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 2019 年９月３日 

一般社団法人 

東 北 観 光 推 進 機 構 

仙台～大連便の運航再開を見据えたＦＡＭツアーの実施について 

（2018 大連トップセールスのアフターフォロー事業） 

 

一般社団法人東北観光推進機構（会長：小縣方樹 東日本旅客鉄道株式会社取締役副会長）は、

東北と中国・大連との双方向交流の拡大を図るため、昨年 8 月に実施したトップセールスのアフタ

ーフォロー事業を実施しています。 

 本年 5 月に東北各県・仙台市と一体となって、遼寧省及び大連市の行政関係者を表敬訪問したほ

か、第 30 回アカシア祭り関連行事等に参加したところですが、9 月 12 日に山形県で開催される

「北前船寄港地フォーラム in 庄内・山形」を契機として、参加する大連市等の旅行会社を対象に

東北各県・新潟県を周遊するＦＡＭツアーを実施します。 

 このたび、仙台～大連便の 11 月からの運航再開が決定したことから、東北への旅行者拡大の好

機として、東北の魅力を存分に発信してまいります。 

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

 

 

記 

 

 

○ 大連市等の旅行会社を対象としたＦＡＭツアー 

  (1) 期 間 ２０１９年９月９日（月）～１１日（水） 

(2) 参加者 大連市や東北３省の旅行会社 ５３名（予定） 

(3) コース 詳細は別添のとおり 

 ① 大連→成田→秋田県（１泊）→青森県・秋田県（１泊）→秋田県・山形県 

 ② 大連→成田→岩手県（１泊）→岩手県・山形県（１泊）→宮城県・山形県 

 ③ ハルビン→→新潟県（１泊）→新潟県・福島県（１泊）→福島県・山形県 

 

 

 

 

 

【お問い合わせ先】 

（一社）東北観光推進機構 

事業推進部/村上、倉田、菅野 

TEL:022-721-1291   

 



月日 曜日 場所 到着(開始)時間 出発(終了)時間 交通機関 行程 内容

大連 8:20 航空機 CZ629にて成田空港へ

成田空港 12:10 13:30 専用バス 東京駅へ

東京駅 14:45 15:20 はやぶさ27号にて盛岡駅へ

盛岡駅 17:33 17:50 専用バス 到着後、専用車にて大湯温泉へ

鹿角市 19:20 大湯温泉　ホテル鹿角　着 ホテル鹿角宿泊

　 大湯温泉　泊

鹿角市 8:00 ホテル　発

奥入瀬 9:00 9:30 奥入瀬渓流散策 （青森県）

小坂町 10:30 11:30 小坂鉱山事務所

大館市 12:15 比内や本店 比内地鶏の親子丼

14:00 秋田犬の里

阿仁合駅 15:10 15:28 もりよし３号 秋田内陸縦貫鉄道乗車

松葉駅 16:15 16:30

16:40 17:00 田沢湖（たつこ像）
田沢湖高原 17:40 田沢湖高原　プラザ山麓荘　着 プラザ山麓荘

田沢湖高原温泉　泊

田沢湖高原 8:30 ホテル発

仙北市 9:15 10:30 角館・武家屋敷散策

秋田市 11:40 無限堂にて昼食 稲庭うどん＋その他

13:45 ねぶり流し館 竿燈体験

にかほ市 15:00 ねむの丘

16:00 蚶満寺

鶴岡 17:30 17:50 ホテルチェックイン

酒田 18:30 20:30 前夜祭（ガーデンパレスみずほ）

21:00 ホテルルートイン酒田　泊

酒田市内ホテル　泊

火

9月11日 水

大連トップセールスアフターフォローとしての中国誘客促進事業

FAMトリップ【コースⅠ】　行程案

9月9日 月

9月10日



月日 曜日 場所 到着(開始)時間 出発(終了)時間 交通機関 行程 内容

大連 8:20 航空機 CZ629にて成田空港へ

成田空港 12:10 13:30 専用バス 東京駅へ

東京駅 14:45 15:20 新幹線 はやぶさ27号にて盛岡駅へ

盛岡駅 17:33 17:45 専用バス 花巻温泉へ

花巻 18:30 花巻温泉　ホテル千秋閣　泊

花巻温泉　泊

8:30 ホテル　発

平泉 9:20 10:45 中尊寺　見学

11:00 12:00 毛越寺　見学

12:05 13:00 芭蕉館　昼食 もり出しわんこそば体験

一関 13:15 15:15 猊鼻渓　舟下り

上山 17:45 月岡ホテル　泊

上山温泉　泊

8:30 ホテル　発

蔵王 9:30 10:15 蔵王　御釜　見学

山形 11:30 12:45 男山酒造　見学

12:50 13:50 紅の蔵　昼食 蔵座敷にて　

鶴岡 15:30 16:15 善宝寺　見学

酒田 16:50 18:15 山居倉庫　見学

18:30 20:30 前夜祭（ガーデンパレスみずほ）

20:45 ホテルルートイン酒田　泊

酒田市内　泊

9月11日 水

大連トップセールスアフターフォローとしての中国誘客促進事業

FAMトリップ【コースⅡ】　行程案

9月9日 月

9月10日 火



月日 曜日 場所 到着(開始)時間 出発(終了)時間 交通機関 行程 内容

ハルビン 8:20 航空機 ＣＺ615にて新潟空港へ

新潟空港 11:15 12:15 専用車 到着後、専用車にて新潟市内へ

新潟 12:35 13:30 田舎家 わっぱめし

14:00 15:00 新潟せんべい王国 せんべい焼き体験

15:30 16:45 今代司酒造株式会社 酒造見学・試飲

弥彦 17:30 四季の宿　みのや　泊

弥彦温泉　泊

8:30 旅館　発

8:40 9:30 弥彦神社

燕三条 10:00 10:45 燕三条　藤次郎　オープンファクトリー見学 伝統技術の見学

下郷 13:15 14:45 大内宿　昼食・散策 ねぎそばの昼食

会津若松 15:30 17:00 赤べこ絵付け体験・鶴ヶ城見学 15:30（赤べこ最終受付）

北塩原 18:15 裏磐梯グランデコ東急ホテル

裏磐梯　泊

8:15 ホテル　発

猪苗代湖 9:00 9:40 猪苗代湖　遊覧船

鶴岡 12:45 13:30 平田牧場　とんや　昼食 とん七鶴岡とぴあ店

酒田 14:15 15:15 相馬楼　観賞・見学 酒田舞娘演舞観賞

15:45 17:00 本間美術館　見学

17:10 18:10 山居倉庫　散策

18:25 20:30 前夜祭（ガーデンパレスみずほ）

鶴岡 21:15 ホテルルートイン鶴岡駅前　泊

鶴岡市内　泊

9月11日 水

大連トップセールスアフターフォローとしての中国誘客促進事業

FAMトリップ【コースⅢ】　行程案

9月9日 月

9月10日 火


