
「新しい東北」交流拡大モデル事業 過年度事業の分類

商品造成タイプ プラットフォームタイプ

他の誘客手法構築タイプ 受入環境整備タイプ

海外市場

地域の事業者

選定事業者

７事業者（A：2,B：4,C：2）
福島民報、ダイヤモンドビッグ、
東武トップツアーズ、びゅう、近
畿日本ツーリスト、H.I.S.、JTB東
北、ミキツーリスト

海外市場

地域の事業者

選定事業者

２事業者（A：1,B：1）

仙台放送、R.P.I.

海外市場

地域の事業者

選定事業者

海外市場

地域の事業者

選定事業者

１事業者（C:1）

NTTドコモ

３事業者（B:1,C:1）

オリコム、サンフロンティア

商品造成・販売活動を通じて、
「海外における認知度不足」、
「仲介者の不在」、「地域におけ
る受入経験不足」という３つの段
階における課題に対応。

販売プラットフォーム構築を通じ
て、「海外における認知度不足」
と「仲介者の不在」の段階におけ
る課題に対応。

海外販路ではない売り方を通じ
て、「仲介者の不在」、「地域に
おける受入経験不足」の段階に
おける課題に対応。

受入環境を整えることで、実際
に訪れた者の満足度を高め、
再訪や周遊を促す。



冬の東北「樹氷;TOHOKU SNOW MONSTER」ブランドの商品展開

「樹氷；TOHOKU SNOW MONSTER」を活かした商品作り

樹氷で地域が連携

・東北七新聞社、各エリア自治体、スキー場、旅行
会社等官民が連携し【東北樹氷協議会】を設立。
次年度以降も継続して取組を進める体制を構築。

・ワークショップを通じて外国人留学生の意見を取り
入れ、受入体制や商品内容の改善につなげる。

持続的な体制の構築/地域住民への情報発信

・雪上車ナイトクルーザーで行く樹氷幻想ナイトツアー（オプショナルツアー）

・スキー場シャトルバス＋宿泊＋リフト券セットプラン（宿泊プラン）

・冬の風物詩、樹氷を堪能白い東北３日間・４日間（周遊型バスツアー）

・酒蔵見学＆地酒利き酒タクシー（オプショナルツアー）

≪商品例≫

≪主要エリア≫
・青森県八甲田
・秋田県森吉
・山形県蔵王

≪準主要エリア≫
・岩手県八幡平
・宮城県蔵王

・福島県西吾妻

各地の
素材

各地の
素材

各地の
素材

各地の
素材

周遊型旅行商品

事業イメージ

対象とするマーケット：アジア
対象とするセグメント：団体向け
メインテーマ：ネイチャー
対象地域：山形県（蔵王）、青森県（八甲田）、秋田県（森吉山）、岩手県
（安比八幡平）、宮城県（蔵王）、福島県（西吾妻）

実施した事業者：東北7新聞社協議会（福島民報社）
関係する事業者：ＪＴＢ東北、ＪＴＢグローバルマーケティング＆トラベル（ＫＡ
ＰＡＮＩＣＡＮ） 、電通
事業タイプ：商品造成タイプ
成果目標：旅行商品数 ４５コース、送客人数 3000人、宿泊者数 12,000人
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【事例】東北在住の留学生と作る「Go!Go!Tohoku!!」ブランド

・インバウンドの東北観光PRに特化したWEBサイト「Go!Go!Tohoku!!」を構築
・ロケツアーで撮影した動画を配信
・留学生によるモニターツアーの感想や東北観光スポット紹介記事の掲載
・ツアー内容の紹介 ⇒旅行会社のWEBサイトへ⇒ 独自ブランド商品として販売

東北アンバサダークラブ

・東北在住の留学生100名程度
・26か国出身、多様な言語に対応

① さくらんぼ狩りコース
中尊寺→さくらんぼ狩り
→仙台市内観光

② スキー体験コース
盛岡まち歩き→スキー
→仙台まち歩き

③ 蔵王樹氷コース
松島観光→蔵王樹氷
→仙台市内観光

④ 冬の東北体験コース
弘前観光→ストーブ列車
→秋田なまはげ

その他「奥の院」９コース

「Go!Go!Tohoku!!」

モニターツアー
ロケツアー

留学生組織を活用した商品開発及びＰＲ

海外現地
旅行会社
による販売

ＷＥＢ販売

旅行商品の造成

地元旅行会社が開発する
着地型旅行商品

たびすけ（青森）、アトラク東北（宮城）、
トラベル・リンク（岩手）、トラベルデザイ
ン（秋田）、トラベル東北（山形）

国内大手旅行

会社が造成する
発地型旅行商品

・阪急交通社
・福島ツーリスト

組み込み

独自ブランドで商品展開

外国人消費者目線の
観光資源評価

動画・ＳＮＳを活用したＰＲ

事業イメージ

対象とするマーケット：台湾、タイ、中国、ベトナム、インドネシア
対象とするセグメント：個人
メインテーマ： -
対象地域：東北6県

実施した事業者：仙台放送
関係する事業者：仙台放送エンタープライズ、阪急交通社、アトラク東北、ト
ラベルリンク、トラベル東北、トラベルデザイン、SＭＬ、サクランボ
事業タイプ：プラットフォームタイプ
成果目標：旅行商品 34コース、 送客者数 2840人、 宿泊者数 7460人
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【事例】インターナショナルスクール向け日本の原体験修学旅行

日本ならではの”原体験”をハブとした
“コミュニティ・マッチング”旅行

外国人コミュニティ単位での
グループツアー客

「岩手ティーンズカンファレンス」
「町民なりきりツアー」

「みちのくらあめんクエスト特別篇」

東北の“農”と“ものづくり”現場体験
「畑で食べる新米、セリ収穫体験」

「究極のお土産制作現場潜入ツアー」

岩手 宮城

外国人が「やってみたい」
体験を需要に応じ順次カ

スタマイズ

「体験をしに行ったらそこ
は東北だった」によって訪

問者増へ

ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｽｸｰﾙ
日本語学校生
留学生
日本への赴任者
武道教室外国人生
教会ｺﾐｭﾆﾃｨ 等

・同じコミュニティ内の不参加者や、母国関係
者への口コミの拡散。

・受入側コミュニティとの良好な関係が構築さ
れれば、定例行事として継続しやすい。

東北側コミュニティ単位での
受入体制

共創
交流

共創
交流

・ツアーを通した交流や参加者の体験談の集
積により、適切な需要把握と商品の最適化
を図ることができる。

・外国人コミュニティとの良好な関係が構築さ
れれば、次年度以降の継続的なセールス機
会を生みやすい。

持続性(外国人側) 持続性(東北側)

地域の旅行会社
教育機関（大学、専門学校）
地域おこし協力隊
地域産業関係者 等

外国人コミュニティの例 受入側コミュニティの例

事業イメージ

対象とするマーケット：在日外国人
対象とするセグメント：学生
メインテーマ：アウトドア
対象地域：岩手県、宮城県

実施した事業者：オリコム
関係する事業者：２フィールド、銀河鉄道観光
事業タイプ：他の誘客手法構築タイプ
成果目標：旅行商品 ４コース、宿泊者数 40人泊
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【事例】「東北と海外をつなぐ」訪日旅行誘客のための旅行商品造成・販売モデル

東北の旅行代理店が
抱える課題

外国人向けの商品企画力、情報
発信力、海外旅行代理店とのつな
がりなどが不足

≪着地型旅行商品販売≫※予定
（タイ） ＳＭＩ、Ｊ－ＰＬＡＮ、アサヒトラベル、

ＧｏｌＨＯＬＩＤＡＹ
（台湾）ｅｚｆｌｙ、福泰旅行社

≪日本行旅行商品造成・販売≫
（欧米） Ｉｎｓｉｄｅ Ｊａｐａｎ Ｔｏｕｒｓ
（シンガポール） Ｆｏｒｒｏｗ Ｍｅ Ｊａｐａｎ
（タイ） ＨＩＳ ＴＨＡＩＬＡＮＤ
（台湾）創造旅行社

海外旅行代理店が
抱える課題

≪着地型旅行商品例≫
・武士育成ツアー（弘前市）
・稲刈り付田んぼアートツアー（田舎館村）
・八戸横丁千鳥足ツアー（八戸市）
・種差海岸トレッキング＋漁船体験乗船（八戸市）
ｅｔｃ・・・

東北の観光情報、サプライヤー情
報が無く、商品を作ることができな
い

≪課題解決のための実施事項≫ 両者のマッチングを実施
◇富裕層や日本文化に関心が高い層を顧客に持つ国内外の旅行代理店
や海外プレス向けＦＡＭツアーの実施

◇ｗｅｂメディア、著名ブロガー、ユーチューバーによるプロモーションの実施
◇アメリカ最大の旅行商品販売サイトや大手着地型旅行販売サイトにて
東北カテゴリーを構築し旅行商品を販売

東北の旅行代理店≪外国人向け着地型旅行商品造成≫ 商品提供

≪日本行旅行商品造成・販売≫
（米軍基地内旅行会社）ＩＡＣＥ
（在日本米国ランドオペレーター）ＡＯＴ

≪着地型旅行商品掲載・販売≫
（ＯＴＡ）ＶＩＡＴＯＲ、ＶＯＹＡＧＩＮ

海
外
旅
行
代
理
店
及
び
Ｏ
Ｔ
Ａ≪

《
販
売
・造
成
販
売≫

パンフレット、各旅行
代理店ＨＰ、旅行商
品販売サイトにて商
品を販売

事業イメージ

対象とするマーケット：アメリカ、イギリス、オーストラリア、台湾、タイ、新嘉坡
対象とするセグメント：FIT
メインテーマ：キュイジーヌ、アウトドア、トラディション、ネイチャー
対象地域：東北6県

実施した事業者：ダイヤモンドビッグ
関係する事業者：会津トラベルサービス、たびのレシピ、たびすけ、ACプロモート、IGRいわて銀

河鉄道、松山観光バス、Travel Arrange Japan、英国/Inside Japan Tours、米国/IACE、Art of 
Travel、新嘉坡/X-trekkers、タイ/HIS、台湾/創造旅行、福泰旅行、煌星旅游網旅行、慶澤旅行

事業タイプ：商品造成タイプ
成果目標：代理店数 10社、旅行商品 35コース、 送客人数 300人、
延宿泊者数 600人

FY28-4



【事例】東京のホステルからの欧米人バックパッカー送客

ホステルでの東北イベント

◆岩手県の代表郷土料理わんこそばを
ふるまい、東北の食を体験してもらう。

◆インターネット旅行ガイドブック
「プラネタイズ」の映像放映及び旅行
会社各社が作成したパンフレット等
により東北観光への興味を喚起。

イベント内容

東北への送客

オプショナルツアーの販売

第1回 愛知県常滑市（７月２日）
対象：中国人旅行客

第２回 東京都浅草橋（12月初旬）
対象：欧米人バックパッカー

東北イベント 映像放映

◆インターネット旅行
販売サイト
「トリプルライツ」に
より東北各地の
着地型旅行商品を
販売

◆通訳案内士の協力による地元発の
ツアー

（訪日旅行客と通訳案内士をサイトで仲介）

⇒福島県と連携し、特例通訳案内士に
協力を呼びかけ
◆地元旅行会社が造成する各地域の
着地型旅行商品

ホテルコンシェルジュによる旅行の提案A

インターネットツアー
販売サイト
「トリプルライツ」上で
東北各地の着地型
旅行商品を販売

販売商品

事業イメージ

対象とするマーケット：欧米
対象とするセグメント：バックパッカー
メインテーマ：ネイチャー、他
対象地域：東北6県

実施した事業者：サンフロンティア不動産
関係する事業者：トラベリエンス
事業タイプ：他の誘客手法構築タイプ
成果目標：ツアー販売 10コース、送客人数 100人
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【事例】「宿泊×自転車シェア」東北のグリーンサイクリング

実施エリア

青森

三戸

遠野
一関
平泉

自転車シェアリングのイメージ

駅

宿泊施設

観光スポット

店舗

Ａ市

Ｂ町

Ｃ市

エリア内に設置されたポートで
自由に乗り捨て

提携による利用促進

・地域の民泊と旅行者をつなげるウェブ
サイト「STAY JAPAN」と提携。

・「STAY JAPAN」の登録宿泊施設で自転車
シェアリングを提供。

・大手コンビニエンスストア「LAWSON」と
提携。

・観光スポット近隣の店舗で自転車シェア
リングを提供。

弘前

事業イメージ

対象とするマーケット：アジア
対象とするセグメント：FIT
メインテーマ：シティ
対象地域：青森県（青森市、三戸町、田子町）、岩手県（遠野市、一関市、平泉町、久慈市）

