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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 
 

2016/17 年度 第 4 四半期（1〜3 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および旅⾏者数増加を⽬的に、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。特に今期は、メディア・ホスティングの取材記
事が続々と掲載されるなど、第 3 四半期（10〜12 ⽉）における活動の効果が現れて
います。 

また、新しい 2017/18 年度に向けて南アフリカ観光局は、トレードパートナーとの
コラボレーションをはじめ、キャンペーンやメディアへの露出増強など、様々なアク
ティビティに向けて準備をしています。このような活動によって、⽇本の皆様が「リ
アルな南アフリカ」を感じて頂けることを願っております。 

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さらに
取り組んでいく所存です。 

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 

 

⽬ 次 

 
P 3  南アフリカ観光局 公式チャンネル『たびねす』で    

南アフリカの多彩な魅⼒を紹介 

P 4 『南アフリカ観光局 x トリッピース x 旅⼯房』    
コラボレーションによる南アフリカツアー催⾏ 

P 5 南アフリカ観光の魅⼒がテレビに続々露出 

P 6 ホスティングによるウェブメディアでの露出拡⼤ 
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南アフリカ観光局 
公式チャンネル『たびねす』で南アフリカの多彩な魅⼒を紹介 

 
南アフリカ観光局は、公式チャンネルのトラベル情報サイト「たびねす（Travel.jp）」
に、1⽉〜3⽉の期間において次の6本の記事を掲載しました。1⽉は「神話と伝説の
舞台！南アフリカ最北部の『リンポポ州』で⼤地のパワーを感じよう！」と「ショッ
ピングやナイトライフから歴史、世界遺産まで楽しめる『ヨハネスブルグ』の魅⼒！」、
2⽉は「南アフリカ・世界最⼤級の野⽣の王国『クルーガー国⽴公園』でビッグファ
イブ・サファリを体験しよう！」と「世界で最も美しい街の⼀つ「ケープタウン」で
南アフリカの多彩な魅⼒を体感しよう！」、3⽉は「南アフリカの「ワインランド」
で美⾷と絶景を楽しもう！」と「雄⼤な⾃然と出会える！南アフリカの⼭岳リゾート
“ドラケンスバーグ“」。南アフリカの多彩な魅⼒を紹介しました。 
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『南アフリカ観光局 x トリッピース x 旅⼯房』 
コラボレーションによる南アフリカツアー催⾏ 

 
南アフリカ観光局は、グローバルキャンペーン“wow in every moment”の⼀環で、
みんなで旅を作るウェブサービスの「トリッピース（trippiece）」および⾃由な旅づ
くりを提唱する「旅⼯房」とのコラボレーションを2016年12⽉より実施し、2017
年3⽉にオリジナルツアーが催⾏されました。ツアー参加者は合計12名で、ベストシ
ーズンのケープタウン滞在やクルーガー国⽴公園での野⽣動物に出会えるサファリ
体験など、南アフリカの魅⼒を満喫した⼤満⾜の旅となりました。 
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南アフリカ観光の魅⼒がテレビに続々露出 
 
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・
撮影をサポートするほか、情報提供等も積極的に⾏っています。2016/17 年度の第 3
四半期は、テレビでの露出が多数ありました。1 ⽉ 16 ⽇の TBS バラエティ番組「好
きか嫌いか⾔う時間」に、南アフリカ出⾝のマリンバ奏者ジョセフさんが出演、2 ⽉
25 ⽇の関⻄テレビ（フジテレビ）⼈気番組「にじいろジーン」では、ケープタウン
および周辺が紹介され、また同番組にて 3 ⽉ 11 ⽇には、ヨハネスブルグ、ソウェト、
クルーガー国⽴公園、パノラマルート、サビサビ豪華ロッジ等が紹介されました。さ
らに、2 ⽉ 28 ⽇の TBS「⾏った気トラベラー」では、豪華列⾞ブルートレインと⾚
い絨毯と呼ばれる絶景のフラミンゴの⼤群を紹介。最後に、3 ⽉ 22 ⽇の BS-TBS「世
界の窓」特別番組で、南アフリカのヒーロー、ネルソン・マンデラ元⼤統領のロベン
島での⽣活を含めた彼の⼈⽣が紹介されました。 
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ホスティングによるウェブメディアでの露出拡⼤ 

