
旅行業プロのための インターネット活用術旅行業プロのための インターネット活用術

「インターネット旅行情報士」への道「インターネット旅行情報士」への道

３ヶ月（在籍期間６ヶ月）

Windows対応　IT化時代をプロらしく生きるためのスペシャリスト養成講座

受講期間 16,450円受講料 （消費税８％込）

■旅行会社の社員として必要なインターネットの基本
的な活用方法を学ぶと同時に、「インターネット旅
行情報士」を目指します。

講座のねらい・特色

■インターネットに接続しているパソコンと電子メー
ルを利用できる方

対象

■まず玉石混交ともいわれる膨大なホームページの中
から、旅行のプロのための企画、手記、案内に役立
つ情報をいかに効率的に引き出すかを、オリジナル
教材と実際のパソコン操作を通じて学びます。

２級
●インターネットで旅行情報を収集活用できる能力がある。
●インターネットの基本的な仕組み・機能・用語を理解している。
●基本的な検索能力を持つ。
１級
●インターネット旅行情報のデータ運用に関して、会社で指導的役割を果
たせる。
●セキュリティーを含めシステム運用に関する幅広い知識を持つ。
●基本的な接続設定の知識と基礎的なLANの知識を有する。
●優れて高い検索能力を持つ。

学習の特色

■パソコン
　Microsoft Windows 10、8.1、７、Vista を
搭載したパソコン（タッチパネル非対応）
■ブラウザ
　Internet Explorer 9 以上
　Microsoft Edge

動作環境

・テキスト………………………１冊教　材

・Web修了テスト５回添削指導

テキスト内容

認定級および認定基準について

２級
●テキスト（「インターネット活用術」）の内容を中心に出題。
１級
●「インターネット活用術」に加えて、セキュリティ・著作権などの知識や、
エンド・ユーザー向けの接続設定、LANの基礎知識を問う内容。

出題内容と範囲について

●試験サイトへアクセス、解答していただきます。
●詳細な解答・解説を公開いたします。

試験方法について

No.
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主な内容

旅行ビジネス支援ツールとしてのインターネット

インターネットは情報の宝庫
①インターネット情報の種類　②インターネットにはどんな情報があるか？

情報をいかに探すか？
①検索サービスの基礎知識　②検索の方法　③リンク集

インターネットの英語と翻訳ツール
①インターネット上で使われる英語　②翻訳ソフトの上手な使い方

情報検索の応用問題
①特定の情報を早く的確に引き出す　②自動巡回ソフト、キャッシュ復元ソフトなどの使い方

電子メールの活用
①電子メールの基本　②メーリングリストの使い方

情報整理
①ホームページの情報の整理と保存　②ブックマークの整理

お勧めホームページ
①日本国内のお勧めホームページ　②海外のお勧めホームページ

インターネット情報をいかに活用するか？
①業務知識として　②企画、営業、案内のために　③インターネット上でビジネス発信を目指す

「インターネット旅行情報士」への道
①インターネット旅行情報士とは？　②インターネット旅行情報士検定試験について

（教材については一部変更もございます。）

主催：JTB総合研究所　推薦：JATA（日本旅行業協会）

「インターネット旅行情報士」検定試験の実施要領

検定試験は各級年２回（５月、11月）の実施予定です。（詳しくは、JTB総合研究所ホームページ http://www.tourism.jp/にて、ご覧ください。）

旅行実務コース

すぐに役立つ 国内旅行カウンター販売すぐに役立つ 国内旅行カウンター販売
３ヶ月（在籍期間６ヶ月）

企画、商品知識、店頭販売の基礎を３ヵ月でマスター

受講期間 16,450円受講料 （消費税８％込）

■旅行会社に入って間もない方、国内カウンター販売
に携わって間もない方、あるいはこれから携わる方
に最適です。
■国内カウンター販売の主力商品である募集型企画旅
行＝パッケージ商品の解説を充実させました。また、
宿泊、航空、JR はじめ、手配旅行についても基礎
をコンパクトにまとめました。
■カウンター業務全般の流れをつかむこと、お客様の
要望をすばやく的確につかむ方法など、実践的な対
応を学習します。

講座のねらい・特色

・テキスト………………………１冊
・サブテキスト
  「国内観光資源」………………１冊
・リポート問題…………………３回

教　材

テキスト内容
No.

