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メディア掲載実績

■せとうちDMO関連
2016年12月19日 中国放送
2016年12月20日 山陰中央新報
2016年12月23日 中国新聞
2016年12月28日 山陽新聞
2016年12月29日 中国新聞
2016年12月21日 ＷＩＳＤＯＭ
2017年01月01日 山陽新聞
2017年01月03日 岡山放送
2017年01月04日 読売新聞

■ガンツウ進水式関連
2017年01月16日 ＮＨＫ、中国放送、

広島ホームテレビ等多数
2017年01月17日 日本経済新聞、

中国新聞、山陽新聞等多数
■せとうちHolics関連

2016年12月29日 愛媛新聞
■NAGOMI Setouchi関連

2017年01月05日 時事通信
2017年01月06日 日本経済新聞
2017年01月06日 YOMIURI 

ONLINE
2017年01月07日 中国新聞
2017年01月07日 山陽新聞

■広島ホームテレビ食通厳選
オシ！めし
2017年01月06日放送分
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STU48撮影おすすめ
スポット特集！

瀬戸内

学生の要望が
地域名物へ大変身！

香川県

STU48オーディション
募集開始！

瀬戸内

広島県

海の見える
おしゃれカフェ

海辺の
スペインレストラン

山口県

せとうちに浮かぶ小さな宿 guntû（ガンツウ）進水式

#1

#2

#3

#4

#5

「せとうちに浮かぶ小さな宿」をコンセプトに誕生した、宿泊型の小型客船guntû（ガンツ
ウ）が進水式を迎えました。guntû（ガンツウ）は常石造船㈱が建造し、㈱せとうちクルーズ
が保有・運航する宿泊型クルーズ船です。瀬戸内海に生息するイシガニ（ワタリガニの一
種）を表す方言「ガンツウ」にちなんで命名されています。
広島県尾道市にあるベラビスタマリーナを出発・帰港地とし、中国・四国の瀬戸内沿岸に
おける景勝地を周遊。今秋の就航を目指しており、宮島や松山、大三島、北木島などの寄
港予定地では、その土地ならではの食事やアクティビティを用意し、船だからこそわかる瀬
戸内の自然美と、今までにない上質な旅を楽しめます。
客室全19室オーシャンビュー、1泊1室30万円～（※料金に飲食・アクティビティ含む）。
予約販売は㈱せとうちクリエイティブ＆トラベルが行う予定です。
本件は、せとうちDMOが「せとうち観光活性化ファンド」を活用して事業化支援をした第1号
案件です。 2017年1月16日

瀬戸内海を航行するgantûのイメージ。
船舶内の内装等も上質な造りで、

船上でもリラックスして過ごすことができます

★ 「せとうち観光活性化ファンド」活
用による投資第１号案件の記事は
こちらを御覧ください。

https://wisdom.nec.com/ja/events/2016122001/index.html
https://www.ehime-np.co.jp/article/news201612299921
http://www.jiji.com/jc/article?k=000001024.000004829&g=prt
http://www.yomiuri.co.jp/adv/economy/release/detail/00259880.html
http://home-tv.co.jp/j_station/oshimeshi/post-417.php
http://setouchifinder.com/ja/feature/13848
http://setouchifinder.com/ja/feature/13848
http://setouchifinder.com/ja/detail/539
http://setouchifinder.com/ja/detail/539
http://setouchifinder.com/ja/detail/13873
http://setouchifinder.com/ja/detail/13873
http://setouchifinder.com/ja/detail/9337
http://setouchifinder.com/ja/detail/9337
http://setouchifinder.com/ja/detail/13792
http://setouchifinder.com/ja/detail/13792
http://setouchitourism.or.jp/wp-content/uploads/2016/09/せとうちDMO-NEWS-Vol.003.pdf
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せとうちDMOセミナー 続々開催！

せとうちＤＭＯでは中国運輸局観光部、瀬戸内の７県及び各地域金融機関と連携し、外国人旅行者受入に対する機運を醸
成するためのセミナーを開催することになりました！

外国人が安心・快適に旅行することができる環境（受入環境）を整備することは瀬戸内地域により多くの外国人観光客が訪れ
ていただくための重要なテーマです。

観光関連事業者の皆さまはもちろんのこと、普段旅行者と直に接することのない企業・組織の方々にもビジネスチャンスがあ
ることを当セミナーを通じてお伝えしたいと考えています！