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 3 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、トラベル
情報サイト「Photrip」と情報ニュースサイト「ガジェット通信」で、転載も含め計
16 本の記事掲載がありました。今後も続々と露出される予定です。また、トラベル・
キュレーションサイト「RETRIP」で“とびっきりユニークな旅を！アフリカ⼤陸の楽
園ケープタウンの魅⼒とは”と“究極のサファリ体験を求めて。クルーガー国⽴公園 5
つの魅⼒”を 3 ⽉ 8 ⽇に掲載されました。 
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業界関連 

 

⽬ 次 
 
P 8 ジョイント・マーケティング：1 
 
P 9  ジョイント・マーケティング：2 

P 10  ジョイント・マーケティング：3 

P 11  主要なトレードパートナー開催の           
⼀般向け旅⾏セミナーをサポート 

P 12  JATA アウトバウンド促進協議会設⽴ 
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ジョイント・マーケティング：1 

南アフリカ観光局ウェブサイトに 
クラブツーリズムへのランディングページを掲出 

 
南アフリカ観光局では、⽇本からの送客増に向けて積極的な取り組みを展開するクラ
ブツーリズムとのジョイント・マーケティングとして、南アフリカへのツアー予約客
の獲得を促進するために新たなランディングページを制作し、リンクバナーとともに
ウェブサイトに設置しました。ランディングページでは、7年連続ベストセールス賞
に輝くクラブツーリズムの⼈気商品、喜望峰・テーブルマウンテンなど充実のケープ
タウン観光付「絶景と感動の南部アフリカ4ヶ国10⽇間」を軸として、「虹の国 南
アフリカ 7つの魅⼒」を動画で紹介するとともに、旅⾏説明会とツアー予約ページ
への導線が設けられています。 
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ジョイント・マーケティング：2 

⽇本経済新聞にてクラブツーリズムと 
コラボレーション広告を展開 

 
南アフリカ観光局は、クラブツーリズムとのジョイント・マーケティング第2段とし
て、⽇本経済新聞にコラボレーション広告を2017年3⽉25⽇（⼟）に展開しました。
南アフリカへの訪問者数がピークを迎える10⽉下旬からのジャカランダ・シーズンに
向けての予約客の獲得を促進するために紙⾯では、南アフリカ観光局トレードマネー
ジャーからのメッセージや南アフリカの魅⼒に続き、クラブツーリズム初登場のブル
ートレイン貸切チャーター「憧れの豪華列⾞ブルートレインと南部アフリカ3ヶ国10
⽇間」を紹介。さらに、ワンランク上の旅、プレミアムステージの「南部アフリカ縦
断9⽇間」や南部アフリカの魅⼒をたっぷり巡る「南部アフリカ4ヶ国10⽇間」を紹
介し、計3コースが掲出されました。 
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ジョイント・マーケティング：3 

