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2019 年度「空港を活用した国内観光振興プロモーション」 

実施団体を募集します！ 

  国内航空需要の拡大と国内宿泊旅行の拡大を目的として、観光および航空関係者からなる「空港を活用

した国内観光振興プロモーション検討会」では、日本空港ビルデング㈱の協力を得て、羽田空港国内線第

１および第2旅客ターミナルにおいて、国内観光振興プロモーションを2008年度から実施しており、2019

年度も、ブース出展、デジタルサイネージ等によるプロモーションを計４回にわたり行うことといたしま

した。  

  

実施主体   空港を活用した国内観光振興プロモーション検討会 

事 務 局   （公社）日本観光振興協会、日本空港ビルデング（株） 

後    援   観光庁（予定） 

  

平成 30 年度においては、下記の 5 つの方針で募集いたします。 

・国内観光振興（国内航空需要の創出） 

・東北観光振興 

･ 九州観光振興 

・地域における訪日外国人旅行客への対応（地域における取組の紹介） 

・災害被災地の観光振興 

  2019 年 2 月 14 日から 3 月 29 日までの間、地方公共団体および観光振興団体を対象として同プロモー

ションの実施希望者を募集いたしますので、積極的なご応募をお待ちしております。 

  

 ＊別紙１ 空港を活用した国内観光振興プロモーションの募集概要について 

 ＊別紙２－１ 空港を活用した国内観光振興プロモーションスペース図（第１ターミナル） 

 ＊別紙２－２ 空港を活用した国内観光振興プロモーションスペース図（第２ターミナル） 

 ＊別紙３ デジタルサイネージ 関連資料 

 ＊別紙４ 空港を活用した国内観光振興プロモーション 企画申請書 

 ＊別紙５ 空港を活用した国内観光振興プロモーション 効果的な実施のための留意点 

＊別紙 2～5 は日本観光振興協会のホームページ等に掲載します 

 

2019 年 2 月 14 日  

(公社)日本観光振興協会 旅行振興部門 

TEL： 03–6435–8334 FAX： 03–6435–6921 NEWS RELEASE 

問い合わせ先： 日本空港ビルデング㈱広報室 平野 

代表番号 03-5757-8030, E-mail kouhou@jat-co.com 

公益社団法人日本観光振興協会  中村（慎）、高橋 

代表番号  03-6435-8334,  E-mail  s-nakamura@nihon-kankou.or.jp 

  

              

羽田空港国内線旅客ターミナルにおける国内観光振興プロモーションを 2019 年度も実施します (公募主

体：空港を活用した国内観光振興プロモーション検討会)。地方公共団体や観光振興団体を対象に広く募集

します。奮って御応募ください。プロモーションスペース利用料、デジタルサイネージ広告掲載料、フリー

ペーパー特集記事掲載料は日本空港ビルデング㈱の協力により無料です（造作・設営・撤去等の費用は実施

団体負担です）。（募集期間 2019 年 2 月 14 日～３月 29 日） 

mailto:kouhou@jat-co.com
mailto:s-nakamura@nihon-kankou.or.jp
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  2019 年 2 月 14 日 

空港を活用した国内観光振興 

プ ロ モ ー シ ョ ン 検 討 会 

 

空港を活用した国内観光振興プロモーションの募集概要について 

 

２０１９年度に羽田空港国内線旅客ターミナルビル内において行うプロモーションの募集につ

いての概要は下記のとおりです。第１と第２旅客ターミナルの集客力のあるスペースを年度 4 回に

わたり提供いたします(計 8 ブース)。プロモーションの効果を高めるため、ブース出展に加え、デ

ジタルサイネージとフリーペーパーも活用し、多角的・複合的なプロモーションを引き続き行うこ

ととします。引き続き、従来の各ターミナル別の利用に加え、第１と第２ターミナル双方での同時

使用での応募も可能とします（注）。 

 

記 

１．プロモーションの実施概要 

（１） 実施場所および提供媒体 

  ①羽田空港第１旅客ターミナル 

・ブース出展による観光プロモーション（場所：２階マーケットプレイス 指定範囲） 

・羽田空港フリーペーパー「ビッグバードプレス」（注）への特集記事掲載 

②羽田空港第２旅客ターミナル 

・プロモーション実施場所：２階５番出入口横 指定範囲 

  

・デジタルサイネージ広告（注）への掲載 

（設置場所：第２旅客ターミナルビル地下１階ロビー柱２０面 

・羽田空港フリーペーパー「ビッグバードプレス」（注）への特集記事掲載 

※具体的な位置は別紙１を参照してください。 

（注） 

  ■ 第１、第２旅客ターミナル同時利用のご希望がかなわずどちらか 1 方に 

    なる可能性もありますので予めご了承ください。 

■デジタルサイネージ広告 

  第２旅客ターミナル 地下１階・ロビー柱２０面  

別紙１ 
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・画面サイズ ６０インチ縦型（左右７５３ｍｍ×天地１，３３４ｍｍ）  

・放送回数 １５秒の動画又は静止画を１日計７６００回（１日３８０回×２０面） 

   

■羽田空港フリーペーパー「ビッグバードプレス」 

  ・年 12 回発行（各 5 万部） 

・特集記事につきましては、取材する地域を指定させていただく場合がございます。 

 

 

（２）実施日程、実施時間等 

・実施日程は次のうちいずれか（連続３日間・金曜日から日曜日）を選択してください。 

  

