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　最近よく見かける外国人旅行者は、実

際に福岡でどのような動きをしているの

でしょうか？ 

　今回は、年間70万人と言われる来福外

国人旅行者を、統計資料や調査、観光案

内所のヒアリングなどあらゆる角度から

探ってみました。 

　韓国人、中国人などその国ならではの

旅のスタイルがあるようです！ 

　まず、福岡市への入込観光客数を見てみましょう

（表１参照）。平成20年は1,660万人で、19年より

1.5％減ですが、全体としては漸増している傾向に

あります。 

　そのなかでめざましい伸びを示しているのが外

国人旅行者。福岡空港と博多港からの入国者数を

合計した表2で見ると、19年は約72万人。15年の

36万人と比較すると4年間で2倍の数になってい

ます。21年は世界的な景気悪化、特に深刻なウォ

ン安などの影響で、旅行者は減少しています。しか

し、今年の入国者数の各月での推定値では、19年

とほぼ同等で推移しており、円高等の要素はある

ものの、外国人旅行者の数は回復し、さらなる増加

も期待されます。（資料：出入国管理統計） 

福岡の外国人旅行者動向レポート福岡の外国人旅行者動向レポート 福岡の外国人旅行者動向レポート 

過去最高は平成19年の72万人！ 
今年はさらに伸びる勢い！？ 

 

福岡市の観光統計 http://www.city.fukuoka.lg.jp/industry/visitorsindustry/

国際集客交流都市？ 

（表1） 

（表2） 
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韓国人向け 
スペシャル・ステイ・ 
キャンペーン 

