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１１月のトピックス 

〇 欧州からの誘客推進情報発信 （１０月２９日～１１月１２日：福岡、長崎、熊本） 

欧州における九州の認知度向上と、誘客拡大を目的として、欧州等で人

気の旅番組「世界鉄道の旅レイルアウェイ」（オランダ国営テレビ局）の

番組スタッフ３名を招請し、観光列車を中心とした観光素材の撮影を行っ

てもらいました。 

当該番組の日本での撮影は、今回が初めてです。放映はオランダで１２

月末と来年４月上旬の２回を予定されています。英国、フランスなどでも

放映されており、再放送も多い番組です。 

 

 

〇 欧州市場における九州観光プロモーション （１１月２日～５日：英国、フランス） 

ロンドン及びパリにおいて、九州観光プロモーションを実施しました。ロンドンでは、欧州最大級の

ＢｔｏＢ世界旅行見本市「ＷＴＭ２０１５」に九州ブースを出展し、２日間に渡り、英国を中心とした

旅行会社やメディア等、５０社以上と商談を行い、九州の観光素材をＰＲしました。パリでは、旅行会

社・メディア・航空会社等２６社２９名を対象

に九州観光セミナー・商談会を開催し、九州の

観光素材、モデルコース等をアピールしまし

た。 

自然の魅力として、九州オルレに対する関心

も高く、欧州からの誘客促進にも活用していき

たいと考えています。 

 

 

〇 香港・広州における九州観光商談会等開催 （１１月３日：香港、１１月５日：広州） 

香港（１１月３日）及び広州（１１月５日）において、九州の観光素材の提供及び新たなネットワー

ク構築を図り誘客を促進するため、現地旅行社等を集めた商談会を開催しました。 
香港商談会では香港側２３社３０名、九州側

２２社３４名に、広州商談会では広州側１６社

２３名、九州側１５社２４名に参加いただきま

した。 
香港及び中国からの旅行者数は大きく増加し

てきており、一層の誘客拡大につなげるため、

今後も九州一体となったプロモーションを展開

して参ります。 
 

 

（一社） 九州観光推進機構 活動レポート 
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〇 台湾人気ブロガーを招請（北部九州） （１１月５日～９日：福岡、佐賀、長崎、大分） 

台湾のＦＩＴ（個人旅行者）に向けの情報発信として、現地で情報発信力の高い

ブロガーを２名招請しました。事前にブロガーと相談し、特色のある宿やご当地グ

ルメなどを選定し、行程に組み込んだ結果、いずれも高い評価をいただきました。

訪日回数が多いリピーターにとっては、新しいコンテンツや、ディープな観光素材

が好まれることを実感しました。取材の様子は、フェイスブックで随時発信されて

おり、今後ブログでも紹介される予定です。 
 
 

〇 九州人気温泉コンテスト「Kyushu Onsen Contest 2015」の開催 

 （１１月５日～１月１５日：海外） 

今年度初めての取組みとして、九州の温泉の認知度の向上を図るため、外国人による人気温泉の投票

コンテスト（対象言語：英語）を実施しています。当機構が認定した九州観光サポーター（外国人）か

らの意見をもとに九州内の２０の温泉地を選定し、外国籍の方から投票を

いただいて、人気の温泉地を決定します。各温泉地の紹介ページには応援

のコメントを書き込めるようになっています。応援コメントをいただいた

方には、審査のうえ、プレゼントを進呈する予定です。 
投票等は専用のサイト（http://welcomekyushu.com/onsencontest/）で行

っています。 
 
〇 福岡マラソンＥＸＰＯでの「マラソンｉｎ九州」ブース出展 （１１月６日～７日：福岡） 

本格的なマラソンシーズンを前に、福岡マラソン２０１５ＥＸＰＯへ「マラソンｉｎ九州」ブースを

出展し、九州域外及び福岡都市圏から九州各地の大会への参加促進及び大会ＰＲを行いました。 
ブースでは、九州各地のマラソン大会実行委員会等２３大会のご協力により、大会グッズや特産品が

当たる抽選会や大会チラシ・ポスターの展示を行ない２日間で１，０００名を超えるブース来場者とな

りました。 
「マラソンｉｎ九州」は、今後も魅力ある九州各地のマラソン大会情報を発信していきます。 

 

 

 
 
 
 
 
〇 台北国際旅行博（ＩＴＦ２０１５）出展 （１１月６日～９日：台北） 

台湾最大の旅行博覧会「台北国際旅行博（ＩＴＦ２０１５）」に出展し、九州のＰＲを行いました。 
総来場者数は３４８，２７０人となり、過去最多を更新しました。来場者からは旅行行程やＪＲ Ｋ

