
 



INSPIRING 

SOLUTIONS FOR  

PEOPLE AND 

PLACES

ABOUT

TRC is a leading international 
tourism, recreation and 
conservation consulting firm 
with offices in Australia and 
New Zealand. 

We offer a holistic, professional approach 
with innovative, creative thinking to 
provide integrated solutions to your 
tourism needs. The TRC team has been 
working in the fields of tourism, recreation, 
conservation and culture for over 25 years. 
We have worked in a range of settings 
across more than 35 countries, from large 
urban environments to remote wilderness 
areas. Project locations have included 
the Pacific Islands, outback Australia, 

New Zealand and as far afield as Mongolia 
and Europe.

Our work is always varied, challenging 
and interesting reflecting the special and 
unique nature of each project and client. 
The broad spectrum of our consultants’ 
experience incorporates advice and 
solutions from start-up businesses to 
leading large-scale planning projects 
involving multiple agencies.

Our clients include both country and local 
governments, private investors, non-
government organisations (NGOs) and 
international development agencies.

AUSTRALIAN OFFICE

A: Suite 5/3 Gippsland Street 
Jindabyne NSW 2627

P: P O Box 837, Jindabyne NSW 2627

T: +61 2 6456 2722

E: enquiries@trctourism.com

NEW ZEALAND OFFICE

A: Level 5, EMC Building  
5-7 Willeston Street 
Wellington 6140

P: P O Box 2515 Wellington 6140

T: +64 4 472 3114

E: info@trctourism.com



人と空間に感動

を与えるソリュ

ーションを 

TRCは、オーストラリア・ニュージーランドにオ

フィスを展開する、ツーリズム、レクリエーシ

ョン、環境保護のコンサルティング会社です。 

TRC は、革新的で創造的な

専門的アプローチをもっ

て、お客様のツーリズムニ

ーズに総合的なソリューシ

ョンを提供いたします。TRC

チームは２５年間以上にわ

たり、観光、レクリエーシ

ョン、環境保全と文化等の

分野でサービスを提供して

まいりました。大きな都市

環境から、遠隔の自然環境

保護区に至るまで、太平洋

諸国やオーストラリアのア

ウトバック、ニュージーラ

ンド、遠くはモンゴルやヨ

ーロッパまで、TRC は３５

か国以上の様々な状況の下

で実績を積んできました。 

我々の仕事は、各プロジェ

クト、各クライアントの独

自性に対応するため、常に

変化に富み、チャレンジ性

があり興味深いものです。

新興企業から複数の機関が

関係している大規模プロジ

ェクトまで、我々のコンサ

ルタントの幅広い経験によ

り、アドバイスとソリュー

ションを提供することが可

能なのです。 

 

TRCのクライアントは、政府
機関や地方自治体、民間投

資会社、非政府団体、国際

開発エージェンシーなどが

含まれます。 



TEAM

THE

Janet Mackay 

Director

Alistair Henchman

Penny Mclennan

Chris Halstead Chris Rose

Tracy Johnston 

Consultant

TRCは世界中のお客様と

共に、素晴らしく、他に

追随を許さない観光地を

創造いたします。 

ディレクターのジャネット・マッケ

イ率いるTRCチームには、オースト

ラリア・ニュージーランドを基盤と

するTRC専任コンサルタントとサポ

ートスタッフ、そして多数の提携コ

ンサルタントが所属しています。 

TRCチームメンバーの専門分野は、

ツーリズム、商業開発、マーケティ

ング、金融商品の実現性査定、プロ

ジェクト管理、自然公園管理、行政

、経済、そしてレクリエーション計

画など、多岐にわたります。 

TRCチームは、インフラ、航空産業

、オンラインマーケティング、経済

、環境管理、メディア、広報などの

分野で各専門会社と強い連携関係を

結んでいます。これらの連携により

、どのような規模の、どのようなご

依頼にも対応することが可能なので

す。 
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ツーリズム計画

、観光地の管理

と開発 

TRCは、ほぼ未開発の国

々から先進国、そしてす

でに円熟した観光地など

、様々な国や地域の観光

地開発に携わってきまし

た。様々な賞に輝いた

TRCの観光地計画プロジ

ェクトは、その革新性、

そして実質的な成果を成

し遂げたことにより、認

められています。TRCの

コンサルタントは、この

分野のリーダーと評価さ

れています。 

レクリエーショ

ン・トレイル 
TRCチームは、マウンテンバイ

ク戦略、アイコン的な長期トレ

ッキングコースの商品開発、ト

レイルのマスタープランとその

事前調査、統合的な地域トレイ

ル戦略、サイクリングロード計

画、レール・トレイル(廃線し

た線路を利用しサイクリングや

ドライブトレイルとして再開発

したもの)を、ドライブ・トレ

イル等、広い分野でのトレイル

計画全般、及び経済的利益の査

定等の業務の提供をしておりま

す。TRCが携わったプロジェク

トの多くが補助金などの資金提

供を受けることに成功していま

す。そしてトレイル・プロジェ

クトの持続可能な未来のための

資金モデルと管理形態の開発等

のアシストをしてきました。 

自然公園、保

護地区、観光

資源管理 

TRCは元来、環境の維

持と開発の間の調和管

理を目的としていまし

た。これは現在も我々

が仕事の基本に置くも

のであり、自然公園の

ビジター管理、先住民

パートナーたちとの自

然公園の共同管理、観

光資源管理のアシスト

など、自然公園やレク

リエーション、コミュ

ニティに還元する利益

に関しては、並々なら

ぬ情熱を注いでいます

。 

商品開発と事

前調査 

最も持続可能な観光開発

の裏には、信頼のおける事

前調査と確固たるビジネス

プランがあります。ビジタ

ー数の集計・分析やお客様

のご意見等はプロジェクト

の成功には不可欠であり、

TRCが提供する事前調査業

務には我々が独自に行う市

場調査も含まれます。TRC

は大規模なプロジェクトか

ら、中小ビジネスに至るま

で、現実的でしっかりとし

た事前調査で定評をいただ

いております。プロジェク

トの社会的、経済的インパ

クトの査定結果が、資金調

達成功へのカギとなること

が少なくありません。 

先住民関連の

観光、計画と

ビジネスサポ

ート 
TRCは観光業の計画と

実現のため、先住民コミ

ュニティーとともに、広

い分野で共に歩んできま

した。また、自然公園の

計画や開発において、共

同管理計画やパートナー

関係を築いてまいりまし

た。 

ビジネス戦略 

TRCは我々とともに働

く人々を大事にします

。 ガバナンス評価や

戦略プラン、能力構築

プロジェクトは、先住

民族コミュニティーや

観光地、中小から大規

模にいたる観光業、そ

して各保護機関などの

お役に立っています。 