クラブツーリズムとのコラボレーションで 
南アフリカ観光局 テレビ CM を展開 

 
南アフリカ観光局は、クラブツーリズムとのジョイント・マーケティング第 3 段とし
て、BS12 にてテレビコマーシャルを展開。CM は 120 秒で 3 ⽉ 31 ⽇から 4 ⽉ 29
⽇の 1 ヶ⽉間で 20 回放映されました。また、BS12 のホームページ上の YouTube
に南アフリカ観光局の CM が 2 週間アップロードされました。CM では、南アフリカ
のアイコンである喜望峰をはじめ、ブルートレイン、ケープタウン、テーブルマウン
テン、サファリ体験を動画で紹介し、CM 最後には予約客獲得に繋がるようクラブツ
ーリズムのお勧めツアーに落とし込みました。 
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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4四半期においては、2⽉3⽇に阪急交通社によるセミナーが開
催され、50代から70代のお客様20名が参加、内15名の予約を獲得しました。南アフ
リカ観光局は、南アフリカの魅⼒に関するプレゼンテーションを⾏ったほか、南アフ
リカ産ワインをテイスティング⽤に提供。また、3⽉17⽇には⼈気商品「Trapics」
の説明会が開催され、45名が参加しました。南アフリカ観光局は、マリンバ演奏を⼿
配するなどのサポートを⾏いました。さらに、クラブツーリズムによる豪華ツアー商
品「グランデ」および「ひとり旅」のセミナーが2⽉26⽇に開催され、266名のお客
様が来場、84名の予約を獲得しました。南アフリカ観光局は、南アフリカ観光親善⼤
使の⼥優 ⾼橋ひとみさんをお呼びし、当局のトレード・マネージャーと共に、南ア
フリカの魅⼒を伝えるトークショーを⾏いました。また、2⽉4⽇~5⽇にかけて、JTB
による「海外旅⾏フェスティバル」が北海道で開催されました。南アフリカ観光局は
インフォメーションデスクとして出展。2⽇間で700名を超える来場者の皆様へ各種
パンフレットの配布に加え、南アフリカ観光局の公式FacebookやLINE@に登録した
⽅々にオリジナル・トートバッグをプレゼントしました。 
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JATA アウトバウンド促進協議会設⽴ 

⼀般社団法⼈ ⽇本旅⾏業協会（JATA）は、海外旅⾏業界内で相互利益となる情報を
積極的に共有し、今後のアウトバウンド促進の取り組み活動の⼀環として、「アウト
バウンド促進協議会」を 2017 年 2 ⽉ 10 ⽇に設⽴しました。南アフリカ観光局は、
2 ⽉ 13 ⽇に開催された「第⼀回全体会議」に参加。この会議では、観光庁⻑官によ
る「ツーウェイ・ツーリズムにおけるアウトバウンド促進についての観光庁の⽅針に
ついて」の講演が⾏われました。「アウトバウンド促進協議会」は、2018 年までに
⽇本からの海外渡航者数 2,000 万⼈達成を⽬標としています。南アフリカ観光局は、
今後の「JATA アウトバウンド促進協議会」の取り組みに期待すると共にさらなる活
動を⾏っていきます。 
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イベント・南アフリカ⼤使館との連携 

 

⽬ 次 

 
P 14  早稲⽥⼤学の⽚岡教授によるゼミナールに協⼒ 

P 15  『旅サミット７』に出展 

P 16  南アフリカ観光親善⼤使の⼥優 ⾼橋ひとみさん   
特別審査員としてサクラアワードのワイン審査会に参加 

P 17  南アフリカ⼤使館主催の「⻄ケープ州セミナー」に協⼒ 
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早稲⽥⼤学の⽚岡教授によるゼミナールに協⼒ 

早稲⽥⼤学国際学術院国際教育学部の⽚岡貞治教授は1⽉10⽇、同⼤学「⽚岡ゼ
ミ」において南アフリカセミナーを開催し、30名の学⽣らが参加しました。セミ
ナーの⽬的は、“南アフリカ共和国”という国を⽣徒らにまず知ってもらうことで、
南アフリカ観光局は、観光分野において南アフリカの基本情報を含むプレゼンテ
ーションを⾏いました。⽚岡教授は、早稲⽥国際戦略研究所の所⻑も務めており、
外務省や国連の中でもEUおよびアフリカに関するオピニオンリーダー的存在。
様々なネットワークを持ち、広い分野で活躍しています。 
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『旅サミット７』に出展 

