
 

プレスリリース 

 
ブータン政府観光局日本事務所 変更のお知らせ 

 

2014年 1月吉日 

ブータン政府観光局は 2014 年 1 月より、株式会社 Foresight Marketing （フォーサイト・マーケティン

グ、代表：能登重好）に日本事務所の運営を委託することを決定いたしました。これを機にさらなる

積極的な PR、マーケティング活動を日本において展開し、ブータン王国のイメージ向上と持続可能な

観光開発を目指します。 

2014年 1月 8日の速報値によると、2013年の日本人旅行者数は 4,015人で、2011年に第 5代 ジグミ・

ケサル・ナムゲル・ワンチュク国王陛下、ヅェツン・ペマ・ワンチュク王妃陛下が訪日され、過去最

高の 6,967人となった 2012年を除き、2011年の 39,43人と比較すると約 2%増となり、今後も順調な伸

びが予想されています。今後は、現在主要な顧客となっている熟年層のみならず、30～50 代の女性や

若年カップル等のセグメント別プロモーション、旅行業界・プレスとの協力をより強化し、プロダク

ツ開発でも、日常生活を体験するプログラムや GNH（国民総幸福量）を学べるプログラムなどの開発

を視野に入れています。 

株式会社 Foresight Marketing は、Visit Finland、ラトビア政府観光局の業務も取り扱っているツーリス

ム・マーケティングを専門とする会社で、2009年に設立されました。 

[ブータン政府観光局 お問い合わせ] 

 

●日本事務所 

 株式会社 Foresight Marketing  代表取締役 能登 重好 

住所：〒103-0004 東京都中央区東日本橋 3-9-11 FROM EAST TOKYO 5F 

電話：03-6661-2045 ／ FAX：03-6661-2056 

メール：japan@tourism.gov.bt 

 

●ブータン事務所 

日本市場担当 菅（すが） 

住所：P.O.Box No. 126, GPO, Thimphu, Bhutan 

電話：+975-2-323251 ／ FAX：+975-2-323695 

メール：akane@tourism.gov.bt   

 

日本語サイト URL: http://www.travel-to-bhutan.jp/ 

http://www.travel-to-bhutan.jp/


 

Press Release  

January 2014 

 

New Tourism Council of Bhutan representative office in Japan 
 

 
Tourism Council of Bhutan (TCB) appointed Foresight Marketing Co., Ltd. (FM) as the representative office in 

Japan from 1
st
 January 2014 for a period of one year. FM, in collaboration with TCB, will conduct marketing and 

PR activities in Japanese source market for sustainable tourism development in Bhutan. 

Bhutan received over 4,000 Japanese tourists in 2013 with a decrease of around 40% compared to 2012. In 2012, 

Bhutan received 6,967 Japanese tourists, the highest recorded number of Japanese arrivals in a year. The huge 

increase in Japanese arrivals was attributed to the interest generated by Their Majesties’ visit to Japan in 2011. 

However, compared to 2011 arrivals, there was still an increase of around 2%. Similarly, we expect a stable 

growth in Japanese tourist arrivals.  

TCB and FM will expand marketing and PR activities with increased market research. A targeted marketing 

approach will be considered in some regions by targeting senior travelers, younger generations, high-end women 

and honeymooners. We will also continue to strengthen our relationship with Japanese media and tourism 

industry members who play an important role in highlighting what Bhutan has to offer to Japanese travelers.   

Foresight Marketing Co., Ltd. is marketing and PR specialized company established in 2009 and has been 

working for Finish Tourism Board and Latvian Tourism Development Agency. 

 

 

[Contacts] 

 

●TCB representative office in Japan 

 Foresight Marketing Co., Ltd. / Mr. Shigeyoshi Noto (Managing Director) 

135-0091 The Towers Daiba 1114, 2-2-2 Daiba Minato-ku, Tokyo, Japan 

Tel     :  +81-3-6661-2045   Fax    :   +81-3-6661-2056 

E-mail:  japan@tourism.gov.bt 

 

 

●TCB office in Thimphu 

Ms. Akane Suga (Account Manager for Japan Market) 

P.O.Box No. 126, GPO, Thimphu, Bhutan 

Tel     :  975-2-323251   Fax    :   975-2-323695 

E-mail:  akane@tourism.gov.bt   

 

 

TCB Japanese website: http://www.travel-to-bhutan.jp/ 

http://www.travel-to-bhutan.jp/

