
 

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７月４日 

国土交通省東北運輸局 

 

東北のグリーンシーズンを集中的に 

海外に向けて情報発信します！ 
今般、東北運輸局は、東北観光推進機構などの各連携先との共同のもと東北への外国人

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、東北の自然景観

を始めとした夏の魅力を海外に向けて強力に発信します。   

具体的には、現地セミナーを通じたトレッキング愛好家へのＰＲや奥入瀬渓流や蔵王、

松島、会津只見などの東北各地域の自然景観や文化体験、食など、首都圏や北海道（函

館）の各地域と連携した東北ならではの夏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。 

本事業を通じて、現地セミナーや招請対象市場に対する東北のグリーンシーズンの認知

度向上、商品造成促進及び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） タイ市場（メディア）招請 

① 栃木・南東北招請 

・招請時期：平成 28年 7 月 4 日（月）～13 日（水） 9泊 10 日 1 社 1名・2者（3名） 

 ・招請コース：栃木→福島→宮城→山形 

② FIT 向け鉄道利用促進（ブロガー）招請 

 ・招請時期：平成 28年 7 月 31 日（日）～ 8 月 6 日（土） 6 泊 7日 2 者（2名） 

 ・招請コース：北海道（函館）→青森→宮城 

（２）香港市場（ＴＶ局：FIT 向け鉄道利用促進）招請 

 ・招請時期：平成 28年 7 月 6日（水）～14日（木） 8 泊 9 日 1 社 6 名 

 ・招請コース：北海道（函館）→青森→宮城 

（３）韓国市場（現地セミナー） 

  ・開催時期及び場所：平成 28年 7月 7 日（木）（ソウル市内ホテル（KORIANA HOTEL）） 

  ・セミナー内容：現地登山・現地トレッキング愛好家向けに東北の山と周辺観光をＰＲ 

（４）中国市場（メディア：FIT 向け鉄道利用促進（ブロガー））招請 

   ・招請時期：平成 28 年 7 月 18 日（月）～24 日（日） 6泊 7 日 2 者（2名） 

   ・招請コース：北海道（函館）→青森→宮城  

（５）台湾市場（メディア招請） 

① ファミリー層向けレンタカー利用促進招請 

・招請時期：平成 28年 7 月 22 日（金）～27 日（水） 5 泊 6日 1 社 2 名 

・招請コース：宮城（仙台）→宮城→秋田 

② FIT 向け鉄道利用促進（ブロガー）招請 

・招請時期：平成 28年 7 月 24 日（日）～30 日（土） 6 泊 7日 2 者（2名） 

 



 

 ・招請コース：北海道（函館）→青森→宮城  

（６）東南アジア（マレーシア・インドネシア）市場（メディア・旅行会社招請） 

   ・招請時期：平成 28 年 7 月 11 日（月）～15 日（金） 5泊 6 日 5 社 8 名 

   ・招請コース：首都圏（横浜）→宮城 

 

※招請する海外メディア・旅行会社の取材・視察コース毎の事業連携先名及び概要は別添のとおり

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 

 

   

   

   

   

  



①栃木・南東北招請

連携先

被招請者

月日 地区 到着予定時間 行　　　程　　　（9泊10日）

7/5（火） 宇都宮市 10:05 大谷資料館
13:10 うたかたで着物着付け体験
14:10 日光東照宮散策

7/6（水） 日光市 9:30 中禅寺湖遊覧
10:40 華厳の滝

那須町 15:00 茶臼岳ロープウェイ

7/7（木） 那須町 9:00 那須フラワーワールド
下郷町 11:30 大内宿

会津若松市 14:30 鶴ヶ城
15:50 末廣酒造

7/8（金） 三島町 10:00 道の駅尾瀬街道みしま宿
会津若松市 13:00 フルーツランド北会津（ブルーベリー収穫体験）
喜多方市 14:45 喜多方市内散策

