
【欧米豪】

①英国の旅行会社を招請

北陸・飛騨・信州３つ星街道には、日本らしい歴史・伝統文化、四季折々の雄大な
自然、国立公園（山岳リゾート）、食、体験など外国人観光客に訴求するあらゆる
魅力ある観光素材が揃っており、FIT ならではの３つ星街道の観光魅力PR

被招請者：旅行会社３社３名
日 程：令和元年９月１８日～２４日（６泊７日）
視察先等：兼六園、金沢城公園、近江町市場 友禅染め体験、呈茶体験、金箔貼り

体験、能装束着装体験、金沢21世紀美術館、ひがし茶屋街、五箇山、
白川郷、上高地、日本浮世絵博物館、松本城、松本市美術館 ほか

【長野県、富山県、石川県ほか】

②米国のアウトドア旅行会社を招請

スノーリゾートとしての認知度が高まっている長野-新潟スノーリゾートアライア
ンスエリアを中心とした地域において、マウンテンバイクやトレッキングなどのア
クティビティをはじめとした当該エリアのグリーン期の魅力をPR

被招請者：旅行会社４社４名（２班２行程に分かれて実施）
日 程：令和元年９月2１日～２７日（６泊７日）

１０月2８日～１１月２７日（５泊６日）
視察先等：マウンテンバイク体験（白馬、野沢温泉スキー場内、久比岐自転道）

トレッキング体験（白馬岳山麓、戸隠古道、妙高山、志賀高原）ほか
長野県志賀高原 トレッキング

【長野県、新潟県】

③英国のメディアを招請

北陸信越地域の山（野沢温泉）のマウンテンアクティビティと海（七尾）
のマリンアクティビティに温泉地を組み合わせたルートをPR

被招請者：メディア１名
日 程：令和元年９月２３日（月）～２８日（土）（５泊６日）
視察先等：和倉温泉、野沢温泉、能登島の漁港、マリンアクティビティ体験（水

玉、サップ、カヤック、ドルフィンスイム）、マウンテンアクティビ
ティ体験（マウンテンバイク） ほか

石川県七尾市 マリンアクティビティ
（水玉体験）

【長野県、石川県】

2019年度地域の観光資源を活用したプロモーション事業の実施状況
（令和元年11月までに実施したファムトリップ及び主な海外旅行博出展の概要）

Ⅰ．ファムトリップの概要

④米国のメディアを招請

アドベンチャーツーリズムをテーマに新潟県及び長野県ならではのアウト
ドアアクティビティと食文化、山岳リゾート等の自然、文化的魅力等の体験を組み
合わせてPR

被招請者：ブロガー1名、ライター1名 計2名
日 程：令和元年１０月１８日～２２日（４泊５日）
視察先等：棚田ウォーク、ぽんしゅ館、北方文化博物館、大佐渡石名天然杉ト

レッキング、佐渡金山跡、夫婦岩ドライブイン、たらい舟体験、苗名
滝トレッキング、戸隠神社・奥社トレッキング、善光寺 ほか

【新潟県、長野県】

⑤豪州の旅行会社を招請

豪州旅行会社向けに新潟県新潟市・佐渡市・群馬県みなかみ町を中心とした地域の
食・歴史・文化体験を盛り込んだガストロノミーツーリズムを実施することで当該
地域の認知度向上を図るとともに、旅行商品の造成を促します。

被招請者：旅行会社３社3名
日 程：令和元年１０月２８日～１１月２日（５泊６日）
視察先等：新潟せんべい王国、今代司酒造、ぴあBandai、きらりうむ佐渡、史跡

佐渡金山、島内サイクリング、遊覧船・たらい船・太鼓体験、トキの
森公園、彌彦神社、弥彦山ロープウェイ、古町芸妓鑑賞 ほか

新潟県新潟市 古町芸妓鑑賞

【新潟県ほか】

資料４

石川県金沢市市 呈茶体験

新潟県佐渡市 たらい舟体験

参考資料

1



⑦台湾の旅行会社及びメディアを招請

台湾の個人旅行者向けに、食や自然をはじめとした新潟県・山形県の観光魅力を盛
り込んだ、外国人専用鉄道パスを活用した観光プランをPR

被招請者：旅行会社誌社１社１名、メディア2名
日 程：令和元年６月２８日～７月３日（５泊６日）
視察先等：湯沢温泉、アルプの里、「現美新幹線」乗車、三条鍛冶道場（ペー

パーナイフ作り体験）、彌彦神社、弥彦ロープウェイ、白山神社、今
代司酒造、峰村醸造、北方文化博物館、ぽんしゅ館 ほか

新潟県三条市 三条鍛冶道場
（ペーパーナイフ作り体験）

【新潟県ほか】

⑧中国の旅行会社を招請

中国の有力OTAを招請し、主に個人旅行者向けに食や文化をはじめとした石川県、
富山県、長野県の観光魅力をPR

被招請者：旅行会社５社５名
日 程：令和元年７月３１日～８月６日（６泊７日）
視察先等：善光寺、塩屋醸造、北斎館、富蔵家本館 蕎実亭（そば打ち体験）、白

馬ジャンプ競技場、岩岳HAKUBA MOUNTAIN HARBOR、立山黒
部アルペンルート、富岩運河環水公園、富山県美術館、21世紀美術館、
兼六園、ひがし茶屋街、近江町市場 ほか 長野県白馬村

