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〔１〕 招聘事業 

■招聘者 ※詳細は，P3,4の【参考１】を参照。 

 ルート① ：万蒂妮（テレビ局レポーター），蔡輝（カメラマン），蔻蔻（ブロガー），Shenhah（ブロガー） 

 ルート② ：呉楷KIMI（グルメレポーター），晃悠（Lunar)（文芸ライター），晓明Alex（ブロガー），张祎航（メディア） 

 ルート③ ：丁丁（ラジオ局レポーター），张志林（歌手），趙涤尘（カメラマン），脊梁in上海（ニュースサイトマネージャー）， 

 ルート④ ：黒米粒（ブロガー），範庭略（出版＆酒文化ライター），食尚小米（ブロガー），陈旭阳（メディア） 

 ルート⑤ ：高山峰（ラジオ局DJ・プロデューサー），『漫旅』（雑誌社），梦遥（テレビ局司会者），司雯嘉（テレビ局司会者）， 

               麦子（ラジオ局DJ）    

上海等からキーパーソン，飲食関係者，旅行関係者等を東北地方等に招聘。現地で東北地方等の観光・食の魅力， 

安全性等を体感していただき，上海等でその体験を発信していただく。 

■ 事業概要 

■ 日 程 ルート①/② ：2015年  9月13日（日）～同月16日（水） 

ルート③/④ ：2015年  9月19日（土）～同月22日（火） 

ルート⑤ ：2015年10月  4日（日）～同月  7日（水） 

★ 

①岩手・青森・秋田 
 

  成田空港→ 
  岩手県泊→ 
  青森県泊→ 
  秋田県泊→ 
  成田空港 

★観光モデルプラン 
観光を主目的とした東北旅行のモデルプラン。
豊かな自然と，ねぶた等の伝統文化を体感で
きるルート 

★ 

③群馬・栃木・福島 
 

  羽田空港→ 
  群馬県泊→ 
  栃木県泊→ 
  福島県泊→ 
  羽田空港 

②宮城・福島・茨城・千葉 
 

  仙台空港→ 
  宮城県泊→ 
  福島県泊→ 
  茨城県泊→ 
  成田空港（千葉県） 

★ 

■ 招聘ルート 

★観光モデルプラン 
観光を主目的とした東北から関東周遊のモデル 
プラン。中国の方々にも人気の温泉やショッピン
グモール等を取り入れたルート 

★世界遺産等の文化体感プラン 
観光目的の中でも，世界的に注目を集める 
世界遺産や歴史的建造物を中心に訪れる 
文化体感ルート 

★ ★ 

⑤福島・岩手・宮城 
 

  羽田空港→ 
  福島県泊→ 
  岩手県泊→ 
  宮城県泊→ 
  成田空港 

★ 

④宮城・山形・新潟 
 

  羽田空港→ 
  宮城県泊→ 
  山形県泊→ 
  新潟県泊→ 
  羽田空港 

★食の魅力ＰＲプラン 
食体験を主目的とし，ブランド米，和牛，日本酒等の 
美食体験が堪能できるルート 

★風評被害対策（安全ＰＲ）プラン 
風評被害対策PRを主目的とし，震災からの復興，食や土地の 
安全対策とその現状視察を中心に盛り込んだルート 

外務省・在上海日本国総領事館 ■ 主 催 

宮城県・福島県・茨城県・栃木県・群馬県・千葉県・新潟県・青森県・岩手県・秋田県・山形県 〔計11県〕 ■ 参加自治体 

■ 後 援（予定） 独立行政法人日本貿易振興機構（ジェトロ），日本政府観光局（ＪＮＴＯ）， 
独立行政法人日本貿易振興機構（ジェトロ）上海事務所，日本政府観光局（JNTO）上海事務所， 
上海日本商工クラブ 

「行ってみよう！魅力満載！東日本」（中国語：《迷恋东瀛》魅力东日本 满载而归！）実施概要 
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〔２〕 現地ＰＲイベント事業 