実施した事業者：NTTドコモ
関係する事業者：ＮＴＴドコモバイクシェア
事業タイプ：受入環境整備タイプ
成果目標：利用者数 1230人

FY28-6



韓国個人旅行者を東北に集客する「東北路（TOHOKURO）」プロジェクト

東北路（TOHOKURO）プラットフォームの構築

韓国における東北旅行の市場調査

モデルコースの設定/モニターツアー
の実施（仮説設定/検証）

外国人受入環境整備
（電話多言語通訳サービス、セミナー開催）

商品（受入施設）開拓・造成、
TOHOKURO Webサイトによる販売

韓国プロモーションの実施

・インターネット経由での情報取得傾向が強い韓国において、パワーブロガー、FacebookやInstagram等のSNSを活用した
プロモーションを実施。

・韓国最大手の携帯電話会社「SKテレコム」と連携した販売促進キャンペーンや、訪日関心度の高い既存の九州路(KYUSHURO)
会員へのメールマガジン等によるプロモーションを実施。

東北路（TOHOKURO） スキーム図

事業イメージ

対象とするマーケット：韓国
対象とするセグメント：FIT
メインテーマ：シティ
対象地域：青森県（青森市、三戸町、田子町）、岩手県（遠野市、一関市、平泉町、久慈市）

成果目標：ツアー販売 4コース、宿泊者数 600人泊

実施した事業者：RPI
関係する事業者：Ｋｙｕｓｈｕｒｏ、ＶＩＳＩＴ東北、ビーボーン
事業タイプ：プラットフォームタイプ
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欧州サプライヤー事業者向け東北ツアー

サプライヤー対象ツアー

・これまで東北を通過していたク

ルーズ船の仙台港寄港を実現。

クルーズ客船による送客

飲食事業者向けツアーでの厨房視察
（ミキ・ツーリスト実施のツアーより）

【飲食事業者向け】

・日本食レストランの厨房視察

・調理器具店等でのショッピング

【交通事業者向け】

・バス会社のガレージ訪問

・バス会社責任者との意見交換

・バス配車システム等の実態視察

欧州での商談会

・東北のサプライヤー等を欧
州に招き、欧州の旅行会社
との商談会を開催。
【事業者数（※）】
・欧州側 １０社以上
・日本側 数社程度
（※ 応募状況により変動あり）

【celebrity Millennium】
総トン数：90,940トン
乗客定員：2,158名
乗務員数：950～1,000名

商談会（イメージ）

事業イメージ

対象とするマーケット：イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、スペイン
対象とするセグメント：グループ
メインテーマ：ネイチャー、トラディション
対象地域：福島県
達成目標：旅行商品 １コース、送客数 200人、宿泊者数 200人泊

実施した事業者：ミキツーリスト
関係する事業者：ミキトラベル
事業タイプ：商品造成タイプ
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スポーツイベントエントリーをセットにしたツアー

現地（台湾・香港・韓国）で受け入れられる
イベントの調査・選定

スポーツによる誘客促進

番号 日程 イベント名（開催市町）

① 7/9～11 オックスファム・トレイルウォーカー
東北（福島県二本松市・郡山市等）

② 9/17～18 ツール・ド・東北
（宮城県石巻市・気仙沼市）

③ 9/24～25 ツール・ド・三陸
（岩手県陸前高田市）

④ 10/2 岩手雫石ライド
（岩手県雫石町）

⑤ 10/23 猪苗代湖ハーフマラソン
（福島県猪苗代町）

⑥ 10/30 かまいし仙人峠マラソン
（岩手県釜石市）

⑦ 11/7～8 かみのやまツール・ド・ラ・フランス
（山形県上山市）

③

④
⑥

②

①

⑤

⑦

対象イベント

外国人アスリートの招聘を通じた
参加しやすいイベントづくり

地域の意見を反映させた
イベントを核とする旅行商品の造成

現地旅行会社のネットワークを活かした
販売展開

事業イメージ

対象とするマーケット：アジア
対象とするセグメント：グループ、FIT
メインテーマ：アウトドア
対象地域：岩手県、山形県、宮城県、福島県

実施した事業者：東武トップツアーズ
関係する事業者：博報堂、グッドチャリズム宣言プロジェクト、台湾/ライオン、
香港/ＥＧＬ、韓国/ＭＯＤＥＴＯＵＲ、新嘉坡/ＪＴＢアジアパシフィック、米国
/ＴＴＡ
事業タイプ：商品造成タイプ
達成目標：旅行商品 21コース、送客数 250人、宿泊者数 1,000人
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鉄道ＰＡＳＳで途中下車観光

オプショナルツアー
（東北6県50コース）

複数を自由に選択

宿泊（50施設）PASS類（３種） 新

オプショナルツアー

東京

北海道

【農家体験】
農家民宿に宿泊し、農業体験、田舎体験を実施。

【和菓子づくりと抹茶体験】

和菓子の手作り体験。自作の和菓子で抹茶を楽しむ。
藤田記念庭園の散策（ガイド付）。

【城下町古武道体験】
古武道体験をし、お茶とスイーツの飲食。

【漁港で漁師鍋ランチ】

漁師が旬の魚を選んで調理した漁師鍋を漁師と一緒
に楽しむ。種差海 岸の散策。

３種のRail Passとオプショナルツアー、宿泊を組み合わせて販売。

事業イメージ

対象とするマーケット：台湾、香港、中国、タイ、マレーシア、インドネシア
対象とするセグメント：FIT
メインテーマ：アウトドア、トラディション
対象地域：東北6県

実施した事業者：びゅうトラベルサービス
関係する事業者：JR東日本、台湾/創造旅行社、香港/JALサテライト、中
国/北京逸行国際旅行社、タイ/SMI、マレーシア/J-HORIZONS、インドネシ
ア/SMI
事業タイプ：商品造成タイプ
成果目標：旅行商品 50コース、送客数 3,000人、宿泊者数:2,000人泊
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東北TOMODACHIプロジェクト－特別な体験でFITの聖地に－

訪日外国人向け旅行商品の企画造成 特別体験プラン

特別体験プラン

◆２ to Go（２名催行フリープラン）

＜１日目＞ ＜２日目＞ ＜３日目＞

東京⇒ ＪＲ⇒ （ホテル泊）⇒ ⇒ （ホテル泊）⇒ ＪＲ ⇒東京

＜１日目＞ ＜２日目＞ ＜３日目＞

◆YOKOSO Ｊａｐａｎ Tour（バスツアー）

東京⇒ バス⇒（ホテル泊）⇒ ⇒ （ホテル泊）⇒ バス⇒東京

※フリープラン ※送迎 ※フリープラン

※添乗員同行・観光付 ※添乗員同行 ※添乗員同行・観光付

○東根市観光物産協会
地域ぐるみでの外国人観光客
の受け入れ体制の整備

▼体験プラン・・・果物狩り

○環蔵王連絡協議会
蔵王周辺の旅館、スキー場等の観
光事業者と連携した受入体制の整
備、観光ＰＲ

▼体験プラン・・・スキー、
雪上車乗車体験など

旅行商品イメージ

その他・・・
◆甲冑着付体験・・・・伊達政宗歴史館
◆着物＆抹茶体験・・・・・・・・梅らぶ

など

各国言語の案内
受入マニュアルの作成

受入体制の
サポート

事業イメージ

対象とするマーケット：台湾、香港、中国、韓国、タイ、シンガポール
対象とするセグメント：FIT
メインテーマ：アウトドア、トラディション
対象地域：宮城、山形、福島

実施した事業者：近畿日本ツーリスト
関係する事業者：近ツー東北、近ツーホールディングス、ＪａｐａｎＩｎｃ
事業タイプ：商品造成タイプ
成果目標：旅行商品 20コース、送客数 500人、宿泊者数:1,500人泊
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タイにおける個人型パッケージツアーの展開

タイ現地での販売強化 受入体制整備

コールセンター

航空券 ホテル

個人型パッケージツアー

滞在中の観光・移動を
サポート

HISタイスタッフの東北視察
5/23-27 6/13-17

HIS東北スタッフのタイ研修

タイ旅行博(TITF)出展
7/14-17

web・SNSでの情報発信
タイ現地でのTVCM等

仙台空港・仙台駅への
「旅先コンシェルジュ」設置

東北各県HIS店舗の
インフォメーションセンター化

コールセンター設置

ツアー販売

ツアー造成

通訳案内士試験の東北各県での開催（準会場制度）を支援
※現状は仙台会場のみ

パンフ等販売ツール作成

事業イメージ

対象とするマーケット：タイ
対象とするセグメント：FIT
メインテーマ：アウトドア、トラディション
対象地域：東北6県

実施した事業者：HIS
関係する事業者： -
事業タイプ：商品造成タイプ
成果目標:旅行商品 20以上、送客数:1,000人
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「東北美人へ変身する旅」東北域内周遊型旅行創出事業

・城跡での天守閣の再現、四季の移ろ
いの再現等ＡＲを活用した和服が似合
う撮影スポットを創出。

・着替えた衣装姿での街歩き、周辺観光、文化体験等を組み込んだ個人向け
着地型旅行商品、団体向け旅行商品の造成、販売。

・参画施設で提示することで美人の湯入
浴、東北美人に係るコトの体験などの
東北美人関連サービスの提供を受け
ることが可能。

・周遊旅行を促進するため、スタンプラ
リーの要素を付加。

：拠点

周遊を促す仕組み

東北美人関連サービス（イメージ）

ＡＲを活用した撮影スポット（イメージ）

東北美人手形

ＡＲを活用した撮影スポット

旅行商品の造成・販売

衣装レンタル・着付け拠点

事業イメージ

対象とするマーケット：アジア
対象とするセグメント：女性
メインテーマ：アート、アウトドア、トラディション、
対象地域：東北6県

実施した事業者：JTB東北
関係する事業者：ＪＴＢグローバルマーケティング＆トラベル、ＪＴＢコーポ
レートセールス、民族衣装文化普及協会、ライフブリッジ
事業タイプ：商品造成タイプ
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【取組① 地域の事業者と連携したプログラム造成】

【取組② 多様な販路形成（海外旅行会社と連携）】

【取組③ 多様な販路形成 （FIT旅行者の滞在中に購入）】

得られた成果

今後に向けた課題・活動の見通し

武士道/TOHOKU SAMURAI SPIRITS」サムライ魂の聖地ブランド化事業

全国ではアジア市場から欧米豪市場へのターゲットのシフトが見られるところ、インバウンドで出遅れた東北は欧米市場でも出遅れている。

欧米人の人気が高いサムライ関係の外国人向け体験型プログラムを
東北各地で創出。

○英国の富裕層向け旅行会社が初めて取り扱う日本ツアーにおいて、東北を組み込み、2018年度に催行。
○プログラムの幅を広げ、ライト層（子供、女性、家族連れ向け）からコア層（長期滞在での本格志向者向け）の受入れを目指す。
○他のコンテンツ(食、酒、自然、雪、温泉等)との組合せることで、東北への長期滞在及びリピーターの創出を目指す。

主な実施取組の内容

FIT旅行者向け販売サイト「JAPANICAN」に特集ページを構築。
SNSやアプリを活用し、欧米の武士道に興味があるユーザー
にピンポイントでPR

○目標を上回る販売実績。アジア市場も含め、国内の他の地域で人気のある東北でも武士道関係の体験プログラムの訴求力を確認。
〇旅行博や旅行代理店でのPRでは、 VR映像や紙で制作した甲冑の活用など、短い時間でインパクトのあるPR素材が好評であった。
○SNSやアプリを活用し、欧米の武士道に興味があるユーザにピンポイントでPRすることで、短期間で多くのファンを獲得することができた。
また、特に個人旅行者向けに、SNSやアプリから直接プログラムを予約できる販売動線を創出し、実際の販売につながった。

武士道/サムライへの興味の高い市場（西、英、独）の旅行会社を訪問。
造成した体験型プログラムを組み込んだ商品造成・販売を依頼。

欧米市場で人気のある「武士道/SAMUARI」を体感できるプログラムを東北の各地で造成・販売し、ターゲットを明確化したPRを
行うことで、欧米市場における東北の認知度向上や販路形成を図る。