国際交流・異⽂化教育に関する情報・サービスを提供している株式会社KeyNoters
は1⽉29⽇、東京⾚坂⾒附にて国際交流イベント「旅サミット7」を開催し、40
名を超える参加者がありました。「旅サミット」は、各国の駐⽇⼤使館外交官や
関連組織の⽅々がプレゼンターとなり、歴史や⽂化、経済といった情報をはじめ、
お勧め観光スポット、名物料理などを、“旅”というキーワードを通じて紹介する
イベント。7回⽬となる今回は、南アフリカ共和国のほかに、タジキスタンとドミ
ニカ共和国が参加しました。各国によるプレゼンテーションを⾏い、各出展ブー
スは、参加者とのネットワーキングで賑わいました。南アフリカ観光局は、旅の
基本情報をはじめ多彩な観光情報のプレゼンテーションに加え、南アフリカワイ
ンのテイスティングや南アフリカグッズ（オリジナル・トートバッグ、ルイボス
ティ、ビーズピンなど）が賞品のジャンケン⼤会を⾏いました。 
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南アフリカ観光親善⼤使の⼥優 ⾼橋ひとみさん 
特別審査員としてサクラアワードのワイン審査会に参加 

 
2017 年 1 ⽉ 28 ⽇から 2 ⽉ 1 ⽇までの 5 ⽇間で、ワイン業界で活躍する⼥性のジャ
ッジによる「サクラアワード/Japan Womenʼs Wine Awards 2017」のための第 4
回サクラアワード審査会が⾏われました。総勢 406 ⼈の審査員が、37 ヶ国 4,212 ア
イテムのワインをブラインドテイスティングし、総計 1,872 アイテムが受賞。南ア
フリカワインは、９つのダブルゴールドをはじめ、80 ものアイテムが栄誉ある賞を
受賞しました。南アフリカ観光局 観光親善⼤使の⼥優 ⾼橋ひとみさんは、特別審
査員として 2 ⽉ 1 ⽇の審査に参加し、メディアに紹介されました。 
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南アフリカ⼤使館主催の「⻄ケープ州セミナー」に協⼒ 

駐⽇南アフリカ共和国⼤使館は、⻄ケープ州州⾸相のヘレン・ジィレ⽒来⽇に伴い、
3⽉13⽇（⽉）都内のホテル椿⼭荘東京にて「ツーリズムセミナー」および「貿易・
投資促進セミナー」を開催しました。南アフリカ観光局は、ツーリズムセミナーにて
アジアパシフィック太平洋地区プレジデント、ブラッドリー・ブラウワーのプレゼン
テーションに加え、会場内のブランディングを設置するなど、全⾯的に協⼒しました。 
およそ50名のトレード関係者および7名の報道関係者がツーリズムセミナーへ参加。
セミナー後はメディアによるジィレ⾸相へのグループインタビューが⾏われました。 
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ニューストピックス 

 
⽬ 次 

 

P 19 ネルソン・マンデラ・ベイ・ツーリズム         
アジア市場向けマーケティング戦略を強化 

P 20  豪華列⾞ブルートレイン              
プレトリア／ホードスプルイト・クルーガー線を増便 

P 21   南アフリカ⻄ケープ州 訪問者数の最多記録を更新 

P 22   南アフリカ観光局 MICEセクターにおいて          
積極的な取り組みを展開 

P 23   南アフリカ運輸⼤⾂ 主要空港における改修計画を発表 
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ネルソン・マンデラ・ベイ・ツーリズム 

