
 

企画競争実施の公示 
 

平成２９年９月１９日 

中国運輸局観光部長 木嶋 淳 

 

次のとおり、企画提案書の提出をお願いします。 

 

１．業務概要 

（１）業務名及び概要 

平成 29 年度広域観光周遊ルート形成促進事業 

「アメリカ・オーストラリアにおける観光プロモーション」 

（２）業務内容等 

【業務の目的】 

現在、国では訪日外国人旅行者数 2020 年 4000 万人、訪日外国人旅行消費額 2020 年 8 

兆円等の新たな目標を掲げ、戦略的に取り組んでいるところであり、テーマ性・ストー

リー性を持った魅力ある観光地域のネットワークを強化し、訪日外国人旅行者の滞在日

数にあわせた広域観光周遊ルートの形成により、訪日外国人旅行者の周遊を促進し、も

って地域の活性化を図ることとしている。 

そこで、中国運輸局では、（一社）せとうち観光推進機構と連携し、重点市場であるア

メリカ・オーストラリアにおける瀬戸内の認知度を向上させ、誘客につなげていくため

に瀬戸内地域の美しい景観や豊かな食文化、各観光地の魅力など、「せとうち・海の道」

ルートの情報を広く発信し、瀬戸内地域の認知度向上並びに瀬戸内地域への誘客を

「Travel Exchange 2017」への出展、海外旅行会社の招請、セールスコール等を通じて

促進する。 

 

【業務の内容】 

別紙、説明書による。 

【成果物の提出方法】 

別紙、説明書による。 

（３）履行期限 

平成 30 年 3 月 30 日（金） 

 

２．企画競争参加資格要件 

（１）予算決算及び会計令（昭和 22 年勅令第 165 号）第 70 条及び第 71 条の規定に該

当しない者であること。 

（２）平成 28・29・30 年度一般競争入札及び指名競争参加資格（全省庁統一資格）「役

務の提供等」のうち「A」～「D」の等級に格付けされ、中国地域の参加資格を有

する者であること。 

（３）国土交通省中国運輸局長から指名停止を受けている期間中でないこと。 

（４）警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものと

して、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者



でないこと。 

 

