
Ⅴ.他国等の誘致手法



Ⅴ．他国等の誘致手法 P.127

●他国・他県等の誘致手法

◆観光誘客プロモーションや物産イベントが盛ん
・観光誘客プロモーションでは、セレブレティを観光大使に任命するケース
が多く、誘客の有効な手法の一つとなっている
・「食」コンテンツと合わせたプロモーションが多く、「食」は旅行先での楽しみ
として大事な要素であり、地域の「食」の魅力を発信しながら、観光客誘致
を行う例もある。

◆諸外国の現状
・諸外国は国単位の開催が多いのに対し、日本は自治体単位のプロモー
ションが多く実施されている
・諸外国は台湾、韓国、中国の実施事例が多く、セレモニー的なものから
大型のイベントまで、多様な切り口でのアプローチを行っている
・諸外国のプロモーション実施地域はバンコク中心部だけでなく、バンコク郊
外、北部チェンマイなど、誘客ターゲットを拡大した戦略を進めている

◆他県の現状
・国内の自治体では、九州地域の他、多くの自治体がプロモーションを実施
している。
・実施内容としては、イベント実施、訪日旅行番組とのタイアップ等が実施さ
れている。



Ⅴ．他国等の誘致手法 P.128

【海外】台湾

カテゴリ テレビ 雑誌 ウェブ プロモーション

概要 セレモニー

国 台湾
都市またはエリア

主催者 台北市
開催時期
開催場所

実施内容

台北市

2016年8⽉

FAM台北＿ ウエルカムパーティー開催

台湾では2016年8⽉1⽇から1年間試験的な措置として、タイ⼈にビザなしで30
⽇間の滞在を認める。

台北の柯（こう）市⻑は、このプログラムでタイ旅⾏エージェント、メディア、
セレブリティ―とブロガーを3泊4⽇で招聘し、歓迎式を⾏った。

記者会⾒で台北の柯（こう）市⻑は、“The Moon Represents My Heart”で知ら
れるタイの歌手Saowalak Jaisiritanya（サワロック・ジャイシリタンヤ）氏を観
光大使に任命した。

市⻑は、タイ国を海外旅⾏マーケットが活発なところとし、旅⾏誘客を強めてい
くと発言した。

Mandarin Oriental Taipei Hotel



Ⅴ．他国等の誘致手法 P.129

【海外】台湾

カテゴリ テレビ 雑誌 ウェブ プロモーション

概要 チャンネル5 記者会⾒

国
都市またはエリア

主催者
開催時期
開催場所

実施内容

台湾
台湾全体

2016年11⽉

Press Invitation - 2016 Time for Taiwan - Taiwan Tourism Promotion
Program @Thailand

台湾ツーリズムプロモーション「Time for Taiwan」の一環。
タイの地上波Channel 5「Travel Note」という旅番組で、台湾旅⾏の特集を6話
にわたり放送することを記念して、記者発表が⾏われた。
EP.1 Time to EAT
EP.2 Time to Shop
EP.3 Time to Love
EP.4 Time to Lohas
EP.5 Time to Marvel
EP.6 Time to Nature

台湾観光旅⾏局の副会⻑であるシンディー・チェン氏は、
タイ番組での招聘プロモーションを今後も継続していくと発言した。
また、台湾では、2016年8⽉1⽇よりタイ国からの旅⾏者への30⽇までのビザ免
除が⾏われており、（1年間の試験的措置）
これについての発表があった。

台湾観光局

Renaissance Bangkok Ratchaprasong Hotel



Ⅴ．他国等の誘致手法 P.130

【海外】台湾

カテゴリ テレビ 雑誌 ウェブ プロモーション

概要 MOU調印式

国
都市またはエリア

主催者
開催時期
開催場所

台湾
台湾全体

2017年1⽉5⽇

MOU signing ceremony Between The Tourism Authority of Thailand and
EVA Aieways Corpation   Bangkok, 5 January, 2017 –
MOU・TAT(タイ国政府観光庁)・EVA航空 調印式 2017年1⽉5⽇

TAT(タイ国政府観光庁)と台湾航空会社EVAエアウエイズ
TATと台湾航空会社EVAエアウェイズ社は、米国とカナダからの訪問者の数を増
やす共同観光促進戦略に取り組むことを目的とした覚書（MOU）を正式に署名し
署名した。TATユタサック総裁は、「MOUは、急速に成⻑する市場の1つである
米国・カナダの観光客をターゲットしています。現在EVAエアウエイズは、米国
とカナダからタイへ⾏く直⾏便がないため、台湾は不可⽋な経由地となります。
2017年以降、EVAエアウエイズを利⽤することで、タイの観光スポットへの訪
問者数増加に期待ができます」と語った。

MOU調印式に続いて、EVAエアウエイズ代表者と北米およびアジア市場のTAT
ディレクターのプロジェクト実施ワークショップが開催され、⻑距離および短距
離市場向けのマーケティングコラボレーションについて協議が⾏われた。

