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The Spirit of South Africa 

 

 

 メッセージ 

ブラッドリー・ブラウワー 

南アフリカ観光局 

     アジア太平洋地区プレジデント 

 

私がアジア太平洋地区を担当するようになって今年で 9 年

目となります。2016 年第 2 四半期(7〜9 月)に入り、南ア

フリカ観光局では引き続き、南アフリカの認知度向上を目的

に、トレードサポートおよび様々なマーケティング活動を展開しました。７月には毎

年恒例のトレードワークショップを東京と大阪で行い、さらに９月には新グローバル

キャンペーン”wow in every moment” を開始しました。 

この新キャンペーンは、日本の皆さんに南アフリカをもっともっと身近に感じていた

だける最大のチャンスだと捉えています。南アフリカはホテルや交通のインフラに優

れる一方で、一歩足を伸ばせば大自然、動植物の宝庫、美しい海といった多彩な魅力

があります。日本マーケットではすでにジャカランダやワイルドフラワーなどの花を

目的としたツアーが支持を得るようになりましたが、さらに「息をのむ絶景」、「ワ

イルドライフ・サファリ」、「文化・世界遺産」の奥深さをテレビや雑誌はもちろん、

ウェブサイト、SNS などのオンラインメディアも通じて次々と訴求してきます。 

私どもは、南アフリカの多様性に富んだ文化や貴重な遺産、そして日本の皆様との心

のつながりをより強固なものにしていくとともに、南アフリカのコストパフォーマン

スの高さを広く知っていただけるようバラエティ豊かな旅程の創出にむけて常に取

り組んでおります。 

日本の旅行業界ならびに報道関係の皆様からは、日頃より多大なるご支援を賜り心よ

り感謝しています。引き続き皆様のご支援とご協力を賜りますよう、よろしくお願い

申し上げます。 

ありがとうございます。 
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マーケティング&コミュニケーションズ 
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南アフリカ観光局 日本語ウェブサイトに 

新キャンペーン“wow in every moment” 

特設ページを設置 

 
南アフリカ観光局は、9月19日（月）より世界各国で開始したグローバル・キャン

ペーン“wow in every moment”にともない、新キャンペーン特設ページの第一弾を

9月26日（月）より開設しました。特設ページ内には、ブランド動画やPR動画を設置

するほか、6つの柱を6人のスペシャリストが紹介するページや、南アフリカでのwow

（ワオ！）体験を語ってもらった20人によるキャンペーン応援団の動画も設置。さら

に、南アフリカ観光親善大使である女優の高橋ひとみさんが、2016年春に南アフリ

カを訪問した際の写真や旅行記を紹介するコンテンツも公開しています。この新キャ

ンペーンページは、南アフリカのリアルなイメージの拡散およびキャンペーンを通し

て南アフリカの認知度向上を目的として開設しました。 
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トラベル・キュレーションメディア『Find Travel』に 

南アフリカ観光局公式チャンネルを開設 

 
南アフリカ観光局は、旅行キュレーションメディア「Find Travel」に公式チャンネ

ルを開設しました。「Find Travel」は、海外旅行や国内旅行に興味がある 20 代後半

〜30 代前半までの女性を主なユーザー層に持つオンラインメディアで、月間約

2,200 万のユニークユーザー数を保持しています。また、ユーザーの約 80%はスマ

ートフォンからアクセスしており、SNS との相互作用も期待されています。南アフリ

カ観光局は、9 月からの新グローバル・キャンペーン“wow in every moment”を通

じで、わかりやすいアイコン的なイメージの波及とともに、より幅広い年齢層へのア

プローチを図り、さらなる旅行者の呼び込みに取り組んでいきます。  
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トラベル情報サイト『トラベルコちゃん』に新キャンペーン 

