ハワイの 環 境 へ の 積 極 的 な

These emission-free vehicles have elicited widespread praise from
government and community leaders in the Aloha State. In conjunction
with the rollout, JTB Hawaii also invited local schoolchildren to submit
artwork inspired by the theme “Clean Transportation”. Contest winners
see their designs featured on JTB Hawaii’s EV fleet. Protecting the
environment in partnership with local communities… a prime example
of The JTB Way in action.

取り組みは広く認められました。また、地元の小中高校
生から「環境」をテーマとしたアート作品を募り、その中
から電気バスの車体デザインが選ばれました。環境保
護 はもとより、未 来を担う子 供 たちの 環 境 に 対 する意
識向上と教育にも貢献しています。

Electric Buses
電 気 バス

持続可能な観光を推進

買春から子どもたちを守る

Miscellaneous Initiatives

UNWTO世界観光倫理憲章

コードプロジェクト

Promoting Sustainable Tourism: Global Code of Ethics for Tourism

Protecting Children from Prostitution: The Code

その他の活動

世界観光機関（以下「UNWTO」）総会で採択された「世

JTBグループは「子ども買春防止のための旅行・観光業

界観光倫理憲章」への誓約に署名し、観光産業の発展

界行動倫理規範（Code of Conduct）」を世界的に推進

と持続可能な観光の実現を推進しています。

する取り組みに参加しています。

As a signatory to the Global Code of Ethics for Tourism adopted by the
United Nations World Tourism Organization (UNWTO),
JTB is committed to the
advancement of responsible
and sustainable tourism.

As a global leader in travel and tourism,
JTB is committed to the advancement
of the Code of Conduct for the
Protection of Children from Sexual
Exploitation in Travel and Tourism.

世界の子どもたちのために

全国の店舗に募金箱を設置

ユニセフ外国コイン募金

盲導犬普及支援活動

Advancing the Welfare of Children: “Change for Good”

“Labrador” Fundraising to Support the Visually Impaired

日本ユニセフ協会と実行委員4社とともに、全国店舗に

J T Bグ ル ープ 各 店 舗 に「ラブラドー ル 募 金 箱」を置き、

募 金 箱を設 置。使 わ れ な いままの 外 貨コインは、世 界

寄付を募っています。集まった募金は日本盲導犬協会

の子どもたちのために役立てられます。

を通じ盲導犬の育成・普及に役立てられます。

In collaboration with the Japan Committee for
UNICEF, the JTB Group is a proud participant
in UNICEF’s “Change for Good” partnership.
Travelers donate foreign coins and banknotes
at JTB locations across Japan to benefit
vulnerable children around the world.

The Japan Guide Dog Association
(JGDA) uses donations collected in
“Labrador” fundraising boxes at JTB
sales locations across Japan to make
guide dogs available to the visually
impaired community.

JTB GROUP PROFILE
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Human Resource
Development
JTBグループの人財育成

「 人 財 」こそ、J T Bグル ープ のすべて
Our People Truly are our Greatest Asset
JTBグループにおいて、企業経営の原動力と

The driving force behind the business activities of the JTB

なるのは「人」であり
「人という資産＝人財」の

Group is our people. We firmly believe that raising the value of

価値を高めていくことがグループの成長に繋

end we endeavor to develop self-actuated, creative employees

がると確信しています。社会や環境の変化に

who adapt readily to changes in society and the environment,

適応し、その中でビジネスチャンスを的確に

discerning in those changes the opportunities for growth. As

捉えたグループの成長に向け、社員一人ひと

each of them enhance their abilities, ambitiously drawing on
these capabilities and their individuality, they are carving out a

りが自らの能力を高め、意欲的に能力と個性

new age through the combined strength of diverse human

を発揮すること、多様性を持った「人財」の力

resources.

人 財を輝 か せる

を結集し、新交流時代を切り拓いていく自律

https://www.jtbcorp.jp/jp/csr/employee/

創造型社員の育成に努めています。

Health
Management

社員が健康で輝き続けるために

健康経営

our human resources will lead to growth of the Group. To that

Promoting the Health and Wellbeing of Our People

社員が健康で輝き続けることが、JTBグループの持続的

The health and wellbeing of our employees is essential to our

な成長の礎になるという信念のもと、快適な就業環境の

viability as an organization. The JTB Group strives to create

整備や健康保持・増進を積極的に取り組んでいます。

pleasant workplace environments and encourage all of its

2017年には、社長が健康経営宣言をおこない、社員の

employees to embrace a healthy and active lifestyle. In 2017,

健康に関する様々な施策を、経営戦略としてグループ全
社で推進しています。

JTB Corp. formally declared its commitment to the health and
wellbeing of its workplace as a priority success factor. The JTB
Group continue to advance a broad spectrum of innovative
initiatives designed to advance employee wellbeing as an
essencial component of its business strategy.

