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❶プロモーション
ポスター 

のぼり 

公式ホームページ プロモーション映像 公式テーマソング

ガイドブック

しまのわポーズポスター
2013年7月～　
制作枚数 6千枚

■ しまのわっ！ 制作枚数 3千枚
■ ロゴマーク 制作枚数 3千枚

【春】 15万部 【夏】 20万部 【秋】 15万部

しまのわっ！ポスター
2014年3月～
■ 友近 ・アンガールズ　制作枚数 1万枚　　■ ご当地アイドル　制作枚数 5千枚

■公式ホームページ（2013年10月～）では、イベント情報のほか、開催エリアの島々へのアクセス、地域の魅力的な「人」や観光スポット、
着地型旅行商品やクルーズ商品の情報などを紹介しました。
　また、公式フェイスブックも開設（2013年7月～）し、ＳＮＳを活用してタイムリーな情報発信を実施しました。

■両県知事や「瀬戸内しまのわ2014応援隊長」の友近・アンガールズが出演するプロモーション映像を制作し、公式ホームページで公
開したほか、イベント会場、街頭ビジョン、デジタルサイネージ、テレビＣＭなどで放映しました。

■奇妙礼太郎アレンジ＆ボーカルの公式テーマソング「瀬戸の花嫁」を制作し、イベント会場や各プロモーションで使用しました。

第2章 事業の記録 ─ 広報・誘客編 ─

110



❶プロモーション
企業連携・企業協力

しまのわカフェ

伊予鉄道ラッピング電車
■ 運行期間
　2014年3月12日（水）～10月26日（日）

フジ
各店でのフェア

百貨店懸垂幕
福屋（八丁堀本店）

オリジナルフレーム切手

ロゴマーク

店舗の様子

しまのわメニューの一例

トラックへのラッピング

車両用PRステッカー

■株式会社フジ…フジ各店にて関連フェアを開催
　・フジグランナタリー（廿日市市）2014年３月～10月
　・瀬戸内海響市場エフ・マルシェ（松山市）2014年４月～10月
　・フジグラン広島（広島市）2014年９月18日（木）～27日（土）

■株式会社福屋…八丁堀本店に懸垂幕を設置
　（2014年３月21日（金・祝）～10月26日（日））

■日本郵政公社…イベントのロゴマークや両県の絶景ポイント、ご当地アイドル「瀬戸内
しまのわ応援隊」をデザインしたオリジナルフレーム切手3千枚を作成し、愛媛・広島
両県の全郵便局で販売（2014年4月24日（木）～）

■瀬戸内海汽船株式会社・石崎汽船株式会社…広島市・呉市と松山市を結ぶ定期
航路「スーパージェット」船内においてポスター掲示、公式テーマソング放送、チラシ類
の配架等でイベントをＰＲ

■西日本旅客鉄道株式会社（ＪＲ西日本）…「広島・宮島・呉・江田島キャンペーン」と連
動し、開催エリアの魅力を発信（2014年4月～6月）
　また、関西、中国地方の主な駅及び山陽新幹線各駅でのポスター掲出、テレビCMや
雑誌広告などでイベントをPR

　このほかにも、多くの企業・団体に御協力いただきました。

　愛媛・広島両県の島々や海岸沿いのカフェ、
瀬戸内の味にこだわる飲食店など、開催エリア
の64店舗が参加する「しまのわカフェ」を展開し
ました。参加店の情報は公式ホームページやガ
イドブックのほか、「しまのわカフェＢＯＯＫ」で紹
介。参加店では、会期中、瀬戸内の素材を使っ
た特製「しまのわメニュー」を提供するほか、しま
のわイベント情報も発信しました。