参加費は無料です、多くの方のご来場をお待ちしています！！ ※愛媛会場（1月23日）、徳島会場（1月27日）は終了しました。

瀬戸内ブランド登録商品に60商品と１サービスを追加しました

12月26日、（一社）せとうち観光推進機構
は瀬戸内ブランド登録商品として新たに60
商品と１サービスを追加しました。
これにより累計で257社より692商品33品
サービスが登録されたこととなります。
これからも瀬戸内の資産をもとに開発さ
れ、“瀬戸内ブランド”のアイデンティティを
体現する商品・サービスを登録していくこと
で、国内外から認められるブランドの確立
を目指してまいります。
（地域産品担当田中、空山）

2016年12月26日

と き 平成29年３月16日（木）

14:00～17:00

ところ かがわ国際会議場

香川県高松市サンポート2-1

高松シンボルタワー タワー棟6階

参加費 無 料

と き 平成29年３月14日（火）

14:00～17:00

ところ 神戸市教育会館

神戸市中央区中山手通4丁目10番5号

参加費 無 料

と き 平成29年2月20日（月）

14:00～17:00

ところ 広島国際会議場（大会議室）

広島市中区中島町１番５号

参加費 無 料

と き 平成29年３月３日（金）

14:00～17:00

ところ ホテルニュータナカ

山口市湯田温泉2-6-24

参加費 無 料

と き 平成29年2月27日（月）

14:00～17:00

ところ ＴＫＰ岡山会場

岡山市北区磨屋町1-6岡山磨屋町ﾋﾞﾙ2F

参加費 無 料

■セミナー予約・問い合わせ先
（一社）ジャパンショッピングツーリズム協会
中国四国支部（株式会社JTB中国四国内）
ＴＥＬ：082-236-3733 ＦＡＸ：082-542-2738

■その他参考情報
http://www.setouchi-bc.co.jp/members

http://www.setouchi-bc.co.jp/members


3

先月号でお知らせした「せとうちDMOメンバーズ」のサービスが平成29年2月1日より開始しました。まだまだ会員募集をしてお
り、瀬戸内7県（兵庫県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県）に事業基盤を有する事業者の皆さまより、続々と
お申込みを受付中です！
「せとうちDMOメンバーズ」は、観光関連ノウハウの提供やビジネスマッチングの場を設けるとともに、新商品・サービスの開
発、販路拡大に意欲的に取り組む際に、個々では備えが難しい様々な機能を定額制にて提供し、事業者の支援を行う会員制
サービスです。
「ビジネスの人脈拡大が期待できる」とのことから「瀬戸内ミーティング」、「訪日外国人のトラブル時の通訳サービスがあれば
大変助かる」とのことから「外国語電話通訳サービス」、「インターネットでの販路拡大を考えていた」という今後のご計画から
「せとうちWEBモール」と、各サービスへの期待が、入会のお申込につながっております。
ご興味のある方は、是非、一度せとうちDMOまでご相談ください！★「早期割引」実施中！★

加入者様の 「せとうちDMOメンバーズ」に加入してくださった会員様より、加入の動機やせとうちDMOに期待される
ことなどを伺います。
今月は一番初めにメンバーズに加入された「宇野港土地株式会社」様より、コメントをいただきました。

Ｑ１ 会社概要を教えてください。

Ａ１ 弊社は大正８年に玉野市宇野で設立し、今年９８年目を迎える地元企業です。

かつて瀬戸内海沿岸で盛んだった製塩業を主として行い、その後塩田跡地を中

心に不動産事業を展開しております。平成２５年３月、ＪＲ宇野駅前に温浴施設

「瀬戸内温泉たまの湯」を開業、日帰り温浴事業に参入しましたが、４年目を迎

えた今年度は年間約16万人の顧客様にお越しいただける施設にまで成長する

ことができました。

今後は、この温浴施設を拠点として、観光振興による地域振興を目指して、周

辺遊休地の開発及び観光事業等への展開を計画しているところです。

Ｑ２ 「せとうちDMOメンバーズ」に期待されることは。

Ａ２ 観光事業展開においては、緻密なマーケティングと多様性を認識したうえで観

光コンテンツを細分化（ダイバシティ）していくことが不可欠と考えており、今回、

せとうちDMOメンバーシップ制度に加入させていただくことで、観光に関する情

報・サービスやそのノウハウを多岐にわたってご提供いただけることを期待して

おります。

声

右写真は平成25年開業「瀬戸内温泉 たまの湯」

せとうちDMOメンバーズ サービスが開始されました！

「フードコンベンション2017」で瀬戸内ブランド登録商品が展示されました

卸売業大手㈱日本アクセスの春の展示会「フードコンベンション２０１７」が１月１２日(木)～１
月１３日(金)の２日間、「インテックス大阪」で開催されました。

大手企業から中小企業まで、日本国内のメーカー約５００社の商品や北海道・沖縄などの各
地方の産品が展示されるなか、瀬戸内ブランド登録商品も展示ワゴン３台分のスペースで陳

