
 
観光戦略部会中間報告において提言された「緊急施策」の実施状況について 

 
「（１）東北６県が一体となった強力なインバウンド・イベントの実施」関係 
【平成１５年度】 

① 海外重点市場の旅行エージェント等４７名を招聘し、東北の冬祭り等の観光魅力を発信し東

北地方へのインバウンドの促進を図る「ＹＯＫＯＳＯ！ ＪＡＰＡＮ ＴＨＥ 祭り 東北」

を、東北６県の官民が一体となって実施（16 年２月） 

別添１ ：「YOKOSO！  JAPAN THE 祭り 東北」実施概要参照 

参考資料４ ：「ビジット・ジャパン・キャンペーン平成 15 年度事業評価報告書概要」参照 

② 以上のほか、複数県の連携によるインバウンド促進事業を６件実施。 

【平成１６年度】 

① 仙台－台北間の国際定期便就航を契機とした台湾人観光旅客の来訪促進のため、台北からの

初便で台湾の旅行エージェント等１８名を招聘し、東北の観光魅力を発信する「台湾・旅行エ

ージェント等招聘事業」を実施（１６年９月） 

別添２ ：「台湾・旅行エージェント等招聘事業」実施概要参照 

② 海外重点市場の旅行エージェント等 55 名を招聘し、東北の秋の魅力を発信し東北地方への

インバウンドの促進を図る「ＹＯＫＯＳＯ！ ＪＡＰＡＮ  東北・秋」を、東北６県の官民

が一体となって実施（16 年１０月） 

別添３ ：「Ｙ Ｏ Ｋ Ｏ Ｓ Ｏ ！  Ｊ Ａ Ｐ Ａ Ｎ  東北・秋」実施概要参照 

③ 今後、海外旅行ブームの到来が予想される中国を対象に、東北の魅力ある観光資源を情報発

信するため東北広域観光宣伝番組を制作し中国全土に配信する「中国広域観光宣伝事業」を、

東北６県の官民が一体となって実施予定。 

別添４ ：「中国広域観光宣伝（旅行専門衛星テレビ）事業」実施概要参照 

④ 以上のほか、複数県の連携によるインバウンド促進事業を約２０件実施予定。 

 

 

「（２）旅行商品造成促進のための体制の整備」関係 
  ○ 東北広域観光推進協議会に「プロモーションセンター」が設置され、東北旅行商品造成を

目指す海外エージェント等の支援活動を開始（16 年３月） 

   別添５ ：東北広域観光推進協議会「プロモーションセンター」概要参照 

 

資料２ 



「（３）東北の魅力を印象付ける『東北ブランド』の確立に向けた検討作業の開始」関係 
  ① 東北地方におけるビジット・ジャパン・キャンペーンの展開に向け、 

ロゴマーク          作成。 

 ② 「ＹＯＫＯＳＯ！ ＪＡＰＡＮ 東北・秋」（16 年 10 月）で招聘した海外重点市場の旅

行エージェント等の投票により、東北の観光地の「フォトコンテスト」を実施。 

    （本調査をもとに、東北広域観光パンフレットを作成予定） 

   別添６ ：「東北観光地フォトコンテスト」結果参照 

 

 

「（４）地域の個性を活かした観光地・地域づくりのモデル事業の実施」関係 

【15 年度】 

  ○ 「観光交流空間づくりモデル事業」に東北地方から採択された２件（会津、秋田・岩手）

について、事業を着実に推進。 

【16 年度】   

  ○ 「観光交流空間づくりモデル事業」に東北地方から３件（雄物川流域、最上川流域、いわ

き・北茨城・高萩）採択（16 年 10 月）。同地域における事業を推進予定。 

   別添７ ：「観光交流空間づくりモデル事業」採択地域の事業プラン概要参照 

 

 