■ しまのわカフェ来店者数延べ45万人以上、しまのわメニュー提供数4万食以上

多くの企業・団体の御協力により、「瀬戸内しまのわ2014」の開催をＰＲしていただきました。

■愛媛県ハイヤー・タクシー協会、愛媛県個人タクシー協同組合、（一社）広島県タクシー協会の加盟各社のタ
クシーのほか、株式会社ローソンの社用車に、ＰＲステッカーを貼付（2014年3月20日（木）～10月26日（日））

■（一社）愛媛県トラック協会、(社)広島県トラッ
ク協会会員各社のトラックにＰＲステッカーを
貼付 （2014年2月4日（火）～10月26日（日））

広島電鉄ラッピング電車
■ 運行期間
　2014年1月１4日（火）～10月26日（日）
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❶プロモーション
愛媛・広島ゆかりの著名人によるしまのわＰＲ

首都圏記者発表会
■2014年3月18日（火）
　友近（愛媛）・アンガールズ（広島）を「瀬戸内
しまのわ2014応援隊長」に任命。東京都内
で、「瀬戸内しまのわ2014」の概要やポス
ター、テーマソングを発表しました。

ガイドブック

開幕100日前イベント
■2013年12月11日（水）
まなみのりさ（広島）・ひめキュンフルーツ缶
（愛媛）を「瀬戸内しまのわ応援隊」に任命。
同日、愛媛・広島両県の知事を表敬訪問し、
街頭ＰＲやステージイベントを実施しました。

　愛媛県出身、伊予観光大使の友近です。
　「瀬戸内しまのわ２０１４」が、いよいよ開
幕します。
　しまのわのエリアには、「わっ」と驚くワ
クワクの魅力があふれています。愛媛県
のことなら、隅から隅まで知っている私で
すが（笑）、「花」、「サイクリング」、「海」、
「食」、「アート」など、ポスターにもあるよう
に、その魅力に「わっ」の波状攻撃を受け
ました。
　みなさまも、この機会に、ご家族や恋人、お友達とぜひ訪ねていた
だき、しまの「わっ」を体感してみてください。

　広島県出身の僕たちは、瀬戸内の海の大ファンです！宇品海岸、大久野島、江
田島など、子どもの頃に父親と二人で出かけた海釣りや大学時代に彼女と行っ
たキャンプ・・・、楽しい思い出がいっぱいです。
　そんな僕たちが、３月から広島県と愛媛県で
開催される「瀬戸内しまのわ２０１４」のＰＲを行
うことになりました。
　ポスターにもあるとおり、瀬戸内には、「わっ」
と驚くワクワクの魅力があふれています。
　広島県・愛媛県にお住まいの方も、遠方の方
も、この機会にぜひ瀬戸内の島々やたくさんのイ
ベントを訪れていただき、しまの「わっ」を体感し
てもらいたいと思います。

ＰＲキャラバン
■2014年7月
夏休み期間中の近隣県からの来訪を促すため、
「瀬戸内しまのわ応援隊」が中四国各県の知事
や地元メディアを訪問し、イベントをＰＲしました。

●瀬戸内しまのわ２０１４応援隊長・瀬戸内しまのわ応援隊

●しまのわ応援メッセージ

　愛媛・広島ゆかりのタレントやご当地アイドルに「瀬戸内しまのわ2014」をＰＲしていただきました。

　愛媛・広島ゆかりの著名人から、数々の応援メッセージをいただきました。

瀬戸内しまのわ2014応援隊長 友近・アンガールズからのメッセージ

【春】 ポルノグラフィティ、水樹奈々 【夏】 前田智徳、村上ショージ 【秋】 堂珍嘉邦、ラブリ　

このほかにも、次の方々から応援メッセージをいただき、公式ホームページ等に掲載しました。

戸田菜穂　宮本真希　為末大　和田竜　島谷ひとみ

　　（敬称略）

第2章 事業の記録 ─ 広報・誘客編 ─
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❶プロモーション
印刷媒体、その他のＰＲツール

