
 

 

プレスリリース 

《発表記者会：東北電力記者会、宮城県政記者会、青森県政記者会》 

平 成 ３ ０ 年 １ ２ 月 ６ 日 

国土交通省東北運輸局 
 

台湾・香港からブロガー・旅行会社を招請し 

東北・函館の魅力を海外に向けて発信します！  

 

東北運輸局は、東北への外国人旅行者の増加を目的とする「訪日プロモーション地方連

携事業」において、東北・函館の冬の魅力を海外に向けて強力に発信します。 

 
 

今般、台湾・香港・タイ・インドネシアのメディア及び旅行会社を招請し、東北各地域の自然景

観や文化体験、食など東北ならではの冬の魅力を実際に取材・視察してもらうこととしております。 

各市場の取材・視察行程では、鉄道などの移動手段も併せて体験していただきます。メディア

（ブロガー等）には近年 FIT 化が急速に進んでいる各市場の一般消費者に向けた情報発信を行って

いただき、旅行会社には着地型旅行商品としてツアー造成に繋げていただきます。 

また、北海道新幹線の開通で身近となった函館地域の魅力も同時に発信することで、北海道から

東北を訪れる外国人旅行者の周遊を促進し、東北への滞在力強化を図ります。 

 

 

【事業の連携先】  

東日本旅客鉄道（株）・北海道旅客鉄道（株）・函館市海外観光客誘致促進協議会・ 

青森県・宮城県・仙台市・（一社）東北観光推進機構 

 

 

【日程・被招請者】 

（１）メディア招請（台湾・香港） 

・招請時期：平成 30年 12月 13日（木）～19日（水） 6泊 7日 4者 4名 

・招請コース：宮城→青森→北海道（函館）  

・被招請者：（台湾）Venus Lin、江宜信（ジィァン イーシン） 

      （香港）Tsubomi Ding（情熱北海道 Ding's Hokkaido Journal）、Henry Lo 

 

（２） 旅行会社招請（台湾・香港） 

・招請時期：平成 30年 12月 13日（木）～19日（水） 6泊 7日 4社 4名 

・招請コース：宮城→青森→北海道（函館）  

・被招請者：（台湾）創造旅行社、雄獅旅行社（ライオントラベル） 

（香港）JAL Satellite Travel、Travel  Expert 

 

 
※招請するメディア・旅行会社の視察・取材コースの概要は別紙１～２、被招請者の概要は別紙３のと

おりです。 

※１２月１５日（土）及び１２月１６日（日）の取材については、お手数ですが、１２月１４日

（金）１９：００までに下記へご連絡をお願いいたします。 

 

 

 



 

 

なお、今後の同事業では以下の招請を予定しております。 

 

（１）メディア招請（タイ・インドネシア） 

 ・招請時期：平成 31年 1月 10日（木）～1月 16日（水） 6泊 7日 4者 4名 

・招請コース：北海道（函館）→青森→宮城  

・被招請者：（タイ）eontdontsod、Hokkaidofanclub 

（インドネシア）Jalan Jalan ke Jepang、Marischka Prudence  

 

（２）旅行会社招請（タイ市場のみ） 

・招請時期：平成 31年 1月 10日（木）～1月 16日（水） 6泊 7日 2社 2名 

・招請コース：北海道（函館）→青森→宮城   

・被招請者：（タイ）S.M.I. Travel、J-Plan Holiday 

 
※タイ・インドネシアにつきましての詳細は、後日別途プレスリリースを行います。 

 

 

 

 

〈過去の事業の模様〉 ※写真は平成29年6月撮影 

 

 

 

 

 

 

 

（古武道体験：弘前市）      （フクロウカフェ視察：仙台市）  （ねぶたの家ワ・ラッセ視察：青森市） 

 

《問い合わせ先》 

  東北運輸局 観光部 国際観光課 加藤・岡本   

TEL:022-791-7510 FAX:022-791-7538 

 



