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関西国際空港 20 周年記念

関西国際空港利用促進 KIX ツアーコンペの審査結果
2014 年度のさらなる航空旅客の需要喚起を図るため、2014 年 7 月 1 日から同年 7 月 31 日まで、旅行会
社の皆様から関西空港発着便を利用した旅行商品を募る、「関西空港利用促進 KIX ツアーコンペ」を実施
しました。応募総数 40 商品のご応募をいただき、審査の結果、以下のとおり優秀商品を選出しました。
受賞商品は、KIX 賞（事務局賞）7 商品に加え、本年度より新たに、韓国、グアム、台湾、中国、フィリピン、
香港、マレーシアの各国政府観光局様にも、各 1 商品ずつ選出していただきました。
受賞商品に対しては、副賞としてホテル日航関西空港のお食事券 10 万円分を贈呈するほか、受賞ツアー
に参加されるお客様が、当空港内の免税店でご利用いただけるクーポン券を 1000 円分提供します。また、展
望ホール（2014 年 9 月 13 日（土）～19 日（金））と KIX ギャラリー（9 月 26 日（金）～10 月 1 日（水））での、受賞
商品の展示や、情報誌「KIX-ITM MAGAZINE」の 10 月発行号で特集を組むなど、商品の販売促進を支援しま
す。
今後も引き続き、関西国際空港のさらなる利用促進に努めてまいります。
１． 応募総数

計 40 商品

２．受賞商品

計 14 商品

賞

ツアー名称

会社名

KIX賞

シチリア島ぐるっと一周８日間

株式会社 ＪＴＢメディアリテーリング

KIX賞

関西国際空港開港20周年記念企画 ルックJTB 「関空20周年」

株式会社 ＪＴＢワールドバケーションズ

KIX賞

ルックJTB 「世界の鉄道を愉しむ旅」

株式会社 ＪＴＢワールドバケーションズ

KIX賞

ルックJTB 「旅マドンナ」（ハワイ・シンガポール・台湾・香港・ヨーロッパ）

株式会社 ＪＴＢワールドバケーションズ

KIX賞

シルクロードの真珠 ウズベキスタン周遊 6日間

株式会社 全旅

KIX賞

大人のためのちょっといい旅 ヨーロッパ

株式会社 日本旅行

KIX賞

美しきヒマラヤ・ネパール感動の旅 7日間

株式会社 阪急交通社

釜山花火まつりと秋の慶尚道巡り4日間

株式会社 阪急交通社

ルックJTB 「ラブ・ファミリー ３世代におすすめ！グアム」

株式会社 ＪＴＢワールドバケーションズ

ぐるり台湾周遊5日間

株式会社 エイチ・アイ・エス

春秋航空で行く！重慶・九寨溝5日間

株式会社 エイチ・アイ・エス

女の子による、女の子のための きゅん旅マニラ

株式会社 エイチ・アイ・エス

キャセイパシフィック航空ビジネスクラスで行く 癒しの香港

株式会社 エヌオーイー

年末年始チャイナエアラインチャーター便で行くボルネオ島5日間

株式会社 エイチ・アイ・エス

韓国観光公社賞
グアム政府観光局賞
台湾観光協会賞
中国国家観光局賞
フィリピン共和国観光省賞

香港政府観光局賞
マレーシア政府観光局賞

詳細は別紙をご参照ください。
以上
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関西国際空港利用促進 KIXツアーコンペ
受賞商品一覧

総評

総数40商品の応募があり、うち関西国際空港発海外旅行商品が38件、
国内就航都市発関空経由海外旅行商品が1件、国内旅行商品1件でした。
海外の方面別では、アジアが23商品、ヨーロッパが5商品、グアム・ハワイが4商品、オセアニアが2商品、北米・アフリカが2商品、
その他３商品でした。

審査にあたっては
・関西国際空港の路線ネットワークの強みや特色を生かした商品

・新規あるいは増便路線の商品、国内・国際乗継の利便性を生かした商品
のいずれかに該当することに加え、
・新たなデスティネーション・観光素材の開拓やオリジナリティなど内容面での「開発力」・「企画力」
・さらには「集客力」および集客に際しての費用対効果といった「効率性」
などを鑑み、総合的に判断した上で選出しました。
受賞商品一覧は、関西空港ホームページでもご覧いただけます！
http://www.kansai-airport.or.jp/tour/osusume/index.html