イベント情報発信

ノベルティグッズ・ミニのぼり 協賛うちわ

スタッフ用Ｔシャツ ステッカー

リーフレット等の印刷媒体
■しまのわっ！リーフレット　制作部数 10万部
■イベントインフォメーション（７月～10月）　制作部数 10万部
■しまのわ夏休みイベント大特集　制作部数 22万部
■しまのわカフェＢＯＯＫ　制作部数 4万部
■しまのわっ！しまの宿ＢＯＯＫ　制作部数 4万部

■愛媛・広島両県の新聞に、開幕特集（3月）や夏のイベント特集（７月）、
ファイナルシンポジウム採録（11月）を掲載しました。
■近隣県を含むタウン情報誌に特集記事を掲載しました。（7月：愛媛県、
広島県、岡山県、山口県／10月：愛媛県、広島県、岡山県）

■開催エリア内の飲食店等を紹介する書籍とのコラボレーションや、全国
誌とのタイアップ企画を実施しました。
　・「しまのわ食堂」（４月発行）／株式会社ザメディアジョン
　・「しまのわぐるっと!！パスポート」（５月発行）／株式会社エス・ピー・シー
　・「Discover Japan TRAVELいまめぐりたい瀬戸内トラベル」（3月発行） 
　／株式会社枻出版社

■秋の旅行シーズンに向け、しまのわイベントや魅力的な観光素材を紹
介する特別番組を制作・放送しました。
　・テレビ新広島「ひろしま満点ママ！！番外編 秋のしまのわっ！瀬戸内・
　島旅スペシャル」（9月放送）

　・テレビ愛媛「ふるさと絶賛バラエティいーよ！ しまなみ海道“しまのわ”の
　旅」（10月放送）

■ラジオ番組を制作し、イベント情報を発信しました。
　・ＲＣＣラジオ「おでかけ！しまのわっ！」（３月～９月放送）
　・南海放送ラジオ「瀬戸内しまのわ情報局」（３月～４月放送）

■両県の記者クラブや各メディアに向けて、毎週のイベント情報を「今週のしまのわ」として資料提供し、新聞、テレビ、雑誌等に取り上げていただけるよう
働きかけました。このほか、メインイベントや特別企画等についても積極的に情報発信しました。

■公式ホームページの新着情報を適宜更新したほか、公式フェイスブックは会期中毎日更新し、タイムリーな情報発信に努めました。
　※公式フェイスブック2013年7月開設、投稿件数612件、「いいね！」7,565件（2014年10月28日時点）

　リーフレット等の印刷媒体のほか、各種ノベルティグッズやＰＲツールを制作し、イベント会場やプロモーション活動において活用しました。

媒体広報

　「瀬戸内しまのわ2014」の認知度向上と来訪促進のため、マスメディアを活用した広報活動を展開しました。

■イベント情報を紹介するリーフレットは時期に応じてリニューアル。夏休みに向けて「しまのわ夏休みイベント大特集」等を制作しました。
■しまのわカフェ参加店を紹介する「しまのわカフェＢＯＯＫ」、両県の島しょ部にある宿泊施設を紹介する「しまのわっ！しまの宿BOOK」を制作し、開催エ
リアの周遊や滞在期間の延長に取り組みました。

しまのわ食堂・
しまのわパスポート

タウン情報誌

新聞（愛媛新聞・中国新聞）
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❷県域別プロモーション〔愛媛県〕
プロモーションイベント

平成25年度全国知事会議
■ 大街道商店街（松山市）
■ 2013年7月8日（日）　

えひめ・まつやま産業まつり
■ 城山公園やすらぎ広場（松山市）
■ 2013年11月23日（土）、24日（日）

高速道路ＳＡでのしまのわＰＲ
■ 豊浜ＳＡ（香川県観音寺市）他
■ 2014年5月31日（土）～10月4日（土）

　平成25年7月に実施された全国知事会議や「えひめ・まつやま産業まつり」にブースを出展して、「瀬戸内しまのわ2014」の開催をPRしま
した。また、「瀬戸内しまのわ2014」開催期間中も、イベントの周知を図るため、四国各県のＳＡ等で広報を行いました。

