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地元ライターによる
瀬戸内情報発信中！
http://setouchifinder.com
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■STU48関連
3月1日 読売新聞、広島さんぽ、るる
ぶ
3月2日 読売新聞
3月3日 朝日新聞
3月7日 びんご経済レポート
■せとうちDMO
3月2日 観光経済新聞
3月16日 観光経済新聞
■瀬戸内観光情報
3月22日 中国放送
■江田島グランピング
3月26日 中国新聞
■ホテルビスタ松山
3月25日 HOTELIER

※文章・画像等の無断転用はお断りします。

周防大島に行ったら
山に登ろう♪

瀬戸内Finder
３月人気記事TOP５

絶景すぎる稲荷神社

山口県

メディア掲載実績

山口県

山口県

香川県

栗林公園を早朝に
訪れるべき5つの理由

山口県の超絶景
マトメ8選！
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農家直営いちごカフェ
ソオタス

山口県
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JNTO連携による英国メディア視察ツアー実施

#1

せとうちDMOの重点対象市場の1つである英国からの誘客を促進するため、 JNTOロンドン
事務所と連携し英国のオンライン大手新聞社「The Independent社」（2,400万UV※/月）ほ
か、主に富裕層を読者に持つメディア４社の記者を招聘し、視察ツアーを実施しました。今回
の視察ツアーは、今年開催されるアートの祭典とラグビーW杯を視野に、「アート」をテーマ
に瀬戸内エリアをフォーカスした内容で実施することができました。

瀬戸内での滞在は、2019年2月18日～22日の5日間。瀬戸内ならではのアートスポットを多
く視察していただきました。

兵庫県立美術館では、同館を設計した安藤忠雄氏に直接お話を聞かせていただく機会も設け
ることができ、参加者の満足度も高く、今後のメディア露出に期待できる内容となりました。

今後も引き続きイギリス市場に対して効果的なプロモーション活動を行なってまいります。

※UV･･･ユニークビジター。ユニークユーザーと同じ意味。期間内のサイト訪問者数

倉敷美観地区 ART BASE MOMOSHIMA

兵庫県立美術館

【視察スポット】
2/18 倉敷美観地区（大橋家、御坂の家・滔々・旅館くらしき視察）、倉敷泊
2/19 MeiPAM妖怪美術館、なかぶ庵（そうめん打ち体験）、ヤマロク醤油（醤油蔵

見学）、エンジェルロード、小豆島泊
2/20 常光寺（護摩行体験）、直島（地中美術館、ベネッセハウスミュージアム）、

直島泊
2/21 直島家プロジェクト、チャーターヨットクルーズ、男木島、鞆の浦（福禅寺対

潮楼、常夜燈、岡本亀太郎本店）、鞆
の浦泊

2/22 ART BASE MOMOSHIMA（百島）、兵庫県立美術館、横尾忠則現代美術館、
神戸牛

2019年2月18日～22日
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https://www.hotelier.jp/inboundnews/ma/20190325-001.html
https://setouchifinder.com/ja/detail/968
https://setouchifinder.com/ja/detail/968
https://setouchifinder.com/ja/detail/13691
https://setouchifinder.com/ja/detail/782
https://setouchifinder.com/ja/detail/782
https://setouchifinder.com/ja/detail/828
https://setouchifinder.com/ja/detail/828
https://setouchifinder.com/ja/detail/22416
https://setouchifinder.com/ja/detail/22416


海外メディアにおける瀬戸内エリアの記事掲載は増加しており、２月も５２もの媒体で取り上げられました！（内訳は、アメ
リカ：１０、イギリス：１６、フランス：２０、ドイツ：６）

開催を控えた瀬戸内国際芸術祭の記事をはじめ、萩（山口）やくじら島（岡山）など新たなスポットも掲載されております。

海外メディア52媒体で掲載されました！

その他の記事は、サイト「SETOUCHI TRIP」MEDIA & TRAVEL TRADE
「SETOUCHI in the News」をご覧ください。

https://setouchitrip.com/news

※UU･･･ユニークユーザー。期間内にサイトに訪問したユーザー数。 ※インプレッション･･･ここではサイト全体の広告表示回数の意味で使用しています。
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仏「You Make Fashion.fr.」 媒体接触者数：
約28万UU/月

＜UNE SEMAINE DE ROAD TRIP AU JAPON (SETOUCHI) ＞
瀬戸内での１週間に及ぶロードトリップ

2019/2/21掲載
http://www.youmakefashion.fr/2019/02/une-semaine-de-road-
trip-au-japon-setouchi/

