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中国市場に向けた白山麓・循環型里山教育旅行事業

 白山市の観光においては、白山麓の自然環境がキラーコンテンツ。
 しかし、自然体験コンテンツが訪日外国人向けに十分に提供されておらず、白山市の延べ宿泊者数は減少傾向。
 白山麓の自然を活かし、長期滞在及びリピート率の高い商材として期待できる「白山麓・循環型里山教育ツアー」を開発。

構成団体： (株)ガクトラボ、デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社、 (株)日中BHEコミュニケーションズ、金沢工業大学

自然

A. 背景・問題意識及び目的

B. 観光コンテンツ造成の概要
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造成した観光コンテンツ本事業での造成の方向性

他の地域では提供が難しく、白山市の地域資源の特徴を活かした独自性を発揮できるテーマとして「里山の持続可能な循環型モデル」を設定。
一般的な教育旅行との差別化を図り、長期滞在型で学習効果の高い教育旅行プログラムを造成。

 SDGsワークショップ
 かんじきハイク
 リフレクションワーク
 学校交流
 修了書の授与

コンテンツの
核となるもの

 上海・蘇州の小学校・中学校に
通う児童・生徒又は親子

 中国の田舎地域で実施されてい
るサマースクールに参加している学
生又は親子

想定
ターゲット

冬季ツアープログラム

 かんじきハイク等、雪資源を生かしたプログラム

 大学機関と連携したSDGsレクチャー・ワークショップ

 薪割り体験・森林資源レクチャー

夏季ツアープログラム

 沢登り体験等、自然を生かしたプログラム

 大学機関と連携したSDGsレクチャー・ワークショップ

 ソーラークッカーを活用した調理体験、焚き火や飯盒炊飯体験



中国市場に向けた白山麓・循環型里山教育旅行事業自然

C. 主な造成コンテンツと取組

【商品名】冬季ツアープログラム

●概要・特徴：白山麓の大自然の中で、冬の資源を生かしながら
「Environmental Leadership」を向上させる独自の教育プログラムを提供。
 学習テーマ等に基づき、体験コンテンツを組み合わせることが可能。
 冬の資源を生かしたコンテンツ例
かんじきハイク、イノシシ解体見学＆獣害を考えるワーク、スキー体験等

●主な工夫点：大学/研究機関との連携、コーチ・カウンセラー等専門家の
フォローアップ体制、リフレクションの導入による質の高いプログラムを作成。

写真など

○多言語対応：日本語・英語・中国語
○価格 ：18〜24万円
○想定ﾀｰｹﾞｯﾄ：中国・日本の小学校・中学校

に通う児童・生徒又は親子
○提供時期 ：12月〜2月
○所要時間 ：5泊6日

【商品名】夏季ツアープログラム

●概要・特徴：白山麓の大自然の中で、夏の資源を活かしながら
「Environmental Leadership」を向上させる独自の教育プログラムを提供。
 学習テーマ等に基づき、体験コンテンツを組み合わせることが可能。
 夏の資源を活かしたコンテンツ例
ボート活動＆ダムを考えるワーク、ゴリ捕り＆河川開発を考えるワーク等

●主な工夫点：大学・研究機関との連携、コーチ・カウンセラー等専門家
のフォローアップ体制とリフレクションの導入による質の高いプログラムを作成。

●取組：ファムツアー（中国渡航調査・販路開拓パートナーとの打合せ）

 実施内容：中国渡航での営業先選定に向けて、パートナーである中国旅
行代理店に白山市やプログラム内容を理解してもらうための打合せを実施。

 結果：中国市場調査及び営業活動において、効果
的な訪問先の選定が出来た。営業資料の印刷前に、
営業資料の訂正ポイント（宿泊施設の詳細情報を
追記）についてアドバイスを受けることが出来た。

 考察：中国旅行事業者から、教育旅行の主要価
値が学校（大学・高校・中学）との交流であり、受
入に関する体制（窓口・リードタイム・開催手順）整
備が商材開発の要諦になるとの示唆を得た（自然
体験コンテンツや学習効果は付加価値として、差別
化・アップセル（単価アップ）要素となる）。

●取組：中国市場のニーズ調査及び営業活動

 実施内容：中国の教育機関2件、旅行会社6件を訪問し（10/8〜
12）、造成した教育プログラムの中国市場におけるニーズ調査及び中国
市場で販売されている教育旅行の事例調査を実施。また、令和元年度の
ツアー受入に向け営業活動を実施。

