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「瀬戸内おみやげコンクール2019(菓子・スイーツ)」
最優秀賞、インバウンド賞ほか入賞10商品 決定！！
せとうちDMOが実施する「瀬戸内おみやげコンクール2019（菓子・スイーツ）」におい
て、一次選考会での審査及び決勝大会での販売額を総合した結果、株式会社かしはらの「元
祖はっさく大福」が最優秀賞に輝きました。
「瀬戸内おみやげコンクール」は、瀬戸内の優れた商品の掘り起こしや、魅力あるお土産商
品の開発・販売促進を目的に、2017年度に開催しました。2回目となる今回は2019年8月に
エントリー募集を開始。一次選考は、応募総数103点の中から、「瀬戸内らしさ、創意工夫、
市場性、品質等」の観点とこれからを担う「インバウンド」の観点から、プロのバイヤーを
選考委員に開催、24商品が決勝大会に進みました。決勝大会イベントは、広島と東京の2か
所で開催し、たくさんのお客様に瀬戸内の新しいお土産を知っていただくすばらしい機会に
なりました。最終的に、一次選考時の評価に加えて、決勝大会イベントでの販売額を総合し
て、最優秀賞、優秀賞、インバウンド賞、入賞の全10商品が決まりました！
また、2月21日（金）には、山口県下関市で開催した「第
６回瀬戸内ミーティング」において各賞の発表を行い、最優
秀賞を受賞した、株式会社かしはらの取締役会長 柏原 伸一
様をはじめ、優秀賞、インバウンド賞を受賞した各社様ご出
席のもと、盛大なる授賞式を行いました。
今後も、これら商品の事業者や百貨店・量販店等の流通事
業者と連携を深め、物産展・フェアの開催等を通じた商品の
知名度向上と販路拡大支援に努めてまいります。
▲受賞者の皆さま

【最優秀賞】
株式会社かしはら（広島県）
「元祖はっさく大福」

瀬戸内Finder
2月人気記事TOP5
地元ライターによる
瀬戸内情報発信中！
http://setouchifinder.com

#1

朝摘みいちごの絶品ｽ
ｲｰﾂが楽しめる、農家
直営いちごカフェ

山口県

#2

周防大島で「ＴＡＫＥ
ＯＦＦ（テイクオフ）」！

山口県

#3

絶景すぎる稲荷神社
福徳稲荷神社

山口県

#4

【インバウンド賞】
市岡製菓株式会社（徳島県）
「木頭柚子ショコラブラウニー 5個入り」

栗林公園の見どころは
早朝である5つの理由

香川県

#5

ここでしか手に入ら
ないお菓子『観音寺
まんじゅう』

香川県

メディア掲載実績
【優秀賞】

■せとうちＤＭＯ
2月26日 中国新聞、日本経済新聞、
山陽新聞
■庄原古民家
2月1日 月間レジャー産業

リベルテ本帆株式会社（広島県）
「呉三大イカ天」
【入

賞】

株式会社食天地（山口県）
「せんべいアソート
～とらふく・関門たこ・関門わかめ～」

■亀井堂総本店（兵庫県）
「神戸元町バターサンド TONOWA ―淡路島なるとオレンジ―」
■株式会社ヤマサキ珍味（岡山県）
「しゃりしゃりレモン スリーブ」
■株式会社和泉光和堂（広島県）
「広島バターモチ」
■地域商社やまぐち株式会社（山口県）
「やまぐち三ツ星セレクション 萩の夏みかんオランジェット」
■株式会社ちきりや（香川県）
「【こんぴらプリン】幸せの黄色いプリン」
■有限会社永久堂（愛媛県）
「紅まどんなタルト」

■ＳＴＵ４８関連（瀬戸リスト）
2月14日,2月21日 朝日新聞
■朝日新聞「瀬戸リスト」関連
2月11日 朝日新聞
2月18日 朝日新聞
■瀬戸内おみやげコンクール
2月21日 山口新聞、愛媛新聞
■瀬戸内ミーティング
2月21日 山口新聞
■ヒルトン広島 着工
2月11日 経済レポート
2月13日 広島経済レポート