米「Conde Nast Traveler」 媒体接触者数：
約500万インプレッション/月

＜ Best Places to Travel in April＞
4月おすすめの旅先

［掲載スポット］
【岡山県】後楽園、くじら島
【広島県】宮島
【山口県】東光寺、唐戸市場
【愛媛県】内子 など

［掲載スポット］
【広島県】平和記念公園
【香川県】瀬戸内国際芸術祭 など

2019/2/28掲載
https://www.cntraveler.com/gallery/best-places-to-travel-in-april

香川県 直島

英「Great British Chefs」 媒体接触者数：
約140万UU/月

＜What to eat and drink in Hiroshima, Japan＞
広島で食すべきもの

［掲載スポット］
島田水産
宮島
賀茂鶴
賀茂泉
オコスタ など

2019/2/1掲載
https://www.greatbritishchefs.com/features/hiroshima-food-
guide

仏「Le Petit Francais.com」

2019/2/24掲載
http://le-petit-francais.com/2019/02/24/a-decouverte-de-
region-de-setouchi-japon/

媒体接触者数：
約3万UU/月

＜ A LA DÉCOUVERTE DE LA RÉGION DE SETOUCHI AU JAPON＞

せとうちの魅力を発掘

［掲載スポット］
【岡山県】阿智神社、キャンドル卓
【広島県】原爆ドーム、厳島神社
【山口県】萩本陣、元乃隅神社
【愛媛県】織 など

山口県 長門

岡山県 倉敷

広島県 西条

https://setouchitrip.com/news
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せとうちDMOは、英国のメディアや旅行会社とのネットワークを活用し、英国人旅行者の誘致に向けた広島県と宮城県の相互送
客に向けた事業連携をサポートしました。

広島県と宮城県には、広島空港＝仙台空港の定期直行便が運航されており、約1時間20分のフライトで移動することができます。
今回の事業により滞在日数が長い欧米豪の旅行者に、広島、宮城を経由地にした、瀬戸内と東北を訪れる“日本の新たな旅”を提案
していきます。

新たな旅行プラン造成に向け、3月4日からは英国の旅行会社・メディア計3社を招聘し、瀬戸内と東北をつなぐ5泊6日の視察
ツアーを実施しました。本ツアーの広島側の行程には昨年度、せとうちDMOが磨き上げを行った体験プログラムや、サイクル
シップ・ラズリを活用したサイクリングといった、せとうちDMOが開発したプロダクトを盛り込みました。

実施時は、すこし暖かい気候の瀬戸内とまだ雪の残る東北と季節感も含め全く異なる両エリアの魅力をアピールできる視察と
なりました。東京や大阪・京都といったゴールデンルートではなく、地方間を巡る広域周遊の可能性を強く感じました。

今回は瀬戸内エリア外の地域との連携ですが、今後は瀬戸内のエリア内でも、まだパターン化されていないコンテンツやルー
トも組み合わせた周遊を検討してまいります。

瀬戸内と東北をつなぐ “日本の新たな旅”を海外に提案

【視察スポット】
3/4 広島市内観光（お好み焼き・平和記念公園・広島平和記念資料館・横川バーホッピング）/広島市内泊
3/5 しまなみ海道サイクリング、尾道視察、尾道市内泊
3/6 宮城県ニッカウィスキー宮城峡蒸溜所、遠刈田温泉泊
3/7 蔵王樹氷めぐり、山形県山寺、鳴子温泉めぐり、東鳴子温泉泊
3/8 鳴子峡、尿前（しとまえ）の関所、こけし絵付け体験、岩手県平泉文化遺産センター、中尊寺、毛越寺、

観自在王院跡、花巻温泉郷泊
3/9 猊鼻渓舟下り、仙台城址、瑞鳳殿、壱弐参横丁、仙台市内泊

2019年3月4日～9日

しまなみ海道サイクリング 横川バーホッピング 広島市内
ピースサイクリング

蔵王樹氷めぐり

香川県と連携した瀬戸内周遊のデジタルプロモーションを実施

機構のもつデジタルマーケティングのノウハウを活用して、香川県と連携した広域周遊プロモーションを3月6日から12日に
かけて実施しました。

本事業では、高松空港の国際路線直行便就航地の3市場（韓国、台湾、香港）に加え、香川県への来訪者がアジア圏に次いで
多く、かつ現代アートに関心が高いアメリカに対して、既存素材を活用して制作した動画をYoutubeTrueView広告配信を行う
とともに、SETOUCHI TRIPへの誘導を図りました。

