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わたしたちせとうちDMOは、瀬戸内ブランドを確立し、

地域経済活性化や豊かな地域社会実現を目的とし、これ

まで活動してきました。

わたしたちはこの度の新型コロナウイルス感染症の影響

を深刻に受け止めており、瀬戸内エリアの自治体・観光

関連事業者のサポートに全力で取り組むと共に、収束後

のいち早い復活に向け、組織が一丸となり、取り組んで

まいります。
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事業者の皆さまにせとうちDMOについて理解を深めていただけるよう

活動状況や観光関連情報を毎月お届けしていきます。
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※文章・画像等の無断転用はお断りします。

◆国内事業 ９月15日より本格的に

OTAにて特集スタート①

せとうち観光推進機構では、コロナ禍後の反転攻勢に向けた欧米豪誘客（備え⇒攻

め）とコロナ禍に対応する国内誘客を2021～2023年度の基本戦略とし、様々な取り組み

を進めています。昨年に引き続き、せとうちの魅力を伝えるため、テーマ・コンテンツ

等の再洗い出し・絞り込み、磨き上げを実施。また目標達成するためプロモーション強

化しつつ着地整備を推進しています。今回は国内誘客の柱となる事業の内容および進捗

状況を紹介します。

◆事業名

「せとうちをつなぐ」魅力的な滞在コンテンツ企画開発・流通環境整備事業

◆事業概要および目的

ポストコロナにおける「混雑」や「密」の低減を前提とし、地域の特色を活かした体

験・滞在コンテンツを「せとうちをつなぐ共通テーマ」を念頭に発掘・企画開発、さら

にOTA等を活用して市場への流通促進を図る。

◆アウトプット

体験滞在プログラム造成８４件以上（７県各１２件）

旅行商品７件（７県各１件）

上記アウトプット目標に対して９月２０日時点で体験滞在プログラム造成６６件がOTA

上に掲載、販売となっています。昨年の反省を活かし早期に特集もスタート

（じゃらんは７月１５日から特集を開始）

【今後も含めたOTA掲載状況】

①じゃらん遊び体験 7月15日より2023年3月末まで特集掲載予定

②アソビュー！ 8月1日より5か月間特集掲載

③SETOWA（JR西日本）10月中旬より2023年3月末まで掲載予定

④日本旅行 10月中旬より2023年3月末まで掲載予定

⑤JAL 10月中旬より2023年3月末まで掲載予定

更に「WEB・SNS情報発信事業」と連携し、カスタマーに向けて喚起していきます。

じゃらん遊び体験特集ページ(7月15日～)

https://www.jalan.net/jalan/doc/ne
ws/button/1432248001/

アソビュー！特集ページ(8月1日～）
https://www.asoview.com/brand/setouchi/

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

瀬戸内Finder
人気記事ご紹介

山口県

メディア掲載実績

兵庫県

愛媛県

広島県

■地域経営からの視点

9月12日 週刊トラベルジャーナル

■インタビュー
補助金を活用しながら、瀬戸内エリ
アで成熟した観光地づくりを推進して
いく

10月07日 HOTERES

せとうちDMOでは、瀬戸内エリアで
頑張る人や事業者の紹介をしていま
す！
お気軽にお問い合わせください。

【尾道発】しまなみ
海道レンタサイクル
ショップ一覧／広島

知る人ぞ知る、幻の
銘菓「岩まん」／岩味
屋

姫路の立ち食いそ
ばは蕎麦じゃな
い？70年愛される

最強の“ミスマッチ”
／えきそば

幻のスイーツ『霧の
森大福』。食べて
買って満たされる道
の駅があった！／
霧の森

ここでしか手に入らな
いお菓子『観音寺ま
んじゅう（銘菓観音
寺）』/白栄堂

香川県

https://www.jalan.net/jalan/doc/news/button/1432248001/
https://www.asoview.com/brand/setouchi/
http://setouchifinder.com/
https://setouchifinder.com/ja/detail/34468
https://setouchifinder.com/ja/detail/34176
https://setouchifinder.com/ja/detail/28297
https://setouchifinder.com/ja/detail/34071
https://setouchifinder.com/ja/detail/467


◇今年度新たに磨き上げ、造成したコンテンツ（一部抜粋）
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◆国内事業 ９月15日より本格的にOTAにて特集スタート②