7/9（土） 白石市 11:00 白石城・甲冑体験
蔵王町 12:30 蔵王酪農センター

15:30 蔵王きつね村

タイ・メディア　1社1名・2者（3名）

（１）タイ市場（メディア招請）取材行程（予定）表

栃木・南東北国際観光テーマ地区推進協議会

7/10（日） 仙台市 9:00 仙台うみの杜水族館
10:40 三井アウトレット仙台港
12:00 キリンビアポート仙台
15:20 仙台城址（伊達武将隊紹介）

7/11（月） 蔵王連峰 9:30 蔵王お釜ハイキング
12:00 農家レストランにて収穫体験

尾花沢市 15:00 銀山温泉散策（着付け体験・こけし絵付け体験）

7/12（火） 新庄市 9:10 新庄ふるさと歴史センター
戸沢村 10:50 最上川舟下り体験
鶴岡市 13:00 羽黒山（五重塔参拝ほか）
寒河江市 16:00 さくらんぼ狩り体験

※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。
※招請メディアは、行程中、情報発信のための「取材」をして頂きます。
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連携先

被招請者名

月日 地区 到着予定時間 行　　　程　　　（6泊7日）

7/31（日） 函館市 19:50 函館山ロープウェイ（夜景撮影）

8/1（月） 函館市 8:25 函館朝市
10:25 パド・ミュゼ
11:25 函館市内（五稜郭タワー・ベイエリア・元町散策等）
19:40 道新花火大会

8/2（火） 青森市 11:30 ねぶたの家ワ・ラッセ
12:40 青森市内（A-FACTORY・青函連絡船メモリアルシップ八甲田丸等）

8/3（水） 十和田市 9:30 奥入瀬渓流取材
10:50 十和田遊覧船取材
14:40 八甲田ロープウェイ取材
19:00 青森ねぶた祭

8/4（木） 仙台市 13:40 仙台駅訪日旅行カウンター
15:00 仙台城址
15:10 仙台市（瑞宝殿・ずんだ茶寮仙台駅店・サンモール一番町散策等）

8/5（金） 松島町 9:10 円通院
11:00 松島遊覧船

東日本旅客鉄道(株)・宮城県・青森県・仙台市・函館市・（株）北洋銀行・北海道旅客鉄道(株)・東北観光推進機構

タイ・ブロガー　2名

（１）タイ市場（メディア招請）取材行程（予定）表

②FIT向け鉄道利用促進（ブロガー）招請

11:00 松島遊覧船
12:20 五大堂・瑞巌寺
13:30 仙台市内（仙台キリンビール工場・ふくろうカフェ・仙台花火大会・

仙台うみの杜水族館・三井アウトレットパーク仙台港・仙台花火大会等）

8/6（土） 仙台市 9:10 仙台朝市

※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。
※招請ブロガーは、情報発信のための「取材」をして頂きます。
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連携先