制作した動画は、「ART TRIP FROM TAKAMATSU」と題し、今年開催が予定されている「瀬戸内国際芸術祭2019」のアー
ト作品が展示される高松港や直島、岡山県玉野市の宇野港を中心に、栗林公園、金刀比羅宮、うどん、温泉などを盛り込みまし
た。

1週間の配信において想定を大幅に超える再生回数となり、海外での香川県が持つコンテンツに対する関心度の高さが伺えま
す。

2019年3月6日～12日

「ART TRIP FROM TAKAMATSU」
動画のキャプチャ

動画はこちらから視聴できます。
「ART TRIP FROM TAKAMATSU」
URL：https://youtu.be/ju3JfLn5zMs

URL：https:/youtu.be/ju3JfLn5zMs
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「まだ知られていない瀬戸内の魅力を掘り起こし、商品として販売可能な状態にまで磨き上げること」をせとうちDMOでは
「観光コンテンツのプロダクト化」と呼んでいます。せとうちDMOは昨年に引続きプロダクト開発事業を実施し、新たに27本の
コンテンツのプロダクト化に取組みました。

各地のＤＭＯや行政・事業者の皆様にご協力をいただきながら、欧米の旅行者に感動を与えられるようなプロダクトを企画し
ました。さらに欧米市場に精通した国内のランドオペレーターを招聘してモニターツアーを実施し、そこで得られた意見を踏ま
えて企画をブラッシュアップする、というのが今回実施したプロダクト化の一連のスキームです。

モニターツアーでは、日本側が外国人に提供する「体験」と欧米人が日本で求める「experience」との乖離（ミスマッチ）や、
ゴールデンルート（東京～京都・大阪間）で体験可能なプロダクトとの差別化の必要性など、多くの貴重な意見をいただきまし
た。

瀬戸内にはすでに広島や直島等、欧米からの来訪意向度が高い地域もありますが、その他のエリアへの周遊を促すため、そこ
に訪れるべき理由を示す必要があります。

今回造成した旅行商品については、パンフレットデータとしてとりまとめ、国内外の旅行会社等に広く周知を行うとともに、
販促の支援も行って参ります。

また、せとうちＤＭＯでは次年度以降も瀬戸内の各地域と連携し、地域の持つ魅力の発掘と付加価値の高いプロダクトの開発
に取組むことで、瀬戸内地域の住民満足度向上と観光消費額の増加に寄与して参ります。

“SETOUCHI”の観光資源を活用し27本の観光プロダクト（旅行商品）を開発

【モニターツアー行程】
2/25 萩（椿の舘・萩ガラス工房）、岩国（いろり山賊） 宮浜温泉泊
2/26 廿日市（宮島クルーズ）、広島（お好み焼き銘々）、上島町（瀬戸内アートプラットフォーム） 福山泊
2/27 高松（東部漁業協同組合・瀬戸内割烹三善・穴吹亭）、徳島（矢野藍染工場・ルネッサンスリゾートナルト） 淡路島泊
2/28 淡路島（淡路夢舞台・梅薫堂・伊弉諾神宮・ぬか天国SUN燦） 姫路泊
3/1 姫路（宮大工大都流西嶋工務店）、岡山（備前長船刀匠川島一城・日生アマモ養殖・備前焼窯元木村桃蹊堂）

兵庫：宮大工 岡山：刀匠

広島：宮島クルーズ

山口：いろり山賊 徳島：藍染

香川：穴吹亭 愛媛：上島町豊島

「山陰・瀬戸内・四国ドライブキャンペーン」レンタカー会社向け説明会開催

せとうち観光推進機構と徳島県で事務局を構成する「山陰・瀬戸内・四国ドライブキャンペーン」では、2月13日から2月26
日にかけて、福岡から大阪までの7会場において、レンタカー会社を対象としたインバウンドのドライブ旅行の実態等に関する説
明会を開催しました。

この説明会はレンタカー会社向けの外国人旅行者受入れの機運醸成の一環として、企画
されました。

説明会の中ではインバウンドが増加する中で、海外旅行者のドライブ旅行も順調に増
加していることを紹介し、訪日旅行者の消費額が増加する中で、レンタカー業界にとっ
ても大きなビジネスチャンスであることが説明されました。

また、合わせて外国人旅行者向けの高速道路定額乗り放題企画SEP（山陰・瀬戸内・
四国エクスプレスウェイパス）について利用状況の解説を行うとともに、来年度以降も
企画が継続することからレンタカー会社に対してSEPへの一層の協力を依頼しました。

2019年2月13日～26日