健康経営優良法人ホワイト500
Recognition as one of the “White 500” enterprises for
outstanding health and productivity management

Human Resource Development
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これからの時代に求められる、
社員一人ひとりの自律的な学び・成長を後押し
Supporting self-directed study and growth by individual employees the coming age demands

Self-Directed Study
and Growth
自 律 的 な 学 び・成 長

社内育成プラットフォームJTBユニバーシティのキャッ
チフレーズは『あなたの学びの応援団』。企画・運営・講
師 が 一 体となって抜 群 のチームワークを発 揮し、年 間
800本以上の研修とeラーニングの実施、キャリア開発
支援などを行っています。
「必要な時に、必要な学びの
提供」を掲げてLMSを導入し、学びのコンテンツを一人
ひとりにワンストップで 提 供。キャリアプランに応じた
成長を支援しています。
※LMS：Learning Management Systemの略。eラーニングを含む
JTBグループにおけるあらゆる「学習」を管理するためのシステム。
学習の進捗を一元管理するLMS「J-Campus」
（イメージ）

The catchphrase of JTB University, our HR development and
training platform, is “A Cheering Squad for Your Learning.”
Through outstanding teamwork, uniting planning, administration, and instructors, we hold more than 800 training and
e-Learning sessions a year, in support of career development
and other educational needs. Introducing an LMS* that provides
the necessary learning at the times needed, we provide
one-stop learning content geared to each individual. We
support growth in line with the career plan.

時 間 や 場 所を 問 わ ず に 社 員の 都 合 のよいタイミングで 学 習 に 取り
組 めるeラー ニングと研 修 を 組 み 合 わ せることで 、効 率 的 に 深く学
ぶことが出来る

人 財を輝 か せる
https://www.jtbcorp.jp/jp/csr/employee/

*LMS: Learning Management System. A system managing the various forms
of learning in the JTB Group, including e-Learning.

時間や場所に縛られず、且つデジタル×リアルによる
ハイブリッドな働き方を実現するために

Hybrid Work Style
ハ イブリッド な 働 き 方

Aiming to achieve hybrid work styles combining digital and real, unfettered by time or place

新たなJTBワークスタイルの実現に向け、デジタル×リ

新たなJTBワークスタイル ビジョン

アルを駆使した自律的な働き方を目指し、主に「働き方

− どこでも誰とでも働ける −

改革」として、関連制度の整備、マネジメント・評価基準
の整備、デジタルを活用した研修・会議の刷新に取り組
んでいます。

Towards the realization of our new JTB work styles, we are
promoting work style innovation aimed at self-directed working
making use of both digital and real environments. To this end
we are introducing the necessary programs, new management
and assessment standards, and new approaches to training
and meetings making use of digital technology.

時間や場所に縛られず、
デジタル×リアルを駆使した自律的な働き方

❶

時間や場所に縛られない柔軟な働き方が
確立できている

❷

デジタル×リアルを駆使したハイブリッドな働き方が
実現している

❸

社内外における交流が促進し、自由闊達な風土と
イノベーション創出が実現している

❹

業務効率化が促進し、生産性が向上している

❺

ワークとライフのバランスが取れ、
社員の働きがいや働きやすさが高まっている

新 た なワークスタイル
https://press.jtbcorp.jp/jp/2020/10/jtb105.html

JTB GROUP PROFILE

|

27

Information

インフォメーション

この パンフレットは 、下 記 の QRコードより
多 言 語でご 覧 い た だ けます。
This brochure can be viewed in multiple languages by accessing the QR code below.

