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（１１）湯本温泉の多様な主体による朝の魅力向上プロジェクト～湯本流ブラン

チ 旅行の朝は地元色 

 

１．事業推進主体 

 １）推進主体：湯本温泉 朝の魅力向上『朝 Cafe実現』委員会 

 ２）代表団体：湯本温泉旅館協同組合青年部 

   参加団体：青海島共和国、俵山郷自治会、俵山ゆうゆうグリーン、イデアパート

ナーズ(株) 
 

２．事業概要 
 

 １）地域の課題、背景 

長門 湯本温泉は今からおよそ600年前に発見された、山口県ではもっとも古い歴史

をもつ温泉である。萩、津和野などと並び山口、島根石見地域の代表的観光地である

が、従前より以下の課題を抱えている。 

◎周遊型観光の宿泊拠点としての性格が強く、一泊二日での宿泊利用がほとんどで

あるが、15時以降に湯本入りし、翌朝10時には湯本を出発し滞在時間が短い。 

◎湯本温泉地域を散策するMAPの配布など、地域の魅力を発信強化もしているが、

未だインパクト不足であり、一方で地域内の商店街も空き店舗などが出始め魅力

増加の足枷となっている。 

この様な課題から、本実証事業では、宿泊利用者に魅力的かつインパクトのある滞

在時間延長策、また地域活力活性化（空き店舗の活用、旅館業以外の他業種活性）を

狙い以下の方針で事業を実施する。 

◎宿泊の翌朝に特化した 湯本温泉の朝の魅力向上 

◎朝食の旅館外での提供など、旅館自らが宿泊のお客様を朝の湯本、長門へご案内 

 

 ２）事業実施期間 

平成 21 年 10 月 15 日～平成 22 年 2 月 7 日 

 

 ３）事業内容 

  ①旅館では提供できない朝食（地産地消）の、旅館の外（地域）での提供の実証 

宿泊のお客様に旅館では提供できない朝食を提供できる、地産池消の朝食処を発掘、

提供を、以下の形態で実証事業する。 

   ◎長門市全域を活用し地元飲食業、農家・漁家と連携し、地産池消の個性的朝食を

提供する。 

   ◎朝食のみならず、朝の散策後のCafeとして飲料、軽食の提供、地産野菜の販売な

どミニ市も実施 

   ◎朝食等提供の営業時間は8:00～12:00まで（旅館朝食は7:00～9:00）とし、朝ゆっ
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くり過ごしたいお客様、朝食より遅めのブランチを取りたいお客様の利便性を図る。 

   ◎屋台方式のCafeなども運営し、実証事業後は空き店舗での運営を検討 

   ◎運営は当該団体が主導し、実働は商店、旅館、地域ボランティアを活用 

◎事業期間中6日の開店運営とし、開店と合わせ旅館側は一泊夕食の宿泊プランの販

売で誘導する。 

 

  ②チェックアウト後（12時まで）の各旅館共通入浴（公衆浴場）の実証 

   朝食の旅館の外での提供と合わせ、チェックアウト（10:00）後にも、各旅館、公衆

浴場で入浴できる共通入浴券（割引券）を発行する。 

   ◎一泊夕食宿泊プラン利用のお客様に提供 

   ◎チェックアウト後も街中（朝Cafe他）で過ごしていただき、入浴も可能とし魅力

度を上げる。 

 

③朝（午前）の過ごし方プログラムの実証 

   朝食の旅館の外での提供以外にも、湯本温泉（長門市域）の朝、午前中を楽しめる

過ごし方プログラムを提供する。 

   ◎朝のさわやか座禅会（地元「大寧寺」）の実施 

   ◎萩焼体験の実施 

   ◎近隣黄波戸漁港での市場セリ体験 

◎近隣俵山での農家収穫体験（自然薯）、蕎麦打ち体験などの実施 

 

  ④朝（午前）の過ごし方案内 ＨＰ、リーフレット等の作成 

   ①～③の取組みについて、広報するＨＰ（当該団体HPに追加）、簡易リーフレット

等を作成し、来訪したお客様へ配布、参加促進をはかる。 

 

