
 

 

2019 年 11 月 7 日 

理事長 清野 智 

 

独立行政法人 国際観光振興機構 

総務部 総務・広報グループ 

〒160-0004 東京都新宿区四谷 4-4-1 

TEL: 03-6691-4850 FAX: 03-6691-8787 

【概要】 

■主催：日本政府観光局（JNTO）、東北六県感謝祭実行委員会* 

■日時・会場： 

（１）台北会場：世界貿易センター3 号館（台北市信義區松壽路 6 號） 

11 月 16 日（土）12:00～19:00、11 月 17 日（日）10:00～18:00  

（２）高雄会場：高雄統一夢時代夢想広場（高雄市前鎮區中華五路 789 號） 

11 月 23 日（土）11:00～19:00、11 月 24 日（日）10:00～18:00  

■内容： 

・東北 6 県、民間事業者等によるブース出展。現地航空・旅行会社による PR。 

・東北の伝統芸能披露（和太鼓、花笠踊り、さんさ踊り）、東北の食・酒の試飲試食。  

■オープニングセレモニー： 

日時 出席者（予定） 

11 月 16 日（土）11：30-12：30 日本政府観光局（JNTO） 理事長  清野 智 

東北六県感謝祭実行委員会 会長 小縣 方樹 他 

11 月 23 日（土）12：00-12：30 日本政府観光局（JNTO） 理事 金子 正志 

【取材の申し込みについて】 

取材をご希望の方は取材フォーム（別紙）にて、申し込み期限までに申込先までメールにてお申込みください。 

 申込期限：（１）台北会場 11 月 14 日（木）、（２）高雄会場 11 月 21 日（木） 

昨年度イベントの様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※ 本リリースは国土交通記者会・交通運輸記者会、東北電力記者クラブに配布しております。 

 
東北最大の訪日促進イベント「日本東北遊楽日 2019」を開催！ 

～初めて台北、高雄の 2都市で開催します～ 

● 日本政府観光局（JNTO）は、昨年 13 万人以上が来場した東北最大の訪日促進イベント「日本東北遊楽日 2019」   

を、東北地方や民間事業者と連携し、台北市で 11 月 16 日（土）から 17 日（日）に開催します。また、6 回目を迎える

今年、初めて高雄市でも 11 月 23 日（土）から 24 日（日）に開催します。 

● より多くの台湾の方に東北の魅力を知っていただくため、台湾のライフスタイルを牽引するクリエイティブ集団「FUJIN TREE 

GROUP」と連携し、 東北と台湾の名産品のコラボレーション商品の販売も行います。 

● 台湾は訪日リピーター客が多い市場であり、東北地方への訪問者も年々増加しています。また、同地方への就航便も増加して

おり、台湾と東北地方の交流は今後ますます盛んになることが期待されます。 

● 東北地方への誘客を促進すべく実施する本イベントにぜひ取材にお越しください。 

【お問い合わせ先】  

市場横断プロモーション部 東北観光振興グループ 服部、藤瀬   

TEL：03-6691-3893 Mail: global_projects2@jnto.go.jp 

【取材お申し込み先】 

日本東北遊楽日 2019 日本事務局 

Mail: tohoku-taiwan2019@sp-ring.co.jp  

*構成員： 

（一社）東北観光推進機構、（公社）日本観光振興協会東北支部、 

青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、 

国土交通省東北運輸局 

mailto:global_projects2@jnto.go.jp
mailto:tohoku-taiwan2019@sp-ring.co.jp


■日時・会場：

①台北会場：世界貿易センター3号館（台北市信義區松壽路6號）

貴社名

部署名

ご担当者名

（記者名）
お役職

媒体名

メールアドレス

電話番号

ご参加者数

撮影の有無

取材希望

ご来訪予定時間 ご退出予定時間

ご希望・

ご質問等

日本東北遊楽日2019　日本事務局宛

送付先：メール tohoku-taiwan2019@sp-ring.co.jp

※個別インタビュー等をご希望の場合は、事務局にて調整が必要となりますので、事前にお知らせください。

②高雄会場：高雄統一夢時代夢想広場（高雄市前鎮區中華五路789號）

取材可能時間：11月16日（土）11:30～13:00

（オープニングセレモニー 11:30～12:30）

取材可能時間：11月23日（土）12:00～13:00

（オープニングセレモニー 12:00～12:30）

名

無　・　有　（スチール・ムービー（ハンディ・ENG））

　台北　　・　　高雄

時頃 時頃

【お問い合わせ先】

　市場横断プロモーション部　東北観光振興グループ　服部、藤瀬

TEL：03-6691-3893　Mail: global_projects2@jnto.go.jp

「日本東北遊楽日2019」取材申し込みフォーム

【お申込期限】台北：11月14日（木）、高雄：11月21日（木）

上記送付先までメールにて本申込書をお送りください。



  

                   
 