ブラウザ版
Browser edition

https://www.catapoke.com/viewer/?open=8ab04

iPhone

カタポケを使ってみる

Android

Download Catalog Pocket app

アプリ版とブラウザ 版 の 違 い につ いて
The difference between the app version and the browser version
▪「アプリ版」は、ダウンロードしたコンテンツを
オフラインで楽しめます。
▪「ブラウザ版」は、スマートフォンの残容量を
気にせず手軽にコンテンツを楽しめます。
もちろんパソコンでも利用できます。

Catalog Pocket
カタポケ
無 料 FREE

▪どちらも無料で読めるコンテンツは同じです。
お好みで選んでください。

▪カタポケ アプリの 検 索

▪ The "app version" allows you to enjoy downloaded

content offline.

▪ The "browser version" allows you to enjoy content

easily without worrying about the remaining capacity
of your smartphone. You can also use it on your PC.

▪ Both are free and have the same content. Please

choose whichever you like.

から 8ab04 を入 力 すると閲 覧 い た だ けます 。

To view the data, please enter 8ab04 in the Catalog Pocket application search

請求コード5270132
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会社の商号

Trade Name

JTB Corp.
Comissioner of Japan Tourism Agency Registered
Travel Agency No.64

Date of Establishment

November 12, 1963
(Date of Foundation: March 12, 1912)

Capital

100,000,000 yen

設立月日

株式会社JTB
観光庁長官登録旅行業第64号
1963年11月12日
（創立年月日 1912年3月12日）

資本金

１億円

本社

東京都品川区東品川二丁目3番11号

役員
取締役

JTB Bldg., 2-3-11 Higashi-Shinagawa,
Shinagawa-ku, Tokyo, Japan
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Hiroyuki Takahashi
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大塚

雅樹
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Masaki Otsuka
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田川

博己
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Hiromi Tagawa
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弘行
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杉浦
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加藤

克巳

Member of the Board (Non Executive)
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光山
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林
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History

１９１２

３月 ジャパン・ツーリスト・ビューロー創立

1912 Mar.

１９１５

１月 外国人に鉄道院委託乗車券販売開始

１９２４

「旅」
を創刊
４月 雑誌

1915
1924
1925
1927
1934
1941
1942
1943

Jan.
Apr.
Dec.
Jul.
Oct.
Aug.
Dec.
Dec.

1945
1960
1962
1963

Sep.
Dec.
Apr.
Nov.

1925
１９２７
1934
１９４１

12月 邦人旅客に対し国内鉄道切符販売開始
社団法人ジャパン・ツーリスト・ビューローとなる
７月 改組、
（日本旅行協会）
と変更
10月 名称を社団法人ジャパン・ツーリスト・ビューロー
８月 名称を社団法人東亜旅行社と変更

1942

財団法人東亜旅行社となる
12月 改組、

1943

12月 名称を財団法人東亜交通公社と変更、併せて国際観光協会の事業を継承

１９４５
1960
１９６２
1963

と変更
９月 名称を財団法人日本交通公社（英文名称:ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ﾄﾗﾍﾞﾙ･ﾋﾞｭｰﾛｰ）
（交通公社ビル）
完成
12月 本社社屋
４月 中央研修所開設
11月 株式会社日本交通公社設立

On March 12, the JAPAN TOURIST BUREAU is established, taking on the mission
of the “Kihinkai.”
Commissioned by the Ministry of Railways to sell tickets to foreign visitors.
Launched the magazine "Tabi".
Start of sales of rail tickets to Japanese customers nationwide.
JAPAN TOURIST BUREAU becomes an incorporated body.
Renamed JAPAN TOURIST BUREAU (NIHON RYOKOU KYOUKAI)
Renamed East Asian Travel Agent (an incorporated body)
East Asian Travel Agent becomes a juridical foundation
Renamed East Asian Travel Corporation, a juridical foundation, and takes over the
assets and work of International Tourism Association.
Renamed JAPAN TRAVEL BUREAU.
Headquarters building in Marunouchi is completed.
Construction of the central training center is completed.
JAPAN TRAVEL BUREAU Inc. is established.

（資本金８億円）
（同時に財団法人日本交通公社改組）
１９６４

「サンライズ・ツアー」
運行開始
３月 訪日外国人向け商品

１９６８

４月 海外旅行ホールセール商品販売開始

「ルック」等海外旅行企画商品のホールセール営業の開始
４月 ＪＴＢワールド社、

1964 Mar.
1968 Apr.
Jun.
1971 Jan.
1979 Feb.
1982 Mar.
1983 Aug.
1984 Jan.
Feb.
Apr.
1985 Apr.
1986 Jan.
1987 Sep.
Nov.
1988 Apr.