東北地方等に招聘したキーパーソン等が登場してのトークショーや，参加自治体によるプレゼンテーションステージ， 

伝統工芸や食文化を体験できるコーナー等の「ステージプログラム」，さらには参加各自治体の一押しが「文化」「温

泉」「食」「名所」「祭り」のカテゴリーごとに堪能できる「展示コーナー」，写真や旅行企画に関する「コンテストコーナー」

等によるＰＲイベントを開催。上海の多くの人々に東北地方等の魅力を実際に肌で感じていただく。 

■ 事業概要 

2015年11月27日（金）～同月29日（日）  

10：30～19：00 （予定） 

※なお，初日27日（金）については，10：30からオープニングセレモニーを予定しているため，開場は10：50頃です。 

■ 日 時 

環球港（Global Harbor） 

住所：上海市普陀区中山北路3300号 

地下２階 太陽大庁イベントスペース（地下鉄３・４号線「金沙江路」駅直結） 

※会場の地図は，P5の【参考２】を参照。  

■ 会 場 

外務省・在上海日本国総領事館 ■ 主 催 

宮城県・福島県・茨城県・栃木県・群馬県・新潟県・山形県 ほか 〔最大9県（予定）〕 ■ 参加自治体 

■ 後 援（予定） 

■ 実施内容 

・会場内を大きく3つのコーナー（①ステージプログラム ②展示コーナー ③コンテストコーナー）に大別して開催します。 

・展示コーナーは５つのカテゴリー（文化，温泉，食，名所，祭り）をテーマに構成します。 

会場イメージ 
※変更の可能性があります 

①ステージプログラム 

   招聘事業で東北地方等の魅力を体験したキーパーソン等が登場し，文化，温泉，食，名所，祭りをテーマにトークショーを行います。 

   食テーマのトークショーでは，招聘の際に体験した地元料理のレシピを紹介する等，魅力的なプログラムを展開します。 

   他にも，参加各自治体が自県の魅力を独自にＰＲするプレゼンテーション，伝統工芸や食文化を体験できるコーナー，招聘事業の様子を収録した 

   映像の上映等，東北地方の魅力満載なステージプログラムにより会場を盛り上げていきます。 

③コンテストコーナー 

   一般からの写真応募による「写真コンテスト」，ならびに旅行代理店参加による「旅行企画コンテスト」をパネル展示で紹介します。 

   会場にて，来場された方から投票していただき，優秀作品を決定します。 

②展示コーナー 

 文化，温泉，食，名所，祭り，のカテゴリー毎に，コーナーを設けます。 

 各コーナーでは，参加各県が誇る自慢の名物を実物，パネル，映像等で紹介します。 

「行ってみよう！魅力満載！東日本」（中国語：《迷恋东瀛》魅力东日本 满载而归！）実施概要 

④関連企画 

   現地ＰＲイベント事業の関連企画として，東北地方等の郷土料理に関する「料理教室」，上海市内の各レストランにおける「東北料理週間」等も 

   予定しています。 

     ※実施内容の一部については，変更の可能性があります。 

独立行政法人日本貿易振興機構（ジェトロ），日本政府観光局（ＪＮＴＯ）， 
独立行政法人日本貿易振興機構（ジェトロ）上海事務所，日本政府観光局（JNTO）上海事務所， 
上海日本商工クラブ 
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【参考１】 招聘者について① 

①岩手・青森・秋田 ルート  2015年9月13日(日) ～ 9月16日(水) 

②宮城・福島・茨城・千葉 ルート  2015年9月13日(日) ～ 9月16日(水) 

万蒂妮 テレビ局レポーター ファッション 蔡輝 カメラマン 写真家 蔻蔻 ブロガー グルメ 

Shenhah ブロガー トラベル 

呉楷KIMI グルメレポーター グルメ 晃悠（Lunar) 文芸ライター 

张祎航 メディア 

トラベル 晓明Alex ブロガー トラベル 

登録ユーザー数： 

5000万人 

③群馬・栃木・福島 ルート  2015年9月19日(土) ～ 9月22日(火) 

丁丁 ラジオ局レポーター アート 张志林 歌手  アート 趙涤尘 カメラマン 写真家 

脊梁in上海 ニュースサイトマネージャー トラベル 郭照君 メディア 

独自の実用的な海外旅行情報をユーザーに提供。 
36％の窮遊ユーザーが大学院以上の学歴。 
25％のユーザーが海外からのアクセス，ハイクラスの旅行， 
体験を重視。 
92%のユーザーが一週間以上の滞在。 
43%のユーザーは中国六大都市で生活をし99%のユーザーは
明確な旅行の計画がある。 

登録ユーザー数： 

5000万人 

フォロワー数：1,059,817人 
上海SMGグループの人気No.1リ
ポーター。 
レギュラー番組のほか，国際映
画祭の司会，ファッションショー，
芸術番組，舞台等の様々な分
野で活躍。 
北海道，ヨーロッパ，ベトナム等
の観光局に招へいされた経験
がある。 

フォロワー数：215,652人 
ファッションカメラマン。 
ファッション方面で一定の地位
を有している。 
旅行が大好きで，旅行に行く旅
に，美しい風景をカメラで記録し，
シェアしている。 