街頭広告

大街道吊り看板
■ 大街道商店街（松山市）
■ 2014年7月15日（火）～10月26日（日）

せとうち旬彩館ガラス面での広告
■ せとうち旬彩館（東京都港区）
■ 2014年3月18日（火）～10月26日（日）

しまなみパティオでのしまのわＰＲ
■ しまなみパティオ（今治市）
■ 2014年3月21日（金・祝）～11月28日（金）

　大街道アーケード、せとうち旬彩館、しまなみパティオ等でしまのわ広告を実施しました。

平成25年度全国知事会議の会場で「しまのわ
ＰＲ」を行うとともに、松山市大街道にＰＲブース
を出展しました。

約12万人が訪れた「えひめ・まつやま産業まつ
り すごいもの博2013」に「しまのわＰＲブース」を
出展しました。

愛媛県イメージアップキャラクターみきゃんと一
緒に、四国４県の高速道路ＳＡ（吉野川ＳＡ、豊
浜ＳＡ、南国ＳＡ、石鎚ＳＡ）で合計8回、しまの
わＰＲチラシを配布しました。

四国旅マガジンＧajaの抜き刷り
島遊びの達人が教えるスローな島旅の楽しみ
方やしまのわイベント情報を掲載した冊子を制
作しました。

夏休みイベントガイド
イヨテツケーターサービスが発行する夏休みイベ
ントガイドに夏のしまのわイベント情報を掲載し、
愛媛県内の小中学校等に配布しました。

海賊うちわ
和田竜さん監修の「水軍宝さがし」などを紹介した
海賊うちわを作成し、水軍レース大会等でPRに活
用しました。

その他のPR素材
　四国旅マガジンＧajaの抜き刷り、イヨテツケータ―サービス夏休みイベントガイド、海賊うちわなどを作成し、イベント会場や観光案内
所などで配布しました。

第2章 事業の記録 ─ 広報・誘客編 ─
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❷県域別プロモーション〔愛媛県〕
地元企業の協力によるＰＲ

媒体広報

　このほかにも、多くの企業・団体にご協力いただきました。

　このほかにも、多くの媒体で「瀬戸内しまのわ2014」の開催状況やしまのわイベントの情報を発信していただきました。

今治タオルポロシャツの作成 伊予銀行による
「しまなみ海道」ＰＲ映像の作成

もぎたてしまのわ弁当の販売

伊予鉄道サイクルトレインの運行

しまのわお土産スイーツの販売
（一六本舗・ハタダ・南商事）

しまのわコラボ商品の販売
（シキシマパン）

レモンサイダーでの
しまのわＰＲ

　地元の企業・団体の御協力により、「瀬戸内しまのわ2014」の開催をPRしていただきました。

愛媛に住みます芸人（モストデンジャラス）によるプロモーション

　期間中51のイベントを体験（目標48）し、その体験をもとに県内各地でしまのわのＰＲをしていただきました。

タウン情報まつやま
タウン情報まつやまでは、定期的に「瀬戸内しまの
わ2014」のイベント紹介を掲載していただきました。

しまのわ新喜劇
「なんばグランド花月」で、「瀬戸内しまのわ2014」や「サイクリング
しまなみ」などを題材とした、しまのわ新喜劇を上演していただきま
した。

開催エリアの市町広報誌
開催市町の広報誌にイベント情報
を掲載していただきました。

フジグラン今治でのＰＲ
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❸県域別プロモーション〔広島県〕
プロモーションイベント