「ＪＴＢ新時代」
に向け新経営理念及び新シンボル
１０月 業界初のＣＩ導入－

Oct.

「ルック」
と決定
６月 海外主催旅行のブランドネームを
１９７１

「エース」
の販売開始
１月 国内旅行企画商品

１９７９

参加者、
１００万人を突破
２月 「ルック」

１９８２

「パレット」
販売開始
３月 海旅企画商品

１９８３

８月 ＹＥＳＪＴＢカード営業開始

１９８４

参加者、
１，
０００万人を突破
１月 「エース」
参加者、
２００万人を突破
２月 「ルック」
参加者、
３００万人を突破
４月 「サンライズツアー」

１９８５

「たびたび」
取扱開始
４月 前払い旅行券システム

１９８６

日経流通新聞最優秀賞を受賞
１月 「たびたび」

1987

参加者、
３００万人を突破
９月 「ルック」
「ナイスショップ」
販売開始
１１月 デパート共通商品券

１９８８

SUNRISE TOURS launched on the inbound travel market.
Launched wholesale overseas travel products.
The LOOK brand is launched.
Sales through the ACE brand are launched.
LOOK customers top 1 million.
"Palette", a overseas travel product is launched.
The YES JTB Card is launched.
ACE JTB customers top 10 million.
LOOK customers top 2 million.
SUNRISE TOURS customers top 3 Million.
Sales of advance payment plan “Tabitabi” are launched.
Tabitabi wins Nikkei Marketing Journal’s premier award.
LOOK customers top 3 million.
Launch of “Nice Shop” merchandize voucher valid at department stores.
JTB World launches wholesale sales of LOOK and other overseas travel package
products.
CI is introduced and JAPAN TRAVEL BUREAU is renamed JTB.

マークを制定
１９８９

参加者２，
０００万人を突破
１月 「エース」

1989 Jan.

「ナイスショップ」
日経流通新聞優秀賞受賞
「ルック」
の共同催行を中止、
「ルック」
は
「ルックＪＴＢ」
に
４月 日本通運との

Apr.

ACE JTB customers top 20 million.
"Nice Shop" receives the Nikkei Ryutsu Shimbun Excellence Award.
The LOOK brand is renamed LOOK JTB.

名称変更
（日通は
「ルックワールド」
に）
「ＪＴＢカード」
の発行開始
５月 マスターカードとの提携による新
ＩＧと提携し、
ジャパン・インターナショナル傷害火災保険
７月 米大手損保Ａ

May.
Jul.

を設立
「ジェイアール東海ツアーズ」
を設立
１２月 ＪＲ東海との共同出資で旅行会社
1990

ＪＴＢカードが
３月 マスターカードジャパンの共同決済機構への加盟により、

１９９１

海外旅行営業に大きな影響を及ぼす
１月 湾岸戦争が勃発し、

Dec.
1990 Mar.

国内のマスターカード系の加盟店延べ２００万店で利用可能となる
1992

（特例子会社）
設立
１０月 株式会社ＪＴＢデータサービス
１１月 フォレスタ竣工

1993

４月 トラベラーズチェック自社発行開始
Ｉ
Ｔセンター開設
１１月 Ｆ
（ビジネストラベルシステム）
センター開設
１２月 ＢＴＳ

１９９４

１月 ルックとパレットを統合した新ルックＪＴＢの発売開始

１９９５

５支店被災、
国内旅行営業に大きな影響を及ぼす
１月 阪神大震災により、
「ナイスステイ」
（旅館・ホテル共通券）
を販売開始
１０月 新

１９９６

２月 マルチメディアステーション：旅の自動販売機による旅行販売開始
年間１００万人を突破
３月 ルックＪＴＢ参加者、

１９９８

４月 株式会社ジェイティービー情報システム設立
５月 インターネットによる旅行販売の本格的開始

２０００

「株式会社ＪＴＢベネフィット」
設立
２月 福利厚生アウトソーシング事業会社
「株式会社たびゲーター」
を
５月 インターネットを利用した旅行販売会社

1991 Jan.
1992 Oct.
Nov.
1993 APR.
Nov.
Dec.
1994 Jan.
1995 Jan.
Oct.
1996 Feb.
Mar.
1998 Apr.
May
2000 Feb.
May.

「ヤフー株式会社」
と
「ソフトバンクグループ」
と設立
「株式会社ジェイティービービジネストラベルソリューショ
８月 ＢＴＳ専門会社

Aug.