“wow in every moment”の特設サイトを設置 

 
南アフリカ観光局は、新グローバル・キャンペーン“wow in every moment”開始に

ともない、日本語ウェブサイトでの新キャンペーン特設ページ開設同様、旅行比較サ

イト「トラベルコちゃん」に新キャンペーン特設サイトを設置しました。特設サイト

内には、6つの柱を6人のスペシャリストが紹介するページや、南アフリカでのwow

（ワオ！）体験を語ってもらった20人によるPR動画のほか、南アフリカでの24時間

を垣間見れる「南アフリカ時間」も紹介しています。さらに、南アフリカ観光親善大

使である女優の高橋ひとみさんが、2016年春に南アフリカを訪問した際の写真や旅

行記を紹介するコンテンツも公開。このサイト内には、実際のツアー計画や航空券予

約、ホテル予約に繋がるページへの導線を設けるとともに、トレードパートナーや航

空会社のサイトへのバナー等を設置しており、日本人観光客の増加に直結することが

できるような仕組みとなっています。 
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公式 Instagram、LINE@、You Tube が本格稼動 

 
南アフリカ観光局は、9 月からの新グローバル・キャンペーン“wow in every 

moment”の開始にともない、公式アカウントの Instagram、LINE@、You Tube を

本格稼働しました。これらの SNS メディアを通じて、南アフリカの象徴的な美しい

写真や動画を紹介し、イメージの波及をしていきます。また、より幅広いターゲット

層に向けて、南アフリカのイメージおよび情報をリアルタイムで提供し、大きなイン

パクトを与えることによる効果を狙っていきます。テレビや新聞・雑誌などの既存メ

ディアによる南アフリカの記事露出とともに、オンラインメディアへの露出を強化し、

多角的なターゲットに向けて訴求していきます。 
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ポジティブな露出の持続に向けて、 

一般メディアのホスティングを継続的に展開 

 
南アフリカ観光局では、行ってみたい旅行目的地として、南アフリカの溢れる魅力を

メディアを通じて露出し続けるために、日本の様々なメディアによる現地での取材・

撮影をメディア・ホスティングとしてサポートしています。2016/17 年度の第 2 四

半期において、メディア・ホスティングによる露出の中でのハイライトは、7 月 7 日

号にて掲載されたラグジュアリー女性誌プレシャス「雄大なる南アフリカ旅」。プレ

シャス編集部と観光親善大使の女優 高橋ひとみさんが２月末から３月初旬にかけて

南アフリカ旅を訪問し、サファリ体験、豪華列車ブルートレイン、ワイナリー巡り等

を堪能している様子が 10 ページにわたり紹介されています。そのほか、オンライン

マガジンの COURRIER Japon にクワズールー・ナタール州の魅力が 8 月 1 日および

9 月 25 日に掲載、WEB-NiLE に INDABA のポストツアーの様子が 8 月 25 日に掲載

されました。さらに、9 月 28 日にはフジテレビの人気番組「世界の何だコレ？ミス

テリー」にて南アフリカの不思議スポット等が紹介されました。 
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業界関連 
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トレードメディアと新キャンペーン“wow in every moment”の

タイアップ記事作成 
 
南アフリカ観光局は、トレードメディアとの良好な関係を維持しており、業界記事露

出に向けてサポートを行っています。第2四半期においては、日本最大の旅行業界向

けオンラインメディアのトラベルビジョンおよび旅行業界専門紙のウイングトラベ

ルとのタイアップ記事を作成しました。記事の中では、新グローバル・キャンペー

ン”wow in every moment”の概要説明や南アフリカ観光局アジア太平洋地区プレジ

デント、ブラッドリー・ブラウワーのインタビューを掲載。新キャンペーンに向けて、

さらなるマーケット拡大に力を入れる背景とその思いを紹介しています。 
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主要なトレードパートナーが継続的に開催している         