４）事業推進フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

１．朝の魅力発掘、実証事業細部計画 

 ●地産地消 朝食提供場所の発掘 

 ●消費者ニーズの把握 

（事前アンケート）  

２．朝の魅力実証事業 

 ●朝の魅力プロジェクト 実施 

 ●各旅館共通宿泊プラン、特典の実

施 

３．実証事業の分析 

 ●お客様評価 

 ●継続実施への課題発掘 

           他 

４．次年度以降展開計画 

 ●課題、解決策立案 

 ●運営組織形態計画（法人化など） 

 ●実施計画作成 
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 ５）事業検討経過 

  ①事前アンケートの実施 

本実証事業実施にあたり、当初想定の「朝食を旅館の外で楽しむ」「朝の時間をゆっ

くり長門湯本」で楽しむ事項について、既来訪者のニーズの調査を実施した。 

   ◎実施期間：平成 21 年 10 月 28 日～平成 21 年 11 月 10 日 

   ◎実施方法：湯本温泉旅館協同組合加盟の 13 旅館にて、期間中ご宿泊のお客様に無

作為に協力依頼 

   ◎回収数 ：93 件 

 

・ 朝食の時間については、「現状の時間でちょうどよい」93%、「早い」7%であった。 
・ 旅館の外での朝食について、「旅館の朝食でよい」84%、「旅館外の朝食を食べてみたい」

16%で、想定とは異なる結果であった。 

・ 一方で、具体的に旅館の外での朝食内容について質問すると、「漁師料理」35%、「地産

の和食」43%、「焼き立てパン、地産卵の朝食」18%など具体的内容について支持はあ

った。 

・ チェックアウト時間については、現状一般的な時間である「10 時でよい」が 74%に対

して、10 時以降の時間が 26%であった。 

・ 宿泊後、長門湯本温泉でゆっくり過ごす過ごし方については、「産直朝市」28%、「温泉

巡り」21%、「温泉街散歩」21%、「萩焼体験」15%の支持であった。 

・ 朝食を旅館の外で食べる場合の、宿泊プランとしては「一泊二食（朝食代も宿泊料金に

含む）」従来のプランが 82%の支持であった。 

 

②実証事業計画の策定 

事前アンケートの結果では、朝食を旅館の外でというニーズは、当初想定よりも低

く 16％程度であった。一方で朝食で食べてみたいものを具体的に提示すると、「漁師料

理の朝食」「温泉街での地産の和食」など支持が高かった。 

このため朝食の内容を具体的に明示し、セールスポイントとする事とし、サブタイ

トルとして「元気が出る朝食」と題し、長門漁港地域での漁師料理の朝食、地元温泉

街での地産池消での和朝食、俵山温泉地域の農的朝食と、それに伴う地域での朝の過

ごし方コースの三地域コースを実証事業することとした。 

また、宿泊の形態（プラン）としては、お客様側は一泊二食（朝食、夕食代込）の

プランとして、モニター販売することとし、当団体の加盟旅館毎に三タイプの料金形

態での提供とする事とした。 

実証事業計画内容は以下の通りである。 
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   ◎事業内容（広報用） 

■設定人数 各設定日 40 名限定（合計 240 名） 

■モニター参加条件：①1 グループ 2 名以上。1 名参加は不可。 

②簡単なアンケートにご協力頂ける方に限る。 

■モニター参加特典 

①旅館組合共通で冬の味覚「ふぐ」を各施設の夕食で提供。 

②温泉内の公共浴場が期間中無料で入浴可能。 

③女性客には、おひとり様毎にお土産「京友禅の茶羽織」をプレゼント  

■設定日  2009 年 12 月 20 日（日）、21 日（月）、22 日（火） 
        2010 年 1 月 17 日（日）、18 日（月）、19 日（火） 計 6 回 

■ご宿泊料金（２名様以上１室の場合の１泊２食付のお一人様料金）＊税サ込 

 Ａランク 

   6 軒 

Ｂランク 

   5 軒 

Ｃランク 

1 軒 

全設定日 7,350 円 11,550 円 15,750 円 

 