広商デパート×市商ピースデパート
■ 広島PARCO本館前（広島市）
■ 2014年5月5日（月・祝）

福山ばら祭2014
■ 緑町公園（福山市）
■ 2014年5月17日（土）、18日（日）

マツダスタジアム「しまのわっ！マルシェ」
■ MAZDA ZOOM－ZOOMスタジアム広島（広島市） 
■ 2014年7月31日（木）

　「ひろしまフラワーフェスティバル」、「福山ばら祭」など、多くの人で賑わうイベントにＰＲブースを出展しました。また、MAZDA ZOOM－
ZOOMスタジアム広島での「しまのわっ！マルシェ」や、広島ＰＡＲＣＯ前において、広島県立商業高等学校の「広商デパート」と広島市立
商業高等学校の「市商ピースデパート」とのコラボレーションによるＰＲを行いました。 

街頭広告

アーケード幕
■ 金座街商店街（広島市）
■ 2014年5月13日（火）～10月26日（日）

天吊りバナー
■ 紙屋町シャレオ（広島市）
■ 2014年5月10日（土）～10月26日（日）

屋外大型ビジョン
■ 本通り商店街（広島市）
■ 2014年6月16日（月）～8月31日（日）

　アーケードでの大型幕、地下街での天吊りバナーの掲示や屋外大型ビジョンでのしまのわプロモーション映像の放映など、通行量の
多い場所でＰＲを行いました。

株式会社パルコ広島店の協力により、「広商デ
パート」と「市商ピースデパート」とのコラボレー
ションによるしまのわＰＲを行いました。

2日間で81万人が訪れた「福山ばら祭2014」。
メイン会場となる緑町公園の広島県観光連盟
ＰＲブースでしまのわPRを行いました。

夏・秋のしまのわイベントをPRするため、4団体
が出店し、スタジアム初登場のご当地グルメを
販売しました。

しまのわさんマップ
地域で活躍している人を通じて、島の暮らし・島
の人に会いに行くためのマップ。開催エリアの島
ごとに14種類を制作しました。

うちわ
広島東洋カープとのコラボうちわ。このほか、限定
クルーズや夏のイベントを紹介したイベントうちわ
も制作し、商業施設等でのPRに活用しました。

ザ・しまのわ～ズBOOK
しまのわイベントの企画・運営に携わった瀬戸内
を愛する人たちが、それぞれの地域の魅力、おすす
めスポットなどを紹介する冊子を制作しました。

　各地でしまのわイベントに携わる人々に着目し、島の暮らしやおすすめスポットを紹介する「しまのわさんマップ」や「ザ・しまのわ～ズ
BOOK」、著名な作家や建築家などが島をテーマに書き下ろした13の物語「瀬戸内ゴーランド」などを制作し、観光案内所などで配布し
ました。また、ＰＲ用のうちわを商業施設等で配布し、しまのわイベントの紹介や開催機運の盛上げに活用しました。

その他のPR素材

第2章 事業の記録 ─ 広報・誘客編 ─
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❸県域別プロモーション〔広島県〕
地元企業の協力によるＰＲ

媒体広報

東急ハンズしまのわフェア
■ 2014年
　 3月1日（土）～23日（日）
　 5月30日（金）～6月10日（火）
　 9月8日（月）～15日（月）

　このほかにも、多くの企業・団体に御協力いただきました。

　このほかにも、多くの媒体で「瀬戸内しまのわ2014」の開催状況やしまのわイベントの情報を発信していただきました。

広島銀行によるＰＲ
（写真：尾道支店）
■ 2014年
　 4月25日（金）～10月24日（金）

もみじ銀行によるＰＲ
（写真：因島田熊支店）
■ 2014年
　 3月10日（月）～10月24日（金）

郵便局県庁支店によるＰＲ
■ 2014年
　 5月2日（金）～10月24日（金）

　地元の企業・団体の御協力により、「瀬戸内しまのわ2014」の開催をPRしていただきました。

その他のフェアやコラボ商品

テレビ新広島「しまのわ お祭り応援隊」
テレビ新広島の「ひろしま満点ママ!!」では、れれモン隊に
各種イベントをＰＲしていただきました。
(写真提供：テレビ新広島)