一般向け旅行セミナーをサポート 

 
南アフリカ観光局ではトレードパートナー各社が主催する旅行説明会を継続的にサ

ポートしています。第2四半期においては、7月15日に阪急旅行社によるセミナーが

開催され、30名を超えるお客様が参加しました。このセミナーでは南アフリカトップ

シーズンのツアー予約獲得に向け、ジャカランダ、サファリ、ケープタウンを巡る10

日間パッケージツアーを紹介。南アフリカ観光局は、パンフレット等の配布に加えて、

南アフリカワインのテイスティングやルイボスティーを提供しました。さらに、南ア

フリカ観光局トレード・マネージャーによる挨拶および南アフリカの魅力に関するプ

レゼンテーションも行うなど、参加者の南アフリカへの関心を高めるよう積極的に働

きかけました。 
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トレードサポートの一環として 

ウェブサイトにランディングページを掲出 

 
南アフリカ観光局では報道関係者に加えて、旅行業界関係者の様々なニーズへの迅速

かつ的確な対応に努めています。トレードパートナーとの連携を通じて新たな予約客

の獲得に取り組んでおり、旅行会社の主力ツアーの見どころを紹介するランディング

ページを制作しています。リンクバナーと併せて、南アフリカ観光局 日本語ウェブ

サイトに掲載するとともに、各社による旅行説明会やツアー予約ページへの誘導を図

っています。2016/17年度第2四半期は、H.I.S.の「憧れのブルートレイン 南アフリ

カ感動絶景10日間」にスポットライトを当てて販促を支援。ランディングページの設

置に際しては、観光局のフェイスブックやツイッターでも紹介するなどの告知もおこ

なっています。 
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ポジティブな露出の持続に向けて、 

トレードメディアのホスティングを継続的に展開 

 
南アフリカ観光局は、一般メディアでの記事露出に加えて、トレードメディアでの業

界記事露出に向けてサポートを行っています。第 2 四半期においては、旅行業界専門

紙のウイングトラベルおよび月刊レジャー産業にて、５月に開催された「インダバ

2016」のポストツアー取材内容が掲載。ウイングトラベルには「南アフリカ 知られ

ざる観光資源の魅力」が 7 月 4 日に掲載、レジャー産業には「南アフリカ共和国ドラ

ケンスバーグ」の紹介が掲載されました。 
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イベント・南アフリカ大使館との連携 

 

目 次 

 

P 14  新グローバル・キャンペーン“wow in every moment”

開始にあたりメディアイベントを開催 

P 15  SACCJ のコミュニティ・イベントをサポート 

P 16  『ドラムストラック』東京公演をサポート 

P 17  南アフリカ大使館主催のプレストリップに協賛 

P 18  トレードワークショップを東京と大阪で開催 

P 19  ツーウェイ・ツーリズム Expo『LET’S GO 海外!』に    

出展 

  



                     

  

14 
 

The Spirit of South Africa 

 

 

 
 

新グローバル・キャンペーン 

“wow in every moment”開始にあたり 

メディアイベントを開催 

 

南アフリカ観光局は、グローバル・キャンペーン“wow in every moment”の開始に

伴い9月28日（水）にメディアイベントを開催。62名のメディアおよび関係者が参加

しました。参加者は新キャンペーン“wow in every moment”の趣旨やキャンペーン

戦略への理解を深めるとともに、この先数年間に渡り展開していく新キャンペーンを

一緒に盛り上げるための企画や商材のイメージを見つける為、情報交換を行いました。 

イベントの冒頭では、南アフリカ観光局アジア太平洋地区プレジデントのブラッドリ

ー・ブラウワーより、キャンペーンについての詳細を説明。また、昨年「南アフリカ

観光親善大使」に就任し7月に就任一周年を迎えた女優の高橋ひとみさんもイベント

へ出席し、今年の2月下旬から3月初旬にかけて訪問したクルーガー国立公園を始め、

ケープタウン、ワインランド、豪華列車ブルートレインの体験を通して、南アフリカ

の旅の魅力を語るトークショーも開催。さらに、ブラッドリー・ブラウワーと高橋ひ

とみさんがコック服姿で登場し、南アフリカでおつまみとしてよく食べられる「南ア

フリカ流サモサ」作りのデモンストレーションを行い、実際に手作りしたサモサが参

加者へ振る舞われました。 

南アフリカ観光局は、本キャンペーンを通じて「南アフリカ＝wow（ワオ！）がいっ

ぱいつまった国」というイメージを広げ、旅先としての認知度向上と日本人渡航者増

加を目指していきます。 

 