■内容説明 

（Ａ）漁港水揚げセリ体験、漁師の朝食（12 月 20、1 月 17 日宿泊） 

     宿泊の長門湯本温泉よりバスで移動（約 30 分）。黄波戸漁港の朝セリ見学後（新

鮮な魚の買い物も）、近くの旧小学校跡レストランで漁師の朝ご飯を。長門湯本

温泉帰着後は、立ち寄り湯など散策も。 

（Ｂ）農家の朝食（12 月 22 日宿泊） 

     宿泊の長門湯本温泉よりバスで移動（約 20 分）。俵山温泉の自然薯畑と加工場

見学後、公民館内の農家レストランで自然薯を使った農家朝食を。長門湯本温泉

帰着後は、立ち寄り湯など散策も。 

（Ｂ′）自作体験朝食（１月 19 日宿泊） 

宿泊の長門湯本温泉よりバスで移動（約 20 分）。俵山温泉、温泉閣にて地元産

のそば打ち体験と自作そば＋特製おにぎりの朝食を。俵山温泉での入浴も。長

門湯本温泉帰着後は、立ち寄り湯など散策も。 

（Ｃ）住職の朝食（12 月 21 日、１月 18 日宿泊） 

     朝 9 時半から 11 時半までに、まずは禅寺大寧寺監修の精進朝ご飯を、地元レス

トランで。10 時半より 12 時まで大寧寺にて座禅、法話を体験。温泉街では期間

中「獲れたて野菜朝市」「屋台 Cafe」も実施、お昼までお楽しみいただける。 
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   ◎コース詳細 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

青海島コース　12/21（月）,1/18（月）

8：00出発 8：30到着 9：00到着 10：00出発 10：30到着
湯本 通 漁港にて定置網見学 青海島小学校 青海島 湯本

（即売会） （廃校レストラン）

＊募集人数40名（最小催行10名）
＊オプション：定置網での魚捌き（朝食にて）
＊送迎：新日本観光に依頼（人数により車種変更）

＊メニュー：干し物（炭火焼き）、刺身、かまどご飯（またはたこ飯）
焼き魚、味噌汁、練り物　など

湯本コース　12/22（火）、1/19（火）

9：30開始 11：30終了
ふれんどにてブランチを提供

9：00開始 12：00終了
住よ志荘１Ｆにて萩焼体験

10：30集合 12：00終了
大寧寺　座禅と法話

＊募集人数40名
＊萩焼体験＠2,000円
＊湯本朝カフェ（屋台風）開催
＊朝市を検討
＊メニュー：大寧寺監修の精進料理3品と地元料理2品など

俵山コース（12月）　12/23（水）

8：00出発 8：20到着 9：00到着 10：00出発 10：30到着
湯本 自然薯畑、加工場見学 郷公民館 俵山 湯本

（即売会） （農家レストラン）

＊募集人数40名（最小催行10名）

＊オプション：自然薯掘り体験＠2,000円（先着10名）

＊送迎：新日本観光に依頼（人数により車種変更）
＊メニュー：自然薯を含む田舎料理（俵山 郷の婦人部）

俵山コース（1月）　1/20（水）

8：00出発 8：20到着 9：20朝食 10：20出発 10：40到着
蕎麦打ち体験（1時間） （温泉閣） 俵山 湯本
自分で打ったそばが食べれます

＊募集人数40名（最小催行10名）
＊送迎：新日本観光に依頼（人数により車種変更）
＊メニュー：そば打ち料理と特製おむすび
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３．事業実施状況 

 １）集客広報の状況 

集客広報については、実証事業のコース自体が個人型商品であり、また時期から考

えて、ターゲットエリアを広島、山口、北九州と絞り、以下の方法にて集客広報を実

施することとした。 

①新聞広告での掲載 

  ②フリーペーパー リビング北九州での広告掲載 

  ③じゃらんＮＥＴメールマガジン 

 

２）実証事業の実施状況 

 

 ①12 月 21日（20日泊）、1月 18 日（17 日泊） 青海島 漁師料理の朝食コース 

  ◎参加人員 12 月 21 日 7 名、1 月 18 日 33 名 合計 40 名 

黄波戸漁港、通漁港での水揚げ直後のセリ体験 朝食会場 青海島共和国（青海島 

小学校跡）、朝食内容 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

②12 月 22 日（21 日泊）、1月 19 日（18 日泊）湯本 住職の朝食コース 

   ◎参加人員 12 月 22 日 4 名、1 月 19 日 8 名 合計 12 名 

特売朝市                 屋台産直朝市、大寧寺の座禅会 
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  ③12 月 23 日（22 日泊）、1月 20日（19 日泊）俵山 農家の朝食コース 

