
 

 
代表取締役 
古田秘馬 

コンセプトから地域を作る 



プロジェクトデザイナー。 
株式会社umari代表。   
 
東京都生まれ。慶應義塾大学中退。 
東京・丸の内「丸の内朝大学」などの
数多くの地域プロデュース・企業ブラ
ンディングなどを手がける。 
農業実験レストラン「六本木農園」や
和食を世界に繋げる「Peace Kitchen
プロジェクト」、讃岐うどん文化を伝
える宿「UDON HOUSE」など都市
と地域、日本と海外を繋ぐ仕組みづく
りを行う。現在は地域や社会的変革の
起業に投資をしたり、レストランバス
などを手掛ける高速バスWILLER株式
会社やクラウドファンディングサービ
スCAMPFIRE、再生エネルギーの自
然電力株式会社・顧問、医療法人の理
事などを兼任。 
 



 
グローバル⇔ローカル 

 
 
 

グローバル⇔コミュニティ 
 
 



① 個人が世界とつながることにより、 
個人で誰でもが表現も商売もできるが、 

その分個人が評価もされる時代。 

現在の世の中の現象 



メディア 

現在の世の中の現象 

番組 テレビ局 YouTube 



宿泊 

ホテル・旅館 じゃらん、楽天 Air BnB 

現在の世の中の現象 



銀行 クラウドファウンディング 
ビットコイン 

現在の世の中の現象 

金融 



流通 

百貨店 イオンモール amazon、メルカリ 

現在の世の中の現象 



公共交通機関 uber 

移動 

現在の世の中の現象 



② 高付加価値ではなく、他付加価値。 

現在の世の中の現象 





現在の世の中の現象 

③場所を持つ意味の進化系。 
 

オリジナルを生み出せるプラットフォームで、そこでしか見れない、 
体験できないという仕組みにユーザーがついてきている。 



UDON HOUSE 

Project 





















Japan Times 

2018年9月 Japan Timesに記事掲載 



海外メディアの受け入れ 



CNN Travel掲載 

https://edition.cnn.com/travel  

 

https://edition.cnn.com/travel/article/udon
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lonely planet 

https://www.lonelyplanet.co

m/news/2019/01/26/udon-

house-japan/ 
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地域の食文化を学ぶ 

体験型宿泊施設 

Concept 
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1泊2日プラン 29,800円（税別）  

✓うどんクラス＆農園ツアー 

✓宿泊 

✓うどんホッピング 

日帰りプラン 15,000円（税別）  

✓うどんクラス＆農園ツアー 

UDON HOUSEサービスプラン 



観る観光 → 

体験する観光へ 

おいしいものを食べる → 

 一緒に作り、学ぶへ 

人の話を聞く → 

人とつながるへ 

団体旅行 → 

コミュニティ旅行へ 



送迎 食事 

体験・宿泊 農園 コンテンツ 

コンテンツ 
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観光以上、 移住未満。 新しい滞在の仕組み 

瀬戸内ワークスレジデンス  

“GATE（ ゲート ） ”
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• コロナの影響で募集を停止していたGATEをそろそろ動かしたい。 

• 都市の企業では100％テレワークのところも多く、拠点を変えて住

む、働くニーズはある。 

• 瀬戸内ワークスとしては「地域の仕事に関わる」関係人口にこだわ

ってきたが、はじめから地域の仕事に関わることへのハードルは

高い。 

• まずは三豊で生活する理由を作るため、テレワーカーを募集して

はどうか。 
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関係人口創出状況（2020年1月 20日時点） 

イベント参加またはオンラインで直接 

アクションを起こした人 

800名 

移住 3名 

短期滞在者 6名 

リピートしている人 

18名 

三豊を訪れた人 

83名 

瀬戸内LifeExperience FBいいね！2,479名 
イベント 
・東京4回 
（仕事百貨、リビタ、ソトコト、有楽町micro） 
・高松2回（四国若者会議） 
 
