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■第１章 はじめに

１．業務の目的

有田には日本磁器誕生の地として長い歴史のほか、大切に保存されてきた伝統的な街並み、

豊かな自然や農畜産物など多くの地域資源があるものの、これまで春の有田陶器市といったイ

ベントを中心とした一時的な誘客に頼っており、豊富な地域資源が観光資源として十分に活用さ

れているとは言いがたい。

昨年11月に開催された有田焼創業400年祭プレイベントにおいては、約40の着地型体験プログ

ラムを造成し、従来より来訪者が多い福岡都市圏を中心に、シニア層だけでなく若い世代も対象

とした情報発信を実施したところ、期間中の若い世代の来訪者による賑わいの創出や、一部の

体験プログラムの通年実施の実現など、一定の効果が得られたところである。

有田焼創業400年にあたる本年では、昨年よりも規模・期間を拡大したかたちで、400年祭本格

イベント「有田まちなかフェスティバル」が10月1日～11月30日に開催される予定である。

そこで、本事業では、地域と連携し、北部九州エリアを中心に、昨年よりも広い範囲で有田まち

なかフェスティバルの情報発信を行うとともに、有田焼の魅力に着目したイベントを福岡都市圏

において開催することで、昨年よりも多くの誘客に繋げることを目的とする。

なお、本事業とは別に、有田まちなかフェスティバルや関連イベント参加者へのマーケティング

調査を通じ、着地型体験プログラムの通年実施に向けた課題の抽出や、年間を通じて観光客を

誘致するための効果的な施策の検討のほか、着地型体験プログラムの通年実施を実現するた

めに必要となる人材育成を行い、通年型の観光地づくりを目指す事業を並行して実施する予定

である。
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■第１章 はじめに

２．業務の内容

（１）有田まちなかフェスティバル誘客促進

有田まちなかフェスティバルへの誘客促進、有田町への観光客誘致のため、次の情報発信及び

イベントを企画・実施する。

①福岡、佐賀、長崎県を中心とした公共交通における情報発信の実施

駅・車内等における次のようなポスター及び中吊り広告を作成し、掲示する。

・内容：若い世代を対象に有田まちなかフェスティバルの開催を印象づけるもの。

・サイズ：ポスター…Ｂ1、中吊り広告…Ｂ３

・部数：ポスター…５０部、中吊り広告…６００部

・広告の期間：９月から１０月の間の４週間

②テレビ番組による情報発信の実施

・内容：有田まちなかフェスティバルの開催のほか、若い世代をターゲットに有田町の観光を印象

的にＰＲするもの。

・本数：９月から１０月の間に、３分間×５回放送

③福岡都市圏における情報発信

(a)福岡都市圏の公共施設における露出の高い広告方法の検討及び実施

・内容：若い世代を対象に有田まちなかフェスティバルの開催を印象づけるもの。

・広告の期間：９月から１０月の間の２週間

(b)フリーペーパー等の情報誌への広告掲載

・内容：福岡都市圏を中心に若い世代が多く購読するフリーペーバー等の情報誌へ、若い世代

の興味をひくように、有田まちなかフェスティバルをPRする内容の記事広告を掲載する。

・実施期間：９月から１０月の間に１回井以上実施。

④パンフレットの作成

・内容：有田まちなかフェスティバルの内容を分かりやすく簡便に掲載するとともに、町内を周遊

する際に使いやすいように、機能性・利便性を備えるもの。

・サイズ、ページ数：Ａ４伴（Ａ３ ２つ折り）、４ページ程度

・部数：７万部

・納入先：発注者が指定する場所

・納入期限：９月２６日（月）

⑤「有田の食と陶磁器フェア」の開催

・内容：福岡市内の飲食店・物販店及びメディアとタイアップし、有田町の食材と陶磁器を絡めた

メニューを期間限定で提供するフェアの企画・実施及び情報発信。

・フェアの開催期間：１０月から１２月の間の２週間
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■第２章 有田まちなかフェスティバル誘客促進

１．福岡、佐賀、長崎県を中心とした公共交通における情報発信の実施

（１）ＪＲ九州 駅貼り広告

①ＪＲ駅貼り広告

■掲出期間：平成28年9月26日（月）～10月23日（日） …4週間
■掲出エリア：福岡・佐賀・長崎エリア
■掲出枚数：掲出駅は次頁に表記

①鹿児島本線 （門司～瀬高） …35駅43枚
※折尾・海老津・教育大前・東郷・東福間・福工大前・二日市・原田 …2枚掲出

②日豊本線 （南小倉～宇島） …10駅11枚
※城野 …2枚掲出

③福北ゆたか線 （篠栗～若松） …7駅8枚
※直方 …2枚掲出

④日田彦山線 （田川後藤寺～田川伊田） …2駅2枚
⑤久大線 （日田） …1駅1枚
⑥筑肥線 （姪浜～唐津） …7駅9枚
※姪浜・美咲ヶ丘 …2枚掲出

⑦長崎本線 （佐賀～長崎） …6駅7枚
※西諫早 …2枚掲出

⑧佐世保線 （武雄温泉～佐世保） …4駅4枚
⑨大村線 （大村） …1駅2枚 掲出合計 73駅 87枚

■掲出サイズ：B1ポスター （w 728㎜×h 1030㎜ ※周囲20㎜は絵柄がかくれます。）

駅貼り掲出 イメージ （※今回は、B1ポスター単貼り） 有田ポスター イメージ
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■第２章 有田まちなかフェスティバル誘客促進