　週末2泊3日で訪れ、自由に個人旅行を楽しむ韓国
人旅行者。 
　パワーブロガーやネットでの口コミを参考にしながら、
温泉、ショッピング、グルメを楽しむ！ 

PointPointPoint

九州のゲートウェイ・福岡の状況と国別に見る入国者数 

「福岡・九州は週末に行くお手軽海外」 

　外国人入国者数については、港別入国

者数ランキング5位の福岡空港と7位の

博多港を合わせると中部国際空港を上ま

わり、福岡市は日本で第3位のゲートウェ

イということができます。その入国者数の

うち約7割を占めるのが韓国からの旅行者。

その次に台湾、中国と続きます（表3）。延

宿泊者数においても韓国からは全体の4

割強を占めています（表4）。次からは各

国別に動向を見ていきましょう。 

2008年 福岡市への外国人入国者数 
（福岡空港＋博多港） 

韓国人 
64.2%

台湾人 
12.2%

中国人 
9.1%

アメリカ人 
1.6%

延宿泊者数 
　 （推計値） 

韓国人 
42.1%

台湾人 
17.6%

中国人 
5.5%

アメリカ人 
5.5%

人気ブロガーが福岡のことを 
書いたページ 

韓国人旅行者に人気の温泉 

　「韓国人旅行者は、「韓国人旅行者は、パスポーポートを持っていく

国内旅行感覚、国内旅行感覚、週末週末の2泊3日で満喫満喫できるデ

ィスティネーションとして九州九州の温泉地の温泉地1泊、泊、前

後の宿泊すの宿泊する先として福岡福岡を楽しんでいます」

と20042004年か年から韓国人が九州韓国人が九州を中心に中心に日本日本の

旅館旅館を予約予約できるサイト「九州路」「九州路」を運営す運営するリ・

キュイジン代表。ン代表。今や今や「温泉体験」「温泉体験」が韓国人が韓国人の

旅行目的旅行目的の第の第1位。位。観光、観光、ショッピングと続きます。

旅行会社旅行会社のパのパッケーケージを利用す利用する人が約人が約1515．

８％で、飛行機飛行機などのチケのチケットと宿泊施設宿泊施設のみのみ

を予約す予約する個人旅行者が多数個人旅行者が多数を占めるのが韓のが韓

国人旅行者国人旅行者の特徴。の特徴。チケチケットの予約の予約も現地現地の情の情

報も「ネット、特に特に情報は口情報は口コミであるブログか

ら得る」層が多層が多く、2020代の8080％が自分％が自分のブログ

を開設す開設するなどITIT環境が進環境が進んだ韓国んだ韓国ならでは

の背景がの背景があります。「有名「有名なラーメン店は行ン店は行っ

たから別なところ、屋台屋台でも具体的具体的な店の名前の名前

をきかれかれます。また半日半日で行け行ける温泉温泉もよくきか

れますよ」（観光案内所（観光案内所スタッフ）。 

　8月までは、は、福岡福岡の有志の有志の宿泊施設の宿泊施設1313軒で、

韓国人に韓国人に500500円のタクシーチケーチケットや特典がや特典が

ある「韓国人向け「韓国人向けスペシャルスティキャンペーンペーン」ン」

を行い行いました。そのほか、のほか、韓国人向け韓国人向け情報誌情報誌の

発刊発刊など、韓国人お韓国人おもてなしを考えた取り組み組み

韓 国 

　「韓国人旅行者は、パスポートを持っていく

国内旅行感覚、週末の2泊3日で満喫できる目

的地として九州の温泉地1泊、前後の宿泊地と

して福岡を楽しんでいます」と2004年から韓国

人が九州を中心に日本の旅館を予約できるサ

イト「九州路」（http://www.kyushuro.com）

を運営するイ・キュイジン代表。訪日旅行の目

的は、「日本の食事」「温泉」「ショッピング」が

ベスト3に。旅行会社のパッケージを利用する

人が約16％で、飛行機などのチケットと宿泊施

設のみを予約する個人旅行者が多数を占める

のがその特徴。チケットの予約も現地の情報も「ネ

ット、特に情報は口コミであるブログから得る」

層が多く、20代の80％が自分のブログを開設

するなどIT環境が進んだ韓国ならではの背景

があります。「有名なラーメン店は行ったから

別なところ、屋台でも具体的な店の名前を聞か

れます。また半日で行ける温泉もよく聞かれます

よ」（観光案内所スタッフ）。 

　8月までは、福岡のホテル13軒で、韓国人に

500円のタクシーチケットや特典がある「韓国

人向けスペシャル・ステイ・キャンペーン」を行

いました。そのほか、韓国人向け情報誌の発刊

など、韓国人おもてなしを考えた取り組みも登

場しています。 

（表3） （表4） 
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「オーシャンズ・フクオカ」クルーズ客船特集客船特集 「オーシャンズ・フクオカ」クルーズ客船特集 

http://www.welcome-fukuoka.or.jp/tools/file/download.cgi/760/oceans_no93.pdf
ビューローのHP＞機関誌「オーシャンズフクオカ」＞2010年 夏号 

　東京（テーマパーク、銀座、秋葉原）～大阪
を結ぶルートがゴールデンルートと言われ、
人気を集めていますが、そのほかのエリアへも
目が向いています。昨年7月にスタートした個
人観光ビザの発給開始により、添乗員なしで
旅程を組み立てることができる個人旅行が可
能に。今年7月からの条件緩和により中間所
得層もさらにショッピングやグルメ、高級旅館などをゆっくり楽しむ旅を望んでいます。まだまだ知名
度が低い「福岡・九州」ですが、航空便のアクセスも多く、今後の急速な広がりが期待できます。 

個人旅行ビザの発給条件の緩和（22年7月） 
○年収25万元（約350万円）以上　⇒　6万元（約85万円）以上に緩和 
○対象世帯が約160万世帯　　 　⇒　約1600万世帯へ拡大 

　クルーズで福岡に立ち寄る中国人旅行者に向けて、We Love 天神協
議会が作成したショッピングガイド。インフォメーションで聞かれる内容を
まとめて、「どこで何が買えるのか」が一目でわかる内容。寄港時に配布。 