月日 都道府県 地区 到着予定時間 視察・取材 行程　（6泊7日）

12月13日(木) 名取市 15:45 イオンモール名取（台湾旅行会社のみ）

蔵王町 9:20 宮城蔵王キツネ村
松島町 13:10 五大堂

13:50 観瀾亭（抹茶体験）
12月14日(金) 15:00 瑞巌寺

仙台市 16:35 阿部蒲鉾店　本店（手焼き笹かま体験）
18:15 光のページェント

12月15日(土) － 9:13～ リゾートみのり乗車体験（仙台駅～鳴子温泉駅）
大崎市 11:10 鳴子温泉街（手湯・足湯体験）

12:50 桜井こけし店（こけし絵付け体験）
弘前市 18:30 弘前城（冬に咲くライトアップ）

鶴田町 8:30 鶴の舞橋
12月16日(日) － 10:58～ リゾートしらかみ乗車体験（深浦駅～五所川原駅）

五所川原市 12:30 立佞武多の館
14:45～ ストーブ列車乗車体験（津軽五所川原駅～津軽中里駅）

12月17日(月) 青森市 9:00 八甲田ロープウェイ（樹氷）
11:00 青森県立美術館

函館市 15:45 函館市亜熱帯植物園（サル山温泉）
17:00 五稜郭タワー（五稜郭星の夢イルミネーション）
18:00 湯の川温泉足湯「湯巡り舞台」

12月18日(火) 七飯町 10:20 函館七飯スノーパーク（ゴンドラ乗車体験）
函館市 13:40 函館和・洋モダン貸衣装館（はこだて明治館２階）

14:50 元町教会群→金森赤レンガ倉庫へ人力車体験
15:20 金森赤レンガ倉庫
16:40 函館山山頂
17:50 はこだてクリスマスファンタジー

12月19日(水) 函館市 8:10 函館朝市
9:50 元町ガラス工房

（以降、台湾メディアのみ）
11:10 はこだてキッズプラザ（キラリス函館）
12:30 シエスタハコダテ

※到着予定時間は目安です。
※移動のみの行程については記載を省略しております。
※八甲田ロープウェイが悪天候により運休の場合の行程は下記を予定しております。
9:30　   青森県立美術館
10:40　　青森県観光物産館アスパム
11:25　  ねぶたの家 ワ・ラッセ

北海道

宮城県

青森県

（１）台湾・香港市場メディア/　視察・取材行程（予定）表

被招請者 台湾・香港メディア　各２名
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月日 都道府県 地区 到着予定時間 視察・取材 行程　（6泊7日）

12月13日(木) 名取市 15:45 イオンモール名取（台湾旅行会社のみ）

蔵王町 9:20 宮城蔵王キツネ村
仙台市 12:40 S-PAL仙台

12月14日(金) 松島町 13:30以降 松島お散歩号
（西行戻しの松公園、観瀾亭、瑞巌寺、五大堂、鐘崎かまぼこ館）

仙台市 18:15 光のページェント

12月15日(土) ー 9:13 リゾートみのり乗車体験（仙台駅～鳴子温泉駅）
大崎市 11:10 鳴子温泉街（手湯・足湯体験）

12:50 桜井こけし店（こけし絵付け体験）

12月16日(日) 八戸市 9:15 八食センター
11:05～ TOHOKU　EMOTION乗車体験（八戸駅～久慈駅）
14:15 種差インフォメーションセンター
15:30 八戸酒類八鶴工場

