（公 印 省 略）
ＴＯ第
９１号
平成２９年１０月６日
旅行関係各社ご担当者 様
公益社団法人 ツーリズムおおいた
会長 幸 重 綱 二
平成 29 年度おんせん県おおいたツーリズム商談会の開催について（ご案内）
平素より大分県へのご送客、並びに観光振興への多大なるご支援を賜り、厚く御礼申し上げま
す。
さてこの度、大分県の旬な観光素材や食の情報等をご提案する場として、各旅行会社ご担当者
様に本県へお越しいただき、下記の要領にて「おんせん県おおいたツーリズム商談会」を開催い
たします。
１日目の商談会に加え、２日目には六郷満山開山１３００年(平成３０年)をはじめとした計４
コースのエクスカーションを予定しており、日本一の温泉をはじめ、自然・歴史・味覚など、大
みりょく
分県の魅力・味力を存分に体感いただける内容としています。
つきましては、お忙しい時期とは存じますが、皆様のご参加を心よりお待ちしております。
記
１．開催日時 平成 29 年 11 月 16 日（木）～17 日（金）（一部コースは 18 日（土）まで）
２．会
場 ホルトホール大分（〒870-0839 大分県大分市金池南一丁目５番１号、JR 大分駅から徒歩約 3 分）
※意見交換会は「レンブラントホテル大分」へ、専用バスでの移動となります。
３．宿 泊 先 大分県内の旅館・ホテルにエクスカーションのコースごとに分かれて宿泊を予定。
（シングルを予定していますが、相部屋になる場合もございます。）
４．スケジュール
【1 日目】11 月 16 日（木）
12：30～受付開始（場所：ホルトホール大分）
13：00～挨拶・全体説明
13：30～市町村等プレゼンテーション
16：30～商談会
17：30～専用バスで会場移動
18：30～意見交換会（場所：レンブラントホテル大分、立食形式）
20：00～閉会、宿泊先へ移動
【2 日目】11 月 17 日（金）
終日、県内で 4 コースに分かれてエクスカーション
※六郷満山を巡るコースのみ、18 日（土）終了となりますのでご留意ください。
行程については別紙１をご確認ください
５．参加者 ①旅行会社の商品造成担当者等
②国内在京ランドオペレーター
③大分県内各自治体、観光協会担当者
※意見交換会から、宿泊施設・観光施設等関係者が参加
６．参加費用等
・エクスカーションを含む全日程にご参加される場合、発地からの往復交通費、宿泊費、及
びエクスカーション参加費の全てを当方で負担いたします。手配も当方で行います。
・その他詳細は、別紙２をご確認ください。
７．申込み締切
別添「回答書」により、平成２９年１０月２０日（金）まで
※お申込みの際は、必ず別紙１，２で詳細をご確認ください。
〔お問合せ〕
（公社）ツーリズムおおいた 安部、曽我
TEL：097-536-6250 ／ FAX：097-536-6251
Mail：abe-s@we-love-oita.or.jp

別紙１

◆おんせん県おおいたツーリズム商談会 行程(案)
日 次

コース(予定)
【留意点：最初にお読みください。】
・当日は下記の専用バスを、博多駅から運行します。
新幹線をご利用の場合、また福岡在住の場合は極力、下記の専用バスをご利用ください。
・専用バスは博多駅［筑紫口］から出発します。
・下記、専用バスをご利用にならない方は、昼食をお済ませの上、直接会場にご集合ください。

福岡発専用バスのご案内
各地より
→→→→→
新幹線
博多着
つばめ３１４号
9:19
さくら５４３号
9:29
のぞみ９５号
9:40
さくら５４４号
9:44

《専用バス》
博多駅=========ホルトホール大分
10:10頃発
12:30頃着

〒870-0839
大分県大分市金池南一丁目５番１号
TEL ０９７-５７６-７５５５

ホルトホール大分

※大分駅より徒歩約２分
受付開始

12:30

～

※開始５分前までに受付をお願いします。

挨拶・全体説明

13:00

～

13:30

挨拶・県より観光素材を説明

市町村説明会

13:30

～

16:30

市町村より観光素材説明

商談(相談)会

16:30

～

17:30

市町村別ブースで個別商談会

〔会場〕相談会・商談(相談)会・意見交換会
〒870-0816
大分県大分市田室町９-２０
TEL ０９７-５４５-１０４０

レンブラントホテル大分

※大分駅より徒歩約８分
意見交換会

18:30

～

20:00

県産の食材・地酒・焼酎等をご賞味

※意見交換会終了後、専用バスで宿泊地へお送りします。
(宿泊施設は参加者確定後、別途個別にご案内します。)

