
 

 

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》 

２ ０ １ ９ 年 １ 月 ７ 日 

国土交通省東北運輸局 
 

タイ・インドネシアからメディア・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。 
 

昨年 12 月に台湾・香港のブロガー・旅行会社を招請し、東北・函館の魅力を発信しましたが、今般、引

き続き、東北各地域の冬の魅力を発信するため、タイ・インドネシアのメディア及び旅行会社を招請し、

実際に取材・視察してもらうことで、一般消費者への情報発信とともに着地型旅行商品造成・販売に繋げ

ていただきます。 

各市場の取材・視察行程では、鉄道などの移動手段や観光列車も併せて体験していただき、また、イン

ドネシアのメディアには礼拝室やムスリム向けメニューも取材いただくことで、ムスリム層への訴求も図

り、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）・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）タイ市場（メディア・旅行会社招請） 

 ・招請時期：2019年 1月 10日（木）～1月 16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  

・被招請者：（メディア）eontdontsod（イオンドンソッド）、HokkaidoFanclub 

（旅行会社）S.M.I. Travel、J-Plan Holiday 

 

（２）インドネシア市場（メディア招請のみ） 

・招請時期：2019年 1月 10日（木）～1月 16日（水） 6泊 7日 2社（者）2名 

・招請コース：北海道（函館）→青森→宮城   

・被招請者：（メディア）Jalan Jalan ke Jepang、Marischka Prudence（マリスカ プルデンス） 

 

※招請における視察・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。 

※１月 12 日（土）から 1 月 14 日（月）の取材については、お手数ですが、1 月 11 日（金）19：00 までに下記

へご連絡をお願いいたします。 

 

〈昨年12月招請時の模様〉  

 

 

 

 

 

（阿部蒲鉾店本店:手焼き笹かま体験）     （TOHOKU EMOTION 乗車体験）    （鳴子温泉：こけし絵付け体験） 

 

 

《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）

1月10日(木) 函館市 13:35 函館市熱帯植物園（サル山温泉）
14:30 元町教会群
15:30 はこだてみらい館・キッズプラザ（キラリス函館）
16:50 五稜郭タワー（五稜郭星の夢イルミネーション）
17:50 湯の川温泉足湯「湯巡り舞台」

1月11日(金) 函館市 9:00 函館朝市
七飯町 10:30 大沼公園
函館市 15:45 函館和・洋モダン貸衣装館（はこだて明治館２階）

16:25 金森赤レンガ倉庫・ベイエリア
17:40 函館山山頂

1月12日(土) 青森市 11:00 八甲田ロープウェイ（樹氷）
15:30 青森県立美術館

1月13日(日) 八戸市 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 国宝櫛引八幡宮（鎧、巫女衣装着用体験）
18:00 八戸屋台村みろく横丁

1月14日(月) 大崎市 12:10 鳴子温泉街（手湯・足湯体験）
14:00 桜井こけし店（こけし絵付け体験）

16：02～ リゾートみのり乗車体験（鳴子温泉駅～仙台駅）

1月15日(火) 仙台市 9:10 秋保工芸の里（箸の漆塗り体験）
10:20 秋保ヴィレッジ

松島町 13:05 五大堂
13:30 観瀾亭
14:35 国宝瑞巌寺
15:10 松島蒲鉾本舗（手焼き笹かま体験）

仙台市 16:30 仙台うみの杜水族館

1月16日(水) 仙台市 9:45 瑞鳳殿
10:40 仙台城跡
11:30 国宝大崎八幡宮

※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。
10:30　津軽藩ねぷた村（扇ねぷた作り体験）
13:20　川崎染工場（藍染め体験）
15:00　Angelique弘前店
16:30　弘前城

宮城県

（１）タイ市場/　視察・取材行程（予定）表

被招請者 タイ　メディア・旅行会社　各２名

北海道

青森県

別紙１



月日 都道府県 地区 到着予定時間 視察・取材 行程　（6泊7日）

1月10日(木) 函館市 13:50 元町教会群
14:30 はこだて明治館　手作りオルゴール工房
15:35 金森赤レンガ倉庫
16:20 ベイエリア・サテライト　礼拝室
17:10 函館山山頂

1月11日(金) 函館市 8:40 函館朝市
七飯町 10:00 大沼公園
函館市 16:00 五稜郭公園　箱館奉公所

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」

1月12日(土) 弘前市 13:15 津軽藩ねぷた村（扇ねぷた作り体験）
15:05 弘前城（お殿様お姫様衣装着付け体験）
16:30 Angelique弘前店（アップルパイ）

1月13日(日) 青森市 9:00 あおもり旨味館
八戸市 10:45 八食センター

14：20～ TOHOKU　EMOTION乗車体験（久慈駅～八戸駅）
18:00 八戸屋台村みろく横丁

1月14日(月) 蔵王町 10:30 宮城蔵王キツネ村
13:30 すみかわスノーパーク（樹氷、雪遊び体験）

1月15日(火) 松島町 11:30 梅らぶ（着付け体験）
13:10 松島さかな市場
14:00 松島遊覧船（芭蕉コース）
15:10 五大堂

観瀾亭（抹茶体験）

1月16日(水) 仙台市 9:20 仙台城跡
10:30 仙台駅周辺アーケード散策、S-PAL

※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。

宮城県

（２）インドネシア市場/　視察・取材行程（予定）表

被招請者 インドネシア　メディア　２名

北海道

青森県

別紙２



 

 

 

 

【被招請者概要】 

① タイ市場 
地域 種別 名称 特  徴 

タイ 

 

 

ブロガー 

イオンドンソッド 

eontdontsod 

日本在住のブロガー。タイ人ブロガーの中でも

突出してエンゲージメントが高く、ファンから

の信頼性が高い。 

タイ 

 

 

SNS 
ホッカイドウファンクラブ 

HokkaidoFanclub 

タイ・エアアジア（LCC）との連携事業、訪日

外国人誘致コンサルティング業務や招請事業な

ど多数の事業実績を誇る。 

タイ 

 

 

旅行会社 

エスエムアイトラベル 

S.M.I. Travel  

2017 年度に JNTO バンコク事務所よりトップエ

ージェント賞を受賞。日本法人を持つ強みを活

かし、きめ細かいサービスを行っている。 

タイ 

 

 

旅行会社 

ジェイプランホリディ 

J-Plan Holiday 

2016 年度 JNTO バンコク事務所よりトップエー

ジェント賞を受賞。小型グループ、インセンテ

ィブ旅行に強い。 

 

 

② インドネシア市場 
地域 種別 名称 特  徴 

インド

ネシア 

 

Web 
ジャラン ジャラン ク ジュパン 

Jalan Jalan ke Jepang 

インドネシア人向けにインドネシア語で訪日旅行

情報を提供し、ムスリムに対しても、訪日する際

の必要な情報を提供している。 

インド

ネシア 

 

ブロガー 
マリスカ プルデンス 

Marischka Prudence 

旅行ブロガー兼フリーランス記者。東南アジアを

はじめ、東アジア、ヨーロッパ等世界各地を旅

し、旅行の楽しさを発信している。 

 

別紙３ 

被招請者 概要 


