
 
令和 4 年３月１１日 
国 土 交 通 省 海 事 局 

「第 1 回日本観光ショーケース」海事観光ブース出展！ 

 
国土交通省では、ダイナミックな海の絶景や、穏やかな時間を過ごせる船旅・島旅など「海

事観光」の魅力を国民に広く知っていただくため、（公社）日本観光振興協会と協力し、海
事観光の総合的プロモーションを実施しています。 

この度、3 月 25 日から大阪で開催される「日本観光ショーケース in 大阪・関西」におい
て、官民連携して海事観光ブースの出展をするとともに、ステージイベント等を実施いたし
ます。皆さまのご来場・ご参加を心よりお待ちしています。 

 
✔出展内容 

海事観光の総合プロモーション、海の絶景、鹿児島～奄美・沖縄航路、九州航路、瀬戸内海
航路、阪神発着航路、船旅・島旅(国境離島、共有建造船)、スーパーヨット、新型コロナ対
策、CtoSea プロジェクト等について、パネルや撮り下ろしの船旅動画、模型展示など様々
な工夫を凝らした展示で PR します！ 

 
✔ステージイベント等 

3 月 27 日（日）、会場のステージにて、船旅アンバサ
ダーである小林 希氏による「始めよう！船旅の楽しさ
広がる御船印あつめ」の講演を実施。 

3 月 25 日（金）～27 日（日）にかけて、毎日、海事観
光ブースにおいて、船旅の魅力などを伝えるミニステー
ジを実施。ステージの最後には、ペア乗船券や各地のお土
産など豪華景品がもらえる抽選会を開催します！ 

 
第１回日本観光ショーケースin大阪・関西開催概要 
会期：２０２２年３月２５日（金）２６日（土）２７日（日） 
会場：インテック大阪 ２号館 
主催：「日本観光ショーケースin大阪・関西」実行委員会 
特別協力：公益財団法人 大阪観光局 
※詳細は、公式HP（https://japan-ts.jp/）をご覧ください。 

 

 
 
 
 

※C to Sea プロジェクト：若者をはじめとする多くの方に海や船の楽しさを知ってもらうための取組み。 

海事局総務課 海洋教育・海事振興企画室 中澤、梅崎 
TEL：03-5253-8946(夜間直通) 

03-5253-8111(内線 43-214、43-216) 
FAX：03-5253-1642 

 

海事観光の魅力を一般の方々や旅行業界にも知っていただくため、３月 25 日（金）から
大阪で開催される「日本観光ショーケース in 大阪・関西」において、ブース展示やステージ
イベントを実施いたします。 
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会場 インテックス大阪／ 1号館・2号館
〒559-0034 大阪府大阪市住之江区南港北 1丁目 5-102

出展
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「日本のみどり・海・自然」エリア

海事観光プロモーション
　　　　　　 ブースのご案内
海事観光プロモーション
　　　　　　 ブースのご案内

第1回日本観光ショーケース in 大阪・関西のホームページよりご登録ください。
https://japan-ts.jp

参加登録のご案内

ノベルティ
引換券

第 1 回 日本観光ショーケース in 大阪・関西

ノベルティプレゼント

第１回日本観光ショーケース

海事観光プロモーション「＃海があるから」ブースでは、「海」「観光」をテーマに様々なアクティビティをはじめ
日本の国境「離島」の紹介、西日本を中心としたフェリー観光など、18の事業団体による共同出展にてご紹介しています。

会期中本チラシを「＃海があるから」ブースに持参いただいた方、
またはその場でC to SeaのTwitter or Instagramをフォローし、
その画面を掲示いただいた方に、各日先着100名様に素敵なノ
ベルティを差し上げます。

《入場無料》

ホームページ

大阪市内中心部からのアクセス



1 新型高速船「クイーンビートル」の
 ご紹介（JR九州高速船） 

2 海マジ！紹介（リクルート）

3 魅惑のフェリー旅
 －九州・沖縄編－（マルエーフェリー）

4 日本を訪れるスーパーヨット
 （SYL ジャパン）

5 旅の検索サイト
 （ヤンマーマリンインターナショナルアジア）

6 船に乗って大阪を巡ろう
 （トップリバークルーズ）

7 魅惑のフェリー旅 
　 －九州・沖縄編－（マリックスライン）

8 魅惑のフェリー旅 
　 －関西・中国編－（阪九フェリー）

9 魅惑のフェリー旅 
　 －関西・中国編－（名門大洋フェリー）

10 魅惑のフェリー旅 
    －九州・沖縄編－（熊本フェリー）

11 魅惑のフェリー旅
 －九州・沖縄編－（野母商船）

12 魅惑のフェリー旅 
 －関西・中国編－（瀬戸内海汽船）

13 魅惑のフェリー旅 
 －関西・中国編－（フェリーさんふらわあ）

14 船に乗って大阪を巡ろう
 （トップリバークルーズ）

15 長崎発歴史と出会う船の旅
 （やまさ海運）

16 JRTT  ～海のブースでなぜ鉄道？
 （鉄道・運輸機構）

17 旅の検索サイト
 （ヤンマーマリンインターナショナルアジア）

11:000

12:00

13:30
14:0014:00
14:30
15:0015:00
15:30
16:0016:0016:00
16:30
17:0017:00

25日（金） 26日（土） 27日（日）

ブースのご案内

ミニステージ プログラム

①国土交通省海事局（C to Sea プロジェクト） 海の絶景、C to Sea プロジェクト、海マジ、コロナ対策 他
②内閣府総合海洋政策推進事務局 特定有人国境離島地域のご紹介
③鉄道・運輸機構（JRTT） さあ、船旅に出よう！
④マルエーフェリー株式会社 鹿児島⇔奄美群島⇔沖縄航路
⑤マリックスライン株式会社 鹿児島⇔奄美群島⇔沖縄航路
⑥やまさ海運株式会社 長崎⇔軍艦島クルーズ他
⑦熊本フェリー株式会社 熊本⇔島原航路
⑧野母商船株式会社 福岡⇔五島列島航路他
⑨阪九フェリー株式会社 神戸⇔新門司、泉大津⇔新門司航路
⑩株式会社 名門大洋フェリー 大阪南港⇔新門司航路
⑪株式会社フェリーさんふらわあ 大阪南港⇔別府航路、大阪南港⇔志布志航路、神戸⇔大分航路
⑫瀬戸内海汽船株式会社 広島・呉⇔松山航路、瀬戸内しまたびライン「SEA SPICA」  
⑬西日本旅客鉄道株式会社 　　
⑭SYL ジャパン株式会社 スーパーヨット
⑮ヤンマーマリンインターナショナルアジア株式会社 マリンアクティビティ検索・予約サイト
⑯トップリバークルーズ株式会社 大阪リバークルーズ
⑰JR九州高速船株式会社 博多と韓国・釜山を3時間40分で結ぶ新型高速船「クイーンビートル」
⑱一般社団法人日本外航客船協会 大型クルーズ、定期航路

ミニステージでは、各事業者の自慢の航路やサービス、船旅やマリンアクティビティの楽しみ方などを
ご紹介してまいります。

各ステージの最後には、ペア乗船券や各地のお土産など豪華景品がもらえる抽選会を開催いたします。
ぜひご参加ください！
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