ツアー名称

✈

ＫＩＸ賞
7商品

シチリア島ぐるっと一周
8日間

会社名

審査委員からの評価ポイント

商品掲載URL

株式会社
ＪＴＢメディアリテーリング

イタリア自体は日本人には根強い人気の国ではあるが、イタリアリピーターをマスコミで注目度
の高まっているシチリアへ仕向けた企画はこれからの市場のニーズを先取りしている。 ヨーロッ
パ系航空会社ではなく、トルコ航空利用により（関空発23：20）、関西圏以外のお客様も参加
しやすいツアーである。

http://www.miraio.jtb.co.jp/rweb/kaigai/pages/CourseDat
a.aspx?GAMENID=kensakukekka&COURSE
NO=E51680

関西国際空港開港20周年
関空開港20周年を前面に出した各種ツアー。20万円のツアーや、オプショナルツアー20％オ
株式会社
http://jtb.co.jp/lookjtb/tour/1404_002
フなど、「20」にこだわった様々な特典を用意している。他にも、関空内駐車場料金割引や関
記念企画
/kansai/
ＪＴＢワールドバケーションズ 空特別無料見学ツアーを実施するなど、参加者への魅力が満載である。
ルックＪＴＢ 「関空20周年」

ルックＪＴＢ
「世界の鉄道を愉しむ旅」

普段着感覚で愉しめる鉄道企画。「鉄道」をフックに、鉄道乗車体験だけでなく、各地の見どこ
ろや名物料理も愉しむことができる。
株式会社
http://jtb.co.jp/lookjtb/tour/1401_001
今や国内においても「鉄道」に関心が高まっている中、「方面」の切り口ではなく、鉄道を愉しむ
ＪＴＢワールドバケーションズ という「目的」を切り口として、世界中のディスティネーションを集約している。このような斬新な /kansai/index.asp
商品作り、パンフレット作りは大いに評価される。

ルックＪＴＢ 「旅マドンナ」
（ハワイ・シンガポール・
台湾・香港・ヨーロッパ）

大人の女性をターゲットにし、様々な気配りが満載のツアーである。「より上質へ」「少し贅沢に」
株式会社
http://www.jtb.co.jp/lookjtb/tour/1309
という世の中のトレンドを見事に海外旅行の中に取り込み、商品マーケティング力の冴えが感じ
_002/kansai/index.asp?kaiosa=062
ＪＴＢワールドバケーションズ られる。「おもてなしＢＯＯＫ」（特典ブック）も魅力的である。

シルクロードの真珠
ウズベキスタン周遊
6日間

大人のための
ちょっといい旅
ヨーロッパ

美しきヒマラヤ・ネパール
感動の旅
7日間

株式会社 全旅

ツアー設定本数、販売目標人数は少ないが、デスティネーション開発力、ユニークなフライトづ
かいを評価。
シルクロードという語感は日本人に好まれるところではあるが、中国域内のシルクロード関連ツ
アーは行程もハードで、リピーターも二の足を踏む人も多い。しかしながら、仁川経由のアシア
ナ航空を使うことでシルクロードの魅力をウズベキスタンで味わうことができる貴重なツアーと
なっている。

http://www.zenryo.co.jp/index.php

株式会社 日本旅行

「大人」「ちょっといい旅」をキーワードにし、ターゲットを明確にしたツアーづくり。特徴ある個性
派ホテルを使用するなど随所にスパイスが効いている。
各地の祭事や食事などに大人向けのグレードを確保し、上質なツアーに仕上げていることが評
価できる。

http://www.nta.co.jp/nta_world/?PANF_
CODE=6164-14703&DepartMonth=201502&Airport=KI
X&SortOrder=Asc

株式会社 阪急交通社

ヒマラヤ は、登山好きなアクティブシニアのみならず海外旅行リピーターには憧れのディスティ
ネーション。ハイキング（トレッキング）も取り入れながらも、観光旅行的な要素も随所に組み込
http://www.hankyuまれ、コストパフォーマンスの高いツアーである。
travel.com/tour/detail_i.php?p_course_id
行く機会が限られるデスティネーションだが、「関空から添乗員同行プラン」「ネパール通添乗
=X683&p_hei=30
員同行日」「ひとり旅応援キャンペーン出発日」の設定など、参加しやすいツアーづくりとなって
いる。