1

2

3

　　　 主な項目

国内旅行
カウンター業務の流れ

募集型企画旅行の
理解と販売

手配旅行の理解と販売

　　　　　　　　　　　　　　主な内容

・仕事の流れをつかもう　・お客様をお迎えする

・お客様の心理と担当者の心構え　・取扱商品　・その他

・フリープラン商品（航空機利用）の販売

・フリープラン商品（JR利用）の販売　・添乗員同行プランの販売

・その他

・宿泊券の販売　・JR券の販売　・航空券の販売

・宿泊券と運送機関のセット販売

・その他

（教材については一部変更もございます。）

すぐに役立つ 海外旅行カウンター販売すぐに役立つ 海外旅行カウンター販売
３ヶ月（在籍期間６ヶ月）

３カ月で海外旅行カウンター業務をマスター！！

受講期間 16,450円受講料 （消費税８％込）

■新しく海外旅行を担当することになった方、海外カ
ウンター経験１年未満の方、海外旅行実務を短期間
に把握したい方に最適です。
■これだけ身につけていればカウンター対応は困りま
せん。さまざまなお客様を想定しながら、お客様と
の実践的な対応を学習します。

講座のねらい・特色

・テキスト………………………１冊
・リポート問題…………………３回

教　材

（教材については一部変更もございます。）テキスト内容
No.

1

2

3

4

5

6
7
8
9

　　　 主な項目
海外旅行
カウンター業務の概要
旅行地理・現地事情

旅行素材・単品

パッケージツアー

FIT

旅行関連商品
渡航手続
最終のご案内
参考資料

　　　　　　　　　　　　　　主な内容
・海外旅行カウンター販売担当者の役割　・業務の全体
・お客様ニーズの把握
・旅行地理　・現地事情　・時差
・航空　・ホテル　・鉄道　・バス　・船舶　・レンタカー
・観光／入場　・ウエディング
・特徴　・企画会社／商品　・パンフレット　・旅行条件書
・パッケージツアーとの相違点　・販売業務の手順
・日程作成／見積　・変更／取消　・旅行業務取扱料金
・海外旅行傷害保険
・渡航手続の全体　・旅券　・査証　・予防接種　・出入国書類
・旅行代金／料金の収受　・お渡し書類　・服装／携行品　・旅程／現地事情
・旅行業約款　・旅行業務取扱料金　・消費者契約法　・個人情報保護法

旅の通信教育 旅の通信教育
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弊社では個人情報の重要性を認識し、その保護の徹底を図るため、以下の方針に基づき、通信教育においてお客様の個人情報のお取扱いをいたします。

1. 個人情報の定義
　通信教育における個人情報とは、お申込時にお預かりした氏名、住所、電話番号、勤務先などご本人を特定できるもの、ならびに成績情報、アンケー
ト等をいいます。

2. 個人情報の収集・利用
　弊社がお預かりしたお客様の個人情報は、以下の⑴～⑷のいずれかに該当する場合を除き、予め告知・公表させていただいた目的の達成のために必要
な範囲内で利用します。またお客様から個人情報をご提供いただく際はその利用目的を明らかにし、お客様の同意を得た上で収集させていただきます。
なお、お客様が容易に認識できない方法によって、お客様の個人情報を収集することは致しません。
　⑴法令に基づく場合
　⑵人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
　⑶公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
　⑷国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意
を得ることによって当該事務の遂行に支障を及ぼす恐れがあるとき

3. 個人情報の利用目的
　弊社がお預かりするお客様の個人情報については、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申し込みいただきました通信教育に
おける各種サービス（教材、リポート、修了証の発送、成績管理、受講料の入金管理、資格試験情報の提供等）の受領のために必要な範囲内で、利用
させていただきます。

