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報道機関各位 

 

観光部国際観光課長 

 

渡島半島広域周遊ルート創出事業 ＦＡＭトリップおよび意見交換会の取

材・報道について（依頼） 

 

（公社）北海道観光振興機構では，外国人観光客の嗜好に沿い渡島半島の周遊を

誘発するルートの造成により滞在日数の増加を図り，インバウンド効果を域内に波

及させ，新型コロナウイルス感染症の影響からのＶ字回復を目指す『渡島半島広域

周遊ルート創出事業』を実施しております。 

このたび，本事業の一環として，ターゲット国の絞り込みやルート策定を行うた

め，商品造成の専門家や日本在住の外国人を招請するＦＡＭトリップおよび意見交

換会を実施いたしますので，当日の取材・報道をよろしくお願いいたします。 

 

記 

 

１ 実施主体 （公社）北海道観光振興機構 

２ 実施日時 令和３年１０月５日（火）９：１５～１８：３０ 

３ 開催場所  

ＦＡＭトリップ：市内一円（別紙行程案参照） 

意見交換会：函館市役所８階第１会議室 

４ 参加者 別紙参加者リスト参照 日本在住外国人 １２名 

商品造成専門家  ３名 

 

  

 

 

 

函館市観光部国際観光課 （担当：寺村） 

TEL：0138-21-3479，FAX：0138-21-3324 

E-mail：hako-kan3@city.hakodate.hokkaido.jp 



渡島半島広域周遊ルート創出事業 調査型FAMトリップ行程案

日程 行 程

10/4
(月）

JR特急
札幌 ＝＝＝＝ 函館市内 ・・・ ルートイングランディア函館駅前（前泊）
18:46 22:40 22:45

10/5
(火)

函館市内HTL ＝＝＝ 恵山（恵山展望台コース） ＝＝＝
8:00 9:15/10:45

水無海浜温泉（視察）+ホテル恵風（昼食）*時間に余裕があれば日帰り入浴
11:20/13:00

函館市縄文文化交流センター（ガイド説明+縄文クルミソフト） ＝＝＝ 汐泊川カヌー体験 ＝＝＝
13:40/14：30 15:00/17:00

函館市役所８階第１会議室 【意見交換会】 ＝＝＝ 函館ビヤホール(夕食） ＝＝＝
17:30/18:30 19:00/20:00

ホテルWBF函館 海神の湯
20:30

10/6
(水)

<アジア＞

函館市内HTL ＝＝＝ 追分会館（見学＆着付け）
８：00 9:30/10:30

いにしえ街道（着物街歩き体験）*姥神大神宮を含む
10:40/11:40 ⇒ *追分会館 着替え

<欧米＞

函館市内HTL ＝＝＝ 開陽丸記念館
8:00 9:45/10:30

いにしえ街道（姥神大神宮・旧中村家住宅）
10:45/11:45

お食事処えさし（にしんそば） ＝＝＝
12:00/13:00

かもめ島（ガイドウォーク・マリンピング＆手ぶらキャンプ視察） ＝＝＝
13:05/14:30

夷王山 ＝＝＝ 道の駅上ノ国もんじゅ（神の道＆てっくい丼試食+かたこもちづくり体験）
14:45/15:15 15:20/16:00 16:00/17:30

＝＝＝ 矢野旅館（宿泊）
18:30

10/7
(木)

（松前漬けづくり）・・・HTL ・・・ 松前城見学 ＝＝＝
8:00/9:00 9：00 9:15/10:00

<アジア＞

松前藩屋敷（甲冑着付け体験 + 日本庭園見学）
10:15/11:15

<欧米＞

龍雲院 本堂 ・・・ 松前藩屋敷・日本庭園見学
10:15/11:15

松前藩屋敷内廻船問屋2階 【意見交換会】 ＝＝＝ 矢野旅館（昼食：藩主料理） ＝＝＝
11:30/12:30 12:45/13:45

新函館北斗駅 ＝＝＝ （JR特急） ＝＝＝ 札幌駅（解散）
16:40 /16:56 20:35



区分 出身国 氏名 性別

東アジア

台湾 鄭書羽 F

台灣 王 暎瑄 F

中国 陳 煒軒 M

香港 NG YUEN PING F

東南アジア

タイ ペミカ・カンチャノータイ F

マレーシア TEOH YONG BIN M

シンガポール Ong Yi Xuan F

インドネシア ウィディア スミ F

欧米豪

アメリカ Brandon Andrew Nguyen M

アメリカ Nathan Snow M

オーストラリア Tessa Margaret Goodall M

ウクライナ Anna Karbovnycha F

専門家

台湾 邱葉 姵岑 F

日本 栃尾 直輝 M

日本 石井 理恵子 F

【参加者リスト】

添乗員

ノース・スター・トラベル 齋藤 充 M 080-5589-7015

近畿日本ツーリスト北海道 若木 なつみ F 070-４448-1250



①
邱葉姵岑
（ｷｭｳﾖｳ　ﾊｲｷﾝ）

台湾台北の出身。日本在住３年。㈱キャラバンツアー札幌支店にて，
インバウンドのお客様向けにFIT商品の企画，宣伝手配を担当。特に
台湾市場のFIT動向に詳しく，FB（北海道旅遊）で中国以外の中華圏
のお客様向けに情報発信も行っている。

②
栃尾　直輝
（トチオ　ナオキ）

株式会社　ホワイト・ベア・ファミリー　国内旅行部　札幌営業所　所長
札幌営業所着任前は，沖縄営業所旅行部門にて個人型旅行企画・仕
入れに従事。国内および訪日向け着地型ツアー企画・造成に精通。

③
石井　理恵子
（イシイ　リエコ）

クラブツーリズム㈱　第１国内旅行センター　道南チーム

商品造成専門家



①
邱葉姵岑
（ｷｭｳﾖｳ　ﾊｲｷﾝ）

台湾台北の出身。日本在住３年。㈱キャラバンツアー札幌支店にて，
インバウンドのお客様向けにFIT商品の企画，宣伝手配を担当。特に
台湾市場のFIT動向に詳しく，FB（北海道旅遊）で中国以外の中華圏
のお客様向けに情報発信も行っている。

②
栃尾　直輝
（トチオ　ナオキ）

株式会社　ホワイト・ベア・ファミリー　国内旅行部　札幌営業所　所長
札幌営業所着任前は，沖縄営業所旅行部門にて個人型旅行企画・仕
入れに従事。国内および訪日向け着地型ツアー企画・造成に精通。

③
石井　理恵子
（イシイ　リエコ）

クラブツーリズム㈱　第１国内旅行センター　道南チーム

商品造成専門家



渡島半島広域周遊ルート創出事業 意見交換会次第 

 

日時：令和 3 年 10 月 5 日（火）17:30-18:30 

場所：函館市役所８階第１会議室 

 

(1) 開会 

 

(2) 体験コンテンツについて（感想・意見） 

① 恵山（恵山展望台コース） 

② 水無海浜温泉（視察） 

③ ホテル恵風（昼食） 

④ 函館市縄文文化交流センター 

⑤ 汐泊川カヌー体験 

 

(3) 質疑応答 

 

(4) 閉会 