「（５）二次交通の一層の充実や旅行コスト低廉化による利便性の向上」関係 

  ① 「あきたエアポートライナー」の拡充。 

      ・能代・白神山地方面（16 年６月） 

      ・横手・秋の宮温泉郷、小安峡、栗駒高原方面（16 年７月） 

     さらに、宿泊・観光施設と一元化した予約システムを整備予定。 

   別添８ ：「あきたエアポートライナー」路線図参照 

② 「仙台まるごとパス」「八戸えんじょいカード」の導入（16 年７月）。 

    （また、「会津ぐるっとカード」のエリア拡大（16 年４月））。 

別添９ ：「会津ぐるっとカード」「仙台まるごとパス」、「八戸えんじょいカード」の概要参照 

③ 「ウェルカムカード」の北東北３県版への拡充（16 年４月）。 

別添 10：「北東北ウェルカムカード」の概要参照 

  ④ 利用者ニーズに対応した二次交通の充実を図るため、タクシーの観光ルート別運賃等の弾

力化（16 年３、９月）、乗合タクシーの運行管理者の資格枠の弾力化を実施（16 年４月）。    



「（６）スキー場の再活性化による冬季の観光振興」関係 

  ○ １５年１月に「スキー場再活性化プロジェクト」を立ち上げ、モデルスキー場においてス

キー場再活性化に向けた基礎調査を実施。 

１６年度には、実証実験等を行い、スキー場再活性化策をとりまとめる予定。 

   別添 11：「スキー場活性化調査フロー」参照 

 

 

「（７）統一パンフレットやインターネットによる情報提供の充実」関係 

  ① 「ＹＯＫＯＳＯ！ ＪＡＰＡＮ 東北・秋」（16 年 10 月）で招聘した海外重点市場の旅

行エージェント等の投票による「フォトコンテスト」の結果を踏まえ、「東北広域観光パン

フレット」を作成予定。 

「（３ ）東北の魅力を印象付ける『東北ブランド』の確立に向けた検討作業の開始」を参照 

② 「東北観光情報サイトデータベース」（日、英、韓、中（簡体字・繁体字）対応）の開設

（16 年 10 月）。 

  別添 12：「東北観光情報サイトデータベース」の概要参照 

② 「東北ネクストごーごーＮＥＴ」の東北６県版への拡充（16 年７月）。 

  別添 1３ ：「東北ネクストごーごーＮ Ｅ Ｔ 東北６ 県版」の概要参照 

 

 

「（８）東北６県観光振興戦略構築のためのマーケティングの実施」関係 

  ① １５年度ビジット・ジャパン・キャンペーン事業の効果分析を実施。 

参考資料４ ：「ビジット・ジャパン・キャンペーン平成 15 年度事業評価報告書概要」参照 

  ② 海外旅行エージェント等を対象としたニーズ調査等を実施（「ＹＯＫＯＳＯ！ ＪＡＰＡ

Ｎ 東北・秋」（16 年 10 月）実施にあわせ調査）。 

③ 関西旅行エージェント等を対象としたニーズ調査等を実施（関西旅行エージェント等招聘

事業（東北広域観光推進協議会等主催）実施にあわせ調査） 

 



　　　　　　　　国国 際際 シシ ンン ポポ ジジ ウウ ムム
（東北プレゼンテーション）

・映像や実演により、

　「東北の四季」「夏祭り」の魅力を発信

（東北シンポジウム）

・「東北の魅力～その可能性～」をテーマ

　としたパネルディスカッション

（インバウンド講演会）

・東北の官民から体系的な情報発信

（交流商談会）

・東北の行政・関係団体代表者と海外の

　旅行エージェントで具体的な商談を実施

　　　　　　　　東東 北北 視視 察察 ツツ アア ーー
○　３コースにより、
　　東北各地を周遊し、
　　東北の冬の魅力を体感。

「「YOKOSOYOKOSO！！JAPAN THE JAPAN THE 祭り祭り 東北」東北」

　東北６県の官民が一体となって、海外の重点市場（韓・米・中・香・台）から
　旅行エージェント、マスコミのキーパーソン　４７名を招聘。
　「東北視察ツアー」「国際シンポジウム」「交流商談会」等を実施し、
　東北の魅力を海外重点市場へ強力に情報発信し、旅行商品の造成を図る。