  



                     

  

15 
 

The Spirit of South Africa 

 

 

 

 

SACCJ のコミュニティ・イベントをサポート 

 
南アフリカ商工会議所（SACCJ）は9月17日、関係者間の関係構築を目的としたコミ

ュニティ・イベントを南アフリカ大使公邸の庭園で開催しました。イベントには、ベ

リル・ローズ・シスル大使も参加し、日本において南アフリカの魅力を広げるために

は、関係者は一丸となって様々な活動を通じてアピールしていくと参加者に語りまし

た。参加者は、ボボティやマルバプリンなど南アフリカの代表的なお料理や南アフリ

カワイン、ルイボスティー、また南アフリカ流BBQのブラーイを堪能。南アフリカ観

光局は、バナーを設置し、パンフレット等を参加者へ提供するなどのサポートを行い

ました。 
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『ドラムストラック』東京公演をサポート 

 
ホリプロ主催の『ドラムストラック』東京公演が夏休み中の8月17日〜28日にかけて

開催されました。約１時間半のショーでは、来場者全員の各席にジェンベが用意され、

ステージと会場が一体になるパフォーマンスがあり、会場はおおいに盛り上がりまし

た。南アフリカのヨハネスブルグ生まれの『ドラムストラック』は、ジェンベなどア

フリカの伝統的な打楽器によるパフォーミング・アートで、オーストラリア、中国な

どを経て2005年にはショービジネスの本場ニューヨークのオフ・ブロードウェイに

進出。「ストンプ」「ブルーマン」の人気を越える演目として大きな注目を浴び、18

ヶ月にわたるロングラン公演を達成しています。南アフリカ観光局は、『ドラムスト

ラック』に協賛しイベントサポートを行っています。 
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南アフリカ大使館主催のプレストリップに協賛 
 

南アフリカ大使館は、南アフリカの魅力を日本全国に伝え、日本人旅行者増加を目的

とした大使館主催のプレストリップ（協賛：南アフリカ観光局／エミレーツ航空）を

信金クレジットカードの会員誌「はれ予報」や多数のオンラインマガジンに執筆して

いるフリージャーナリストに提供しました。特に、今年 4 月に就任したベリル・ロー

ズ・シスル大使は、南アフリカが日本人の主な旅行先の一つとなることを願って尽力

を続けています。南アフリカ観光局およびエミレーツ航空は、大使より協賛依頼を受

け、このプログラムのサポートを行いました。南アフリカ観光局は、メディアの希望

をもとに日程作成や現地手配をサポートし、エミレーツ航空はビジネスクラスの往復

航空券２名分を提供。ジャーナリストおよびカメラマンは、7 月 22 日から 29 日に

かけて南アフリカを訪れ、“サファリとラグジュアリーなグランピング”をテーマに取

材を行いました。取材記事は、8 月 25 日に人気女性誌 CREA のウェブサイト「CREA 

Web」に掲載されました。「はれ予報」の掲載は 10 月 1 日号を予定しています。 
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トレードワークショップ 2016 を東京と大阪で開催 

 

