
 

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》 

平成２８年４月１４日 

国土交通省東北運輸局 

 

東北のブランド「桜と雪の回廊」を 

海外に向けて強力に発信します！ 
今般、東北運輸局は、東北観光推進機構を始めとした各連携により東北への外国人旅行

者増加を目的とする「ビジット・ジャパン地方連携事業」において、東北のブランドであ

る春の魅力、「桜と雪の回廊」を海外に向けて強力に発信します。   

具体的には、東北各地域の自然景観である桜と雪を同時に楽しむことができることの魅

力や東北の文化体験など、東北ならではの春の魅力を実際に体験・取材してもらうことと

しております。 

本事業を通じて、今回招請対象の市場である東南アジア・台湾・香港・タイにおける東

北の認知度向上、商品造成促進及び東北への外国人旅行者の増加を図ってまいります。 

 

【招請時期及びコース】 

（１）東南アジア・メディア招請（事業連携先：東北観光推進機構） 

  ・招請期間：平成 28 年 4 月 18 日（月）～23 日（土） 5泊 6 日 2 社 3 名 

  ・招請コース：福島→宮城→岩手→秋田→青森 

（２）台湾・旅行会社招請（事業連携先：東北観光推進機構） 

  ・招請期間：平成 28 年 4 月 17 日（日）～23 日（土） 6泊 7 日 2 社 2 名 

  ・招請コース：新潟→福島→山形→宮城→岩手→秋田→青森 

（３）香港・ブロガー招請（事業連携先：東北観光推進機構） 

    ・招請時期：平成 28 年 4月 19 日（火）～26 日（火） 7 泊 8日 1 社 2名 

    ・招請コース：新潟→山形→秋田→青森   

（４）タイ・メディア招請（連携先：仙台市・福島県・千葉県・東日本旅客鉄道（株）・トヨタ自

動車（株）レンタリース事業部・ニッポンレンタカーサービス（株）） 

    ・招請時期：平成 28 年 4月 15 日（金）～21 日（木） 6 泊 7日 3 社 4名 

    ・招請コース：宮城（仙台）→福島→千葉 

※招請する海外メディア・旅行会社や視察コース等の概要は別紙１～４のとおりで、行程表記載の

場所で取材可能です。当日取材いただける方は、事前に下記までご連絡をお願いします。 

（参考）昨年度類似事業の様子 

 

《問い合わせ先》 

 ・東北運輸局 観光部 国際観光課 北川・岩淵 

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

 



（福島・宮城・岩手・秋田・青森）
月日 地区 到着予定時間 行　　　程　　　（5泊6日）

4/18（月） 会津若松市 14:40 芦ノ牧温泉駅（猫の駅長取材）
15:40 会津武家屋敷（赤べこ絵付け体験）
16:55 鶴ヶ城（桜）取材

4/19（火） 福島市 9:45 花見山公園（桜）視察
松島町 15:20 四大観幽観・扇谷、瑞巌寺、観欄亭（抹茶体験）
仙台市 18:00 仙台市内ショッピング視察

4/20（水） 北上市 10:10 北上展勝地（桜）取材
奥州市 13:00 えさし藤原の郷（平安衣装体験）
盛岡市 15:45 石割桜・盛岡城址公園・もりおか歴史文化館