 結果：学校を通じた教育旅行の商材の販路において、一般的な教育旅
行（各地域横断型）とテーマ特化型教育旅行（特定地域に長期滞在
型）とで販路及び期待価値が異なることが判明。

 考察：テーマ特化型旅行（高単価・少人数・エリア内（+近隣都市）
での行程設計）は、「テーマ学習」が重要な価値となるため、単なる「説
明」ではなく、参加者一人一人と向き合った「対話（コミュニケーション）」
が必要。そのため、ファシリテーションスキルを有した講師的機能が必要にな
り、一人の講師が向き合える人数には上限があることから、1講師当り10
名前後を上限にすることが望ましい。 2

○多言語対応：日本語・英語・中国語
○価格 ：18〜24万円
○想定ﾀｰｹﾞｯﾄ：中国・日本の小学校・中学校

に通う児童・生徒又は親子
○提供時期 ：7月〜9月
○所要時間 ：5泊6日



【今後に活かしたい知見】

 事業者自らが都度中国に渡航せず（営業開拓工数を掛けなくとも） 、効率よく営業活動を行うためには、訪日教育旅行の催行実績を有する
中国側の旅行代理店（販路開拓パートナー）と提携体制を構築することが必要。また、販路開拓パートナーを1社に絞ると同企業が扱うエリア
や顧客にイレギュラー自体が発生した場合、事業者の経営リスクとなるため、複数のパートナーとの連携体制を推奨。

 中国の教育旅行では「学校同士の交流」が価値を持つ。また、中国側学校と日本側学校の相互交流の実績が重要になるため、行政と協力し
て、地域の子供たちを中国にも訪問（アウトバウンド）させ学校間の相互交流が促進される座組構築ができれば、推進事業者の知名度が低
いという問題も解決可能。

 テーマ特化型の教育旅行は、ある特定地域に長期滞在して学習することに価値を置くため、少人数の受入でも一定の地域消費額を拠出する
ことが出来る方針を検討。（今回のテーマは、里山の循環型モデルであるため数ではなく、質に主眼を置くべき）

【横展開に向けたポイント】

＜コンテンツの造成・ブラッシュアップ＞

 高付加価値の教育旅行プログラムの作り方は、得られる学習効果の明確化（ルーブリック作成）と「知名度のある機関及び人物（大学、教授
等）」との共同開発が重要。

 中国市場の中でも同様の教育方針を掲げている旅行会社があるため、共同でツアーを造成することでコンテンツのブラッシュアップが可能。

＜コンテンツの販売・PR＞
 中国の教育旅行の販売・募集においては、①旅行販売会社（企画・販売等の役割に応じ多層化）、②教育機関（担当教員や校内会

議）、③生徒、④保護者が介在。一般的なツアーに比べ関与者が多く、コンテンツホルダー（本事業で言えばガクトラボ）の価値や魅力といっ
た情報が正確に伝わらない蓋然性が高いという問題。そのため、販売や募集においては、実績を有する旅行企画会社と販路開拓パートナー企
業との観点から連携し、効率よく多くの旅行販売会社に宣伝が出来るような体制確立が重要。

 関係者の誰もが、同様の情報としてイメージしやすく、また展開が容易な媒体（動画）を用意することが重要。

D. 事業によって得られた知見

3

中国市場に向けた白山麓・循環型里山教育旅行事業自然



＜ステークホルダーとの連携＞
 中国教育旅行では、学校交流がキーとなるため、地域の教育機関との合意が不可欠。また、地方公共団体やDMOとの連携も重要。

 研究機関と連携した体験にツアーの価値が置かれるため、地域にある大学や研究機関等との産学官連携による共同ツアー開発が重要。

＜コンテンツの必須構成要素＞
 「自然フィールドと体験コンテンツ」、「学習成果の設定」、「ガイド・講師」、「学習成果の修了書」

 「地域学校との交流機会」、「スキー研修」、「ホームステイ」等の「学習成果」や「交流」に繋がる要素

D. 事業によって得られた知見

4

中国市場に向けた白山麓・循環型里山教育旅行事業自然



中国市場に向けた白山麓・循環型里山教育旅行事業自然

E. 今後の事業体制

ビジネスモデル図（現時点案） 事業実施体制（現時点案）

F. 今後の事業の展望

実現に向けた課題と対応方針
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 プログラム価値（商品価値）の向上
⇒中国の教育旅行において、専門家（SDGs専門家等）との連携コンテンツの開発を目指す。