オンライン 
・仕事百貨応募 
・LIVE SMOUT 
・SMOUT応募 
・ビズリーチ応募 
 

三豊ローカルトライアル 
・6/1〜2（朝大学） 
・6/9（四国若者会議） 
・7/20~21・9/5~6・9/7~8・10/5~6 
・11/9~10 
・12/7~8(ビズリーチ最終オーディション) 
その他、個別対応実施 
 

リピーターの行動 
・父母が浜PORTでのボランティア 
・荘内オリーブ農園でのアルバイト 
・UDON HOUSEでのアルバイト 
・宗一郎珈琲の視察 
・三豊メンバー東京での活動時の手伝い 
など 
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座組み 

41 

GATE 入居者4名 

集客 

滞在 

週末を活用して地元企業で勤務 

委託契約 

地元企業2~3社程度 

平日は各自テレワーク 

瀬戸内キッチン 



42 

三豊で生まれている様々なプロジェクト 
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父母ヶ浜 
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父母ヶ浜PORT（東邦レオ） 
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hand in hand（瀬戸内うどんカンパニー） 



宗一郎珈琲（ウルトラ今川） 
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父母ヶ浜の長年の取り組みをもっと多くの人に知ってもらいたい。 
 

宗一郎珈琲はゴミを出さないコーヒースタンドです。 

 

さらに、カップの色でユーザーの声を汲み取る 

日本初のコミュニケーションコーヒーです。 
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おむすび座 
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ママ達の“寝転がれるお座敷ブッフェ” 
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ママ達の“寝転がれるお座敷ブッフェ” 
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宿泊施設 
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2016年オープン 
 

時を忘れる場所  燧-Hiuchi- 

 テーマは「Time Flies Here」 
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2016年オープン 
 

coton 

テーマは「泊まれるショールーム」 
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2018年オープン 
 

トワール La toile  

テーマは「茶香と共に過ごす時間」 
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2018年オープン 
 

NIO SUNSET PEAK 

眼下に父母ヶ浜が広がる絶景キャンプサイト 
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2019年オープン 
 

BED N CHILL 七宝屋 

お遍路も歓迎のゲストハウス 
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2019年オープン 
 

Kanran  

テーマは「Hygge dig i Setouchi] 

瀬戸内で過ごすヒュッゲな時間 
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2019年オープン 
 

Archipelago TSUSHIMA 

目の前に瀬戸内海が広がる 

アートと融合した一棟貸宿 
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2019年オープン 
 

Art Canvas Awashima 

粟島の古民家をリノベーション 

島を訪れるアーティストが足跡を残せるように 
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2020年オープン 
 

讃岐緑想 

地元の総合建築会社が手がける宿 

昔から守られてきたこの地の風土と 

等身大の暮らしを受け止める住宅として 
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2020年オープン 
 

ku;bel （クーベル） 
「くべる、食べる、喋る」を楽しむ団欒の宿 
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瀬戸内ビレッジ 
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座組み 

あまる 

瀬戸内ビレッジ株式会社を地域事業者9社＋外部企業2社により設立 
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生活の時間をデザインする 





キャンパスの敷地 

120ヘクタール 



大手町・丸の内・有楽町地区 

23店舗 15会場 



大企業と地域の関係を変える 







生産者と消費者の関係を変える 



生産者と消費者の関係を変える 



都 市 と 地 域 を つ な ぐ 。 

～農業実験レストラン～ 

六 本 木 農 園      



六本木農園で開催されるさまざまなイベント 

農家ライブ 
就農したきっかけや生産物の特徴、生産物のこだわり、生産物への 
想いや生産の仕方、生産における苦労、これからの展望などについて 

お客様の前に立ちマイクを持ってお話して頂いています。 



チラシや商品などで 
生産物のPR！ 

当日はエントランスで 
店頭販売！ 



移動のあり方を変える 
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海外と日本の関係を変える 





地域の金融を変える 