4/21（木） 八幡平市 9:15 サラダ・ファーム（いちご狩り体験取材）
11:15 八幡平アスピーテライン（雪の回廊）視察

鹿角市 12:45 道の駅鹿角（きりたんぽ作り体験取材）
弘前市 15:10 藤田記念庭園（アップルパイ体験取材）

16:00 弘前城（桜）取材

4/22（金） 五所川原市 9:00 立佞武多の館取材
10:20 津軽鉄道乗車体験（津軽中里駅～金木駅）

青森市 13:30 八甲田（雪の回廊）～酸ヶ湯温泉取材
16:00 ワ・ラッセ　取材

（１）東南アジア・メディア招請　行程（予定）表

別紙１

16:00 ワ・ラッセ　取材

4/23（土） 青森市 9:00 三内丸山遺跡取材・青森県立美術館取材

※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。

国名 区分 社名 招請メディアの特徴

ベトナム メディア
（雑誌）

インドネシア メディア
（月刊旅行雑誌）

インドネシア メディア
（月刊旅行雑誌）

ベトナムの広告代理店。ベトナムの様々なメディアにパイプを持ち、ネット
新聞やネット記事への投稿、テレビ局とのパイプによる旅行番組作成などを
手掛ける。

旅行専門月刊誌。情報の伝達だけではなく、刺激を与えてくれる雑誌で、記
事により旅行愛好家たちは興味をかき立てられる。ユニークな旅先、文化、
食、トレンド、そしてお役立ち情報を読者に提供。雑誌のウェブサイトとの
コラボによって、タイムリーな旅の情報が得られます。

インドネシアの旅行専門月刊誌。世界各国の旅行定番スポットはもちろん、
新しい旅アイディアも紹介している。日本の特集も多数掲載。旅行情報に関
する情報は観光地、施設、旅アクセサリー、グルメ、最新ニュースまで幅広
く掲載。また、紙媒体だけでなくオンラインサイトも運営中。

Sun Up Media
Company LTD

Venture

Travel Xpose

（２）東南アジア(ベトナム・インドネシア）・招請メディアの概要



（新潟・福島・山形・宮城・岩手・秋田・青森）
月日 地区 到着予定時間 行　　　程　　　（6泊7日）

4/17（日） 新潟市 19:00 ぽんしゅ館視察

4/18（月） 新潟市 9:30 せんべい王国視察（せんべい焼き体験）
会津若松市 12:00 鶴ヶ城（桜）視察
喜多方市 14:45 喜多方ラーメン・酒蔵・蔵の町並み視察

4/19（火） 福島市 10:00 花見山公園（桜）視察
米沢市 13:00 米沢城址（松が岬公園（桜））視察
上山市 15:00 高橋フルーツランド（フルーツパフェ体験・果物狩り）視察

4/20（水） 松島町 9:15 四大観・西行戻しの松公園・瑞巌寺視察
一関市 14:00 猊鼻渓　舟下り
平泉町 16:10 中尊寺

4/21（木） 北上市 9:10 北上展勝地（桜）視察
仙北市 13:45 角館桜・武家屋敷視察
仙北市 15:50 かたくり館・かたくりの花群生地
仙北市 17:10 田沢湖

4/22（金） 仙北市 9:30 玉川温泉
八幡平市 11:00 八幡平雪の回廊視察

（１）台湾（台中）旅行会社招請　行程（予定）表

別紙２

八幡平市 11:00 八幡平雪の回廊視察
鹿角市 13:00 道の駅鹿角（きりたんぽ作り体験）
小坂町 14:40 小坂レールパーク
弘前市 16:40 弘前城（桜～ライトアップ）視察

4/23（土） 五所川原市 9:00 立佞武多の館視察

※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。

国名 区分 社名 招請会社の特徴

旅行会社
2000年創立の台中に本社を置く日本専門旅行社。高級ツアーを主に造成、販
売しており、新しい商品の造成も積極的に行なっている。

台湾 旅行会社

東アジア、東南アジアへのツアー商品を主に販売していて、特に日本へのツ
アー商品の扱いが多い。日本へは、団体ツアー、インセンティブツアーで送
客している。

大榮国際（総合）旅行社

（２）台湾（台中）旅行会社・招請会社の概要

太平洋旅行社台湾



（新潟・山形・秋田・青森）
月日 地区 到着予定時間 行 程 （7泊8日：19日前泊・26日後泊）

4/20（水） 弥彦村 9:00 弥彦公園（桜）取材
新潟市 13:15 ぽんしゅ館取材
村上市 15:45 村上市内（堆朱のふじい、味匠喜っ川など）取材

4/21（木） 飯豊町 10:00 道の駅いいで
米沢市 11:00 染織工房わくわく館（紅花染め体験）
山形市 13:45 霞城公園（桜）取材

尾花沢市 15:45 銀山温泉

4/22（金） 戸沢村 9:30 最上川船下り
酒田市 11:40 相馬樓

14:30 加茂水族館

4/23（土） にかほ市 9:30 道の駅象潟ねむの丘
秋田市 11:15 秋田民俗芸能伝承館
大潟村 14:15 大潟村 桜と菜の花ロード（桜）取材
男鹿市 16:00 なまはげ館・男鹿真山伝承館