各国別に旅行スタイルに特徴があります。動向をまとめてみました。 

そのほかの外国人旅行者の動向は？ 

○フリータイムの多いパッケージツアーから 
　個人旅行にシフト 
○グルメやフルーツの情報を求める 
○日本のアニメやテレビの情報に詳しい人が多い 

台 湾 台 湾 

○台湾、日本、タイが三大旅行目的地 
○個人旅行が増加し、訪日のリピーターが多い 
○福岡では、10月から運航予定の福岡～香港直
行便に期待 

香 港 香 港 

○近年、訪日旅行が人気を集めている 
○寺社仏閣よりも、テーマパーク、ショッピング、
日本食、温泉などが人気 
○福岡をはじめ、教育旅行を誘致するところ
も多い 

シンガポール シンガポール 欧 米 欧 米 　　　　 
○日本の伝統的なもの、寺社
仏閣や日本庭園、和食、文
化体験が好まれる 
○公共交通機関を利用しつつ、 
　歩いてゆったり旅をする 
○冬でもきれいなビーチが人気 

クルーズ船での団体旅行＆これからの個人旅行者の両方に対応 中 国 

　今年は福岡に　今年は福岡に中国発中国発クルールーズ客船がズ客船が6060回以上寄回以上寄
港し、1010万人強万人強の中国人が訪れの中国人が訪れていることは、は、前号前号で
フィーチーチャーしました（※）（※）。クルールーズ客船ズ客船の中国人旅の中国人旅
行者は、行者は、ほとんどが団体旅行が団体旅行ビザを適用。適用。オフィシャル
ツアーにーに参加が下船参加が下船の条件の条件なので、自由に自由にショッピン
グができるフリータイムも2～3時間時間ということが多いが多いよ
うです。 

　今年は福岡に中国発クルーズ客船が60回以上寄
港し、10万人強の中国人が訪れていることは、前号で
お知らせしました（下記）。クルーズ客船の中国人旅行
者は、ほとんどが団体旅行ビザを適用。オフィシャルツ
アーに参加が下船の条件なので、自由にショッピング
ができるフリータイムも2～3時間ということが多いよう
です。 

PointPoint　中国人　中国人が好む内容内容 Point　中国人が好む内容 

ツアーのポイントは帰国後に「友人・知人にする土産話のネタ」 
となりうる4点が特に重要になる。 

①ショッピング（最新電化製品やブランド品、化粧品、日用品) 

②伝統的な文化・雰囲気、温泉や日本旅館（和室）などの体験 

③日本独特の景観や自然の観光（富士山、桜、雪景色、火山） 

④日本の最先端技術や最新製品の体験・見学 

 

友泉亭公園も人気 
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九州大学大学院医学研究院脳神経外科教授 

会長 佐々木　富男 

第６９回（平成２２年度） 
全国産業安全衛生大会２０１０in福岡 

と　き：平成22年10月6日(水)～8日(金) 
ところ：マリンメッセ福岡、福岡国際会議場、 
　　アクロス福岡、福岡サンパレスホテル＆ホール 

（社）日本脳神経外科学会第６９回学術総会 

「夢の実現に向かって自己の主張を！」 
と　き：平成22年10月27日（水）～29日（金） 
ところ：福岡国際会議場、マリンメッセ福岡、 
　　福岡サンパレスホテル＆ホール 
 

2010年10月27日(水)～29日(金)の３日間、福
岡国際会議場、マリンメッセ福岡、福岡サンパレ
スホテル＆ホールを会場として、第69回学術総
会を開催します。発表演題数は、約2,000題、参
加者数は約5,000名が見込まれます。 
会員諸氏が厳しい労働環境のもとで果たしてき
た功績を社会に向かって、また世界に向かって主
張し、若者達に夢と希望を持ってもらうという趣
旨で今回の主題を「夢の実現に向かって自己の主
張を！」とさせていただきました。 
新たな企画として、30代の先生方にビデオ発
表をしていただく若手ビデオセッションと３日間
終日のハンズオンコースを企画しました。 
学術講演は、若手・中堅の先生方に夢と高いモ
チベーションを持っていただけるような企画を心
掛けましたが、文化講演では、御年104歳で世界
最長寿の現役教育学者である昇地三郎博士に100
歳を超えても呆ける事無く健康に生きる方法につ
いてお話しいただきます。 
その他、「改正臓器移植法への対応と問題点」、「医