会場発 20:１0予定

《２日目 エクスカーション行程》
日 次
Ａ

※各コース内、市町村毎の視察地は変更になる場合があります。

県南の歴史と味覚コース

コース(予定)
東九州道開通で便利になった県南エリアを巡ります。
自慢のグルメのほかにも歴史・見どころをお楽しみいただけます。

ホテル ===臼杵市(国宝臼杵石仏、二王座)======== 津久見市(昼食) ====
9:00発
9:20～11:10(110分)
11:40～12:40 (60分)
==佐伯市(歴史と文学のみち)=============大分駅(解散））===大分空港
13:10～14:50 (100分)
16:10頃着
17：30頃着

Ｂ

2日目

ジオパーク奥豊後と優雅
な時を感じるコース

悠久の時代よりの大自然の鼓動を体感します。東洋のナイアガラと
称される滝百選の原尻の滝で大自然を体感していただけます。
また湯の坪街道やＯＰＡＭで特別なひと時を過ごして頂きます。

ホテル========由布市（金鱗湖・湯の坪街道）==========竹田市(昼食)==========
9:00発
9:20～10:50(90分)
12:00～13:00 (60分)

11月17日（金）
=豊後大野市(原尻の滝）======大分市(OPAM)=========大分駅(解散）===大分空港
13:20～14:20 (60分)
15:20～16:00 (40分)
16:10頃着
17：30頃着

Ｃ

日本遺産を巡る
大自然と歴史満喫コース

大分県を代表する観光地をコンパクトに巡ります。
日本遺産に認定された中津・玖珠を始め、主要な観光スポットを
お楽しみいただけます。

ホテル ========九重町(九重夢大吊橋) ====玖珠町(昼食)
9:00発
9:20～10:30 (70分)
11:00 ～ 12：00(60分)

=====日田市(豆田町)=====中津市（青の洞門、羅漢寺）====== 中津駅解散===大分空港
12：30～13：40（70分） 14：20～15：30（70分）
16：00頃着 17：20頃着

※Dコースもございます。

《２日目 エクスカーション行程》

※各コース内、市町村毎の視察地は変更になる場合があります。

日 次

コース(予定)

Ｄ

五感で国東半島「六郷満
山」を体感するコース

来年で1300年を迎える六郷満山文化が花開いた国東半島を巡ります。
非公開文化財の公開や両子寺のライトアップも魅力です。
またフェリーで大分県最北端の姫島村へご招待します。

《１日目》
ホテル ======別府市（海地獄）=====日出町（深見記念館）=====杵築市（昼食）==========
9:00発
9:20 ～ 10:20 (60分) 10:50～11:50（60分） 12:20～13:20（60分）

2日目
11月17日（金）

====姫島村============国東市（両子寺【ライトアップイベント】）=======
14:30～15:30（60分）
17:00～19:00（120分）

=======豊後髙田市（泊）
19:30頃着
※意見交換会開催

《2日目》

3日目

ホテル ===== 豊後髙田市（真木大堂・富貴寺・昭和の町）======
9:00発
9:30 ～ 12:00 (90分)

11月18日（土）
===宇佐市（昼食、宇佐神宮、県立博物館）==========宇佐駅=====大分空港
12:30～15:40（190分）
16:00頃
17:00頃

※各コース共昼食付(特色のある昼食をご用意)。また見どころについては地元係員がご案内します。
※解散地からのＪＲ券等については、別途個別にご案内します。
※詳しくは、最終行程表でご案内させていただきます。

別紙２
１、参加費用について
原則、説明会からエクスカーション終了までの全行程にご参加いただくことを想定しています。
つきましては、原則、以下のとおりとさせていただきますのでご了承ください。
（１）全行程にご参加される場合
・発地からの往復交通費、宿泊費、及びエクスカーション参加費の全てを当方で負担いた
します。
・後日事務局より個別にご連絡させていただきますのでご対応のほどお願い致します。

（２）行程の一部にご参加される場合
「回答書」の「備考欄」へ明記ください。
・往復交通費
以下のとおり、当方で負担します。
九州域外・・一律 10,000 円、九州域内・・一律 5,000 円
受付で現金をお渡しします。当日は印鑑をお持ちください。
手配については各自お願いします。
・宿泊費
各自のご負担となります。
ただし、六郷満山コースのエクスカーションへご参加の方は、2 泊目のみ、当方で手配・
負担いたします。
手配については各自お願いします。
・エクスカーション参加費
当方で負担いたします。
※福岡発～会場までの専用バスを準備いたしますので、福岡在住または新幹線で福岡まで
お越しの方はご利用ください。

（３）前後泊等で発生する旅費等について
・各自のご負担となります。

