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報道関係者各位 

プレスリリース 

2015 年 09 月 08 日  

ベルトラ株式会社 

旅のトレンドを先取り！東京ビックサイトで世界を旅する 2 日間 

ベルトラは 「ツーリズム EXPO ジャパン 2015」 にてイベントを開催します 

～ベルトラブースにて人気アクティビティと観光地のご紹介イベント開催～ 

 

世界のオプショナルツアー予約サイト ベルトラを運営するベルトラ株式会社(本社：東京都新宿区、代表取締役

社長：二木 渉、以下 当社)は、「ツーリズム EXPO ジャパン 2015」に出展、当社ブース内にてイベントを開催しま

す。バラエティに富んだエンターテイメントで世界のオプショナルツアーをご紹介します。 

 

ツーリズム EXPO ジャパンは、世界 150 以上の国・地域、国内 47 都道府県から観光局やホテル、航空会社、旅

行会社、旅行関連企業、レストランなどが大集合する、年に一度の世界最大級の旅の祭典。東京ビッグサイトで

海外旅行・国内旅行気分が味わえる旅行好きな方向けのイベントです。  

 

当社は、出展ブースの規模を昨年の 4 倍に拡大。ブース内にイベントスペースをもうけ、運営するオプショナルツ

アー予約サイト「ベルトラ」で取り扱うツアーにちなんだイベントを開催します。イベント内容はワイン・テイスティン

グ、よしもと若手芸人による人気アクティビティ紹介、食品サンプルづくり体験、イタリア人イラストレーターのトー

クショー、無料モニターツアープレゼントイベントなどです。 

 

 

食品サンプルづくり体験  ニューハーフトークショー       忍者女子               グルメ旅 

 

 

【ツーリズム EXPO ジャパン 2015 概要】 

会期: 2015 年 9 月 25 日(金)10:00～18:00 *業界関係者・プレスのみ 

2015 年 9 月 26 日(土)10:00～18:00 / 2015 年 9 月 27 日(日)10:00～17:00  

場所: 東京ビックサイト 東 1～5ホール  

入場料: 当日券 大人:1,300 円、学生:700 円(いずれも税込) 

前売券: 大人:1,100 円、学生:600 円(いずれも税込)  

※保護者同伴の小学生以下と中・高生無料(学生証提示) 
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【ベルトラブース イベント概要】  

期間： 2015 年 9 月 26 日(土)、27 日(日)   

場所： ベルトラブース (東京ビックサイト 東 4 ホール J-13) 

URL:  http://file.veltra.com/jp/promotion/contents/expo2015/ 

 

※どなたでもご参加いただけます。 

※イベント内容、スケジュールは変更になる場合があります。 

 

イベント内容： 

・旅するワイン 世界 20 カ国のワイン・テイスティング  

めずらしいあの国のワインが登場、ワイン・テイスティングで世界の旅を満喫。 

・忍者女子が語る世界の旅、旅の魅力 

忍者姿で世界を旅した忍者女子がゲスト、”旅の魅力”についてお話をうかがいます。 

・よしもと若手芸人が語る！よしもと新喜劇の楽しみ方！ 

よしもとから若手芸人が登場、よしもと新喜劇のみどころをご紹介します。 

・ニューハーフパブからのゲストによるトークショー 

夜の六本木、新宿の名店からのゲストによる初めてでも楽しめるニューハーフパブ指南。 

・挑戦！噂のアクティビティ 食品サンプルづくり体験 (ミニタルトとミニお弁当) 

食品サンプルづくりを、先着 20 名様にご体験いただきます。作品はおみやげにできます。 

・ハワイの魅力紹介 (無料モニターツアーの人数限定プレゼント) 

