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今後のスケジュール

日付 開催地等 実施内容 概要

2月1日
Web会議システム
Zoomにて（予定）

令和3年度第2回デジタル活用研修会
ツーリズムおおいた会員様を対象とし、今年度大分県・
ツーリズムおおいたで行っているデジタルマーケティング
事業の報告会を行う予定です。

3月8日
ソレイユ及びWebに

て（予定）
令和3年度第2回大分県域観光

マーケティング会議

ツーリズムおおいた会員様を対象とし、必要なマーケティ
ングデータの共有や活用方法について講演及び協議を行
う予定です。

地元人がオススメする「九州・大分」ならではの魅力を発信する着地型旅行商品販売サイト「テッパン！おおいた」にて、11月1日（月）より

新たなおんせん県おおいたおもてなしクーポンとして、「昭和の町お得な散策クーポン」を販売開始しました！

テッパン！おおいた 新おもてなしクーポン販売開始

①豊後高田市の商店街14店舗で使える

お得な散策クーポン1,000円分

②チームラボギャラリー昭和の町入館料

①と②をあわせて通常1,420円のところ、クーポン
を購入していただくと1,000円で楽しむことができ
ます♪

実施報告

日付 開催地等 実施内容 概要

10月7日 WEB(日出町) 日出町オンラインツアー
海の城下町日出町の城寺社めぐりをインターネット配信。城址
やお寺、神社を巡りながらグルメも生中継で紹介しました。

10月23日 WEB（竹田市） 竹田市オンラインツアー
城下町竹田の歴史文化施設や温泉、グルメスポット等を現地
ガイドと共に生中継で紹介しました。

12月14日 WEB（別府市） 別府オンラインツアー
大人気漫画鬼滅の刃の聖地と言われる八幡竈門神社、かまど
地獄等を生中継で巡るツアー実施しました。

12月17日 大分市 第２回農山漁村ツーリズム研修会
最新の感染症対策と受入体制の整備について研修会を実施
しました。

令和3年度第1回デジタル活用研修会

11月30日（火）大分県労働福祉
会館「ソレイユ」及びWEBにて令
和3年度第1回デジタル研修会
を実施しました。

県内観光事業者へのデジタル
活用に関する知識習得を目的と
して、デジタルマーケティングの
基本やSNSの活用に関する研修
会を行いました。

第１回農山漁村ツーリズム研修会

12月1日（水） 大分市にて農泊の現状とWEBを活
用した情報発信について研修会を実施しました。

「昭和の町お得な散策クーポン」
の詳細・ご購入はこちらから！
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国内誘致営業

今後のスケジュール

トピックス

日付 開催地等 実施内容 概要

1月11～13日

大分県内
インフルエンサーを活用した

SNS情報発信事業撮影

インフルエンサーとカメラガールズによる大分県ＰＲ事業の撮影
を実施予定です。ぜひ「Oitaナイショのフォトリップ」で検索してく
ださい。

2月1～3日

2月28～3月2日

2月12～13日 福岡
九州旅行博覧会トラベラーズ

フェス2022
福岡国際センターにてポストコロナに向けて、観光産業の回復を
目指したイベントに参加予定です。

2月3日 福岡
九州・沖縄地区コンベンション推
進団体連絡会実務連絡者会議

MICEに伴う意見交換会に出席予定です。

2月16～17日 WEB IME2022Online
国際/国内会議、学会・大会、企業ミーティング、インセンティブ
旅行等MICEを誘致するための商談イベントに参加予定です。

2月28日 東京

九州観光推進機構素材説明会
九州観光推進機構主催の素材説明会に参加し、各地の旅行会社
と商談及び大分県PRを行います。

3月2日 大阪

3月3日 WEB

3月4日 福岡

3月5～6日 広島 ひろしま旅文化祭2022 大分市・九重町と一緒に大分県の魅力のＰＲを行います。

3月19～21日 大阪 旅サラダEXPO 別府市・ﾌｪﾘｰさんふらわあと共同出展し大分県のPRを行います。

3月25～27日 大阪 日本観光ショーケース 九州として7県共同ブース出展します。

12月7日（火）～9日（木）インフルエンサーを活用した情報発信
事業の撮影を行いました。

インフルエンサーとカメラガールズを起用し、「Oitaナイショのフォ
トリップ」としてコロナ禍でも楽しめる旅の魅力を引き立て、観光認
知度の向上と中長期的な観光のPRを実施し、九州内、関西地域
からの誘客を目指していきます。