No.1９－０１３ 
2 0 1 ９ 年 1 1 月 ７ 日 

一 般 社 団 法 人 東 北 観 光 推 進 機 構 
公益社団法人日本観光振興協会東北支部 
東 北 運 輸 局 

台湾において東北観光ＰＲイベントを開催し 

東北観光の魅力を強力に発信します 

 

 今般、（一社）東北観光推進機構、日本政府観光局（JNTO）、（公社）日本観光振興協会東北支部及び

東北運輸局は、台湾において東北地方に特化したプロモーション事業を連携して実施いたします。 

 

特に 2014 年から始まった震災以降の台湾からの支援に感謝の意を表す「日本東北遊楽日」は、今年

で６回目となり、昨年は 1３万５千人もの来場者数を記録しています。 

この間、一時は週２便に落ち込んだ東北-台湾間の航空定期便が、2019年 10 月末現在週２３便（青

森空港週２便、花巻空港週２便、仙台空港週１９便）とアクセスが充実し、相互の交流を継続的に行っ

てきた結果が実を結んでいます。 

今年は、『Cross Culture TOHOKU & TAIWAN』と題し、現地企業とのタイアップにより来場者の

理解・共感を高め、興味喚起及び東北への送客を促進し、『ぜひ東北へ行ってみよう！』『また、東北に

行こう！』と思っていただけるよう、東北の魅力を台湾の皆様に強力に発信いたします。 

 

あわせて、現地旅行会社向けに東北観光セミナーや商談会を実施し、東北への旅行商品造成及び販売

を促進する「東北プロモーション in 台湾２０１９」を台北市、台中市、高雄市で開催いたします。 

  

以上のように、東北が一体となって各種プロモーションを集中的に行うことで、台湾における東北の

認知度向上と台湾から東北への旅行者の拡大を図ることを目的としております。 

 

記 

 

１ 「日本東北遊楽日 201９」 

 （１）日程：【台北会場】２０１９年 1１月１６日（土）～1７日（日） 

※オープニングセレモニー：1１月１６日（土）11：３0～1２：３０ 

※取材可能時間     ：1１月１６日（土）11：３0～1３：００ 

   【高雄会場】２０１９年１１月２３日（土）～２４日（日） 

※取材可能時間     ：1１月２３日（土）1２：０0～1３：００ 

 （２）会場：【台北会場】世界貿易センター３号館１フロア（台北市信義區松壽路 6 號） 

       【高雄会場】夢時代（ドリームモール）夢想広場（高雄市前鎮區中華五路 789號） 

 （３）主催：日本政府観光局（JNTO） 

       日本東北六県感謝祭実行委員会 

      （構成員：一般社団法人東北観光推進機構、公益社団法人日本観光振興協会東北支部、 

           青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、国土交通省東北運輸局） 



 （４）内容： 

  ・東北の伝統芸能等のステージパフォーマンス 

  ・東北の名産品の試飲試食、文化体験     

・現地企業とタイアップし東北の食材等を活用した商品開発・販売 ほか 

        

 

２ 東北プロモーション in 台湾 

（１）台北会場 

  ①日時：２０１９年１１月１９日（火）１４：０0～1９：０0 

②会場：国賓大飯店（アンバサダーホテル台北） ２階 国際庁、聯誼庁 

    （台北市中山北路二段 63 号） 

 （２）台中会場 

   ①日時：２０１９年１１月２０日（水）１０：００～１４：００ 

   ②会場：台中金典酒店（スプレンダーホテル台中） １１階 オリンパス 

（台中市西區健行路 1049 號） 

（３）高雄会場 

   ①日時：２０１９年１１月２１日（木）１０：００～１４：００ 

   ②会場：高雄福容大飯店（フーロンホテル高雄） ３階 水仙庁 

（高雄市鹽埕區五福四路 45 號） 

（４）主催：東北運輸局、東北ブロック広域観光事業推進協議会 

（構成員：公益財団法人日本観光振興協会東北支部、一般社団法人東北観光推進機構、 

国土交通省東北運輸局・東北６県等） 

 （５）内容：現地旅行会社等（各会場 100名程度）を対象とする東北観光セミナー、商談会 

 

※時間は全て現地時間 

 

 

 

 

 

 
【お問合せ先・取材申込み先】 

●「日本東北遊楽日 201９」について 

  日本政府観光局（ＪＮＴＯ） 市場横断プロモーション部 

東北観光振興グループ ／服部・藤瀬 

TEL:03-6691-3893 FAX:03-6691-8788 

Email：global_projects2@into.go.jp 

 

日本東北六県感謝祭実行委員会 事務局 

（一社）東北観光推進機構 事業推進部／村上・菅野 

TEL:022-721-1291 FAX:022-721-1293 

  

●「東北プロモーション in 台湾」について 

（公社）日本観光振興協会東北支部／ 廣瀬 

TEL:022-797-6490 FAX:022-797-6491 

 

東北運輸局観光部国際観光課／大崎・岡本 

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