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第7回瀬戸内ミーティングfrom徳島

瀬戸内Finder
10月人気記事TOP5

初のオンライン初開催

せとうちDMOは10月30日（金）、「第7回瀬戸
内ミーティング from 徳島」をオンラインにて開
催、徳島の阿波銀行本店営業部・コワーキングス
ペースより配信を行いました。

地元ライターによる
瀬戸内情報発信中！
http://setouchiFinder.com

#1

瀬戸内ミーティングは、せとうちDMOが年に２
度開催する無料のビジネスカンファレンスで、従
来は瀬戸内各県を舞台に会場を借り、各回200～
300名規模で開催していましたが、昨今の新型コロ
ナ感染症の影響を鑑み、今回はオンラインで開催
することとしました。

山口県・周防大島で
「TAKE OFF（テイクオ
フ）」！

山口県

#2

渓谷・トンネル・鉄橋が
美しい、武田尾温泉を
目指すプチ冒険！

兵庫県

今回は初のオンライン開催でしたが、全国各地
から1,200名を超える方々にご参加いただき、観光
産業の注目の高さを再認識する機会となりました。

#3

ここでしか手に入らな
いお菓子『観音寺まん
じゅう（名菓観音寺）』

＜ライブ配信会場＝阿波銀行 本店営業部＞

香川県

ライブ配信 プログラム：

#4

◆第１部

山口県

・せとうちDMO発表
「せとうちDMOのこれから～新時代とともに～」
(一社)せとうち観光推進機構 専務理事 金平京子
・基調講演
「観光の未来を考えよう～inせとうち～」
トラベルボイス(株) 代表取締役 鶴本浩司氏
◆第２部

千本鳥居はここにも
あった！絶景すぎる
稲荷神社／福徳稲
荷神社

#5

日本三大秘境！徳島
県『祖谷』がスゴすぎ
る！

徳島県
＜鶴本氏・金平専務 対談の様子＞

・パネルディスカッション
「地域観光のいま～徳島から考える～」
(一財)徳島県観光協会、(一社)イーストとくしま観光推進機構
(一社)そらの郷、(一社)美馬観光ビューロー
・瀬戸内おみやげコンクール最優秀賞受賞者による講演
「徳島の<MON STAR>を世界へ」
(株)にしきおり 取締役 錦織信子氏
・感染症対策専門家による講演
「新時代の観光事業のあり方～コロナとの共存～」
(株)日本ホテルアプレイザル 代表取締役 北村剛史氏
・せとうちDMO発表
「『せとうち』とはどこか？なにか？」
＜パネルディスカッションの様子＞
せとうち．ラボ 所長 木村洋

メディア掲載実績
■ポケットマルシェ
10月10日 愛媛新聞
■愛媛南予MaaS実証実験
10月16日
NHK,南海放送、テレビ愛媛
日経新聞、愛媛新聞
Yahooニュース、exciteニュース
マイナビニュース
■瀬戸内ミーティング
10月21日 徳島新聞
10月29日 読売新聞
11月2日 月刊事業構想

＜当日の会場・運営スタッフの様子＞
多拠点をつなぐ配信の円滑な実施と、サイト／サーバの管理に全力で当たるとともに、講演者には
フェイスシールド、パネリストの間にはアクリル板を用意するなど、コロナ対策は特に注意しました。
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愛媛県南予地域における観光型MaaSの実証実験を開始
～公共交通の利便性向上・旅のシームレス化を実現～
瀬戸内ブランドコーポレーションは、KDDI、南予広域連携観光交流推進協議会、四国旅客鉄道、全日本空輸、伊
予鉄バス、宇和島自動車、愛媛県バス協会、石崎汽船とともに、愛媛県南予地域の公共交通の便性向上や移動のシー
ムレス化による観光客の満足度の向上を目的とした観光型MaaSの実証実験を2020年10月29日から12月31日の間で
行っています。
南予地域は、日本一細長い佐田岬半島、リアス式海岸の足摺宇和海国立公園など風光明媚な景観を誇る一方、交通
機関はクレジットカードや交通系ICカードへの対応状況が統一されていないことや、経路検索ですべての交通機関が
検索されないことなどの課題があります。この状況の中、関係する自治体、交通機関、通信会社、広域連携団体が集
まり、観光型MaaSを実現することで、周遊しやすい観光地づくりを行い、観光客の増加、域内消費額の向上による
地域の活性化を目指しています。
10月15日に愛媛県松山市で行われた記者発表会には多数のメディアに取材いただきました。

2020年10月29日～12月31日に実施

実証実験参加企業／団体による記者発表会

【南予観光型MaaS実証実験 概要】
1．期間
2020年10月29日から2020年12月31日
2．展開エリア
愛媛県南予地域および松山市、広島港、呉港
（宇和島市、八幡浜市、大洲市、西予市、内子町、伊方町、松野町、鬼北町、愛南町、松山市、広島市、呉市）

