
提案製品・技術

• 民間セクターと連携した観光商品の開発、企画、
販売等、従来型観光サービスの提供

• 産官学を対象とした観光人材育成支援

• 国や地方自治体への観光戦略及びアクションプ
ランの策定と活動実施支援

対象国観光分野における開発ニーズ（課題）

• 主要都市周辺市域及び地方の観光収入の増加と
雇用創出

• 国際基準のホスピタリティ及び観光商品の提供

• 地域活性化につながる観光地開発を推進できる
観光実務者の育成

ウズベキスタン国 観光開発における新価値創造
サービス構築のための案件化調査

株式会社JTB （東京都）

開発ニーズ（課題）へのアプローチ方法（ビジネスモデル）

• 国内外の観光事業者や観光客を対象とした観光
商品・土産金の販売サービスの提供

• 行政官、民間セクター、教育機関への観光教育
サービスの提供

• 国や地方自治体へのコンサルティングサービス
の提供

• 契約期間：2019年8月～2020年9月
• 対象国・地域：ウズベキスタン国

• 案件概要：ウズベキスタン国において、調査研究、コンサルティングサービス、
観光地開発、観光実務者人材育成等に係る機能強化・能力開発を図り、
官・民・学・地域住民での一体的な観光ビジネス体制構築とともに、地域住
民への裨益としての雇用創出・収入向上を目指す。

対象国に対し見込まれる成果（開発効果）

• ウズベキスタン国全体の観光収入増加に貢献
• 雇用創出と地域住民への裨益に貢献
• 地域住民（特に女性）のエンパワーメントに貢献
• 地方の文化振興と産品販売に貢献

本事業の内容

２０１９年８月現在

ホスピタリティ研修



Products/Technologies of the Company

・Provide conventional tourism services including 

development, planning and sales of tourism products in 

cooperation with private sector 

・Support development of human resources in tourism 

aimed at industry, government and academia

・Draw up tourism strategy and action plan, and support 

implementation of activities 

Development Issues Concerned in Tourism Sector

・Increase tourism revenue and create jobs in outskirts of 

major cities and rural regions

・Provide hospitality and tourism products of international 

standards

・Nurture tourism practitioners who can lead tourism 

destination development for community invigoration

Republic of Uzbekistan SDGs Business Model Formulation Survey 

with the Private Sector for New Value Creation Service of Tourism Development

JTB Corp. (Tokyo)

How to Approach to the Development  Issues 

・Provide sales service of tourism products and souvenirs 

to private sector and tourists within/outside of the country 

・Provide tourism education services to government 

officials, private sector, educational institutions

・Provide consulting services to national and local 

governments

• Survey Duration：Aug., 2019～Sep., 2020

• Country/Area： Republic of Uzbekistan, Bukhara Region

・ Survey Overview：Strengthen function and develop capacity in research, consulting 

service, tourism destination development, fostering tourism practitioners to build 

tourism business structure in harmony with government, private, academia and 

residents for job creation and increase of revenue as benefits for the residents

Expected Impact in the Country

・Contribute to increase of tourism revenue at national 

level of Uzbekistan

・Contribute to job creation and benefit for the residents

・Contribute to the empowerment of local residents 

(especially women)

・ Contribute to the local culture promotion and sales of 

products

Survey Outline

As of August, 2019

Hospitality Seminar