2017年1月12日～1月13日

列展示していただきました。
当日は関西エリアの量販店・ス—パー・百貨店等の小

売業バイヤーなど約５，４００人の来場があり、効果的な
ＰＲの機会となりました。
（地域産品担当 田中、空山）

＜お問い合わせ先＞
資料のダウンロードやインターネットからの
お問い合わせはこちら
お電話でのお問い合わせは下記まで

TEL：０８２－８３６－３２０５
（担当：佐々本、幸田）

http://www.setouchi-bc.co.jp/members
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“瀬戸内”をテーマとした新番組「NAGOMI Setocuhi」がスタート！

TOKYO FM及び瀬戸内７県JFN系列８局ネットによる瀬戸内をテーマとした新番組「NAGOMI Setouchi」（毎週土曜・放送時間
は局により異なる）が、１月７日からスタートしました。
番組では、毎月ひとりの表現者が「旅人」となって瀬戸内エリアを訪れ、そこに住む人々が大切にしてきた生活と文化を見つめ
ながら「日本人の精神の奥深さ」を日本中のリスナーと共有することで、“癒し”や“和み”を感じられる「心の旅」を伝えていく内容
となっています。また「旅人」は瀬戸内への旅で得たインスピレーションをもとに、新たなアート（絵画、エッセイ、書、写真、音楽
など）を創造し、それらは文化的「瀬戸内遺産」としてアーカイブされていきます。
さらには、番組で取材した音や映像を活用して「NAGOMI Setouchi」をテーマとした映画や国際映画祭の開催も予定されてい
ます。
おしゃれな番組ホームページも必見。インスタグラムキャンペーンも開催されていますので、是非チェックしてみてください。
（広報担当 伊藤）

第２回 Holics Talk in大崎上島「未来の瀬戸内を育む新しい人づくり」

■放送スケジュール

TOKYO FM（土曜日 18:30-18:55）

Kiss FM KOBE（土曜日 7:30-7:55）

FM岡山 （土曜日 18:30-18:55)

広島FM（土曜日 18:00-18:25）

FM山口 （土曜日 18:30-18:55）

FM徳島 （土曜日 9:30-9:55）

FM香川（土曜日 19:30-19:55）

FM愛媛（土曜日 9:00-9:25）

2017年1月7日

Holics Talk は瀬戸内エリアの各地域で活動する様々なジャンルのプレイヤーを招いたトークイベントです。
第２回目は２月４日（土）に広島県の大崎上島で開催します。
◆「～２０４０年までに消滅するかもと言われた過疎の島から教育最先端の島へ～」
今、大崎上島では人が暮らし続けられる持続可能な島を目指して、「新しい人づくり」がはじまっています。移住者と共に、島なら
ではの新しい働き方や生き方を探求するシェアハウスのオーナーや、未来の子供たちに向けて「宝探し」で県境フリーな教育を提
案する遊びの達人、グローバル時代を生き抜く国際感覚を島で養う学び舎の先生など、ゲストに共通するのは、既存の考えや価
値観に縛られない新しいものさしをつくれる人材をどうつくりかということ。
今回は、大崎上島にお邪魔して、これから瀬戸内でどう生きていくか、人づくり、自分づくりに焦点を当てて、話し合ってみたいと
思います。せっかく大崎上島へ行くなら島も楽しみたい！ ということで、翌日はゲストと一緒に巡るディープな島ツアーも企画（先
着６名）。「宝探し」ゲームについても詳しいレクチャーが聞けるかも。お時間のある方は、合わせてご参加ください。
（せとうちHolics事務局 河井、泉、石原）

「地域クラウド交流会（通称：ちいクラ）」は、サイボウズ株式会社が提供する取組であり、起業家の応援を通じて地域活性化
を目指す交流会です。その地域に関わる方は誰もが参加が可能であり、地域起業家によるプレゼンテーションに対し、参加者
からのクラウドファンディングを投票形式で募ります。地域のつながりを生み出し、創業支援につながる場として評価されており、
千葉県をはじめ全国に拡大している取組で、中国地方では初の開催となります。
「せとうちHolics」は｢ちいクラ｣を活用し、市区町村の域を超え、瀬戸内という広域のエリアにおいて、観光分野で新しくチャレ
ンジされたい方、その活動を応援したい方をつないでいく場を提供します。（せとうちHolics事務局 河井、泉、石原）

“せとうちツーリズムイノベーション”第１回 広島 地域クラウド交流会
～瀬戸内の起業家の応援を通じて地域活性化～

■開催日時 平成２９年２月２５日（土） １４:００～１７:００
■会 場 広島県庁本館６階講堂（〒730-8511 広島市中区基町10-52）
■参 加 費 １，０００円