ンズ」
を
「カールソンワゴンリートラベル社」
との合弁により設立
２００１

「株式会社ジェイティービー
（英文名称 ＪＴＢ Ｃｏ
ｒ
ｐ．）」
と変更
１月 名称を

2001 Jan.

本社移転：東京都品川区東品川二丁目３番１１号
６月 旅行･観光に関する調査研究会社「株式会社ツーリズム・マーケティ

Jun.

ング研究所」
設立
海外旅行営業に大きな影響を及ぼす
９月 アメリカ同時多発テロにより、

Sep.

Started issuing new "JTB Card" in cooperation with MasterCard.
Establishment of JI Accident & Fire Insurance Co., Ltd., in a joint venture with AIG
of the United States.
Established a travel agency, JR TOKAI TOURS, inc,, as a joint venture with JR Central.
MasterCard Japan will join the Joint Payment System, enabling JTB cards to be
used at a total of 2 million MasterCard-affiliated merchants in Japan.
The Gulf War breaks out and has a major impact on international travel sales.
JTB DATA SERVICE, Inc., is established as a special subsidiary to promote
employment of persons with disabilities.
Construction of the group headquarters “Foresta” is completed in Tama City.
JTB own brand travelers’ checks are first issued, available for purchase outside banks.
FIT Center is established.
BTS (Business Travel System) Center is established.
Launch of the new LOOK JTB, integrating LOOK and Palette
Five branches were damaged by the Great Hanshin Earthquake, greatly affecting
domestic travel sales.
Commenced sales of the new "Nice Stay" (common ticket for inns and hotels).
Introduction of automatic multimedia stations at convenience stores in Tokyo and
launch of sales of travel products.
LOOK JTB customers top 1 million/year.
Establishment of JTB SYSTEM SOLUTION, Inc.
Start of online sales of travel products "JTB INFO CREW."
JTB BENEFIT SERVICE Corp. is established to handle the outsourcing of welfare
and other benefits
Internet travel sales company Tavigator, Inc. established jointly
with Yahoo Japan Corp. and the Softbank Group.
JTB-CWT Business Travel Solutions, Inc., is established as a business travel
company, in a joint venture with Carlson Wagonlit Travel (CWT).
Renamed JTB Corp and Head Office moves to Tennozu in Tokyo
Head office relocation: 3-11, Higashi Shinagawa 2-chome, Shinagawa-ku, Tokyo
Established Tourism Marketing Research Institute, Inc. as a research company
for travel and tourism.
The terrorist attacks on the United States will have a major impact on international
travel sales.

２００２

３月 創立９０周年
Ｉ
ＦＡワールドカップが開催され、公式輸送業務を始めさま
６月 日韓共催のＦ

2002 Mar.
Jun.

ざまなツアーを取扱う
「ナイスセレクト」
発売開始
１０月 無額面・選択型のペア宿泊ギフト券
２００３

１月 ＪＴＢグループ環境宣言制定
３月 イラク戦争勃発、重症急性呼吸器症候群（ＳＡＲＳ）発生により、海外

Oct.
2003 Jan.
Mar.

旅行営業に大きな影響を及ぼす
エースＪＴＢ参加者、
年間１，
０００万人を突破
2004

「株式会社ＪＴＢパブリッシング」
を設立
１０月 出版事業部門を統合した

2004 Oct.

90th anniversary of JTB establishment
Handles all official transportation and other tours relating to the FIFA World Cup
jointly hosted by Korea and Japan.
Launch “Nice Select” gift vouchers for couples, offering choice of accommodations.
JTB Environmental Proclamation issued.
Outbreak of Iraq War and Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)
will have a major impact on international travel sales.
ACE JTB customers top 10 million/year.
Publishing operations combined to from JTB Publishing Inc.

（出版部門を営業譲渡）
１１月 新たな経営体制を構築しＪＴＢグループのさらなる成長を期すため、

Nov.