背景・目的

対象とするマーケット：欧米
対象とするセグメント： -
メインテーマ：トラディション
対象地域：岩手県、宮城県、福島県等

実施した事業者：NTTドコモ
関係する事業者：イーストタイムズ、ＪＴＢ東北
事業タイプ：商品造成タイプ
成果目標：ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ造成 21個、送客人数：800人、宿泊数 1600人泊
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実施した事業者：東武トップツアーズ
関係する事業者：東北インアウトバウンド連合（アトラク東北）、台湾/ライオン、
東森旅游、Ｇｏ HOLIDAY、ＶＯＹＡＧＩＮ、ラーチーゴ、東森電司公司、東森
購物、Xin Media、タイ/ＨＩＳ
事業タイプ：商品造成タイプ
成果目標：素材開発 10素材、旅行商品数 20商品、送客人数 650人
延べ宿泊数 1,300人泊

【取組① 素材の開発・磨き上げと受入体制整備（受入側の課題解決）】

【取組② 旅行商品の造成（販売側の課題解決）】

6月に商品造成者+メディア13名を招請、意見交換会を実施し、取組①で作成
したユニットシート、個別素材シートの内容をもとに商品造成を行った。

○商品数、送客・宿泊者数全てで目標を上回った。「ユニットシート」の作成により、海外の旅行会社による商品造成の容易化を図ることができた。
○また、シートごとに詳細にターゲットの属性を設定することで、売り先を意識したPR活動を行い、商品内容や営業方針の改善に繋げることができた。

【取組③ 販売・プロモーション（消費側の課題解決）】

得られた成果

今後に向けた課題・活動の見通し

食材のふるさと「TOHOKU Nihonshoku & Sake Tourism」

訪日旅行者の中で日本食（和食）に関する関心度は高いにも関わらず、東北訪問経験者に限ると、食にお金をかけていないというデータ
があり、東北が訪日旅行者の消費を取り込めていないという課題が存在。

東北の「食・酒」に関する観光素材の開発と外国人旅行者の受入体制
整備のため下記取り組みを実施した。

○受入側では今回体系化した素材の活用、受入の積み重ねによるノウハウの蓄積などを通して、外国人の満足度を上げていく。
○販売側・消費側では、ユニットシートの精査、新たなシート作成を継続することで、海外旅行会社の商品造成の促進、更なる販売網の拡大を目指す。

主な実施取組の内容

番組の様子

2017年8月1日～2018年3月31日
除外日: 朝市の日が第2土曜日及び1月～3月の日曜日、水曜日、1/1・2・3、5/13

手仕舞い日
備考 ガイド 住所/TEL/営業時間

日曜・月曜ガイドなし 八戸市三日町25　八戸屋台村みろく横丁
TEL:0178-29-0815

サバコロッケ、塩手羽から揚げ、 八戸市新湊館鼻岸壁
サバから揚げの3品付 日の出～9時頃

朝食は各自払い 青森県八戸市湊町陸奥湊駅前
3時～12時

八戸市大字鮫町棚久保14-167
TEL:0178-51-8500

八戸市大字鮫町字小舟渡平9-19
0178-33-3636
11時半～14時

水曜休み 八戸市河原木字神才22-2
0178-23-9311
9時～18時

6,900円　陸奥湊朝市は5,200円
6,900円　陸奥湊朝市は5,200円
6,900円　陸奥湊朝市は5,200円
6,900円　陸奥湊朝市は5,200円

朝食
昼食
夕食

①
⑤

旅行形態 個人旅行
階層 マス層
性別 カップル、熟年夫婦
訪日経験 浅い

その他 ターゲット層

(※1)　8/6・13・20・27・9/3・10・17・24・10/1・8・15・22・29・11/5・12・19・26・12/3・10・
17・24・31は館鼻岸壁朝市、それ以外は陸奥湊駅前朝市を案内
(※2)　日曜・月曜はガイドが付きません。日曜・月曜は休みの店が多いのでそれ以外の曜日で設定する
ことをおすすめします。
(※3)　館鼻岸壁朝市のみガイドあり　陸奥湊駅前朝市はガイドなし

アクセス みろく横丁 東北新幹線「八戸」駅から車20分、東北自動車道八戸I.C.から車15分
八食センター 東北新幹線「八戸」駅から車20分、東北自動車道八戸I.C.から車10分

バス　30分

⑤
青森の美味しいものがなんでもそろう

なしショッピングセンター

対応可能人数 2名～40名 食事条件
館鼻岸壁朝市3品付　陸奥湊駅前朝市の場合は各自
八戸シーガルビューホテル　「海鮮チラシ」
-

料金

~9名 料金に含まれるもの ①横丁めぐりガイド料(カクテル1杯込)、②館鼻岸壁朝市ガイド料、②館鼻岸壁朝市3品、
10~19名 ④昼食代
20~29名 料金に含まれないもの バス代、通訳代、昼食時飲物代、駐車場代、旅行保険、陸奥湊駅前朝市での朝食代
30名以上

なし
(※3)地元食材の食べ歩き

なし地元名物海鮮チラシをお召し上がりいただきます

ユニット名 八戸街歩きユニット エリア 青森県八戸市

○
(※3)

4月～12月の毎週日曜のみ開催
地元食材の食べ歩き

概要

①
北の港町の夜は横丁を裏まで探訪

地元ガイドがアテンドすることも特徴。ローカルの暮らしぶりを堪能できるプラン。
最後の八食センターでは買い物ができるところも豊富。 7日前まで

設定期間

ユニットの
特徴

行程

所要時間 1泊2日

八戸シーガルビューホテル　「海鮮チラシ」　昼食

八食センター

バス　15分

④

②

夜のみろく横丁巡りから、翌日の朝の八戸の特徴である朝市の見学など1泊型のプラン。

所要:90分
八戸市内宿泊・・・翌朝バスで朝市へ

○
(※2)オリジナルカクテル体験「プリンス」

名称

館鼻岸壁朝市よりバス　15分　/　陸奥湊駅前朝市よりバス　20分

③
波打ち際まで覆う緑の絨毯と険しい

なし岩礁の織り成すコントラスト

みろく横丁巡り　バーホッピング

館鼻岸壁朝市　朝食　(※1)

陸奥湊駅前朝市　朝食　(※1)

種差海岸天然芝生地

日曜と第2土曜は休業　他は毎日開催

太平洋を望む絶景ホテルで

背景・目的

魅力が伝わっていないのには、受入側・販売側・消費側それぞれに課題があると考え、食に関する素材開発・受入態勢整備を行うとともに、
旅行商品造成及び販売・プロモーションを実施する。

現地のメディアとのタイアップなど、市場の特徴に応
じた販売・プロモーションを実施。

対象とするマーケット：台湾、タイ
対象とするセグメント：食に関心の高い層
メインテーマ：キュイジーヌ、トラディション
対象地域：東北6県
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実施した事業者：福島民報社
関係する事業者：ＪＴＢ東北、ＪＴＢグローバルマーケティング＆トラベル（Ｋ
ＡＰＡＮＩＣＡＮ）、電通
事業タイプ：商品造成タイプ
成果目標：送客数 1,800人、延べ宿泊者数 2,700人泊

【取組① 醸造酒の魅力を体験する旅行商品の造成】

○ 送客数は成果目標に達しなかったものの、延べ宿泊者数は目標値を上回る成果。特にアジア圏からの誘客が好調であり、日本酒への関心の高さを確認できた。
○ 参加した蔵元が一定のレベルで外国人対応ができるよう独自の説明資料を作成・提供し、蔵元における外国人観光客の受入環境を整備。

得られた成果

今後に向けた課題・活動の見通し

〇 より多くの蔵元の参画が得られるよう努めるほか、更なる蔵元の受入対応能力の向上を推進
○ 日本酒への関心が高い欧州諸国からの本格的な送客（今年度実績20人/96人泊）を目指した商品造成・在外旅行会社への情報提供を実施
○ あわせて、酒蔵を訪問する（又は訪問しすでに帰国した）外国人観光客向けのEコマースサイトを本格展開し、物販を促進

主な実施取組の内容

東北の44の蔵元と連携体制を構築し醸造酒
の魅力を味わうことができる外国人観光客
向けの旅行商品を造成

【取組② 受入環境整備】
各蔵元や酒の特徴等に応じた説明
ができるよう独自の説明資料を作
成。表面に日本酒の製造工程等の
基本情報、裏面に酒蔵ごとの代表
銘柄や貯蔵蔵の特徴等を記載

【取組③ 海外プロモーション】
日本酒への関心が高い欧州で海外の旅行代理店への販売促進活動のほか、
旅行博等に出展しプロモーション活動を展開。さらに国内空港及び宿泊
施設などでパンフレットを設置

■ツアー型旅行商品イメージ

■蔵元が使用する説明資料（八戸酒造）

■海外の旅行代理店訪問 ■チラシ ■パンフレット

「TOHOKU BREWING Tourism」～歴史と伝統を醸し出す旅～

東北各地の蔵元等と連携体制を築き、酒類や醸造工程による味わいの違いを蔵元等が外国人観光客にも分かりやすく説明できる
環境を整備するなど、外国人観光客向けの酒蔵ツーリズムのモデルを構築

近年、日本酒が世界的なブームとなっており、日本を代表する日本酒の産地である東北では様々な蔵元が位置するものの、多言語表記をはじめと
する受入環境整備が進んでおらず、蔵元訪問を盛り込んだ外国人観光客向けの旅行商品化もなされていないといった課題が存在。

背景・目的

対象とするマーケット：欧米
対象とするセグメント：ー
メインテーマ：キュイジーヌ
対象地域：東北6県
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イスラム教徒が安心して旅行できる「ムスリムフレンドリー」に基いた旅行施設のプランを開発し、今後増加が見込まれる東南アジアとの
交流人口拡大を図る。

【取組① 知識習得と受入意識向上に向けたワークショップの開催】

【取組② 「ムスリムフレンドリー」商品造成】

○ワークショップの開催等を通じて、１４施設において「ムスリムフレンドリー」対応プランを造成。初めてムスリム旅行者の受入に繋がった施設も存在。
○プレスリリースを通じたメディア掲載により、次年度以降５施設が「ムスリムフレンドリー」への対応を検討。

【取組③ 東南アジア市場をターゲットにした販売・プロモーション】

得られた成果

今後に向けた課題・活動の見通し

優しい東北「MUSLIM FRIENDLY TOHOKU」ブランド化・商品販売事業

宿泊施設の料理長を集めたワークショップ
を実施し、「ムスリムフレンドリー」について
の理解向上と参加施設拡大を促進。

○新たに取組に参加する施設に「ムスリムフレンドリー」や「二重チェック」の考えを説明し、イスラム教徒が安心して旅行できる体制を構築する。
○広域的な「ムスリムフレンドリー」の取組を促進することにより、点から面への展開を図る。

■NATAS

■調理場での説明

実施した主な取組の内容

旅行施設が「ムスリムフレンドリー」の考えに基づいたプランを開発し、
販売会社がそれを組み入れた旅行商品を造成。

販売会社も基準について「二重チェック」を実施したうえで、造成された
商品を東南アジアのイスラム教徒向けに販売。併せて、WEBサイトやメ
ディア等で取組のプロモーション。

背景・目的
多くのイスラム教徒を抱える東南アジアからの観光客は今後も増加が見込まれるが、宗派により実践方法に違いのあるイスラム教の
基準に対応した施設が東北では少ないことが課題。

対象とするマーケット：マレーシア、インドネシア
対象とするセグメント：ムスリム
メインテーマ：キュイジーヌ
対象地域：東北6県

実施した事業者：サニーサイドアップ
関係する事業者：ＪＴＢ東北、日本エスコフィエ協会、田辺勤事務所、ヌルハ
ンワールド
事業タイプ：商品造成タイプ
成果目標：旅行商品 12プラン、送客人数 1,000人、宿泊者数 1,500人泊
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実施した事業者：JTB東北
関係する事業者：東北6県バス協会連合会、ＦＵＮ Ｊａｐａｎ、ＪＴＢ国内旅
行企画
事業タイプ：商品造成タイプ
成果目標：送客数 200人、延べ宿泊者数 800人泊、乗換案内ＰＶ
200件(月)、Fun!Japanリーチ数 20万件(累計)

【取組① 価格訴求型のランドパッケージの造成】

○ 高速バスを利用したランドパッケージ造成、路線バスとの乗継検索システム提供により、外国人旅行者がバスで周遊できる環境を整備。
○ 送客数・宿泊者数は目標未達成。一方で、乗換案内ＰＶは目標を大幅に上回り、認知度向上や商品外での送客に貢献している可能性。

得られた成果

今後に向けた課題・活動の見通し

〇 利用者の移動動態や乗継情報の検索動向を踏まえ、モデルコースやランドパッケージを更に使いやすいものに改良
〇 高速バスと一般路線バスを活用した周遊モデルが、東北域内の観光地を周遊に便利なツールとして認知されるよう情報発信を展開
○ これらにより、ランドパッケージの販売増につなげる