ｙｕｓｈｕ Ｒａｉｌ Ｐａｓｓに関する質問が多く、傾向としてＦＩＴ
（個人旅行）による旅行が増加しつつあることが伺えました。 
同会場の会議室では、台湾人ブロガーによる九州観光プレゼンテーシ

ョンも実施し、多くの来場者で盛況でした。 
また、会期中に開催された（公益）日本観光振興協会主催の商談会に

も参加し、現地旅行会社との商談や現地マスコミ取材でも積極的なＰＲ

を行いました。 
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〇 第３回ハッピーウォーク九州オルレ・トークショー （１１月７日：福岡） 

特別なゲストではなく、一般のオルレ踏破者の方を講師として招き、オルレトークショーを開催しま

した。当日はＲＫＢラジオ門馬良の「開店！ウメ子食堂」とのコラボを織り込んだこともあって、来場

者はほぼ満員の２７０名となりました。そのうち約半数が、オルレを経験したことのある方でした。 
オルレ踏破者の軽快なトークで、オルレの楽しさ・魅力を語っていただき、素晴らしいトークショー

になりました。 
また、４コースで設定したモニターツアーをＰＲしました。 
■日帰り：嬉野コース、九重・やまなみコース、唐津コース 
■１泊２日：久留米・高良山コース＆南島原コース 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 タイの旅行会社を招請 （１１月９日～１２日：宮崎、鹿児島、佐賀、福岡） 

九州の旅行商品造成促進のため、タイの旅行会社８社を招請し、九州の観光素材のファムトリップ

（視察）を実施しました。大半の方が鹿児

島、宮崎は初めてで、神秘的で美しい高千

穂、指宿の蒸し風呂は特に好評でした。 
今後も多くの旅行会社の方に実際に九州に

来ていただき、商品化に繋げていきたいと思

います。 
 
 
〇 韓国人ブロガーを招請 （１１月１１日～１６日：宮崎、鹿児島、福岡） 

韓国で影響力の大きいブロガーを招請し、韓国人の個人旅行者の視点で、取材していただきました。

途中、地震に遭いましたが、予定していた取材は無事に終えることができました。九州で体験したこと

を PRしていただくとともに、観光地を巡る手段やルートについて、ブログで発信してもらい、今後の
九州へのＦＩＴ旅行者誘客促進に繋げていきたいと思います。 

 

 

〇 行政相談委員研修会での講演 （１１月１２日：福岡） 

九州及び沖縄管内の行政相談委員の研修会において、当機構の髙橋本部長が「九州における訪日外国人

の動向とその対応状況」という演題で講演を行いました。 
九州観光推進機構の取組みを交えながら、「観光は裾野の広い産業であ

り、九州そして我が国の有望な成長戦略」、「交流人口を増やし日本経済に

貢献する」と講演。 
講演後には、質疑応答を通して、より具体的な情報や意見交換も行われ

ました。 
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〇 ２０１５年度第３回理事会を開催 （１１月１７日：福岡） 

本年度３回目の理事会を開催しました。 

会議では、事業計画の変更や補正予算を含む審議事項３件、報告事項２件について説明の後、審議が

行われ、原案どおり承認をいただきました。 

また、「第２期九州観光戦略の目標達成に

向けて、九州観光推進機構に求められる機

能、役割について」というテーマで意見交換

を行い、様々なご意見をいただきましたが、

今後、継続して議論を深めていきたいと考え

ています。 

 

 

〇 台湾人気ブロガーを招請（南部九州） （１１月１７日～２１日：熊本、宮崎、鹿児島） 

台湾のＦＩＴ（個人旅行者）層に広く支持されている

ブロガー２名を招請し、南部九州を中心に取材を行いま

した。天候の影響により到着が遅れ、初日に予定してい

た鹿児島県内の視察が大幅にカットになりましたが、取

材の様子はフェイスブックで随時発信しており、今後ブ

ログでも紹介される予定です。 
  
 

〇 九州オルレを通じた日韓交流事業 （１１月２０日：福岡） 

日韓国交正常化５０周年を記念して、「九州オルレシンポジウム～日韓のさらなる交流に向けて～」を

開催し、韓国のマスコミ・旅行社など約３０名を含む約３００人が参加しました。 
まず、日韓交流について、VISIT JAPAN 大使（JR 九州ビルマネジメ

ント代表取締役社長）町孝氏にご講演いただきました。その後、九州大学

商学部長千相哲氏の進行で、済州オルレ事務局長安氏をはじめ５名の方が、

オルレを通じた日韓交流について議論を交わしました。 
一般のお客様も多数参加され、九州オルレの認知度も上がり、一層の日

韓交流拡大につながるものと期待しています。 
 

 

