
 

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２９年６月１２日 

国土交通省東北運輸局 

 

アジア４カ国から旅行会社・メディア（ブロガー）を招請し 

函館・東北の魅力を海外に向けて発信します！ 

 

 

今般、東北運輸局は、東日本旅客鉄道(株)などと連携し、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、函館・東北の初夏の魅力を海

外に向けて強力に発信します。 

  

具体的には、台湾・中国・香港・タイ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初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。 

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）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、外

国人旅行者の周遊を促進します。 

本事業を通じて、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。 

 

【事業の連携先】 

東日本旅客鉄道（株）・北海道旅客鉄道（株）・(株)北洋銀行・(株)青森銀行・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 

 

【招請国・日程・招請者】 

（１） 台湾市場（旅行会社・ブロガー招請） 

・招請時期：平成 29年 6 月 19 日（月）～25 日（日） 6 泊 7日 4 社（者）4名 

 ・招請コース：北海道（函館）→青森→宮城  

 ・招請者：（ブロガー）chic 人魚、Wisely 

（旅行会社）創造旅行社、東南旅行社 

（２） 中国市場（旅行会社・ブロガー招請） 

・招請時期：平成 29年 6 月 22 日（木）～28 日（水） 6 泊 7日 4 社（者）4名 

・招請コース：北海道（函館）→青森→宮城  

・招請者：（ブロガー）風同学、J调 de华丽 

（旅行会社）北京逸行国際旅行社、上海锦江旅游控股有限公司 

 



 

（３）香港市場（旅行会社・メディア招請） 

  ・招請時期：平成 29 年 6 月 25 日（日）～7月 1日（土） 6 泊 7日 4 社（者）4名 

・招請コース：北海道（函館）→青森→宮城  

・招請者：（ブロガー）沙發衝浪客 (雑誌)Go!JAPAN 

（旅行会社）JAL Satellite Travel、Travel  Expert 

（４）タイ市場（旅行会社・ブロガー招請） 

・招請時期：平成 29年 6 月 28 日（水）～7月 4日（火） 6 泊 7 日 4 社（者）4名 

 ・招請コース：北海道（函館）→青森→宮城  

・招請者：（ブロガー）CHILL JOURNEY、Palapilii Thailand 

（旅行会社）S.M.I. Travel、J-Plan Holiday 

 

 

※招請する海外メディア・旅行会社の取材・視察コース毎の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 佐々木・加藤 

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

 



被招請者

月日 地区 到着予定時間 視察・取材 行程　（6泊7日）

6/19（月） 函館市 16:05 函館牛乳あいす118
20:00 函館山（夜景）

6/20（火） 函館市 8:10 函館朝市
七飯町 9:50 大沼公園
北斗市 13:20 新函館北斗駅周辺
函館市 15:20 函館市内（ベイエリア・はこだて海鮮市場・五稜郭タワー等）

6/21（水） 江差町 9:50 いにしえ街道（着付け・街歩き体験）
青森市 14:35 青森市内（ねぶたの家ワ・ラッセ・A-FACTORY・あおもり帆立小屋等）