EVAエアウエイズは現在、ロサンゼルスからの毎⽇3便、サンフランシスコから
の毎⽇2便、シアトルからの週10便、⻄海岸のバンクーバーから週5便および2便
を含む、北米と台湾の間で週80便の運航を⾏っている。 東海岸のトロントから
ニューヨークからの毎⽇のフライトと週5便。 この航空会社はまた、ヒュースト
ンからの毎⽇のサービスと、アメリカのシカゴからの週4便を提供している。
乗客はその後、台北 - バンコク路線でEVAエアウエイズの週26便を利⽤して、バ
ンコクへのフライトが可能となる。EVAエアウエイズの台北 - バンコク路線の乗
客は、約50％が北米とヨーロッパの乗客で占められる。

実施内容

タイ国政府観光庁とEVA航空

Sofitel Hotel Bangkok



Ⅴ．他国等の誘致手法 P.131

【海外】台湾

カテゴリ テレビ 雑誌 ウェブ プロモーション

概要 イベント

国
都市またはエリア

主催者
開催時期
開催場所

実施内容

台湾
台湾全体

2016年4⽉22⽇⁻24⽇

Taiwan one more time

2015年に⽴ちあがった、台湾インバウンドプロモーション「Taiwan one more
time」。
2年度目となる今年は、
“Taiwan One More Time Tour Taiwan Easy own EAT BIKE TRAVEL
BEAUTY EDUCATION”と題し、
団体旅⾏商品販売をメインに、台湾の⾷の魅⼒、コスメ等のプロダクト、留学関
連、また最近バンコクでブームのサイクリングトラベル等を紹介。

台湾料理やスイーツの出展のほか、台湾のコスメWHITE & FAIR SKINの試供な
どが⾏われた。

台湾観光局、台北経済⽂化タイ事務所、The Mall group

The Emquatier（エムクオーティエ／BTSプロンポン駅のショッピングモール）



Ⅴ．他国等の誘致手法 P.132

テレビ 雑誌 ウェブ プロモーション

travel aroun the world 視察ツアー

概要 2016年8⽉号
アウトバウンド

（台湾）

国
都市名又はエリア

主催者
実施時期
実施場所

実施内容(Detail)

カテゴリ

台湾
台湾

2016年7⽉5⽇〜11⽇

【TTAA海外会議台湾5⽉11⽇〜11⽇記事】

2016年7⽉5⽇〜11⽇に、タイ旅⾏協会は協会会員とメディア会員110⼈向けに台湾視察ツアーを
実施。台湾の観光名所を視察し、台北、桃園、台南、⾼雄では旅⾏業者や代理店との会合を開催
した。

タイ旅⾏代理店協会（TTAA）

台北、桃園、台南、⾼雄

【海外】台湾



Ⅴ．他国等の誘致手法 P.133

【海外】韓国

カテゴリ テレビ 雑誌 ウェブ プロモーション

概要 イベント

国
都市またはエリア

主催者
開催時期
開催場所

実施内容

韓国
韓国

2016年7⽉30⽇

Love Korea  FIT Fair in Chiangmai2016

チェンマイの韓国旅⾏関⼼層に向けて、FIT個⼈旅⾏フェアをマヤ ライフスタ
イル ショッピングセンターで開催。
特別ゲスト「DJ Bookko」のミニトークショーや、"Korea Fan club Loung
Daeng and Pa Kai"というブログで有名な有名⼈が韓国旅⾏をアドバイスした。
そのほかステージではK-POPバンド「Astro 302」のミニコンサートも催され
た。
大韓航空やタイの旅⾏会社（グローバルユニオンエクスプレス、マネットトラベ
ル、クオリティエクスプレス、ルビートラベル、スタンダードツアー）が出展
し、韓国ツアーを販売。韓国のガイドブック出版社も出展し「FITミニガイド」
を無料配付した。また、旅⾏会社以外にも、韓国料理を提供するブースや韓国の
カフェTom＆Toms（無料試⾷）も出展。
イベントFacebookページを⽴ち上げ、事前に一般⼈の韓国旅⾏写真投稿コンテス
トも開催。イベント会場で表彰式（最優秀賞韓国2泊分の宿泊バウチャー、２
等：ショッピングモールのお買物券など）を実施。投稿数は40件程度。

MAYA Lifestyle Shopping Center Chiang Mai

韓国観光公社



Ⅴ．他国等の誘致手法 P.134

【海外】韓国

テレビ 雑誌 ウェブ プロモーション

travel aroun the world

概要 2016年10⽉

国
都市名又はエリア

主催者
実施時期
実施場所

実施内容(Detail)

カテゴリ

韓国
韓国全体

2016年8⽉24⽇

【韓国スキー旅⾏マート2016記事】

韓国観光局⻑李Mr.（Mr. Lee Wong）が 「韓国スキートラベルマート2016」を主宰した。 この
イベントは、タイ旅⾏者の誘致を目的としている。
タイの旅⾏会社に向けたセミナー、商談会、⾷事会を実施。