〇 ＦＩＴ向け広域２次交通マニュアルガイドブックの作成 

 （１１月２０日：韓国、台湾、香港、タイ、シンガポール） 

ダイヤモンド・ビッグ社が発行するフリーマガジン「good Luck Trip九州」
に、ＦＩＴ（個人旅行者）に特化した九州の旅行情報や観光素材を掲載しまし

た。九州内の鉄道、バス、レンタカーといった広域２次交通等の移動手段につ

いての情報や、九州オルレ、特徴的な温泉の紹介等を掲載することにより、鉄

道網・高速道路網に沿って形成される、利便性の高い広域観光周遊ルートの周

遊促進を図ります。 
６０，０００部が発行され、うち３０，０００部が海外の主要旅行社等に、

３０，０００部が国内のホテル及び観光案内所等に配布される予定です。 
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〇 韓国「九州オルレ」マスコミ・旅行会社等を招請 （１１月２０日～２３日：福岡、長崎） 

韓国のマスコミ・旅行社約３０名を招請し、２０日開催の「日韓国交正常化５０周年記念九州オルレシ

ンポジウム～日韓のさらなる交流に向けて～」に参加いただきました。その

後、２１日には、九州オルレ第５次コース「久留米・高良山コース」、２２日

には「南島原コース」のオープニングセレモニーにご参加いただき、オルレ

コースも歩いていただきました。３日間を通して、マスコミにおいては、九

州オルレの魅力を充分に取材していただき、また、旅行会社においては、旅

行商品造成の参考にしていただきました。今後も、韓国において九州オルレ

が魅力ある観光素材になるよう情報提供していきたいと思います。 
 

〇 九州教育旅行現地視察会 （１１月２１日～２３日：熊本、宮崎、鹿児島） 

九州の最新の教育旅行素材を関東地区の中学校の教職員等に体験していただくため、南九州３県を巡

る教育旅行現地視察会を実施しました。 
今年７月に｢明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業｣として世界文化遺産に登録された

集成館をはじめ、阿蘇火山博物館や知覧特攻平和会館等を見学しました。また、北霧島地区では民泊体験

を実施しました。 
各施設・各県からは、学習内容や受入体制について説明がなされ、１８名の参加者は、熱心に聞き入っ

ておられました。 
終了後、参加者からは、現在、京都・奈良等で実施しているが、今後の行き先の検討において大変参考

になったとのご意見や、視察会の継続実施について要望がありました。 
なお、この視察会の様子は、教育家庭新聞の２月１５日号に特集記事として掲載される予定です。 

 

 

 

 

 

 

〇 インドネシア・マレーシア・タイにおける九州観光説明会・商談会開催 

 （１１月２３日～２７日：インドネシア・ジャカルタ、マレーシア・クアラルンプール、タイ・バンコク） 

１１月２３日インドネシアのジャカルタ（ＪＮＴＯ主催）、２５日マレーシアのクアラルンプール、２

７日タイのバンコクにおいて現地旅行会社の関係者を招いて、九州観光説明会・商談会を実施しました。 
九州からは自治体・観光関係者１５団体３７名（３カ国総数）、現地旅行会社はインドネシア１３０社

２７６名、マレーシア２５社４１名、タイ２５社４

５名に参加いただきました。 
現地旅行会社の皆様は、最後まで熱心に九州の情

報収集をされていました。今後も、九州一体となっ

た現地での九州プロモーションに取り組み、認知度

の向上と誘客の促進を図りたいと思います。  

 

〇 「自治制度研究会」での講演 （１１月２４日：東京） 

全国知事会が運営している自治制度研究会の研究テーマ「地方が自ら考える地域活性化戦略」に関し

て、当機構の髙橋本部長が「九州観光戦略とアジアからの誘客推進施策について」という演題で講演を

行いました。 
九州の観光の特徴や九州観光推進機構の取り組み、地方創生の事例としての九州オルレへの事例紹介

など、九州ならではの誘客推進事例をご紹介しました。 
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〇 九州ドライブ周遊ルート提案事業（旅行社招請事業） 

 （１１月２５日～２９日：福岡、佐賀、長崎、熊本、大分） 

台湾、香港において、ウェブサイト専門の旅行会社（ＯＴＡ）やＦＩＴ

向け商品を販売している旅行会社を３社３名招請し、レンタカードライ

ブによる旅行モデルコースを基に情報提供を行いました。 

旬の紅葉が見られる時期を想定したものの、天候の影響により、見頃を

外れてしまいましたが、九州にも紅葉スポットがあること自体を知らな

かった招請者に紹介することができ、より魅力的な商品の造成につなげていただきたいと思います。 

 

 