師不足対策と勤務医の職場環境整備」などの特別
企画、ジョイントプログラ
ムとしてのJapan  As ian  
Friendship Conferenceや
市民公開講座を開催いたし
ます。 

「全国安全大会」は、安全運動に携わっている
人が、その経験と研究成果を発表しあって知識を
深め、安全運動をさらに深いものにしていこうと
いう趣旨で昭和７年に始まりました。一方、「全
国労働衛生大会」は、労働衛生を中心とした研究
討議の場を求める機運が高まり、昭和29年に始
まりました。　 
その後、昭和44年に産業安全と労働衛生が一
本化し「全国産業安全衛生大会」となり現在に至
っています。 
今年度の大会は、全国安全大会から数えて69
回目となり、福岡では８年振りの開催となります。
第１日目はマリンメッセ福岡を会場として総合集
会を開催し、安全衛生に功績のあった方々の表彰、
厚生労働省の講演、九州・熊本県出身、「世界の
ヤマシタ」柔道家の山下泰裕氏による特別講演を
行います。第２、３日目は福岡国際会議場、福岡
サンパレス、アクロス福岡を会場として11の分
科会を開催し、企業の研究発表や事例報告、専門
家等によるシンポジウムや講演を行います。 
また、福岡国際センターではあらゆる職場での
安全管理、健康管理、環境改善に係る技術や情報
を提供する国内最大級の安全衛生保護具・機器等
の展示会である「緑十字展2010」（参加無料）も
同時開催いたします。 
全国の安全衛生の第一線でご活躍されているた
くさんの方々のご参加をお待ちしております。 
 

中央労働災害防止協会 

「住んでよし、訪れてよしの福岡」でコンベンション開催を！ 
～英国の情報誌が「福岡を世界でもっとも住みよい都市の第14位に評価」～ 

　2007年創刊の英国の情報誌「MONOCLE
（モノクル）」では、環境、公共交通、ショッピン
グなどの総合的視点から「世界でもっとも住み
やすい都市25選」を決定。2010年のランキン
グで福岡は14位となり、08年の17位、09年の
16位から着実に順位を上げています。アクセス
利便性などで高く評価されている住みよい都市・
福岡を、コンベンションなどでぜひ体験されて
はいかがでしょうか？ 

注目の会議や学会からPick Upコンベンションニュース 

 1 位　ミュンヘン 
 2 位　コペンハーゲン 
 3 位　チューリッヒ 
 4 位　東京 
 5 位　ヘルシンキ 
 6 位　ストックホルム 
 7 位　パリ 
 8 位　ウィーン 
 9 位　メルボルン 
10位　マドリッド 
11位　ベルリン 
12位　シドニー 
13位　ホノルル 
１４位　福岡（前回16位） 

住みよい都市ランキング 

MONOCLE誌より 
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開始 終了 
参加者 
総　数 

参加者 
地　区 開催会場 事務局・問い合わせ先 ☎大会・会議の名称 

10月1日 

10月5日 

10月6日 

10月13日 

10月15日 

10月22日 

10月23日 

10月27日 

10月27日 

10月29日 

10月30日 

11月4日 

11月5日 

11月11日 

11月13日 

11月6日 

11月17日 

11月18日 

11月19日 

11月19日 

11月21日 

11月22日 

11月26日 

11月26日 

12月1日 

12月11日 

12月16日 

12月18日 

12月18日 

10月3日 

11月21日 

9月11日 

10月14日 

10月2日 

10月8日 

10月8日 

10月14日 

10月17日 

 

10月24日 

10月29日 

10月29日 

 