被招請者名

月日 地区 到着予定時間 行　　　程　　　（9泊10日）

7/6（水） 函館市 17:05 函館駅
17:50 函館山ロープウェイ（夜景撮影）

7/7（木） 函館市 8:15 函館朝市
11:00 パド・ミュゼ
14:45 ザ・グラススタジオ・イン函館
16:20 金森赤レンガ倉庫

7/8（金） 函館市 11:19 BENTO CAFE41°GARDEN
青森市 14:20 青森魚菜センター

16:05 ねぶたの家ワ・ラッセ
17:35 A-Factory・帆立小屋
18:50 炉端焼居酒屋 水里園

7/9（土） 青森市 8:10 リゾートしらかみ（青森駅→千畳敷駅）
11:13 七里長浜きくや商店
15:33 青池周辺

7/10（日） 青森市 11:10 八甲田ロープウェイ（雨天：立佞武多の館）
十和田市 15:30 十和田市現代美術館

十和田市 10:10 十和田神社・開運の小道
7/11（月） 11:00 奥入瀬渓流

仙台市 16:29 仙台駅周辺

東日本旅客鉄道(株)・宮城県・青森県・仙台市・函館市・（株）北洋銀行・北海道旅客鉄道(株)・東北観光推進機構

香港ＴＶ局　１社6名

（２）香港市場（ＴＶ局招請）撮影行程（予定）表

仙台市 16:29 仙台駅周辺

7/12（火） 松島町 9:20 瑞巌寺・円通院
11:30 松島周辺

仙台市 13:55 仙台うみの杜水族館
17:05 三井アウトレットパーク仙台港

7/13（水） 仙台市 8:45 ずんだ茶寮
9:45 仙台城跡・伊達武将隊

蔵王町 12:00 蔵王キツネ村
15:30 白石城

7/14（木） 蔵王町 11:00 遠刈田温泉

※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。
※招請ＴＶ局は、情報発信のための「撮影」をして頂きます。

 3



東北登山・トレッキングセミナー

連携先

月日 場所 概　要 内　　容　

7/7（木） ソウル市 場　所 ＫＯＲＩＡＮＡ　ＨＯＴＥＬ

時　間 １４：３０～１７：００（１４：００～受付）

参加者 韓国における登山・トレッキング愛好家（100名程度）

内　容 ①東北の山と周辺観光（温泉・食・酒・観光・体験）のプレゼンテーション
②東北の山の魅力についてのトークセッション

（３）韓国市場（現地セミナー）　開催（予定）表

東北観光推進機構
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FIT向け鉄道利用促進（ブロガー）招請
連携先

被招請者

月日 地区 到着予定時間 行　　　程　　　（6泊7日）

7/18（月） 函館市 19:20 函館山ロープウェイ（夜景撮影）

7/19（火） 函館市 8:25 函館朝市
10:25 パド・ミュゼ
12:25 函館市内（元町界隈散策・函館市熱帯植物園・五稜郭タワー等）
19:40 函館ナイトカフェと函館裏夜景

7/20（水） 青森市 正午以降 弘前市内・青森市内（弘前城・ねぶたの家ワ・ラッセ・青森県立美術館・青森物産館アスパム等）

7/21（木） 十和田市 9:30 奥入瀬渓流
10:50 十和田遊覧船
14:40 八甲田ロープウェイ

7/22（金） 仙台市 13:40 仙台駅訪日旅行カウンター
14:15 仙台城址

7/23（土） 松島町 9:10 観欄亭
11:00 松島遊覧船
12:20 みちのく伊達政宗歴史館
13:30 仙台市内（秋保散策・仙台うみの杜水族館・三井アウトレットパーク仙台港等）

中国・ブロガー　2名

（４）中国市場（メディア招請）取材行程（予定）表

東日本旅客鉄道(株)・宮城県・青森県・仙台市・函館市・（株）北洋銀行・北海道旅客鉄道(株)・東北観光推進機構

7/24（日） 仙台市 10:10 仙台市内（秋保工芸の里・仙台駅周辺散策）
東京都 15:40 東京駅訪日旅行センター

※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。
※招請ブロガーは、情報発信のための「取材」をして頂きます。
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①ファミリー層向けレンタカー利用促進招請