〇 欧州市場における九州・山陽鉄道周遊旅行商品造成のための旅行会社を招請 

 （１１月２５日～１２月３日：大分、熊本、佐賀、福岡、広島、岡山、大阪） 

英国及びフランスにおいて「JR KYUSHU RAIL PASS」、「JR-WEST RAIL PASS」の取扱いがある
現地旅行会社の商品造成担当者（英国４社４名、フランス４社４名）を招請し、九州～山陽～関西の周遊

ルートの視察旅行を実施しました。 
参加者からは、九州の雄大な自然や魅力溢れ

る温泉文化が特に気に入ったという声が聞か

れました。本ルートが「第２のゴールデンルー

ト」となるよう、旅行商品の造成・販売に繋げ

ていきたいと思います。 
 

 

〇 ＡＧＴ研修の実施 （１１月２６日～２７日：佐賀、長崎） 

ＪＲ西日本管内の旅行会社スタッフ４０名（関西・中国地区）を対象として、現地研修を行いまし

た。１泊２日の行程で、ＪＲ九州のキャンペーン「どっちがウィッシュ？長崎ＶＳ熊本」や来年の長崎

ＤＣで盛り上がる長崎と、来年、有田焼創業４００年を迎える佐賀（有田・佐賀）を訪れ、明治日本の

産業革命遺産の構成資産の見学や、有田のまち歩き等を体験していただきました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

〇 タイにおける特区ガイドＰＲを実施 （１１月２７日：タイ・バンコク） 

タイにおける九州観光セミナー及び商談会に参加した旅行会社２５社

４５名に対し、特区ガイドの概要を説明し、特区ガイドの知名度向上を図

りました。 
また、商談会では８社１０名に対し、特区ガイド活用のメリットや費用

等を詳細に説明し、活用について前向きな発言を引き出しました。 
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〇 「九州・沖縄観光物産展」でＰＲ （１１月２８日～２９日：兵庫県尼崎市） 

九州各県の在阪事務所主催の「九州・沖縄観光物産

展」に出展し、九州の観光をＰＲしました。機構ブー

スでのクイズラリー・抽選会をはじめ、ステージでの

「空行け！九州キャンペーン」や各県のプロモーショ

ン、ゆるキャラショーを行い九州の魅力をアピールし

ました。 
 

 

 

◆ 九州観光推進機構からのお知らせ 

〇 九州観光推進機構サイトの会員向け情報ページに「観光統計情報」を掲載しました。 

今回掲示したのは、「九州の外国人入国者数の推移について～平成２７年１０月（速報値）、９月(確

定値)」です。ぜひご活用ください。 

なお、会員向け情報ページを閲覧するには、ＩＤとパスワードが必要になります。ご不明な点は下記

お問い合わせ先までお願いします。 

 

〇 １２月以降の主な事業  

・欧州市場における九州・山陽鉄道周遊旅行商品造成のための旅行会社招請 

（１１月２５日～１２月３日：大分、熊本、佐賀、福岡、広島、岡山、大阪） 

・韓国における「滞在型」旅行促進のための招請及び情報発信（１２月２日～７日：鹿児島、長崎） 

・九州・奄美・沖縄世界遺産クルーズプロジェクト（キーパーソン招請） 

（１２月４日～１０日：長崎、鹿児島、沖縄） 

・マレーシア旅行会社招請（１２月６日～１０日：鹿児島、宮崎、熊本、福岡） 

・九州オルレ国内エージェント視察研修（１２月８日～９日：久留米市、南島原市） 

・香港雑誌社「U-Magazine」招請（１２月１０日～１６日：福岡、佐賀、長崎、熊本、大分） 

・平成２７年度第３回九州各県国内担当者会議（１２月１６日：福岡） 

・観光プロモーションat羽田空港（１月１５日～１７日：東京） 

・シンガポールにおけるドライブ旅行促進（１月中旬：シンガポール） 

・ＦＩＴ層を対象とした香港旅行会社招請（１月中旬：熊本、宮崎、鹿児島） 

・シンガポールからの教育旅行誘致を目的とした旅行社招請事業（１月～２月：北部九州） 

・中国発高品質クルーズ船ツアー商品の普及に向けた招請（１月～２月：福岡、長崎、鹿児島） 

・中国華南圏旅行社招請（１月～２月：九州全域） 

 

 

 

 
◇◇ お問い合わせ先 ◇◇ 

一般社団法人 九州観光推進機構  企画部 弓削 
TEL:092-751-2943（代表） 

092-751-2946（国内誘致推進部ﾀ゙ｲﾔﾙｲﾝ） 

092-751-2947（海外誘致推進部ﾀ゙ｲﾔﾙｲﾝ） 

FAX:092-751-2944 

E-mail：infokyushu@welcomekyushu.jp 