6/22（木） 青森市 9:40 道の駅なみおか アップルヒル
十和田市 14:45 十和田湖遊覧船

15:40 奥入瀬渓流

6/23（金） 弘前市 9:00 弘前市内（古武道体験）
仙台市 15:30 仙台市内（こけし絵付け体験）

6/24（土） 塩釜市 10:45 マリンゲート塩釜
松島町 11:00 松島遊覧船

11:55 観欄亭（抹茶体験）
13:50 五大堂

仙台市 15:30 仙台駅訪日旅行カウンター
16:10 仙台市内（アーケード散策等）

6/25（日） 名取市 9:20 ゆりあげ港朝市
白石市 14:10 宮城蔵王キツネ村

15:40 白石市内（白石城・武家屋敷）

※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。

台湾・旅行会社　2名、ブロガー　2名

（１）台湾市場　視察・取材行程（予定）表



被招請者

月日 地区 到着予定時間 視察・取材 行程　（6泊7日）

6/22（木） 函館市 20:00 函館山（夜景）

6/23（金） 七飯町 9:20 パド・ミュゼ大沼流山牧場
10:30 大沼公園

函館市 13:35 はこだて明治館
14:40 函館市内（ベイエリア・はこだて海鮮市場・五稜郭タワー等）

6/24（土） 函館市 8:55 函館朝市
青森市 14:35 青森市内（ねぶたの家ワ・ラッセ・A-FACTORY・あおもり帆立小屋等）

6/25（日） 青森市 9:00 八甲田ロープウェイ
十和田市 12:15 十和田湖遊覧船

13:15 奥入瀬渓流

6/26（月） 十和田市 9:40 手づくり村鯉艸郷（花菖蒲等鑑賞）
仙台市 15:10 仙台市内（アーケード散策等）

6/27（火） 塩釜市 10:45 マリンゲート塩釜
松島町 11:00 松島遊覧船

11:55 観欄亭（抹茶体験）
13:50 五大堂

仙台市 15:20 仙台うみの杜水族館

6/28（水） 仙台市 10:00 東北大学史料館・階段教室等（魯迅ゆかりの地）

※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。

（２）中国市場　視察・取材行程（予定）表

中国・旅行会社　2名、ブロガー　2名



被招請者

月日 地区 到着予定時間 視察・取材 行程　（6泊7日）

6/25（日） 函館市 15:25 函館市内（ベイエリア・金森赤レンガ倉庫・はこだて海鮮市場等）

函館市 8:15 函館朝市
6/26（月） 七飯町 10:00 パド・ミュゼ大沼流山牧場

11:10 大沼公園
江差町 14:50 いにしえ街道（着付け・街歩き体験）
函館市 20:00 函館山（夜景）

6/27（火） 北斗市 9:00 新函館北斗駅周辺
弘前市 11:25 弘前駅観光案内所（手ぶら観光カウンター）

13:00 弘前リンゴ農園（農作業体験）
田舎館村 15:20 田んぼアート
青森市 17:00 青森市内（ねぶたの家ワ・ラッセ、青森県観光物産館アスパム等）

6/28（水） 青森市 9:00 八甲田ロープウェイ
十和田市 12:15 十和田湖遊覧船

13:15 奥入瀬渓流

6/29（木） 十和田市 10:00 道の駅とわだぴあ匠工房
仙台市 15:30 秋保温泉（秋保・里センター等）

6/30（金） 塩釜市 11:35 マリンゲート塩釜
松島町 12:00 松島遊覧船

14:05 五大堂
14:35 観欄亭（抹茶体験）

仙台市 16:20 仙台うみの杜水族館

7/1（土） 仙台市 9:00 仙台市内（仙台朝市等）
11:00 仙台駅訪日旅行カウンター

※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。

（３）香港市場　視察・取材行程（予定）表

香港・旅行会社　2名、ブロガー　1名、雑誌　1名



被招請者

月日 地区 到着予定時間 視察・取材 行程　（6泊7日）

6/28（水） 函館市 10:15 函館牛乳あいす118
11:25 函館市内（ベイエリア・金森赤レンガ倉庫・はこだて海鮮市場等）
13:50 はこだて明治館
15:05 五稜郭タワー

6/29（木） 函館市 8:15 函館朝市
七飯町 9:50 大沼公園
北斗市 13:20 新函館北斗駅周辺
函館市 16:05 函館市旧イギリス領事館

20:00 函館山（夜景）

6/30（金） 青森市 12:45 青森市内（ねぶたの家ワ・ラッセ・A-FACTORY・あおもり帆立小屋等）

7/1（土） 青森市 9:40 道の駅なみおか アップルヒル
十和田市 14:45 十和田湖遊覧船

15:40 奥入瀬渓流

7/2（日） 青森市 10:10 青森県立美術館
11:15 三内丸山遺跡

仙台市 15:30 仙台市内（アーケード散策等）

7/3（月） 仙台市 10:00 仙台大観音
松島町 13:50 松島（笹かまぼこ手焼き体験）

14:20 五大堂
15:00 松島遊覧船
17:00 仙台市内（アーケード散策等）

7/4（火） 仙台市 9:40 仙台市内（仙台朝市等）
11:50 仙台駅訪日旅行カウンター

※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。

（４）タイ市場　視察・取材行程（予定）表

タイ・旅行会社　2名、ブロガー　2名


