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2019 年 11 月 26 日 

理事長 清野 智 

 
全米旅行記者協会（SATW）の会議を東北地方に誘致！ 

～東北地方の多様な魅力を北米へ発信～ 

 

※ 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。 

 

 日本政府観光局（JNTO）は、2019 年 12 月 4 日（水）から 12 日（木）にかけて開催される、全米旅行記者協会

「Society of American Travel Writers（SATW）」フリーランス部会の会議「Freelance Council Meeting」を、東北

地方に誘致しました。SATW は、実績があり、発信力の高い記者らが多数所属している米州最大規模の旅行記者団体で、フ

リーランス部会の東アジア地域での開催は今回が初めてとなります。 

 本会議は、JNTO が SATW と連携し、一般社団法人東北観光推進機構の協力、東日本旅客鉄道株式会社および全日

本空輸株式会社の協賛をいただき開催します。本会議期間中に行われる視察旅行では、会議参加者である有力なフリージャ

ーナリストら約 40 名が、東北地方を中心とした視察を行います。JNTO が今年作成した、外国人旅行者が参加可能なアクテ

ィビティなどの魅力ある観光コンテンツを紹介した訪日旅行パンフレット「100 Experiences in Japan」に掲載されている、仙

台市の文化横丁バーホッピング（居酒屋巡り）などの体験型コンテンツを体験します。参加者自身の体験に基づいた情報発

信を促し、東北地方の認知度向上と旅行者数の増加を図ります。 

 JNTO では、今後も日本各地の魅力を発信するとともに、2020 年 3 月の羽田空港国際線の発着枠拡大に伴い、米国路

線の利便性が向上するこの好機を捉えて、引き続き積極的に各種プロモーションを行い、米国からの訪日旅行者数拡大に努

めます。                                                  

 

【取材について】 

取材を希望される場合は、別添の取材申込フォームにて、12 月 3 日(火)17:00 までに FAX にてお申し込みください。  

 取材に関するお問い合わせ先：株式会社ジェイアール東日本企画 ソーシャルビジネス開発局 北岡・木内 

TEL：03-5447-0960 FAX 03-5447-5864 

※なお、都合により視察行程等が変更になる可能性があります。また、運営上取材先の変更をお願いする場合がございますので 

予めご了承ください。 

 
 

■Society of American Travel Writers について 

米国、カナダなど 1,100 名以上の会員を有する米州最大の旅行記者の同業者団体。実績のある記者、フォトグラファー、エディター、プロデュ

ーサー等のみに所属が許されており、発信力の高い記者が多数所属している。同協会の一部会であるフリーランスのジャーナリストにより構成さ

れるフリーランス部会では、毎年記事執筆のための取材旅行・会議を実施している。今回初めてフリーランス部会が東アジアで開催される。 

＜過去の Freelance Council Meeting 開催状況＞ 

2019 年 米国・オハイオ州、2018 年 米国・カリフォルニア州、2017 年 バハマ（ホーランドアメリカクルーズ）、 

2016 年 米国・ルイジアナ州、2015 年 ペルー 

【お問い合わせ先】 

海外プロモーション部 欧米豪グループ 石本・大渡 

 TEL：03-6691-3892 E-mail：promotion_eao@jnto.go.jp 
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【概要】  