インフルエンサーを活用した情報発信事業撮影

11月13日(土) 豪華列車「或る列車」スイーツコー
スからコース料理を満喫できる列車に生まれ変わり、
博多～由布院間を運航開始！

12月4日(土)「アマネク別府ゆらり」「ア
マネクイン別府」が別府駅前に開業！

10月20日（水）

～22日（金）

WEBにて、ツーリズム
おおいた主催の商談
会及びエクスカーショ
ンを実施しました。

ツーリズム商談会

11月25日（木）

～26日（金）

宮崎県にて九州・
沖縄地区コンベン
ション推進団体連
絡会総会が開催さ
れ、MICEに関する
意見交換会を行い
ました。

九州・沖縄地区コンベンション推進団体連絡会総会
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日付 開催地等 実施内容 概要

10月25日 イギリス
訪日インバウンドオンライン

セミナーに参加
現地旅行会社約50社へ向け大分県のプレゼンテーションを実
施しました。

11月1～3日 イギリス WTMに出展 ロンドンにて開催されたＢｔｏＢの国際見本市に出展しました。

11月6～7日 タイ JAPAN CALLING2へ出展
タイ・バンコクにて開催された日本のイベントにブース出展し
大分県のPRを行いました。

12月8日 マレーシア 現地旅行会社との商談会
クアラルンプールにある旅行会社との商談会にオンラインで
参加し大分県のPRを行いました。

12月23～26日 タイ TITF#27へ出展
タイ・バンコクにて開催された旅行博にブース出展し大分県
PRを行いました。

今後のスケジュール

日付 開催地等 実施内容 概要

2月 台湾 オンライン商談会 台湾現地旅行社と大分県内事業者との商談会を実施予定です。

2月 イギリス 現地旅行会社向けイベント 今回は北部九州として福岡、佐賀、長崎と合同でイベントを開催予定です。

3月 中国+α 国内ランド社商談会
中国市場を取り扱う国内のランド社と大分県内事業者との商談会を実施
予定です。

3月 オーストラリア 現地旅行会社向けイベント
シドニー、メルボルン、ブリスベンの３都市にてイベントを開催し、およそ
150の現地旅行会社、メディアへ大分県のPRを行います。

実施報告

海外誘致営業

教育旅行

日付 開催地等 実施内容 概要

1月 国東半島
教育旅行「世界農業遺産体験プログ

ラム」PR動画撮影
各体験プログラムの撮影予定です。
（国東地区：原木しいたけ駒打ち等）

2月 東京都 九州7県合同修学旅行説明会
大分県の素材を多く知っていただき、需要の拡大を図
る予定です。

日付 開催地等 実施内容 概要

10月17日 宇佐市 両合棚田

教育旅行「世界農業遺産体験プロ
グラム」PR動画撮影

大分県教育旅行の誘致及びグリーンツーリズムの活
用促進を図ることを目的に、世界農業遺産体験プロ
グラムのPR動画を制作しました。

10月30日 国東市 旭日地区

11月11日 国東市 七島藺

11月13日
豊後高田市 鬼会の里
豊後高田市 田染の荘

12月10日(金) 第2回九州観光推進機構教育旅行担
当者会議に出席し、九州の教育旅行の現状等の情報
共有を行いました。

11月より大分教育旅行公式
ホームページを改修しました。

体験や宿泊施設などコンテン
ツを検索しやすくしています。
また、県内で実施された教育旅
行をブログで紹介しています。

10～12月イギリス・オーストラリア・韓国・香港・タイ・台湾の現地旅行
会社に対し、大分県の観光情報のPRと情報共有を行いました。

現地旅行会社向けオンラインFAMツアー

11月5日（金）～8日（月）台湾・台北にて開催された国際旅行博に、長崎県・熊本
県と共同出展を行い、来場者に対し大分県の観光情報と県産品のPRを行いました。

台北国際旅行博（ITF2021）へ出展

https://oita-story.com/

大分県教育旅行公式HPは
こちらからご覧いただけます！
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国内情報発信
大分県観光情報誌「ぐるり冬号 vol.68」を発行しました！