◆2022年9月の新規瀬戸内ブランド登録商品について

一般社団法人せとうち観光推進機構では９月に瀬戸内ブランド登録商品として新たに３社の９商品を

登録しました。

これにより、瀬戸内ブランド登録商品として累計で食品等347事業者の1,105商品、サービス24事業者

の42商品が登録されたことになります。(販売終了商品を含む)。

なお、瀬戸内ブランド登録制度では、瀬戸内エリア特有の「自然（島や内海）」、「食」、「歴史」と

いった資産をもとに、創意工夫によって開発され、瀬戸内ブランドのアイデンティティを体現するような

商品（サービス商品は受付終了）を登録基準に基づき瀬戸内ブランドの商品として登録しております。

これにより「瀬戸内」のブランド価値を向上させ、広く国内外に認知が広まることを目指しています。

※「瀬戸内ブランド登録制度」については、せとうちDMOのHP内掲載：https://setouchitourism.or.jp/ja/service/product/
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⓵ ⓶
株式会社ヤマサキ

ラサーナ 海藻

モイスト ヘア ミスト

瀬戸内レモンの香り

広島県広島市

株式会社ヤマサキ

ラサーナ海藻

スムース ヘア ミルク

瀬戸内レモンの香り

広島県広島市

⓷ ⓸
株式会社ヤマサキ

ラサーナ 海藻海泥

シャンプー

瀬戸内レモンの香り

株式会社ヤマサキ

ラサーナ海藻

海泥 トリートメント

瀬戸内レモンの香り

⓹ ⓺
株式会社ヤマサキ

ラサーナ 海藻

ヘア エッセンス

瀬戸内レモンの香り

(25ml/75ml)

広島県広島市

宝積飲料株式会社

岡山育ちの白桃

広島県東広島市

⓻ ⓼
宝積飲料株式会社

岡山シャインマスカット

CHU-HAI

株式会社Herbs

瀬戸内ミールキット

２０２２年度 瀬戸内ブランド登録商品 【新規】９月登録商品

広島県広島市 広島県広島市

広島県東広島市 東京都港区

パッケージ開発中

https://setouchitourism.or.jp/ja/service/product/


瀬戸内アカデミー：第62回
瀬戸内の柑橘を活用したカゴメの取り組みについて

◆瀬戸内アカデミー報告

◆日時：2022年9月8日（木）14時～15時

◆講師：カゴメ株式会社

執行役員 野菜をとろうキャンペーン推進室長

宮地 雅典 氏

2011年から広島県とカゴメ株式会社は、広島県が日本最大の生産量をもつ「レ

モン」に着目し「共創」によって、「瀬戸内レモン」のブランディング、生産、

加工、商品化、販売、社会還元等に取り組まれました。

その具体的な事例や意義、進め方等についてご紹介をいただきました。

参加者から多くの質問が寄せられ、「瀬戸内レモン」のブランディングに創意

工夫された点や成功事例など丁寧にご回答をいただきました。

瀬戸内アカデミー：第63回
「観光DXとは？ 基礎の考え方から海外の先進事例まで」

◆日時：2022年9月15日（木）14時～15時

◆講師：観光産業ニュース会社

トラベルボイス株式会社

代表取締役社長 鶴本 浩司 氏

デジタルを活用して業務効率や課題解決などを図る「デジタル・トランスフォーメーション」、いわゆる「DX」は観光産業

ではまだ始まったばかりで、これから大きな発展が見込めます。一方で、「デジタル」というだけで、専門的そうとか技術的

でわからなさそう、と思ってしまいがちなのも事実です。

そこで今回の瀬戸内アカデミーでは、観光産業ニュース「トラベルボイス」の鶴本浩司様にご登壇いただき、DXとは？とい

う基礎の考え方から、海外の先進事例の紹介まで初心者でも分かるようにご説明していただきました。

参加者からは、「観光分野でのDXについて、様々なお話を伺い勉強になりました」「海外事例に興味を持ちました」など多

数のご好評の声をいただきました！

瀬戸内アカデミー：第64回
日本唯一の観光旅行マーケティングデータから見た

瀬戸内観光の現状と今後（じゃらん宿泊旅行調査2022）

◆日時：2022年9月22日（木）14時～15時

◆講師：株式会社リクルート

じゃらんリサーチセンター

センター長 沢登 次彦 氏

新型コロナウイルス感染症が広まってから既に3年目に突入しました。

コロナ禍での旅行の特徴は何か、ポストコロナで注目すべき旅行ニーズ・意識の変化とは何か、また、これから力を入れる

テーマとは何かなど、「じゃらんリサーチセンター」による最新調査結果をもとにお話をいただきました。

また参加者の方々へ、講演資料とポストコロナの観光戦略策定の参考資料として瀬戸内７県の「じゃらん宿泊旅行調査2022」

の県別カルテを頂戴しました。

多くの参加者から「データに基づく統計を詳しく知ることができたので課題も見えましたし、有意義なセミナーでした。」な

どのコメントをいただき盛況裏に終了しました。
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◆せとうちＤＭＯの日常
～外国人目線のモデルルートを検討中！編～