出展者：⻯平リゾート、ヴィヴァルディパーク、ウェルリヒーリーパーク、
地産リゾート、ハンソルオークバレー、エリシアン江村、ハイワンリゾート、アルペンシアリゾー
ト、韓国スキー場経営協会、韓国観光公社、

参加者：現地旅⾏代理店、メディアなど

韓国観光公社

 Dusit Thani Bangkok Hotel



Ⅴ．他国等の誘致手法 P.135

【海外】韓国

テレビ 雑誌 ウェブ プロモーション

GRUMET & CUISINE Promotion 

概要 2016年12⽉号

国
都市名又はエリア

主催者
実施時期
実施場所

カテゴリ

韓国
開催地バンコク

2016年10⽉20〜21⽇

実施内容(Detail)

【⾷情報誌での観光・物産イベント記事】

K-Foodの第1回フェアーは10⽉20⽇〜21⽇開催され、輸出（韓国からの）相談と韓国⾷品体験イ
ベントが⾏われた。
タイは有名な観光地で、Khaosan Roadは世界中のバックパッカーのベースキャンプだ。また、ト
ムヤムスープのような美味しい⾷べ物でも知られている。
韓流がタイにきたことで、多くの地元の⼈々が韓国料理や農産物に興味を持った。若いタイ⼈が利
⽤するＳＮＳでは、韓国のラーメン、ビール、チョッボキがよくみられる。またタイの放送会社の
社員が韓国を訪れ、有名な韓国レストランを漢鮮料理の特別番組として映画化した。
タイでの韓国⾷品の消費促進のため、輸出協議会が開催し、40⼈の現地バイヤーと25⼈の韓国⾷
品輸出業者を誘致した。

⾼麗⼈参、三渓丹など韓国の健康⾷品の普及に重点をおいたバンコクで開催される2016年のKフー
ドフェアは、「美味しいK-フードで健康を守る」というスローガンで開催された。優れた味と⾼い
栄養価を持つ韓国の農産物のメリットをタイ⼈に伝えた。10⽉20⽇、21⽇にはアナンタラ・サイ
アム・バンコク・ホテルで輸出相談（B2B）が⾏われた。韓国の大手⾷品輸出業者25社と一緒に、
大手ディストリビューター、コンビニエンスストア、ホーム・ショッピング・チャンネルを含む約
40社のローカルバイヤーが参加した。参加韓国企業は、⾼麗⼈参、乳酸菌⾷、サメゲタン、漢⽅飲
料、健康スナックなどの健康機能性⾷品をPR、韓国農産物の健康的な点を強調した。韓国の新鮮な
⾷べ物（りんご、梨、きのこなど）や伝統的な⾷べ物（酒類やソースなど）も展⽰された。
フェアの他にもB2Bイベントには、韓国の輸出⽤農産物の展⽰や、タイで⼈気のある韓国産農産物
や現地市場の拡大戦略についてのセミナーなどがあった。

韓国農⽔省・韓国農⽔貿易株式会社

Anantara Siam Bangkok Hotel



Ⅴ．他国等の誘致手法 P.136

【海外】中国

カテゴリ テレビ 雑誌 ウェブ プロモーション

概要 調印式

国
都市またはエリア

主催者
開催時期
開催場所

実施内容

中国
オルドス市

2016年9⽉28⽇
タイ国政府観光庁・オルドス市

China Cultural Center in Bangkok
At end of Friendship Caravan, TAT signs cooperation agreement with
Ordos City, China The Tourism

タイ国政府観光庁（TAT）とチンギス・カーンで知られる中国のオルドス市は、
⽂化・観光関係を促進し、タイと中国の⼈々の理解と友好を⾼める戦略的協⼒枠
組み協定に調印した。この合意は、第3回タイ・中国⽂化観光友好キャラバン
2016の成功を記念して⾏われた。

このイベントは、バンコクの中国⽂化センターで開催され、タイの副首相、
Srisuda Wanapinyosak氏、国際マーケティング担当副知事（アジア太平洋）、
Pinit Jarusombat、タイ・中国⽂化・⼈権理事会会⻑Mr. Wang Chen氏Visanu
Krue-ngam氏⽂化省外交⽂化関係局⻑補佐、オルドス市副市⻑のLi Guojian氏な
どが参加した。
この協定は、タイ国政府観光庁（TAT）とオルドス市政府に対し、旅⾏業者や旅
⾏代理店による旅⾏業界の友好関係、メディア通信を通じた⼆国間観光関係の強
化を目的としている。双⽅はオルドスとバンコクの間の直⾏便を就航するための
マーケティング支援を航空会社に提供する⽅法検討する。
第3回タイ・中国⽂化観光友好キャラバンは、2016年8⽉25⽇から9⽉29⽇にか
けて、オルモス（中国内モンゴル自治区の12の1つ）からバンコクへと実施され
た。会では、オルドス市のビデオプレゼンテーション、⾳楽と舞踊の公演が⾏わ
れた。