主な実施取組の内容

「TOHOKU HIGHWAY BUS TICKET」（※）
を活用したモデルコースを策定し、それ
らを基にしてランドパッケージを造成し
販売

【取組② 情報発信】

四季折々の東北の観光素材を紹介
するFACEBOOK等による情報発信と
ともに、ランドパッケージの紹介
と申込みサイトへの誘導を実施。

【取組③ 一般路線バスとの乗継情報の整備】

高速バスで都市間を移動した
後、観光地へ向かう一般路線
バスとの乗継情報を容易に取
得できる乗換案内サイトを充
実

■旅行商品参加イメージ

■FACEBOOKでの発信

■乗換案内の環境を整備

■海外旅行博での発信

アナログ時刻データ

未登録時刻データ

乗換案内提供

東北における訪日外国人の周遊観光促進に向けたバス路線活用事業

高速バスを活用して、魅力的な周遊ルートを巡る価格訴求型のランドパッケージを造成・販売。あわせて一般路線バスとの乗継
情報を携帯端末で提供し、主にFITを対象に二次交通の改善モデルを構築

外国人観光客の誘客にあたっては、観光客の広域的な周遊の促進が不可欠であるものの、東北は交通結節点から観光地が離れていることが多い
ため観光地へのアクセスが悪く、特に外国人個人旅行者（FIT）に向けた二次交通の改善・充実が必要

背景・目的

（※）訪日外国人観光客を対象に東北域内の高速バスに
４日間または７日間何度でも乗り降りできるチケット。

対象とするマーケット：タイ、マレーシア、シンガポール、インドネシア等
対象とするセグメント：FIT
メインテーマ： -
対象地域：東北6県
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○東アジアの市場を中心に、目標を上回る商品造成・販売実績を達成。海外の旅行会社（アジア）は、既にゴールデンルートで訪日した顧客が多く、
特徴的な体験プログラムを組み込んだ東北の旅行商品への評価は高かった。

○民泊商品の受入家庭の確保にあたり、プレツアー・海外旅行博への帯同等、受入家庭と外国人とが触れ合う場を提供し、不安の払拭につながった。
○民泊等の特徴的な体験プログラムは、イメージが沸きづらく不安感を抱くため、海外旅行博等で対面での説明を伴う直接販売による効果が高かった。

得られた成果

今後に向けた課題・活動の見通し

【東北を個人旅行（FIT）の聖地に！】東北の今を人が伝える、東北TOMODACHIプロジェクト！
DMC東北（仮）プロジェクトを始動させます。一番届けたいのは民泊です。

全国のインバウンド急増から出遅れた東北では、海外の旅行会社との連携・協業やPRが進んでおらず、外国人に東北を扱う旅行書品を届ける販路が少ない
状況にある。特に、個人（FIT）型を対象にした特徴的なツアー商品が皆無。

○体験プログラムの内容について、営業・販売段階における価値の伝え方について、在日外国人の口コミを活用した情報発信などの改良を実施。
○DMC東北の取組みの強化（勉強会・情報交換会の実施、本事業で造成してきた商品の海外旅行博での販売）を実施。

主な実施取組の内容

【取組① 地域事業者と連携した「特別な体験プログラム」の造成】

特徴的な体験プログラムを入れた商品の造
成・販売拡大を目的に、
自治体・観光関連事業者等と連携した組織体
「ＤＭＣ東北」の立ち上げ。

【取組② 「DMC東北」の立ち上げ】

訪日経験の豊富な個人旅行者の目に留まるよう、民泊（ホームステイ）等
の「特別な体験プログラム」を組み込んだ旅行商品を造成。

背景・目的

勉強会（全7回実施） 外国人プレツアー（全4回実施） ご案内ツール作成（4言語）

民泊（ホームステイ）等の「特別な体験プログラム」を組み込んだ個人向け旅行商品の企画造成及び販売を行い、
バス及びタクシーなどの２次交通と組み合わせた商品の提供を行う。

対象とするマーケット：台湾、タイ
対象とするセグメント：FIT
メインテーマ：リラクゼーション
対象地域：東北6県

実施した事業者：近畿日本ツーリスト
関係する事業者：近ツー東北、近ツーホールディングス、ＪａｐａｎＩｎｃ
事業タイプ：商品造成タイプ
成果目標： 旅行商品 50コース、送客人数 600人、宿泊者数
1,500人泊
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【取組① 海外有名大学学生のスタディツアーに対するニーズ捕捉】

【取組② 訪日教育プログラムの造成・販売】
上記のニーズを踏まえた地域の資源を組み込みながら、復興の状況
や復興に取り組む人々の人間性などを学べる８コースの商品を造成。

○ 各市場ごとに、訴求力ある「教育要素」と「レジャー要素」のバランスを調整。通常の旅行商品より高付加価値の商品としての立ち位置を確立。
○ 大学内での周知・販売活動の協力者を開拓。特に中国では、西南交通大学、吉林大学との間でプロモーション協力に関する協定を締結。
また、アメリカではグローバル規模で国際交流を促進する非営利法人に対して教育旅行プログラムを提案し、合計108人・324人泊を受注。

【取組③ 大学等と連携した販売・プロモーションの実施】

得られた成果

今後に向けた課題・活動の見通し

中国・台湾・アメリカ向け訪日教育プログラムに関する商品造成・販売プロモーション事業

東日本大震災の被災経験や復興に向けた取組を踏まえた東北ならではのインバウンド誘客のポテンシャルがある一方、海外の大学生に対するスタ
ディーツアーはこれまで注目されなかった分野であり、国内外の事業者に造成・販売のノウハウがなく、参入するにはリスクが高いという課題が存在。

中国・台湾・アメリカの主要大学に在籍する外国人大学生90人に対し、
ウェブアンケート等を活用したニーズ調査を実施。
さらに、ニーズ調査結果から造成した仮プログラムについて、中国・台
湾・アメリカのターゲット大学の学生が参加したサンプルツアーを催行。

現地旅行会社を通じて販売を行うとともに、ター
ゲットとする大学やキーパーソンとの関係構築を
進め、学内外でのプロモーションを実施。

○事業主体をパソナグループが関わる東北のＤＭＯに完全移管し、国内大学との共同プログラム、被災地との連携プログラムの開発・造成などを地
域を巻き込んだ形で行う。また、今回のターゲット国における販売網の強化とともに、ターゲット国の拡大を段階的に進めていく。

中国・復旦大学での説
明会

案内デスクでの動画
配信

主な実施取組の内容

背景・目的

「訪日教育プログラム」の造成・販売等を通じて、親日・知日人材の増加を図るとともに、参加者による情報発信や再訪問等を促進し、
長期的・継続的な交流人口の拡大に繋げる。

対象とするマーケット：中国、台湾、アメリカ合衆国等
対象とするセグメント：スタディツアー
メインテーマ： -
対象地域：岩手県、宮城県

実施した事業者：パソナ
関係する事業者：VISIT東北、台湾・保聖耶管理顧問、米国・PASONA、中
国・保聖耶人材服務
事業タイプ：商品造成タイプ
成果目標：旅行商品 6コース、送客人数 150人、宿泊者数 750人泊
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対象とするマーケット：アメリカ、イタリア
対象とするセグメント：料理に関心のある層
メインテーマ：キュイジーヌ
対象地域：青森県、岩手県、山形県

【取組① 食にまつわる地域資源の開発と記事化による情報発信

【取組② フードツーリズム開発講座の実施】

地域で食をテーマに着地型旅行の造成や、外国人受入
に取り組む人材育成を目的とした講座を開催。

○送客数等の規模は大きくないが、参加した外国人の満足度は総じて高く、もっと金額を上げるべきとのコメントも見られた。
（東北の食を中心とした農山漁村における旅の魅力は、再訪や、口コミによる紹介（＝情報の拡散）につながりやすいとのコメントもあった。）

○専門誌による記事化を通じて、東北の「食」に興味・関心を有する外国人に対して、その魅力を正しく伝えるツールを整備できた。

【取組③ Gourmet Rideの企画・実施】

【取組④ 旅行商品の造成・販売】

得られた成果

今後に向けた課題・活動の見通し

青森、岩手、山形の食にまつわる地域資源を外国人目線
で記事化。
ＷＥＢサイト「The Cuisine Press」にて日英併記記事掲載。

○ 「Ｆｏｏｄｉｎｇ Ｔｏｕｒｉｓｍ」の付加価値をより深く追求するとともに、国内外において本取組に関する認知度を高めていく。
（ 商品の改良、「食の情報感度の高い人々」にターゲットを絞った情報発信、 Gourmet Rideの継続等を通じた東北の「食」の情報発信、拡散 等）

主な実施取組の内容

○「外国人が来日前に期待していたこと」「今回の訪日旅行でしたこと」「次回の訪日旅行でしたいこと」＝「日本食を食べること」⇒「食」は外国人旅行客にとって重要な要素。
○東北地方には山村漁村を中心に特徴ある食、食文化が豊富にあり、外国人旅行客にとっても魅力的なコンテンツではあるが、情報発信不足、受入れ態勢整備が不足。

青森、岩手で開発したコンテンツを記事で紹介するとと
もに、自転車で移動しながら地域の自然や食の魅力を
体験するイベント「Gourmet Ride(グルメライド)」を実施。 ■GourmetRide岩手の様子

■講座の様子
（青森県八戸市）

■販売サイト

Fooding Tourism 知的好奇心と味的好奇心を満たす東北の旅

背景・目的

東北の農山村や漁村を舞台に、「食」に高い興味・関心を持つ者を満足させる旅「Fooding Tourism」を展開。地域の食や食文化、その生産者、
料理人等にスポットを当てて外国人目線での情報発信を行い、交流人口の拡大につなげる。

Fooding Tourism商品を各地で開発。「食」に興味・関
心の高い外国人に向けた戦略的な情報発信を実施。

実施した事業者：料理通信社
関係する事業者：ＪＴＢコーポレートセールス 、ソラリススペース、Ｈ3ＦＯＯＤ
ＤＥＳＩＧＮ、デジタルサーフ、翻訳センターパイオニア
事業タイプ：商品造成タイプ
成果目標：旅行商品 15商品、送客人数 300人、宿泊者数 1200人泊、
ﾌｰﾄﾞﾂｰﾘｽﾞﾑ開発講座20名
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外国人向けに地域の「食」を体験できるプログラムを開発し、開催地ならではの魅力とあわせて、東北の各大会が一体的にPRすることで、
大会の訴求力向上や開催地における滞在人口や滞在時間の増加を図る。

全国ではマラソン大会等のスポーツイベントによるインバウンド需要が増加傾向にあるが、東北はイベントの知名度や地域全体でのPR等で出遅れ。
結果、インバウンドの参加者獲得に苦戦し、参加者についても開催地における滞在時間が短く、消費が低調といった課題が存在。

【取組① イベント開催地ならではの体験プログラムの企画・販売】

【取組② 海外の愛好家コミュニティ等への情報発信・プロモーション】

○アジア圏を中心にマラソン大会への参加意欲が高まっており、連携した大会における外国人参加者の大幅な増加（対前年比573％）。
○ 「食」などの地域の魅力とあわせたPRによる差別化や、東北で一体となって行ったPRによる東北の他大会への誘導（リピーター化）が確認。
○外国からの参加者には、家族等を伴う場合が多く、幅広い層が楽しめるプログラムの提供により地域における滞在人口・時間増加に一定の効果。

【取組③ イベント主催者と連携した受入体制整備、ノウハウの普及・展開】

得られた成果

今後に向けた課題・活動の見通し

東北の食産品×スポーツイベントの相乗効果による、人・モノの継続的な交流促進

イベント開催地の「食」に関連したインバウンド向
け体験プログラムを企画、実施し、開催地への滞
在期間や消費額の増加に寄与。

○欧米からの誘客に向け、在日の外国人コミュニティとの関係構築による継続的な交流拡大。
○「東北マラソン大会情報共有連絡会」に参加する各大会のプログラム充実・発展と参加大会の拡大と、地域の食産品への波及効果創出。

■東北マラソン大会
情報共有連絡会

■告知用パンフレット

■青森県弘前市体験プログラム

実施した主な取組の内容

ターゲット層の属するコミュニティに対する効率的な情
報発信を行い、他のイベントと差別化した東北へ誘客。

インバウンド誘客・受入環境整備に関するノウハ
ウをイベント主催者（自治体）間で共有し、継続
的に活動する仕組み（「東北マラソン大会情報共
有連絡会」）を立ち上げ。

