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関西空港利用促進 KIXツアーコンペの審査結果 
 

2015年度のさらなる航空旅客の需要喚起を図るため、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。59商品のご応募をいただき、審

査の結果、下記のとおり優秀商品を選出しました。 

受賞商品は、金賞、銀賞、銅賞のほか、特別賞として欧州賞、地方発関西空港乗り継ぎ賞、優秀賞 7商

品の計 12商品です。 

金賞、銀賞、銅賞、特別賞受賞の造成担当者には、受賞商品の利用路線の往復航空券を贈呈いたしま

す。なお、すべての受賞商品に対し、ツアーお申込みのお客様にご利用いただける、当空港内の免税店ク

ーポン券を提供します。 

さらに、関西国際空港内、大阪国際空港内での受賞商品の展示や、情報誌「KIX-ITM MAGAZINE」の 8

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。 

 

記 

 

○ 募集期間 ： 2015年 5月 1日（金）～6月 1日（月） 

 

○ 応募件数 ： 海外旅行商品 55件、国内旅行商品 4件  計 59商品 

 

【受賞商品一覧】  ※順不同 

 
 

【受賞商品展示】 

2015年 7月 22日（水）～ 8月 2日（日）  関西国際空港第 1 ターミナル 2階 KIXギャラリー 

2015年 8月 5日（水） ～ 9月 3日（木）   大阪国際空港北ターミナル 1階 ロビーステージ横特設会場 

2015年 9月 8日（火） ～9月 30日（水）  関空展望ホール「SkyView」 

 

※詳細は別紙をご参照ください。 

会社名 ツアー名

金賞 クラブツーリズム 株式会社 日本航空直行便利用　アメリカ西部国立公園めぐり9日間

銀賞 株式会社 エイチ・アイ・エス 大自然が作り出した仙境の世界　ビジネスクラス利用　武陵源と天門山 5日間

銅賞 株式会社 JTBワールドバケーションズ
関空からエア・カナダで行く カナダ/関空からエア・カナダで行く 個人で愉しむカナダ

関空から行く秋カナダ・アメリカ・アラスカ

欧州特別賞 株式会社 阪急交通社 フィンランド航空ビジネスクラス利用　オーロラと温泉　アイスランドの絶景を巡る8日間

地方発関西空港

乗り継ぎ特別賞
株式会社 ジャンボツアーズ アリュール・オブ・ザ・シーズで巡る！地中海４ヵ国クルーズ11日間

優秀賞 株式会社 エイチ・アイ・エス チャイナエアライン直行チャーター便で行く　ベトナム　ダナン

優秀賞 株式会社 エイチ・アイ・エス ノスタルジック　スリランカ周遊6日間

優秀賞 近畿日本ツーリスト個人旅行 株式会社 充実のアンコールワットとベンメリア遺跡５日間

優秀賞 株式会社 JTBワールドバケーションズ フィリピン航空で行く　セブ・ボラカイ島・ボホール島・エルニド

優秀賞 株式会社 JTBメディアリテーリング 地中海の楽園マルタ島と愛と美の女神伝説キプロス島８日間

優秀賞 株式会社 日本旅行 チャイナエアライン高雄直行便で行く　いいとこどり台湾縦断4日間

優秀賞 株式会社 日本旅行 ソウル旅アプリ

2015KIXツアーコンペ受賞一覧



ツアー名称 会社名 評価ポイント 商品URL

日本航空直行便利用

アメリカ西部国立公園めぐり9日間
クラブツーリズム 株式会社

2015年3月より復活した日本航空関西＝ロサンゼルス直行便を利用した、アメリカ西部の壮大な国

立公園を周遊するツアー。ハイキングや遊覧飛行で陸からも空からもアメリカ西部の大自然を満喫

できると同時に、移動のバス1人2席利用など、シニア層をターゲットとしたサービスも充実してい

る。価格帯もハイシーズンでも40万円以内に収め、集客が期待できる点を評価。

http://tour.club-
t.com/vstour/WEB/web_tour
3_tour_tmp.aspx?p_baitai_web
=CTOP&ToCd=TD&p_from=8
00000&p_company_cd=10020
00&link_id=hCnS&p_course_n
o2=80505&p_baitai=990&x=0
&y=0