　　　　　　　　　　　　　〔事業概要〕

日　　　程　　平成１６年２月１２日(木)～１７日(火)
　　　　　　　　　　国際シンポジウム　２月１６日(木)　　山形県・山形市

参加者数　　【海外からの招聘者】　　　　　　　 　　　 ４７名
　　　　　　　　【 国際シンポ（一般参加者含む）】　約７００名

主　　　催　　「YOKOSO！　JAPAN　東北」実行委員会

　　　○　海外重点市場における東北の知名度向上　　　　　　　
　　　○　東北の四季を活かした具体的なインバウンド商品の造成

　　　東北を訪れる外国人観光客の飛躍的拡大を図る東北を訪れる外国人観光客の飛躍的拡大を図る

別添１

１５年度ビジット・ジャパン・キャンペーン事業評価（国交省）において、
ツアー造成事業として全国の最高得点（９６．５点）

視察ツアーの模様

視察ツアーの模様

「東北プレゼンテーション」フィナーレ

交流商談会の模様



　　〔仙台～台北便(概要)〕
　運航事業者：　エバー航空

　便数　　　　 ：　週２便（水・日）

　座席数　　　：　２２０席（B-767）

　就航　　　　 ：　１６年９月１日

　
　※仙台空港では、
　　　ソウル、北京、大連、
　　　上海、グアム、長春
　　に次ぐ、国際定期便の就航
　※東北６県の空港からの
　　　　　　　台湾人入国者数
　　　平成11年　約　５４百人
　　　平成13年　約　８７百人
　　　平成15年　約１０２百人　　

台湾・旅行エージェント等招聘事業台湾・旅行エージェント等招聘事業
　仙台～台北間の国際定期便就航（16年9月1日）にあわせ、台北からの初便で
　台湾の旅行エージェント・マスコミ等のキーパーソンを招聘。
　東北各地を周遊し、魅力ある観光資源の情報発信・具体的旅行商品の造成を図る。

松島

中尊寺

えさし藤原の里

花巻
角館

田沢湖

八幡平

十和田湖
・奥入瀬

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔事業概要〕

　　日　　　程　　平成16年９月１日(水)～５日(日)〔５日間〕

　　視察行程　　下の地図の通り

　　参加者数　　（台湾からの招聘者）１８名

　　主　　　催　　東北運輸局、東北広域観光推進協議会、仙台空港国際化促進協議会

十和田湖国境祭で、北東北の
「まつり」を体感

奥入瀬渓流視察

田沢湖視察

仙台空港

仙台～台北の国際定期便就航を契機に
東北地方の国際ゲートウエイ「仙台空港」の広域的活用を促進し、

台湾から東北へのインバウンドの拡大を図る台湾から東北へのインバウンドの拡大を図る

別添２



　　　　　　　　　　　　　　　　国国 際際 シシ ンン ポポ ジジ ウウ ムム
（東北プレゼンテーション）

・映像や伝統芸能の実演により

　東北の魅力を情報発信

（インバウンドセミナー/講演会）

・海外からの招聘者による

　インバウンド振興へのアドバイス

・東北の官民から体系的な情報発信

（マスコミ懇談会）

・マスコミ関係者と実行委員会の懇談会

（交流商談会）

・東北の行政・関係団体代表者と海外旅行エージェントで具体的な商談を実施

　　　　　　　　東東 北北 視視 察察 ツツ アア ーー
○　４コース（右図）により、
　　東北各地を周遊し、
　　東北の秋の魅力（紅葉、
　　温泉、食など）を
　　体感。

「「YOKOSOYOKOSO！！JAPAN JAPAN 東北・秋」東北・秋」
　東北６県の官民が一体となって、海外の重点市場（韓・米・中・香・台）から
　旅行エージェント、マスコミのキーパーソン　５５名を招聘。
　「東北視察ツアー」「国際シンポジウム」「交流商談会」を実施し、
　東北の秋の魅力の、重点市場への強力な情報発信・旅行商品造成を図る。