10月31日 

11月6日 

11月6日 

11月12日 

11月14日 

11月7日 

11月19日 

11月19日 

11月20日 

11月20日 

11月24日 

11月24日 

11月27日 

11月27日 

12月3日 

12月12日 

12月18日 

 

12月19日 

 

 

10月31日 

10月16日 

第３７回日本股関節学会学術集会 

第71回監査役全国会議 

 

全日本葬祭業協同組合連合会全国大会 

第33回日本高血圧学会総会 

第43回九州身体障害者福祉大会 

きょうされん第33回全国大会inふくおか 

　 

社団法人 日本脳神経外科学会第69回学術総会 

 

 

ＢＷＣＣＡ-2010/３ＰＧＣＩＣ-2010 

第26回日本ストレス学会学術総会 

第30回日本精神科診断学会 

第13回日本腎不全看護学会学術集会・総会 

 

第566回建設技術講習会 

第49回全国学校体育研究大会　福岡大会 

第20回日本乳癌検診学会総会 

第13回日本栓子検出と治療学会 

ＩＥＥＥ  TENCON2010 

 

第64回国立病院総合医学会（福岡） 

第9回日本医療経営学会学術総会 

 

日本性感染症学会第23回学術大会 

 

第33回日本ＩＶＲ学会九州地方会 

日本トレーニング科学会　第23回大会 

福岡トライアスロンフェスタ2010 

第14回イーストカップ2010チャンピオンシップ 

福岡市博物館開館20周年記念　栄西と中世博多展 

モノづくりフェア2010

1,300 

2,300 

10,000 

300 

3,000 

1,800 

2,600 

300 

5,000 

500 

300 

350 

500 

300 

1,500 

300 

400 

2,300 
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全国 

全国 

全国 
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全国 

国際 

全国 

九州・四国 

国際 

国際 

全国 

全国 

全国 

全国 

全国 

全国 

全国 

全国 

国際 

国際 

全国 

全国 

国際 

全国 

国際 

九州 

全国 

全国 

全国 

全国 

全国 

福岡国際会議場 

ヒルトン福岡シーホーク 

 

グランドハイアット福岡 

福岡国際会議場 他 

福岡市民会館 

福岡国際会議場 

ヒルトン福岡シーホーク 

 

福岡市民会館 

福岡大学 

福岡工業大学 

九州大学医学部百年講堂 

九州大学医学部百年講堂 

福岡国際会議場  

福岡国際会議場  

中央市民センター 

 

福岡国際会議場 

アクロス福岡 

福岡国際会議場 

九州大学医学部百年講堂 

 

エルガーラホール 

福岡国際会議場 

ヒルトン福岡シーホーク 

福岡国際会議場  

アクロス福岡 

福岡大学 

海ノ中道海浜公園 

 

福岡市博物館 

マリンメッセ福岡 

福岡大学医学部整形外科学教室内 

(社)日本監査役協会 

中央労働災害防止協会 

全日本葬祭業協同組合連合会 

(株)コンベンションリンケージ 

（財）福岡県身体障害者福祉協会 

きょうされん福岡支部 

 

（株）コンベックス 

 

福岡ＡＣＡＰ2010実行委員会 

福岡工業大学工学部情報通信工学科 

日本ストレス学会学術総会事務局 

 

 

ＮＰＯ法人 日本交流分析協会 

（社）全日本建設技術協会 

福岡大会実行委員会事務局 

第20回日本乳癌検診学会総会事務局 

九州医療センター脳血管内科 

ＴＥＮＣＯＮ2010実行委員会 

 

 

 

ＩＤＷ ’10事務局 

(株)コングレ九州支社 

久留米大学医学部小児科学教室 

産業医科大学放射線科学教室 

 

福岡県トライアスロン連合事務局 

イーストカップ実行委員会 

福岡市博物館 

日刊工業新聞社 

０９２-８０１-１０１１ 

０３-５２１９-６１２５ 

０３-３４５２-６４０２ 

０３-３２２２-４３７０ 

０９２-４３７-４１８８ 

０９２-５８４-６０６７ 

 