大自然が作り出した仙境の世界

ビジネスクラス利用

武陵源と天門山 5日間

株式会社 エイチ・アイ・エス

関西空港からの路線網が拡大している中国へ、中国東方航空ビジネスクラスで渡航し、秘境を巡る

ツアー。他では見ることのできない絶景、世界遺産の「武陵源の自然景観」を堪能でき、美食の国

中国で10本の指に入る100年以上の歴史を持つレストランでの食事など、中国の大陸力を存分に感

じられる企画である。

http://e.his-
j.com/trip/ciao/voyage/
04A_30/OC-
ODC0018/____1

関空からエア・カナダで行く カナダ

関空からエア・カナダで行く 個人で愉しむカナダ

関空から行く秋カナダ・アメリカ・アラスカ

株式会社

JTBワールドバケーションズ

2015年5月より新規就航したエア・カナダ ルージュの関西＝バンクーバー直行便を利用した商

品。添乗員同行型・個人型・秋のカナダを満喫する商品など、幅広く商品展開をしており、また、

商品販売に合わせて「Go!Go!カナダキャンペーン」も実施し、マスボリュームが見込める点を評

価。

http://www.lookjtb.com/
lookjtb/tour/1501_002/
kansai/index.asp

フィンランド航空ビジネスクラス利用

オーロラと温泉

アイスランドの絶景を巡る8日間

株式会社 阪急交通社

オフラインで個人では渡航しにくいアイスランドに、フィンランド航空関西＝ヘルシンキ線ビジネ

スクラスを利用して渡航するツアー。世界最大級の露天風呂「ブルーラグーン」へは、最寄のホテ

ル「ノーザンライトイン」の希少な部屋を確約しているため、アクセスしやすいように工夫されて

おり、僻地でしか見られないような絶景を堪能できる企画力を評価。

http://www.hankyu-
travel.com/tour/detail_i.
php?p_course_id=F630K
&p_hei=96

アリュール・オブ・ザ・シーズで巡る！

地中海４ヵ国クルーズ11日間
株式会社 ジャンボツアーズ

世界最大級の大型客船で、スペイン・フランス・イタリアを巡る地中海クルーズツアー。すべての

寄港地からオリジナルツアーも設定しており、クルーズだけでなく、各都市の観光も満喫できる。

地方から乗り継ぎの利便性の高いカタール航空で、効率よくバルセロナ間を往復できることも評

価。

http://www.jumbotours.
co.jp/naha/europe/cari
bbean-allure-
11days201502/

チャイナエアライン直行チャーター便で行く

ベトナム　ダナン
株式会社 エイチ・アイ・エス

オフラインであるベトナムダナンに、チャイナエアラインのチャーター便で渡航するツアー。同社

は、ダナン市人民委員会外務局公認観光プロモーション旅行代理店にも選ばれており、日本人に

とってあまり馴染みがなかったダナンのディスティネーション開発及びプロモーションに力を入れ

ている点を評価。本ツアーではシーフードBBQディナーやホイアンナイト散策ツアーなど、オリジ

ナルイベントも企画しており内容も充実している。

http://www.his-
j.com/kix/area/vietnam
/danang/

ノスタルジック　スリランカ周遊6日間 株式会社 エイチ・アイ・エス

オフラインであるスリランカに、関西空港からのネットワークの強みの一つであるキャセイパシ

フィック航空香港線で乗り継いで渡航する商品。世界遺産観光はもちろん、動物とのふれあい体

験、コロンボでのマッサージやショッピングなどの観光も充実しており、シニアからOLまで幅広い

世代を取り込める点を評価。

http://e.his-
j.com/trip/ciao/voyage/
04A_30/OC-
NCA0078/____1

充実のアンコールワットとベンメリア遺跡

５日間

近畿日本ツーリスト個人旅行

株式会社

オフラインであるシェムリアップに、シルバーウィークに、スカイアンコール航空チャーター便で

渡航するツアー。周辺遺跡も網羅し、朝日を見ることができるチャンスを2日間設定、夕日鑑賞ス

ポットも2か所訪れるなど、女子旅・一人旅・シニアのどのような旅行でもアンコールワットを堪

能できるよう工夫されている点を評価。

http://shop.knt.co.jp/hol
iday/sys/contents.asp?f
=angkorwat/charter/ind
ex_d.html

フィリピン航空で行く

セブ・ボラカイ島・ボホール島・エルニド

株式会社

JTBワールドバケーションズ

2014年12月より新規就航した関西＝セブ直行便など、フィリピン航空を利用したプラン。定番の

セブ島だけでなく、ボラカイ島、ボホール島、エルニドなど、美しいフィリピンの島々のコースを

設定。オプションプランも数多く取り揃え、気軽に訪れることができるアジアビーチとして、女性

やファミリーの需要創出につながる可能性を評価。

http://www.lookjtb.com/
lookjtb/index.asp

地中海の楽園マルタ島と

愛と美の女神伝説キプロス島８日間

株式会社

JTBメディアリテーリング

地中海の美しい2つの島、キプロス島に3連泊とマルタ島に2連泊しゆったり過ごすツアー。パッ

ケージツアーとしては珍しい方面であるが、東京発着ではなくエミレーツ航空の乗り継ぎ利便性を

生かし関西発着で設定しており、関西の海外旅行リピーターを取り込む可能性を評価。

準備中

チャイナエアライン高雄直行便で行く

いいとこどり台湾縦断4日
株式会社 日本旅行

関西空港から台湾への路線の強みを生かし、チャイナエアラインで高雄から入り台北から出る、台

湾を縦断するツアー。日月潭宿泊で商品のクオリティを高め、途中の移動には新幹線乗車体験や、

クルーズ体験もあり、乗り物体験で定番とは一味違った台湾を楽しむことができる点を評価。

準備中

ソウル旅アプリ 株式会社 日本旅行

ホテルとフライトを好きなようにカスタマイズできるAIR＆HOTELがベースの商品。選べる組み合

わせは43パターンあり、若年層やパッケージ離れした客層のニーズを上手く捉えている点を評価。

日韓国交正常化50周年を迎え、このような商品を通して韓国への気軽な旅行需要創出が期待でき

る。

http://www.nta.co.jp/pa
nfu/kaigai/osa/

関西空港利用促進　ＫＩＸツアーコンペ

2015年度　受賞商品一覧

総評 

 総数59商品の応募があり、うち関西空港発海外旅行商品が50件、 

 国内就航都市発関西空港経由海外旅行商品が5件、国内旅行商品4件でした。 

 今回は、欧州方面と北米方面の商品を対象とした特別賞を設定したこともあり、同方面の商品の応募の増加が見られました。  

  

 審査にあたっては 

 ・関西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 

 ・内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の開拓や、既存のデスティネーションでも新たな観光素材の発掘などがみられるか  

 ・斬新な企画や工夫・目的意識・ターゲティングなどのオリジナリティが見られるか 

 ・効果的な募集や魅力的な旅行内容で、多くの関西空港利用客を集客できるか 

 などを鑑み、総合的に判断した上で選出しました。  
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