　　　　　　　　　　　　　〔事業概要〕

　　日　　　程　　平成１６年１０月２４日(日)～２９日(金)
　　　　　　　　　　　　　　国際シンポジウム　１０月２８日(木)　　岩手県・花巻市

　　参加者数　　【海外からの招聘者】　　　　　　　 　　　 ５５名
　　　　　　　　　　【 国際シンポ（一般参加者含む）】　約７００名

　　主　　　催　　「YOKOSO！　JAPAN　東北」実行委員会

　　　○　海外重点市場における東北の知名度向上　　　　　　　
　　　○　東北の四季を活かした具体的なインバウンド商品の造成

　　　東北を訪れる外国人観光客の飛躍的拡大を図る東北を訪れる外国人観光客の飛躍的拡大を図る

八幡平(秋田）の紅葉

会津

山形
仙台・松島

十和田・奥入瀬
男鹿・白神山地

角館・乳頭温泉

中尊寺

気仙沼

宮古

花　巻

紅葉の奥入瀬渓流（青森）

伝統芸能ミニイベント
(花巻鹿踊り・イメージ）

別添３



中国広域観光宣伝中国広域観光宣伝（旅行専門衛星テレビ）（旅行専門衛星テレビ）事業事業
　東北の魅力ある観光資源（四季・祭り・温泉・食等）を情報発信するため、
　東北広域観光宣伝番組を製作し、中国初の旅行専門衛星テレビで放映。
　また、中国各都市のケーブルテレビ局を経由して、中国全土に配信

　　　○　今後、海外旅行需要の飛躍的増大が見込まれる中国へ

　　東北６県一体となった情報発信・観光イメージの浸透東北６県一体となった情報発信・観光イメージの浸透

【主催】
　「YOKOSO！ JAPAN 東北」実行委員会
【番組テーマ企画・構成】
　・メインテーマ「東北の四季」
　　(サブテーマ「祭り」「温泉」「食」等）
　・東北６県の観光資源を紹介
【放送予定】
　・回数　１２回（週１回　×　３ヶ月）
　・放送時間　ゴールデンタイム(１９～２３）
　　　　　　　の３０分番組
　・再放送　１～２回

【放送方法・エリア】
　・放送　中国旅行専門衛星テレビ
　　　　　　　　　　「旅遊衛星テレビ」
　・各都市のＣＡＴＶ局を経由して
　　　　　　　　　　　中国全土に配信
　　（中国主要都市１５７都市の９０％をカバー）
　　（その他１９０市町をカバー）

（参考）日本観光ビザ発給都市の世帯カバー率
　　　　　北京７５％、広州７５％、上海７５％

東北６県の四季の魅力を
中国全土に発信

別添４



別添５

東北広域観光推進協議会「プロモーションセンター」概要

名 称 東北広域観光推進協議会 プロモーションセンター

TOHOKU REGION INTERNATIONAL TOURISM PROMOTION COUNCIL PROMOTION CENTER

所在地 〒 仙台市青葉区中央2-9-10（セントレ東北 階）980-0021 11
11thFL., SENTORE TOHOKU BLG., 9-10. CHUO 2-CHOME. AOBA-KU. SENDAI 980-0021 JAPAN

