
 

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 3 0 年 ４ 月 1 8 日 

国 土 交 通 省 東 北 運 輸 局 

 

東北の春の魅力を 

海外に向けて強力に発信します 

 

東北運輸局は、一般社団法人東北観光推進機構や北東北三県観光立県推進協議会と連携

し、東北への外国人旅行者増加を目的とする「訪日プロモーション地方連携事業」におい

て、メディアや旅行会社を招請し、東北の桜を始めとした春の魅力や温泉などを、海外に

向けて強力に発信します。 

 

具体的には、香港やシンガポールのメディア・旅行会社を招請し、東北各地域の自然景

観である桜や雪の回廊、文化体験や食など、東北ならではの春の魅力を中心に取材・視察

していただき、これらの国・地域における東北の認知度向上や旅行商品造成を促進し、東

北への外国人旅行者の増加を目指します。 

 

【招請時期及びコース】 

（１）香港市場における東北誘客プロモーション事業（行程等の詳細は別紙１） 

   ・招請日程 ：平成 30 年 4 月 20 日（金）～27 日（金） 7 泊 8 日 

   ・被招請者 ：メディア（雑誌） 1 社 1 名 

   ・招請コース：宮城県→岩手県→青森県→秋田県→山形県→新潟県 

（２）香港メディア招請事業（行程等の詳細は別紙２） 

   ・招請日程 ：平成 30 年 4 月 22 日（日）～26 日（木） 4 泊 5 日  

   ・被招請者 ：メディア（雑誌） 1 社 2 名 

   ・招請コース：秋田県→青森県→岩手県 

（３）シンガポール市場における東北誘客プロモーション事業（行程等の詳細は別紙３） 

   ・招請日程 ：平成 30 年 4 月 25 日（水）～29 日（日） 4 泊 5 日 

   ・被招請者 ：旅行会社 3 社 3 名 

   ・招請コース：宮城県→岩手県→秋田県→岩手県→青森県 

＊土曜日及び日曜日の取材については、お手数ですが、取材予定日前の金曜日１９：００

までに下記へご連絡をお願いいたします。 

〈類似事業の模様〉 

 

 

 

                                            

  

           

 

 

 

《問い合わせ先》 

  東北運輸局 観光部 国際観光課 工藤、佐々木 

TEL：022-791-7510  FAX：022-791-7538 



　　　　連携先：一般社団法人東北観光推進機構

①行程予定表（青森県・岩手県・秋田県・宮城県・山形県・新潟県）
月日 地区 到着予定時間 行　　　程　　　（7泊8日）

4/20（金） 仙台市 夜 仙台着

4/21（土） 仙台市 9:15 瑞鳳殿　取材
仙台市 10:15 仙台城跡　取材
松島町 14:35 観瀾亭（抹茶体験）　取材
松島町 15:10 五大堂、福浦橋　取材
松島町 16:00 松島遊覧船体験　取材

4/22（日） 北上市 10:30 北上展勝地さくらまつり　取材
盛岡市 13:15 東家 盛岡駅前店（わんこそば）取材
雫石町 15:30 小岩井農場　取材

4/23（月） 八幡平市 10:30 八幡平アスピーテライン（雪の回廊）取材
鹿角市 13:00 十和田湖マリンブルー（ランチクルーズ）取材

十和田市 15:00 奥入瀬渓流　取材
弘前市 17:15 ボンジュール（アップルパイ）取材
弘前市 19:55 弘前公園さくらまつり（ライトアップ）取材

4/24（火） 弘前市 8:30 弘前公園さくらまつり・周辺　取材
弘前市 10:40 津軽藩ねぷた村　取材
大館市 14:00 秋田犬会館　取材
仙北市 17:30 田沢湖　取材

4/25（水） 仙北市 9:00 きもの旅しゃなり（着物体験）取材
仙北市 10:00 角館武家屋敷通り　取材

寒河江市 15:30 さくらんぼ会館（いちご狩り体験）取材
天童市 17:00 天童公園　取材
天童市 18:10 倉津川しだれ桜（ライトアップ）取材

4/26（木） 天童市 9:00 栄春堂（書き駒体験）取材
山形市 9:45 宝珠山立石寺　取材
新潟市 17:00 ぽんしゅ館新潟駅店　取材

4/27（金） 湯沢町 9:00 湯沢町レンタサイクリング体験　取材
湯沢町 10:20 湯沢高原ロープウェイ　取材
湯沢町 11:25 とのやささだんご店　取材