17:40 ゴジラ岩

4/24（日） 仙北市 10:15 角館（桜）取材
仙北市 13:30 かたくり館（かたくりの群生地）
仙北市 15:00 刺巻湿原（水芭蕉群生地）

（１）香港ブロガー招請 行程（予定）表

別紙３

仙北市 15:00 刺巻湿原（水芭蕉群生地）
仙北市 16:00 山のはちみつ屋
仙北市 17:00 田沢湖

4/25（月） 八幡平市 10:30 八幡平山頂レストハウス（雪の回廊）取材
鹿角市 12:30 道の駅鹿角（きりたんぽ作り体験）
弘前市 14:30 弘前城（桜）取材・ねぶた村（金魚ねぶた作り体験）

※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。

国名 区分 社名 招請メディアの特徴

※カメラマンが１名同行します。

香港 ブロガー

（２）香港ブロガー・招請メディアの概要

項 明生
（James Hong）

香港で有名な旅行作家であり、コラムニスト。精力的に旅行をしており、現在世界
70ヶ国以上を旅し、facebookや旅行記など本の執筆を手がけながら、その魅力や最
新情報を発信し続けている。



（宮城（仙台）・福島・千葉）
月日 地区 到着予定時間 行 程 （6泊7日）

4/15（金） 塩釜市 14:45 塩釜神社（桜）鑑賞
松島町 16:00 西行戻しの松公園（景観・桜）

18:00 福浦橋ライトアップ鑑賞

4/16（土） 仙台市 10:00 定義如来西芳寺五重塔・定義とうふ店視察
秋保温泉 13:15 秋保大滝視察
白石市 16:15 宮城蔵王キツネ村視察

〃 18:00 益岡公園白石城桜まつり（桜ライトアップ）

4/17（日） 仙台市 9:30 仙台市内（アーケード街・S-PAL東館など）視察
福島市 13:30 花見山（桜）

15:30 トヨタレンタリース福島視察・レンタカー貸出
16:00 飯坂温泉視察

4/18（月） 北塩原村 13:00 グランデコスノーリゾート（雪体験）視察
喜多方市 15:00 SL広場周辺（日本最大級のしだれ桜並木）

〃 16:10 キラリファーム23（アスパラ収穫体験）

4/19（火） 成田市 14:00 成田山新勝寺参道（散策・食べ歩き）
佐倉市 15:30 佐倉チューリップフェスタ視察
千葉市 19:00 イオン幕張新都心（ショッピング・夕食）

（１）タイ・メディア招請 行程（予定）表

別紙４

千葉市 19:00 イオン幕張新都心（ショッピング・夕食）

4/20（水） 袖ヶ浦市 9:15 東京ドイツ村（芝桜等鑑賞）
君津市 11:15 濃溝の滝視察
鴨川市 13:00 鴨川シーワールド視察

4/21（木） 長南町 9:30 笠森観音視察
〃 10:15 長福寿寺視察

佐倉市 12:00 DIC川村記念美術館
千葉市 14:30 ガラス工房砂あそび（ガラス工芸体験）

※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。

国名 区分 社名 招請メディアの特徴

タイ メディア

タイ メディア

タイ メディア

JAPANLIST
タイ最大の日本情報メディア。日本に関心を持ち、訪問を望む外国人を対象
に、歴史、食べ物、宿泊など様々な情報を提供している。

TRAVELLER'S
COMPANION
MAGAZIN

国内外を旅するライフスタイル、宿泊、レストラン情報などを発信。月刊誌
は55,000部/月の発行部数を誇り、タイ国内にて圧倒的なファン数を獲得し
ている。

（２）タイ招請メディアの概要

MARUMURA
日本に特化し、日本に関するあらゆる情報を発信している。ファンページ人
数：17万人（2015年6月現在）