博多駅 1 博多駅 2

小倉駅 1 小倉駅 2

佐賀駅 1 佐賀駅 2

長崎駅 1 長崎駅 2
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■第２章 有田まちなかフェスティバル誘客促進

（２）ＪＲ九州 駅パンフレット設置

②JR駅 パンフレット設置

■掲出期間：平成28年9月26日（月）～10月23日（日） …4週間
■掲出エリア：福岡・佐賀・長崎エリア
■掲出駅 ：※ポスター掲出駅と同駅に設置
■設置部数：30,000部 （78駅）
■掲出サイズ：A4サイズ （A3二つ折り）

●ポスター掲出、及びパンフレット設置駅 ※赤丸が今回対象駅 （下図）
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■第２章 有田まちなかフェスティバル誘客促進

ＪＲ九州 駅配置パンフレット（３万部）
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■第２章 有田まちなかフェスティバル誘客促進

小倉駅 1 小倉駅 2

博多駅 1 博多駅 2



9

■第２章 有田まちなかフェスティバル誘客促進

（３）ＪＲ九州 列車中吊り広告

③JR列車中吊り広告
JRの列車を利用する多くの人々の目に触れる車両メディアは、効果的な広告展開が可能です。

■掲出期間：平成28年9月27日（火）～10月24日（月） …4週間
※福岡電車については、10月4日（火）～10月31日（月）期間で掲出。

■掲出エリア：福岡・佐賀・長崎エリア
■掲出枚数：福岡・佐賀エリア …870枚

長崎エリア … 85枚 合計 955枚
■掲出サイズ：B3 ポスター （w 515㎜×h 364㎜ ※上部35㎜は絵柄かくれます。 ）

中刷り掲出 イメージ

【福岡電車（福岡市地下鉄相互路線含む）： 735枚】

【長崎近郊電車： 35枚】

【佐賀近郊ディーゼル車： 25枚】【北九州近郊ディーゼル車： 70枚】

【長崎・佐世保近郊ディーゼル車： 50枚】

【博多近郊ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ車： 40枚】
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■第２章 有田まちなかフェスティバル誘客促進

博多近郊DC 1 博多近郊DC 2

博多近郊電車 1 博多近郊電車 2

福岡近郊電車 1 福岡近郊電車 2

福岡電車 1 福岡電車 2
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■第２章 有田まちなかフェスティバル誘客促進

佐賀近郊DC 1 佐賀近郊DC 2

長崎・佐世保DC 1 長崎・佐世保DC 2

長崎近郊電車 1 長崎近郊電車 2

電車 ディーゼル車（DC）
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■第２章 有田まちなかフェスティバル誘客促進

２．テレビ番組による情報発信の実施

番組構成１ 一見カフェのようなギャラリー兼工房「in blue 暁」

【出演者】モデル/女性（２人組）  ガイド/うつわ男子担当：前田さま 

有田町の紹介、自

然百選を毎週一つ

紹介 

■龍門水源 

■岳の棚田 

■黒髪山 

■有田内山地区 

■紅葉百選など 

⬛オープニング（自然百選）＜女性ナレーション（以下 NA）＞ 

NA）今年、有田焼創業 400年を迎えた有田町。日本の磁器発祥の地とし

て知られる 

この町は、実は「日本の百選の宝庫」でもあるんです。その数なんと１

２！  

その一つがこちら・・・ 

 

うつわ男子とモデ

ルの散策シーン 

 

わたしのあり旅〜うつわ男子と有田の旅〜 

タイトル【今回のおすすめ 】in blue 暁 

 

・有田町を散策し

ている女性 

（２人組） 

●うつわ男子の紹

介、情報テロップ 

 

 

 

 

NA) 「この番組は、ディープな有田を、あなただけのオーダーメイド・

ツアーでご紹介します」 

NA) 「エスコートしてくれるのは有田のまちを知り尽くすスペシャリス

ト。“うつわ男子”の前田さん。」 

うつわ男子) 「ご要望はありませんか？」 

 女性モデル) 「そうですね〜。友達の結婚祝いに器をプレゼントしたい

です。オススメの窯元ありますか？」 

 うつわ男子) 「お任せ下さい（笑顔）」 

 