   ◎参加人員 12 月 23 日 19 名、1 月 20 日 16 名 合計 35 名 

自然薯加工場見学（即売）、自然薯朝食（12 月 23 日）そば打ち体験風景（1月 20日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
４．事業の振り返りと今後の展開 
 
 １）実証事業コース毎の振り返り、課題 
 
  ①青海島 漁師料理の朝食コース 

 
   ◎朝食の旅館外での提供、「漁師の朝食」についての評価 
    本コースの朝食については、93%の方から「大変満足」「満足」の評価を得た。一

部 3 名ほどの方が「やや不満」のご意見があったが、アンケートでの理由は拾えて

いないが、推察としては朝食会場の広さ、水揚げセリの都合で、他コースと比較し

て遅くなった朝食時間（朝食の時間 遅い 28%）などの原因が考えられる。 
また、他コースの俵山コースと比較した場合（アンケートの自由意見など参考）、

地域の方との交流（ガイダンス、会話）なども少ない感があり、若干ではあるが評

価の差が出た。 
コース開始前のご案内（水揚げの都合、朝食時間の目安）、会場仕様、楽しめるガ

イダンスなどに関して改善の検討も必要である。 
 

   ◎朝食までの過ごし方「水揚げ、セリ体験」の評価 
    本コースの過ごし方、「水揚げ、セリ体験」については、97%の方の「大変満足」

「満足」の評価を得た。殆どの方が初体験であり再来訪意向も高かった。 
    朝食の提供同様、他コースの俵山コースと比較した場合の、漁港の方との交流（ガ

イダンス、会話）なども少ない感があり、楽しめるガイダンス、交流も今後の課題

である。 
 



 
 

169 

   ◎チェックアウト（帰着後）の公衆浴場等入浴特典 
    湯本帰着後に滞在時間の延長を狙い、企図した公衆浴場等の入浴特典ではあるが、

湯本帰着前のアンケートでは「行く予定」は 38%、23%と低かった。「前日に行った」

「他地への訪問予定」などが行かない理由にあがっていたが、同じ温泉地「黒川温

泉の湯めぐり手形」の反響から考えて、公衆浴場、各施設のお風呂の魅力の訴求な

どが不足していると考えられる。 
 
   ◎コース全体の評価 

「漁師の朝食」「漁港セリ体験」の評価、今後の朝食企画などの参加意欲（アンケ

ートでは無回答以外は全員が参加したい）など、本コース自体は好評を得ており、

今後の商品化に十分耐えうるものであった。 
参加料金意見は「安い」46%、「内容相当の価格」28%であり、提供最安値 7,500

円以上の設定、10,000 円くらいが適正と考えられる。 
また、「湯本温泉にあったいいもの、体験したいものの」のアンケートの回答から

は、「産直朝市」が多く要望が上がっており、朝食コース帰着後の過ごし方として今

後検討が必要である。 
 

  ②湯本温泉街 住職の朝食コース 

 
   ◎朝食の旅館外での提供、「住職の朝食」についての評価 
    本コースの住職の朝食については、全員の方の「大変満足」「満足」の評価を得た。

朝食時間については、9 時以降自由に取っていただくコースであったが、「ちょうど

よい」60%、「遅い」40%であった。時間の広報等の改善が必要であった。 
 
   ◎朝食前後の過ごし方「座禅体験」「萩焼体験」「朝Ｃａｆｅ、朝市」の評価 
    本コースの過ごし方、「座禅体験」「萩焼体験」「朝Ｃａｆｅ、朝市」は、朝食前後

自由に参加いただくコースであったが、参加意向（朝食時アンケート）は低く、全

参加者の 20%であった。「時間が長い」「時間が無い」という意見が多かった、内容

としての魅力付け、魅力の訴求が不足していたと思われる。 
 
   ◎チェックアウト（帰着後）の公衆浴場等入浴特典 
    朝食前後に滞在時間の延長を狙い、企図した公衆浴場等の入浴特典ではあるが、

朝食時のアンケートでは「行く予定」は 0%と低かった。こちらも「時間が無い」な

どが行かない理由にあがっていたが、前述のとおり公衆浴場、各施設のお風呂の魅

力の訴求などが不足していると考えられる。 
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   ◎コース全体の評価 
「住職の朝食」自体の評価は高かったが、「座禅体験」「萩焼体験」「朝Ｃａｆｅ、