３．手続等 

（１）担当部局 

中国運輸局観光部観光企画課 

〒730-8544 広島市中区上八丁堀 6 番 30 号 

E-mail：cgt-tourism_planning_section@ml.mlit.go.jp 

TEL：082-228-8701 / FAX：082-228-9412 

（２）企画提案書の作成様式及び記載上の留意点 

業務の実施方針、手法等を記載した企画提案書（A4 判 25 枚程度）に併せて、次

の事項を記載した書面を提出して下さい。 

・事業の定性的・定量的な目標値（①旅行会社招請では、招請人数、造成ツアー本

数、造成ツアー送客数、②メディア招請では、招請人数、掲載本数・放送回数、媒体

接触者数、広告費用換算、③セールスコールでは商談・訪問件数、造成ツアー本数、

造成ツアー送客数、④トラベルマート（説明会含む）では、ブース来場者数（業者・

プレス、一般客）、商談件数、造成ツアー本数、造成ツアー送客数⑤情報発信・情報

収集業務では、発信及び収集の具体的な目標値を記載すること。） 

・業務の実施体制、実施工程 

・緊急時の連絡体制 

・苦情等相談に係る処理体制 

・配置予定技術者の資格、経歴、手持ち業務の状況 

・業務項目別の経費概算 

・再委託等の有無及び予定（ただし、発注者側の承諾を要するものに限る。） 

・平成 28・29・30 年度一般競争入札及び指名競争参加資格（全省庁統一資格）

に係る資格審査結果通知書の写 

（３）企画提案書の提出期限、場所及び方法 

提出期限：平成２９年１０月１１日（水）１７時００分（必着） 

場  所：（１）に同じ。 

方  法：電子データによる提出の場合は 1 つのファイルに統合し、その容量は

原則 5ＭＢ以下とすること。また、持参もしくは郵送による提出の場

合は原則 8 部用意することとし、電子データも併せて提出願います。 

なお、電子データによる提出の場合には事前に電話により申出るこ

と。 

（４）ヒアリング実施の有無  無 

（５）契約の相手方として最適なものを特定（以下「特定」という）するための企画

提案書の評価基準 

①業務内容の理解度：調査目的、業務内容について十分に理解していること。 

②提案内容の優良性：提案内容に具体性、妥当性、実現可能性を伴い、優れてい

ること。 

③提案内容の独創性：独自の発想に基づく提案内容が含まれていること。 

④業務遂行の安定性：実施体制、実施スケジュール等の業務環境が、委託業務を

安定的に遂行できるものであること。 



⑤業務成果の中立性：適正公平な業務成果を示すことができること。 

⑥必要経費：業務内容に見合った適切な経費であること。 

⑦専門的知識：業務を遂行するために必要十分な専門的知識を有すること。 

⑧ワーク・ライフ・バランス（WLB）等推進の状況： 

・女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第 9 条の認定【えるぼし】 

但し、認定段階 1 及び 2 においては、「労働時間の働き方に係る基準」を満

たすことが必要 

・次世代育成支援対策推進法第 13 条の認定【くるみん・プラチナくるみん】 

・青少年の雇用の促進等に関する法律第 15 条の認定【ユースエール】 

を受けた企業であれば所定の評価点を加点する。よって、該当する者は企画提

案書の提出に併せて、以下の書類を提出すること。 

ⅰ）「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標についての適合確認表」 

  URL：https://wwwtb.mlit.go.jp/chugoku/soumu/jyoseikatsuyaku.html 

ⅱ）該当する「認定通知書」の写し 

ⅲ）該当する「一般事業主行動計画策定・変更届（都道府県労働局の受領印付き）」

の写し 

 

４．その他 

（１）手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

（２）契約書作成の要否  要 

（３）本業務の支払条件及び概算予算額 

・支払条件：完了検査終了後、適法な請求書を受理して 30 日以内。  

・概算予算額：１９４０万円を上限とする。（消費税及び地方消費税を含む）  

（４）企画提案書の作成及び提出に要する費用は、提案者側の負担とする。 

（５）提出期限までに到達しなかった企画提案書は、いかなる理由をもっても特定し

ないものとする。 

（６）提出された企画提案書の差替え及び再提出は、原則認めない。 

（７）提出された企画提案書は、当該提案者に無断で二次的な使用は行わない。 

（８）特定されなかった企画提案書は、原則返却する。ただし、返却を希望しない提

案者は、企画提案書を提出する際にその旨を申し出ること。 

（９）原則として、本業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し、又

は請け負わせてはならない。なお、「主たる部分」とは、本業務における総合的

企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等をいう。 

（10）提出された企画提案書に虚偽の記載を行った場合は、当該企画提案書を無効に

するとともに、記載を行った応募者に対して指名停止を行うことがある。 

（11）特定した提案内容については、国等の行政機関の情報公開法に基づき、開示請

求があった場合、あらかじめ「開示」を予定している書類とする。 

（12）提案が特定された者は、企画競争の実施の結果、最適な者として特定したもの

であるが、会計法令に基づく契約手続の完了までは、国との契約関係を生じるも

のではない。 

（13）提出期限までに成果物を提出する見込みがないことが明らかな場合は、契約の

全部又は一部を解除する。 



(14) 企画競争の結果は、原則として提案書の提出期限の翌日から 14 日以内に、企画提

案者に対して書面で通知するとともに、中国運輸局ホームページで次の事項を公表

する。 

・特定した企画提案書を提出した者の名称、住所、代表者氏名及び決定日 

・企画提案者ごと、評価項目ごとの評価得点及び合計点 

（15）契約履行過程で生じた成果物の著作権は中国運輸局に帰属する。 

（16）不明な点等の問い合せ先等 

・問い合せ先：３．（１）に同じ（担当：蔦、曽川） 

・問い合せ方法：電話又は来訪 

・問い合せ期間：公示の日から、３．（３）に記載の提出期限まで 

なお、評価基準の配点は、質問の対象外とする。 
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説  明  書  

 

１． 業務名 

平成２９年度広域観光周遊ルート形成促進事業 

「アメリカ・オーストラリアにおける観光プロモーション」 

 

２．実施時期 

契約締結の日～平成３０年３月３０日（金） 

 

３．業務の目的  

現在、国では訪日外国人旅行者数 2020 年 4000 万人、訪日外国人旅行消費額 2020 年 8 

兆円等の新たな目標を掲げ、戦略的に取り組んでいるところであり、テーマ性・ストーリ

ー性を持った魅力ある観光地域のネットワークを強化し、訪日外国人旅行者の滞在日数

にあわせた広域観光周遊ルートの形成により、訪日外国人旅行者の周遊を促進し、もって

地域の活性化を図ることとしている。 

そこで、中国運輸局では、（一社）せとうち観光推進機構（以下、機構とする）と連携

し、訪日外国人旅行の重点市場であるアメリカ・オーストラリアにおける瀬戸内の認知度

を向上させ、誘客に繋げていくために必要な以下の施策を実施する。 

当事業により、瀬戸内地域の美しい景観や豊かな食文化、各観光地の魅力など、「せと

うち・海の道」ルートの情報を広く発信し、瀬戸内地域の認知度向上と瀬戸内地域への誘

客を図る。 

 