 プログラム提供に加えたガクトラボの収益確保方針の検討
⇒宿泊施設や有料の体験コンテンツ（例：カヌー）をガクトラボ自身が運営し、ツアー全体を自社単独で担い収益率の向上を図る想定。
ハード投資を要する宿泊施設の運営は、長期的目線で検討し、資金繰り方法やリノベーション可能施設（例：指定管理施設・廃校）の情報収集から
着手。

戦略立案
企画改善

(株)ガクトラボ

コンテンツ
提供

(株)ガクトラボ、自生塾、一里野高原
ホテルろあん、白山手取川ジオパーク

現地ガイド
(株)ガクトラボ、自生塾
白山手取川ジオパーク

PR・販促 BHEコミュニケーションズ

予約・販売
上海興彬国際旅行社有限公司
World Waldorf Camp

二次交通 JTB（ガクトラボ資格取得前）



瀬戸内海上リムジン事業実行委員会

瀬戸内海上リムジン事業の実施及び
そのプロモーションによる消費活性化モデル事業

自然体験事業

令和元年度 最先端観光コンテンツインキュベーター事業
展開事業報告書

令和２年３月



＜全コンテンツ共通＞優雅なプライベートクルージングによる移動がセット。

 小豆島唯一の酒蔵見学＆ランチとプライベートクルージングがセットのツアーコンテンツ

●小豆島唯一の酒蔵「森國酒造」を見学。島の伝統料理と、酒蔵の日本酒数種の試飲を楽しむ。

 伝統の醤油蔵を見学＆効き醤油体験とプライベートクルージングがセットのツアーコンテンツ

●小豆島にある伝統的な醤油蔵「ヤマロク醤油」にて、歴史ある醤油蔵建物と、伝統的な醤油造り

製法を見学。効き醤油を行い、民芸七輪で目の前で焼いたお餅を醤油で楽しむ。

 丸亀うちわ作り体験とプライベートクルージングがセットのツアーコンテンツ

●丸亀の名産であるうちわの手作り体験。

 うどん手打ち体験とプライベートクルージングがセットのツアーコンテンツ

●「手うちうどんひさ枝」にて、うどんの「打つ」「こねる」「のばす」「切る」をそれぞれすべて体験。

瀬戸内には、豊富な観光資源や、それらを結ぶ定期航路が存在。
 しかし、自由な海上旅客輸送の手段については認知されておらず、また、単なる移動手段でしかないため、ハイエンド体験を求める高所得
者層の消費機会を逸失。

高所得者層の滞在日数の長期化及び消費単価の向上を目指すため、海上リムジンによるプライベートクルージングに島内・海上での体
験コンテンツを組み入れたモデルコースを造成。

構成団体：瀬戸内アイランドクルーズ株式会社、株式会社シンクロ

自然

A. 背景・問題意識及び目的

B. 観光コンテンツ造成の概要

1

造成した観光コンテンツ本事業での造成の方向性

海上リムジンによるプライベートクルージングに、瀬戸内に浮かぶ島々の伝統や食を堪能できる体験コンテンツを、ニーズに合わせてカスタマイズで付加
できる魅力的なツアーを造成。

 「豪華クルーザーによるクルージング」と
「地域の伝統を大切にした日本的なコンテン
ツ」の融合
（新しいコンテンツを造成し、ラグジュアリーで
ありながら日本文化に触れるツアーを造成）

コンテンツの
核となるもの

 仏国、英国、米国の高所得者層の訪
日観光客

想定
ターゲット

瀬戸内海上リムジン事業の実施及びそのプロモーションによる消費活性化モデル事業

醤油蔵見学 酒蔵見学 うどん手打ち体験



自然

C. 主な造成コンテンツと取組

【商品名】うどん手打ち体験とプライベートクルージングがセットのツアー
コンテンツ

●概要・特徴： 「手うちうどんひさ枝」にて、うどんの「打つ」「こねる」「のばす」
「切る」をそれぞれすべて体験。
●主な工夫点：単体でも成り立つが、他のツアーコンテンツの往路・帰路に
寄ることができるため、他のツアーコンテンツと併せて楽しむことも可能。フラン
ス人が手打ちうどん職人として勤務しており、日本居住体験なども交えて説
明が可能。