背景・目的

対象とするマーケット：台湾、中国
対象とするセグメント：マラソン愛好家
メインテーマ：アウトドア
対象地域：青森、福島

実施した事業者：JTB西日本
関係する事業者：JTB東北
事業タイプ：商品造成タイプ
成果目標：送客人数100名
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【取組① 商品造成サポート】

【取組② プロモーション】

東北のツアー造成に必要な情報を海外の
旅行会社に提供する仕組みを構築し、セー
ルスの際の商材としても活用する。

○目標を上回る実績の達成。現地視察等を経て、富裕層向を顧客に持つ海外の旅行会社に、「東北は富裕層に売れる」との認識を与えることに成功。
（１人の代金で500万円を超える東京と東北だけのツアー（滞在１週間程度。）を催行。）

【取組③ 商品販売サポート】

得られた成果

今後に向けた課題・活動の見通し

海外富裕層向け高品質な東北の旅行商品を造成・販売する仕組み

海外の富裕層市場から日本に注目が集まっているが、東北の認知度は低く、「東北は富裕層向けの受け入れ体制が整っていない」と認識されている
という課題が存在。

英語圏の富裕層を客層に持つ国内外の旅行会社
と提携し、東北への視察を通じて、ツアー商品造
成・販売を行ってもらう。

富裕層を獲得に向け、東北旅行商品の販路開拓。世
界の富裕層向を顧客に持つ海外の旅行会社や主要
メディアなどとの間のネットワークを構築。

○旅行会社やメディアとのコネクションを活かして、情報発信・ツアー造成の働きかけを継続するとともに、アプローチノウハウを自治体等に展開する。
○BtoBサイトをBtoC向けに修正し、引き続き情報の充実させながら、アフィリエイト収益で運営する形式に移行を図る。

■BtoB用のWEBサイト・パンフレット

■北米旅行会社視察の様子

主な実施取組の内容

背景・目的

英語圏の富裕層に特化したコンテンツ開発・商品造成・販売サポートや、国内外の旅行会社と東北のサプライヤーを繋ぐBtoBマッチングサ
イトを作成により、商品造成の際に必要な情報を提供し、東北の商品が売れる仕組みを作る。

■ILTMアメリカの様子

対象とするマーケット：欧米
対象とするセグメント：欧米富裕層
メインテーマ：アウトドア、トラディショナル、リラクゼーション
対象地域：青森県、岩手県、宮城県

実施した事業者：ダイヤモンドビッグ
関係する事業者：会津トラベルサービス、たびのレシピ、たびすけ、ACプロモート、IGRいわて銀河鉄道、

松山観光バス、Travel Arrange Japan、英国/Inside Japan Tours、米国/IACE、Art of Travel、新嘉坡/X-
trekkers、台湾/慶澤旅行、創造旅行、福泰旅行、煌星旅游網旅行、タイ/HIS

事業タイプ：商品造成タイプ
成果目標：旅行商品 10商品、送客人数 100人、宿泊者数 200人泊
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現地レストランでのツアー参加者を招いた産品試食フェアや、在日
外国人向け東北産品試食フェアを実施。

○訪日経験者の多い市場（中国）では、想定よりも多いリピーターの獲得に成功し、釣りをメインコンテンツとする誘客の効果が確認できた。
○初訪日となる者が多い市場（ベトナム、インドネシア）では、東北の四季・自然体験コンテンツの１つとして釣りを入れた商品の可能性を確認できた。

得られた成果

今後に向けた課題・活動の見通し

体験型コンテンツを求める外国人旅行者が増加している中、自然の豊かな東北においては農業体験等のコンテンツは豊富だが、

水系観光資源を活かしたコンテンツは少ない。

○対中国向け釣り特化ツアーの造成（釣り具メーカーとの連携による高付加価値商品、釣りの歴史、文化体験の組入）
○訪日経験が浅い外国人向けの釣り＋観光、自然・郷土体験を組み合わせたツアーの追加や在日外国人の家族向けコンテンツの造成

主な実施取組の内容

背景・目的

「釣り体験」を提供する旅行商品を造成・販売するとともに、食材としての東北の水産物のＰＲとの連携させ、観光と食産業の一体的なプロ
モーションを展開することで、水系観光資源を活用した新たなツーリズムモデルを構築する。

東北水系観光資源との触れ合いを通じた、外国人観光客と地域産業の交流機会創出

東北の釣り名人等と連携して、釣り体験をメインコンテンツとした商品造成

地域の水産関係事業者と連携して、外国人が釣り体験を満喫するた
めの受入環境整備や水産物等の試食販売会、加工場見学を実施。

【取組② 地域の水産関係事業者と一体となった受入環境整備】

【取組① 「釣り」を活用した旅行商品の造成】

【取組④ 訪東北リピーターの創出に向けた取組】

【取組③ 旅行商品のプロモーション・販売】

対象国の旅行会社等への営業活動や、担当者やインフルエンサを
招聘したファムツアーの催行等を通じた広範な情報発信を実施。

対象とするマーケット：台湾、中国
対象とするセグメント：マラソン愛好家
メインテーマ：アウトドア
対象地域：青森、福島

実施した事業者：JTB西日本
関係する事業者：JTB東北
事業タイプ：商品造成タイプ
成果目標：造成商品 13本、送客人数 300名、宿泊者数 900泊、リ
ピーター率 1％
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「TOHOKU WONDER PROGRAM」～東北の文化をインバウンドの力で再興する

事業の概要

事業目的課題

・欧米外国人観光客の東北への誘客が伸び悩んでいること。
・信仰への関心の希薄化、担い手不足等による行事の存続危機。

実施した事業者：株式会社第一広告社
関係する事業者：祭主催者等、（一社）ﾏﾂﾘｽﾞﾑ，（株）JTB他
事業タイプ：受入環境整備タイプ
成果目標：旅行商品 10本、送客人数 385人、延べ宿泊日数 600
人泊

対象とするマーケット：イタリア、フランス、アメリカ等
対象とするセグメント：個人、団体向け
メインテーマ：トラディッション
対象地域：東北６県

事業イメージ

事

業

内

容

ワンダーな東北をプログラム化

ナマハゲPG

小浜紋付祭PG

東北の祭 体感型PG
秋田県男鹿市の少子高齢化。

行事が消滅した町内で
ナマハゲ行事の復活！

福島県二本松市の伝統行事。
外国人の参加により山車の曳

き手不足解消に貢献！

東日本大震災の被災地
岩手県・宮城県・福島県の
体感型のお祭りに参加！

信仰や行事に関心の高い欧米諸国にプロモーション
BIT2018（イタリア・ミラノ/10月）への参加及びプロモーション
SITV2018（フランス・コルマール/11月）への参加及びプロモーション
各種販売サイトでのプロモーション・販売 / 販売サイトへの誘導 / 東北
大学の留学生を発信者とした情報発信

プログラムの実施・課題解決（地域活性化）

・外国人観光客が、地域の一員として情報発信
・ニュース性の高さを活かし、各種メディアへ効果的にニュースリリース
⇒造成したツアーを行うだけでなく、それを様々な形で情報発信し、
東北の行事や信仰等の文化に対する関心を高める。

事業終了後の継続性
本事業で連携する各自治体や地域のプレーヤーが、本事業をモデルと
して、新たな旅行商品を造成。地域課題解決の手法としてインバウンド
を活用するプログラムを構築し、更に継続・拡大してインバウンドを受入
れる。

・欧米の興味に合致するテーマ「信仰・行事」での交流人口拡大。
・外国人の参加というニュース性等による、地域活性化や行事の再興。

東北の祭や行事をテーマとした旅行商品を欧米外国人に販売するため、①受入対象地域の検討、②外国人ニーズを満たすための
受入課題の整理や関係者との調整、③造成した商品のプロモーション活動等を行い、交流人口拡大や地域活性化を図る。
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TOHOKU Local train Tourisum ～“ﾛｰｶﾙ列車の旅といえば東北”の認知拡大を目指して～

事業の概要

東北の鉄道事業者、海外旅行会社などと連携を図り、①東北のﾛｰｶﾙ列車素材の開発・体系化・受入体制整備、②旅行商品造成・
販売、③送客につながる情報発信・PR活動の3つの取り組みを通して、“ﾛｰｶﾙ列車の旅といえば東北”という認識拡大を目指す。

事業目的課題

実施した事業者：東武トップツアーズ株式会社
関係する事業者：鉄道事業者、（一社）東北ｲﾝｱｳﾄﾊﾞｳﾝﾄﾞ連合他
事業タイプ：商品造成タイプ
成果目標：東北ローカル列車素材の開発・体系化10、海外発着旅行
商品 25本、送客人数 700人、延べ宿泊日数 1,400人泊

対象とするマーケット：台湾、フランス等
対象とするセグメント：個人、団体向け
メインテーマ：シティ
対象地域：東北６県

事業イメージ

事

業

内

容

各所と連携を図り、下記取組を実施。東北旅行の可能性を最も期待できる訪日成熟度が高い台湾及び欧米豪への広がりの足掛かりとして、滞在日
数・消費金額が多いフランスをメインターゲットに設定する。

“ローカル列車の旅といえば東北”の認知拡大を目指し、東北交流人口の継続的拡大へ

東北のﾛｰｶﾙ列車素材の開発・体系化受
入体制整備

鉄道事業者、在日外国人ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ、
東北ｲﾝｱｳﾄﾊﾞｳﾝﾄﾞ連合と連携

◆外国人視点を入れて、東北のﾛｰｶﾙ列車
素材を開発・体系化

◆素材ｼｰﾄ、ﾋﾞｼﾞｭｱﾙｼｰﾄ作成
◆ﾛｰｶﾙ列車沿線の観光
ｺﾝﾃﾝﾂの開発

◆外国人に“刺さる”ｽﾄｰﾘｰ作り
◆2020年に向け「東京＋東北列車」を体系化
◆指さし会話ｼｰﾄ、受入ﾏﾆｭｱﾙの作成

売れる旅行商品造成・販売
台湾・ﾌﾗﾝｽの旅行会社と連携

◆台湾、ﾌﾗﾝｽ商品造成者を招請し、東北
ﾛｰｶﾙ列車を体験してもらう

◆素材ｼｰﾄの内容、PR方法、ﾀｰｹﾞｯﾄ設定など
について意見交換会を実施

◆開発した商品の市場性検証
◆着地型商品を扱うｻｲﾄでの
商品造成・販売

※既に各社と連携調整済み

情報発信・プロモーション
台湾ﾒﾃﾞｨｱなどと連携

国ごと、ﾀｰｹﾞｯﾄごとにそれぞれ効率的なPR手法を
用い、費用対効果を最大限に高める
【一例】
◆台湾ﾃﾚﾋﾞ局と連携(番組制作、TVｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ)
◆旅行ﾒﾃﾞｨｱやSNSの活用
◆旅行博出展
商品造成の拡大を目指したBtoB営業も実施

2017年8月1日～2018年3月31日
除外日: 朝市の日が第2土曜日及び1月～3月の日曜日、水曜日、1/1・2・3、5/13

手仕舞い日
備考 ガイド 住所/TEL/営業時間

日曜・月曜ガイドなし 八戸市三日町25　八戸屋台村みろく横丁
TEL:0178-29-0815

サバコロッケ、塩手羽から揚げ、 八戸市新湊館鼻岸壁
サバから揚げの3品付 日の出～9時頃

朝食は各自払い 青森県八戸市湊町陸奥湊駅前
3時～12時

八戸市大字鮫町棚久保14-167
TEL:0178-51-8500

八戸市大字鮫町字小舟渡平9-19
0178-33-3636
11時半～14時

水曜休み 八戸市河原木字神才22-2
0178-23-9311
9時～18時

6,900円　陸奥湊朝市は5,200円
6,900円　陸奥湊朝市は5,200円
6,900円　陸奥湊朝市は5,200円
6,900円　陸奥湊朝市は5,200円

朝食
昼食
夕食

①
⑤

旅行形態 個人旅行
階層 マス層
性別 カップル、熟年夫婦
訪日経験 浅い

その他 ターゲット層

(※1)　8/6・13・20・27・9/3・10・17・24・10/1・8・15・22・29・11/5・12・19・26・12/3・10・
17・24・31は館鼻岸壁朝市、それ以外は陸奥湊駅前朝市を案内
(※2)　日曜・月曜はガイドが付きません。日曜・月曜は休みの店が多いのでそれ以外の曜日で設定する
ことをおすすめします。
(※3)　館鼻岸壁朝市のみガイドあり　陸奥湊駅前朝市はガイドなし

アクセス みろく横丁 東北新幹線「八戸」駅から車20分、東北自動車道八戸I.C.から車15分
八食センター 東北新幹線「八戸」駅から車20分、東北自動車道八戸I.C.から車10分