“瀬戸内をもっと面白くしたい！”と活動する瀬戸内住民のためのネットワーク組織「せとうちHolics」の今後の活
動についてお知らせします。
※両イベントともに、詳細はせとうちHolicsのFacebookで告知していきますので、皆さまも「いいね！」よろしくお

願いします！https://www.facebook.com/SetouchiHolics2016/

■開催日時 平成２９年２月４日（土） １６：３０～１８：００
■会 場 大崎上島観光案内所（広島県大崎上島町東野6625－61）
■参 加 費 １，０００円（1ドリンク付）

http://www.tfm.co.jp/setouchi/
https://www.facebook.com/SetouchiHolics2016/


～これを読めばあなたもリッチになれる～

せとうちDMO講演実績

◆講演登壇 実績（村橋）

1月16日 広島経済同友会様

1月18日 広島県東部観光推進協議会様

1月19日 庄原市観光協会様

1月20日 大崎上島町様

☆機構への講演のご依頼は編集部：矢野まで
Tel:082-836-3217
Mail:y-yano@setouchitourism.or.jp

. ◆ . ◆ . ◆ エ リ ア ト ピ ッ ク ス ◆ . ◆ . ◆ . ◆ . ◆ . ◆ . ◆ .

広域観光周遊ルート拠点地区事業～内子町～

みなさまは、年末年始はいかがお過ごしでしたか。私は、今年は日本の友人の自宅で年始を過ごしたため、おせち料理を初
めて体験することができました。毎年、年末になると、コンビニやスーパーなど、街のいたるところにおせちの広告を目にするた
め、ずっと気になっていたんです。

おせち料理は煮物が多く、同じようなものばかりかと思いきや、いろいろな味があって面白い！また、日持ちするので数日間、
新たにおかずを作らないで済むところがいいですね。そして、個々の料理にそれぞれ願いが込められていることに、非常に日本
らしい魅力を感じました。美味しいし面白いし最高ですね。

ちなみに私は里芋がいちばん気に入ったのですが、里芋は子芋がたくさん付くことから、子宝に恵まれるという意味があるらし
いです。私の場合は、まず彼女から作らないといけませんが・・・

江戸時代から続く伝統的な町並みなどを目当てに欧米からの旅行者が多
く訪れている愛媛県の内子町では、今年度、広域観光拠点地区事業として、
内子町がターゲットとするフランスからの誘客を目指した旅行会社の招聘
事業を進めています。

今回の事業において特徴的な点は、全体のモデルルート６泊７日のうち、
実際に内子町で過ごす日は２泊３日であるという点です。

内子町以外では、香川県の直島や徳島県の祖谷など「せとうち・海の道」
の中でもフランス人旅行者が好む観光地がルートに盛り込まれており、複
数県でテーマ性・ストーリー性を持った一連の魅力ある観光地が結ばれて
います。

旅行会社の招聘や旅行商品の造成は間もなく始まります。どのような反
響があるか非常に楽しみです。
http://iyokannet.jp/corporate/photo/detail/photopost_id/787/

（エリアマネジメント 泉）
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広域観光周遊ルート拠点地区事業～三好市～

徳島県の西部、四国の山間部に位置する三好市の「大歩危・祖谷」エリアには、ここ数年間で
インバウンドが急増しています。

しかし、エリア内に点在している観光資源のうち公共交通機関や自動車で訪れることのできる
場所に観光客が集中してしまい、アクセスが不便な場所への周遊には繋がっていません。

そこで、三好市は広域観光周遊ルート形成促進事業を活用し「超小型モビリティの実証実験」
を実施しました。

その名のとおり、軽自動車よりもコンパクトな乗り物「超小型モビリティ」を観光客に貸し出す
ことで、狭い山道の先にある魅力的な観光地などにも周遊・滞在してもらうことがねらいです。

実証実験はまだ継続中ですが、利用した外国人からは「三好市地域をレジャーランドに見立て、そこ
をゴーカート感覚で移動しているみたいで楽しい！」「モビリティは、小回りが利いて、楽しく、よいドライ
ブができた！」と評判も上々です。

この実証実験を通じて大歩危・祖谷の魅力の再発見やブラッシュアップにつなげ、誘客・周遊・滞在
の促進および新たな着地型商品の造成を図ります。
詳しくはこちら→http://www.city-miyoshi.jp/docs/2016102700036/
（エリアマネジメント 矢野） インバウンド向けの英語チラシ（右）

香港や台湾からの観光客も多いので、
繁体字のものも作成しています。
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