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北海道テレビ放送 国際メディア事業部

海外向けHTB制作番組

『LOVE HOKKAIDO』

北海道の “愛あふれる人・モノ・コト” に注目し
外国人MCが体験した感動をお伝えします。

リ・チャン
（上海出身）

アイシス
（カナダ出身）

大野恵
（HTBアナウンサー）

番組概要

 HTB放送日時 毎週日曜あさ6：00～6：25 ※VTR収録 ※2013年2月放送開始
 出演者 李強（リ・チャン） Isis（アイシス） 大野恵（HTBアナウンサー）

①【シンガポール】毎・土 19:30～20:00 英語字幕 2013年 3月～
②【 上 海 】毎・日 19:00～19:30 中国語字幕 2013年 6月～
③【 台 湾 】毎・金 19:00～20:00（30分2本）中国語字幕 2013年 8月～
④【 ベトナム 】毎・土 20:00～20:30 ベトナム語吹替 2014年 2月～
⑤【 カンボジア 】毎・水 19:30～20:00 クメール語吹替 2014年 7月～
⑥【 ハワイ州 】毎・土 22:00～22:30 英語字幕 2014年10月～
⑦【インドネシア】毎・日 9:00～ 9:30 インドネシア語字幕 2014年11月～
⑧【 タ イ 】放送日未定 タイ語吹替 2015年 4月開始予定
⑨【中国 Web放送】放送日未定 中国語字幕 2015年 3月開始予定

「LOVE HOKKAIDO」 概要
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【特集企画】 約16分

例）
・エゾシカレーザーで商品開発中の若手デザイナー
・花や庭を案内する観光タクシーの女性ドライバー
・スキー場で「ノルディックウォーク」の達人と歩こう
・倶知安で西洋野菜を作っているオランダ人農業家
・ワインづくりの為に岩見沢に来た、アメリカ人
・雪とライフスタイルに憧れて移住した夫婦

【コーナー企画】 約5分
●札幌の街ネタ ●お土産おすすめ情報 など北海道の 新情報を紹介

スペシャリストやガイドさんなど
国籍年齢問わず出演いただき、

MCといっしょに

北海道の愛を伝える

●北海道を愛する人 ●札幌のカルチャー ●北海道のものづくり
●優れた北海道の食 ●体験観光の魅力 ●旅行に役立つ情報 など毎回テーマを設定

大野恵アナウンサー

「LOVE HOKKAIDO」 番組の内容

リ・チャン アイシス

北海道テレビ放送 国際メディア事業部 2

番組制作での工夫
① 国内・海外での放送・VODなど、あらゆる番組展開が可能な楽曲・音源を使用
② 取材協力者に対して、国内・海外での幅広い番組展開を説明
③ 吹替可能に音声チャンネル分けされたクリーンピクチャー、完全台本を作成



 知られざる滝川市をゆく（11/23放送） 特集：約16分
「菜の花とグライダーだけじゃない！」と滝川市のあらゆる魅力を紹介しました。

「LOVE HOKKAIDO」 2014年度 特集企画 事例①
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“初めて訪れるマチの情報は「地元の人」に聞く！ガイドブックなどには無い貴重な情報も。

このような構成で、MCが旅をして国内外の視聴者にオススメスポットをご紹介！

番組では毎回テーマを設定し、目線や切り口を変えて視聴者にアピールしています。



「LOVE HOKKAIDO」 2014年度 特集企画 事例②
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 「冬こそ！十勝」（3/22放送）・「冬こそ！オホーツク」（3/29放送）
十勝地方の冬のイベント・オホーツクの流氷の楽しみ方を2週に渡ってご紹介しました。

ひがし北海道国際観光ルート整備協議会の事業の一環として、「冬の魅力」をテーマに
この時期にしか体験できないものを紹介しました。冬を楽しむ休日のガイドになるような構成です。



「LOVE HOKKAIDO」 2014年度 コーナー企画 事例①
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番組内の5分コーナー「メグイズーム！」 リポーター：大野恵アナウンサー

流行もの、 近気になる！話題になっている！ というモノ・食・スポットなどをご紹介。

 事例1：東急ハンズのスタッフに聞く！おすすめ商品

①週目

②週目

③週目

④週目

コスメフロア

お弁当アイテム

文房具フロア

外国人に
人気BEST5
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「LOVE HOKKAIDO」 2014年度 コーナー企画 事例②

 事例2：シンガポール・上海の視聴者用30秒告知連動企画
本編の終了後に直結で海外向け30秒告知を可能とする構成

【シンガポール明治屋内カムイン北海道での”アイスクリームフェア”告知連動】
海外でも人気「北海道のアイスクリームをリサーチ！」というテーマ設定で、フェアで販売される商品の

生産者を訪ねて、こだわりや生産の様子を番組で紹介しました。

9/22放送：特集は「十勝」

上海用告知（中国語）【上海大丸百貨で開催される”北海道フェア”告知連動】
本編の放送では、上海のフェアに関する告知はせずに「今回のテーマ：十勝の本格チーズをチェック！」とし
て紹介しています。

「今日紹介したアイスクリームや道産お菓子
上海大丸百貨で開催される”北海道物産展”
で購入できます！是非会場へ」

「めぐみがご紹介したアイスクリームが
明治屋のカムイン北海道で購入できます！
是非会場へ」

シンガポール用告知（英語）

売上が３．７倍に！
※前年比
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「LOVE HOKKAIDO」 多言語ホームページ＆VOD見逃し配信

今週の放送予告篇を
動画で配信中！

多言語で毎週更新！
各ページ、日本語・英語・
繁体字・簡体字で掲載！

取材先情報は
TOPページにて紹介！
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「LOVE HOKKAIDO」 facebook 展開