うつわ男子 

集合シーン 

有田を案内してい

る様子 

（問い合わせ先） 

 

うつわ男子の紹介 

NA)有田の町歩きをもっと深く楽しみたい。そんなあなたには 

有田在住の男子ガイド集団「うつわ男子」をオーダー。 

要望に応じた町歩きプランを用意してくれます。 

 

 

「in blue 暁」 

店舗の前 

店舗内はモデルと

百田さん 

 

 

うつわ男子) こちらが in blue 暁 

 女性モデル) in blue ?おしゃれな名前ですね。楽しみ 

NA) 一見カフェのようなシンプルモダンの建物。“in blue 暁” 

百田暁生さんのギャラリー兼工房です。 

扉を開くと、開放感あふれるギャラリーが目の前に広がります。 

女性モデル) 素敵なギャラリー！オシャレ〜（など入り込みの感想） 

★うつわ男子 

（ワイプカメラ目

線でここのウリを

コメント） 

 

うつわ男子)  

こだわりぬいた内装とロケーション。窯元さんでは他にはないオシャレ

なギャラリーです。 

まずは「in blue」さんの空間を楽しんでください 
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■第２章 有田まちなかフェスティバル誘客促進

<続き>

 女性モデル) 

「山と緑に囲まれて落ちつくね」 

など景色を見ながらギャラリーの感想 

NA)有田の大自然を背景に作品が溶け込むようなディスプレイです。 

 

器を手に持ち感想 

 

 

女性モデル)  

シンプルだけど、あたたかい。見入ってしまうね〜。 

手に持った時の形がいいね。丸くてかわいいし。 

百田さん)ありがとうございます。 

こだわっているのは、まず「形」ですね。 

磁器は冷たく見えちゃうんです。 

形で温かみを出すように心がけています。 

 

★うつわ男子 

（ワイプカメラ目

線でここのウリを

コメント） 

 

うつわ男子) （ワイプカメラ目線でウリをアピール） 

百田さんの作品にはすべて青が含まれています。 

有田焼の青とは違った淡い青色が特長です。 

 

 

百田さん) 

作品のモチーフは自然です。 

自然の発色が一番きれいだと僕は思っています。 

水。空。紅葉を器に表現しています。 

（など色付けのこだわりを） 

女性モデル) 

この器をプレゼントしたら喜ばれるね。 

素敵な旦那様と乾杯。羨ましいね〜 

など感想 

 

 NA）百田さんが日夜研究し生み出した一点ものの器たち。使われる青は

透き通るように青く時に深く。 

料理とお酒を、自然にひきたて、溶け込んでいくでしょう。 

 

★うつわ男子 

 

うつわ男子)  

こちらの「in blue 暁」  

百田さんがこだわり抜いた空間（ギャラリー）と器たちで 

時間を忘れゆっくり楽しむことができます。 

お気に入りの一品を探しにきてください。 

 

⬛イベント紹介 

昨年の映像・写真

など 

 

NA) 「お宝探しに、絶品グルメにカフェやバル、紅葉にパワースポッ

ト。 

秋の有田は見所がいっぱい。そのなか開催される“有田まちなかフェス

ティバル”略して 

“アリフェス”。80以上のイベントでみなさんをおもてなし。 

この秋、ワクワクの有田へ。」 
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■第２章 有田まちなかフェスティバル誘客促進

番組構成２ 有田で評判の自家製ベーグルのお店「さわやま」

【出演者】モデル/女性（２人組）  ガイド/うつわ男子担当：大塚さま 090-8663-9520 

有田町の紹介、自然

百選を毎週一つ紹介 

■龍門水源 

■岳の棚田 

■黒髪山 

      など 

⬛オープニング（自然百選） 

＜女性ナレーション（以下 NA）＞ 

NA）今年、有田焼創業 400年を迎えた有田町。日本の磁器発祥の地とし

て知られるこの町は、実は「自然百選の宝庫」でもあるんです。 

その数なんと１２！ その一つがこちら・・・ 

うつわ男子とモデ

ルの散策シーン 

 

わたしのあり旅〜うつわ男子と有田の旅〜 

タイトル【今回のおすすめ① ベーグルさわやま】 

 

・有田町を散策し

ている女性 

（２人組） 

 

●うつわ男子の紹

介、情報テロップ 

 

 

 

 

 

NA) 「この番組は、ディープな有田を、あなただけのオーダーメイド・ 

ツアーでご紹介します」 

 

