
アジアエコツーリズムネットワーク（AEN）へようこそ！「アジアにおけるエコツ

ーリズムの現況」と題した報告書を作成する設立後初めての事業です。英語

と日本語を含む各アジア諸国の言語にて配布予定ですので、ぜひこの機会

に AEN にご協力ください。  

 

- 日本語対応 Email : ecomail@japan-ecolodge.org  

- Email : asianecotourismnetwork@gmail.com 

- 臨時サイト: http://amormasa.wix.com/ecotourismasia  

- Facebook: https://www.facebook.com/groups/asianecotourismnetwork/  

 

  

PRESS RELEASE (June 2, 2015) 
Asian Ecotourism Network Establishes in Bangkok  
A group of Asian ecotourism leaders gathered for the inauguration ceremony of the 
Asian Ecotourism Network (AEN) in Bangkok, Thailand.  
Dr. Nalikatibhag Sangsnit, Director-General of Designated Areas for Sustainable Tourism 
Administration (Public Organization) or DASTA officially declared open the AEN office 
housed at DASTA’s headquarters in Bangkok.  He followed this by signing of a letter of 
support for AEN  for two years through to  June 2017, with a potential extension 
beyond that date. 
 
The support by DASTA includes the provision of the central office to support 
operational activities of the AEN on 30th Floor, TIPCO Tower, Bangkok, Thailand, 
computer equipment, office automation facilities and access to meeting rooms. 
 
According to the founding chair, Mr Masaru Takayama - executive director of Japan 
Ecolodge Association, the Network will supply more hands-on connections and relevant 
opportunities for members working together at a regional level. 
“It will provide more networking and business opportunities, significant information, 
educational materials and networking prospects to both small and large organizations 
within Asia.  
The strategic plans of AEN will be set during the first board meeting on June 3. The 
prioritized projects will be focused on investigating the state of ecotourism among the 
AEN members and better serve as the platform for Asian ecotourism industry.  
 
The founding member countries comprise of Japan, Malaysia, Sri Lanka, Thailand, 
Nepal, China, South Korea, Mongolia, India, Laos, Pakistan, Bhutan, Indonesia, 
Bangladesh, Pakistan, Philippines and Australia.  
For more information, you can request to join the Asian Ecotourism Network Facebook 
page where the latest updates are shared among members until the official website is 
provided. 
 



Asian Ecotourism Network (AEN) 

Ecotourism Organization Profile Questionnaire 

基本情報 
組織名  

設立年  

活動分野  国際     国内    地方・地域 

組織形態 

(もっとも当てはまるものを

選んでください) 

 政府出費機関           研究者集団 

 商業組合・企業組合              NGOやNPO 

 地域密着型組織           その他 (具体例を記入):  

サイトURL  

住所  

従業員数 常勤: 

パート（アルバイト） : 

インターン: 

年間予算規模  

会員種別 総会員数 :  

種別 年会費 

  

主な活動資金源  第3機関 (国際機関を含む) 

 政府 

 会費 

 事業収入 

 製品販売等 (具体例を記入) 

貴組織について 目的 :  

 

活動目的（複数選択可: 

 自然環境保護    まちづくり 

 教育・訓練 

 その他（具体例を記入） 

 



事業内容 
過去に実施した事業内容す

べてにチェックしてくださ

い 

 政策立案・開発 

 認定制度開発 (基準設定)) または基準の運営 

 地域住民主導型(CBT)の観光開発 

 訓練・教育 

 ビジネス開発 

 その他（具体例を記入） 

貴組織にはエコツーリズム

に関する認定制度はありま

すか。 

 はい 

- Target 

 観光地            宿泊施設 

 ツアーオペレータ  ツアー 

 その他（具体例を記入） 

 いいえ 

 導入の過程または計画がある 

エコツーリズムに関するガ

イドラインや行動規範はあ

りますか。 

 ガイドラインと行動規範の両方がある 

 ガイドラインのみ 

 行動規範のみ 
*他組織のガイドラインや行動規範を流用している場合を含む 

主力事業またはアクティビ

ティーは何ですか 
事業/アクティビティー名: 

実施場所: 

期間: 

資金源: 

主要パートナーは誰ですか  政府（地方・中央）   旅行業部門 

 地域住民 

 他のNPOやNGO 

 その他（具体例を記入） 

 

国際機関と働いたことはあ

りますか 
 はい（具体例を記入） : 

 

 いいえ 

貴組織にとって、課題は何

ですか 
 資金繰り              人材 

 政府の非協力体制        市民が無関心 

 その他（具体例を記入）) 



Partnership with Asian Ecotourism Network (AEN) 

国際機関の会員ですか？ 

(例：TIES, STI, ATTA) 

 はい (加盟団体を記入) 

 

 

 

 

 いいえ 

アジアエコツーリズムネッ

トワーク(AEN)に加盟（無

料）に関心ありますか 

 はい 

 いいえ (理由を教えてください) 

AENと一緒にどのような事業

をしたいですか 

 情報交換 

 訓練・教育 

 認定制度 

 地域住民主導型(CBT)の観光開発 

 ネットワーキング 

 財政的支援 

 その他（具体例を記入）： 

What do you expect from A

ENに何を期待しますか。AEN

どう活用すればいいです

か。 

 

その他質問があればお聞か

せください 

 

 

 

 

連 絡 先 

担当者連絡先 氏名: 

役職:  

Email:  

Phone:  

 

ご協力ありがとうございました。ご質問がございましたら、お問合せください。 

 

- 日本語対応 Email : ecomail@japan-ecolodge.org  

- Email : asianecotourismnetwork@gmail.com 

- 臨時サイト: http://amormasa.wix.com/ecotourismasia  

- Facebook: https://www.facebook.com/groups/asianecotourismnetwork/  