日々、情報を発信中です！

ツーリズムおおいたでは、観光情報公式サイトをはじめ、facebook 、ツイッター、 Instagram で日々情報を発信しています！
観光スポットや注目イベント、キャンペーンなどさまざまな情報が満載です。ぜひ、チェックしてください。

日々、情報を発信中です！

【HP掲載旬の情報】
・早春の女子旅にピッタリ！！はんなり、おひな様巡り
・たとえばこんな、おおいたの旅
～大分県観光情報誌ぐるりダイジェスト～

・大分に来たらぜひ食べて！！☆おおいたのご当地グルメ☆
・日本一のおんせん県ならでは！温泉の楽しみ方いろいろほか

大分県内各地の魅力スポットをお届けする大分県観光情報誌
「ぐるり」。春・夏・秋・冬と年に4回、季節にあった魅力あ
ふれる情報をお届けしています。

11月18日、「ぐるり冬号 vol.68」を発行しました。今回の特集
は「冬と料理の静かな関係」をテーマに、風情ある客室で、
ゆったりとこだわりのお料理が味わえるお店をご紹介していま
す。ほかにも、移住者の方たちへのインタビュー「まっちょん
県おおいた」や各施設のスタッフの方がリレー形式でPRメッ
セージをつなぐ「おもてなしリレーメッセージ」など見どころ
満載です。

「観光情報誌ぐるり」は、ツーリズムおおいたHPにて、PDFと
WEBページ版でご覧いただけます。ぜひチェックして、観光案
内の参考にしてください。

おんせん県PRESS vol.40を配信しました！

ツーリズムおおいたでは、おんせん県おおいたの“旬な観光
情報”と、造成に役立つ“おすすめ企画商品情報”を掲載した
ニュースレター「おんせん県 PRESS 」を年6 回配信してい
ます。

今年度より一目で情報をお届けできるメルマガ方式での配
信に変更しました。11月30日に配信したvol.40では、一足
早く「大分県内おひなまつり情報」をご紹介。県内各地の
「おひなまつり」をはじめ、グルメや雑貨など、盛りだく
さんの情報となっています。また、おすすめのクーポン情
報や各市町村様からのお知らせも掲載しています。

「ぐるり」はこちらからご覧いただけます！
https://www.visit-oita.jp/books/

海外情報発信

日々、情報を発信中です！

今後のスケジュール

日付 開催地等 実施内容 概要

1～2月 中国・台湾
北九州空港を起点とした

観光ルートPR事業
中国と台湾向けにモデルを招請し、動画配信を行う予定です。

1～2月 中国 九州オンライン旅行博出展
中国向けにWeiboを活用し、九州内各県と連携し旅行博の開催を
行う予定です。

2月 韓国
韓国人インフルエンサー

を活用したPR事業
韓国人インフルエンサーを活用しNAVERブログを中心に情報発信
を行う予定です。

大分県公式観光YouTubeチャンネル“沸騰大分”

大分県公式観光YouTubeチャンネル「沸騰大分」のセカンド
シーズンの撮影及び13本の動画配信を行いました！
昨年度に引き続きメインホストを務めるHarukaStylesさん（別
府市在住）が県内各地を訪れ、地域の魅力を紹介していきます。

大分の魅力を発信していきますので、まだこのチャンネルをご
覧いただいていない方は是非ご覧ください！

“沸騰大分”はこちらから
ご覧いただけます！！

https://www.youtube.com/channel/UCV
obCFlSRhSWKIqCyWr6vXA