【ブログ】訪問数：12,575,257 
http://blog.sina.com.cn/sweetcoco
518z  
【微博】ファン数：330,754 
http://weibo.com/516686785 
高級栄養師，高級ベーカー調理師，
テレビ美食番組の常連ゲスト，美食・
育児のライター。 
有名な食品ブランドの商品開発に多
く参加し，ネット等の美食大会の賞を
獲得している。 

【ブログ】 
http://www.qyer.com/u/139
6638 
 
今まで4カ国，27の町を回った
ことがある。 
撮影，買い物，外国文化等に
興味がある。 

撮影，おいしい料理を食べること・作
ること，カフェ，旅行が趣味。 
上海SMGグループの人気の ICSチャ
ンネル主催の『食尚厨神』コンテスト
に参加し，TOP8に入った経験がある。 
また，同じくSMGグループの文芸チャ
ンネル『今日何を食べるか』という番
組の収録に多く参加している。 

作文，撮影，旅行が趣味。 
80年代の文芸，ソーシャル・マーケ
ティングのプロ。 
昨年，書籍『日本へ1000回行っても
足りない』を出版。北海道から沖縄ま
で，お風呂や前菜等の日常生活の些
細なことを記録，読者に共鳴を呼んで
いる。 
また，公式微信「和風旅人」の運営者。 
平均閲覧数は1500程。 

【ブログ】 
http://www.qyer.com/u/120
6278 
 
旅行の達人で，今まで7カ国，
48の町を旅した経験があり，非
常に人気が高いブロガー。 
撮影も得意としており，異文化
に対しても高い関心を持ってい
る。 

独自の実用的な海外旅行情報をユーザーに提供。 
36％の窮遊ユーザーが大学院以上の学歴。 
25％のユーザーが海外からのアクセス，ハイクラスの旅行， 
体験を重視。 
92%のユーザーが一週間以上の滞在。 
43%のユーザーは中国六大都市で生活をし99%のユーザーは
明確な旅行の計画がある。 

上海SMGグループの一番人気リ
ポーター。 
「全国音楽DJ」のTOP10に入選。
『音楽万華鏡』や『全球華語音楽ラ
ンキング』等，様々な番組を担当。 
日本の文化，小説等が好きで，昨
年は松本清張の推理小説のロケ地
めぐりをし，ブログやラジオ番組等に
発表，大きな注目を集めた。 

フォロワー数：180,022人 
中国の人気歌手。 
中国のランキング「東方風雲
榜」のTop10に入った経験があ
る。旅行・美食が好きで，グルメ
をテーマにしたコンサートを開催。
最近は音楽舞台のプロデュー
サーとしても活躍中。 
北海道，鹿児島等の旅行局に
招へいされた経験がある。 

フォロワー数：368,303人 
上海SMGグループの中で最も影
響力が高いニュースサイト「看看
新聞網」のマネージャー。 
一方で，鋭い観察力と一歩進ん
だ考え方で「脊梁in上海」という
自身の微博運営も行っている。
旅行が好きで，何度も日本を訪
れた経験がある。 

フォロワー数：101,790人 
中国ファッション業界のカリスマ
カメラマン。 
ELLE，Vogue等の一流雑誌の
専用カメラマンとして活躍。
2012年から動画業界にも活動
を広げ，世界的な化粧品や時
計等のCM撮影を担当してきた。 

http://blog.sina.com.cn/sweetcoco518z
http://blog.sina.com.cn/sweetcoco518z
http://weibo.com/516686785
http://www.qyer.com/u/1396638
http://www.qyer.com/u/1396638
http://www.qyer.com/u/1396638
http://www.qyer.com/u/1396638
http://www.qyer.com/u/1396638
http://www.qyer.com/u/1396638
http://www.qyer.com/u/1396638
http://www.qyer.com/u/1396638
http://www.qyer.com/u/1396638
http://www.qyer.com/u/1206278
http://www.qyer.com/u/1206278
http://www.qyer.com/u/1206278
http://www.qyer.com/u/1206278
http://www.qyer.com/u/1206278
http://www.qyer.com/u/1206278
http://www.qyer.com/u/1206278
http://www.qyer.com/u/1206278
http://www.qyer.com/u/1206278
http://www.qyer.com/u/1206278
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【参考１】 招聘者について② 

④宮城・山形・新潟 ルート  2015年9月19日(土) ～ 9月22日(火) 