022-224-1191 FAX 022-262-7062 E-mail japan-tohoku21@herb.ocn.ne.jp連絡先 ℡

PHONE : 81-22-224-1191 FAX : 81-22-262-7062

平成１６年３月１日開設年月日

～OPEN 01 03 2004

目 的 当センターは、東北６県のインバウンドのみに特化した観光について、調査・研

究を行い、海外エージェント向けに情報発信を行うことを主としている。

①東北のインバウンドモデルプランの調査、研究、作成。活 動 内 容

②海外エージェント向けホームページの設置及び維持管理。

③海外観光客向けガイドブックの作成。

等を行うこととしている。



資料６

「「東北百景　～あなたが選ぶ東北～　写真コンテスト」東北百景　～あなたが選ぶ東北～　写真コンテスト」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【コンテスト概要】

実施時期　　　平成１６年１０月　（「YOKOSO! JAPAN 東北 秋」開催にあわせ実施）

審 査 員　　　海外重点市場の旅行エージェント、マスコミ　（ 「YOKOSO! JAPAN 東北 秋」招聘者）

審査方法　　　東北各地の観光資源の写真（※１）を各審査員がテーマ（※２）ごとに第１位～６位まで

　　　　　　　　　順位を付け、投票。

　　　　　　　　　その結果をもとに、配点（第１位６点･･･第６位１点）し、合計値により順位を決定。

　　　　　　　　　（※１）　写真には、各観光資源の名称や説明文等は付けず（記号のみ）

　　　　　　　　　　 　 （※２）　テーマ　：　「春」　「夏」　「秋」　「冬」　「祭り」　「スポーツ」　の６種類

結果発表等　　 「YOKOSO! JAPAN 東北 秋」の国際シンポジウム中で各テーマの第１位を発表。

　　　　　　　　　コンテスト結果を踏まえ、「東北広域観光パンフレット」を作成し活用する予定。

　　　　　　　　

各テーマの第１位に選ばれた写真

春

夏

秋

冬

祭り

スポーツ



１６年度「観光交流空間づくりモデル事業」採択地域の事業プラン概要

知名度の高い観光資源

豊かな自然

本物を体験

埋もれた観光資源

秋
田
県

白神

山地

男鹿 田沢湖

・角館

雄
物
川

・秋田市

・大曲市

・湯沢市

グリーン・ツーリズム

本物を食す

雄物川を体験

　　　　　　　　　平成16年度

　　　「観光交流空間づくりモデル事業」
　　　　　　　選定地域（東北地方）

○　雄物川流域　【秋田県】
○　最上川流域　【山形県】
○　いわき・北茨木・高萩　【福島県・茨城県】

【参考】１６年度の選定地域数（全国）
　　　　･･･１６地域（うち、東北３地域）

最上川流域（事業イメージ）

いわき・北茨木・高萩（事業イメージ）

雄物川流域（事業イメージ）
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１５年度「観光交流空間づくりモデル事業」採択地域の事業プラン概要



秋田エアポートライナー路線図

花巻空港

大館能代空港

庄内空港

秋田空港

白神山地
（4,000円）

能　　代
（2,500円）

男鹿半島
（3,000円）

秋田駅
（1,300円）

十和田
八幡平

（計画中）

玉川温泉
4,600円

乳頭温泉
（3,000円）

　田沢湖
（2,200円）

　角　館
（1,800円）

横手
（2,800円）

小安狭・秋の宮温泉
（4,800円）

象潟・鳥海
（計画中）

　　　　　　　　　　
運行中

計画中

・秋田空港～周辺観光地を結ぶ
　乗合タクシー

・低廉な価格、利便性の高い
　新たな空港アクセス手段

・環境に優しいＢＤＦ燃料使用

・集中予約システム導入、
　路線拡充を予定
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「会津ぐるっとカード」「仙台まるごとパス」「八戸えんじょいカード」の概要 
 

 会津ぐるっとカード 仙台まるごとパス 八戸えんじょいカード 

対 象 
エリア 福島県会津地区１６市町村 宮城県仙台市、松島町等７市町村 

山形県山形市（山寺） 青森県八戸市 

価 格 
(有効期間) 