＜3／９(月)開催 「第７回瀬戸内ミーティング」 開催延期のお知らせ＞
2020年3月9日（月）に徳島県徳島市で開催を予定しておりました「第7回 瀬戸内ミーティ
ング」につきまして、開催を延期させていただきます。
新型コロナウイルスに関する情勢を鑑み、改めて日程等を調整し、徳島県で開催させていた
だく予定です。詳細につきましては決定次第、ホームページ及びメール等にてお知らせいたし
ます。
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海外メディア115媒体で掲載されました！
1月は欧米市場115媒体で、瀬戸内エリアの記事が紹介されました！（内訳は、アメリカ：55、イギリス：33、フランス：15、ドイツ：12）。
1つのテーマに沿って「瀬戸内」の各スポットにフォーカスした記事や、美しい風景写真を大きく掲載した、せとうちの魅力を視覚に訴える記事
など、より一層”Setouchi”の認知度が高まっています。※ドイツ市場の記事数は各地域版含む。

英「 World of Cruising」

発行部数：約４万部/月

媒体接触者数：
約3199万PV/月

米「lonely planet」

＜Get Spirited Away in Japan's Setouchi Region＞
日本の瀬戸内で千と千尋の神隠しを知る

＜The Perfect Storm＞
完璧な嵐

掲載スポット
【兵庫】竹田城跡
【岡山】備中松山城
【広島】平和記念公
園、尾道、大久野島、
鞆の浦
【山口】秋吉台、
秋芳洞
【徳島】かずら橋、
名頃、金長神社
【香川】小豆島オ
リーブ公園、寒霞渓、
うどんタクシー
【愛媛】道後温泉、
下灘駅
ほか

山口県
秋芳洞

掲載スポット
【広島】縮景園、平和記念公園
【愛媛】宇和島

https://www.lonelyplanet.com/articles/japan-setouchi-studioghibli-seto-inland-sea
2020/1/14掲載

独「 Ludwigsburger Wochenblatt 」

仏「Marie France」

発行部数：10万部/月

発行部数： 16万部／週
（地域版合計）

＜Setouchi in Japan, we like it!＞
日本の瀬戸内、私たちは好きだ！
PAYS :France

＜Skiing in Japan＞
日本でのスキー

DIFFUSION : 151867

PAYS :France

PAGE(S) :118-122

PAGE(S) :118-122

SURFACE :464 %

SURFACE :464 %

PERIODICITE : Mensuel

PERIODICITE : Mensuel
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広島県
恐羅漢

岡山県
倉敷
掲載スポット
【広島】女鹿平温泉、クヴェーレ吉和、恐羅漢スノー
パーク、芸北国際スキー場、ユートピアサイオト
2020/1/23掲載

掲載スポット
【岡山】児島ジーンズストリート、大原美術館、備前焼
【香川】男木島、直島、女木島、豊島美術館、栗林公園、
金刀比羅宮、ことひら温泉琴参閣
Tous droits de reproduction réservés

Tous droits de reproduction réservé

2020/1/5掲載

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。

http://setouchitrip.com/media
2

※文章・画像等の無断転用はお断りします。

各県連携プロダクト開発事業にてフランス旅行会社らの視察ツアー実施
せとうちDMOの重点対象市場の１つであるフランスからの誘客を促進するため、現地の旅行会社等3社及びせとうちDMOがフ
ランスに設置しているマーケティングエージェンシー１社を招聘し、1月28日～2月3日の7日間で視察ツアーを実施しました。
今回の視察ツアーは、各県連携プロダクト開発事業の一環として、従来の有名な観光コンテンツに、せとうちエリアのローカ
ルでユニークなコンテンツを組み合わせることで、地域の更なる魅力を発信することができました。
愛媛県では内子町の石畳地区の散策（内子町）、しまなみ海道でのサイクリング、カタマランヨットでのクルージング。岡山
県では実際に備前焼きとそれ以外の陶器でのコーヒーの飲み比べ（備前市）、ウォーキングバイシクルでの市内の散策（岡山
市）。香川県では盆栽庭園の見学だけでなく、植え替えや剪定体験を、広島県では、東照宮へ登山し写経や茶道の体験を行い、
宮島では「毛利丸」を利用し牡蠣いかだを経由し従来とは違った宮島観光を体験しました。
今回の視察ツアーに対して、外国人旅行者目線でのコメントを多数いただき、これを基に地域の更なる魅力的な旅行商品作り
に繋げていく予定です。今後も引き続き、フランス市場に対して効果的なプロモーション活動を行ってまいります
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愛媛県内子町
内子町・石畳地区
そば打ち体験