バス　30分

⑤
青森の美味しいものがなんでもそろう

なしショッピングセンター

対応可能人数 2名～40名 食事条件
館鼻岸壁朝市3品付　陸奥湊駅前朝市の場合は各自
八戸シーガルビューホテル　「海鮮チラシ」
-

料金

~9名 料金に含まれるもの ①横丁めぐりガイド料(カクテル1杯込)、②館鼻岸壁朝市ガイド料、②館鼻岸壁朝市3品、
10~19名 ④昼食代
20~29名 料金に含まれないもの バス代、通訳代、昼食時飲物代、駐車場代、旅行保険、陸奥湊駅前朝市での朝食代
30名以上

なし
(※3)地元食材の食べ歩き

なし地元名物海鮮チラシをお召し上がりいただきます

ユニット名 八戸街歩きユニット エリア 青森県八戸市

○
(※3)

4月～12月の毎週日曜のみ開催
地元食材の食べ歩き

概要

①
北の港町の夜は横丁を裏まで探訪

地元ガイドがアテンドすることも特徴。ローカルの暮らしぶりを堪能できるプラン。
最後の八食センターでは買い物ができるところも豊富。 7日前まで

設定期間

ユニットの
特徴

行程

所要時間 1泊2日

八戸シーガルビューホテル　「海鮮チラシ」　昼食

八食センター

バス　15分

④

②

夜のみろく横丁巡りから、翌日の朝の八戸の特徴である朝市の見学など1泊型のプラン。

所要:90分
八戸市内宿泊・・・翌朝バスで朝市へ

○
(※2)オリジナルカクテル体験「プリンス」

名称

館鼻岸壁朝市よりバス　15分　/　陸奥湊駅前朝市よりバス　20分

③
波打ち際まで覆う緑の絨毯と険しい

なし岩礁の織り成すコントラスト

みろく横丁巡り　バーホッピング

館鼻岸壁朝市　朝食　(※1)

陸奥湊駅前朝市　朝食　(※1)

種差海岸天然芝生地

日曜と第2土曜は休業　他は毎日開催

太平洋を望む絶景ホテルで

など

素材ｼｰﾄイメージ

商品イメージ

今年、東北ﾛｰｶﾙ線乗り放題のﾊﾟｽが発売開始されるなど、今はﾛｰｶﾙ
列車認知拡大のﾁｬﾝｽだが、情報不足など販売側・受入側・消費側そ
れぞれに問題があり、海外旅行会社が商品化しづらい状況にある。

観光素材として大きなﾎﾟﾃﾝｼｬﾙがあるにも関わらず、海外に訴求でき
ていない“東北のﾛｰｶﾙ列車”の認知拡大を図り、販売側・受入側・消
費側それぞれの課題を解決して東北の交流人口の拡大を目指す。
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オタク・プチセレブ向け 日本遺産伊達文化×オタク文化 「Date Otaku Experience」

事業の概要

海外の伊達オタク・オタクプチセレブ（年収2,000万円以上）をターゲットに、インバウンドの伸びが東北で相対的に低い被災3県を
中心に伊達氏を江戸時代の東日本最大の貴族ととらえなおし、造成・プロモーション・販売

事業目的課題

・東北被災3県のインバウンド伸び率が低い。
・コアファンの獲得ができていないため継続性が弱い。

東北被災3県にて実施し、ターゲットを明確化し、オタク・伊達オタクと
いったコアファンを獲得し、継続的な東北への来訪客獲得を実現

造成
4~6月

• 伊達オタク（殿様プチセレブツアー）

• 伊達コンテンツ各種の造成 6種

広報
7~9月

• SNSプロモーション

• 富裕層向けメディア活用

• オタク向けコンテンツによる広報

販売
9~2月

• 国内・海外旅行代理店間接販売

• 自社窓口による直接販売

実施した事業者：KADOKAWA
関係する事業者：VISIT東北、クールジャパントラベル
事業タイプ：商品造成タイプ
成果目標：旅行商品 6本、送客人数 60人、延べ宿泊日数 180人
売上：36,000,000円

対象とするマーケット：中国、アジア圏、欧米（フランス等）
対象とするセグメント：富裕層、日本歴史に関心のある層
メインテーマ：トラディション
対象地域：福島、宮城、岩手

事業イメージ

事業の内容
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事業の内容

「東北プレミアムサポーターズクラブ」を新規に設立。旅行会社、サプライヤー(ホテル、旅館、体験施設など)
地域DMOをメンバーとして、東北の高品質で且つラグジュアリーな旅行を販売する仕組みを構築

事業の概要

事業の概要：

事業目的課題

東北プレミアムサポーターズクラブ(以後TPSC)を作り、旅行会社＋サプライヤー＋地域DMOが一致団結した
チーム組織を作り、恒常的に高品質な旅行商品を造成・販売する仕組みの構築を実現する

高品質な観光商材開拓不足。商品告知や営業ルートの脆弱さ。効果的
なPR,持続的な誘客施策不足。官民、民民の連携不足 ガイドの質不足

TPSC内で、ニーズを汲み取り、特別サービスの提供、新商品の商品
造成・販売につなげ、恒常的で高品質な東北旅行商品が売れる仕組みを
構築する。また、ガイドのスキルアップ教育も東北で行う。

シンガポール、欧米などの富裕層や優良な客層を持つ国内外の旅行代理店と東北のサプライヤー(旅館、ハイヤー会社、体験施設等) 地域DMOを
「東北プレミアムサポーターズクラブ」という一つの連合体として取り纏め、各社の強みを其々が共有し、より高品質な商品を恒常的に造成・販売する仕組みを
構築する。メンバーには基準を設け、富裕層向け高品質な商品のみにフォーカスする。
１．クラブ組織の目的と会員メリット
「高品質な商品を開拓・造成・集客し、東北に広く貢献する」ことに賛同する企業のみが会員(初年度20社)となり、強い共同体として東北を継続販売できる。
■旅行会社メリット =東北視察を通して、東北をより深く知る機会を得ることができ、さらにサプライヤーから高品質なサービスを高付加価値で提供してもらえる。
■サプライヤーメリット =良質な顧客を持つセラーに自社製品を高単価で積極的に販売してもらえる。
■地域DMO他 = PR、誘客施策をクラブ組織に補ってもらえる。地元の新商品開発につながる施策が可能になる。
２．クラブ会員への情報提供を通して販売につなげる
会員向け専用サイトを構築。各社からの最新情報を掲載。会員限定商品や特別展などよりコアな情報展開を行う。
会員向けニュースレターの発行(年4回)) 特に「東北の職人」、「高級旅館」、「特別体験」 「交流機会」 をテーマに発行し、新たな商品造成につなげる。
３.プロモーションサポート 海外へのセールコール(アメリカ、イギリス)を実施し、会員企業の商品のPRや東北ファムツアーへの誘客を行う。
4. セールス強化施策 東北でクラブ会員の視察ツアー＋商談会を実施。東北を実際にみて、納得して販売につなげる。その手配や宿等は、会員企業が行う。

展望： 東北サプライヤーにとっては、旅行会社から富裕層を受け入れる上での改善ポイントのアドバイスをもらえたり、実際に旅行者を受け入れる機会が増える
ことで、レベルを上げることが出来る。旅行会社にとっては、新たな旅先の提案機会が増え、売り上げ増を見込める。また、会員企業同士の連携が進み、高品質
の商品が作りやすい環境ができる。徐々に会員企業を増やすことで、さらに連携を広げ、富裕層のニーズやノウハウを会員企業が持つことで、受け入れ整備の充実
にもつながり、世界でも有数の観光地になる礎ができる。

対象とするマーケット：欧米、シンガポール
対象とするセグメント：富裕層
メインテーマ：アウトドア・トラディショナル・リラクゼーション
対象地域：東北６県

実施した事業者：ダイヤモンド・ビッグ社
関係する事業者：日本の窓、クリル・プリヴェ、リージェンシー・グループ、
Follow Me Japan PTE.LTD、たびのレシピ
事業タイプ：プラットフォームタイプ、商品造成タイプ
達成目標：旅行商品数 10件、送客人数 70人、延べ宿泊日数 200泊
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【目指せ！ダイバーシティ東北】東北地域における「ＬＧＢＴツーリズム」普及と交流促進モデル事業

事業の概要

世界的に急成長し、多大なる経済効果が見込める「ＬＧＢＴツーリズム」市場の取込のために、ＬＧＢＴが気持ちよく、安心して旅行が
できる環境整備およびツアー商品の造成・販売で、「ＬＧＢＴフレンドリーな東北」を発信する。

事業目的課題

富裕層も多く、リピートが期待される「ＬＧＢＴツーリズム」での東北の認知度
不足と、受入れに対してのノウハウが不足している

ＬＧＢＴ受入のノウハウを持った施設等を増やし、ＬＧＢＴ層が安心して旅行で
きる東北を確立。交流人口の拡大、経済効果をもたらすことができる。

実施した事業者：株式会社新通
関係する事業者：株式会社アウト・ジャパン
事業タイプ：商品造成タイプ、受入環境整備タイプ
成果目標：旅行商品 送客人数 360人、延べ宿泊日数 800人

対象とするマーケット：世界全域
対象とするセグメント：ＬＧＢＴの方
メインテーマ：特定マーケット
対象地域：東北全域

「ＬＧＢＴフレンドリー東北
推進委員会（仮）」設置

自治体、観光局、賛同施設、民間企業、民間団体、現地旅行会社、
国内旅行会社、ＬＧＢＴ支援企業、広告プロモーション会社で組織・運営。

「ＬＧＢＴツーリズム」

セミナーの実施
東北６県主要都市で、ＬＧＢＴに対する理解や受入体制に関する
セミナー及び賛同施設の募集。

 実施事業の分析・ブラッシュアップ
 東北域内の施設・団体・企業に対し継

続的な実績紹介・研修の実施による
販売網拡大

 ＬＧＢＴ関連メディアを通じた取組・実
績紹介と、さらなる誘客に向けたＰＲ
活動。

 推進委員会に収入をもたらす運営体
制・仕組みの構築モニターツアー実施

および検証

ＬＧＢＴのインフルエンサー、在日のアシスタント・イングリッシュティー
チャー（ＬＧＢＴの方）、旅行関連エージェント、海外のＬＧＢＴ関連メディアを
招聘。ツアー実施後、参加者による発信および協同でのツアー企画。

プロモーション、

旅行商品の造成販売

・ＬＧＢＴ旅行客の受入体制が整備された施設や観光地へのＦＩＴ型ツアー
・季節ごとに企画したイベント連動型や体験型の団体ツアー の造成

【２０２０年に向けて】
ＬＧＢＴフレンドリーを契機とした

あらゆるマイノリティが交流しやすい
「ダイバーシティ東北」へ！！

◎「ＬＧＢＴフレンドリー」な東北の
認知拡大

◎リピーター及び新たなＬＧＢＴ層の
取込による交流人口拡大

事
業
終
了
後

多言語対応（英・西・中）した専用ウェブサイト設置で、ＬＧＢＴフレンドリーな
東北を全世界にＰＲするとともに、ツアーを販売する施設やエージェントにリ
ンクした商品を掲載（関連メディアのプレスリリースやウェブ広告、インフルエ
ンサーによる発信でサイトへの流入を図る）。

ツアー実施後は内容の検証をし、賛同施設・団体・企業と情報共有して、ブ
ラッシュアップを常時行う。

事業の内容

事業イメージFY30-5



TOHOKU  NEW  湯治TOUJI  STYLE （Hot Spring ＆ Activity Program）ブランドの確立と
温泉地をベースにした長期滞在型東北体験プログラムの開発・構築・連携・販売事業

事業の概要

温泉・湯治、ヘルスツーリズムをテーマにした訪日外国人向けの温泉長期滞在型東北体験プログラムを地元と共同で開発・構築し、
各拠点を連携し、プロモーション、プログラム・ツアー販売、リピート施策により継続できるビジネスモデルの実現を図る

事業目的課題

インバウンドの全国的な急増の流れにのりきれていない東北への誘客（東北へ
のリピーター客の獲得）とインバウンド向けのテーマのある旅コンテンツの開発

○「湯治」をテーマとし、東北の特徴である温泉に長期滞在⇒湯治体験に加え、
様々なアクティビティの体験⇒東北のコアなファンを獲得
○インバウンド向け健康×長期滞在のプログラムの具現化

実施した事業者：株式会社新通
関係する事業者：株式会社マインドシェア、株式会社新通
事業タイプ：商品造成タイプ
成果目標：旅行商品 送客人数 100人、延べ宿泊日数 300人