HAKUBA MOUNTAIN HARBOR（視察）

【長野県、富山県、石川県】

【東アジア】

⑥中国の旅行会社及びメディアを招請

中国の個人旅行者向けに、食や自然をはじめとした新潟県・山形県の観光魅力を盛
り込んだ、外国人専用鉄道パスを活用した観光プランをPR

被招請者：旅行会社誌社１社１名、メディア2名
日 程：令和元年６月２８日～７月３日（５泊６日）
視察先等：赤湯温泉、大美輪の大杉、最上川クルーズ、山居倉庫、加茂水族館、

千年鮭きっかわ、笹川流れ観光汽船、studio Clan（花魁体験）、今
代司酒造、峰村醸造、ピア Bandai ほか

新潟県村上市 千年鮭きっかわ
（視察）

【新潟県ほか】

⑩台湾のメディア関係者を招請

台湾に向けて新聞社、ウェブメディア、ブロガーをとおして、立山黒部アルペン
ルートを中心とした北アルプス（富山、長野、岐阜エリア）の自然景観とともに周
辺地域の観光魅力や体験等をPR

被招請者：新聞社１社１名、ウェブメディア２社２名、ブロガー１名
日 程：令和元年１０月２４日～２９日（５泊６日）
視察先等：五箇山相倉集落、井波木彫刻体験、海王丸パーク、昼セリ、ドラえも

んトラム、高岡銅器着色体験、立山黒部アルペンルート、室堂散策、
松本城、なわて通り、蔵の町中町、上高地、奥飛騨温泉郷 ほか

【長野県、富山県ほか】

⑨台湾の旅行会社及びメディアを招請

台湾の旅行会社・メディアに対し、北アルプス日本海エリア糸魚川市、上越市、小
谷村、白馬村、大町市、朝日町の海・山・渓谷を活かしたアウトドアアクティビ
ティと地元ならではの文化等の体験を組み合わせたプロモーションを実施

被招請者：①旅行会社５社５名 ②旅行会社５社５名、メディア５名
日 程：①令和元年９月１５日～２０日 ②令和元年９月２９日～１０月４日
視察先等：旧川上家・バタバタ茶体験、ヒスイ海岸ヒスイ探し、ヒステラス・勾

玉づくり体験、小滝川ヒスイ峡、塩の道トレイル、白馬岩岳MTB 
パーク、犀川ラフティング、うみがたり、久比岐自転車道 ほか

【新潟県、長野県、富山県】

⑪台湾の旅行会社及びメディアを招請

台湾中南部の訪日リピーター層をメインターゲットに、新潟県及び富山県の観光鉄
道と沿線地域の魅力を組み合わせてPR

被招請者：旅行会社誌社４社、メディア２社
日 程：令和元年１１月１６日～２２日（６泊７日）
視察先等：ぽんしゅ館、瓢湖、北方文化博物館、北沢浮遊選鉱場跡、尖閣湾揚島

遊園、佐渡金山、西三川ゴールドパーク、たらい舟体験、宿根木、彌
彦神社、岩室温泉上越市立水族博物館うみがたり道の駅マリンドリー
ム能生、ドラえもんトラム乗車五箇山 相倉合掌造り集落 ほか

【新潟県、富山県】

富山県射水市 昼セリ
（視察）

新潟県弥彦村 彌彦神社
（視察）

長野県大町市 犀川ラフティング体験
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⑭シンガポール・タイのメディアを招請

大阪・東京から北陸エリアで使用できる訪日外国人向けフリーパス『北陸アーチパ
ス』とレンタカーの組み合わせによる自由な旅の魅力を海外へ発信

被招請者：WEBトラベルメディア１社1名、旅行雑誌社１社１名
日 程：令和元年１０月１９日～２８日（９泊１０日）
視察先等：加賀フルーツランド、鶴仙渓、那谷寺、日本自動車博物館、千里浜な

ぎさドライブウェイ、輪島キリコ会館、白米千枚田、道の駅すず塩田
村、和倉温泉、相倉合掌造り集落、庄川峡遊覧船、立山黒部アルペン
ルート ほか

【富山県、石川県ほか】

Ⅱ．主な海外旅行博等出展の概要

⑬マレーシア・インドネシア・フィリピン・ベトナムのメディアを招請

大阪・東京から北陸エリアで使用できる訪日外国人向けフリーパス『北陸アーチパ
ス』を被招請者に使用頂き、北陸新幹線を利用した旅のイメージを海外へ発信

被招請者：雑誌社１社１名、旅行系インフルエンサー（ブロガー）３名
日 程：令和元年１０月７日～１３日（６泊７日）
視察先等：東京スカイツリータウン、浅草寺、アメヤ横丁、雲場池、旧軽井沢銀