○多言語対応：英語 仏語 中国語
スペイン語他

○価格 ：基本料１０万円
＋参加人数×２千円

（基本料は季節により変動）

○提供時期 ：通年
○所要時間 ：２時間

2

【商品名】小豆島唯一の酒蔵見学＆ランチとプライベートクルージングを
セットにしたツアーコンテンツ

●概要・特徴：優雅なプライベートクルージングにより、小豆島へ。小豆島
唯一の酒蔵「森國酒造」を見学。島の伝統料理と、酒蔵の日本酒数種を
試飲して楽しむ。帰路もクルージングにて高松港に戻る。
●主な工夫点：料理はツアーオリジナル。ベジタリアン向けに変更可能。

写真など

○多言語対応：英語 仏語 中国語
スペイン語他

○価格 ：基本料１６万円
＋参加人数×2万円

（基本料は季節により変動）

○提供時期 ：通年
○所要時間 ：４時間

【商品名】丸亀うちわ作り体験とプライベートクルージングをセットのツアー
コンテンツ

●概要・特徴：優雅なプライベートクルージングにて国内シェア９割のうちわ
生産量を誇る丸亀へ。うちわ工房を訪問し、柄と骨が１本の竹から作られる
うちわ作り体験を行い、うちわミュージアムを見学。

●主な工夫点：瀬戸内案内の専門家集団「こえび隊」をオプションで利用
可能。(全コース共通：こえび隊は英語・仏語・中国語・スペイン語他可能)

○多言語対応：英語 仏語 中国語
スペイン語 他

○価格 ：基本料１６万円
＋参加人数×５千円

（基本料は季節により変動）

○提供時期 ：通年
○所要時間 ：４時間

【商品名】伝統の醤油蔵を見学＆効き醤油体験とプライベート
クルージングをセットにしたツアーコンテンツ

●概要・特徴：優雅なプライベートクルージングにより、小豆島へ。伝統の
醤油蔵「ヤマロク醤油」にて、歴史ある醤油蔵建物と、伝統的な醤油造り
製法を見学。効き醤油を行い、民芸七輪で目の前で焼いたお餅を醤油で
楽しむ。帰路もクルージングにて高松港へ戻る。
●主な工夫点：五代目当主による説明。

○多言語対応：英語 仏語 中国語
スペイン語 他

○価格 ：基本料１６万円
＋参加人数×５千円

（基本料は季節により変動）

○提供時期 ：通年
○所要時間 ：４時間

瀬戸内海上リムジン事業の実施及びそのプロモーションによる消費活性化モデル事業



自然
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●取組：コンテンツ制作

 実施内容：単なる優雅なクルージングのみならず、地域の伝統や食が堪
能できるコンテンツを追加することで、旅行者の滞在時間の延長及び消
費機会の拡大による、地域への観光消費の還元を図った。

以下の4つの観点で、本事業で連携するＤＭＯやコンテンツ候補事業者と
の意見交換を実施し、造成するコンテンツの絞り込みを実施。
①需要（ターゲットのニーズがあるのか）
②独自性（他事業者と著しい競争にならないか）
③実現性（連携事業者の協力意思はあるか、その他制約はないか）
④地域戦略適応性（瀬戸内広域での観光戦略にマッチするか）

 結果：上述の観点に対して、以下の通りの整理・調整を行い、コンテン
ツを造成。

①訪日外国人は日本の「食・文化」体験に対して強いニーズを有しており、
瀬戸内には、ニーズを満たす食文化や伝統工芸体験が存在。
②瀬戸内は「アート」をテーマに注目されており、競合が多数見受けられるが、
島内の酒蔵・醤油蔵・利き酒・島料理などはインバウンド向けの商品として
は取扱いが少なく独自性の高いツアーとすることが可能。
③島内事業者とは、従来からコネクションを有しており、企画への賛同を容
易に得ることができた。
④せとうちDMOの戦略としても、「消費を生むための仕掛け」が求められてお
り、芸術の様に「見て終わる」だけでなく、「消費を生む」企画を欲していること
から、利害が一致。