4. 個人情報の第三者への提供
　弊社は、次に掲げる場合を除き、お客様の個人情報を第三者に提供することはございません。
　⑴本人様の同意がある場合
　⑵法令に基づく場合
　⑶人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、ご本人様の同意を得ることが困難な場合
　⑷公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、ご本人様の同意を得ることが困難な場合
　⑸国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、ご本人様の
同意を得ることによって当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合

　⑹業務を円滑に遂行するため、利用目的の達成に必要な範囲内で個人情報の取扱いの全部又は一部を委託する場合

5. 個人情報の開示等の請求
　お客様は、弊社に対してご自身の個人情報の開示等（利用目的の通知、開示、内容の訂正・追加・削除、利用の停止または消去、第三者への提供の停
止）に関して、弊社問合わせ窓口（下記8.）に申し出ることができます。その際、弊社はお客様ご本人を確認させていただいたうえで、合理的な期
間内に対応いたします。開示等の申し出の詳細につきましては、弊社ホームページ掲載の「個人情報保護方針」の中の「開示対象個人情報の開示等の
求めに応じる手続き」をご覧ください。

6. 個人情報を提供されることの任意性について
　お客様が弊社に個人情報を提供されるかどうかは、お客様の任意によるものです。ただし、お客様が必要な個人情報をご提供いただけない場合、各サー
ビス等が適切な状態でお客様に提供できない場合があります。

7. 認定個人情報保護団体について
　認定個人情報保護団体とは、個人情報保護法第３７条に基づき主務大臣の認定を受けた団体で、個人情報保護の取扱いに関する苦情・相談・情報提供
等を通じ個人情報の適正な取扱いの確保を目的とする団体です。
　弊社が加入する認定個人情報保護団体：一般財団法人日本情報経済社会推進協会
　苦情の解決の申し出先：プライバシーマーク推進センター　個人情報保護苦情相談室
　電話番号：03-5860-7565／ 0120-700-779

8. 個人情報相談窓口
　個人情報保護に関連するお問合せは、弊社までご連絡ください。
　※個人情報の開示、訂正、追加、削除等のお問い合わせ等もこちらで承ります。
　（所　　在　　地）　〒105-0014　東京都港区芝３－２３－１　セレスティン芝三井ビルディング１２F
　　　　　　　　　　株式会社　JTB総合研究所
　（担　　当　　者）　管理部　部長（個人情報相談窓口責任者）
　（電話・ファックス）　電話：(03)6722-0750　　ファックス (03)6722-0753
　（営　業　時　間）　月～金曜日　10:00～17:30（土・日・祝・年末年始休み）

株式会社JTB総合研究所

個人情報の取扱いについて
株式会社JTB総合研究所

旅行実務コース

観光の基礎知識観光の基礎知識
３ヶ月（在籍期間６ヶ月）

旅行業プロのための

受講期間 14,400円受講料 （消費税８％込）

■２１世紀は観光の時代といわれ、観光が社会全般に
果たす役割はますます大きなものとなっています。
本講座は様々な角度から観光を捉えることにより、
観光業に携わっている方、観光業を目指している方
に、体系的に基礎知識を身につけていただくための
講座です。

講座のねらい・特色

・テキスト
「観光概論」……………………１冊
・補助教材
「数学でみる観光」……………１冊
リポート問題 …………………３回

教　材

テキスト内容
No. 　　　 主な項目 　　　　　　　　　　　　　　主な内容

（教材については一部変更もございます。）

1

2

3

4

第１部　観光

第２部　観光地

第３部　観光関連産業

第４部　観光政策と観光行政

・観光とは　・観光の現代的意義

・観光の歴史　・わが国における観光の現状

・「観光対象」と「観光資源」

・観光地　・観光振興

・「観光関連産業」とは

・運輸機関　・宿泊施設　・旅行業　・テーマパーク

・観光政策と観光行政

旅の通信教育 旅の通信教育
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