座商店街、白糸の滝、善光寺、善光寺仲見世通り巡り、玉翠園、ひが
し茶屋街、長町武家屋敷跡、兼六園・金沢城公園、近江町市場、飛騨
古川（組紐体験）、白川郷 ほか 長野県長野市 善光寺

（視察）

【新潟県、長野県、石川県ほか】

⑫タイの旅行会社及びメディアを招請

タイの個人旅行者向けに、食や自然をはじめとした新潟県・山形県の観光魅力を盛
り込んだ、外国人専用鉄道パスを活用した観光プランをPR

被招請者：旅行会社誌社１社１名、メディア2名
日 程：令和元年７月１２日～１７日（５泊６日）
視察先等：CoCoLo湯沢、清津峡、関興寺、「越乃Shu＊Kura」乗車、「えち

ごトキめきリゾート雪月花」乗車、studio Clan（花魁体験）長谷寺
（ウサギ観音）、西三川ゴールドパーク（砂金とり体験）彌彦神社、
弥彦ロープウェイ、せんべい王国、加茂水族館 ほか 山形県鶴岡市 加茂水族館

（視察）

【新潟県ほか】

【東南アジア】

【新潟県、長野県】「Snow Travel Expo 2019」に出展

※メルボルン・シドニーで開催される一般消費者向けの旅行博

開催場所：メルボルン（Melbourne Convention and Exhibition Centre）
シドニー（International Convention Center）

開催期間：令和元年５月19日、５月26日
概 要：スノーリゾートとしての認知度が高まる長野－新潟スノーリゾート

アライアンスエリア（長野県白馬村・山ノ内町・野沢温泉村、新潟県
妙高市）における冬期観光資源の魅力をPR

石川県加賀市 加賀フルーツランド
（体験）
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【新潟県、長野県】「The Telegraph Ski & Snowboard Festival London 2019」に出展

※英国（ロンドン）で開催される一般消費者向けの旅行博

開催場所：イギリス（Battersea Park）
開催期間：令和元年１０月２４～２７日
概 要：スノーリゾートとしての認知度が高まる長野－新潟スノーリゾー

トアライアンスエリア（長野県白馬村・山ノ内町・野沢温泉村、新
潟県妙高市）における冬期観光資源の魅力をPR

【新潟県ほか】「第25 回タイ国際旅行博（TITF）」に出展

※タイで開催される一般消費者向けの旅行博

開催場所：タイ（インパクト ムアントンタイ/チャレンジホール2）
開催期間：令和元年８月２２日～２５日
概 要：アジア最大級の国際旅行フェアであるタイ国際旅行博において新

潟県・山形県の観光魅力や招請事業を通して造成された旅行商品の
ＰＲ

【新潟県ほか】「広東国際旅游産業博覧会 2019（CITIE）」に出展

※中国で開催されるB to B/B to C向けの旅行博

開催場所：広州・中国進出口商品交易会琶洲展館
開催期間：令和元年８月３０日～９月１日
概 要：B to B/B to C 双方に盛況の旅行博において、新潟県・山形県の

観光魅力や招請事業を通して造成された旅行商品のＰＲ

【長野県、富山県ほか】「台北国際観光博覧会2019（TTE）」に出展

※台湾で開催される一般消費者向けの旅行博

開催場所：台北世界貿易センター
開催期間：令和元年５月１７日～２２日
概 要：立山黒部アルペンルートを中心とした北アルプス（富山、長野、

岐阜エリア）の自然景観とともに周辺地域の観光魅力をPR
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参考：2019年度地域の観光資源を活用したプロモーション事業に係る今後の予定
ファムトリップ ５件

※詳細が決まり次第、順次お知らせいたします。

【長野県、富山県ほか】「高雄市国際旅行公会国際旅展2019（KTF）」に出展

※台湾で開催される一般消費者向けの旅行博

開催場所：君鴻国際飯店 41階 星光庁 スカイタワーホテル
開催期間：令和元年５月２４日～２７日
概 要：立山黒部アルペンルートを中心とした北アルプス（富山、長野、

岐阜エリア）の自然景観とともに周辺地域の観光魅力をPR

【新潟県、長野県、石川県ほか】「Japan Travel Fair 2019 Winter」に出展

※マレーシアで開催される一般消費者向けの旅行博

開催場所：クアラルンプール（Starling Mall）
開催期間：令和元年１１月２２日～２４日
概 要：2020年東京オリンピック・パラリンピックの開催に向け、北陸

新幹線を経由して東京－大阪を結ぶルートへの誘客を加速させる
とともに、本ルートを新たなゴールデンルートとして定着させる。
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