
・瀬戸内ブランド推進連合が発展改組、
瀬戸内７県と12事業会社

・マーケティング、新たな観光ビジネスの
需要開拓・プレイヤー発掘

広域連携ＤＭＯ
せとうちＤＭＯ （一社）せとうち観光推進機構

（株）瀬戸内ブランドコーポレーション

マネジメント区域：兵庫県、岡山県、広島県、山口県、
徳島県、香川県、愛媛県

設立の経緯

▶実施体制図

マネジメント体制

2013年に瀬戸内を囲む７県（兵庫県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川
県、愛媛県）が合同し、瀬戸内全体の観光ブランド化を推進するための「瀬戸内ブ
ランド推進連合」が結成され、瀬戸内全体での観光地マーケティングやプロダクト
開発を推進してきた。同組織は、更なる推進体制の強化に向けて2016年3月に（一
社）せとうち観光推進機構に発展改組され、地元の金融機関等の出資により設立さ
れた（株）瀬戸内ブランドコーポレーションと密接に連携し、両者が一体の「せと
うちＤＭＯ」として、瀬戸内エリアのブランド価値向上に取り組んでいる。

官民で構成する(一社)せとうち観光推進機構と、金融機
関を中心とする民間主体の (株)瀬戸内ブランドコーポ
レーションが密接に連携して、観光需要の創出と観光
ビジネスの拡大を目的として、せとうちＤＭＯを構築。

✔せとうちＤＭＯの注力事業

・観光関連事業者や観光団体から信頼される基本性能
○マーケティング ・デジタルの活用を始めとした世界標準のマーケティング

－ デジタルPF構築と海外エージェント等とのリレーションシップ構築

・業種・エリアの枠を越えるせとうちビジネスの創出
・メンバーシップ事業による経営支援
・せとうち観光活性化ファンドや銀行融資による投融資

・自治体によるインフラ・規制緩和等を始めとした環境整備の促進
・空港、航空会社、鉄道事業者等による総客システム構築
・地域住民等における、おもてなしや地域づくり機運の醸成

（一社）せとうち観光推進機構

(株)瀬戸内ブランドコーポレーション

・瀬戸内７県エリアの第一地銀等19行、
27事業会社で構成

・事業者へのファイナンスも含めた直接的な
ビジネスサポート

○マネジメント
（プロダクト）

○マネジメント
（エリア）
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地域のキーマン

世界を見据えた戦略策定とマーケティングTopics

・(株)リクルートで国内旅行事業部事業部長等を歴任。
その後、(株)オブリージュを設立し、観光関連事業者
向けのコンサルティング業務に従事し、マーケティング
やプロモーション等においても高い知見と能力を有して
いる。

(一社)せとうち観光推進機構
事業本部長 村橋 克則

せとうちDMOでは、米国の外国人旅行者受入数が、2010年間からの４年間で高い伸び率を
記録していることに着目。その立役者であるブランドUSA（米国の政府観光局）が行っている
対象市場の選考方法やトラベルライフサイクルの考え方などを、せとうちDMOの戦略のベンチ
マークとしている。

せとうちDMOのターゲティングにおいては、各国の潜在的な顧客ボリュームに着目し、
“市場規模”、“親和性”、“競合”の３つの視点からターゲット市場を設定している。