うつわ男子登場「こんにちは〜」 

 NA) 「エスコートしてくれるのは有田のまちを知り尽くす 

スペシャリスト。“うつわ男子”の大塚さん。」 

うつわ男子) 「ご要望はありませんか？」 

 女性モデル) 「そうですね〜。街を歩き回って少しお腹が空きました。 

 休憩できるオススメのお店ありますか？」 

 うつわ男子) 「お任せ下さい（笑顔）」 

うつわ男子 

集合シーン 

有田を案内してい

る様子 

（問い合わせ先） 

 

うつわ男子の紹介 

NA) 

有田の町歩きをもっと深く楽しみたい。そんなあなたには 

有田在住の男子ガイド集団「うつわ男子」をオーダー。 

要望に応じた町歩きプランを用意してくれます。 

（など紹介） 

 

「さわやま」 

店舗の前 

店舗内はモデルと

澤山さん 

 

 

 

 

 

うつわ男子) 「こちらが今、有田で評判の自家製ベーグルのお店 

“さわやま”さんです」 

 女性モデル) 「ベーグル大好き！」 

NA) やってきたのは自家製ベーグルとお菓子のお店“さわやま” 

女性モデル) 「わ〜ベーグルの種類がいっぱい！」 

 NA) ショーケースの中に 10種類ほどのベーグル。見るだけでワクワク

してきますね。 

  焼いて食べたり、コーヒーを無料でいただけたりと休憩スペースもあ

ります。（＊セルフサービス） 

★うつわ男子 

（ワイプカメラ目

線でここのウリを

コメント） 

 

うつわ男子)「こちらのベーグルは生地がすごいんです！食べてみてくだ

さい！びっくりしますよ〜」 
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■第２章 有田まちなかフェスティバル誘客促進

<続き>

カゴいっぱいの野

菜 

澤山さんの畑の映

像 

かぼちゃ。 

佐賀産の黒米（く

ろまい）の玄米を

使用したベーグ

ル。ノリを使った

ベーグルなど 

 

 

 

 

NA)「11 種類のベーグル、近所の農家さんから分けてもらったという無

農薬、化学肥料を無使用の野菜や自ら生産者と話し選んで仕入れた食材

を使用しています。季節によっては自家栽培の野菜もあるそう。 

（成形→16 時間以上熟成→店のオープンに合わせ茹でる。パンの生地の

具合で茹で時間が変わる。油も牛乳も卵も油も使用していない。など工

程も） 

澤山さん) 「なるべく目の届く材料で安心な食材で作りたい。そして自

信持ってお客様に提供したい。（食材とベーグルに対する思いをコメン

ト）」 

NA) 「お客さんとしっかり会話をしながら商品を提供していきたいとい

う澤山さん。 

その思いと人柄がベーグルにもあらわれて、もちもちっとしながら優し

い味に仕上がっています。」 

★うつわ男子 

（ワイプカメラ目

線でウリをコメン

ト） 

（ベーグルの穴を

覗きながら） 

 

うつわ男子)「お一人で作られているので、週に 100 個程度。 

金土日の週末だけの営業です。 

 午前中で売り切れてしまうことも、、。 

ぜひ食べていただきたい、有田の穴場スポットです。 

ベーグルだけに（穴場）。」笑 

⬛イベント紹介 

昨年の映像・写真

など 

 

NA) 「お宝探しに、絶品グルメにカフェやバル、紅葉にパワースポッ

ト。 

秋の有田は見所がいっぱい。そのなか開催される“有田まちなかフェス

ティバル”略して 

“アリフェス”。80以上のイベントでみなさんをおもてなし。 

この秋、ワクワクの有田へ。」 

 

 

食べているシーン -----実食----- 

感想 

 

 

 

 

 

 

ベーグルの生地 

成形シーン 

 

 

 

 

女性モデル) 「（食べた感想）美味しい〜！超モッチモチ。この食感。 

初めてかも！」 

澤山さん）  「ありがとうございます。」 

NA) 「モッチモチの秘密は・・・こちらの粉。実は、素麺の粉なんで

す！澤山さんの実家が、島原の素麺工場を営んでいることから、この粉

を使うようになったそうです。ご実家の素麺もお店で販売しています！

これがまた美味しいんです。」 

 

澤山さん)  「実家の素麺の粉で、素麺と同じように長時間熟成させてベ

ーグルを作ったらとても美味しかったんです。そしてお店を始めたら地

元の方に来ていただけるようになって。」など 

 

★うつわ男子 

（ワイプカメラ目

線でここのウリを

コメント） 

 

うつわ男子) （ワイプカメラ目線でウリをアピール） 

「こちらの「さわやま」さんでは使用する食材にもこだわっていま

す！」 
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■第２章 有田まちなかフェスティバル誘客促進

番組構成３ 有田唯一の天然ヌルヌル湯温泉「有田温泉」

 うつわ男子)  

こちらは何と言っても泉質です。源泉掛け流しの天然ヌルヌル湯が特

徴！ 

温泉通ではなくても一発でわかります！ 

（ウンチクがあればお願いします） 

入浴シーン 女性モデル) 

