Press Release
平成 30(2018)年９月 18 日
北関東三県広域観光推進協議会

茨城県・栃木県・群馬県

県

９/２０（木） ～ ２３（日）

一般日：２２日・２３日 東京ビッグサイト

北関東三県広域観光推進協議会（茨城県・栃木県・群馬県）は、三県の魅力や自慢の味覚を PR
するため、世界最大級の旅行博「ツーリズム EXPO ジャパン 2018」へ下記のとおり出展します。
記
１

「ツーリズム EXPO ジャパン 2018」開催概要

(1) 日

程：平成 30(2018)年９月 20 日（木）～23 日（日）

(2) 会

場：東京ビッグサイト東展示棟

(3) 主

催：(公社)日本観光振興協会、(一社)日本旅行業協会（JATA）
、日本政府観光局(JNTO)

(4) 内

容：海外旅行・訪日旅行及び国内旅行の振興のために、観光産業をはじめ、全産業や
地域の力を結集して実施する世界最大級の旅の祭典。

(5) 前回実績：
〔出展者数〕1,310 企業・団体／130 カ国・地域
(2017) 〔来場者数〕191,577 人
２

ブース出展概要
(1) 出 展 者：北関東三県広域観光推進協議会／茨城県（４ブース）栃木県（６ブース）
群馬県（４ブース）ＪＴＢ協定旅館ホテル連盟（１ブース）
⇒合計 15 ブースによる共同出展
(2) 出展場所：東京ビッグサイト

東展示棟

東４ホール

ブース番号Ｊ４－07

(3) 出展日時：平成 30 年（2018）年９月 20 日（木）12：00～18：00〔業界・プレス日〕
９月 21 日（金）10：00～18：00〔業界・プレス日〕
９月 22 日（土）10：00～18：00〔一般日〕
９月 23 日（日）10：00～17：00〔一般日〕
(4) 出展内容：茨城県・栃木県・群馬県の観光物産 PR（画像はイメーシです。）
①北関東３県のオススメ観光スポットの観光 PR
・茨城県、栃木県、群馬県内の観光パンフレットやポスターを配布・掲出いたします。
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②特産品の試飲試食・販売
・ブース内に北関東三県のグルメコーナーを設置し、三県共同で地酒の利き酒試飲や茨城
県の「サバ寿司」
、栃木県の「那須-和牛しぐれ煮」、などの試食等を行います。

③ワークショップの展開
・ブース内に各県を代表する特産品の特設ワークショップを展開します。
「ハーバリウム制作」

「大谷石明かり制作」

「高崎だるま絵付け」

「富岡繭クラフト」

④フォトスポット展開
・ブース内に各県のフォトジェニックな写真が撮れる、フォトスポットを展開
茨城

栃木

宇宙服着用体験

群馬

天平文化人体験

-2-

Press Release
⑤ステージイベントの実施
・22 日（土）～23 日（日）の一般日は、ブース内ステージにて、観光 PR や各種パフォー
マンス等を実施します。
日程

9/22(土)

内容（予定）
10:00－10:30

那須のアルパカ触れ合い体験

10:45－11:00

観光 PR 群馬県みどり市ステージ

11:15－11:30

観光 PR 群馬県富岡市ステージ

11:45－12:00

宇都宮カクテルショー①

12:15－12:30

観光 PR 栃木県さくら市ステージ

12:30－12:45

観光 PR 栃木県那須塩原市ステージ

12:45－13:00

観光 PR 栃木県キャラバン隊ステージ

13:00－13:30

群馬県サンバステージ

13:45－14:00

宇都宮カクテルショー②

14:30－14:45

北関東三県キャラクターじゃんけん大会

14:45－15:00

観光 PR 茨城県 PR ステージ

15:15－15:30

観光 PR ぐんま観光おもてなし隊ステージ

15:30－16:00

観光 PR 群馬県サンバステージ

16:15－16:30

観光 PR 群馬県みどり市ステージ

16:30－16:45

観光 PR 群馬県富岡市ステージ

16:45－17:00

観光 PR 多野藤岡観光開発協議会ステージ

17:15－17:30

観光 PR 栃木県さくら市ステージ

17:30－17:45

観光 PR 茨城県 PR ステージ

10:30－10:45

宇都宮カクテルショー③

10:45－11:00

観光 PR 常総地方観光促進協議会ステージ

11:15－11:30

観光 PR 群馬県富岡市ステージ

11:30－12:00

「死ぬまでに行きたい！世界の絶景」詩歩さんが語る北
関東三県の絶景トークショー

9/23(日)