事業持ち株会社化発表
2005

４月 ＪＴＢグローバルマーケティング＆トラベル営業開始

2005 Apr.

(国際旅行部門を営業譲渡)
2006

４月 新グループ経営体制スタート

2006 Apr.

グループタイライン制定
「Your Global Lifestyle Partner」
５月 株式会社ジェーシービーと包括的な事業提携契約を締結、戦略的

May.

役割を果たす事業開発会社「㈱Ｊ＆Ｊ事業創造」設立
2007

４月 訪日外国人向け多言語オンラインサイトのサービス開始
６月 全国５０万件のお店や施設で使える、株式会社ジェーシービーとの

2007 Apr.
Jun.

Announced the conversion to a holding company to establish a new management
structure and achieve further growth for the JTB Group.
JTB Global Marketing & Travel begins operations
(JTB's inbound travel division is transferred).
Transfer to a new management structure (segmentalization of business),
and “Your Global Lifestyle Partner” designated as the new Group tie-line.
Establishment of J&J Business Development Corp., as a joint venture
with JCB Co., Ltd.
Opens website “JAPANiCAN.com” to provide online multilingual services for
overseas visitors to Japan.
Creates joint Nice Gift vouchers with JCB Co., Ltd. valid at 500,000 retailers in Japan.

共同ギフト券
「ナイスギフト」
発売開始
２００８

（ツムラーレグループ株式譲受）
１月 欧州事業強化にむけた組織再編
参加者、
２，
５００万人を突破
１０月 「ルックＪＴＢ」

２００９

４月 ＪＴＢ時刻表

通巻１，
０００号を発行

６月 旅館経営人財育成基金設立
２０１０

１月 エースＪＴＢ販売開始から４０周年
が発行点数世界最多の旅行ガイドシリーズとしてギネス世界
１２月 「るるぶ」
記録TMに認定

２０１１

「Ｔｈｅ ＪＴＢ Ｗａｙ」
制定
４月 新グループブランドメッセージ
を販売開始 ＪＴＢグループが外資系
１０月 中国人向け旅行商品「悠逸」
旅行会社として初めての認可を受ける

２０１２

３月 創立１００周年
１７８名を斡旋
（～８月）
７月 ロンドンオリンピックで７，

２０１３
２０１４

始動
２月 「ＪＴＢユニバーサルツーリズム」
ヨーロッパムンド社の株式譲受
５月 スペイン、
９月 ＵＮＷＴＯの世界観光倫理憲章に署名
ハワイ州が2014年10月1日
１０月 ＪＴＢホノルル支店開設５０周年を記念し、
を
「ＪＴＢ ＤＡＹ」
と制定
１２月 ツアーイーストグループの株式譲受

２０１５

「ＪＴＢスポーツ」
を設立
９月 新ブランド

２０１６

３月 東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会のオフィシャル旅行

２０１７

４月 株式会社ＪＴＢコミュニケーションデザイン設立
ＭＣ＆Ａ社の株式譲受
１月 ハワイ、

２０１８

パノラマＪＴＢツアーズ設立
３月 インドネシア、
「株式会社ＪＴＢ
（英文名称 ＪＴＢ Ｃｏ
ｒ
ｐ．
）
」
へと変更
１月 名称を

２０１９

（経営統合）
４月 新経営体制へ移行
９月 ラグビーワールドカップ2019™日本大会の国内唯一の公式旅行会社

サービスパートナーとして契約を締結

Acquisition of shares in Tumlare Group.
LOOK JTB customers top 25 million.
JTB Timetable 1,000th issue.
Establishment of the Ryokan Management Resources Development Fund.
ACE JTB celebrates 40 years of sales
“Rurubu” is officially recognized as the largest selling travel guide series in the world,
by the Guinness Book of Records™.
Formulation of a new Group brand message, “The JTB Way.”
2011 Apr.
NEW CENTURY INTERNATIONAL TOUR CO., LTD. acquired the permission
Oct.
for overseas travel sales for Chinese citizens.
100th anniversary of JTB establishment
2012 Mar.
Jul.-Aug. Served 7,178 people at the London Olympics
Starts “JTB Universal Tourism”
2013 Feb.
Acquisition of shares in Europa Mundo Vacaciones in Spain.
2014 May.
Signing of United Nations World Tourism Organization (UNWTO) World Tourism
Sep.
Ethics Charter.
State of Hawaii declares October 1, 2014 as “JTB Day,”
Oct.
commemorating 50th anniversary of JTB Honolulu Branch opening.
Acquisition of shares in TOUREAST Group.
Dec.
“JTB Sports” established as new brand.
2015 Sep.
JTB concludes Official Travel Service Partner agreement for 2020 Tokyo Olympic
2016 Mar.
and Paralympic Games.
JTB Communication Design Inc. founded.
Apr.
Acquisition of shares in MC&A in Hawaii.
2017 Jan.
Panorama JTB Tours PT. is established in Indonesia.
Mar.
Modification of the trade name to JTB Corp.
2018 Jan.
Transfer to a new management structure (business integration)
Apr.
Contribution as Official Travel Agent to the success of Rugby World Cup 2019™
2019 Sep.
2008 Jan.
Oct.
2009 Apr.
Jun.
2010 Jan.
Dec.