すごいトロトロ！ 

肌にかけるとヌルヌルがすごい！ 

これはホントに肌に良さそうだね。 

 

など感想 

 

【出演者】モデル/女性（２人組）  ガイド/うつわ男子担当：茂木さん 

有田町の紹介、自

然百選を毎週一つ

紹介 

■龍門水源 

■岳の棚田 

■黒髪山 

■有田内山地区 

■紅葉百選 

      など 

⬛オープニング（自然百選） 

＜女性ナレーション（以下 NA）＞ 

NA）今年、有田焼創業 400年を迎えた有田町。日本の磁器発祥の地と 

して知られるこの町は、実は「日本の百選の宝庫」でもあるんです。 

その数なんと１２！  

その一つがこちら・・・ 

 

うつわ男子とモデ

ルの散策シーン 

 

あり旅〜うつわ男子と有田を巡る〜 

タイトル【今回のおすすめ 】 「有田温泉」 

 

NA) 「この番組は、ディープな有田を、あなただけのオーダーメイド・

ツアーでご紹介します」 

 

 

 

うつわ男子 

集合シーン 

有田を案内してい

る様子 

（問い合わせ先） 

NA) 「エスコートしてくれるのは有田のまちを知り尽くすスペシャリス

ト。“うつわ男子”の茂木さん。」 

NA) 

有田の町歩きをもっと深く楽しみたい。そんなあなたには 

有田在住の男子ガイド集団「うつわ男子」をオーダー。 

要望に応じた町歩きプランを用意してくれます。 

 

うつわ男子) 「他にご要望はありませんか？」 

 女性モデル)  

「そうですね〜歩き疲れました。温泉でも入って疲れを癒したいです」 

 うつわ男子) 「お任せください。すごい温泉があります（笑顔）」 

 

「有田温泉」 

店舗の前 

 

 

 

うつわ男子) こちらが有田唯一の温泉「有田温泉」です。 

女性モデル) 一つしかないんですね。予想外です。 

 

NA) 有田町唯一の温泉「有田温泉」 

木のぬくもりを感じる室内。お風呂は大浴場と家族風呂があります。 
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■第２章 有田まちなかフェスティバル誘客促進

<続き>

 NA） 

露天風呂もあり、源泉がそのまま注がれています。 

温度はひんやりと 17度。まだまだ暑いこの季節にオススメ。 

もちろん、とろっとろの源泉ですよ。 

 女性モデル) 

とても気持ち良かったです！ 

うつわ男子)  

ですよね。ここの温泉は本当にリピーターが多いんです。 

かく言う僕らもよく来ています。 

女性モデル) 

いいですね。羨ましい！毎日入りたいです。 

 

お食事処 

ハナちゃん 

※ 

現在予約のみ受付 

NA) 

敷地内にあるお食事処「ハナちゃん」。 

看板猫のハナちゃんもお出迎えしてくれます。（ハナちゃんがいれば） 

 

 

 

 

温泉湯豆腐を実食 

NA）一番の人気は源泉を利用した温泉湯豆腐。 

地元の野菜をふんだんに使って、お肌も体の中もキレイに。 

もちろん湯豆腐も、、、とろっとろ♪ 

（感想など） 

有田焼 400周年で賑わう有田を町歩きした後は 

ヌルヌル有田温泉で旅の疲れを癒してみてはいかがですか？ 

★うつわ男子 

コメント 

うつわ男子) （ワイプカメラ目線でウリをアピール） 

どれだけヌルヌルなのか！美肌に効果があるのか！？ 

ということを実際に確かめに来てください。 

特に女性の方のお越しをお待ちしています！ 

⬛イベント紹介 

昨年の映像・写真

など 

 

NA) 「お宝探しに、絶品グルメにカフェやバル、紅葉にパワースポッ

ト。秋の有田は見所がいっぱい。そのなか開催される“有田まちなかフ

ェスティバル”略して“アリフェス”。80以上のイベントでみなさんを

おもてなし。この秋、ワクワクの有田へ。」 

 

 



18

■第２章 有田まちなかフェスティバル誘客促進

番組構成４ 有田町の中心地にある酒屋さん「井上酒店」

【出演者】モデル/女性（２人組）  ガイド/うつわ男子担当：坊所さま 

有田町の紹介、自

然百選を毎週一つ

紹介 

■龍門水源 

■岳の棚田 

■黒髪山 

■有田内山地区 

■紅葉百選 

      など 

⬛オープニング（自然百選） 

＜女性ナレーション（以下 NA）＞ 

NA）今年、有田焼創業 400年を迎えた有田町。日本の磁器発祥の地とし

て知られる 

この町は、実は「日本の百選の宝庫」でもあるんです。 

その数なんと１２！ その一つがこちら・・・ 

 