４．業務の内容 

 アメリカにおいて旅行会社向け（BtoB）の観光展である「Travel Exchange2017」にお

ける出展・商談業務並びに、現地観光セミナーとセールスコールを開催し、現地旅行会社

や業界団体、メディア等への観光情報発信や旅行動向等の情報収集などを継続的に行い、

当該関係者とのリレーション構築を行なう内容を企画提案するとともに実施すること。  

また、オーストラリアの旅行会社及びメディアを対象にした招請業務を企画提案し実

施すること。 

上記取り組みにより、旅行商品の造成や現地メディアでの露出等、具体的な成果につな

げていく内容とすること。 

なお、企画提案書には、当該内容の具体的な目標値を必ず記載すること（具体例として、 

セールスコールでは商談・訪問件数、造成ツアー本数、造成ツアー送客数、トラベルマー

ト（説明会含む）では、ブース来場者数（業者・プレス、一般客）、商談件数及びその結

果に伴う造成ツアー本数、造成ツアー送客数、海外現地メディア説明会では、参加人数、
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掲載本数・放送回数、媒体接触者数、広告費用換算、旅行会社招請では、招請人数、造成

ツアー本数、造成ツアー送客数、メディア招請では、招請人数、掲載本数・放送回数、媒

体接触者数、広告費用換算、情報発信・情報収集業務では、発信及び収集の具体的な目標

値を記載する）。 

 

Ⅰ「Travel Exchange 2017」出展業務  

「Travel Exchange 2017」の会場内において、別添の「せとうち・海の道」形成計画

概要を参考とし、その目的・趣旨を十分踏まえながら、PR する出展ブースを１ブース分

（間口 2.43m×奥行 2.43m 程度）設営すること。なお、ブースの確保（予約）は業務に含

めないが、その他、Travel Exchange 2017 の出展資格を得る費用及び出展に要する費用

等については本事業の経費として算入すること 

（ａ）期間 

平成 29 年 12 月 14 日（木）～18 日（月）５日間 

（ｂ）場所 

   ヘンリー・B・ゴンザレス・コンベンションセンター 

（サンアントニオ市、テキサス州） 

（ｃ）業務内容 

① ブース展示及び装飾等 

「せとうち・海の道」形成計画の目的・趣旨を考慮した瀬戸内地域の美しい景観や

豊かな食文化、各観光地の魅力などを効果的に訴求する展示内容を企画提案すると

ともに実施すること。なお、会場の装飾ルールの範囲内でブースへの誘引効果を高め

る工夫を施すこと。 

② プロフィールシート 

 「Travel Exchange2017」の商談会に使う資料（プロフィールシート」は、瀬戸内

地域の美しい景観や豊かな食文化、各観光地の魅力などを盛り込んで A4表裏 1枚で

作成し、必要部数（500 部）を印刷して準備すること。 

③ その他 

現地主催者等との連絡調整等を行うとともに、出展者ＩＤの発給申請等、出展に必 

要な諸手続の代行及び現地での連絡手段等の提供を行うこと。 

本出展業務の実施に当たっては、中国運輸局及び機構へ事前確認を必ず行い、了承

を得ること。 

 

Ⅱ 現地観光セミナー開催業務及びセールスコール業務  

 （１）現地観光セミナー開催業務 

ニューヨーク市及びロサンゼルス市の計２都市において、アメリカの旅行会社やメ
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ディア関係者等を対象に「せとうち・海の道」形成計画の目的・趣旨を十分に踏まえ

ながら、瀬戸内地域の美しい景観や豊かな食文化、各観光地の魅力やモデルコース、

交通機関等のアクセス情報等についての現地説明会の開催について企画提案し、開催

前後の調整及び開催中の管理運営も含めて実施すること。 

 