せとうちDMOでは、来るべきインバウンドの復活期に向けて瀬

戸内7県を周遊するためのモデルルートを検討しており、まずは

各地に眠るコンテンツをテーマ（アート・サイクリング・クルー

ズ・宿・食・SDGｓ）ごとに洗い出しを行っています。

一方で、インバウンド旅行者に実際に評価される内容であるか

どうかの検証を行うため、主に瀬戸内で活動されているイギリス

人のポールさんをアドバイザーとして迎え、活発な意見交換を行

いました。

ポールさんからは、「欧米豪のインバウンドが日本の地方に求

めるものは『日本らしさ』。初めて日本を訪れる外国人にとって、

それが金閣寺や富士山と同じくらい行く価値があるかどうかで行

先を検討する。ただし、訴求力の弱いコンテンツでもツアーの一

部として組み込めば訪れる価値は十分にある。」といったアドバ

イスをいただきました。

今後は、いただいたアドバイスなどを参考にしながらペルソナ

に合わせたモデルルートを形成していきます。

以下、テーマごとのアドバイス概要（一部）を参考に掲載します

せとうちDMOで調べたコンテンツについて、外

国人目線のアドバイスをポールさん（左）伺っ

ています

【サイクリング】

ガイド付きサイクリングの良し悪しのポイントは、そのガイドが付加価値となっているかどうか。

ターゲットの知識レベルに合わせて面白く話せるガイドの育成が重要。

ルートとしては景色が良くて交通量が少なく、長いトンネルを通らなくてよいところが望ましい。

【クルーズ】

欧米豪の方は、乗船中に船から工場などが見えると違和感を覚えるので、なるべく自然の多い景

色を楽しめるルートを提供した方がよい。

【宿】

欧米人は日本の地方の宿には日本らしさを求めており、古民家再生などのストーリーがあるとよ

り興味を持つ。ただし、座敷は彼らにとっては大変なのでテーブルや掘りごたつのある部屋など

が親切。

【食】

店を調べる方法はGoogleMapなどが多く、口コミが重視される。

ビーガンやハラール、グルテンフリーなどの需要も一定数有り、それらの認証マークがついた店に

は安心して立ち寄ることができる。和食もいいが、食後にコーヒーがついてくると満足度が高まる。

【SDGｓ】

海外ではサスティナビリティの概念が中心で、観光分野では経済・社会・環境分野への取り組み

が重要。欧米人にとってサステナビリティを意識した取り組みはもはや当たり前で、それが無い

と違和感を覚えるため今後は行き先候補地から落とされていく可能性も。

最近はグリーンウォッシュに対する目も厳しく、しっかりと対応していることが大事。
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【アート】

古い町並みをゆっくり散策するも海外の方にとってはアート鑑賞そのもの。

古民家を再生した建物で食やカフェなどを楽しむのも欧米豪の方々に非常に好まれる。
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◆海外メディア17媒体で掲載されました！

8月より、「地域の認知度向上に向けた欧米豪市場への情報発信事業 」として機構のターゲット市場である米豪

英仏独にエージェントを設置し、各国のメディアに対しせとうちの記事を掲載いただけるようプロモーションを

実施しています。早速8月では17媒体にせとうちの記事が掲載されました。今年4月にオープンした淡路島のプリ

ツカー賞を受賞された坂茂氏が設計した禅坊靖寧が、独仏市場での評価が高く記事掲載に繋がっております。有

名建築家の設計とウェルネス要素というトレンドを捉えたものであったため、今回の複数掲載に繋がったと感じ

ています。

独「SUMIKAI」

月間閲覧数：
約73,100PV

米「ETN / Breaking Travel News」

【香川】グランプレミア瀬戸内

https://eturbonews.com/new-stylish-glamping-options-in-
japan/

【兵庫】禅坊 靖寧

月間閲覧数：
約698,000PV

https://sumikai.com/japan-erleben/wellness-und-zen-
erleben-im-zenbo-seinei-314348/

＜ WELLNESS AND ZEN EXPERIENCE AT ZENBO 
SEINEI＞
(禅坊靖寧でウェルネスと禅の体験）

https://www.beauxarts.com/grand-format/les-15-plus-
beaux-chateaux-a-visiter-dans-le-monde/