南アフリカ観光局は、毎年恒例のトレードワークショップを7月6日（水）にインター

コンチネンタルホテル大阪にて、8日（金）はコンラッド東京にて開催しました。大

阪会場は101名、東京会場は232名の旅行業界関係者や報道関係者がワークショップ

へ参加。参加者は商品造成や関係構築のため、南アフリカから来日した宿泊施設や豪

華列車、エアラインのなどの出展者約30社と商談や情報交換を行いました。 

ワークショップ開催に伴い、南アフリカ共和国 トコジレ・カーサ観光副大臣も来日。

カーサ副大臣は会場で、南アフリカと日本の繋がりの深さについて話すとともに、南

アフリカの大自然や伝統文化をアピールし「ぜひ南アフリカを訪れ、人々の温かさに

触れてもらいたいと」来場者へ呼びかけました。また「南アフリカ観光親善大使」に

昨年就任し、7月に就任一周年を迎えた女優の高橋ひとみさんも、ワークショップの

東京会場へ出席し、今年の2月下旬から3月初旬にかけて訪問したワインランドを始め、

ケープタウン、クルーガー国立公園、豪華列車ブルートレインの体験など、南アフリ

カの旅の魅力を語りました。 
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ツーウェイ・ツーリズム Expo『LET’S GO 海外!』に出展 

ツーウェイ・ツーリズムExpo「LET'S GO 海外！」は、駐日外国政府観光局協議会

（ANTOR-JAPAN）が主催する各国政府観光局が集まる展示会で、毎年7月の第1週

土曜日を「LET'S GO 海外！の日」と定め、海外旅行のPRが行われます。このイベ

ントは2006年から開始され、今年で11回目の開催。今年の「LET'S GO 海外！」は、

東京シティアイで7月2日(土)10:00〜19:00に行われ、5,666人の参加者を動員しま

した。各ブースでは政府観光局による旅行紹介や各国の料理やお土産の販売を行うな

ど、国際色豊かなイベントを展開しました。南アフリカ観光局はブースを出展し、“大

自然と都市”をテーマに来場者へ観光地の紹介やパンフレットを提供、またルイボス

ティーの販売を行うなど、南アフリカ旅行の魅力をアピールしました。 
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南アフリカ観光局 新最高経営責任者にシサ・ンツォーナ氏が任命 

南アフリカ観光局 理事長 ターニャ·アブラハムスは、南アフリカ観光局の新しい最

高経営責任者（CEO）として、シサ·ンツォーナ氏が任命されたことを発表。この任

命は内閣によって承認され、2016年10月3日より就任します。南アフリカ共和国 観

光大臣 デレク·ハネコム氏もこの任命を歓迎しています。 

新しくCEOとなるシサ·ンツォーナ氏は、銀行、航空業界および観光産業において15

年以上にわたり経営幹部の経歴を持っており、特にアフリカ大陸全域および中東にお

いて、高い戦略能力と起業能力を発揮した実績があります。ンツォーナ氏は「効果」

に焦点を当て目的を達成することに長けています。南アフリカ観光局のCEOという重

要な役割に適しており、就任後は、組織の触媒的な役割に取り組み。南アフリカ国内

旅行者はもちろん、海外からの観光客およびビジネス渡航者数の増加を狙い、美しい

国 南アフリカをアピールしていきます。 

南アフリカ観光局 アジア太平洋地区プレジデントのブラッドリー·ブラウワーは、こ

の新しいCEOの就任を歓迎し、シサ·ンツォーナ氏と共に協力して大きな成果をあげ

ることを楽しみにしています。 
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南アフリカ観光局 新キャンペーン“wow in every moment” 

グローバルで展開 

 