※到着予定時間は目安です。また、天候等により行程が変更となる場合があります。

※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

（１）香港市場における東北誘客プロモーション事業

②香港・被招請メディアの概要

U-Magazine
香港における２大旅行雑誌で、旅行関連雑誌の中では発行部数が最も多い週刊誌。
観光情報・グルメ・エンターテインメントなど幅広いジャンルを網羅した３冊セッ
トで販売しており、20代～40代女性に高い影響力を持っている。

香港 雑誌

別紙１



　　　　連携先：北東北三県観光立県推進協議会

①行程予定表（青森県・岩手県・秋田県）
月日 地区 到着予定時間 行　　　程　　　（4泊5日：日前泊）

4/22（日） 仙北市 10:30 角館武家屋敷通り　取材
仙北市 11:30 あきた芸術村　取材
男鹿市 15:30 真山伝承館（なまはげ体験）　取材
男鹿市 17:15 入道崎　取材

4/23（月） 大潟村 9:15 菜の花ロード　取材
深浦町 11:45 黄金崎不老ふ死温泉　取材
深浦町 13:18 五能線　ウェスパ椿山駅（リゾートしらかみ乗車）　取材
弘前市 16:10 サロンドカフェアンジュ（藩士の珈琲とアップルパイ）　取材
弘前市 16:50 弘前公園さくらまつり　取材

4/24（火） 十和田市 10:30 十和田湖ＲＩＢツアー　取材
鹿角市 13:15 道の駅かづの（きりたんぽ鍋の昼食、お茶席体験）　取材
八幡平市 15:00 八幡平アスピーテライン（雪の回廊）　取材

4/25（水） 八幡平市 9:00 安比高原　春スキー　取材
盛岡市 10:30 高松の池（桜鑑賞）　取材
盛岡市 11:50 トヨタレンタカー盛岡駅南口店（レンタカー借受）　取材
遠野市 14:45 遠野ふるさと村　取材

4/26（木） 平泉町 9:30 中尊寺・毛越寺（ガイド付き）　取材
一関市 13:40 猊鼻渓舟下り　取材
一関市 16:15 トヨタレンタカー一関西口店（レンタカー返却）　取材

※到着予定時間は目安です。また、天候等により行程が変更となる場合があります。

※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

香港 雑誌

（２）香港メディア招請事業

②香港・被招請メディアの概要

Hongkong
Walker

旅慣れた香港の人々をも満足させる、日本情報に特化した月刊の旅行雑誌。2007年
11月の発刊より、香港人ならではの目線で長く日本の情報を発信し続けている。ま
た、エリアに絞った特集を組むなど、より精緻な情報を発信している。

別紙２



　　　　連携先：一般社団法人東北観光推進機構

①行程予定表（宮城県・岩手県・秋田県・青森県）
月日 地区 到着予定時間 行　　　程　　　（4泊5日）

4/25（水） 松島町 夜 松島泊

4/26（木） 松島町 8:00 松島（円通院、観覧亭、西行戻しの松公園）　視察
雫石町 12:00 小岩井農場　視察
仙北市 15:15 角館武家屋敷通り　視察

4/27（金） 盛岡市 9:00 岩鋳鉄器館　視察
八幡平市 11:00 サラダファーム　視察
八幡平市 13:00 八幡平アスピーテライン（雪の回廊）　視察

4/28（土） 田舎館村 10:00 刀の庵（刀匠・日本刀体験）　視察
田舎館村 10:50 田んぼアート会場　視察
弘前市 12:00 弘前公園さくらまつり（手ぶらで観桜会）　視察
八戸市 18:30 みろく横丁（街歩きツアー体験）　視察

4/29（日） 八戸市 7:15 館鼻岸壁朝市　視察
八戸市 8:45 蕪島神社　視察
八戸市 9:30 種差海岸　視察

※到着予定時間は目安です。また、天候等により行程が変更となる場合があります。
※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 招請旅行会社特徴

シンガポール 旅行会社

シンガポール 旅行会社

シンガポール 旅行会社

日本人を含む日本の旅行部門のエキスパートで構成されたチームがあり、日
本専門に商品を販売している。訪日旅行への日本的な視点を持った上で、客
観的な旅行を提案している。

創業50年の大手旅行代理店。2013年、2015年には、英国のNewspaper
「Travel Travel Gazette」で「Best Travel Agent in Singapore」を受賞
している。

ANA系のホールセラーであり、団体向け商品、個人向け商品ともに扱ってい
る。日本専門に販売しているスタッフがおり、ニッチな旅行の提案ができ
る。

（３）シンガポールにおける東北誘客プロモーション事業

Pacific Arena

Chan Brothers
Travel

First Choice
Holiday

②シンガポール・被招請旅行会社の概要

別紙３


