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報道関係者各位                                 
 

 

街全体で "メディアをおもてなし"  

宇都宮市、メディア向け「PRESS おもてなしブース」を設置 

～取材に必要な作業スペース・電源などを、市内飲食店が報道関係者に提供～ 
 

アジア最高峰の自転車ワンデイロードレース「ジャパンカップサイクルロードレース」に導入 
 

 

宇都宮市と市内の経済団体、企業などで構成する宇都宮ブランド推進協議会（会長 古池弘隆）は、市を訪れるメディアや報道関

係者が快適に取材できるよう、また、宇都宮の様々な魅力を知ってもらえるよう、「PRESS おもてなしブース」を市内の一部飲食店に設置

いたします。 

 

「PRESS おもてなしブース」は、市にお越しいただいた報道関係者が快適に取材できるよう、市内の一部飲食店に設置される特設ブー

スです。各店舗により対応内容は異なりますが、記事を書くための作業スペース・デバイス充電用の電源・お荷物の預かり・Wi-fi環境な

ど、報道関係者にとって便利なサービスを提供いたします。また、宇都宮の様々な魅力を知っていただけるようパンフレットやチラシなどをブー

スに設置し、宇都宮の魅力の発信をいたします。 

 

宇都宮市内で開催される、アジア最高峰の自転車ワンデイロードレース「ジャパンカップサイクルロードレース」にて、本企画を実施いたしま

すが、11 月に開催を予定している「FIBA3x3 ワールドツアーうつのみやファイナル 2019」においても実施を予定しております。 

 

■実施日  ：2019 年 10 月 18 日（金）、10 月 19 日（土）※時間は各店舗の営業時間によって変更あり 

               (2019 ジャパンカップサイクルロードレース in 宇都宮 開催期間中)  

                    ジャパンカップ公式 HP: http://www.japancup.gr.jp/ 

■対象  ：報道関係者(国内外問わず)  

■協力店舗 MAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年10月16日 

宇都宮ブランド推進協議会 
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■宇都宮プレスおもてなしブース協力店 紹介動画 

 

①｜宇都宮東武ホテルグランデ…多くのプロスポーツ選手も宿泊するホテル 

   https://youtu.be/KAUonaJSSQE 

 

 

②｜銘茶 関口園本店…スタート/フィニッシュ地点のおいしい茶舗 

https://youtu.be/Im0-LvomCCE 

 

 

③｜あかつきや…宇都宮ブリッツェン御用達の宇都宮焼きそば店 

https://youtu.be/rX9aju_gNxQ 

 

 

④｜fudan cafe フダン・カフェ…和食のモーニングが人気のお洒落なカフェ 

https://youtu.be/bnbIbY5QXpU 

 

 

⑤｜宇都宮アンテナショップ「宮カフェ」１階…宇都宮名物いっぱいのアンテナショップ 

https://youtu.be/M7VaZelQoWI  

 

 

⑥｜フレッシュネスバーガー 宇都宮店…名物の餃子バーガーは必見！ 

https://youtu.be/2mwWHeb6ekI 

 

 

⑦｜イタリアン・トマト カフェ 宇都宮オリオン通り店…オリオン通りの雰囲気を存分に感じられるカフェ 

https://youtu.be/anHTl1Eu938 

 

 

⑧｜Grand Chariot （グラン・シャリオ) …家に帰ってきたような気分になれるカフェ 

https://youtu.be/X3BoMVFtD8w 

 

 

 

 

 

 

紹介動画 QR 
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無線LAN 電源

荷物置き場

宇都宮市にお越しいただいたすべての報道関係者の方々を歓迎します。
市内の飲食店の協力のもと、「PRESSおもてなしブース」を設置し、
報道関係者の皆様に作業スペース、電源、荷物預かりなど※
快適にご取材いただくためのサービスを無償で提供します。

宇都宮市マスコットキャラクター
ミヤリー

PRESS
おもてなしブース

作業スペース

Working Space

Wi-Fi Power supply

Luggage storage

WELCOME TO UTSUNOMIYA

報道関係者の方へ

お・も・て・な・し

いっぱいします！

宇都宮ブランド推進協議会

ジャパンカップサイクルロードレース開催期間中の
10/18（金）、19（土）にて設置
取材の際にぜひともご利用ください!!

※対応内容は、各店舗により異なりますので、ご注意ください。

プレスおもてなしブースの概要

「PRESSおもてなしブース」とは

宇都宮市にお越しいただいた報道関係者の方々に
快適に取材いただくための専用ブースです。
市内の店舗の協力のもと、ジャパンカップサイクル
ロードレース開催期間中の10/18（金）と10/19（土）
に次のサービスを無償で提供します。

PC操作等の作業が
できるスペース

無線LANの設備
PC等の

機器充電用電源
荷物を置いて
おけるスペース

このほかにも…

４つの基本サービス

ご利用方法

お問合せ先

裏面に記載する協力店舗にて報道関係者である旨をお伝えください。
各店舗の係の者が、ご案内いたします。

宇都宮ブランド推進協議会
PRESSおもてなしブース事務局（株式会社ブランド総合研究所内）
担当：長崎
前日までのTEL：03-3539-3011
当日TEL：050-3563-5818
MAIL：yukai@tiiki.jp

※店舗にて直接お問合せください。

店舗によってパンフレット等の
街の情報、飲み物などを提供
する場合もございます。

※対応内容は店舗により異なります。詳しくは裏面参照
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プレスおもてなしブース協力店舗 MAP 
③ あかつきや

宇都宮ブリッツェン御用達の宇都宮焼きそば店

宇都宮市馬場通り4-2-12

028-622-1300

【ブース情報】
店内入って左側4席程

10：30～20：00

紹介動画

④ fudan cafe フダン・カフェ

和食のモーニングが人気のお洒落なカフェ

宇都宮市大通り1-1-3

028-621-1010

【ブース情報】
店内入って左側6席程

9：00～20：00

※10/19は～18：00 紹介動画

⑥ フレッシュネスバーガー 宇都宮店

名物の餃子バーガーは必見！

宇都宮市曲師町2-8

オリオン通りフェスタ1階
028-614-4840

【ブース情報】

裏口側特設席4席程

9：00～20：00 紹介動画

⑦ イタリアン･トマトカフェ
宇都宮オリオン通り店

オリオン通りの雰囲気を存分に感じられるカフェ

宇都宮市曲師町4-1

三笠ビル1階
028-680-6031

【ブース情報】

店先特設ブース4席程

9：00～20：00 紹介動画

⑧ Grand Chariot グラン・シャリオ

アットホームなカフェ&バル

宇都宮市二荒町1-9

028-639-0778

【ブース情報】
奥カウンター5席程

11：30～15：30

17：30 ～20：00
紹介動画

② 銘茶 関口園 本店

スタート／フィニッシュ地点のおいしい茶舗

宇都宮市馬場通り4-1-1

宇都宮表参道スクエア1階
028-622-3394

【ブース情報】

店先特設ブース6席程

10：00～18：30 紹介動画

① 宇都宮東武ホテルグランデ

多くのプロスポーツ選手も使うホテル

宇都宮市本町5-12

028-627-0111（代表）

【ブース情報】
2階ホワイエ6席程

9：00～20：00

紹介動画

⑤ 宇都宮アンテナショップ「宮カフェ」1階

宇都宮名物いっぱいのアンテナショップ

宇都宮市江野町2-11

028-666-8938

【ブース情報】
1階奥6席程

10：00～19：00

紹介動画