南アフリカ観光局は、新グローバル・キャンペーン“wow in every moment”を9月19日（月）

より世界各国で開始しました。この新キャンペーンでは『wow（ワオ！）』という感動や驚

きを表現する言葉を使い、南アフリカの多彩な魅力をわかりやすいイメージで訴求。ウェブサ

イトやSNSなどの様々なチャンネルで、動画や写真などを全面的に利用し、南アフリカでの楽

しみ方や絶景などを紹介します。旅先としての認知度向上を目指すとともに、旅行会社と連携

など様々な角度からキャンペーンを展開していきます。 

グローバルで展開する今回の新キャンペーンでは、南アフリカの観光資源を「息をのむ絶景」、

「ワイルドライフ・サファリ」、「文化・世界遺産」、「シティライフ」、「アドベンチャー」、

「海」の6つの柱に分け、各分野を象徴する場所やアクティビティなどをテーマごとにアピー

ルし、各テーマで発見・体験できる様々な”wow（ワオ！）“を提案。また、日本においては、

日本マーケットの需要に合わせ、南アフリカ観光局の日本語ウェブサイトおよび旅行比較サイ

ト「トラベルコちゃん」に、”wowキャンペーン”特設ページの第一弾を9月26日（月）より開

設。特設ページ内には、ブランド動画やPR動画を設置するほか、6つの柱を6人のスペシャリ

ストが紹介するページや、南アフリカでのwow（ワオ！）体験を語ってもらった20人の動画

も設置します。さらに、南アフリカ観光親善大使である女優の高橋ひとみさんが、2016年春

に南アフリカを訪問した際の写真や旅行記を紹介するコンテンツも公開。また、旅行キュレー

ションサイト「Find Travel」に公式ページを設け、より幅広い年齢層へのアプローチを図る

とともに、さらなる旅行者の呼び込みに取り組んでいきます。9月28日（水）には、メディア

関係者向けの”wow（ワオ！）キャンペーン”説明会としてメディアイベントを開催。 

さらに、トレードパートナーと連携しながら継続的に行っている旅行説明会へのサポートや、

南アフリカ観光局公式YouTubeにて展開する「みんなで参加！”wowキャンペーン”」へ、動

画での参加を呼びかけるほか、wowキャンペーンに賛同する旅行会社に対しては、販促ツー

ルとして南アフリカワインやルイボスを提供するなど、トレードサポートも強化していきます。 

本キャンペーンを通じて、日本人旅行者が旅をイメージし

やすい南アフリカの魅力を紹介しながら、虹の国と称され

る南アフリカが放つ 7 色の魅力に関する認知度向上と日

本人渡航者増加を図っていきます。 
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世界の観光都市ランキング2016 

南アフリカのケープタウンがトップ10入り! 

世界的に定評のある米国の高級旅行誌“Travel + Leisure”（トラベル・アンド・レジャー）

はこの程、「ワールドベスト・アワード2016」を発表しました。南アフリカのケープタ

ウンは第10位にランクイン。アフリカおよび中東地域の中では第1位に輝きました。 

毎年恒例の“Travel + Leisure”誌による「ワールドベスト・アワード」は、読者を対象と

したアンケート調査の結果に基づいて選出されるもので、都市の景観／象徴的な建造物、

文化、食事、友好的／親近感、ショッピング、および全体的な価値が調査基準となってい

ます。 

また、同アワード「トップ100ホテル」部門の総合ランキングでは、南アフリカのホテル

8軒が選出されました。ランキングは以下の通り。 

第13位 ロンドロジ（サビサンド・ゲームリザーブ） 

第18位 シンギタ（サビサンド・ゲームリザーブ） 

第60位 ライオン・サンズ・ゲームリザーブ（サビサンド・ゲームリザーブ） 

第70位 ラ レジデンス（フランシュフック） 

第75位 サクソン・ホテル ヴィラ＆スパ（ヨハネスブルグ） 

第84位 マディクウェ・サファリロッジ（マディクウェ・ゲームリザーブ） 

第95位 シンギタ（クルーガー国立公園） 

第97位 ケープ・グレース（ケープタウン） 

なお、上記アワードの授賞式がニューヨーク市で 7

月 20 日に行われ、南アフリカ観光局 北アメリカ地

区プレジデントのバング・マシシ（Bangu Masisi）

が参列。“Travel + Leisure”誌による「ワールドベ

スト・アワード 2016」の各部門のランキングは

http://www.travelandleisure.com/worlds-best 

に掲載されています。 

 

 

 

http://www.travelandleisure.com/worlds-best


                     

  

24 
 

The Spirit of South Africa 

 

 

 