０３-６４００-５１９３ 

０３-３５８３-６６７７ 

０９２-７１１-４２６２ 

０９２-９８５-７００６ 

０９２-６０６-４９８５ 

０９２-６４２-５３１７ 

０９２-７５１-３２４４ 

 

０３-５２８２-１５６５ 

０３-３５８５-４５４６ 

０８０-３９０３-２５２９ 

 

０９２-８５２-０７００ 

０９２-８０２-３６５５ 

０９２-６４２-６７６０ 

０９２-７１２-６２０１ 

０９４２-３５-３３２２ 

０３-３２６３-１３４５ 

０９２-７１６-７１１６ 

０９４２-３１-７５６５ 

０９３-６９１-７２６４ 

０９２-８７１-６６３１ 

０９２-４８２-８２０４ 

０９０-８３５２-００３４ 

０９２-８４５-５０１１ 

０９２-２７１-５７１５ 

 

10月～12月 

第69回全国産業安全衛生大会2010iｎ福岡 
緑十字展2010

2010  ＡＰＥＣ  Ｃｌｅａｎ  Ｆｏｓｓｉｌ  Ｅｎｅｒｇｙ 
Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ  ａｎｄ  Ｐｏｌｉｃｙ  Ｓｅｍｉｎａｒ 

福岡ＡＣＡＰ2010 
（アジア太平洋アクティブエイジング会議） 

特定非営利活動法人 
日本交流分析協会　第33回年次大会 

文部科学省特定領域研究「生殖系列の世代サイ 
クルとエピゲノムネットワーク」国際シンポジウム 

第17回ディスプレイ国際ワークショップ 
（ＩＤＷ ’10） 
 

Ｔｈｅ７ｔｈＣｏｎｆｅｒｅｎｃｅｏｆＡｓｉａｎＳｏｃｉｅｔｙｆｏｒ 
ＭｉｔｏｃｈｏｎｄｒｉａｌＲｅｓｅｅａｒｃｈａｎｄＭｅｄｉｃｉｎｅ 
/日本ミトコンドリア学会第10回年会 

平成22年度 
ブロック別児童福祉施設給食関係者研修会 

九州各県 
及び政令 
指定都市 

マリンメッセ福岡、福岡国際会議場、 
福岡国際センター、アクロス福岡 他 

福岡国際会議場・マリンメッセ福岡・ 
福岡サンパレスホテル＆ホール 
 

（財）石炭エネルギーセンター 
アジア太平洋コールフローセンター 

第30回日本精神科診断学会 
運営事務局 
（株）ICSコンベンションデザイン内 

①㈱西日本企画サービス 
②日本腎不全看護学会事務局 

①０９４２-４４-５８００ 
②０４５-２２６-３０９１ 

０９２-２９２-５５９１ 
FAX：０９２-２９２-５５９２ 

０９３-５４１-１８３１ 
（北九州市立医療センター） 

九州大学生体防御医学研究所 
エピゲノム学分野 

日本コンベンションサービス㈱ 
九州支社 

社会医療法人雪の聖母会 
聖マリア病院 

日本トレーニング科学会 
大会事務局 

四国・九州ブロック児童福祉施設 
給食関係者研修会実行委員会 
（福岡市　保育所指導課） 

福岡サンパレスホテル＆ 
ホール 他 

福岡国際会議場 、 
福岡サンパレスホテル＆ホール 

アクシオン福岡 
（県立スポーツ科学情報センター） 



福岡市でのコンベンション開催のご相談は（財）福岡観光コンベンションビューロー誘致部へ 1092-733-5050

国際会議で福岡が高い評価を受けました 
 ～『ＨＭＦ１９ in Fukuoka』より 

 

クラウス・フォン・クリッツィング博士 HMF19 in Fukuoka

ユニークなパーティーも評価！ 

　オープニングとなる８
月１日には、会議の場所
となった国際会議場の５
階でアットホームなパー
ティーが開催されました。
事務局となる東大物理学
研究室のスタッフの方の
思いを反映した手作りの
もので、7P掲載の「福たび」
で「寿司握り体験」を開催
している『銀丁寿司』による、
握り＆寿司の説明をしな
がらのデモンストレーシ
ョンも行われ、海外から
のお客さまも心から楽し
んでおられました。 

