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＜速報＞「ASEAN ツーリズム･アワード･ジャパン 2018」受賞ツアー決定

ASEAN ツーリズム･アワード･ジャパン 2018 ロゴ

国際機関日本アセアンセンター(東京都港区 事務総長：藤田正孝)は、ASEAN 加盟 10 カ国(ブルネイ、
カンボジア、インドネシア、ラオス、マレーシア、ミャンマー、フィリピン、シンガポール、タイ、ベ
トナム）を対象とした優れた旅行商品を表彰する「ASEAN ツーリズム･アワード･ジャパン 2018」を初開
催し、6 部門・11 ツアーの受賞が決定しました。
アワードへの応募総数は 76 点で、日本旅行業協会（JATA)、日本海外ツアーオペレーター協会（OTOA)、
日本アセアンセンターからなる審査委員による厳正な審査を経て受賞ツアーが選ばれました。授賞式は、
2018 年 3 月 6 日(水)に東京で実施します。
受賞ツアーは次の通りです。

◆ ニュー・デスティネーション賞
熱帯の幻想

ブルネイ王国 6 日間

旅行会社

： 株式会社 JTB メディアリテーリング

オペレーター： 株式会社オーバーシーズ・ネットワーク
航空会社

： ロイヤルブルネイ航空
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 ラグジュアリー・トラベル賞
【プレミアムステージ・ゆったり旅】タイ国際航空ファーストクラス利用
ゆとりのバンコク・アユタヤへの旅５日間
旅行会社

： クラブツーリズム株式会社

オペレーター： 株式会社サイトラベルサービス
航空会社

： タイ国際航空

 ユニーク･ツアー賞（2 件）
充実のプログラムで憧れの CA 体験！ マレーシア航空キャビンクルー体験ツアー7 日間
旅行会社

： 株式会社パーパスジャパン

オペレーター ： 株式会社パーパスジャパン
航空会社

： マレーシア航空

フィリピンで次世代のフェアトレード＆ソーシャルビジネスを学ぶ
社会起業家とリアルな現場体験 7 日間ツアー
旅行会社

： 株式会社地球の歩き方 T&E

オペレーター ： 株式会社 Girls, be Ambitious
航空会社

： フィリピン航空、セブパシフィック航空

 サステナブル・ツアー賞（2 件）
フィリピン ネグロス島 5 日間【バードウォッチング】
旅行会社

： 株式会社風の旅行社

オペレーター ： 株式会社ブループラネット・エクスプローラー
航空会社

： フィリピン航空

＜ボルネオ屈指のワイルドライフ＞野生動物の宝庫キナバタン川流域のビリとボルネオ島の
心髄を巡る旅
旅行会社

： 株式会社ユ－・ツア－・サ－ビス

オペレーター ： Ocean Delight Tours & Travel Sdn Bhd
航空会社

： マレーシア航空、エアアジア

 メコン賞（4 件）
ベストツアー
旅行会社

ベトナムリゾート

～ベトナム航空で行く７つのベトナムリゾート～

： 株式会社日本旅行

オペレーター ： エス・エム・アイ・トラベルジャパン株式会社、
エーペックスインターナショナル株式会社
航空会社

： ベトナム航空
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新・いいとこどりカンボジア周遊 6 日間
旅行会社

： 株式会社 JTB メディアリテーリング

オペレーター ： エーペックスインターナショナル株式会社
航空会社

： 全日本空輸株式会社

大河メコンに抱かれし桃源郷 南北ラオス周遊 7 日間
旅行会社

： クラブツーリズム株式会社

オペレーター ： エーペックスインターナショナル株式会社
航空会社

： ベトナム航空

ANA 往復直行便利用 クラブツーリズム特別イベント ７つの絶景とミャンマーの祭典７日間
旅行会社

： クラブツーリズム株式会社

オペレーター ： エーペックスインターナショナル株式会社
航空会社

： 全日本空輸株式会社

 審査員特別賞
YTV あさパラ！×ルックＪＴＢ特別企画 「おじゃましミャンマー」
旅行会社

： 株式会社 JTB

オペレーター ： JTB・Polestar Co., Ltd.
航空会社

： シンガポール航空

＜＜ASEAN ツーリズム･アワード･ジャパン 2018 の概要＞＞
【名

称】ASEAN ツーリズム･アワード･ジャパン 2018

【主

催】国際機関日本アセアンセンター

【後

援】外務省、観光庁、一般社団法人日本旅行業協会、
一般社団法人日本海外ツアーオペレーター協会

【開催経緯】
日本アセアンセンターでは、日本と ASEAN 諸国間の観光促進を事業の柱の一つとしています。その
一環として、ASEAN 諸国を対象とした旅行商品の表彰事業「ASEAN ツーリズム･アワード･ジャパン」
を初開催しました。
本事業は、2015 年から 2017 年まで実施していた「メコン･ツーリズム･アワード」の対象国を域内
10 カ国に拡大・発展させた新規事業です。優れたツアー商品を表彰することにより、より良い商品
企画･造成を促し、ASEAN 諸国への旅行需要喚起につなげることを目的としています。また、ツアー
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を開発した旅行会社だけでなく、手配オペレーター会社・航空会社の 3 社で一組となり、業界のラ
インを一括して表彰することにより、アウトバウンドの機運を盛り上げる効果を期待しています。
【運営概要】
旅行会社を対象に公募を行い、ASEAN 諸国への優れた旅行商品を造成、販売した旅行会社、手配オ
ペレーター、航空会社の 3 社を 1 組として表彰。審査は、国際機関日本アセアンセンター、(一社)
日本旅行業協会(JATA)、(一社)日本海外ツアーオペレーター協会(OTOA)などの代表者が行いました。
【表彰カテゴリー】
① ニュー・デスティネーション賞
新しいデスティネーションの開発に貢献し、ASEAN の新しい観光の魅力を紹介するツアー
② ラグジュアリー･トラベル賞
ワンランク上の上質な旅を提案するツアー
③ ユニーク･ツアー賞
今までにない新しい視点で ASEAN の魅力を紹介したツアー
④ サステナブル･ツアー賞
持続可能な観光を商品化したツアー
⑤ メコン賞
カンボジア・ラオス・ミャンマー・ベトナムの魅力を紹介したツアー
⑥ 審査員特別賞
【詳

細】その他、詳細は日本アセアンセンターウェブサイトをご覧ください。
https://www.asean.or.jp/ja/tourism-info/20181204/
https://www.asean.or.jp/ja/tourism-info/20190221/
＜＜国際機関日本アセアンセンター＞＞
正式名称：東南アジア諸国連合貿易投資観光促進センター
ASEAN10 カ国政府と日本政府により 1981 年に設立。
貿易・投資・観光・人物交流の 4 分野を中心に、ASEAN 商品の輸出促進、日系企業の進
出支援、人材育成、日 ASEAN 間の観光促進等を通して、日本と ASEAN 諸国との関係促進
に貢献する国際機関です。
URL：https://www.asean.or.jp/ja/
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＜＜本リリースについてのお問合せ先＞＞
国際機関日本アセアンセンター 観光交流クラスター
東京都港区新橋 6-17-19 新御成門ビル 1F
電話：03-5402-8008
Fax：03-5402-8009
e-mail: info_to@asean.or.jp
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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