アジア市場向けマーケティング戦略を強化 

南アフリカのポートエリザベスを中⼼とした「ネルソン・マンデラ・ベイ」と呼ばれる地
区は、アジア市場の理想的な旅⾏⽬的地としての確⽴と、国外に置かれた南アフリカ観光
局の窓⼝との関係強化を⽬指しており、ネルソン・マンデラ・ベイ・ツーリズム（NMBT）
と南アフリカ観光局は、この⽬標に向かい連携し取り組みを始めている。その⼀環として、
南アフリカ観光局 アジア太平洋地域プレジデントのブラッドリー・ブラウワー⽒は、南
アフリカにおけるアジアの旅⾏市場の強⼒な影響⼒を⼗分に⽣かし地元経済を促進する
ため、NMBTの案内でネルソン・マンデラ・ベイを実際に訪問し、様々な産業関係者と交
流した。 
 
ブラウワー⽒は、地元企業や組織を成⻑させて雇⽤機会を創造できるよう、⼈⼝が多く、
経済⼒もある中国や⽇本、韓国といったアジアの国々で有益な関係を築くため、これまで
10年以上にわたって南アフリカを旅⾏⽬的地として売り込む肝要な役割を担ってきた。
「最も重要なのは、できる限り多くの旅⾏者に南アフリカに来てもらうこと。次に重要な
のは、我々の経済と国にとって利益となるよう、南アフリカ国内で確実に⼗分な消費をし
てもらうことである」とブラウワー⽒は述べている。 
 
ネルソン・マンデラ・ベイでの滞在中ブラウワー⽒は、レストランや宿泊施設、トラベル
ガイド、⼩売業のオーナーらとの交流を通じて地元の旅⾏業を体験した。またこの地域が
うまくアジア市場に進出し、市場が彼らに期待していることを理解できるよう、アジアの
旅⾏⽂化に関する知識を伝えた。 
 
さらに業界関係者とのミーティングや交流とは別に、NMBTはブラウワー⽒がアジアにあ
る南アフリカ観光局と情報を共有できるよう、ネルソン・マンデラ・ベイの包括的なツア
ーを提供。内容には、ワルマーにあるモヘア本社訪問をはじめ、数⼗頭のバンドウイルカ
と遭遇したオーシャン・サファリ、アドゥー・エレファント国⽴公園、スタンレー・スト
リートでの素晴らしい⾷事、そして活気に満ちたタウンシップツアーなどが含まれていた。 
 
「ネルソン・マンデラ・ベイにはたくさんの⾒所がある。この2⽇間、NMBTのおかげで
オーシャン・サファリでは数え切れないほどのイルカやたくさんのペンギン、様々な⿃た
ちを⾒ることができた。そしてなにより、モヘア製品⽣産国として知られる南アフリカに
新たに建設されたモヘア社は、世界中の旅⾏者を惹きつけることだろう」とブラウワー⽒
は伝えている。 
 
ネルソン・マンデラ・ベイで多くの体験をした後、ブラウワー⽒はこの地域がアジアの国々
にとっての理想的な旅⾏⽬的地となるよう、NMBTと協⼒しながら国際的な旅⾏市場に成
⻑させ、地元の経済促進を⽬指して売り込むことを⽬標に掲げた。 
 
「NMBTと共にネルソン・マンデラ・ベイを訪れて、多くの経験をした。タウンシップツ
アーが有効であると確信しているが、その他にも⾒所が多く、世界中のどんな旅⾏者も楽
しめるだろう。これらが軌道にのるよう最善を尽くしていく所存だ」とブラウワー⽒は述
べている。 
 
ブラウワー⽒はNMBTチームの効率性や協⼒体制は賞賛に値すると述べ、この地区とその
関係者らに前向きな結果を⽣み出す実りあるパートナーシップを築いていくことを楽し
みにしていると締めくくった。  
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豪華列⾞ブルートレイン 

プレトリア／ホードスプルイト・クルーガー線を増便 

南アフリカが世界に誇る豪華列⾞として⼈気を集めるブルートレインは今年、プレトリア
とホードスプルイト・クルーガーを結ぶ路線の運⾏便数を２倍に増やすことを明らかにし
た。新たに 4 往復分が加わる今回の増便に伴い、乗客は計 8 便の選択肢の中から、⽚道
19 時間の豪華列⾞の体験が選べることになる。 