大人２，６００円 
（２日間有効） 

大人２，５００円 
（２日間有効） 

大人７００円 
（１日有効） 

協賛施設数 ２８８ １２９ ８８ 
 
 
特 色 

HP 上で、目的地等を入力する

だけで交通機関・発着時間を含

むルートが自動的に表示される

システムを導入 
http://www.aizucard.com/ 

杜の都仙台を中心に、日本三景松

島や山形県山寺を含む広域エリ

アをカバー 

東北新幹線の終点・八戸を

１日自由に周遊 

導入時期 平成 15 年７月～ 平成 16 年７月～ 平成 16 年７月～ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「仙台まるごとパス」路線図 

「八戸えんじょいカード」

「会津ぐるっとカード」路線図 
(注)１６年４月より、柳津町が追加 
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「北東北ウェルカムカード」の概要 

１目的 

  この制度は北東北国際観光テーマ地区推進協議会（以下「テーマ協」という。）を構成

する青森県・秋田県・岩手県の市町村における外国人旅行客に対し、宿泊施設等を利用

する際の割引優遇等により、旅行の快適化及び滞在費用の低廉化を図り、来訪の一層の促

進を図るものである。 

 

２ウェルカムカードの内容 

   ウェルカムカード制度はテーマ協に加盟する市町村内の登録施設において、外国人旅 

行客がカードの提示により割引等の優遇を受けられるものである。 

(1) 正式名称 

  北東北ウェルカムカード 

(2) ウェルカムカードの利用対象者 

    外国人旅行客（滞在期間 1 年以内）及び外国人留学生 

  （原則としてパスポート（写し可）の提示を要する） 

(3) 利用方法 

  次のいずれかの方法による 

 ①ホームページ（http://www.northern-tohoku.gr.jp./welcome/）上で必要事項を記入し

たカードを予め印刷し、登録施設で提示する。 

 ②「北東北ウェルカムカードの運用の手引き（以下「運用の手引き」という。）」に印刷

されているカードに必要事項を記入し登録施設で提示する。 

(4) 特典内容 

  観光・飲食・物販施設等における料金割引や特産品・土産品のプレゼント等。 

(5) ウェルカムカードの有効期限 

    発行日から１年間 

３登録施設 

(1) 参加資格 

  原則としてテーマ協に加盟する市町村内の施設を対象とする。 

    ただし、当事業の特例措置として、テーマ協非会員市町村内の施設についても、特別  

会費を負担することにより参加を認める。 

(2) 登録手続 

    登録等に係る諸手続は事務局に対する書面提出をもって行うこととし、４半期ごとに  

受付を行う。 

(3) 登録施設の表示方法 

  ホームページにおいて、施設名・所在地・特典内容等を表示し、情報管理するととも  

に、各施設においては、無登録施設であることを証明するステッカーを店頭に掲示す

る。 

４その他 

  その他具体的な運用方針は運用の手引きによる。 

５運用開始期日 

  平成１６年４月１日から          
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「ス キ ー 場 活 性 化 調 査 フ ロ ー」

〔 〕１５年１２月 現 状 把 握

～１６年３月 ①スキー(冬季スポーツ)人口の推移

③スキー場関連施設等の現状

④スキー場までの交通アクセスの現況

⑤参考事例の収集・整理

⑥その他

〔 〕１６年１月中旬 アンケート内容等の検討

実行委員会における検討 (実行委員会の設置：別紙)

〔 〕アンケート等の実施

１６年１月末 ①モデル３スキー場（蔵王温泉、猪苗代、田沢湖）

～１６年３月 に対する顧客満足度調査

②宿泊施設、宿泊地に対する顧客満足度調査

③ツアー体験調査

④その他

〔 CS 〕等調査結果の分析・検討

１６年３月 ① 調査結果の分析

② 委員会における検討

実現可能な活性化策のシナリオ作成１６年４月

～１６年８月 (於：実行委員会)