ターゲットは、新興国や準成熟国と比べ、成熟国である欧米市場
で高い割合を占める。

欧米市場は市場規模が大きく、国内での競合が少ないため、
市場として大きな可能性を有している。

瀬戸内が有する資源を踏まえ、異文化に関心を持つ旅慣れた知的
旅行者と特定の趣味を目的とする旅行者をターゲットとして設定

分析結果を踏まえ、
・市場規模が大きく
・瀬戸内への関心の高いセグメントが多く
・誘客競合の少ない国
として、以下を最重点市場国として設定

（単位：万人）

対象国 訪日数 国際出発者

東アジア

中国 637 9,818 

韓国 509 1,610 

香港 184 923 

台湾 417 1,185 

東南アジア タイ 90 597 

豪州 オーストラリア 45 911 

北米 アメリカ 125 3,078 

欧州

フランス 25 2,624 

イタリア 12 2,780 

イギリス 29 6,009 

ドイツ 18 7,510 

・全世界の旅行市場は11億人と言われており、
訪日数では東アジアが上位を占めるが、海外
旅行マーケットでは圧倒的に欧・米が多い。

せとうちＤＭＯが用いる旅行者のセグメント

Educated Traveler 異文化に関心を持つ旅慣れた知的旅行者

Special interest Hunter 特定の趣味を目的とする旅行者

Resort Vacationer リゾートを目的とする旅行者

Sightseeing Traveler 有名観光地を巡る一般的な物見旅行者

FR Visitor 友人や親戚を訪問する旅行者

Backpacker バックパッカー

○ターゲティングについて

・セグメントは単純に国別で分けるのではなく、まず瀬戸内が
有する観光資源との親和性を勘案した上で、旅行者のタイプ
で分類。その後、セグメントの市場規模が大きい国を選定
している。
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世界を見据えた戦略策定とマーケティングTopics
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せとうちＤＭＯエリアの

訪日外国人延べ宿泊者数

（単位：千人泊）

海外メディアにおいて、
「SETOUCHI」の紹介が急増している。

○マーケティングについて

Dream Consider Activate Travel Share
旅行先として認知 旅行先の検討 宿泊先などの手配 実際に旅行する SNSなどによる共有

観光客がその地を認知し、旅行するまでのフェーズを段階毎に整理した「トラベルライ
フサイクル」をベースにマーケティングを展開。フェーズ毎に誘致施策を組み合わせ、効
果的なマーケティングを実施。

また、これらのマーケティングにあたっては、市場（国）毎にメディアや旅行会社も異
なるため、国別戦略シートを作成し、各市場別に施策を構築している。

・各施策について

認知度向上やムーブメントを起こすため、旅行業界のみならず
消費者も含め幅広く行うPR活動（Human Relationship構築）

広告を用いた積極的な情報発信等を行うことで、旅行会社の
商品造成意向の向上を図る

最終的に送客を行う旅行事業者を対象としたファムトリップや
セールスコール、トラベルショーへの出展等

Public Relations（PR）

Promotion

Travel Trade

・トラベルライフサイクルについて

・マーケティングと国別戦略シートのイメージ
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マネジメント体制

▶エリアとテーマによる価値向上の仕組み

・エリアを横断したマーケティングやプロダクト開発を行うことを可能とする体制を構築。
・地域の事業者や各県・市町村とともに瀬戸内エリアのブランド価値向上を図っている。

▶マネジメントエリア

・連携する7県には歴史、文化、自然など
共通する観光資源が多く、これらを
“瀬戸内”として一元的に発信すること
により、認知度及びブランド力の向上、
国内外からの誘客促進等に有効である
ため、区域として設定。

▶マネジメントテーマ

・瀬戸内全体を俯瞰し個別に存在する観光資源を一つにまとめて瀬戸内の価値
の最大化を図るため、瀬戸内らしさをコンセプトにしたテーマを設定
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・宿泊施設や体験アクティビティの予約機能を有する新たなWebサイト
「SETOUCHI TRIP」（http://setouchitrip.com/）。
・動画配信を始めとしたデジタルプロモーションを組み合わせ、予約成
立状況や動画の視聴結果などの様々なマーケティングデータを蓄積し
ている。

〇宿、アクティビティの手配にも対応したWebサイト

より精神的な豊かさを求める外国人、とりわけ欧米の旅行者に対して、内海ならではの島影が水面に
映り込むほど穏やかな瀬戸内で、優雅で非日常の船旅や歴史やアートに触れる旅、サイクリングなど
の体験、そして、時には自分に向き合う旅、そうした旅を提供していきたいとの思いから、この瀬戸内の
旅を表現する言葉に“Reflection”を使用。

〇コンセプト：

▶せとうちDMO戦略的デジタルマーケティング

・デジタルマーケティング活用事業を実施する中で構築された情報発信基盤（Webサイト）を、瀬戸
内のブランディングに向けて効果的に運用できるよう、改良・構築を実施。

・当該基盤を活用した動画配信プロモーション、マーケティングを実施し、瀬戸内のブランディングに向
けた施策の検証を行う。

具体的な取組

▶インバウンド戦略の核となるコンセプトの策定

「SETOUCHI REFLECTION TRIP」
（Reflection：反射、鏡に映る様、熟考、回想）

▶現地メディア旅行会社との関係構築

・対象国ごとにトラベルエージェンシーを設置し、メディア、旅行会社、業界団体等を適切に選択する
ことにより、Public Relation、Marketing Promotion、Travel  Trade等の活動に効果的に
取り組み、瀬戸内への誘客を図る。