（ａ）期間、場所、参加人数 

平成３０年１月１５日（月）ニューヨーク市 メディア関係者 ７０名程度 

平成３０年１月１６日（火）ニューヨーク市 旅行会社関係者 １０名程度 

平成３０年１月１８日（木）ロサンゼルス市 旅行会社関係者 １０名程度 

※上記日程及び場所は予定であり、効果的に旅行会社及びメディア関係者を募集で

きる場所をその実施内容及び理由とともに企画提案すること。場所及び実施内容

については、提案をもとに中国運輸局及び機構と協議し決定する。 

※アメリカ側参加者について、業務の目的に沿った効果的な者が参加するよう、その

候補の選定基準並びに募集方法について理由とともに企画提案書に記載すること。 

 

（ｂ）業務内容 

① 運営方式 

説明会は出席者とリレーションを深めるために効果的と考えられる手法を企画提

案すること。なお、本説明会の実施にあたり、事前に瀬戸内地域の美しい景観や豊

かな食文化、各観光地の魅力やモデルコース、交通機関等のアクセス情報等につい

て効果的にＰＲできる英語のプレゼンテーション用資料を本説明会にあわせて、必

要部数作成・印刷・配布すること。 

② 現地スタッフ 

観光情報説明会への参加者をもてなすとともに瀬戸内の情報を伝えるためのス

タッフを配置すること。 

③  会場・必要機材等 

会場を借り上げ、目的参加人数にあわせてテーブル、椅子等を含む備品を手配す

ること。案内看板、横断幕、演台、音響設備、電源コンセント、プロジェクター、

スクリーン、ポスター掲示用イーゼル等、説明会の開催に必要な機材等の調達と提

供を行うこと。 

④ アンケート調査等 

  説明会参加者に対し、各会社の顧客層や商品造成意欲等に関するアンケート調査

等を行い、本業務実施による効果を調査・測定・分析すること。アンケート等の内

容及び調査・測定方法は企画提案によることとし、その手法に基づいて調査を実施

し、測定結果及び分析を報告書に記載すること。 
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アンケート調査内容及び本説明会業務の実施にあたっては、中国運輸局及び機構 

に事前確認を必ず行い、了承を得ること。なお、アンケート等の作成に係る翻訳、印 

刷等必要な経費について本事業の経費に参入すること。 

⑤ 国際運送等 

関係資材等を梱包した荷物（合計重量２０㎏×１０梱包程度）の日本国内から各会場

までの国際運送手配、通関、検疫等現地での収受、開封、ブースへの運搬、配置等、

事業の円滑な実施に必要な経費について本事業の経費に算入すること。 

（２）セールスコール業務 

現地観光セミナー開催業務にあわせて、瀬戸内の美しい景観や豊かな食文化、域内

の観光地の魅力やモデルコース等について、アメリカでの認知度向上・誘客促進の相

乗効果を期待すべく、アメリカの旅行会社、旅行関係メディア等を対象にセールスコ

ールを実施するため、効果的な成果が期待できる訪問先の旅行会社、メディア等をそ

の理由とともに提案すること。 

（ａ）日時・場所（予定） 

平成３０年１月１５日（月）～１月１９日（金）５日間  

※現地観光セミナーの開催期間に合わせて実施。 

※上記日程は予定であり、後日変更する場合がある。 

（ｂ） 業務内容 

訪問先へのアポイントメントを行うなど事前に参加者への連絡・調整を行うこと。

なお、日本側関係者の参加人数は原則１名とし、訪問先については、中国運輸局及び

機構と協議し決定する。 

なお、セールスコール業務の実施にあたり、事前に瀬戸内地域の美しい景観や豊か

な食文化、各観光地の魅力やモデルコース、交通機関等のアクセス情報等について効

果的にＰＲできる英語のプレゼンテーション用資料を上記訪問先にあわせて、必要部

数作成・印刷して準備すること。 

 

Ⅲ 瀬戸内地域への招請業務（アメリカ・オーストラリアの旅行会社及びメディア）  

   瀬戸内地域への旅行商品造成に具体的につながるアメリカとオーストラリア現地の

旅行会社及び旅行関連メディアで実際に露出につながるメディア関係者を選定し、当

該地域の観光資源等の魅力を紹介する招請ツアーを企画提案し、実施すること（実施時

期及び招請予定者（人数を含む）もあわせて企画提案すること）。 

（ａ）実施時期 

   平成２９年１１月～平成３０年３月頃 

（ｂ）実施期間 

   ６泊７日以上（必要に応じて前泊または後泊を設定することも可） 
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（ｃ）招請人数 