政観賞
７商品
韓国
観光公社賞

グアム
政府観光局賞

台湾
観光協会賞

中国
国家観光局賞

フィリピン
共和国
観光省賞

ツアー名称
釜山花火まつりと
秋の慶尚道巡り
4日間

会社名
株式会社 阪急交通社

各政府観光局からの評価ポイント

商品掲載URL

日本人観光客にも人気が高い釜山花火まつりを観賞でき、また桟敷席や船、レストラン等から
http://www.hankyu好きな観賞場所を選ぶことが出来る。そして、花火だけではなく慶州や通度寺など都市部では
travel.com/tour/detail_i.php?p_course_id
ない韓国の地方と紅葉を楽しめる日程となっており、新たな韓国の魅力を感じられるツアーで
=K062A&p_hei=30
ある。

三世代の家族旅行に焦点を当て、現地で家族全員が楽しめる過ごし方を提案しており、旅を
ルックＪＴＢ
選ぶ母・旅慣れない祖父母など家族それぞれの目線に立った商品である。
株式会社
http://jtb.co.jp/lookjtb/tour/1408_002
ファミリー層、特に三世代はグアムのマーケットの中でも特にボリュームの多い層であり、今後
「ラブ・ファミリー
ＪＴＢワールドバケーションズ 更に拡大したいマーケットの一つである。初めて明確に「三世代」と謳った商品は今までなく斬 /kansai/index.asp
3世代におすすめ！グアム」
新である

ぐるり台湾周遊
5日間

効率よく台湾の台北・日月潭・台南・高雄・台東・花蓮の人気都市を周遊し、全１０食付で名
店料理から列車弁当まで楽しめる。
http://e.his株式会社 エイチ・アイ・エス バス移動中の中国語レッスン、自由行動時間、燃油サーチャージ込み、お土産プレゼントなど j.com/trip/ciao/voyage/04A_30/ONのおもてなしで、初心者、リピーターともに台湾の魅力を存分に体験し、満足できる上質な台湾 FTC0002/____1
ツアー商品である。

春秋航空で行く！
重慶・九寨溝5日間

関空に新しく就航した春秋航空重慶路線を利用。中国の数多くある世界遺産のなかでも、九
寨溝・黄龍が主要目的地とされており、ここは広い範囲に渡り美しい植物と、希少動物生態系
株式会社 エイチ・アイ・エス を含む壮大な雪山に囲まれた大自然で、そこに住むチベット民族の融合した風情が中国独特
で他の海外旅行では体験できない。それとはまったく趣を異にする、中国の歴史と仏教文化を
感じられる文化遺産大足石刻をもうひとつのハイライトとしていることも評価できる。

ただ今準備中

女の子による、
女の子のための
きゅん旅マニラ

こちらの商品は、女性が思わず手に取りたくなり様な可愛らしいパンフレットとなっており、女性
が喜びそうな現地での過ごし方を点数形式で提案するという工夫が施された商品である。フィ
株式会社 エイチ・アイ・エス リピンの観光旅行で女性、ＯＬ等を中心としたマーケットがトップの１つに含んでおり、重要なター
ゲットと捉えている。

ただ今準備中

香港
政府観光局賞

キャセイパシフィック航空
ビジネスクラスで行く
癒しの香港

マレーシア
政府観光局賞

年末年始
チャイナエアライン
チャーター便で行く
ボルネオ島5日間

株式会社 エヌオーイー

今日、効率的な運営により低価格の運賃で運航サービスを提供するLCCの参入で高速バスの
代金程度で香港へ渡航できる時代になり、香港のツアー代金の低価格への料金競争ならび http://www.noeに飛行機は目的地までの移動手段と捉えらえるようになった。しかし、こちらのツアーはキャセ j.co.jp/db/skytour/osaka/cx_c_class_hkg
イパシフィック航空のビジネスクラスを利用し、飛行機の移動も旅行の一部としスポットをあてる 9-12/_SWF_Window.html
ことで、旅行は家を出発して帰宅するまでが旅行だと、改めて認識できる商品である。

関空からチャーター便を利用する事で約5時間のフライトでマレーシアビーチを楽しめる。ボル
ネオ島は自然豊かで美しいビーチが人気の理由であるが、企画の中にはオプションとして海洋 http://e.his株式会社 エイチ・アイ・エス 国立公園のサピ島めぐりや、ボルネオ島の固有種であるテングザル観測が出来るマングローブ j.com/trip/ciao/voyage/04A_30/OCツアーとボルネオの魅力を満喫できる提案が含まれている。他にも、人気のキナバル公園や GBP1500/
伝統舞踊ショーなどが鑑賞でき、サバ州の魅力が伝わる商品である。