として大会オフィシャル業務（選手・関係者の宿泊・輸送業務、会場
駐車場運営等）並びに公式募集ツアーの販売を実施
２０２０
２０２１

４月 株式会社グッドフェローズＪＴＢ設立
交流創造ビジョン・新中期経営計画スタート
１０月 「新」
４月 組織改編による新体制発足
６月 株式会社ＪＴＢビジネストランスフォーム設立

2020 Apr.
Oct.
2021 Apr.
Jun.

Established GoodFellows JTB inc.
Start of New Medium-Term Management Plan
Inauguration of new organization through reorganization
Established JTB Business Transformation Corp.

JTB GROUP DATA 2021
JTBグループ

JTB Group

J T B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。
Operating companies belonging to the JTB Group can be divided
according to business category or characteristic as follows.

株式会社 JTB
JTB Corp.

ツーリズム
Tourism

ビジネスソリューション
Business Solutions

海外グループ企業

Group companies outside Japan

地域ソリューション
Area Solutions

グローバル
Global

海外グループ企業

Group companies outside Japan

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.
MC&A USA, LLC
JTB International (Canada) Ltd.
Tourland Travel Ltd.
Tumlare Corporation Inc.
Quickly Travel Agencia de Viagens e Turismo Ltda.
Quickly Concierge Service Ltda.
Tumlare Brasil Agencia de Viagens e Turismo Ltda.
JTB Hawaii, Inc.
JTB Goodwill Foundation
Honolulu Festival Foundation
JTB Hawaii Travel, LLC.
Travel Plaza, LLC.
Travel Plaza Transportation, LLC.
Tachibana Enterprises, LLC.
JTB Global Travel Service, LLC.
MC&A, Inc.

ヨーロッパ
Europe

事業基盤機能

Business infrastructure functions

独立会社

Affiliated company

関係団体

Affiliated Organizations

ツーリズム
Tourism

株式会社JTBメディアリテーリング
JTB Media Retailing Corp.

株式会社JTBグランドツアー&サービス
JTB Grand Tours & Services, INC.

株式会社JTBガイアレック
JTB GAIAREC, INC.

株式会社JTB京阪トラベル
JTB Keihan Travel, Corp.

株式会社トラベルプラザインターナショナル
Travel Plaza International, Inc.

株式会社JTBグローバルアシスタンス
JTB GLOBAL ASSISTANCE, INC.

株式会社Fun Japan Communications
Fun Japan communications CO., LTD.

ビジネスソリューション
Business Solutions

株式会社JTBビジネストラベルソリューションズ
JTB Business Travel Solutions, inc.

株式会社JTBコミュニケーションデザイン
JTB Communication Design, Inc.

株式会社JTBベネフィット
JTB BENEFIT SERVICE, Inc.

株式会社JTB Next Creation
JTB Next Creation Corp.

Kuoni Travel Investments Limited
Travel Plaza(Europe)B.V.
JTB Europe Ltd.
JTB France S.A.S.
JTB Italy s.r.l.
JTB Viajes SPAIN S.A.
JTB Germany GmbH
Travel Plaza Netherlands B.V.
JTB Greece E.P.E.
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 Net Travel Service o.o.o.
Tumlare o.o.o.
Europa Mundo Vacaciones S.L.
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 Austria GmbH
Kuoni Destination Management A/S
Kuoni Global Travel Services (Scweiz) AG
Kuoni Destination Management s.r.o
Conference & Touring GmbH
Kuoni Destination Management Ltd.