南アフリカ観光局 女優 高橋ひとみさん 

「南アフリカ観光親善大使」就任一周年を迎える 
 

南アフリカ観光局は、毎年恒例のトレードワークショップを7月6日（水）にインターコンチ
ネンタルホテル大阪にて、8日（金）はコンラッド東京にて開催しました。大阪会場は101名、
東京会場は232名の旅行業界関係者や報道関係者がワークショップへ参加。参加者は商品造成
や関係構築のため、南アフリカから来日した宿泊施設や豪華列車、エアラインのなどの出展者
と商談や情報交換を行いました。 

ワークショップ開催に伴い、南アフリカ共和国 トコジレ・カーサ観光副大臣も来日。カーサ
副大臣は会場で、南アフリカと日本の繋がりの深さについて話すとともに、南アフリカの大自
然や伝統文化をアピールし「ぜひ南アフリカを訪れ、人々の温かさに触れてもらいたいと」来
場者へ呼びかけました。 

また「南アフリカ観光親善大使」に昨年就任し、7月に就任一周年を迎えた女優の高橋ひとみ
さんも、ワークショップの東京会場へ出席し、今年の2月下旬から3月初旬にかけて訪問した
ワインランドを始め、ケープタウン、クルーガー国立公園、豪華列車ブルートレインの体験な
ど、南アフリカの旅の魅力を語りました。高橋ひとみさんはこの一年を通じて、ツーリズム
EXPOジャパン（世界最大級の旅の祭典：2015年9月）やJapan Women’s Wine Awards 2016
（通称：サクラアワード／世界でも珍しい女性のみのワイン審査会：2016年１月）への参加
をはじめ、南アフリカ共和国大使公邸で開催されたナショナル・フリーダムデーの記念レセプ
ション（初の民主選挙を記念する祝日：2016年4月）へ出席、女性ファッション誌による特
集のため南アフリカを訪問（2016年２月下旬から３月上旬）するなど、観光親善大使として
さまざまな活動を行い、南アフリカの魅力をより広くより多くの人に伝えました。 

高橋ひとみさんのコメント 

今年の2月下旬から3月初旬にかけて南アフリカ観光親善大使として南アフリカを訪問し、念
願のブルートレインの旅をはじめ、ケープタウン、ワインランド、クルーガー国立公園でのゲ
ームドライブなど、これ以上ないほど素敵な体験をしました。ブルートレインでの旅は、人生
最高の思い出になるほど素晴らしいものでした。
また、幾つかのワイナリーを訪ね、本当にどのワ
インも美味しくて、ついつい飲みすぎてしまった
くらいでした。お食事も凄く美味しく、特にお野
菜は種類が豊富で何より新鮮で驚きました。今回
の旅の中で最も印象に残ったのが、クルーガー国
立公園でのサファリ体験です。私の人生観が変わ
るほど貴重な体験でした。ビッグ5をはじめ、キ
リンやシマウマ、カバなど多くの動物達を見るこ
とが出来ました。宿泊したサファリロッジもすご
く素敵で、とても感動しました。この素晴らしい
経験をもとに、南アフリカのバラエティ豊かな魅
力を、一人でも多くの皆様に引き続き伝えていき
たいと思っています。 
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今後のマーケティング活動の予定 

 

 

 

 

LGBT グローバル・メディアツアー 

2016 年 11 月 

南アフリカ観光局「wow (ワオ！)」動画投稿の

応募ページを設置 

2016 年 11 月 

フジテレビ「世界へ飛んで夢を叶える！ 

お助け Japan」 

2016 年 12 月 

 

トラベルキュレーションメディア RETRIP による 

南アフリカ取材 

2017 年 1 月 

旅行情報サイト Photrip による南アフリカ取材 

2017 年 1 月 

ニュースサイト ガジェット通信による南アフリカ取材 

2017 年 1 月 

フジテレビ「にじいろジーン」による南アフリカ取材 

2017 年 2 月 