プレトリア／ホードスプルイト・クルーガー線で新たに増便となる列⾞は、3 ⽉ 17 ⽇（⾦）、
6 ⽉ 16 ⽇（⾦）、7 ⽉ 7 ⽇（⾦）、8 ⽉ 11 ⽇（⾦）の往路 4 便で、午後 3 時にプレト
リアを出発し、翌⽇の⼟曜⽇午前 10 時にホードスプルイト・クルーガーに到着。また、
3 ⽉ 18 ⽇（⼟）、6 ⽉ 17 ⽇（⼟）、7 ⽉ 8 ⽇（⼟）、8 ⽉ 12 ⽇（⼟）の復路 4 便は、
ホードスプルイト・クルーガーから午後 3 時に出発し、翌⽇の⽇曜⽇午前 10 時にプレト
リアに到着する運⾏スケジュールとなっている。 

また、今回の増便により、リンポポ州とムプマランガ州にまたがるクルーガー国⽴公園に
隣接するサビサンド地区などに点在する私営動物保護区とサファリロッジを組み⼊れた
「レイル・サファリ」コンビーネションパッケージも⽤意される。 

 

出典：Tourism Update 

http://www.tourismupdate.co.za/article/118105/Blue-Train-doubles-Hoedspruit
-Kruger-frequency 
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南アフリカ⻄ケープ州 訪問者数の最多記録を更新 

南アフリカ有数の観光地であるケープタウンがある⻄ケープ州は、2016 年 12 ⽉の⽉間
訪問者数において最多記録を更新した。州主導による航空アクセス向上プログラム、およ
び政府と⺠間レベルの間における協⼒拡⼤が新記録樹⽴を後押しした⼤きな要因として
挙げられている。昨年 12 ⽉における外国から⻄ケープ州への旅⾏者数は、前年同⽉⽐
29.8%を記録するとともに、州内の主要アトラクションへの訪問者数も過去 3 年と⽐べ
て 19.8%増加。⻄ケープ州の上位 10 カ所のアトラクションのうち 9 カ所で 12 ⽉単⽉
の過去最⾼を記録した。 

⻄ケープ州のアラン・ウィンデ経済発展担当⻑官は、世界有数の観光⽬的地としての⻄ケ
ープ州の認知度の⾼まりを今回公表した統計は裏付けているとした上で、「記録更新の背
景には、観光産業の成⻑に焦点を絞った『プロジェクト・クリサ』と称するプログラムが
功を奏したことが挙げられます。これには 2015 年に開始したケープタウンへの航空アク
セス向上プログラムも含まれており、これまでに計 25 万席の航空座席の増加を獲得して
います」と述べている。さらに、ウィンデ経済発展担当⻑官は、政府による会議イベント
施設への投資を含めた MICE 関連分野の成⻑に向けた環境整備に伴うビジネス旅⾏の増
加についても触れ、「このような環境整備は、今年半ばに完了予定のケープタウン国際コ
ンベンションセンターの拡張など、⺠間セクターからの⼤規模投資を呼び込むことに繋が
っています」と加えている。 

また、⻄ケープ州投資貿易発展局（WESGRO）のティム・ハリス最⾼責任者は、「航空
ネットワークの拡⼤に向けた継続的な取り組みが寄与し、現在ケープタウン国際空港へは
毎⽇ 15 本ものノンストップ便がドバイ、イスタンブール、チューリッヒ、フランクフル
ト、アムステルダムなどからも運航されるようになった」と⾔及。さらにハリス最⾼責任
者は、観光産業の拡⼤には国や州、地⽅⾃治体レベルでの政府間協⼒の拡⼤、そして⼀般
市⺠と⺠間企業の間における協調姿勢の改善が貢献していることに関し、「このような協
調アプローチの中の好例として、間も無く完成を迎えるケープ・インベストメントセンタ
ーが挙げられます。これはツォゴサン社とのパートナーシップにより実現されるもので、
ケープ・サン内に開設される同センターには内務省や貿易産業省など 11 省庁に加え、州
や地⽅⾃治体の職員などがオフィスを構え、投資家を対象としたワンストップサービスを
提供することが可能となります」と述べ、「同様なアプローチは、観光分野で台頭著しい
Airbnb やウーバーへの対応においても適⽤していかねばなりません。これらの新興勢⼒
を排除するつもりはなく、我々はケーキの奪い合いではなく、皆で分け合える⼤きなケー
キを作ることに努⼒を払っていかねばならなりません」と加えている。 