3.南予観光MaaSキャンペーンサイト
URL： https://www.jr-shikoku.co.jp/nanyofreepass/
4．提供サービス
(1)JR、路線バス、リムジンバスで利用可能な「えひめ いやしの南予デジタルフリーパス」を発売
(2) アプリ不要、登録不要、接触不要なデジタルチケッティングサービスの提供
(3)交通機関の利用状況に応じたポイント交換システムの提供
(4)ANAアプリとの連携

アプリダウンロードの必要がなく、簡単な操作で交通機関の乗り降りが可能
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幻のスイーツ「元祖はっさく大福」販売再開しました！
ECサイト「島と暮らす」は、10月12日より、瀬戸内おみやげコンクール2019（菓子・スイーツ部門）で
最優秀賞を受賞した広島県・株式会社かしはらの「元祖はっさく大福」の販売を再開しました。

【受賞時のコメント（取締役会長 柏原伸一氏】
因島の大福を「瀬戸内」の手土産に、との思いで、コンクールに応募しました。 八朔発祥の地因島
で、大好きな八朔を食べ乍ら育ち、創業以来作り続けるみかん餅に、八朔果実を入れ考案した
「はっさく大福」がこの度、名誉ある賞を受けるにあたり、ハッサク栽培と販路に苦労された先人
たちを想い又、ともに苦労途中亡くした連れ合いに感謝する次第です。今後は、瀬戸内の手土産の
仲間入りの為に、今日までたくさんの方々との出会いと別れ、そして受けた恩に報いる為にも更な
る努力を重ねていく所存です。
元祖はっさく大福は、度々テレビでも取り上げられ、店頭に並ぶとすぐに売り切れる人気商品。果実を
内皮となる白餡で包み、さらに外皮となる蒸したみかんともち米を搗いた「みかん餅」で包み、はっさく
果実その物を表現しています。甘みと酸味が絶妙にマッチし、小さなお子さまからご高齢の方まで幅広く
支持を受けています。
また、１０月初旬、東名高速道路EXPASA海老名で開催された「せとうちフェア」において限定400個
を先行発売したところ、開始2～3時間で完売、あらためて人気の高さを証明しました。

≪ はっさくを丸ごと包んだ「元祖はっさく大福」 ≫
◆島と暮らすでは、この「元祖はっさく大福」を以下の条件で販売しています。

◇
◇
◇
◇
◇

商品名
価格
内容
特記事項
URL

：株式会社かしはら「元祖はっさく大福」
：1,296円（税込）
：6個入り
：冷蔵配送／賞味期限が短いのでお受け取りにご注意ください
：https://www.shima-life.jp/SHOP/202003001.html
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株式会社 空・道・港

「空の駅オーチャード」が10月31日にオープン！

10月31日、広島空港そばに位置す
る八天堂ビレッジの一角に、フルー
ツをテーマにした「空の駅オー
チャード」がOPENしました。

空の駅オーチャードは、「人と人、
モノとモノ」を繋げてイノベーショ
ンし、新たな発見と繋がりを創造す
るLABO space zone、森と晴天を
楽しめるテラス席などを完備。

こちらは、せとうちDMOも応援する、
株式会社 空・道・港の運営によるも
ので、地元のフルーツをたっぷり
使ったスイーツや、お土産に人気の
八天堂のクリームから生まれたソフ
トクリーム、いちごパフェ、焼き菓
子などなど、オリジナルにこだわっ
た果物加工品や地元の名産品を取り
扱い、毎月定期的なマルシェイベン
トを開催するなど、広島空港周辺の
新たな賑わい創出を目指しています。
空港周辺の賑わい創出を目指します

落成式には湯崎広島県知事も参列

広島県三原市・世羅町の魅力あふれる観光スポットをご紹介
◆株式会社空・道・港は、様々なチャンネルで情報発信をしています。
三原&世羅の隠されたスポットや魅力をWEBマガジン、YouTube、インスタグラムで発信。ぜひご覧ください！

株式会社空・道・港
https://sora-michi-minato.jp/

そらみちみなとマガジン
https://sora-michi-minatomagazine.com/

YouTube公式チャンネル

公式インスタグラム
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とくしま観光情報通信
★☆これは徳島県観光協会とのコラボ記事です★☆

Ⅰ

コロナ禍における観光誘客に向けた取り組み
① 「Go To キャンペーン」タイアップ事業「徳島で得するケン」
「Go To キャンペーン」にタイアップした事業として「徳島で得す
るケン」付き専用プラン（※）を徳島県内の宿泊施設を利用した旅行者が、
お土産購入や県内観光施設、タクシー、レンタカー利用時に使用できる１
人5,000円相当の「徳島で得するケン」を提供する事業を実施しています。
※「徳島で得するケン」付き専用プランは、お一人様あたり1万円（税抜き）
以上の宿泊プランです。