・長年、市場で活動してきたAgenncyの活用により、年間を通じ継続した活動と市場深耕が可能。

Agency
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具体的な取組

▶域内周遊促進と滞在時間拡大に向けた取り組み

○航路情報等の発信・乗換案内情報の提供
・瀬戸内における外国人旅行者の周遊促進を図るため、瀬戸内の

航路等の情報を一括収集し、乗換え案内として提供するほか、
瀬戸内のドライブ旅行の促進に向けた情報を発信。

○ドライブ旅行の認知度向上と周遊促進

・国、中四国・兵庫の10県および高速道路会社、レンタカー
会社が連携し、周遊割引企画「San’in-Setouchi-
Shikoku Expressway Pass」を実施。さらに、ドライブ旅
行の魅力を訴求する「自然」、「文化」をテーマとした２種類
の動画２本と、ドライブ旅行に際しての不安解消を図る動画
１本、合計３本の動画を作成し、SETOUCHI TRIPや
You Tubeや等で情報発信。

○着地型商品予約サイトとの連携

・周遊の促進と滞在時間の増加による旅行消費額の増加が期待
できる着地型観光商品情報を、インバウンド向け着地型観光
商品情報提供事業者（Voyagin）、（じゃらんnet遊び体験
予約）と連携し発信。

○観光コンテンツブラッシュアップ
・各拠点地区の観光コンテンツを磨き上げ、魅力的な旅行商品の

造成に取り組む。 コンテンツ情報の収集、ブラッシュアップ
候補コンテンツの選定、候補コンテンツに対する旅行商品の
企画立案（事業計画策定）、企画に対するテストマーケティング
を経て、旅行商品を造成。

○レンタカー窓口における観光案内を通じたおもてなし向上
・個人旅行の増加と旅行形態の多様化に伴って、外国人旅行者の

ドライブ旅行が増加傾向にあることや、瀬戸内をレンタカーで
周遊しやすい環境が整備されつつあることに着目し、レンタカー
会社「タイムズモビリティネットワークス」と連携し、通訳支援
ツールを活用した観光案内の実施。観光案内を通じたおもてなし
向上を図る。
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○瀬戸内Finder
・地域住民からの写真や、地元在住フォトライターの記事で様々な

観光情報を発信するWEBサイト「瀬戸内Finder」を運営。
・一般的な観光情報とは異なる切り口で、地元目線のより“リアル”

な瀬戸内の魅力を国内外に発信し、瀬戸内ブランドの認知・浸透
を効果的に推進。

▶せとうちブランドの認知・浸透を効果的に推進する様々な仕掛け

○瀬戸内おみやげコンクール

・旅行消費額の向上に向けて、瀬戸内のお土産商品の知名度向上
と販路拡大を図るため、新商品開発や改良等を通じた商品の
魅力向上と高付加価値を促進に有用と考えられるコンクールを
実施。

・百貨店・量販店の食品バイヤー等の評価と一般消費者への商品
販売額により、グランプリを決定。

○瀬戸内ブランド登録制度
・瀬戸内エリア特有の資産を使い、創意工夫によって開発され、

「瀬戸内」の目指すブランドアイデンティティを体現する
ような商品やサービスなどを「瀬戸内ブランド」として登録。
（※平成29年11月時点で822商品40サービスが登録）

○「Setouchi Information Center @ HIROSHIMA BANK」

・広島銀行内の外貨両替所横に訪日外国人向け観光案内所「Setouchi Information
Center @ HIROSHIMA BANK」。広島に来られた外国人観光客に向け、常駐する
スタッフによる観光案内をはじめ、
瀬戸内各地の外国語パンフレット
設置や工芸品やお土産品の展示、
映像放映を行っている。

具体的な取組
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具体的な取組

・瀬戸内サロン
・登録事業者を対象とした、観光関連事業に関するセミナーの開催

や、せとうちＤＭＯが実施する各種調査結果に基づいた分析
レポートを提供。

○せとうちＤＭＯメンバーズ

・訪日外国人観光客の取り込みを狙い新商品・サービスの開発や販路開拓に意欲的に
取り組む事業者に対し、個々の事業者では対応が難しい機能を定額制で提供し、事業
支援を行うための会員制サービス「せとうちＤＭＯメンバーズ」を展開。