連携先

被招請者

月日 地区 到着予定時間 行　　　程　　　（5泊6日）

7/23（土） 仙台市 9:45 仙台城址
11:00 八木山動物公園
18:00 Koboスタジアム宮城

7/24（日） 白石市 10:00 蔵王キツネ村
蔵王町 11:30 蔵王酪農センターにてチーズ作り体験

15:00 蔵王「御釜」

7/25（月） 仙台市 10:30 うみの杜水族館
12:00 三井アウトレットパーク仙台港

大崎市 14:30 「あ・ら・伊達な道の駅」、鳴子温泉等
由利本荘市 16:30 法体の滝にてショートトレッキング体験

7/26（火） にかほ市 9:30 獅子ヶ鼻湿原散策
由利本荘市 10:20 鳥海高原花立牧場公園

13:30 由利高原鉄道・鳥海山ろく線　ローカル線乗車体験
15:30 秋田ふるさと村

7/27（水） 仙北市 9:30 あきた芸術村
11:00 武家屋敷通散策
14:00 田沢湖共栄パレスにて秋田犬と触れ合い体験、田沢湖畔

（５）台湾市場（メディア招請）取材行程（予定）表

仙台市、宮城県、秋田県、(株)トヨタレンタリース宮城

台湾・メディア　1社2名

※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。
※招請メディアは、行程中、情報発信のための「取材」をして頂きます。
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②FIT向け鉄道利用促進（ブロガー）招請

連携先

被招請者

月日 地区 到着予定時間 行　　　程　　　（6泊7日）

7/24（日） 函館市 19:50 函館山ロープウェイ（夜景撮影）

7/25（月） 函館市 8:25 函館朝市
10:25 パド・ミュゼ
12:25 函館市内（五稜郭タワー・ベイエリア・元町散策等）
19:40 函館ナイトカフェと函館裏夜景

7/26（火） 青森市 11:50 ねぶたの家ワ・ラッセ
14:00 青森市内（青函連絡船メモリアルシップ八甲田丸・青森県立美術館等）

7/27（水） 十和田市 9:30 奥入瀬渓流
10:50 十和田遊覧船
14:40 八甲田ロープウェイ

7/28（木） 弘前市 9:00 弘前城・津軽藩ねぷた村
仙台市 16:00 仙台城跡

17:15 仙台駅訪日旅行カウンター
19:40 国分町散策

7/29（金） 松島町 9:10 円通院
11:00 松島遊覧船

台湾・ブロガー　2名

東日本旅客鉄道(株)・宮城県・青森県・仙台市・函館市・（株）北洋銀行・北海道旅客鉄道(株)・東北観光推進機構

（５）台湾市場（メディア招請）取材行程（予定）表

11:00 松島遊覧船
12:20 五大堂・瑞巌寺
13:30 仙台市内（仙台うみの杜水族館・みちのく伊達政宗歴史館

三井アウトレットパーク仙台港等）

7/30（土） 仙台市 9:10 仙台朝市
10:35 仙台市内（瑞宝殿・ふくろうカフェ・るーぷる乗車体験・ずんだ茶寮等）

※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。
※招請ブロガーは、情報発信のための「取材」をして頂きます。
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連携先

被招請者

月日 地区 到着予定時間 行　　　程　　　（5泊6日）

7/12（火） 横浜市 9:10 横濱きものステーション
10:10 山手西洋館・三渓園　
14:30 横浜赤レンガ倉庫　
16:00 横浜ランドマークタワー、よこはまコスモワールド

7/13（水） 横浜市 9:00 横浜・八景島シーパラダイス
13:30 カップヌードルミュージアム　

7/14（木） 仙台市 9:00 仙台城址・瑞鳳殿
蔵王町 12:30 蔵王山頂「御釜」・蔵王酪農センター「チーズハウス」　
白石市 15:00 蔵王キツネ村　
仙台市 16:30 秋保工芸の里（こけし絵付け体験）・秋保散策

7/15（金） 塩釜市 9:30 秋保大滝散策・浦霞醸造元　佐浦
11:15 塩釜水産物仲卸市場

松島町 12:30 五大堂・円通院・観欄亭
仙台市 15:30 仙台市内アーケード街散策・ショッピング

※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。
※招請メディアは、行程中、情報発信のための「取材」をして頂きます。
※招請旅行会社は、行程中、旅行商品造成のための「視察」をして頂きます。

（6）東南アジア（マレーシア・インドネシア）市場（メディア・旅行会社）行程（予定）表

仙台市、公益財団法人横浜観光コンベンション・ビューロー、東日本旅客鉄道（株）

マレーシア（メディア1社4名・旅行会社2社2名）・インドネシア（メディア1社1名・旅行会社1社1名）
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