12:15－12:30

観光 PR 常総地方観光促進協議会ステージ

12:30－12:45

観光 PR 栃木県キャラバン隊ステージ

13:00－13:15

観光 PR ぐんま観光おもてなし隊ステージ

13:15－13:30

観光 PR 茨城県 PR ステージ

13:45－14:00

観光 PR 群馬県富岡市ステージ

15:00－15:30 JAPAN STAGE での北関東 3 県観光 PR
15:45－16:00

群馬県富岡市ステージ

16:30－16:45

北関東三県キャラクターじゃんけん大会

-3-

Press Release
＜9/22（土）出演者＞

アルパカ触れ合い体験 【栃木県那須町】
アルパカの毛はとても柔らかく様々な毛色があるとても可
愛らしい動物です。
そんな可愛らしいアルパカが、北関東三県ブースへ応援に
駆けつけます。
アルパカに直接触れ、ふわふわモコモコの毛質を感じてみ
てください。

サンバ

【群馬県大泉町】

大泉町は、
「日本のブラジル」と呼ばれています。ブラジル
の文化であるサンバ、カーニバル、ブラジル料理のほか本物
のブラジルが楽しめるブラジルタウンなどみどころがいっぱ
い！そんな大泉町からサンバダンサーたちが北関東三県ブー
スへ応援に駆けつけてくれます！ぜひ、本場ブラジルの熱い
サンバをその肌で体感してください！

＜9/23（日）出演者＞

絶景プロデューサー

詩歩

世界中の絶景を紹介する Facebook ページ「死ぬまでに行き
たい！世界の絶景」を運営し、70 万以上のいいね！を獲得し話
題に。
昨今の「絶景」ブームを牽引し、2014 年は流行語大賞にノミ
ネートされた。
現在はフリーランスで活躍する詩歩さんによる、北関東三県
の絶景と魅力を紹介するトークショウを行います。

＜9/22（土）・9/23（日）出演者＞

フレアバー【栃木県宇都宮市】

＜9/22(土)・9/23（日）主な出演ご当地キャラ＞

宇都宮市は「カクテルの町」として有名で、沢山のバーテンダ
ーがいますが、その中でも今回はフレアバーテンダーの渡辺健
太郎氏がパフォーマンスを実施します。
三県の美味しい果物をイメージした、ここでしか飲めない、
ＥＸＰＯ限定オリジナルカクテルを作ります。

＜9/22（土）
・9/23（日）主な出演ご当地キャラ＞
茨城県
マスコットキャラクター
ハッスル黄門

栃木県
マスコットキャラクター
とちまるくん
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群馬県
マスコットキャラクター
ぐんまちゃん
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⑥クイズラリーの実施
・北関東三県について、楽しみながら知ってもらうため、ブース内で観光クイズラリーを
実施します。クイズに回答いただいた方、先着 3,000 名にオリジナルノベルティグッズを
プレゼントします。
＜ノベルティ一覧＞

（先着 1,000 名）

（先着 1,000 名）

（先着 1,000 名）

＜本件に関するお問い合わせ先＞
〔茨城県〕

茨城県営業戦略部

観光物産課

TEL：029-301-3622
〔栃木県〕

「本物の出会い

宣伝誘客担当

FAX：029-301-3629

栃木」観光キャンペーン推進協議会事務局

（栃木県産業労働観光部

観光交流課

デスティネーションキャンペーン推進班）
TEL：028-623-3305
〔群馬県〕

群馬県観光局

観光物産課

TEL：027-226-3386
〔受託者〕

㈱ＪＴＢ

FAX：028-623-3306
観光推進係

FAX：027-223-1197

宇都宮支店（担当：石崎）

TEL：028-614-2171

FAX：028-614-2005
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