うつわ男子とモデ

ルの散策シーン 

 

わたしのあり旅〜うつわ男子と有田の旅〜 

タイトル【今回のおすすめ 】井上酒店 

 NA) 「この番組は、ディープな有田を、あなただけのオーダーメイド・

ツアーでご紹介します」 

 

うつわ男子登場「こんにちは〜」 

 NA) 「エスコートしてくれるのは有田のまちを知り尽くすスペシャリス

ト。“うつわ男子”の坊所さん。」 

うつわ男子) 「ご要望はありませんか？」 

 女性モデル) 「そうですね〜。有田焼の酒器を買ったのでこれで美味し

い日本酒が飲みたいです」 

うつわ男子) 「お任せ下さい。すごい酒屋さんがありますよ（笑顔）」 

うつわ男子 

集合シーン 

有田を案内してい

る様子 

（問い合わせ先） 

 

うつわ男子の紹介 

NA) 

有田の町歩きをもっと深く楽しみたい。そんなあなたには 

有田在住の男子ガイド集団「うつわ男子」をオーダー。 

要望に応じた町歩きプランを用意してくれます。 

（など紹介） 

 

「井上酒店」 

店舗の前 

店舗内はモデルと

井上さん 

 

 

 

うつわ男子) こちらが地元で有名な酒屋さん「井上酒店」です 

 女性モデル) 一見、普通の酒屋さんですね。 

NA) 有田町の中心地にある酒屋さん「井上酒店」 

もともとワインのソムリエの勉強をしていた井上さんが純米酒に出会い 

そこから全国の酒蔵をめぐり、蔵元さんとのコミュニケーションをとり

ながら酒選びをしてきました。 

 

★うつわ男子 

（ワイプカメラ目

線でここのウリを

コメント） 

 

うつわ男子)  

こちらの井上酒店のすごいところは、「ご主人」と「日本酒」です。 

井上さんの人柄に県内外から「お客さん」も「美味しいお酒」も集まっ

てきます。 

 

 女性モデル) 

見たことない日本酒がいっぱいですね〜 

井上さん)良いお酒がいっぱいありますよ。 

こちらの「来福」は 1つの県に選ばれた一店舗しか卸さないという希少

なお酒です。 

女性モデル) 

蔵元さんが売る店を選ぶってことですか？すごい。 
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■第２章 有田まちなかフェスティバル誘客促進

<続き>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

試飲 

 

NA) 

井上酒店のお酒は食事との相性が抜群。ついつい杯が進んでしまう、魅

力的なお酒が揃っています。 

井上さん） 

僕の大事にしているのは「料理とお酒のマリアージュ」そういった意味

では、どんな料理でもあう日本酒はとても優れたお酒なんです。 

たとえば今晩の食事は何をお考えですか？ 

女性モデル）お魚ですかね？たぶん煮付けにするとおもいます。 

井上さん）それではこちらがオススメです。 

など井上さんとのやりとり 

-試飲- 

女性モデル) 感想 

※通常、こちら井上酒店でテイスティングはできません。 

 

★うつわ男子 

（ワイプカメラ目

線でここのウリを

コメント） 

うつわ男子) （ワイプカメラ目線でウリをアピール） 

全国の蔵元さんと長い付き合いで銘柄を絞っています。 

自信をもってオススメできる酒屋さんです。 

 

 

井上さん) 

良いお酒とは、どういう酒造りをしてきたか、良いお米が毎年入ってく

るか、いろいろな条件がありますが、行き着くところは蔵元さんの人

柄、人間性ですね。そういったお付き合いをさせていただいて、お店に

置くお酒を選んでいます。 

井上さん 

接客シーン 

イメージショット 

NA） 

酒選びは真剣そのものですが、お客さんとは、楽しんで遊びながら 

お酒選びを手伝っていきたいと話す井上さん。 

敷居は低く、クオリティは高い、有田自慢の酒屋さんです。 

 

★うつわ男子 

 

うつわ男子)  

プレミアがついたお酒でも定価でしか売らないというご主人のこだわ

り。 

仲良くなれば裏からすごいお酒も出てくることがあるそうですよ。 

ぜひ一度、足をお運びください。 

 

⬛イベント紹介 

昨年の映像・写真

など 

 

NA) 「お宝探しに、絶品グルメにカフェやバル、紅葉にパワースポッ

ト。 

秋の有田は見所がいっぱい。そのなか開催される“有田まちなかフェス

ティバル”略して 

“アリフェス”。80以上のイベントでみなさんをおもてなし。 

この秋、ワクワクの有田へ。」 
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■第２章 有田まちなかフェスティバル誘客促進

番組構成５ 幸楽窯 「トレジャーハンティング」

タイトル 

うつわ男子とモ

デルの散策シー

ン 

 