 考察：新規コンテンツ造成に当たっては、
地域の事業者や観光戦略実行の舵取
り役であるDMOと協働で検討することで、

地域の実情、課題に合わせたニーズの
高いコンテンツの造成が可能。夏季向け
のコンテンツが不足しているため、シーカ
ヤック等スポーツコンテンツの追加を検討。

●取組：動画制作・スチール撮影

 実施内容：海外旅行代理店等向け配布・拡散用の、プライベートクル
ージングとコンテンツのイメージ動画とスチール写真を制作。また、FAMトリ

ップ時には、時間の都合上すべてのコンテンツを体験できないため、瀬戸
内や造成したコンテンツのイメージを伝える補完資料としても活用。

＜撮影日程＞
○9月24日(火)：地蔵埼灯台(朝日)→丸亀島、男島＆女島→男木島

(街並み)→本島→粟島西浜(SUP、夕日)→粟島粟島港
○9月25日(水)：うどん体験→直島(食堂、街並み、神社)→小豆島

(先年オリーブの木、棚田、洞雲山)
○9月26日(木)：小豆島(先年オリーブの木、醤油蔵、酒造)→豊島

(ホテル、横尾美美美術館、棚田)→海上で夕日
○9月27日(金)：丸亀うちわミュージアム→二面島(カヤック)→本島(吉田邸

街並み、夕日、瀬戸大橋)

 結果：ロングバージョン（2分17秒）とショートバージョン（1分）の動画
とスチール写真が完成。DMOやFAM参加旅行会社、メディアへの提供、
高松市内のホテルやタクシー会社など地元観光関連事業者に配布。

 考察：当初、動画についてはロング
バージョンのみの制作予定であったが、
せとうちDMOより、閲覧時間が長いと閲
覧者の離脱を招くことや使い勝手の面
からも、１分程度の長さの動画も必要
との助言を受け、ショートバージョンを制
作。また、専属有識者の助言を受けて、
スチール写真を旅行会社等にフリーで
提供。さらに、観光PRの知見を有する
方と協働で取り組む重要性を認識。

C. 主な造成コンテンツと取組
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●取組：旅行代理店との連携、商談会参加やＦＡＭトリップ実施

 実施内容：本事業においてターゲットとしている高所得者層は、旅行会社を通じてツアーを手配する傾向にあると考え、高所得者層を顧客に持つ国内外の
旅行会社に対して、FAMトリップや商談会において、造成したコンテンツの紹介、売り込みを実施。

○地元旅行会社の発掘・営業
JTB、JTBグローバル＆マーケティングトラベル、せとうちLTKトラベル、琴平バス、Voyaginの５社と連携。

○DMOや連携先旅行会社主催のFAMトリップ
日時：8月27日(1回目)、11月3日(2回目)、11月15日(3回目)、11月28日(4回目)、12月12日(5回目)
行程：1～3回目はクルージングのみで体験コンテンツなし 4回目クルージング＋うどん体験 5回目クルージング＋うちわ体験
参加者：1～3回目はせとうちDMO主催のFAMトリップ

4回目は JTB主催のコンシェルジュツアーサービス立ち上げのFAMトリップで、外国人約20名が乗船体験
5回目は JTB主催のFAMトリップで、中国系旅行代理店5社が参加

○自主企画でのFAMトリップ実施
日時：12月1日
行程：醤油蔵＆酒蔵見学＋ランチ その後、コンテンツの詳細説明。
参加者：英国旅行代理店５社とエージェント１社

○せとうちＤＭＯ主催の個別情報交換会（マッチング商談会）への参加
日時：11月11日 場所：神戸ベイシェラトンホテル＆タワーズ
欧米系旅行会社５社に対してプレゼンテーションを実施。

 結果
今回新たに造成した体験コンテンツについては、FAMトリップ及び商談会においてアンケートやヒア
リング等で良い評価を獲得。今後造成してほしいメニューとして多くの票を獲得したうちわ作り体
験を造成。

 考察
既に様々な旅行会社とリレーションのある地元DMOと連携してFAMや商談会に参画することで、
効率的にターゲットに適した販路の開拓が可能。どのコンテンツも高い評価を得られたため、コンテ
ンツ自体を大幅に修正する必要は無いと考えるが、「より地域のストーリーを深掘りした説明があ
ればなお良い」といった意見も得られたので、アテンドの質向上が重要。

