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摂南大学（学長：荻田喜代一）と和歌山大学（学長：伊東千尋）は昨年に続き「第２回日本国

際観光映像祭」（主催：日本国際観光映像祭実行委員会）を開催します。 

現在、観光産業の環境は劇的に変化しており、持続可能な観光戦略はその場所で起こっている

諸問題の解決に大きく貢献しています。本映像祭は上質の観光映像を発見、認識することで、「観

光映像は今後どうあるべきか」という観光映像の将来を追求することを目的としています。 

また、第５世代移動通信システム（５Ｇ）など情報化社会の進展に伴い、観光映像の新しいデ

ジタルマーケティングについて考えることも重要性を増しています。観光映像が観光に新たな創

造と革新をもたらすツールとなるために、本映像祭が観光促進および地域ブランド確立のための

位置づけとなることも狙いの一つです。 

本映像祭では、世界各国からエントリーされた１０１５作品、国内７９作品の中から厳選され

た６４作品を上映します。また、摂南大学理工学部建築学科の加嶋章博教授が審査委員長、同経

済学部経済学科の野村佳子教授が日本部門の審査員を務めます。 

つきましては、開催概要をお知らせしますので、事前告知ならびに取材で取り上げていた

だきたくよろしくお願いします。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【開催概要】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

１.日 時：２０２０年２月２７日（木）１０：００～１８：３０ 

           ２月２８日（金） ９：３０～１８：３０     

２.場 所：大阪工業大学 梅田キャンパスＯＩＴ梅田タワー３階 常翔ホール 

（大阪市北区茶屋町１－４５） 

   ３.参加費：無 料（定員５７６人） 

                                   以 上  

         

■内容に関するお問い合わせ先 

 和歌山大学観光学部観光学科（担当：木川剛志 准教授）E-mail: kigawa@wakayama-u.ac.jp 

和歌山市栄谷 930 TEL.073-457-8559 携帯.090-9114-67436743 

■本件発信部署・取材のお申し込み先 

 学校法人常翔学園 広報室（担当：笹部・上田） 

 TEL.072-800-5371 携帯 090-3038-9892 

海外 1015作品、国内 79作品から厳選 

「第 2回 日本国際観光映像祭」を開催 

（２月２７日、２８日 大阪工業大学梅田キャンパス） 



日本国際観光映像祭
Japan World's Tourism Film Festival
�����������������

開催日時
2020年 日（木）▶月2 27 日（金）

10:00～18:30
開場 09:30　
開会式 10：00～10:20

2月28日（金）　11:00-17:00 １階ロビー

相原正明

田中光敏

田中光敏

木川剛志

宮田耕輔

松崎まこと

中野裕之 「ピース・ニッポン・プロジェクト」
「観光映像の“Nature”」

18：30　終了予定

17:10

11：00～12:00 English / Japanese

English / Japanese

English / Japanese

English / Japanese

Japanese 

Japanese 

逐次通訳

逐次通訳

逐次通訳

同時通訳

同時通訳

09:30～18:30

月2 28

日月2

フォーラム1

27 日月2 28

会　場
大阪工業大学梅田キャンパス常翔ホール 
大阪府大阪市北区茶屋町1-45　JR大阪駅から徒歩5分

「What is Tourism Film Festival? CIFFT? 」 

10：40～12:00フォーラム4
「Director’s Forum」 

16：30～18:30Award Ceremony
授賞式

14：00～15:20フォーラム5
「Catalonian Tourism Film and its Sterategy」  

カタロニアの観光戦略と観光映像

14:00～15:20

16：00～18:30

16：00～17:00

フォーラム2

フォーラム３

基調講演については講演内容は非公開となりますので
写真撮影やSNS等への掲載はご遠慮ください。

プログラムは予告なく変更になることがあります。詳しくは公式ホームページをご覧ください。

内閣府クールジャパン地域プロデューサー
/観光庁アドバイザリーボードメンバー

基調講演

「心を震わす風景こそ、最高の観光映像になる!?」 

受賞者を交えたパネルディスカッション

全天周ドームシアター展示

Francisco Dias

コメンテーター
司会

司会

「デジタルファースト時代の観光映像」
陳内裕樹

陳内裕樹加嶋章博

木川剛志

司会

司会

司会

野村佳子

日本国際観光映像祭実行委員会
（構成：和歌山大学国際観光学研究センター , 摂南大学 , 和歌山大学観光学部）  

お問い合わせ・連絡先 日本国際観光映像祭  ディレクター  木川剛志　MAIL : director@jwtff.world   TEL : 073-457-8559

観光映像プロモーション機構設立準備委員会（事務局： 大日本印刷）

コニカミノルタプラネタリウム　関西テレビ放送

一般社団法人日本巡礼

観光庁, 近畿総合通信局, （公社）北海道観光振興機構, 
（一社） 東北観光推進機構, （一社） 関東観光広域連携事業推進協議会,
（一社） 中央日本総合観光機構,（一財） 関西観光本部,
（一社）せとうち観光推進機構,（一社） 山陰インバウンド機構,
（一社） 四国ツーリズム創造機構, （一社）九州観光推進機構,
（一財） 沖縄観光コンベンションビューロー

 （映画活動家/ 放送作家）

（映画監督）

（映画監督）

（竹８シネマプロジェクト）

（雑誌編集者）

（写真家）

小笠原順子

日本国際観光映像祭代表と
会場の人たちとのティーチイン

コメンテーター

Alexander V. Kammel

Hugo Marcos

Santi Valldepérez 

Santi Valldepérez 

中野裕之
映画監督

写真家　　

ART&TUR   Director　　

terres Director　　

相原正明

主　　催

共　　催

後　　援

特別協力

協　　賛

内閣府クールジャパン
地域プロデューサー

映画監督

( CIFFT Director )

（JWTFF Director）

( CIFFT General Secretariat )Hugo Marcos
Tsuyoshi Kigawa

Alexander V. Kammel

( ART&TUR Director )

( terres Director )

Francisco Dias

 (CTR研究員)

（日本国際観光映像祭）

次世代の観光映像
Tourism2.0 をお楽しみください

presented by

presented by

( 摂南大学)

( 摂南大学)

CIFFT General Secretariat

CIFFT Director

13:00～13:50

15：20～15:50　

観光映像上映１ 観光映像上映４

観光映像上映５

観光映像上映６

観光映像上映２

観光映像上映３

10：20～11:00　 09:30～10:30

開場　09:00　

（木） （金）

13:00~13:50　

15：30～16:20