広島県広島市
東照宮・金光稲荷神社奥宮
抹茶体験

愛媛県弓削島
～広島県尾道市
カタマランヨット

岡山県岡山市
ウォーキングバイシクルを
使った市内散策

【視察スポット】
1/28 松山空港、ANAクラウンプラザホテル松山、同ホテル泊
1/29 大洲地区散策（おおず赤煉瓦館）、大洲城、臥龍山荘、内子街並み散策（石畳地区）、内子の宿 織・久泊
1/30 しまなみ海道サイクリング、伊藤豊雄建築ミュージアム、ゆめしま海道、弓削島、カタマランヨット（弓削島～尾道へ）
尾道国際ホテル泊
1/31 百島散策（ゲストハウスシエラ、ARTBASE百島等）、尾道市街散策（千光寺等）、西条酒蔵散策、UMAINJARツアー、
シェラトングランドホテル広島、同ホテル泊
2/1
東照宮、OKOSTA、宮島散策、シェラトングランデホテル広島、同ホテル泊
2/2
備前焼体験、岡山市街散策、岡山後楽園、ホテルグランビィア岡山、同ホテル泊
2020年1月28日～2月3日
2/3
高松市盆栽体験、栗林公園、高松空港から東京へ移動後、帰国

イギリスメディア「Lonely Planet」ほか３社による取材ツアーを実施
せとうちDMOの重点対象市場の1つであるイギリスからの誘客を促進するため、イギリスの有力媒体「Lonely Planet」ほか３
社を招聘し、「サステナブル」をテーマとした取材ツアーを実施しました。（2月3日～2月10日）
備前、笠岡、岡山、倉敷、徳島、鳴門、美馬、つるぎ、今治、尾道を巡り、テーマに沿った地域や伝統文化の視察のほか、周
辺の観光スポット、アートの視察や体験もしていただきました。ジャーナリストによる取材記事は、今後デジタルメディアを中
心に露出される予定です。

備前焼視察

笠岡諸島
真鍋島

美馬市
うだつの町並み

今治～伯方島
しまなみサイクリング

大三島みんなの
ワイナリー

【視察スポット】
2/3 備前焼、寿司づくり体験、岡山市内泊
2/4 笠岡諸島（白石島、真鍋島）視察、岡山市内泊
2/5 後楽園、倉敷（ジーンズ工場）、徳島市内泊
2/6 お遍路体験（霊山寺、極楽寺）、藍染体験、脇町視察、農泊
2/7 美馬市内（吉野川潜水橋、ADLIV等）、つるぎ町（家賀集落）視察、今治市内泊
2/8 サイクリング（今治、大島、伯方島）、大三島（大三島みんなのワイナリー、今治市伊東豊雄建築ミュージアム等）視察、
尾道市内泊
2/9 百島（ART BASE MOMOSHIMA）、尾道市内（尾道商店街、LOG等）視察、関空泊
2/10 日本出国

2020年2月3日～2月10日
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瀬戸内をテーマにしたアート作品を展示する「DEEP JAPAN」に協力
関西エアポート株式会社は、関西国際空港にて「瀬戸内」をテーマとしたメディアアートを展示する「DEEP JAPAN」を2月
16日～3月31日の期間で開催しています。せとうちDMOは、文化庁が主催する訪日外国人向けの新事業「令和元年度空港等にお
けるメディア芸術日本文化発信事業」の一環である本展示の実施において、公益財団法人 石川文化振興財団、西日本旅客鉄道株
式会社と共に協力します。
期間中、第1ターミナルビル国際線南北到着導線には国内の若手著名アーティストの新作メディアアートが展示されます。さら
に、せとうちDMOの素材提供により瀬戸内7県の魅力を伝える13点のパネルが展示され、多様な瀬戸内エリアの周遊先を提案し
ています。
これらの展示を通じて、西日本のゲートウェイと位置付けられている関西国際空港から瀬戸内地域への観光誘客、さらには訪
れた観光客の域内周遊を促進できるものと期待しています。また瀬戸内域外において、せとうちDMOの活動を知っていただくこ
とにより、インバウンド機運の醸成に繋がることを目指しております。引き続き関西エアポート株式会社と連携しながら、瀬戸
内の魅力を広く発信してまいります。
■「DEEP JAPAN」開催概要（第1期）
日時：令和2年2月16日（日）～3月31日（火）
場所：関西国際空港 第1ターミナルビル 国際線南北到着導線
アーティスト：真鍋大度、中山晃子／クリエイティブ・プロデューサー：宇川直宏
協力：せとうちDMO 、（公財） 石川文化振興財団、西日本旅客鉄道（株）、関空エアポート（株）
▼展示イメージ（国際線北到着導線）