・瀬戸内コンシェルジュ
・訪日外国人旅行者とのトラブル時に利用できる通訳専用コール

センターの利用やインターネット販売サイト「せとうちWEB
モール」を通じた地域産品や着地型旅行商品の販売支援などが
利用可能。

・メディアサービス

・登録事業者に対して、ＷＥＢサイトへの情報掲載に係る優遇措置のほか、マスコミ等
への情報提供や国内外イベントへの出展時等に、優先的な紹介を実施。

○せとうちHolics
・瀬戸内地域の盛り上げに意欲のある地域住民をネットワーク化するため、交流の場を提供

するとともに、それらの活動の担い手の育成に向けた講座等を開催する「せとうちHolics」
の取組を展開。

・各地域で活躍する様々なジャンルのプレーヤーを招いたトークイベント「Holics Talk」や、
各分野の第一線で活躍する講師を招き、観光地域づくりの先進地を訪問しながら、ノウハウ
の取得や参加者間のネットワークづくりを行う「せとうちブートキャンプ」等を実施。

▶地域の関連事業者や地域住民の意欲を喚起し、ネットワーク化する取組

・せとうちブランド.JPの運営

地域企業の販路拡大や着地型観光商品の販売、新商品開発の資
金調達等の機能を備えるWEBサイト「せとうちブランド.JP」を
運営。以下のサービスを提供している。

・せとうちMARCHE せとうちの隠れた逸品に出会えるショッピングサイト
・せとうちEXPERIENCE せとうちの各地でできる体験型プログラムの販売サイト
・せとうちCHEERS せとうちのプログラムを応援するクラウドファンディングサイト
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具体的な取組

▶観光活性化ファンド等を通じた事業者支援

・瀬戸内地域７県の地域金融機関及び(株)日本
政策投資銀行、(株)海外需要開拓支援機構の
出資により組成された「せとうち観光活性化
ファンド」を活用して、せとうちDMOの
コンセプトに合致した観光関連事業者の
プロダクト開発や事業拡大等の支援を実施。

・なお、ファンドの運営は(株)せとうち観光
パートナーズが(株)瀬戸内ブランドコーポ
レーションと連携して実施。

○瀬戸内周遊クルーズ事業に対する支援

・広島県尾道市にあるベラビスタマリーナを発着地とし、
瀬戸内海沿岸における景勝地を周遊するクルーズ船新造
への投資を実施。

・食事、アメニティ、室内調度品など瀬戸内エリアで生産
された上質なものを使用。

○古民家宿泊事業に対する支援

・徳島県三好市東祖谷や香川県宇多津町において、空き屋
となっている古民家を活用した宿泊施設の運営事業等を
展開する（株）ちいおりアライアンスと（株）瀬戸内
ブランドコーポレーションが資本業務提携を実施。

・同社のノウハウを活用して、瀬戸内地域内の観光関連
事業者に対し、古民家を活用したビジネスへのサポート
を実施。

○徳島県鳴門市の複合レジャー施設に対する支援

・鳴門市が進める複合レジャー施設の開発・運営事業
を行うノヴィル社に観光ファンドを活用した資金支
援を実施。

Photo-Tetsuya Ito Courtesy of Setouchi Cruise
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具体的な取組

お問い合わせ先

せとうちＤＭＯ
一般社団法人せとうち観光推進機構
株式会社瀬戸内ブランドコーポレーション

TEL:０８２－８３６－３２１７
URL: http://setouchitourism.or.jp/

○広島県広島市の「ホテルビスタ広島」の開発事業協力

○岡山県玉野市の宿泊型ヨットクルーズ事への出資

・宿泊型ヨットクルーズ事業を行う瀬戸内ヨット
チャーター（岡山県玉野市）への出資および、
同社とアドバイザリー契約を締結

・岡山県玉野市の宇野港を発着港とし、カタマラン
で宿泊をしながら旅行をする瀬戸内の新観光
コンテンツ。

・不動産総合デベロッパーである㈱マリモが、初めて設計から
手掛けるホテルの開発資金の一部を拠出。

○空き家古民家を活用した商業施設（宿・レストラン等）の開発と
エリアリノベーション

・地域人口減少と空き家率増加、歴史的
建築物の消失危機といった課題に向き
合うと同時に、日本的な街並みの体験
を希望する訪日外国人旅客のニーズに
対応するため、古民家や古い街並みを
観光資源化するエリアリノベーション
を実施。

