
 

 

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 

日本政府観光局（JNTO）は、東北 6 県の外国人宿泊者数を 2020 年に 150 万人泊とする政府目標の達成に向け、

2017 年 4 月に東北観光振興の専門部署を設置し、全世界対象の東北デスティネーション・キャンペーンを通じて、東北地域の観光

復興に向けた取り組みを強化しています。 

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。この度、JNTO は、台湾市場に向けて

東北地方の観光魅力をプロモーションすべく、東北六県感謝祭実行委員会と連携し、台北市で一般消費者向け東北 PR イベント

「日本東北遊楽日 2018 だいすき♡💛とうほく」を開催します。 

５回目の節目を迎えた今回は、大切な人と過ごし、交流・絆を深める「お祝い」をテーマとし、東北各地の縁起物をイベントデザイン

に盛り込むほか、秋田竿燈等の野外展示や津軽三味線をはじめとするステージイベント等を通じて、東北地方の魅力を幅広く発信

し、訪日意欲の喚起を図ります。 

JNTO では今後も、東北地方への誘客をさらに促進すべく、地域の皆様と連携しながら、東北地方のあらゆる観光魅力を発信して

まいります。 
 

【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：2018 年 12 月 14 日（金）～16 日（日）  

初日  ：12:30～19:00（オープニングセレモニー11:00～11:50） 

２日目：10:00～19:00  

３日目：10:00～18:00 

■会場：華山 1914 文化創意産業園区（台北市）  

■概要：東北地域の観光魅力を発信するブース出展、ステージイベント、東北産品の試飲・試食、物販等 

 

平成 30 年 11 月 22 日 

理事長 清野 智 

東北最大の訪日促進イベント「日本東北遊楽日 2018 だいすき♡💛とうほく」を 

台北市で開催します！ 

【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 内藤・服部  TEL:03-6691-3893 

※ 本リリースは国土交通記者会・交通運輸記者会に配布しております。 

＜PR ポスター＞ 

●日本政府観光局（JNTO）は、昨年 12 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 2018 だいすき

♡💛とうほく」を、2018 年 12 月 14 日（金）～16 日（日）に、台北市の華山 1914 文化創意産業園区にて開催します。 

●東北６県をはじめ、地方自治体、DMO、民間事業者等、総勢 31 団体が出展し、文化体験や東北産品の試食・試飲、 

プロモーション映像上映等を通じて、それぞれの多様な観光魅力を紹介します。 

●東北の魅力や復興状況を台湾へ届けるため、宮城県内で毎年９月に開催されるツール・ド・東北（主催：株式会社河北新報社・

ヤフー株式会社）のご協力の下、台湾で人気の自転車をコンセプトとした情報発信を行います。 

●東北出身で来年１月に台北公演を控えた乃木坂 46・久保史緒里さんもイベント初日に来場し、東北の魅力を PR します。 

 

＜昨年好評だった秋田犬

バルーンの野外展示＞ 
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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、日本政府観光局（JNTO）、（一社）東北観光推進機構、（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「日本東北遊楽日 だいすき♡♥とうほく」は、今年で５回目となり、昨年は 1２万４千人もの来

場者数を記録し、台湾の方々に待ち望まれるイベントへと進化しています。 

今年は、「東北を楽しむ」を伝えた昨年の次のステップとして『人が見える風景、人が見える旅』と題

し、東北と台湾の人々の交流を通じた“温かみに包まれた東北の魅力”を伝え、『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、団体旅行者のさらなる取り込みを図るため、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２０１８」を台中

市、台北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。 

  

報道関係各位におかれましては、是非、ご取材下さいますようご案内申し上げます。 

 

記 

 

１ 「日本東北遊楽日 2018 だいすき♡♥とうほく」 

 （１）日程：２０１８年 12月１４日（金）～1６日（日） 

※オープニングセレモニー：12月１４日（金）11：00～11：５０ 

 （２）会場：華山１９１４文化創意産業園区（台北市中正區八德路一段 1 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（別紙資料参照）： 

  ・東北の縁起物を展示したお出迎えエリア 

  ・東北各地の観光の魅力を発信するブース展示 

  ・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    ほか 

        

《PR ポスター》 

参考資料① 



 

２ 東北プロモーション in 台湾 

（１）台中会場 

  ①日時：２０１８年１２月１１日（火）１０：０0～1４：０0 

②会場：台中金典酒店（スプレンダー台中ホテル） 1０階 ラウンド１、２ 

    （台中市西區健行路 1049号） 

 （２）台北会場 

   ①日時：２０１８年１２月１２日（水）１４：００～１９：００ 

   ②会場：晶宴會館民權館 Ｂ１階 第２、第６、第 8劇場 

（台北市中山區民權東路三段 2号） 

（３）主催：東北運輸局、東北ブロック広域観光事業推進協議会 

（日本観光振興協会東北支部・東北観光推進機構・東北運輸局・東北６県等） 

 （４）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 201８ だいすき♡♥とうほく」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 ／内藤・服部 