 2019 年 2020 年 

①  ②  ③  ④  

・観光プロモーション（ブース） 

・デジタルサイネージ 

 7月19日 

～21日 

10月４日 

～6日 

1月17日 

～19日 

3月6日 

～8日 

・フリーペーパー 7月発行（予

定） 

10月発行（予

定） 

12月発行（予

定） 

3月発行（予

定） 

・ブース出展の実施時間は午前１０時から午後６時までの間で実施団体が希望する時間です。 

・プロモーションの内容は、①の時期は夏期、②の時期は冬期、③の時期は春期、④の時期は

ＧＷの観光客をメインターゲットとしたものとします。 

・デジタルサイネージについては、実施日程を挟んで最大２週間まで掲載が可能です。（要調

整） 

 

（３）費用負担 

プロモーションスペース利用料、デジタルサイネージ広告掲出料、フリーペーパー特集記事

掲載料は、日本空港ビルデング㈱の協力により無料です。 

但し、以下に関する費用は、各実施団体側の負担になります。 

① 立ち合い（設営時・撤去時)/申請に関する費用（約９万円） 

② その他プロモーション実施にかかる費用（施工・撤去費） 

        概算費用をお出ししています。次ページをご参照ください。 

③ デジタルサイネージ広告データ作成費用（実費） 

④デジタルサイネージ広告データ編成費用（２万１千円） 

          ※データの形式やサイズについては別紙２を参照してください。 
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（②の詳細）その他プロモーション実施にかかる費用（施工・撤去費） 

 下記プランに含まれるもの 

 実施スペースの床カーペット敷設・ストックルーム施工、音響機材の配線接続・機器設定、

椅子・机の配置とそれらの撤去費用 

（その他出展者様が準備される展示物の造作および設置・撤去費用は含まれておりません） 

  

 

 

※その他のブース造作・イベント備品の貸し出しも対応可能です。 
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ブース施工・造作に関わる質問事項等は下記宛先までお申しつけください。 

株式会社ビッグウイング 営業部広告イベント課イベントチーム 

TEL 03-5757-8283 

 

 

２．公募主体 

空港を活用した国内観光振興プロモーション検討会 

・構成員：(公社)日本観光振興協会、日本航空（株）、全日本空輸(株)、日本空港ビルデング(株)、

国土交通省（航空局、東京空港事務所、観光庁） 

・事務局：日本空港ビルデング(株) 

    (公社)日本観光振興協会 

３．応募条件 

(1) 応募者は、地方公共団体又は地方公共団体が構成員である観光振興団体で、フリーペーパ

ーの特集記事掲載に際して、取材内容・場所の推薦等に協力いただける方々とします（単独

又は共同応募が可能）。 

(2) 応募者は、希望する日程・場所について第２希望まで申請できることとします。 

４．応募手続、選定基準等 

（１）募集期間 

2019 年 2 月 14 日～3 月 29 日 

 

（２）申請方法 

プロモーション企画申請書（別紙３）に必要書類（実施概要案・会場レイアウト案）を添え

て、６．に記載の受付窓口（日本観光振興協会）に（１）の期間内（必着）に郵送にて提出し

てください。なお、事前に受付窓口までご連絡の上郵送してください。 

（３）選定基準 

プロモーション希望日時および場所について、以下の a)～e)に該当した上で、f)、g）、 

h)または i）に該当する応募を優先します。 

a) 羽田空港就航便の利用促進につながる地域からのもの 

b) 観光圏等、広域連携によって一体的に観光振興に取り組む地域からのもの 

c) プロモーションにより観光客に訴求したい事項や、季節性が明確なもの 

d) 観光客に訴求するために実施する取組と期待される効果が明確なもの 

e) プロモーションの集客効果や PR 効果を高めるための工夫が明確なもの 

f) 訪日外国人対策に取り組む地域からのもの 
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g) 東北観光振興に資する地域からのもの 

h) 九州観光振興に資する地域からのもの  

i ) 災害地域の観光振興に資するもの 

 

なお、内容が一定水準に満たない応募については、希望する枠に他の競合団体がない場合

でも、実施団体に選定されない場合があります。 

 

（４）選定後の通知 

審査の後、検討会事務局より各申請者に対して回答を行います。その後、選定された団体は

日本空港ビルデング（株）との間で実務的な手続きについて調整してください。 

 

 

５．その他留意事項 

 ・実施前に、実際に行うプロモーション内容について、確認させていただきます。 

 ・実施の際には、プロモーション期間中に、利用者による反響および満足度について所定のアン

ケート調査（１００名以上）を行ってください。 

・実施の際には、販売行為や金銭授受が伴う営業行為は禁止します。また、その他の禁止行為、

遵守規則、運営管理等、必要な事項は日本空港ビルデング㈱の定めによることとします。 

 ・これまでの実施結果から、効果的なプロモーション実施のための留意点をまとめましたので参

考にしてください（別紙４）。 

 

６．受付窓口 

１．申し込み受付 

(公社)日本観光振興協会 旅行振興部門 中村、高橋 

郵便番号 105-0001 

東京都港区虎ノ門 3-1-1 虎の門３丁目ビルディング６階 

電話 ０３－６４３５－８３３４ 

２．空港でのブース設営等に関するお問い合わせ 

日本空港ビルデング㈱ 広告・イベント課（担当：板倉） 

東京都大田区羽田空港３－３－２ 第１旅客ターミナルビル 

電話 ０３－５７５７－８５２０ 

E-mail m-itakura@jat-co.com 

                                                                     以 上 