12月17日(月) 青森市 9:00 八甲田ロープウェイ（樹氷）
11:00 青森県立美術館

函館市 15:45 函館市亜熱帯植物園（サル山温泉）
17:00 五稜郭タワー（五稜郭星の夢イルミネーション）
18:00 湯の川温泉足湯「湯巡り舞台」

12月18日(火) 七飯町 10:20 函館七飯スノーパーク（ゴンドラ乗車体験）
函館市 13:40 函館和・洋モダン貸衣装館（はこだて明治館２階）

14:50 元町教会群→金森赤レンガ倉庫へ人力車体験
15:20 金森赤レンガ倉庫
16:45 函館夜景号（函館山山頂、はこだてクリスマスファンタジー）

12月19日(水) 函館市 8:10 函館朝市
9:50 元町ガラス工房

（以降、台湾旅行会社のみ）
11:10 はこだてキッズプラザ（キラリス函館）
12:30 シエスタハコダテ

※到着予定時間は目安です。
※移動のみの行程については記載を省略しております。
※八甲田ロープウェイが悪天候により運休の場合の行程は下記を予定しております。
9:30　   青森県立美術館
10:40　　青森県観光物産館アスパム
11:25　  ねぶたの家 ワ・ラッセ

北海道

台湾・香港旅行会社　各２名

（２）台湾・香港市場旅行会社/　視察・取材行程（予定）表

被招請者

宮城県

青森県

別紙２



 

 

 

 

【被招請者概要】 

① 台湾・香港市場メディア 
地域 種別 名称 特  徴 

台湾 

 

 

 

ブロガー 

ビーナス リン 

Venus Lin 

食、ホテル、ショッピングと繋がる旅行記事

が、20-30代の女性の間で人気を博している。 

2012 年より日本の観光自治体の招請参加。毎年

5 回以上の招請依頼を受け、いまや訪日回数 50

回超。 

台湾 

 

 

ブロガー 
ジィァン イー シン 

江宜信 

台湾と日本の旅行体験とグルメレポートを発

信。訪日回数 70 回超え、うちレンタカー利用

回数 30 回。2018 年 1 月山形県つや姫観光大使

就任 

香港 

 

 

 

 

ブロガー 

ツボミ ディング 

Tsubomi Ding 
チン ルェ゛ァ ベイ ハイ ダオ 

（情熱北海道 
ディングズ・ホッカイドー・ジャーナル 
Ding's Hokkaido Journal） 

 

2015 年に開設した Facebook ページより北海道

を中心とした日本の魅力を発信。ブロガー自身

は、現在フリーライターとして香港メディアの

在日駐在員として活躍。 

香港 

 

 

 

ブロガー 
ヘンリー ロー 

Henry Lo 

ベテラントラベル写真家ブロガー。2012 年から

Facebook のファンページに継続的に魅力的な写

真と記事を発信し続ける。香港のファンのみな

らず、中国、台湾、マレーシア、シンガポール

の写真愛好家にも人気。 

 

 

② 台湾・香港市場旅行会社 
名称 種別 名称 特  徴 

台湾 

 

 

旅行会社 

ソウゾウリョコウシャ 

創造旅行社 

1990 年、JAA 日本アジア航空（現日本航空）の子

会社として台湾発-日本行きの旅行手配を重たる

業務として設立。JR・私鉄と協働で造成する鉄道

を利用した個人型パッケージに長年取り組んでい

る。 

台湾 

 

旅行会社 
ライオントラベル 

雄獅旅行社 

1985 年創立。総合旅行会社として台湾最大。テ

レビショッピングで旅行商品販売等、新しい試み

にも積極的。 

香港 

 

 

旅行会社 

ジャル サテライト トラベル 

JAL SATELLITE TRAVEL  

日本航空グループの旅行会社。JAL パックの現地

法人として 1979 年設立日本行きのパッケージツ

アー「JAL Getaway」、日本国内商品「東日本鐵

道假期」、鉄道と宿をセットにした商品を積極的

に販売。 

香港 

 

旅行会社 
トラベル  エキスパート 

TRAVEL EXPERT 

1986 年創業の旅行会社。個人旅行者向けの商品

に強みを持ち、航空券とホテルだけを組み合わせ

たパッケージなどが主な旅行商品 

 

別紙３ 

被招請者 概要 