あり旅〜うつわ男子と有田を巡る〜 

タイトル【今回のおすすめ 】幸楽窯 トレジャーハンティング 

NA) 「この番組は、ディープな有田を、あなただけのオーダーメイド・ツ

アーでご紹介します」 

 

 

 

 

 

 

 

うつわ男子登場 

 NA) 「エスコートしてくれるのは有田のまちを知り尽く 

すスペシャリスト。“うつわ男子”の郡野さん。」 

うつわ男子) 「ご要望はありませんか？」 

 女性モデル)  

「せっかく有田に来たので有田焼をいっぱい買いたいです。 

なるべくお安くで、」 

 うつわ男子) 「お任せ下さい。面白い窯元さんがありますよ（笑顔） 

 

うつわ男子 

集合シーン 

有田を案内して

いる様子 

うつわ男子の紹介 

NA)有田の町歩きをもっと深く楽しみたい。そんなあなたには 

有田在住の男子ガイド集団「うつわ男子」をオーダー。 

要望に応じた町歩きプランを用意してくれます。 

 

「幸楽窯」 

店舗の前 

店舗内はモデル

とピメンタさん 

 

 

 

うつわ男子) こちらがオススメの窯元さん「幸楽窯」です 

女性モデル)敷地も大きいですね！楽しみ 

NA)1865 年に創業の老舗窯元「幸楽窯」。 

家庭に幸せを、食卓に楽しさをという思いから暮らしに寄り添う器を作り

続けてきました。案内してくれるのは、この方！ 

ピメンタさん)いらっしゃいませ 

女性モデル)こんにちは〜外国の方なんですね！いきなりびっくり！ 

 

ピメンタさん ブラジルから焼き物の勉強にやってきたというピメンタさん。 

有田焼をもっと知らない人に伝えたい。有田と世界をつなぎたい。そんな

情熱から幸楽窯でコーディネーターとして働くようになりました。 

【ピメンタさんが幸楽窯を案内している様子】 

有田焼の制作している様子。やりとり 

 

 

 

うつわ男子)  

幸楽窯のすごいところはデッドストック掘り出しコーナー！ 

なんとカゴいっぱいに詰め放題なんです。 

 

掘り出しコーナ

ー 

※前日予約 

定員 10 名 

女性モデル)本当に詰め放題なんですか？ 

ピメンタさん）はい、カゴに入るだけ詰め込んでください。 

女性モデル)楽しそう〜 
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■第２章 有田まちなかフェスティバル誘客促進

<続き>

２人で力をあわ

せトロ箱をあげ

たりして奥にあ

る宝物（焼き

物）を探す 

 

 

 

NA)いよいよお宝探しの時間です。２人は宝物の山へ。 

仕掛品などの一点物や、古くは半世紀前の昭和のビンテージが数多く眠

っています。（新聞の切れ端などから時代がわかります） 

女性モデル）ほんと宝探しだね。 

これかわいい！などリアクション。 

 

ピメンタさん） 

奥には幸楽窯の人も知らない有田焼が出てきます。数も揃っているもの

もあるので、ご家族にもオススメです。 

女性モデル) 楽しかった〜。一気に揃えることができてお得だね。 

など感想 

 

★うつわ男子 

コメント 

うつわ男子) （ワイプカメラ目線でウリをアピール） 

幸楽窯では海外からのアーティストを受け入れ、制作の場を提供するア

ーティスト・イン・レジデンスというプログラムも行っています。 

新たな「ものづくり」の発信拠点として注目されています。 

 

 

 

ピメンタさん)  

有田焼は最高品質の焼き物です。色使いや形がとても丁寧で型に縛られ

ていません。新しいデザインをどんどん取り入れて進化していっていま

す。 

面白い焼き物を作っている有田という地を発信していきたい。 

（など有田の思いを） 

 

アースバックの

イベントの様子 

（写真） 

NA）有田焼といえば土。8 月には敷地内に 

土で作る家「アースバック」のワークショップも開催するなど 

次々にイベントを手掛ける幸楽窯。 

若い人たちが面白いというものを作り続け、次世代に有田焼を伝えた

い。 

そんな思いを抱き幸楽窯の挑戦は続きます。 

 

⬛イベント紹介 

昨年の映像・写

真など 

NA) 「お宝探しに、絶品グルメにカフェやバル、紅葉にパワースポッ

ト。 

秋の有田は見所がいっぱい。そのなか開催される“有田まちなかフェス

ティバル”略して 

“アリフェス”。80以上のイベントでみなさんをおもてなし。 

この秋、ワクワクの有田へ。」 
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■第２章 有田まちなかフェスティバル誘客促進