　学会の間に参加者の

奥様方は、「まゆの会」

主催の着物の着付け体

験や、博多湾周遊のク

ルーズ、柳川の川下り

など様々なアフターコン

ベンションを楽しみまし

た。 

　このような豊富なメ

ニューやおもてなしも福

岡の評価を高めました。 

アフターコンベンションも人気！ Point 
② 

Point 
① 

写真 
（上） マリエラ内でのディナークルーズ 
　　 の様子 

（中） 奥様方は着物を着付けて 
　　 友泉亭で茶道体験 

（下） 柳川での川下りも好評 

　８月１日から６日まで、福岡

国際会議場にて『ＨＭＦ１９ in 

Fukuoka』（半導体物理および

ナノテクノロジーに応用される

強磁場に関する国際会議）が

開催され、世界２０カ国からノ

ーベル物理学賞受賞者である

クラウス・フォン・クリッツィング

博士をはじめ、ナノテクや物理

の分野で活躍する科学者・研究者ら約200名が参

加されました。 

　会議終了後開催された記者会見において、クラ

ウス・フォン・クリッツィング博士、東京大学物性研

究所の嶽山教授、ＮＴＴ物性基礎研究所の村木氏

の３氏は、福岡での開催について、「日本の他都市

での開催に比べ、空港や駅からのアクセスが特段

に便利であった」、「国際会議場の最上階を貸し切

りで行った集中的な会議だったが、窓からの眺望

や環境もよく、とてもリラックスした雰囲気で過ごす

ことができた」など、福岡のコンベンション環境を高

く評価されました。 

　また、福岡という街は「東京や京都などの大都市

に比べて混雑がなくゆったりとした雰囲気がある一

方、街が活気に溢れているところが印象的だった」

「福岡では初めて訪問する人でも市民の方々が温か

く親切に迎えてくれるので、一人でも安心して移動で

きた」など、福岡の街そのものの印象についても温

かい言葉をいただきました。 

　今後も、関係者の皆様とともに福岡のコンベンシ

ョン環境の総合的なレベルアップにいっそう努めて

まいります。 
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秋に楽しみたいコースが続々登場！ 

　福岡を訪れた人に「福岡らしいおもてなしを」－。 

　昨年、市民から公募し、今年1月から開始された福岡発着

の体験・まち歩きツアー「福たび」。年間を通して催行され、利

用できる商品は下記のホームページで掲載されています。９

月15日からは、秋に開催の59コースをまとめたパンフレット

を観光案内所（博多駅・天神）、情報プラザ等で配布中です。 

中洲高級クラブレディに変身！ 

老舗料亭で本格お座敷体験 

妙心寺派如意輪寺で禅体験 

 

博多ラーメンヒストリー　／　宮崎 VS 博多　地鶏専門店で食べ比べ 

 

大人の宴足　バルウォーク福岡　50軒の人気店勢揃い 

大相撲九州場所の稽古部屋見学とまち歩き 

満月の夜　松風園で茶会入門 

秋のフォトハイキング 

天神、大名、赤坂　歴史探訪ガイドと 

福岡タワー＆明太子作り付き　ももち名物ツアー 

法被を着て寿司握り体験　／　茶道　書道　空手伝統文化体験 

福岡シティループバス「ぐりーん」韓国語、英語ツアー 

韓国の詩人　尹東柱の足跡を訪ねて 

博多織工房見学　／　ヤフードームバックステージツアー 

例えばこんなツアーが掲載されています！ 

●福博まるごとディープ体験！ ●この秋ならではのお楽しみ 

●地元ガイドとまち歩き 

●１年を通して楽しめます！ 

●福岡ならではの食文化堪能 

●外国人向けのツアーいっぱい 

福岡の魅力を深く知る体験・まち歩きツアー 

日本舞踊教室で“博多をどり” 柳橋連合市場つまみ食いツアー 

着物を着てor 仏像めぐりとともに　御供所・冷泉ライトアップウォーク 

明太子漬け込み体験 うどん店で博多名物セットとトーク 

ポップカルチャーツアー 博多人形絵付け体験 

志賀島で地引網と塩作り体験 

石炭産業の近代化の遺産　志免竪坑櫓巡り 

観光ガイドとまち歩き 

 