最後に、ウィンデ経済発展担当⻑官は、「2015/16 年度では計 30 件の会議の開催に成
功を収めました。延べにして 127 ⽇間で 26,585 ⼈が参加し、経済波及効果は 3 億 8,700
万ランド（約 33 億 7,000 万円）に上ると、⾒込まれています。また、ケープタウン国際
空港には、向こう 3 年間で 3 億 3,100 万ランド（約 28 億 8,000 万円）を投資するのに
加えて、総額 9 億 9,600 万ランド（約 86 億 8,000 万円）もの予算が国際線ターミナル
の拡張と主要観光関連施設の拡⼤に向けて投じられます」と、さらなる成⻑に向けての取
り組みを述べている。 

出典：Tourism Update 

http://www.tourismupdate.co.za/article/118224/Air-access-collaboration-drive-r
ecord-tourist-numbers 
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南アフリカ観光局 MICEセクターにおいて 

積極的な取り組みを展開 

南アフリカ観光局のシサ・ンツォーナ最⾼経営責任者（CEO）は先頃、ヨハネスブルグ郊外の
サントン・コンベンションセンターにて開催された毎年恒例のビジネストレードショー「ミー
ティングス・アフリカ 2017」に合わせて、南アフリカの旅⾏業界関係者向けニュースサイト
Tourism Update主催による“ウェビナー”へ出演し、観光予算として国庫から追加搬出される
4億9,400万ランド（約43億3,000万円）のうち、9,000万ランド（約7億9,000万円）が会議
やイベント施設の拡充、開催に向けての⼊札資⾦に充てられることを明らかにした。 

向こう3年間にわたって搬出される4億9,400万ランドのうち、2億3,000万ランド（20億
1,000万円）は観光省、残りは南アフリカ観光局へ割り当てられる。南アフリカ観光局では会
議などのイベントが特定の都市に集中しないよう、今回の予算を開催地の分散や平準化にも投
じていく考えを⽰している。 

ンツォーナCEOは、施政⽅針演説でのテーマには観光産業セクターにとって重要である包括的
な成⻑が織り込まれていると強調したうえで、MICE分野はレジャー分野と同様に相乗効果を
⽣み出す潜在⼒を秘めており、⼤型イベントの開催地には確実な経済波及効果がもたらされる
と述べている。南アフリカ観光局では⼤規模なイベントの主催に伴い、開催期間の前後に視察
ツアーを提供することでレジャー分野へも波及効果をもたらしている。 

今回のウェビナーに同席した南アフリカ・ナショナル・コンベンション・ビューロー（SANCB）
のアマンダ・コッツェ・ンラポ最⾼責任者は、注⽬度が⾼まるMICE分野には継続的成⻑の余
地があるとしたうえで、国庫からの追加資⾦の割り当てに歓迎の意を表している。また、ンラ
ポ最⾼責任者は「ミーティングス・アフリカでは南アフリカをはじめ、アフリカ⼤陸全体にお
けるMICE関連分野のステークホルダーが⼀堂に会しており、南アフリカのみならずアフリカ
諸国が⼀丸となって、世界との競争に挑んでいく所存である」と述べている。 