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

 

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 総務渉外部／小林 

事業推進部／荒井・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／中島・渡邉 

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

 



日本東北遊楽日2018
だいすき♡💛とうほく
イベント概要

参考資料②
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■開催概要

■名 称 ： 日本東北遊楽日2018 だいすき♡💛とうほく

■主 催 ： 日本政府観光局（JNTO）、日本東北六県感謝祭実行委員会

■後 援 ： 台湾日本人会、台北市日本工商会、公益財団法人日本台湾交流協会、

■協 賛 ： JR東日本、日本旅館協会東北支部連合会、仙台市、東武鉄道株式会社 台北事務所、

酒造組合東北支部、楽天野球団、最上峡芭蕉ライン観光株式会社、秋田県大仙市、

うしちゃんファーム

■場 所 ：華山1914文化創意産業園区 東2A～2D（4棟連結使用）、華山劇場（屋外）

■開催日時： 平成30年12月14日（金）～16日（日）の３日間

○12/14 (金) 12:30～19:00

（※内覧会10:15～10：55/オープニングセレモニー11:00～11:50）

○12/15 (土) 10:00～19:00

○12/16 (日) 10:00～18:00

■開催目的

台湾の一般消費者向けに、東北旅行の魅力をＰＲするイベントを実施し、台湾から東北地域へ
の旅行の需要喚起を図る。

実施概要

○2014年～2017年の4年間に渡る日本東北遊楽日（旧東北六県感謝

祭）は、来場者数が1年目2万人、2年目51,000人、3年目115,000人

、そして前回2017年は目標数値の120,000人を上回り、124,726人

に拡大しました。

2014年から継続しているイベントは台湾の方々に定着し、待ち望ま

れるイベントへと進化しています。

★5年目という節目を迎える今年は新しいステージへと進むべく、既

にリピーター数の多い台湾市場に対し、さらに深く東北の魅力を知っ

ていただき好きになっていただき、『ぜひ東北へ行ってみよう！』と

思っていただけるイベントとします。

12/14（金） 12/15（土） １2/16（日）

10:15～10:55

内覧会

10:00～19:00

イベント開催

10:00～18:00

イベント開催

12:30～19:00

イベント開催

18:00～

出展者
撤去・搬出

11:00～11:50
オープニング
セレモニー

日本東北遊楽日2018 だいすき とうほく
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【住所】

台北市中正區八德路一段1號

【交通】

MRT「忠孝新生」駅出口1から徒歩3分

MRT「善導寺」駅出口6から徒歩5分

【開催会場について】
台北市内の文化スポット。
「華山1914文化創意産業園区（華山芸文特区）」の「華山」は日本時代の町名「樺山町」に由来し「樺山」は初
代台湾総督・樺山資紀（かばやますけのり、白洲正子の祖父）にちなむ。かつてここは芳醸株式会社の酒造工場で、
清酒などを生産していた。第2次大戦後は台湾政府が接収し、荒廃していたが、1999年になって、文化活動のスペー
スとして再生した。園内ではいろいろな展覧会や公演が開催されているほか、レストラン・店舖・ギャラリーが次々に進出
し、週末には大勢の市民でにぎわう。

会場案内

華山1914文化創意産業園区 東2A～2D（4棟連結使用）、華山劇場（屋外）

■開催場所

華山1914文化創意産業園区

MRT「善導寺」駅

MRT「忠孝新生」駅

(屋内使用スペース：745坪≒2458㎡)

東2Ａ 140坪 / 東2Ｂ 189坪
東2Ｃ 230坪 / 東2Ｄ 216坪

華山劇場

東2Ａ～2Ｄ

<華山劇場/1,487㎡>

<東2Ａ～2Ｄ>

ステージ裏控室



3イベント内容全体構成

メインコンテンツ

お出迎えエリア

□「東北の縁起物」
フォトスポット

□「東北の祭り」紹介

□「羽生結弦選手」
コーナー

□「東北の絆」コーナー

ブース出展

エリア

□東北6県ブース
□民間企業自治体出展
ブース
□台湾業者ブース
□東北のお土産工芸品
販売ブース

ステージ

エリア

□屋外メインステージ

□会場内ミニステージ

□「東北の四季」の紹介

試飲試食/文化

体験エリア

□「東北のうまいもの」試飲
・試食コーナー
□「東北の文化」体験
コーナー

久保 史緒里
（乃木坂46）

青森県知事
三村 申吾

<会津東山芸妓>
福島県

<さんさ踊り>
岩手県

<NAMAHAGE郷神楽>
秋田県

オープニングセレモニー出席決定！！

＜金魚ねぷた作り＞
青森県

＜こけし絵付け＞
山形県

＜秋田竿燈まつり＞ ＜秋田犬バルーン＞

縁起物
上:＜松川だるま＞
下：＜赤べこ＞

＜レゴ認定プロビルダー 黄 彦智＞
「東北の絆」コーナーにて作品制作


