平成28年9月16日
各 位

日本政府観光局（JNTO）
日本東北六県感謝祭実行委員会

「日本東北遊楽日2016 だいすき♡♥とうほく」を開催いたします！
‐

台湾における一般消費者向けイベントを通じた東北地域の訪日プロモーション事業ご参加のご案内 –

2014年の第1回 日本東北感謝祭では台湾の支援への感謝を伝え、イベントを通じて東北と台湾間で
確かな絆が生まれ、友情の芽が「希望の芽」として誕生しました。翌年、2015年の第2回目では「希望の芽」
が成長し、感謝を伝えるステージから「交流」にステップアップさせ『一緒に楽しもう！』をショルダータイトル
とし、メインキャッチには通訳不要の『だいすきとうほく！』で開催し、2014年の来場者数2万人を大きく上回
る51,000人に来場いただきました。3年目となる2016年は、ホップ・ステップ・ジャンプの「ジャンプ」の年と捉
え、『元気な東北』『魅力いっぱいの東北』を多くの台湾人の方々に伝え、東北の魅力を知っていただき、
好きになってもらい、『ぜひ東北へ行ってみよう！』と思っていただけるイベントにしていきたいと考えており
ます。
つきましては、今年も出展団体の募集をいたしますので、ぜひご参加いただきますようお願いいたします。
東北地域への訪日旅行者拡大を一層盛り上げるため、何卒ご支援・ご協力を賜りますようお願い申し上げ
ます。
記
【実施概要】
■目的：台湾の一般消費者向けに、東北旅行の魅力、台湾からの震災復興支援に対する感謝、元気になった
東北をPRするイベントを実施し、台湾人の東北旅行の需要喚起を図ることを目的とする。
■名称：「日本東北遊楽日2016 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
■期間：平成28年12月9日（金）～12月11日（日）の3日間
■時間：12/9（金）12：30～19：00 ※オープニングセレモニー＆内覧会 実施予定（10：30～12：00）
12/10(土)10：00～19：00
12/11(日)10：00～17：00
※開催時間は予定となります。変更となる場合がございますのでご了承ください。

12/8（木）

12：00～19：00
搬入・準備

12/9（金）
10：30～12:00
オープニングセレモニー＆
内覧会
12:30～19:00
イベント開催

12/10（土）

10:00～19:00
イベント開催

１2/11（日）

10:00～17:00
イベント開催
17：00～19：00
撤去・搬出

■場所：華山1914文化創意産業園区 東2A～2D（4棟連結使用）
※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
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【募集概要】
■対象：自治体（市町村）、航空会社、旅行会社など旅行業関係団体、観光施設関係団体、
ホテル、旅館など宿泊業関係団体、物産・飲食業関係団体、郷土芸能・民芸品出展関係団体、
その他希望団体、企業等
■内容：ブース出展にて、東北の魅力を出展者それぞれの特色あるコンテンツでＰＲし、東北観光への誘客を
促進していただきます。 （①：ご希望のブース出展タイプ、 ②：ご希望の出展内容）について、
「出展希望申込書」にご記入の上ご提出ください。詳細については以下ご参照願います。
※ 「出展希望申込書」は出展を確約するものではございません。応募状況や会場の都合により、出展ができない
場合や、出展内容を調整させていただく場合がございます。何卒、ご理解の程、よろしくお願いいたします。

①：ご希望のブースタイプをお選びください。
【出展タイプ-A】 ： 1小間（サイズ：間口3ｍ×奥行3ｍ×高さ2.5ｍ）
◇出展料：200,000円（税込）
※物品輸送費は別途
（ア）
（ウ）

（高さ）
2.5ｍ
（エ）

（イ）

（奥行）3ｍ
（間口）3ｍ
（ア）

ブースパッケージ内容：
①出展者名表示（※事務局が統一デザインにて制作・設置いたします。※上図内（ア）300ｃｍ×30ｃｍ）
② （イ）～（エ）の壁面のデータ出力、設置（※入稿データをご支給ください。）
③照明（アームスポット）×3灯
④電源コンセント（500ｗ）×1口
⑤床面パンチカーペット（300cm×300ｃｍ）
⑥カウンター（巾100ｃｍ×奥行50ｃｍ×高さ90ｃｍ）×1台
⑦イス×2脚
⑧カタログラック×1台
その他オプション内容(有料)：
・上図（イ）～（エ）の壁面の入稿データは、素材をご提供いただき事務局でデザインすることも可能です。その場合、
内容により別途デザイン費を頂戴いたします。
・照明・電源の追加が可能です。レンタル備品についても多数取り揃えております。
・会場への物品の輸送を承ります。費用については物量や内容により異なります。
※上記詳細については、別途ご案内させていただきます。ご要望がございましたら事務局までお問い合わせください。
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【出展タイプ-B-1】 ： 2小間/倉庫なし （サイズ：間口6ｍ×奥行3ｍ×高さ2.5ｍ）
◇出展料：300,000円（税込）
※物品輸送費は別途