   旅行会社及びメディアをあわせてアメリカ６社程度・オーストラリア２社程度 

※招請する旅行会社及びメディアについては、中国運輸局及び機構と協議し決定す   

ること。 

※旅行会社は１社１名、メディアは１社２名を想定 

（ｄ）視察地 

    原則として、旅行会社とメディアは別行程とし、瀬戸内地域の観光資源の魅力を体感

できる行程を各々企画提案すること。 

（ｅ）宿泊 

    旅館の場合は１部屋１名の夕朝食付き、ホテルの場合は１部屋１名の朝食付きを原

則とする。 

（ｆ）利用航路 

   利用航路は定期航空路線を利用し、航空機はエコノミークラスの利用を原則とする。 

（ｇ）移動手段 

   移動手段に車両を使用する場合は、専用車両を原則とすること。 

（ｈ）通訳・案内等 

   英語の通訳案内士１名以上を手配し、被招請者の当該地域でのツアーに同行させ、通

訳案内業務を行なわせること。 

（ｉ）アンケート調査・分析の実施 

   招請した旅行会社・メディアに対し、訪問した観光地の評価等を内容とするアンケー

ト調査を実施し、本事業の効果を調査・分析し、後述の実施報告書の中でとりまとめる

こと。 

アンケート調査の実施にあたっては、中国運輸局及び（一社）せとうち観光推進機構

と事前に調整すること。また、アンケート調査結果の日本語への翻訳を行い、後記の実

施報告書に盛り込むこと。 

（ｊ）フォローアップ 

   招請ツアー後に旅行商品化及びメディア露出されるよう、被招請者に対して継続的

にフォローアップを行うとともに、商品の造成状況等について、後記の実施報告書によ

りとりまとめること。 

本事業の効果には、被招請旅行会社によるツアー商品造成本数、ツアー送客人数、被

招請メディアによるメディア掲載本数・放送回数、媒体接触者数、広告費用換算等の成

果を示す指標となる情報を記載すること。 

（ｋ）その他 

   招請及び事前・事後の連絡調整に要する費用、専用車両の乗務員に係る宿泊・食事に

要する費用、有料道路等利用料・駐車料金、視察施設等の入場料や参考資料の購入・翻
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訳及び保険等、本招請ツアーの円滑な実施に必要なすべての費用を本事業の経費に含

めること。 

   また、招請ツアー中の万一の事態や第三者に対する損害を補償すべき責に対し、対応

可能な備えを事前に行なうこと。 

 

Ⅳ 情報発信・情報収集業務  

（ａ）基本業務 

上記Ⅰ～Ⅳの業務を効果的に進めるため、アメリカにおいて現地の旅行会社や旅行

関連団体、メディア等を対象にワークショップやセミナー等を開催し、瀬戸内エリアの

認知度向上につながる情報発信等を行うとともに、現地の訪日旅行動向等の情報収集

等を行うこととし、具体的な手法について、企画提案書に記載すること。手法について

は、提案をもとに中国運輸局及び機構と協議し決定する。 

 

特に前述したⅡ現地観光セミナー開催とⅢセールスコール業務及びⅣ瀬戸内地域へ

の招請業務実施後の旅行商品造成及びメディアへの露出に向けた継続的なフォローア

ップを行なう点について考慮した内容とすること。また、企画提案書には、当該内容の

具体的な目標値を必ず記載すること。 

・旅行会社に対する定期的なセールスコールの実施 

・旅行会社との共同プロモーションの立案・実行 

・旅行会社対象のセミナー・ワークショップ等の教育プログラムの立案・実行 

・メディアに対する定期的なプレゼンテーションの実施 

・メディアに対するタイアップの立案・実行 

・旅行業界及び一般向けの旅行フェア等での出展広報の実施 

・現地旅行会社・メディアの訪日セールスミッション時のサポート 

・旅行商品造成・送客やメディア露出へのフォローアップ 

なお、具体の業務実施に際しては、現地の旅行市場を分析し、瀬戸内エリアへの観光

客送客の視点から有力かつ効果的と思われる旅行エージェントやメディアを対象とす

ることとし、旅行商品造成、メディアへの露出に向け、関係者とのリレーション構築に

つなげていくことを視野に実施すること。 

 