2⽉28⽇から⼆⽇間にわたって開催された今年のミーティングス・アフリカにおいて、南アフ
リカ観光局はアフリカ諸国からのバイヤーおよび企業バイヤーを招待し、国の経済成⻑を後押
しするためにアフリカ諸国による会議開催の獲得に注⼒した。 

ンツォーナCEOは、「企業は明確な⽬的を定めた会議の開催を望む傾向を強めていると同時に、
会議終了後のレガシーとして参加者に何がもたらされるのかを重要視しており、南アフリカ観
光局はこの傾向を最⼤限に活⽤していかねばならない」と指摘している。 

そして最後に、今回と同様のウェビナーを毎⽉開催することで、旅⾏業界関係者との繋がりを
継続的に深めていくことに努めるとともに「南アフリカ観光局はより近しく相談しやすい開か
れた組織をめざし、今後の事業計画についても共有していく」とンツォーナCEOは加えている。 
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南アフリカ運輸⼤⾂ 主要空港における改修計画を発表 

ヨハネスブルグの O.R.タンボ国際空港とケープタウン国際空港では、向こう数年に渡っ
て⼤規模な改修⼯事が実施される。南アフリカのディプオ・ピーターズ運輸⼤⾂によると、
総額 4 億 4,800 万ランド（約 40 億円）を投じる O.R.タンボ国際空港ターミナル A の改
修は 2018 年 2 ⽉に着⼯し、2020 年 10 ⽉の完了を予定。また同ターミナル内における
バゲージクレーム⽤ターンテーブルの新設⼯事は 2018 年 1 ⽉に開始され、2019 年 6 ⽉
の完了が予定されている。これに加えて O.R.タンボ国際空港では総⼯費 15 億 8,000 万
ランド（約 140 億円）を投じて、航空機を沖⽌めする際の駐機スポットの新設を計画し
ており、実際の運⽤を可能にするための付帯設備の整備にはさらに 1 億 5,900 万ランド
（約 14 億 1,000 万円）が投じられる。⼀連の⼯事は 2020 年 6 ⽉に開始し、2023 年 6
⽉に完了する予定となっている。 
 
⼀⽅、ケープタウン国際空港では 31 億 8,000 万ランド（約 282 億 6,000 万円）を投じ
て、新たな滑⾛路とそれに伴う誘導路の建設を計画している。すでに初期設計案が承認さ
れており、環境影響評価について認可待ちの状況で、2017 年 7 ⽉には着⼯し、2021 年
12 ⽉の完成が予定されている。また、2012 年 4 ⽉より留保されていたケープタウン国
際空港の国内線到着ターミナル新設計画も承認され、現在は⼊札に向けての準備が進めら
れている。2018 年 3 ⽉の着⼯が予定されており、2020 年 4 ⽉までの完成をめざしてい
る。さらにケープタウン国際空港では、2018 年 3 ⽉着⼯予定のターミナル 2 の拡張が計
画されており、2022 年 9 ⽉には完了する予定。1 億ランド（約 8 億 9,000 万円）を投
じる拡張⼯事では新たな搭乗ゲートや出発ラウンジが建設され、2018 年 3 ⽉には着⼯し、
2020 年 10 ⽉の完了を予定している。 
 
「南アフリカ空港会社（ACSA）による資本投資プログラムは、主に既存インフラの改修
整備に向けられたもので、利⽤客増に対応する処理能⼒の増強がもたらされる」とピータ
ーズ運輸⼤⾂は述べている。 
 
出典：Tourism Update 
http://www.tourismupdate.co.za/article/119816/Transport-Minister-announces-
airport-upgrades 
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今後のマーケティング活動の予定 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南アフリカ⼤使館主催                           
ナショナルフリーダムデー・ファンクション 
2017 年 4 ⽉ 26 ⽇ 
 

インダバ 2017 
2017 年 5 ⽉ 16〜18 ⽇ 

トレードワークショップ 
2017 年 7 ⽉ 5 ⽇（東京） 