シンガポールの
視聴者に遭遇

“Love Hokkaido”ページでは、MCの日常やロケ先でのコメント動画、HTBでの放送予告などを英語・中国語で発信中！
シンガポールや台湾などの視聴者、取材先とのコミュニケーションツールとして活用しています。 → 約4500件の「いいね」

●取材先から動画でメッセージ配信！ ●放送予告●MCの日常・取材中の様子など
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「LOVE HOKKAIDO」 中国に向けたSNS情報発信

“恋上_北海道”ページでは、中国向けにMCリ・チャンが発信中！
上海での「LOVE HOKKAIDO」放送告知や、動画サービス「YOUKU」での番外編ムービーも中国語で制作中！

話題を共有
スマホアプリ WeChat “恋上_北海道”

情報発信中！

文化

番外編では
ライフスタイル
などを紹介

番組予告編
動画

番組予告編
動画

取材先や
日常のネタ

新浪微博(ウエイボー）

微信（ウィーチャット）

优酷（ヨウク）



北海道テレビ放送 国際メディア事業部

チーム「LOVE HOKKAIDO」は
まだまだ北海道内各地の取材をしきれておりません！

「LOVE HOKKAIDO」 2014年度 番組制作チームから
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 リポーターの李強＆アイシスが、各地の取材を始めた2014年4月～2015年2月現在まで まだ36市町村です

アイシス
（ナダ出身）

私たちと一緒に地域の魅力を再発掘してみませんか！？

おもしろい話題、コンテンツは必ずあります！

● 全部のマチにいってみたい！

● 「田舎」が最高のコンテンツ！

● ヒトとの交流＆肉が大好き！

● 美味しい「食」をもっと知りたい！

●有名じゃなくても素晴らしい景色を！

●四季折々の体験をたくさん伝えたい！

アイシス
（カナダ出身・北海道在住8年）

リ・チャン
（上海出身・北海道在住18年）



２シンガポール
JFCTV
「HELLO! JAPAN」
毎週(⼟) 19:30〜
英語字幕
ケーブルTV:ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ国内57万世帯
再放送あり

公式facebook（英語版）
海外視聴者とダイレクトにコミュニケーション

放送チャンネル 東アジア４つのテレビ局で、ほぼ同時on-air！
１⽇本
HTB北海道テレビ
毎週(⽇)あさ6:00〜
⽇本語放送
地上波：北海道270万世帯
J:COM：北海道（３⽉〜）
VOD：⽇本全国5200万世帯

「HTB北海道onデマンド」
HTBのVODサービス。全ﾊﾞｯｸﾅﾝﾊﾞｰ視聴可

公式facebook
海外視聴者とダイレクトにコミュニケーション

海外向けHTB制作番組

『LOVE HOKKAIDO』のプラットフォーム化

「LOVE HOKKAIDO」の海外展開①

３中国
ICS 上海外語頻道
上海メディアグループ（SMG）
毎週(⽇)19:00〜
簡体字字幕
地上波：上海と近郊900万世帯
再放送あり

SMGのweb放送で中国全⼟でも視聴可能
新浪微博(ウエイボー）、微信（ウィーチャッ
ト）で番組情報を発信

4台湾
國興衛視（GSTV）
（英語名：ゴールドサンTV）
毎週（⾦）19:00〜
繁体字字幕
ケーブルTV：台湾500万世帯

⼈気facebookページ
“北海道Likers 中⽂版“と連携
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TOP5に⼊る⼈気番組道内だけでなく、
全国からの視聴が可能

⼈気Facebookページ
「北海道Likers 中⽂版」と連携

北海道テレビ放送 国際メディア事業部

5ベトナム

ホーチミンシティTV
(HTV３・TVM制作）
毎週(⼟)20:00〜
ベトナム語吹替
地上波:ﾍﾞﾄﾅﾑ国内6000万⼈

1０中国

CNTV（中国网络电视台）

中国中央电视台CCTVの
web放送
簡体字字幕
中国・⾹港・マカオなど
6億1800万⼈

6カンボジア

TV3 Asia
毎週(⽔)9:00〜、19:30〜
ｸﾒｰﾙ語字幕
地上波／ケーブルTV
カンボジア国内200万⼈
⽇本コンテンツの専⾨局

7ハワイ

KFVE
毎週(⽇)22:00〜
英語字幕
地上波
ハワイ全⼟140万⼈

8インドネシア

BANTEN(バンテン)TV
毎週（⽇）9:00〜
インドネシア語字幕
地上波：ｼﾞｬｶﾙﾀ周辺2000万
⼈
再放送あり

9タイ

AMARIN(アマリン)TV
タイ語吹替
地上波：タイ国内4700万⼈

14年2⽉スタート！
既に現地の⼈気番組に！ 14年7⽉スタート！

下記テレビ局でも順次放送中！

15年1⽉から19:00〜

15年3⽉から19:30〜 14年11⽉スタート！ 15年4⽉スタート予定

ネット展開 ネット展開 ネット展開 ネット展開

毎週2本連続放送！

15年3⽉スタート予定



『LOVE HOKKAIDO』を軸とするヒト・モノ・文化の交流

「LOVE HOKKAIDO」の海外展開②
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LOVE HOKKAIDO
多⾔語ホームページ

facebook展開
⽇本語・英語・中国語

イオンASEAN
マレーシア、タイ、ベトナム・・・

北海道物産フェア

北海道ドリームゲームショー
インドネシア、シンガポール、ベトナム、
タイ、台湾の5地域の代表が
厳冬の北海道に集結！

北海道⼗勝フェア

シンガポール
明治屋

上海⼤丸百貨
中国向けSNS情報発信
新浪微博(ウエイボー）、 微信（ウィー
チャット）、优酷（ヨウク）