（ｂ）報告等 

   実施した業務について定期的に中国運輸局及び機構へ報告する（造成商品、送客人数、

メディアへの露出状況等）とともに、今後の効果的な活動方針等について中国運輸局及

び機構と協議すること。なお、報告内容について、報告書の中でわかりやすく取りまと

めること。 
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５．留意事項 

（１）航空券等の所要経費について 

 上記Ⅰ～Ⅱの各業務に従事する機構職員１名分の派遣費用（国内・国際航空運賃、空

港施設利用料、その他のチャージ）を所用経費に算入すること（同一の職員が参加す

る、一連の行程のものとして計上すること）。なお、航空機はエコノミークラスの利用

を原則とする。 

（２）宿泊について 

   上記Ⅰ～Ⅱの各業務に従事する機構職員１名分の宿泊は、いずれも６泊以下とし、機

構職員１名分の宿泊については朝食付きを原則とし、現地における宿泊場所の手配に

ついて必要な手続きを行うとともに、所要経費に算入すること。なお、宿泊代金の上限

等については、国で定める外国旅行の旅費（ニューヨーク市とロサンゼルス市は１９，

３００円、サンアントニオ市は１６，１００円）を上回らないこと。 

（３）情報通信端末の手配について 

   上記Ⅰ～Ⅱの業務に従事する機構職員が効率的に情報収集、情報発信を行えるよう

にモバイル端末が常時インターネットに接続可能となるよう情報通信端末１台を手配

すること。 

 

６．報告書の提出 

（１）提出物 事業実施報告書（Ａ４判） ９部 

（２）提出場所 中国運輸局観光部観光企画課 

（３）提出期限 平成３０年３月３０日（金） 

なお、報告書の作成にあたっては、以下について留意のこと。 

① 事前に監督職員の承認を受けること。 

② 事業実施状況等をわかり易く編集すること。 

③ 事業実施による効果を調査し、取りまとめること。 

 

７．その他 

（１）中国運輸局及び機構と十分協議しながら事業を進めること。 

（２）事業の実施にあたっては、「Japan.Endless Discovery.」のロゴマークを使用す 

る等、国の進める広域観光周遊ルート形成促進事業の趣旨に沿って行うこと。 

（３）広域観光周遊ルート「せとうち・海の道」のキャッチコピーである（主題）「The 

Inland Sea、 SETOUCHI」（副題）Discover the Hidden Charms of West Japan  

及びロゴマークを使用すること。 



名称・コンセプト

実施主体

「せとうち・海の道」形成計画概要

対象地域の地図

事業の概要

目標設定・成果把握

• 名 称：（一社）せとうち観光推進機構

• 会 長：佐々木 隆之（西日本旅客鉄道株式会社 取締役相談役）

• 事務局：（一社）せとうち観光推進機構

（〒730-0011 広島市中区基町10-3 広島県自治会館２F）

• 構成員：兵庫県，岡山県，広島県，山口県，徳島県，香川県，愛媛県

及び経済団体1団体，民間企業12社

• 目標の設定：2020年までに瀬戸内７県の外国人延宿泊者数600万人

泊（2015年実績の約2.3倍）

• 成果把握の方法：観光庁宿泊旅行統計調査ほか

• ルート名称：

• コンセプト：

世界に誇る“瀬戸内”の景色と“瀬戸内”でのみ味わえる貴重体験

“瀬戸内”に溢れる日本の「匠」と「自然風景」

ゴールデンルートの延長線上にある日本随一の確固たる幹線ルート

• 主な対象市場・ターゲット： 欧米豪，台湾，タイ等の東南アジア等

（１）事業計画策定・マーケティング

• 海外向け戦略策定，実施管理等（ビッグデータ等も活用）

（２）受入環境整備・交通アクセスの円滑化

• 本ルート上におけるシームレスなWi-Fi環境の整備等

（３）滞在コンテンツの充実

• 着地型商品予約ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ構築やｸﾙｰｽﾞ商品等の発掘等

（滞在型小型船ｸﾙｰｽﾞ，ｱｰﾄｸﾙｰｽﾞ，海のななつ星，水上飛行機）

（４）対象市場に向けた情報発信・プロモーション

• 関空～福岡の瀬戸内周遊パス等の造成，これを使った周遊の仕

方の情報発信，宿泊とのセット商品造成・販売（「西遊紀行」等）

山口・萩地区

広島・宮島・岩国地区

瀬戸内
しまなみ海道地区

松山・内子地区

岡山・倉敷地区

姫路地区

神戸地区

徳島・鳴門・
淡路島地区

大歩危・祖谷地区

関西空港

新大阪・
京都駅

広島空港

山口宇部空港

下関地区

岩国飛行場

松山空港

徳島飛行場

高松空港

岡山空港

神戸空港

福岡空港

高松・直島・琴平
・小豆島地区

骨太な観光動線