３．福岡都市圏における情報発信

（１） 福岡都市圏の公共施設における露出の高い広告方法の検討及び実施

ＪＲ博多駅ホーム階段連貼り

●JR博多駅ホーム階段 ポスター連貼り
JR博多駅のホーム階段側壁面を連貼りして乗降客の視線をキャッチ。
注目度・認知度アップを図ります。

■掲出期間：平成28年10月10日（月）～10月23日（日） …2週間
■掲出場所：JR博多駅 3・4番ホーム階段 （1階段のみ）
■掲出枚数：B1ポスター …12枚 （2枚連貼り×6か所）

ホーム階段連貼り イメージ

有田ポスター イメージ
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■第２章 有田まちなかフェスティバル誘客促進

階段ジャック C2① 階段ジャック C2②

階段ジャック C2③

階段ジャック C5① 階段ジャック C5②

階段ジャック C2③
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■第２章 有田まちなかフェスティバル誘客促進

（２） フリーペーパー等の情報誌への広告掲載

フリーペーパー「ファンファン福岡」９月３０日号にセンター２Ｐ広告掲載



25

■第２章 有田まちなかフェスティバル誘客促進
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■第２章 有田まちなかフェスティバル誘客促進

ＰＣサイト・モバイルでの広告掲載（ＷＥＢ上での広告掲載）
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■第２章 有田まちなかフェスティバル誘客促進

４．パンフレットの作成

■パンフレットの配布先

配布エリア 配布日 枚数

佐賀市街地 9/28 30,000

佐世保市街地 9/28 46,000

波佐見・川棚地区 9/28 4,000

80,000合計

■パンフレット（８万部）
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■第２章 有田まちなかフェスティバル誘客促進
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■第２章 有田まちなかフェスティバル誘客促進

５．（１）有田焼創業４００年記念イベント「有田焼×福岡の食フェア」の開催

■イベントの概要
福岡市内の飲食店の協力のもと、それぞれのお店が有田焼を使用して特別
メニューを提供。期間中はスタンプラリーを実施。

■開催期間
平成28年12月19日～平成29年1月末

■参加店舗

店舗名 住所 有田焼　×　提供メニュー

ユルイヤ 福岡市早良区高取2-13-1 有田豚の角煮

そらマメ 福岡市早良区曙1-11-1曙ハイツ1F 居酒屋セット

目利きのたか志 福岡市博多区店屋町2-30 快眠活魚鯛のカルパッチョ

ＩＭＵＲＩ 福岡市中央区谷1-3-15 聖護院大根と京鴨の治部煮

源太郎 福岡市中央区舞鶴1-2-28 源太郎のおでん

捏製作所 福岡市早良区藤崎1-14-5 つくね5種盛り合わせ

日本料理ながおか 福岡市中央区西中洲3-20 前菜の盛り合わせ

西洋菓子工房ＩＭＵＲＩ 福岡市中央区谷1-3-15 イムリショコラ

情熱の千鳥足ＣＡＲＮＥ 福岡市中央区西中洲10-6 カルネの串焼き盛り合わせ５本

あきつぎ 福岡市中央区西中洲3-20 いぶりがっことクリームチーズ

レザン・ドール 福岡市中央区西中洲2-25 西米良サーモンのミキュイ

■情報発信の実施内容等
（１）パンフレット・ポスターの作成、配布

Ａ２版ポスターの作成
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■第２章 有田まちなかフェスティバル誘客促進

パンフレットの作成

パンフレット（3,000部）、ポスター（50部）は、福岡市の飲食店、店舗
を中心に配布
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■第２章 有田まちなかフェスティバル誘客促進

（２）料理雑誌「ソワニエ」へのタイアップ広告掲載（平成29年1月10日発行 Vol.41）
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■第２章 有田まちなかフェスティバル誘客促進

（３）参加店舗によるＳＮＳ等による情報発信
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■第２章 有田まちなかフェスティバル誘客促進

■開催状況等
（１）スタンプラリー参加者数 ２１２名 （うちスタンプラリー達成者 １０名）

（３）フェア期間中に提供された特別メニューの例

捏製作所「つくね」 捏製作所「サラダ」

ユルイヤ「フォカッチャ」

そらマメ「手羽先のから揚げ」そらマメ「ブリュレ」

（２）参加店舗の声
○来てくれた方に対し、有田焼を使っているということで、個性的な器も多く評判
が良かった。お客様への満足度アップにはつながったように感じる。

○お店に初めて有田焼を取り入れた。
モダンなものも多く、色々な料理に使えるのでこれからも取り入れていきたい。

○期間中、来店してくれたお客様全員にチラシを配布した。お客様に有田焼を
知ってもらうきっかけにはなったと思う。こういったイベントがあればまた参加
したい。

○普段からすべて有田焼を使っており、お客様にも評判がよい。これからもこだ
わって有田焼を使っていきたい。今回は普段購入しない商社の器を購入し、
こういった機会がないと、なかなか挑戦できないのでよかった。