（高さ）
2.5ｍ

（ア）

（ウ）
（イ）

（エ）

（奥行）3ｍ
（間口）6ｍ

（ア）

【出展タイプ-B-2】 ： 2小間/倉庫あり （サイズ：間口6ｍ×奥行3ｍ×高さ2.5ｍ）
◇出展料：350,000円（税込）
※物品輸送費は別途
（ウ）

（高さ）
2.5ｍ

（ア）

倉庫
スペース

（イ）

（エ）

（奥行）3ｍ
（間口）6ｍ
（ア）

ブースパッケージ内容：（※B-1、B-2共通となります。）
①出展者名表示（※事務局が統一デザインにて制作・設置いたします。※上図内（ア）200ｃｍ×250ｃｍ）
② （イ）～（エ）の壁面のデータ出力、設置（※入稿データをご支給ください。）
③照明（アームスポット）×6灯
④電源コンセント（500ｗ）×2口
⑤床面パンチカーペット（600cm×300ｃｍ）
⑥カウンター（巾100ｃｍ×奥行50ｃｍ×高さ90ｃｍ）×2台
⑦イス×4脚
⑧カタログラック×1台
その他オプション内容(有料)：
・上図（イ）～（エ）の壁面の入稿データは、素材をご提供いただき事務局でデザインすることも可能です。その場合、
内容により別途デザイン費を頂戴いたします。
・照明・電源の追加が可能です。レンタル備品についても多数取り揃えております。
・会場への物品の輸送を承ります。費用については物量や内容により異なります。
※上記詳細については、別途ご案内させていただきます。ご要望がございましたら事務局までお問い合わせください。

【出展タイプ-C】 ： 3小間以上でのご出展を希望する
◇出展料：別途内容確認の上
※物品輸送費は別途
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②：ご希望の出展内容についてお選びください。
【（1）.観光PR】
・パンフレットやポスター等を展示して観光PRを実施する

【（2）.試食によるPR】
・自社製品や地域産品、ご当地グルメの試食提供を実施する

【（3）.物品販売によるPR】
・自社製品や地域産品等の販売を実施する

【（4）.体験コンテンツによるPR】
・手作り体験や参加体験を実施する

【（5）.ミニステージによるPR】
・ご当地キャラクターや観光大使等によるミニステージを実施する

★ 出展に関する注意事項 ★ 必ずお読みください。
※（2）、（3）について食品は品目によって輸出ができない場合があります。ご希望の品目をお知らせください。
※（3）について、事務局では販売の代行はいたしません。出展者の責任において、台湾での販売ライセンス
を持つ輸入代理店や、支店を通し各自で行ってください。また、販売には統一発票（レシート）の発行が
必須となりますので、こちらも各自ご準備をお願いいたします。
※（2）、（4）、（5）については、応募状況や会場の都合により、主催者プログラムでの実施をご相談させて
いただく場合がございます。
※上記以外に、人の派遣を必要としない協賛出展ゾーン（パンフレットやポスターの掲出）の設置を検討して
おります。出展者確定後、状況により、別途ご案内させていただきます。

■申込み方法：別紙の「日本東北遊楽日2016 だいすき♡♥とうほく出展希望申込書」に必要事項をご記入の上
出展者事務局宛てにメールまたはFAXにてお申込みください。※下記お問合せ先に記載
■申込み期限：平成28年9月30日（金）
- お問合せ先 「日本東北遊楽日2016 だいすき♡♥とうほく 出展者事務局」

担当：廣田（ひろた）

ＴＥＬ：050-3803-9932 / ＦＡＸ：050-3803-9239
Ｅ-ｍａｉｌ

support@daisuki-tohoku.jp

（受付時間/10：00～17：00 ※土日祝除く）
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【日本東北遊楽日2016 だいすき♡♥とうほく 出展希望申込書】

※必要事項をご記入の上、お申込みください。

■ 基本情報
（フリガナ）

出展団体名
〒
住所
電話番号
（フリガナ）

担当者氏名
担当者所属・役職
担当者連絡先（電話番号）
〃

（ＦＡＸ）

〃

（E-mail）

■ 出展希望について (該当する項目に □ チェックをご記入ください）

①ご希望のブースタイプ
□ 【出展タイプA】で出展を希望する
（1小間タイプ/200,000円（税込）

□ 【出展タイプB-1】で出展を希望する
（2小間タイプ-倉庫なし/300,000円（税込）

□【出展パターンB-2】で出展を希望する
（2小間タイプ-倉庫あり/350,000円（税込）

□【出展タイプC】（3小間以上）で出展を希望する
※↓ご希望の小間サイズをご記入ください。
（
小間 ）

②ご希望の出展内容 ※複数回答可

（↓内容をご記入ください）

□ 【（1）.観光PR】の実施を希望する
□ 【（2）.試食によるPR】の実施を希望する
□ 【（3）.物品販売によるPR】の実施を希望する
□ 【（4）.体験コンテンツによるPR】の実施を希望する
□ 【（5）.ミニステージによるPR】の実施を希望する
■ その他、ご意見ご要望等ございましたらご記入ください。

【お申込み先】
「 日本東北遊楽日2016 だいすき ♡♥ とうほく 出展者事務局 」 担当：廣田
ＴＥＬ/050-3803-9932
ＦＡＸ/050-3803-9239 Ｅ-ｍａｉｌ/support@daisuki-tohoku.jp
（受付時間/10：00～17：00 ※土日祝除く）

申込み〆切：平成28年9月30日（金）
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別紙：昨年参考資料
【昨年実績】
■名

称： だいすき♡♥とうほく「日本東北遊楽日」 ～一緒に楽しもう～

■日

時： 平成27年12月4日（金）～6日（日）の3日間

■場

所： 崋山1914文化創意産業園区（東２A～２D/4棟連結使用）

■ブース出展： 東北6県…6団体、民間団体…4団体
■テーマロゴ：

■来場者数：
日付

天気・最高気温

開場時間

来場者数

12月4日（金）

晴れ・18℃

12:30～19:00

6,807名

12月5日（土）

晴れ・26℃

10:00～19:00

25,402名

12月6日（日）

雨のち曇り・18℃

10:00～17:00

18,858名

3日間合計

51,067名

■実施風景：
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