○STU48に対する支援

・STU48の活動により瀬戸内エリアの認知拡大と地域活性化や事業連携の可能性が
期待されるとして、「STU48の運営会社である(株)STUへの資本金出資」「劇場船
運航などに際しての各自治体との調整等STU48の瀬戸内エリアでの活動のサポート」
「STU48ブランドを活用した地域コンテンツ開発事業などの支援」を実施。

お問い合わせ先

－10－



広域連携ＤＭＯ
（一社）山陰インバウンド機構

マネジメント区域：鳥取県、島根県

設立の経緯

山陰エリアにおける観光ブランドの確立、マーケティングや海外向けの情
報発信強化等を目的として、鳥取県及び島根県の官民で組織され、山陰エリ
アの観光振興を担ってきた山陰国際観光協議会及び山陰観光推進協議会を
2016年に発展的解消し、任意団体として設置。2017年10月に一般社団法人
化した。
山陰インバウンド機構が海外の、鳥取・島根両県が国内の誘客を担当する

など、明確な役割分担の下、県境にとらわれない、一体となったインバウン
ド誘客を推進している。

▶実施体制図

マネジメント体制

▶マネジメントエリア

神話や世界ジオパークなど、観光
資源のコンセプトとして共通する
点が多く、また実際に両県を回遊
する観光客も多く、鳥取・島根両
県をマネジメントエリアとして設
定。マネジメントエリア内にある地域・地域連携ＤＭＯ

とよく連携しており、定期的な交流の場を通じて、
戦略や役割分担を共有・明確化している。
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地域のキーマン

▶（一社）山陰インバウンド機構代表理事 福井 善朗氏

・1980年に近畿日本ツーリスト㈱入社。国内旅行部、
クラブツーリズムにて地域活性事業に取り組んだ後、
地域振興部を設立し、着地型観光の為の「ニュー
ツーリズム人材養成講座」を各地で運営。

・その後、2013年には神戸夙川学院大学観光文化学科
の客員教授や、神奈川県の観光担当課長を経て、
2016年4月より現職。

・観光庁「観光地域づくり人材育成ガイドライン検討会」
「観光地域づくりプラットフォーム研究会」農水省
「まちむら交流機構」など、多くの外部委員等を歴任

県や地域との強力なパートナーシップの構築Topics

○山陰インバウンド機構においては、平成30年度より
「三方よしの観光」の実現を目指し、パートナー
シップや地域間の連携を加速化する。

○パートナーシップの強化

「三方よしの観光」の実現

公共とビジネスが混在する強みを活かして、顧客
（国、県及び市長損、域内ＤＭＯ、インバウン
ド）に対して最適のサービスを提供する。

山陰インバウンド機構のマネジメン
トエリア内の地域・地域連携ＤＭＯ
や、現在設立を検討しているＤＭＯ
等と連携。インバウンド誘客に向け
たマーケティングやプロモーション
等は、山陰インバウンド機構が一元
的に対応。

○地域間連携の強化
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具体的な取組

お問い合わせ先

（一社）山陰インバウンド機構 TEL:0859-21-1502
URL:https://www.sanin-tourism.com/

▶WEBを活用した
情報発信とマーケティング分析調査
・再生回数が270万回以上の「縁の道
～山陰～」動画を活用し、広告配信に
より認知度向上を行うとともに、配信
結果から市場や属性など当該地域に
興味関心の高いマーケティングデータ
を取得し、分析を行う。

・滞在コンテンツの充実を図る
取組として、訪日外国人旅行者
向けの体験メニューを掘り起こ
し商品化し、山陰インバウンド
機構のホームページより体験
メニューの予約から決裁まで
一元的に実施できるよう整備。

▶外国人旅行者向け体験メニュー創出

・全国の外国人延べ宿泊者数の3分の１
を占める首都圏から「縁の道～山陰～」
エリアに誘客するため、首都圏の外国人
向け観光案内所と連携し、首都圏におい
て当該地域の観光情報の発信を行う。

▶首都圏の観光案内所と連携した観光情報発信

どじょう掬い踊り体験（安来）

着物体験（出雲）たたら製鉄ゆかりの地を
巡るツアー（雲南）
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