リビングひろしま「しまのわ通信」
リビングひろしまでは、定期的に「しまのわ
通信」として、イベント情報を掲載していた
だきました。
（写真提供：広島リビング新聞社）

開催エリアの市町広報誌
開催市町の広報誌にイベント情報を掲載していただ
きました。
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誘客事業（しまのわプログラム）

旅行商品（ツアー）造成

商品の一例

旅行代理店の窓口の様子

公式ホームページでの着地型旅行商品の販売

　「瀬戸内しまのわ2014」の主催旅行商品の造成を大手旅行会社に働きかけ、首都圏、
関西圏などを出発地としたツアーを設定いただき、17社50誌のパンフレットに商品が掲
載されました。また、地元旅行会社等10社の協力により、バスツアーを25本設定いただき
ました。

観光情報説明会の様子

着地型旅行商品造成

しまなみ海道＆離島クルーズ
サイクリングコース

御手洗宝しまクルーズ

　首都圏・関西圏などを出発地とする主催旅
行商品に組み込んでいただくため、着地型旅
行商品（クルーズ素材、イベント組込型素材
等）を28コース造成しました。

観光情報説明会・営業活動

　各旅行会社が一堂に会する
観光情報説明会（東京、名古屋、
大阪、福岡）において、イベントの
概要及び着地型旅行商品を紹
介し、商品設定に努めました。

バス助成・パンフレット助成

　瀬戸内しまのわ2014のイベントまたはクルーズを組み
込んだバスツアーに対してバス助成制度を設定し、9社
（25台）に活用いただきました。
　また、夏季商品設定のため、旅行会社を対象としたパ
ンフレット助成制度を設定し、2社に活用いただきました。

公式ホームページ・地元旅行代理店での販売

　公式ホームページや地元旅行
代理店の窓口で、着地型旅行商
品やクルーズ商品を販売しまし
た。
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広域周遊の仕組み（しまのわネット）

ガイドブックの「しまのわ航路ガイド」 巡回バス松山・広島割引きっぷ

　開催エリアを周遊する仕組みとして、両県のメインイベントに参加する「スタンプラリー」のほか、平山郁夫画伯のスケッチポイントを辿り
ながらしまなみ海道を巡る「しまなみキーワード探しゲーム」、広島～松山間の航路を利用して瀬戸内の絶景ポイントを訪ねる「絶景ス
ポットクイズ」、2014年本屋大賞受賞作「村上海賊の娘」の舞台となった歴史スポットを巡る「水軍宝さがし」を設定し、555名の方に参加
いただきました。

交通対策
　島しょ部へのアクセス情報を提供するため、ガ
イドブックや公式ホームページに航路情報などを
掲載しました。
 また、「あきつ杜氏まつり」におけるＪＲ呉線での
増結、「サマーフェスタｉｎ広島」での広島電鉄の臨
時便運行や広島バスの最終便の増便、「瀬戸内
水軍まつりin尾道」での因島内巡回バスの走行
や、「チャーター船 de “里島（りとう）めぐり”サイクリ
ングin中島・興居島」でのチャーター船運航など、
通常輸送では対応できない交通に対して各公
共交通機関の協力で輸送力を確保しました。
　また、西日本旅客鉄道株式会社（JR西日本）、
四国旅客鉄道株式会社（JR四国）、瀬戸内海汽
船株式会社、石崎汽船株式会社の協力のもと、
愛媛・広島を周遊できる「松山・広島割引きっぷ」
を設定いただきました。

瀬戸内しまのわ2014
スタンプラリー
■ 実施期間
　 3月21日（金・祝）～10月26日（日）

しまなみキーワード探しゲーム

■ 実施期間
　 4月1日（火）～10月26日（日）

絶景スポットクイズ

■ 実施期間
　 4月21日（月）～10月26日（日）

水軍宝さがし

■ 実施期間
　 7月1日（火）～9月30日（火）

公式ホームページの航路情報
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