2021年7月1日 時点
(as of July 1, 2021)

アジア・パシフィック
Asia Pacific

JTB Pte Ltd
JTB Cambodia Co.,Ltd.
JTB (Thailand) Ltd.
JAPAN TRAVEL BUREAU (MALAYSIA) SDN. BHD.
PT. JTB INDONESIA
世帝喜旅行社股份有限公司
JTB Taiwan Ltd

JTB-TNT Co., Ltd.
JTB.Polestar Co.,Ltd.
PT.Kura Kura Indonesia
Dynasty Travel International Pte. Ltd
JTB India Private Limited
Tour East Singapore (1996) Pte Ltd
PT. Tour East Indonesia
Tour East Thailand
JTB Asia Pacific PHIL. CORP
JTB Oceania Pty Ltd
JTB Australia Pty Limited
JTB New Zealand Limited
PT Panorama JTB Tours Indonesia
BIG S' Holiday Pte. Ltd.
Tumlare Software Service Pvt. Ltd.
Tumlare Travel Service Pvt. Ltd.
Net Service Holding Ltd.
Kuoni Global Travel Services (India) Pvt.Ltd.
Kuoni GTS (Singapore) Pte.Ltd.
Kuoni Tumlare (Thailand) Ltd.
PT Kuoni GTS Indonesia
Kuoni GTS (Taiwan) Limited.
Kuoni Tumlare Travel Sdn.Bhd.

地域ソリューション
Area Solutions

株式会社JTBビジネスイノベーターズ
JTB BUSINESS INNOVATORS Corp.

株式会社JTB商事
JTB Trading, Inc.

株式会社JTB沖縄
JTB OKINAWA Corp

株式会社JTBパブリッシング
JTB Publishing, Inc.

株式会社PULS
PULS Inc.

中国ターミナルサービス株式会社
CHUGOKU TERMINAL SERVICE CO., LTD.

株式会社グッドフェローズJTB
Good Fellows JTB Corp.

株式会社JTBアセットマネジメント
JTB Asset Management Corp.

グローバル
Global

株式会社JTBグローバルマーケティング&トラベル
JTB Global Marketing & Travel Inc.

事業基盤機能

Business infrastructure functions

中国
China

上海佳途国際旅行社有限公司
JTB TOURS SHANGHAI CO.,LTD

佳天美(広州)国際旅行社有限公司
JTB (GUANGZHOU) International Tours Co., LTD.

杰科姆国際会展(北京)有限公司
JCOM China Co., Ltd.

KGTS (Hong Kong) Ltd.
Gullivers (Beijing) Commercial Consulting Services Ltd.
佳天美香港有限公司
JTB (Hong Kong) Ltd.

JTB(澳門)旅遊有限公司
JTB (Macau) Travel Ltd.

株式会社JTB総合研究所
Japan Tourism Marketing Co.

株式会社JTBデータサービス
JTB DATA SERVICE, INC.

株式会社JTBビジネストランスフォーム
JTB Business Transformation Corp.

株式会社ジェイティービーライフネット
JTB LIFENET CO., LTD.

独立会社

Affiliated company

ジェイアイ傷害火災保険株式会社
JI Accident & Fire Insurance Co., Ltd.

JTB旅連事業株式会社

ミクロネシア
Micronesia

株式会社パシフィックミクロネシアツアーズ
Pacific Micronesia Tours, Inc.

T.P. Micronesia, Inc.
Tasi Tours & Transportation, Inc.

JTB Ryorenjigyo Corp.

株式会社J&J事業創造
J&J Business Development Corp.

株式会社JCBトラベル
JCB TRAVEL CO., LTD

株式会社J&Jギフト
J&J Gift Corp.

株式会社J&Jヒューマンソリューションズ
JTB&JCB Human Solutions Corp.

韓国

South Korea

ロッテ・ジェイティービー株式会社
LOTTE JTB Co., Ltd

株式会社J&J Tax Free
J&J Tax Free Corp.

株式会社JWソリューション
JW SOLUTION Corp.

Kuoni Korea Ltd

国内拠点

関係団体

Affiliated Organizations

Japan

株式会社ツムラーレコーポレーション

一般財団法人日本健康開発財団

Tumlare Corporation

Japan Health & Research Institute

株式会社クオニイ ジャパン

学校法人国際文化アカデミー

Kuoni Japan Co. Ltd.

Educational Institution JTB International Cultural Academy