対象とするマーケット：フランス、ドイツ、オランダ
対象とするセグメント：ＬＧＢＴの方
メインテーマ：ヘルスツーリズム
対象地域：かみのやま市、花巻市、青森市（秋保温泉、玉川温泉）

事業の内容

運動
東北の

アクティビティ

栄養
東北の郷土・伝統料理、

魅力ある食材

休養
温泉、湯治× ×

温泉地をベースにした訪日外国人向け長期滞在型東北体験プログラムの開発

酸ヶ湯温泉、青森県観光連盟、花巻温泉：花巻観光協会、
かみのやま温泉：山形版ＤＭＯと連携して推進する

長期滞在型東北体験プログラムの検証
①個人向けプログラムの検証⇒在日留学生・外国人モニターツア－

②団体向けプログラムの検証⇒海外旅行会社ファムツア－

長期滞在型東北体験プログラムの確立・受入体制整備・各拠点連携
プログラムの商品化、ツアー造成、販売ルート開拓

東北体験プログラム（旅行商品）の販売・実施

運営事務局を提案社内に新たに設置し次年度以降もサポート
①新たな地域・事業体の参画を促す。
②プログラムのブラッシュアップ・バリエーション増
③ブランドサイト運営を各地域事業体の広告費徴収で運営
する仕組みの構築

④プログラムを運営する各地域事業体のネットワークが連携
してプロモーション

⑤東北体験プログラムを旅行商材として整備
⑥国内向けの様々な東北旅行商品にプログラムを取り入れて
販売

⑦旅行会社等の販売事業者への斡旋をネットワークで進める

次
年
度
以
降
の
取
組

周
知
・
販
売

①WEBブランドサイト開設 ②外国人向けフェイスブック開設
③インフルエンサー・在日外国人プロモーション
④海外旅行博出展 ⑤現地旅行会社にツアー商品紹介

①海外現地旅行会社での販売 ②提案社での販売
③同業他社での販売 ④体験プログラム実施事業者での販売

欧米のウェルネスツーリズム市場は拡大傾向。東北の魅力の一つである温
泉・湯治文化を活用、新たなインバウンド市場として健康×旅市場を開拓
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事業の内容

教育を通じて東北に活気を！「東北エデュケーショナルプロジェクト」

事業の概要・定量的な成果目標

◆事業の概要：
東南アジアの現地旅行代理店・教育機関と連携して教育を目的とする東北への誘致を進め、東北の各大学と連携してその受け皿
とする。東北各地の観光のみならず、将来的に東北留学や就職・定住へと導き、少子化を交流人口で解決する。

●少子化に伴う教育機関の衰退・労働人口減
●東北の認知度不足

【東北の教育機関でのインバウンド受入れ】
●東北の震災教育実施による理解の深化
●東北の文化体験・教育交流の実施
⇒留学を通じた交流人口の増加

●留学生の増加
●東北のファン固定化

事業の 訪日外国人（インバウンド人材）の力を東北の力に！訪日外国人（インバウンド人材）の力を活用した
コンセプト 交流人口の増加により、将来的な留学・就職・定住へ導く一連のプロモーションを実施

課
題

事業目的課題

少子化に伴う東北地域における教育機関（大学・専門学校
等）の利用者人口を増やすことが急務である。

東北の各教育機関にて、インバウンドに向けた学びや体験の
機会を提供することで東北地域を「教育」で盛り上げていく。

●海外における教育への熱の高まり
●日本の教育へ対する海外での評価の高さ

機
会

解
決
の
方
向
性

将
来
的
な
効
果

実施した事業者：株式会社JTB
関係する事業者：学都仙台コンソーシアム、みやぎ教育旅行等コーディ
ネート支援センター、北限のゆず研究会など
事業タイプ：商品造成タイプ
成果目標：送客人数 800人、延べ宿泊日数 1600人

対象とするマーケット：インドネシア、マレーシア、オーストラリア
対象とするセグメント：団体向け
メインテーマ：教育旅行
対象地域：宮城、岩手、福島

１．留学⽣受⼊のための各種プログラムの整理・造成・提供
・各学校の短期留学プログラム、学術交流・視察プログラム

⇒各学校からの情報提供
・「東北の今に出会い、世界の未来に出会う旅」プログラム
・東北ならではの⽂化体験プログラム

⇒地域との連携
２．現地教育機関との連携（企画提案・募集）
・姉妹提携⼤学との連携、協⼒高校の情報整理

３．現地旅⾏代理店によるニーズに合ったプログラム提案とプロモーション
・現地（インドネシア・マレーシア・オーストラリア）対象者への
アンケート調査を実施し、留学に対しての実態把握

⇒現地旅⾏代理店・東北各⼤学へフィードバック
・現地代理店にプログラム提案
４．継続的な情報発信
・デジタルメディアＦＵＮ ＪＡＰＡＮによる定期的な情報配信

FY30-7 事業イメージ



事業の内容

三陸沿岸地域における海外現地企業向け国際交流型研修旅行「イノベーションツーリズム」の造成・販売

事業の概要・定量的な成果目標
事業の概要：海外現地企業をメインターゲットとし、大震災から7年を経てなお再生・復興の途上である三陸沿岸地域において、産業人材育成に向けた
国際交流型研修旅行「イノベーションツーリズム」を造成・販売し、参加者と対象地域の相互の事業発展と人材育成を通じて地域の発展と交流人口拡大に繋げる。

事業目的課題

ターゲット

沿岸部の観光客数は未だに震災前に戻らない低調な状況が続く。
県内や近隣県など国内観光客の誘客に注力する中、外国人との交流が
少なく、インバウンド受入体制等の整備も途上。

強み ①宮城県・岩手県沿岸部の多様な主体・メインプレイヤーとの連携
②台湾・インドネシアなど各国現地企業、海外代理店との繋がり
③30年以上実践を続ける人材育成・教育研修の実績・ノウハウ

プロダクト

プロモーション

大震災を経験した沿岸部でこそ経験ができ、海外からの参加者と対象地域
の双方が新しいアイデア・新しい出会いで結び合うプログラムを造成し、
相互の事業発展・人材育成を通じて地域の発展と交流人口拡大に繋げる。

◆メインターゲット
日本と同様に海に囲まれており、地震や津波等に直面する島国である台湾・
インドネシアを中心とした海外の現地企業・関連団体（ローカルおよび日系）
◆セカンドターゲット
・海外各国（主には台湾、インドネシア、中国、韓国、香港等）の
現地政府機関関係者、教育機関関係者、自治体関係者 等

・リーダーシッププログラム…被災・復旧・復興の各フェーズごとに合意形成を行っ
てきた企業担当者や経営者から人を巻き込むまちづくりのリーダーシップを学ぶ。
・イノベーションプログラム…震災後新たな取り組みに挑戦する企業担当者から
新たな価値創造のためのヒントを得る。

・各国現地旅行代理店へのアプローチ・販売プロモーション
・事業者現地法人が有する現地企業・団体ネットワークへのアプローチ
・事業者と接点を持つ各国政府・自治体・教育機関、企業関係者へのアプローチ

実施した事業者：株式会社パソナ
関係する事業者：イーハトーブ東北、VISIT東北
事業タイプ：商品造成タイプ
成果目標：送客人数 100人、延べ宿泊日数 200人

対象とするマーケット：台湾、インドネシア
対象とするセグメント：団体向け
メインテーマ：国際交流型研修旅行
対象地域：宮城、岩手

事業スキーム
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事業の内容

（対象地域：東北六県全域）

Experience Fruit Picking in TOHOKU  ～東北の「農芸品」の魅力を伝える～

事業の概要

東北はリンゴやサクランボなど果物の全国有数の産地である。安全で高品質な東北産果実を世界に発信するとともに、
外国人観光客向けの果物狩り体験ツアー商品を展開することにより 【Fruit＝ＴＯＨＯＫＵ】 の定着を図る。

観光農園の訪日外国人への対応の遅れ・整備不足
郊外に立地する観光農園が多く、公共交通機関での訪問が困難
東京電力福島第一原子力発電所事故による根強い風評

課題 事業目的

Ｆｒｕｉｔ＝ＴＯＨＯＫＵのブランディングと観光農園受入体制の整備
個人の外国人旅行者向け交通手段としてレンタカー利用の促進
安全に栽培されている東北の産地見学により原発事故風評を払拭

自由に観光可能なレンタカーと東北の体験型果樹園を組み合わせた旅行商品
「Ｅｘｐｅｒｉｅｎｃｅ Ｆｒｕｉｔ Ｐｉｃｋｉｎｇ in TOHOKU～東北の「農芸品」の魅力を伝える～」 を世界に宣伝・販売

コンセプト

プログラム造成構図
・東北七新聞社協議会
・ＪＴＢグループ ・観光果樹園 ・クーコム
・新聞社系列旅行会社

フルーツを直接摘み取る体験

Ｅｘｐｅｒｉｅｎｃｅ Ｆｒｕｉｔ Ｐｉｃｋｉｎｇ in ＴＯＨＯＫＵ

東北の果物のおいしさを体感

“果物王国・東北”の認知拡大

〈〈ツアープログラム〉〉
東北は、四季折々の果物を収穫できるため
通年で販売可能な旅行商品を造成する。

送客ターゲット⇒アジア、中東諸国
・お土産としての持ち帰り規制が緩やか
・高級フルーツとして輸出拡大に期待
■インバウンド対応果物狩りプログラム
・予約システム、現地対応の仕組みを整備
■果物狩り体験付き特別レンタカープラン
・首都圏（成田空港・羽田空港）から東北へ
・仙台空港から東北へ
・各県主要駅から東北へ
■生産農家支援プログラム

〈〈旅行のプロモーション・販売展開〉〉

◆海外プロモーション
タイ、イスラエルへ誘客プロモーション
◆収穫方法を伝えるパンフレット
果物が傷まないような摘み方を分かりやすく説明
◆農業従事者と外国人の接点を創出
外国人と触れ合った農家が外国人をより身近に
◆フルーツ観光農園サイト「Ｊａｐａｎ Fruit」と連携
東北の果物を自国へ持ち帰りやすい仕組みづくり
◆「復興ホストタウン」の交流促進
復興支援への感謝を伝え、外国人ファンの創出

〈〈レンタカーの利用促進でアクセス整備〉〉

・モデルコース造成 ・ドライブ動画作成

〈〈東北地域へ周知拡大〉〉

東北の地方紙で情報発信し訪日観光を実感する

旅行会社によりツアーを継続商品へ

東北のコアなファンを獲得

実施した事業者：株式会社 福島民報社
関係する事業者：東北七新聞社協議会、JTB東北
事業タイプ：商品造成タイプ
成果目標：販売する旅行商品数20件、送客数1,700人、延べ宿泊
日数2,550人泊

対象とするマーケット：タイ、香港、シンガポール、中東諸国
対象とするセグメント：団体向け、レンタカー
メインテーマ：フルーツ
対象地域：東北６県
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外国人旅行者の誘客による交流人口拡大・観光復興に向けて、
１．岩手県を中心とした北東北への来訪のきっかけ、滞在の満足度を向上させるコンテンツの拡充と磨き上げ
２．「オール岩手」で外国人旅行者を受け入れる機運醸成・意識啓発（＝126.8万人県民コンシェルジュ計画）
３．外国人旅行者の誘客や地域内周遊促進に向けた情報発信の土台構築

を行うことで地域の自立的な取り組み拡大を図る。

事業概要

課題 事業目的

誘客のフックとなる新たなコンテンツを開発する
ための「エリア検討会」を沿岸12市町村でのべ
12回開催。コンテンツの拡充とともに、外国人に
選ばれ売れる商品について岩手県内で15商品
程度の開発を目指す。

岩手県民が推奨する「売りたいもの」と外国人旅
行者の嗜好にマッチした「売れるもの」、また、旅
行会社等の造成・販売側や外国人旅行者自身
が求める「現地情報」を収集し、北東北の観光コ
ンテンツ一覧を作成。今後、旅行商品の販売や
外国人旅行者対応のツールとして活用予定。

② 各調査エリアにおける「エリア検討会」の
開催

③ 北東北観光コンテンツ一覧作成

岩手県内への外国人旅行者誘客と受入促進の
ための課題を把握し、目指すべき方向性を検討
する場として運営。最終回は沿岸13市町村で構
成する「岩手三陸連携会議」と合同で、「いわて
三陸観光復興推進フォーラム」として開催。