朝市」など過ごし方の評価は、参加意向が少なく評価は低いものとなった。今後の

朝食企画などの参加意欲（アンケートでは 90%が参加したい）であるが、地元湯本

温泉街での過ごし方については、アンケートでもあるように「街中の散策コース、

ガイド」「温泉街の飲食店の充実」などの意見が多かった。 
参加料金についての意見は来訪前印象「安い」70%⇒参加後 30%、来訪前印象「内

容相当の価格」30%⇒参加後 50%、来訪前印象「高い」⇒参加後 10%であり、朝食

の評価から考えると、過ごし方の満足度が来訪前と参加後では低くなったと考えら

れる。 
 

  ③俵山 農家の朝食コース 

 
   ◎朝食の旅館外での提供、「農家の朝食」についての評価 

本コースの農家の朝食については、全員が「大変満足」「満足」の高い評価を得た。 
朝食時間も体験時間が明確であったため「ちょうどよい」86%であった。 
他コースの青海島コースと比較した場合（アンケートの自由意見など参考）、地域

の方との交流（体験イントラクション、ガイダンス、会話）も活発であり、若干で

はあるが評価の差が出た。 
 

   ◎朝食までの過ごし方「自然薯加工」「そば打ち体験」の評価 
    本コースの過ごし方、「自然薯加工」「そば打ち体験」については、64%の方の「大

変満足」「満足」の評価を得た（無回答 36%）。 
    朝食の提供同様、他コースの青海島コースと比較した場合の、農家の方の体験指

導、交流（ガイダンス、会話）が活発であり、購買意欲も高まる感があった。 
 
   ◎チェックアウト（帰着後）の公衆浴場等入浴特典 
    湯本帰着後に滞在時間の延長を狙い、企図した公衆浴場等の入浴特典ではあるが、

湯本帰着前のアンケートでは「行く予定」は 44%、17%と低かった。「時間が無い」

「他地への訪問予定」などが行かない理由も他コースとほぼ同様であった。 
 
   ◎コース全体の評価 

「農家の朝食」「自然薯加工」「そば打ち体験」の評価、今後の朝食企画などの参加

意欲など、本コース自体は好評を得ており、今後の商品化に十分耐えうるものであ

った。 
参加料金についての意見は来訪前印象「安い」45%⇒参加後 33%、来訪前印象「内

容相当の価格」36%⇒参加後 33%、来訪前印象「高い」⇒参加後 3%であった（無

回答が参加後印象は増加）。 
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また、「湯本温泉にあったらいいもの、体験したいもの」のアンケートの回答か