C. 主な造成コンテンツと取組

①丸亀市でのうちわ作り体験
②無人島シーカヤック体験
③無人島ビーチでヨガ体験
④レンタル着物での島内散歩＋茶道体験
⑤海ほたるの鑑賞・撮影体験
⑥絶景の写真撮影体験
⑦オリジナルオリーブオイル作り体験

0
1
2
3
4
5
6

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

今後造成してほしいツアーメニュー

＜12月1日FAMトリップ＞

＜11月11日情報交換会＞
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【今後に活かしたい知見】

 ターゲットとする訪日外国人旅行者の期待する「価値感」をコンテンツの核にしたサービスを確立できるかが重要。

 高所得者層をターゲットとする場合、「文化面を深く強調した」コンテンツ造成が重要。

（FAMを通じて、贅沢なクルージング体験と伝統的な醤油蔵・酒蔵が高く評価。）

 安易に価格設定を安価にするのではなく、「本物の価値ならばしかるべき価格を」という考え方に基づき価格を設定することが重要。

(FAMトリップで来訪したエージェントも販売価格については妥当感を感じていた。)

 ストーリー性を大切にしたコンテンツ作りが重要。

 希少性や歴史性に触れたコンテンツの説明を十分に行うことができれば、ターゲットの満足度が向上。

【横展開に向けたポイント】

＜企画段階＞

 候補コンテンツは、提供エリア、実施時間及び季節性などについて、地域産業との関連で慎重に選ぶこと。例:海に関連するコンテンツでは、漁業関係者との調
整は必須。

＜ＤＭＯとの連携＞

 ＤＭＯは既にFAMトリップや商談会出席を多数経験しており、多くの場合、海外旅行代理店とのパイプを多数有している。DMO自身の観光戦略や、地域全
体の観光振興に、自社の有するサービスが貢献しうる点を丁寧に説明し、協力を仰ぐことが重要。

＜コンテンツの造成・ブラッシュアップ＞

 遊休クルーザーを持て余している地域は多い。そうしたクルーザーをレンタル等により確保できれば、初期投資の最小化が図れる。

 船舶利用のコンテンツの場合、マリーナがある、または海に面した桟橋を持つホテルや旅館であれば、比較的早期に事業展開が可能。

＜コンテンツの販売・PR＞

 海を活かしたコンテンツの場合、海に面したホテルや旅館との提携ができれば販売促進が大いに期待。

 瀬戸内海の数か所を発着所とするかたちでツアー催行ができれば、瀬戸内全体を結ぶ観光交通網を作れる可能性あり。

＜ステークホルダーとの連携＞

 せとうちＤＭＯによる海外旅行代理店の紹介、FAMトリップへの協力等に大変助けられた。

 ＪＴＢ高松支店によるFAMトリップ事業の受託により、事業化の目途がつきつつある。地域において、幅広い人的ネットワークを有する機関、地方自治体、大
手旅行代理店との連携を通じて、販路の開拓を進めることが効果的。

＜コンテンツの必須構成要素＞

 豪華クルーザーによる優雅なクルージング自然体験 ＋ 地域の伝統を大切にした日本的なコンテンツ（醤油蔵 酒蔵他）の融合。

D. 事業によって得られた知見
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E. 今後の事業体制

事業実施体制（現時点案）

F. 今後の事業の展望

実現に向けた課題と対応方針

 海外旅行代理店との取引のため、旅行サービス手配業が必要
⇒取得手続中。

 スポーツアクティビティの不足
⇒シーカヤックを中心にコンテンツ造成中。

 販路拡大のための海外旅行代理店との契約締結
⇒有償のモニタリングツアーの実施などを提案し、交渉を進める。

 動画等プロモーションツールの活用
⇒「せとうちファインダー（瀬戸内観光情報サイト）」等への掲載、ＳＮＳの活用により拡散に努める。

 地域内宿泊施設との連携網の確立
⇒高所得者層の利用が見込める地域内宿泊施設の洗い出しを再度行い、関係構築に努める。

戦略立案
企画改善

株式会社シンクロ

コンテンツ
提供

瀬戸内アイランドクルーズ株式会社

現地ガイド
こえび隊
(瀬戸内アイランドクルーズより依頼)

PR・販促
株式会社シンクロ
瀬戸内アイランドクルーズ株式会社

予約・販売 国内外旅行代理店

二次交通 瀬戸内アイランドクルーズ株式会社
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