食品サンプル教室 

「ふくおか 福たび」 http://www.yokanavi.com/jp/fukutabi/ 
 事業主体：福岡市 
※各商品の問い合わせは、各ツアー主催者へ 

 

事 務 局：（財）福岡観光コンベンションビューロー 

■日時が決まっているコースでも、希望に応じてアレンジできます。 
　グループやアフターコンベンションの問い合わせは－ 

　　　福たび事務局（（財）福岡観光コンベンションビューロー 広報事業課　帆足、中村）1092-733-5050 へどうぞ 

　　　商品主催の応募はこちら　http://www.welcome-fukuoka.or.jp/fukutabi/ 
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空と海の絶景広がるリゾートホテル  　　　　　　　　　。 
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　9月2日・3日、福岡

市で「ジャパン・クル

ーズ・シンポジウムin

福岡」が開催されまし

た。世界の船会社によ

る講演やパネルディ

スカッション、市民シンポジウムなどがあり、外国船クルー

ズが日本で一番多く寄港する博多港（今年66回寄港予定）

が大きくクローズアップされました。 

　９月２日に福岡サンパレスホテル＆ホールで行われた

昼食会では、溝畑観光庁長官が日ごろ中国発クルーズ船

のインフォメーションなどにあたる中国語のウェルカムサ

ポーターの代表３名を「あなたたちの最前線でのがんばり

が福岡のおもてなしを支えている。これからもがんばってく

ださい」と激励。語学ボランティアとして母国と日本・福岡の

架け橋となり奮闘する彼らの大きな励みになりました。 

　福岡市や近郊の観光関係企業・団体で組織された「福

岡観光プロモーション協議会」では、国内外からの観光

客誘致のためにさまざまな活動を行っています。とりわ

け本年度から、主に海外の旅行代理店や関係機関、メ

ディアに向けて、福岡地域の旬の情報を伝えるメールマ

ガジンを定期的に配信し、ツアー商品造成や祭り、イベ

ントなど最新ニュースをメディアでの記事掲載に活用い

ただけるよう取り組んでいます。 

メールマガジンについては 
ビューローHP＞観光業のみなさまにお役立ち情報＞メールマガジン 

福岡空港から車で約30分、福岡市中心部から20分。 

 

目的や内容に応じた様々なパーティーや会議など多彩なプランをご提案致します。 

〒811-0321 福岡県福岡市東区西戸崎18－25 
Tel 092-603-2525（代表） Tel 092-603-2435（マーケティング＆セールス） 

http://www.luigans.com 
 

観光庁長官が福岡のクルーズ受入体制を評価！ 

クルーズ対応のウェルカムサポーターを激励 
海外のメディア・旅行代理店に旬のニュースを！ 

福岡観光プロモーション協議会で 
メールマガジンを配信 

ウェルカムサポーターについては 
（財）福岡観光コンベンションビューローのホームページを 

http://www.welcome-fukuoka.or.jp/about/285.html

発行内容 

①福岡エリアニュース 
　福岡の祭りやイベント、 
　福岡での楽しみ方など 
 発行時期：①②とも季刊（年4回） 
言　　語：英語、韓国語、中国語（簡体字・繁体字）、日本語の5言語 

発 信 先：主に中国、韓国、台湾、シンガポールなど海外の旅行社、 
　　　　　関係機関、メディア約900社 

②会員ニュース 
　福岡観光プロモーション協 
　議会の会員のニュース 
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