らは、青海島コース同様、「産直朝市」が多く要望が上がっており、朝食コース帰

着後の過ごし方として今後検討が必要である。 
 

 ２）事業全体の振り返り、課題 

事前のニーズ調査においては、「旅館の外での朝食」「朝をゆっくり過ごす」という

事については、少数の支持であったが、実証事業を実施した旅館の外での朝食の評価

は総じて高く、今後の地域誘客の魅力の要素となり得る事がわかった。また、湯本温

泉地域以外の地域資源を活用した朝食、過ごし方についても地域誘客の魅力の要素と

なり得る事がわかった。一方で次年度以降の展開を考える上での課題が以下の通り浮

かびあがった。 
 
  ①旅館外での産直朝食の提供について 

各コースとも朝食自体の評価は高く、プロジェクトの狙いは成果を得た。俵山コー

スで好評であった様に、地域の方と来訪者の交流（インストラクション、ガイダンス、

会話）の活性化等が今後の課題である。 
 

②朝の過ごし方、活気、魅力向上 

青海島、俵山の湯本温泉以外を来訪する２コースの過ごし方については好評であっ

た。一方で、３コース中、最も集客が少なかった湯本コースの過ごし方については、

過ごし方（体験）プログラムなどの参加意向も少なかった。今回各コースの参加者と

も、宿泊日に概ね温泉街自体は周り終え、翌日は特に滞在する魅力度が乏しく、他の

観光地へ出発したようであり、湯本温泉街としてさらに魅力度が高い過ごし方（体験）

プログラムも必要である。 
また、全参加者の長門湯本温泉の感想にあるように、「活気、盛況感」の指摘がある。

湯本温泉街自体の「活気」の演出は大きな課題であり、湯本温泉に「あったらいいも

の」の回答にあったように、「産直朝市」「散策コース、ガイド」「旅館以外の飲食店」

などは整備の課題である。特に「産直朝市」「旅館以外の飲食店」などは空き店舗の活

用なども検討を要する。 
 

③公衆浴場、他施設入浴について 

３コースの参加者とも、利用意向が低く、特典としての魅力にはなり得ていない。 
前述の通り、各入浴施設を巡る事の魅力、それぞれの魅力の訴求が必要である。 

 
  ④実商品化に向けて 

オフシーズン中、休前日を除く設定であり、また広報タイミングも遅くなった中、

全体で 89 名の集客ができた。しかし、本年度は補助事業にて、広報費、車両費等の補
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助があり、これらの経費を考慮し商品収支でみると、集客数が不足である。設定時期、

価格、広報タイミングなど精査が必要である。 
 
  ⑤受入れ側の状況 

 
   ◎青海島地区（漁師の朝食コース） 

今回は特別営業して頂いたが、今回の参加者の好評により、廃校レストランの常時

運営を準備中。常時昼食の受入が出来るように行政のバックアップの元、今後さらに

整備する様である。青海島の活力となる場を提供できるように模索している。 
 
   ◎俵山地区（農家の朝食コース） 

俵山地域は、今回朝食を受け入れていただいたＮＰＯ法人を中心に、地域の住民の

方々が自発的にまちづくりに取り組んでいる。今回の評価を受け、来訪者との触れ合

いを通した、多様な地域資源を活用した事業化を考えている。 
 

   ◎湯本温泉地区（住職の朝食コース） 
今回朝食提供場所となった食事処は、通常は営業時間外のため、人手の面で苦慮さ

れておられたが、参加者の内容評価により、常時受入れも検討の余地があるとの事で

あった。通常営業時間外での収入見通し（集客見通し）も含め、サポート体制が出来

れば実現可能と思われる。また、湯本の名物新メニューの開発にも役立つ。 
 

   ◎事業実施者（湯本温泉旅館協同組合青年部） 
初の実証企画であったが、参加者の反応や生の声を聴いて手応えを感じた。館外朝

食の可能性と地元及び域内の方々のポテンシャルを探ることが出来た。継続運営して

いくには、仕入れや人の問題、開催時期などを深く検討していく必要がある。 
 
３）今後の展開について 

本年度実証事業で明らかになった課題を基に、次年度以降、以下の展開を計画、検

討したい。 
 

  ①湯本温泉街自体の活気、魅力向上 

湯本温泉街で楽しめる過ごし方（体験）プログラムの発掘・開発を推進し、午前中

のみならず午後も楽しめるプログラムも推進したい。特に評価アンケート結果でも指

摘された、「散策コース・ガイド」「産直朝市の定期開設」なども優先事項と思われる。 
 
  ②湯本温泉街の空き店舗の活用など 

湯本温泉街のまちづくり整備に関して、大きな課題である空き店舗の活用について
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は、農家（もしくは JA）、仙崎魚市場、関係所管の行政との協議の上、規格外だが質

では劣らない農水産品の販売の場や、新規開発やブランド化を進める地産品のテスト

マーケティングの場として有効活用する検討を実施する。毎夏の、「湯本温泉ゆかたま

つり」など旅館組合として、共同企画やイベントを実施しているので、その時季に併

せて主導して取り組んでいく予定。 
 

  ③湯本温泉地域以外の地域、資源を活用したプログラムの更なる発掘 

本年度実証した「青海島」「俵山」の過ごし方プログラムの更なる発掘・開発と、他

の長門市域の地域、資源を活用した過ごし方（体験）プログラムの開発を推進し、時

期、過ごし方の多様性を追求する。 
 
  ④事業者間連携の強化 

本年度はコンソーシアムで当該旅館協同組合青年部が代表事務局で主導したが、参

加団体、事業者を拡大し連携を強化し、持続的に活動展開できる連携組織の検討。 
 
  ⑤商品化の検討 

開発した過ごし方プログラムを組み合わせ、設定時期、価格、集客方法などを計画

立て、収支が合う商品化の実施検討。 