主な取組

① 「観光コンテンツプロデュース会議」の
開催

岩手県を中心とした北東北インバウンド誘客推進調査・検討等業務

テーマ

第1回：事業の方向性、調査エリアの選定等
第2回：調査エリアにおける検討状況と商品

開発の検討方針等
第3回：これまでの検討結果を踏まえた各調

査エリアの魅力を活かしたインバウ
ンド向け商品の構築等

第4回：いわて三陸観光復興推進フォーラム

参加者
①有識者委員（2名）
②実践委員（3名）
③その他観光・復興関係者 等

エリア (１)県北 (２)県央 (３)県南

テーマ

第1回：調査エリアの現状把握と課題の共有
第2回：調査エリアで強みにしたいコンテンツ

の魅せ方の検討
第3回：調査エリアの魅力を生かしたインバ

ウンド向け商品の構築
第4回：エリア検討会(計４回開催)のまとめと

オペレーション方法
第5回：いわて三陸観光復興推進フォーラム

にて各調査エリアによる成果発表

参加者
①実践委員 1名×3地域
②地域事業者等 10～20名程度×３地域 素材シート（日・英） 案内ツール（日・英・中（簡・繁）・韓 ）

外国を中心に根強い風評被害の影響に加え、そもそも外国人受入
体制が未成熟な部分があるなど、全国的なインバウンド急増の効果
を享受できていない。

新たなコンテンツの発掘や商品開発、情報発信、地域の関係者の意識
醸成に取り組むとともに、市場と結びつきの強い民間事業者等と地域と
のネットワークを構築し、地域の自立的な取組の拡大につなげ、将来の
外国人の交流人口拡大を図ることで観光復興を目指す。



○成果
・実践委員による旅行商品造成支援を通じて、岩手県における観光コンテンツ商品(海外旅行会社への提案ツール)を多数造成。
→具体的には、海外旅行会社向けの旅行商品造成は15商品が目標だったが、旅行商品の提案数は140件で、そのうち体験素材68商品を造成。
→体験素材68商品については、「体験資源・素材提案シート」(商品として必要な基本情報)を作成し、英語翻訳を実施。
→特に、 68商品のうち42商品については英語、中国語（簡体字・繁体字）及び韓国語に翻訳し、本業務で作成した案内ツール「いわて周遊案内帳

Iwate ‘Connectrip’ Planning Guide ～あなたがつなげる、いわて旅～」に掲載。
・機運醸成や意識啓発のため、岩手県内の主要メディアであり、地域との強固なネットワークを持つ「新聞社」「テレビ・ラジオ」による一般向けの情報発
信を定期的・継続的に実施。
→具体的には、公告掲載（岩手日報10回）、新聞記事掲載（岩手日報2回、読売新聞1回、東海新報2回）、岩手朝日テレビニュース放映1回、IBC岩手

放送ニュース放映2回、IBC岩手放送ラジオ告知1回を実施。
→ＳＮＳによる観光コンテンツ調査による一般からの提案数は37件。
→第1回～第4回エリア検討会への延べ参加者数は174人。
→「いわて三陸観光復興推進フォーラム」への参加者は約120人。

○ＳＮＳによる観光コンテンツ調査（8月～9月）
○観光コンテンツプロデュース会議（9月（第1回）、11月（第2回）、1月（第3回）及び3月（第4回）※）
○観光コンテンツプロデュースエリア検討会（10月（第1回）、10月・11月（第2回）、12月（第3回）、2月（第4回）及び3月（第5回）※）
※第4回会議及び第5回エリア検討会については3月19日に宮古市で「いわて三陸観光復興推進フォーラム」（＝成果発表会）として合同開催。

○造成した商品同士を結ぶ周遊型商品として「北山崎サッパ船アドベンチャー、龍泉洞、浄土ヶ浜」等は、自然の驚異を結ぶ商品として旅行会社が次年
度商品として動き始めている。

○内陸部の世界遺産中尊寺と、沿岸部の玉山金山黄金探訪体験を結ぶ黄金の国といったテーマ商品も造成に動いている。

取組のスケジュール

取組結果の分析

○反省
・台湾を中心に4月（桜）、10月（紅葉）の来訪者が多いが、夏季の底上げが必要。
・岩手県では2017年3月に「いわて国際戦略ビジョン」を策定しており、2019年は「三陸防災復興プロジェクト2019」や「ラグビーワールドカップ2019™釜石
大会」の開催に加え、大型外港クルーズ船の寄港等、岩手県にとって「ビックイヤー」となるため、引き続き取り組むべき課題についての調査・収集・分
析が必要。

・宮古・室蘭間フェリーの就航や三陸鉄道による久慈～盛間一貫経営の開始に加え、復興道路や復興支援道路の整備等、三陸地域と内陸地域や県
外を結ぶ交通インフラの整備もすすんでいることから、拠点となる「道の駅」の活用等、復興の先を見据えた岩手県を中心とした北東北の地域間連携
や機運醸成、意識啓発の方法について検討を行うとともに、「ビッグイヤー」に向け、多様かつ多数のステークホルダーが参画する、外国人の交流人
口拡大を図るための受入体制構築が必要。

事業終了後の動向

岩手県を中心とした北東北インバウンド誘客推進調査・検討等業務



取組① 「国際防災・危機管理研究 岩手会議」エクスカーション

取組② コンテンツの磨き上げ（ファムトリップ）

陸前高田（復興最前線ツアー）→釜石（根浜・鵜住居）
→宮古（田老）ほか

○専門家向けとして好評であり、今後は国際会議等の機会に本事業で造成した専門家向けプランが活用可能。
〇ファムトリップ等を通じ、防災・復興コンテンツだけでなく、他の一般観光を含める等、より受容度の高い一般向けのプログラムを開発することが出来た。

取組③ プログラムの造成・販売
エクスカーション及びファムトリップの結果を踏まえ、実際にプログラムの造成・販
売を実施。

得られた成果

今後に向けた課題・活動の見通し

～株式会社近畿日本ツーリスト東北～ （対象市場：防災・復興専門家、ベトナム）
岩手県沿岸地域における防災・復興コンテンツを活用した交流拡大モデル事業

取組全体の目的・概要：

取組のモデル性：

H30交流拡大モデル
事業報告概要

国際会議の機会を活用し、防災・危機管理に関する専門家等（10か国・地域か
ら24名）を岩手県沿岸地域にお招きし、震災の教訓を国内外に発信。
【コース】

〇防災・復興を専門とする団体や教育旅行をターゲットに、他地域との違い（差別化ポイント）を明確にしたプロモーションの実施による認知度向上が必要。
〇専門家向けにはニーズを把握し、引き続きコンテンツの磨き上げが必要。
○一般向けには相手国・地域の特性に合わせ、「防災」「復興」だけではなく通常のコンテンツと組み合わせる等、更なる工夫が必要。
〇震災伝承のネットワーク化の動き等を見据え、事業成果の承継や連携についても検討。

主な実施取組の内容

◆旅行商品 一般向け
◆送客人数 ２０人
◆宿泊者数 ６０人泊

成果目標
○一般向け
○ ３人
○１２人泊
併せて専門家向けプランを整備

実績

○国籍別販売実績：
ベトナム１２人泊

・歴史（明治・昭和・平成）を学ぶコース：宮古（田老）、
釜石、大船渡

・震災の教訓を学ぶコース：釜石（根浜・鵜住居）
・未来を学ぶコース：陸前高田（復興最前線ツアー）

・WEBサイトで販売
・外国人向けWEBメディアで防災・復興コン
テンツの紹介記事を掲載

・ベトナム向けには自社の海外ネットワーク
を活用し、販売・送客を実施

地元の岩手大学と連携し、助言等をいただきながら行程を検討。プログラムの
造成・販売に向け、ファムトリップを3回実施し、コンテンツの磨き上げを図った。

・旅行会社（中国）＆メディア（ブルガリア・日本）
・国内大学留学生（中国・台湾・タイ）
・台湾人研究者2名
【コース】

【コース】
福島空港→仙台→松島→陸前高田（泊）
陸前高田→釜石（根浜・鵜住居）→大槌（泊）
大槌→山田→田野畑（泊）
田野畑→平泉（中尊寺）→郡山（泊）
郡山→福島空港

岩手県沿岸地域では震災を風化させず教訓を伝えていくためのコンテンツが作られつつあることから、これらを活用し、震災の教訓・支援
への感謝の伝え方を検討しつつ、持続的な交流人口拡大・収益増を実現するビジネスモデルの確立を目指す。

国際会議の機会を活用して、岩手県沿岸地域における防災・復興コンテンツの価値を訴求、ファムトリップ等を通じたコンテンツの磨き上げやプ
ログラムを開発。



取組① 「岩手縣海岸線旅遊商品說明會」の開催

取組② 「考察團（視察団）」招請及び事業説明会の開催

取組③ 各種課題の解決に向けた取り組みの実施

○台湾（台中）との関係が構築できたことから、今後の岩手県沿岸地域への送客のきっかけをつくることができた。
○岩手県沿岸地域の各種課題について、外国人目線で忌憚のない意見を収集することができ、今後の外国人旅行者対応の参考にすることができた。
〇２次交通情報の整備やMEO対策等により、一部ではあるが「ビッグイヤー」に向けた受入体制の整備を図ることができた。

取組④ OTAサイト登録促進等セミナーの開催

取組⑤ プログラムの造成・販売

得られた成果

今後に向けた課題・活動の見通し

～株式会社JTB 盛岡支店～ （対象市場：台湾）
岩手県を中心とした北東北インバウンド交流拡大モデル事業

取組全体の目的・概要：

取組のモデル性：

H30交流拡大モデル
事業報告概要（案）

〇岩手県沿岸地域だけでは商品造成が難しいため、内陸地域や隣接県等、他地域との組み合わせが必要。
〇考察團から指摘のあった受入体制の整備や機運醸成等についても引き続き取り組みが必要。
〇台湾（台中）との更なる関係強化や認知度向上のため、岩手県沿岸地域の関係者主導による旅行博出展等も検討。

主な実施取組の内容

◆旅行商品 沿岸コース
◆送客人数 １００人
◆宿泊者数 ３００人泊

成果目標

○沿岸コース
○ ２６人
○１０４人泊

実績
○商品タイプ別販売実績：

団体向け ２６人１０４人泊
個人向け ０人 ０人泊

○国籍別販売実績：
台湾 １０４人泊

新たな交通ネットワークの整備や大規模イベントなど、平成31年が岩手県にとって「ビッグイヤー」となることなどを踏まえ、地域課題の解
決に向けて取り組むことでビジネスモデルの確立を目指す。

三陸鉄道による久慈～盛間の一貫経営開始のほか、国際定期便（台北・上海）の就航や大型外港クルーズ船の寄港、三陸防災復興プロジェク
ト2019やラグビーワールドカップ2019™釜石開催など、 「ビッグイヤー」に向けた各種取り組みを行うことで更なる送客が期待される。

台中説明会の様子

岩手県初となる国際定期便が就航した台湾において、主に
台中市の旅行会社職員をターゲットに岩手県の内陸と沿岸
を一体的に巡るツアープログラムの販売を目指すための説
明会を台中市内で開催。（9月）

台中説明会の内容を踏まえ、ツアーの
造成・販売に意欲のある3社4名を招請。
これにあわせ、岩手県沿岸13市町村で
構成する「岩手三陸連携会議」との共催
で10月15日に事業説明会を大船渡港で
開催し、意見交換を実施。 （10月） 事業説明会の様子考察團の様子

考察團から示された各種課題等を踏まえ、受入体制等の課
題解決に向けた取り組みを実施。（11月～）
２次交通情報のGoogleMap登録や周遊観光調査、新たな観
光テーマの発掘調査（ランドオペレーターファムトリップ）等に
ついても追加実施。
ビジネス戦略の策定を実施。 発掘調査の様子

今後のFIT対応等を考えるうえでMEO(マップエンジン最適化)対策は必須であるこ
とから、宿泊事業者等の関係者向けにMEO対策の重要性、アプリ等を活用した施
設予約環境の構築やPR方法について具体的に説明し、MEO対策を実施。
発掘調査に参加していたランドオペレーターも出席し、韓国・中国・タイの目線で新
たな観光テーマ等に関する意見交換も実施。（2月）

【コース】
花巻空港→花巻温泉（泊）
花巻温泉→奥州（えさし藤原の郷）→猊鼻渓→陸前高田（泊）
陸前高田→気仙沼（魚市場ほか）→平泉（中尊寺）→仙台（泊）
仙台→山形蔵王（樹氷）→宮城蔵王（泊）
宮城蔵王→松島→仙台空港

本事業での取り組みの結果や沿岸地域の関係者の自主的なプロモーションや
セールスコール実施（12月）の結果、旅行商品の造成・販売・送客を実施。 （2月）
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