黒米粒 ブロガー 範庭略 出版・酒文化ライター 食尚小米 ブロガー 

陈旭阳 メディア 

グルメ グルメ グルメ 

⑤福島・岩手・宮城 ルート  2015年10月4日（日）～10月7日（水） 

高山峰 ラジオ局DJ・プロデューサ アート 『漫旅』 雑誌社  トラベル 梦遥 テレビ局司会者 グルメ 

司雯嘉 テレビ局司会者 ファッション 麦子 ラジオ局DJ アート 

独自の実用的な海外旅行情報をユーザーに提供。 
36％の窮遊ユーザーが大学院以上の学歴。 
25％のユーザーが海外からのアクセス，ハイクラスの旅行， 
体験を重視。 
92%のユーザーが一週間以上の滞在。 
43%のユーザーは中国六大都市で生活をし99%のユーザーは
明確な旅行の計画がある。 

登録ユーザー数： 

5000万人 

【ブログ】訪問数：4726936 
http://blog.sina.com.cn/hmilyblog 
【微博】フォロワー数：391264 
http://weibo.com/hmilyblog 
有名な観光ガイドブックライター。 
『北京』『河南』『安徽』という個人旅行者
向けのガイドブックを出版。中国最大ポー
タルサイトSina網のお薦め旅行ブロガー。
これまで中国各地，アフリカ，日本，マ
レーシア，ハワイ，ベトナム等の旅行局と
提携，昨年は福島，新潟へ取材実績もあ
る。 

フォロワー数：141,884人 
出版・酒文化ライター。  
GOODLiFE MEDIAを発行しており，出
版業界で活躍。観光や酒文化等に
興味があり， FT中文網の契約ライ
ターとして，お酒の文化についてコラ
ムを書いている。 
観光しながら地酒を通して現地の文
化等の内容を執筆，特に日本のウィ
スキーに興味を持っている。 

【ブログ】訪問数：33,771,215 
http://blog.sina.com.cn/u/119971
2261 
【ミニブログ】ファン数：158,879 
http://weibo.com/jimmy628  
テレビ局，雑誌等の多数のメディアの
コンサルタント。 
多くの芸能人の情報や写真をブログ
で公開。ほぼ毎日記事を更新。美食
分野で有名。 

フォロワー数：123,828人 
上海SMGグループに所属，アジアで人
気のラジオチャンネルFM101.7のDJ&
プロデューサー。 
上海人の中に高山峰を知らない人は
いないほど有名。DJだけではなく，観光，
音楽，ファッションに高い関心を持ち，
その活躍はラジオ，テレビ，舞台等，多
岐にわたる。 
日本，アイルランドの観光局に招へいさ
れた経験がある。 

旅行雑誌社 

『Travel + Leisure』の中国版。 

独特な視点で唯一無二な旅行ルー
トを詳しく掲載し，読者に旅行の楽し
みを提供している。 

発行部数：650,000部/月 

発行日：毎月1日発行 

フォロワー数：140,666人 
SMGグループのファッション番組の
司会者。 
現在グルメ番組，広告CM，舞台，ド
ラマ等，様々な分野で活躍。 
日本ファッション雑誌「Rayli」の中国
語版とサントリーのモデルとして起用
されていた。 
韓国，鹿児島，アメリカ等の観光局
に招へいされた経験がある。 

フォロワー数： 
210,303人 

SMGラジオ局の一番人気チャンネ
ル「動感101」のDJ。 

ELLE本誌のコラム作家として起用
され，ELLEグループ等のイベント
の司会も担当していた。 

鹿児島やCostaクルーズの招聘で
日本，韓国等へ取材に行った経
験がある。 

【微博】ファン数：83,649 

http://weibo.com/btvmy 

北京テレビの司会者。 

『美食地图』『生活+』『食全食

美』等の有名番組を担当。 

美食で有名な雲南に生まれた
美食家で，司会に限らず，自ら
グルメ家としても活躍。 

http://weibo.com/hmilyblog
http://blog.sina.com.cn/u/1199712261
http://blog.sina.com.cn/u/1199712261
http://weibo.com/jimmy628
http://weibo.com/btvmy
http://weibo.com/btvmy
http://weibo.com/btvmy
http://weibo.com/btvmy
http://weibo.com/btvmy
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【参考２】 現地ＰＲイベントの会場について 

環球港（Global Harbor） 
住所：上海市普陀区中山北路3300号 

地下２階 太陽大庁イベントスペース（地下鉄３・４号線「金沙江路」駅直結） 

■ 会場周辺ＭＡＰ 

■ 環球港 フロアマップ 

B2F ショッピングフロア       

地下２階 太陽大庁イベントスペース 
（地下鉄３・４号線「金沙江路」駅直結） 

4F レストラン／イベントスペース 
     シネマフロア         

3F レストラン／イベントスペースフロア       

2F ショッピングフロア      

1F ショッピングフロア      

B1F ショッピングフロア      

B3F 駐車場     