▼パネル展示ビジュアルの例（錦帯橋）

ビジネスフェア中四国２０２０にて瀬戸内ブランド登録商品をPR
第18回ビジネスフェア中四国2020が2月7日（金）～8日（土）の2日間、広島市中小企業会館総合展示館（広島県広島市）に
て開催されました。このイベントでは、中四国の「地域ブランド食品」「くらし・ヘルスケア」「環境・エネルギー」「ICT・コ
ンサルティング」 に関係する196社・団体が参加し、商談会や展示販売会が行われました。せとうち観光推進機構のブースでも、
約20の瀬戸内ブランド登録商品の展示及び、募集で募った事業者様による、実際の試食PRを実施しました。
当日は多くの来場者が訪れ、「瀬戸内ブランド登録制度に申請したい」「瀬戸内ブランド登録商品を扱った企画を実施した
い」「こんな商品があったんだ」といった、活発なやり取りが行われました。また、香港のバイヤー様や旅行情報誌様との個別
商談会も実施しました。
今回のビジネスフェアでは、瀬戸内ブランド登録制度の更なる認知拡大・瀬戸内ブランド登録商品の情報発信・小売／卸売事
業者様との商談による関係構築といった成果を上げることができました。せとうちDMOでは引き続き、瀬戸内ブランド登録制度
の発信に努めてまいります。

2020年2月7日～8日
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せとうち古民家ステイズHiroshima

『こざこ森』

3月20日開業！

2020年3月20日（金）せとうち古民家ステイズHiroshima『こざこ森』が開
業いたします。せとうち古民家ステイズHiroshima『長者屋』及び『不老仙』
に続く3棟目の『こざこ森』は、広島県庄原市高野町の小川のほとりにたたず
む古民家を改装した、まるで森の中にいるように感じられる大きな開口部や
広々としたリビングスペースを備えた一棟貸のバケーションレンタル施設です。
せとうち古民家ステイズは、瀬戸内域内に点在する歴史的価値を持つ古民家
の魅力を活かして、快適に過ごせるように現代的にリノベーションを施し活用
するプロジェクトです。これまで、愛媛県内子町のせとうち古民家ステイズ
内子の宿『織』及び『久』と合わせ、5棟の古民家が一棟貸しのバケーション
レンタル施設として生まれ変わり、様々なお客様の瀬戸内での旅にご利用頂い
ております。
せとうち古民家ステイズHiroshima
『こざこ森』イメージパース

この度、3棟目の開業を記念して、せとうちDMO NEWSをご覧の皆さま限定で、せとうち古民家ステイ
ズHiroshimaの3棟すべてを対象とした開業特別価格をご案内いたします。
各施設では、宿泊だけでなく、近隣地域などで行える体験プログラムや地元の食材を堪能できる食事のプ
ログラムなどもご用意しております。全体的な視察などのご依頼についてのご相談も承りますのでどうぞお
気軽にお問合せください。
一棟貸料金(税別）

1名

2名

3名

4名

5名

6名

7名

定価

44,000

46,000

48,000

50,000

52,000

54,000

開業記念特別価格

32,000

34,000

36,000

38,000

40,000

42,000

ご予約は、下記連絡先へお電話にてお願いいたします。また、お電話の際に「開業特別価格」とお
伝え下さい。
お問合せ先：せとうち古民家ステイズHiroshima（瀬戸内ブランドコーポレーション内）
TEL 082-836-3205 MAIL info@ml.setouchi-bc.co.jp 阪本・吉本まで
＜全施設共通＞
* お風呂・トイレ・洗面室
などの水回りはリノベー
ションし、清潔感のある
設備をご準備し、
アメニティ・リネン類も完
備しておりますのでお気
軽にお泊りいただけます。
* 各施設とも無料のWiFiサービスがございます。
* 朝ごはんとして、庄原産
小麦のパン、ジャム、
コーヒー、ヨーグルトがつ
いております。

8名

56,000

58,000

44,000

46,000

※7名・8名はこざこ森のみ受入れ
*

予約対象期間：2020年3月1日
～2020年７月31日まで。
※ゴールデンウィーク期間(5/2～5/5)
は対象外です。

*
*

一棟一泊あたりの税抜き価格です。
キャンセルの場合は2週間前までに
ご連絡下さい。

こざこ森

体験
したことのない

宿

不老仙

長者屋
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