【兵庫】姫路城

仏「BEAUXARTS.COM」

＜The 15th most beautiful castle to visit around the 
world ＞
(世界で最も美しいとされるお城15選）

月間閲覧数：
約87,420PV

仏「WELLNESSINO」

＜ SETOUCHI : ZENBO SEINEI, WELLNESS TEMPLE 
IN THE MIDDLE OF NATURE OF AWAJI ISLAND＞
(せとうち：淡路島の自然の中にある健康の寺、禅坊靖
寧）

月間閲覧数：
約120,000PV

https://www.wellnessino.ch/8110/setouchi-zenbo-seinei-
wellness-tempel-inmitten-der-natur-der-insel-awaji/

【兵庫】禅坊靖寧

＜ New Stylish Glamping Options In Japan＞
(日本の新しいスタイリッシュなグランピングの形）
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https://eturbonews.com/new-stylish-glamping-options-in-japan/
https://sumikai.com/japan-erleben/wellness-und-zen-erleben-im-zenbo-seinei-314348/
https://www.beauxarts.com/grand-format/les-15-plus-beaux-chateaux-a-visiter-dans-le-monde/
https://www.wellnessino.ch/8110/setouchi-zenbo-seinei-wellness-tempel-inmitten-der-natur-der-insel-awaji/


◆2022年のアートは瀬戸芸だけじゃない！
芸術の祭典「UBEビエンナーレ」が山口県宇部市で開催されています！

せとうちを代表するアートイベントと言えば、香川

県の「瀬戸内国際芸術祭」をイメージされる方も多い

かもしれません。

しかし、山口県宇部市では10月2日から、「第29回

UBEビエンナーレ（現代日本彫刻展）」が開催されて

います！

宇部市は「緑と花と彫刻のまち」として、市民と一

緒になって素敵なまちづくりを続けています。野外彫

刻の祭典「UBEビエンナーレ」は、1961年から2年に一

度開催され、2021年で60周年を迎えました！

第29回展では、世界49か国299点の応募の中から選

ばれた15点の野外彫刻作品を見ることができます。

また、会場のときわ公園内には過去受賞作品などを

中心に約200点の野外彫刻が展示されていますので、こ

の秋は宇部に訪れて、芸術を思う存分感じてください。

「UBEビエンナーレ」公式サイト

https://ubebiennale.com/

せとうちDMOの国内向けオウンドメディア「瀬戸内Finder」では、「UBE

ビエンナーレ」の記事を掲載しています。

「UBEビエンナーレ」をより深く楽しむためにも、是非コチラもチェック

してください♪

https://setouchifinder.com/ja/detail/12159

「瀬戸内Finder」でも紹介しています

▲「はじまりのはじまり」
（三宅之功、2019制作）

▼「蟻の城」（向井良吉、1962制作）
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◆徳島県南エリアワークショップ開催

◆SBCホームページリニューアル準備中！

徳島県南エリア1市4町（阿南市・美波町・那賀町・牟岐

町・海陽町）の行政向けに、瀬戸内ブランドコーポレー

ションと当該エリアの商工会議所/商工会が主催者となり

ワークショップを開催しました。日程は2022年8月23日㈫

/24日㈬の2日間にわたり、YMCA阿南国際海洋センターに

て実施。

参加者は各市町の観光関連担当者、観光協会、商工会議

所/商工会担当者を中心に博報堂やピークス、阿波銀行等

外部有識者を招いて執り行いました。

それぞれの市町グループに分かれて観光資源を視察する

フィールドワークも織り交ぜながら、自エリアの観光資源

棚卸を通じて観光基本計画策定の考え方やブランディング

手法を習得してもらうことを目的としてディスカッション

/ワークしてもらい、最終日には各市町における自エリア

のブランド価値向上をプレゼンするかたちでワークショッ

プを終えました。

ワークショップにて作成した各市町のブランド戦略や抽

出した課題を基に瀬戸内ブランドコーポレーションとして

の支援策提案を継続的に行い、各市町の発展に寄与したい

と考えています。

株式会社瀬戸内ブランドコーポレーションは、ユーザーの皆様がより見やすく、より快適にご利用できる新

しいホームページを準備しておりますので、事前にお知らせいたします。

リニューアル後は、お客さまが目的のページに素早く辿り着くことができるなど、デザインの一新だけでな

く構造なども改善し、さらに利用しやすいホームページを目指しております。
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