・徳島で得するケンHP
（徳島県観光情報サイト阿波ナビ内）
https://www.awanavi.jp/topics/tokusuruken.html

② 各種助成制度
県内外からの誘客促進に向け、各種助成制度を見直し、運営しています。
（１）徳島観光すいすい（貸切バス）助成事業
貸切バスを利用し、徳島県内の観光、宿泊を伴う企画旅行に対し、バス１台、１泊あたり 基本助成５万円、
最大１５万円を補助します。
（２）とくしま「冬の阿波おどり」企画旅行助成事業
「阿波おどり」を初めとした徳島の歴史・文化関連施設を組み込んだ冬期企画旅行商品に対して，基本助成
６万円を補助します。
（３）個人旅行推進事業（パンフレット助成）
旅行会社による「募集型企画旅行（個人型）」に係るパンフレット等の作成に対して、最大２０万円を補助
します。
・各種助成制度HP（徳島県観光情報サイト阿波ナビ内）
https://www.awanavi.jp/site/company/

Ⅱ

徳島観光トピックス
徳島線トロッコ列車「藍よしのがわトロッコ」
吉野川が育んだ「阿波藍」、藍で富を築いた藍商人により栄えたう
だつの町並みなど徳島の文化や沿線の歴史、地元の食や地酒を吉野川
に吹き抜ける風とともに体感いただくトロッコ列車です。
穴吹～阿波加茂間で見える美濃田の淵などの川沿いの景観と、北に
見える讃岐山脈、南に見える四国山地や天気が良ければ望める剣山系
の山々の景観など、吉野川流域の豊かな自然を窓の無いトロッコ列車
でお楽しみいただけます。
2020年度は10 月、11 月の土日祝日、3 月27 日(土）、3 月28 日
(日）に1 日1 往復運行。2021年度は4 月～5 月、9 月～11 月に運
転予定です。
①

②

DMV（デュアル・モード・ビーグル）
車と列車がひとつになった新しい乗り物、DMV（デュアル・モード
・ビークル）。道路と線路の両方を自在に走行できます。
鉄道とバスが乗り換えなしで利用できるようになれば、地域公共交通
がより便利に、より効率的になるとともに、世界に類のない車両であ
ることから車両自体が観光資源となり、地域活性化につながるものと
期待されています。
2020年度中に、世界初の営業運行を開始予定です！
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せとうちＤＭＯの日常

～We Base 広島 編～

せとうちDMONewsを読んでいただいている皆様こんにちは！最近めっきり寒くなり、紅葉が綺麗なシーズン
になりましたね。瀬戸内エリアでは、宮島、香川の栗林公園、徳島の祖谷などの紅葉が有名ですので、是非お越
しくださいね。
さて、先日、We Base 広島を訪問しました。そこで、支配人の高橋さんにホステル内を見せていただき、
色々とお話を伺ってきました！We Base 広島は「世界の若者に旅を！」をコンセプトにしたコミュニティホス
テルで昨年１０月にオープン。中に入ると普段の日常を忘れさせてくれるアートな空間が出迎えてくれました。
ラウンジでは、ドリンクや軽食
を注文でき、宿泊しない方でも、
このアーティスティックな空間
でゆっくりすることができます。

街中を歩いていても目を引く外観 「SHIP’S CAT」が天井から覗くラウンジ

訪問した日は、ラウンジでお仕
事をされている方をちょこちょ
こ見かけました。新たな働き方
にピッタリのラウンジですね！

（左）笑顔が素敵な支配人の高橋さん
共用ドミトリーはカーテン付きで
とてもオシャレでクリーンな部屋をご案内いただきました。 プライベートな空間を確保できます。訪問当日も
（右）部屋番号の横には瀬戸内をイメージさせる波模様が！ 宿泊者がドミトリー内でゆっくりしていました。

「SHIP’S CAT」がみなさん
をお出迎えしま～す！

「SHIP’S CAT」について
大航海時代にネズミから食物や貨物、船を守り、疫病を防ぐことを目的に船に乗せられ、時
に船員の心を癒す友やマスコット、さらには天候を予知する能力などから守り神のような存
在として世界中を旅した猫のことです。現代美術作家ヤノベケンジ氏が手がける『 SHIP’S
CAT』 は巨大な猫の彫刻であり、世界中や宇宙すら旅する希望ある未来を予兆し、混迷する
社会においても、安全や出会いを助ける守り神となって、人々や若者の旅を導いて欲しいと
いう願いが込められています。

≪WeBase 広島 施設概要≫
・施設名称 ：WeBase 広島
・所在地 ：広島県広島市中区中町4番16
・延床面積 ：1499㎡
・収容数 ：約170名
・開業日 ：2019年10月11日
・運営会社 ：株式会社ＷｅＢａｓｅ
・公式サイト
www.we-base.jp/hiroshima/ （予約受
付）
・FaceBook
www.facebook.com/webasehiroshima/
・Instagram
www.instagram.com/webase_hiroshima/
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