人気 No.1 の観光地、ハワイの隠れた人気スポットやおすすめツアーをご紹介します。 

・イタリア人イラストレーター アレッサンドロさんの 「みつけてアレくん！ヨーロッパの旅」 

アレッサンドロさんの絵本に登場するヨーロッパの人気都市をトークショーでご案内。 

・自分へのご褒美の旅 ドバイ ラグジュアリー＆エキゾチック 

女子旅に人気のドバイ。ちょっとゴージャスに楽しむテクニックをお伝えします。 

・太平洋の人気ダイビングスポットへ (無料モニターツアーの人数限定プレゼント) 

ダイビングと海の総合サイト「オーシャナ」のライター編集長の寺山英樹さんトークイベント。 

・旅の目的はグルメ 食でめぐるアメリカ・カナダ (無料モニターツアーの人数限定プレゼント) 

旅の目的は食べること！Must-Eat な食べ物をしっかり堪能できるツアーをご紹介します。 

・絶景三昧！中南米の世界遺産/大自然の旅 (無料モニターツアーの人数限定プレゼント) 

知る人ぞ知る世界遺産や隠れた大自然スポットを美しい映像やツアーでご紹介します。 

 

【ベルトラ サービス概要】  

日本語： http://www.veltra.com/jp/  英語： http://www.veltra.com/en/ 

・取扱エリア数：108 カ国 304 都市 / 会員数：80 万人 / クチコミ(体験談)：150,000 件以上 

・取引先 (現地ツアー催行会社数)：約 1,550 社 / 現地ツアー数：約 12,000 ツアー 

・特徴：世界最大級の現地ツアーの品揃え、徹底したユーザサポート、体験談の公開 



    【お問い合わせ先】ベルトラ株式会社 広報室 担当：武部 TEL:03‒5367‒3611 / Mail:pr.jp@veltra.com 
© 2015  VELTRA Corporation    All rights reserved 

【ベルトラブース イベントスケジュール】 

2015 年 9 月 26 日（土）10：30 ～ 17：30 / 27 日（日）10：30 ～ 16：30 

9/26（土） 10:30 - 17：30 
 

Time 国・エリア イベント 

10:30 ～ 11:00 日本 よしもと新喜劇の楽しみ方 

11:00 ～ 11:30 
ハワイ 

ハワイの魅力紹介 

(無料モニターツアーを人数限定プレゼント) 11:30 ～ 12:00 

12:30 ～ 13:00 日本 食品サンプルづくり体験 

13:00 ～ 13:30 日本 食品サンプルづくり体験 

13:30 ～ 14:00 日本 よしもと新喜劇の楽しみ方 

14:30 ～ 15:00 世界 旅行相談会 

15:00 ～ 15:30 世界 旅するワイン 世界 20 ヶ国のワイン・テイスティング 

16:00 ～ 16:30 日本 よしもと新喜劇の楽しみ方 

16:30 ～ 17:00 ドバイ 自分へのご褒美の旅 ドバイ 

17:00 ～ 17:30 ヨーロッパ みつけてアレくん！ヨーロッパの旅 

   

9/27（日） 10:30 - 16:30 
 

Time 国・エリア イベント 

10:30 ～ 11:00 世界 忍者女子が語る世界の旅 

11:00 ～ 12:00 
ビーチ 

リゾート 

魅惑のダイビング 寺山英樹さんトークイベント 

(無料モニターツアーを人数限定プレゼント) 

12:00 ～ 12:30 日本 はじめてのニューハーフパブの楽しみ方 

12:30 ～ 13:00 世界 忍者女子が語る世界の旅 

13:30 ～ 14:00 世界 旅行相談会 

14:00 ～ 14:30 日本 はじめてのニューハーフパブの楽しみ方 

15:00 ～ 15:30 北米 食で巡る旅 (無料モニターツアーを人数限定プレゼント) 

15:30 ～ 16:00 中南米 絶景＆世界遺産 (無料モニターツアーを人数限定プレゼント) 

16:00 ～ 16:30 世界 旅するワイン 世界 20 ヶ国のワイン・テイスティング 

 