全米旅行記者協会「Society of American Travel Writers（SATW）」フリーランス部会会議および視察旅行 

■日 程：2019 年 12 月 4 日（水）～12 日（木） 

■参加者：全米旅行記者協会（SATW）フリーランス部会所属フリージャーナリスト等 40 名程度 

■参加者の主な行程：  

 12 月 4 日（水）日本到着  

12 月 5 日（木）仙台到着 午後～ 仙台市内視察 

          19:00～ オープニングセレモニー（ホテルメトロポリタン仙台 ４階 千代） 

          ※SATW 参加者、東北地方、観光業界関係者等 合計 100 名程度 

※18:45 代表者・来賓の写真撮影（場所：３階 曙東） 

※オープニングセレモニーの取材は、開場 18:30 から 19:30 まで可能となります。予めご了承ください。 

12 月 6 日（金）午前 会議「Freelance Council Meeting」（ホテルメトロポリタン仙台）※非公開 

12 月 6 日（金）午後～8 日（日）視察旅行  

コース テーマ 主な視察場所 ※時間は都合により変更の可能性があります。 

北部 
東北の大自然と 

文化体験 

青森 7 日  
09:00-10:45 A ｺｰｽ/ねぶたの家 ワ・ラッセ、B ｺｰｽ/青森街歩き 味とショッピング 

13:30-16:00 全体/奥入瀬渓流自然ガイドツアー 

岩手  8 日  
14:00-15:30  A ｺｰｽ/あさ開

びらき

酒造見学 

14:30-16:30  B ｺｰｽ/八幡平地熱染色 

南部 
食の魅力と城下町 

の歴史文化体験 

宮城 

6 日 
18:00-19:30  A ｺｰｽ/懐石料理 

17:40-20:30  B ｺｰｽ/文化横丁等バーホッピング 

7 日 
08:00-12:30  A ｺｰｽ/松島クルーズ・牡蠣漁体験(昼食含む) 

11:00-12:00  B ｺｰｽ/松島遊覧船 

福島 8 日 
13:45-15:30  A ｺｰｽ/会津武家屋敷、14:00-15:45 B ｺｰｽ/会津漆器工房

16:00-17:00  全体/末廣
す え ひ ろ

酒造見学 

西部 
地域に根付く伝統と 

食文化体験 

秋田 7 日 
09:00-10:45  A ｺｰｽ/角館街歩き、B ｺｰｽ/樺細工体験 

14:30-17:00  全体/なまはげ体験 

山形 
8 日  

11:50-15:00  A ｺｰｽ/加茂水族館・寿司づくり体験 

13:00-14:15  B ｺｰｽ/羽黒山 

15:15-19:30  全体/龍澤山善寳寺
りゅうたくさんぜんぽうじ

修行体験 

9 日 05:40-09:30  全体/龍澤山善寳寺
りゅうたくさんぜんぽうじ

修行体験 

12 月 9 日（月）クロージングランチ 山形県  

12 月 9 日（月）午後～11 日（水）ポストツアー（任意参加）①新潟県(三条鍛冶道場等)、②長野県(地獄谷野猿公苑等) 

12 月 12 日（木）日本出発 

別紙 



■日時場所：

　　　　　　　　①代表者・来賓の写真撮影　　

2019年12月5日(木) 18:45 　※オープニングセレモニー開始前

ホテルメトロポリタン仙台　３階 曙東（宮城県仙台市青葉区中央1丁目１−１）

　　　　　　　　②オープニングセレモニー　　　　　

2019年12月5日(木) 開場18:30～（取材終了19:30）

　　　　　　　　③視察旅行　　 　　　　　　　　　

2019年12月6日(金)午後～11日(水)

東北6県（ポストツアー：新潟県、長野県）※主な視察場所は別紙概要参照

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 名

撮影の有無 無 ・ 有

取材希望
（✔を入れてくださ

い）

ご来訪予定時間 時頃 ご退出予定時間 時頃

Tel:03-5447-0960

（　スチール　・　ムービー　（　ハンディ　・　ENG　））

□　①代表者・来賓者写真撮影

□　②オープニングセレモニー

□　③視察旅行→（具体的な取材希望行程：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

●取材に関するお問い合わせ先：株式会社ジェイアール東日本企画　ソーシャルビジネス開発局　北岡・木内

 株式会社ジェイアール東日本企画　ソーシャルビジネス開発局　北岡・木内　宛

送付先：  FAX　 03-5447-5864

【お申込期限】：2019年12月3日(火)17:00
上記送付先までFAXにて、本申込書あるいは下記全ての項目内容をお送りください。

全米旅行記者協会「Society of American Travel Writers（SATW）」

フリーランス部会

 オープニングセレモニー及び視察旅行

ホテルメトロポリタン仙台　４階 千代

取材申込フォーム

ご希望・

ご質問等

※　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。