活 性 化 策 の 実 証 実 験１６年１２月

( )～１７年２月 於：モデルスキー場

１７年２月

活 性 化 策 の シ ナ リ オ の 検 証、策 定～１７年３月

( 於：実行委員会 )
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○　現在、観光地・交通・宿泊に関する情報（ホームページ）が延べ７００件登録されて
　　 おり、検索も１4ジャンルに分かれて登録しているため、目的に応じて情報を調べ
　　 ることが可能です。

□ URL  :  http://travel.japan-tohoku.com/kankou/

○　このサイトには、東北運輸局のホームページ、東北広域観光推進協議会のホーム
　　 ページ(JAPAN TOHOKU GUIDE)からもアクセスすることが出来ます。

○　このサイトは、日本語のホームページはもちろん、日本語以外で開設しているホー
　　 ムページも、言語別にデータベース化しています。

「東北観光情報サイトデータベース」１０月２２日オープン
～東北の観光情報満載、簡単に検索できる情報サイト～

○　東北運輸局は、東北地域の観光振興の一環として、インターネット上に開設されて
　　いる東北各地の観光に関するホームページをデータベース化し、簡単に検索できる
　　Ｗｅｂサイト・システム「東北観光情報サイトデータベース」を開設しました。

 



☆「東北観光情報サイトデータベース」の概要

　◆　提供言語 （サイト内は全て言語別に作成しています）

５言語　　日本語、英語、中国語（繁体字、簡体字）、韓国語

　◆　情報の検索ジャンル

・観光地情報 観光施設、温泉、祭り、食、スポーツ（ゴルフ、スキー、その他）

・交通情報 航空、鉄道、バス、旅客船、レンタカー、タクシー

・宿泊情報 ホテル、旅館、民宿等

　◆　提供情報量（全言語）

７００件　（開設時）

　◆　情報提供の仕組み

登録されているＨＰのリンク集です

　◆　今後の予定

　　□　東北の観光
東北広域観光推進協議会が開設している「ＴＯＨＯＫＵ　ＧＵＩＤＥ」にリンクしています

　　□　ツアー造成の相談
現在は東北広域観光推進協議会プロモーションセンターを紹介しています

　　□　トピックス
東北の観光に関係する主なニュースを随時紹介しています

　　□　フリーフォト

※フリーフォトについても今後、画像数を増やして充実を図っていく予定です。

県別 ・ 四季別 ・ カテゴリ別 に整理しています

画像は解像度３５０以上なのでパンフレット等にも使用可能です

東北各県で開設しているフォト提供サイトに連携しています

東北各地の観光資源の画像を９０枚用意してありフリーにダウンロードが可能です

東北における観光振興の発展を図るため東北広域観光推進協議会と連携し
本サイトの充実を図ってまいります

　　情報の検索以外に、訪日外国人旅行者の増加を図る施策の
　　一環として特に海外のエージェントを意識して作られた機能



●｢駅または空港｣と｢観光方面｣を選択しただけで目的地までの二次交通情報が簡単検索！

●｢宿泊｣「温泉」「グルメ」「見る」などの各種観光サイトへもジャンプできる！

国土交通省東北運輸局Tel：022-791-7507 ／社団法人日本観光協会Tel：03-5205-0251

　東北ネクスト　東北ネクストごーごーごーごーＮＥＴＮＥＴ
東北６県の主要駅及び空港から目的地までのバス、タクシー等の二次交通アクセス情報をインターネットで
検索できる東北二次交通情報システム「東北ネクストごーごーＮＥＴ」　７月１４日オープン！

　　　

　　　　■パソコンでアクセス　 http://gogonet.nihon-kankou.or.jp/
　　　　■携帯電話でアクセス　 http://gogonet.nihon-kankou.or.jp/i/ 　
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