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第１章 はじめに
「江田島という島を知っていますか？」
広島市の南，広島湾の中心に位置し，瀬戸内海に
ある数々の島の中で４番目に大きな島で，２万４千
人もの人々が生活を送っている。広島市から近い島
のため，ここから毎年多くの生徒が広島県立広島商

広島市

業高等学校（以下，広商）に通学しており，私たち
広商生にとって，とても身近な存在である。しかし，
その江田島が少子高齢化，過疎化による著しい人口

江田島市

減少に苦しんでいると知り，これまでの販売実習や
商品開発等で培ってきた広商の「力」で江田島を活性化させたい！と考えた。

広島県・江田島市の WEB ページより
そこで昨年からスタートした江田島活性化への取組は，企画した販売イベントそのものは成功
したが，それが江田島の「活性化」に直接つながっているとは言い切れなかった。地域活性化と
いうものの難しさ，私たちの考えの甘さを痛感した。
それでも私たちは江田島を今よりもっと元気にしたい，江田島の魅力を多くの人に届けたい。
今年は江田島の現状，その魅力や人々の思いを改めて深く知ることから始めた。そして，江田島
の一つ一つの魅力をつなぎ，広く発信していく。今年度，私たちは広商版「地域おこし協力隊」
として江田島の「地域おこし協力隊」と思いを一緒に，江田島の活性化へ向けた活動をスタート
させた。

「地域おこし協力隊」とは？
都市部の若者が人口減少や高齢化等の進行が著しい地方の
過疎地域等において１～３年間の地域協力活動を行い，その
定住・定着を図り，地域力の維持・強化を図っていくことを
目的とし，総務省が平成 21 年度にスタートした制度で，現在
は全国で約４千人が活動している。江田島市でも地域おこし
協力隊６名が，江田島市の活性化のために活動している。
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第２章 現状分析
（１）昨年度の取組（成果と課題）
本校では今年度第 36 回を迎える（模擬）株式会社広商デ
パートを運営し，全校生徒が株主・社員となり，校内コンビ
ニ，空き店舗の活用や常設店舗，商店街の活性化など様々な
ことに取り組んできた。また，多くの企業と商品開発にも取
り組み，多くの広商ＰＢ商品も開発・販売してきた。
（模擬）株式会社広商デパートの様子

昨年度はこれまでの経験から地域をプロデュースしよ
うと考えた。ターゲットとした地域は「江田島」。江田島
は，広島市から近い距離にあり，江田島から広島市へ通勤
する人も多い地域だが，少子高齢化，過疎化などによる人
口減少に直面している。江田島から広商へ通学している生
徒が多いこと，毎年新入生宿泊研修で「江田島青少年交流
の家」を利用しているなど，広商にとって親しみのある地

≪江田島を選んだ理由≫
・広島市に近い島
・広商へ通学する生徒，卒業生が多い
・高齢化，過疎化による人口減少問題
・毎年宿泊研修で利用し親しみがある
※親しみある島でありながら，活性化

域であることから「江田島の活性化」に取り組むことにし

が必要不可欠な状況にある地域

た。
江田島市役所への訪問からスタートし，江田島でのフィールドワーク，アンケート調査を実施
した。そして広商デパートや商品開発などのこれまでのノウハウを活かし，広島市などで江田島
の魅力・商品をＰＲするイベントを数回開催した。

江田島市役所訪問

昨
年
度
の
検
証

江田島でのフィールドワーク

広商デパート江田島フェス

成果：広商ＰＢ商品と江田島商品の相乗効果で高い売上を上げることができた
課題：私たちの活動が江田島の一部の人にしか届いておらず，
江田島の人々の「元気」を起こす力にはなりきれていない。

検証の結果，来客数約 500 名・売上高約 23 万円という多くのお客様や高い売上高から，イベン
トそのものは成功したということができるが，「江田島の活性化」という視点で振り返ると，私
たちの活動が江田島の一部の人々にしか伝わっていないことなどから，江田島の元気を起こすと
いうレベルまでは達していない，という課題が見つかった。つまり，私たちの活動が「江田島の
活性化」に直接つながっているとは言い切れなかった。このことから江田島活性化に向けた取り
組みを見直し，現状分析，地域活性化とは何かを学び，地域活性化のマーケティングを実現する
ために必要なことは何かを考察することにした。
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（２）江田島の現状
広島県の総人口は年々減少しており，人口減少期に入っているが，全国に比べて急速に人口減
少していくことが予想できる（図１）。広島県の少子高齢化の進みは全国に比べて早く，約 20 年
後には広島県人口の 1/3 が 65 歳以上の高齢者が占めるようになると予想されている（図２）。都
市部への流出も多く，平成 30 年代には生産人口（15～64 歳）が減少し，およそ２人の働き手で
１人の高齢者を支えるようになると予測されている。

図１【広島県及び全国の総人口の推移と将来推計】

図 2【広島県の年齢 3 区分別人口割合の
推移と将来推計】

1/3 が
高齢者

広島の人口減少
が激しい

広島県内の 23 市町のうち 16 市町が過疎地域自立促進特別措置法に基づいて「過疎地域」に指
定，そのうち９市町が「全域過疎市町」と指定されており，江田島も指定されている（図３）。
江田島市は，広島県を上回るペースで人口減少が進み，現在２万４千人にまで減少。平成 37 年に
は２万人を割り込むことが予測されている（図４）。このことから，人口減少に歯止めをかける
ことが最大の課題といえる。

図 3【過疎地域の指定状況】

図 4【江田島市の人口の見通し】江田島市ＷＥＢページより

江田島も全域
過疎市町に指定

平成 37 年には
2 万人を割り込む

少子高齢化，過疎化による人口減少，そして私たちと同じ世代が島を離れ，島に元気が無くな
っていくことに強い危機感を感じた。これに歯止めをかけるためにも，私たちが江田島において
地域活性化に貢献し，この課題を解決することが地域の未来のためにも必要だと結論付けた。
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（３）地域活性化とは何か？
地域活性化とは何か，改めてどのような取組を行うべきか，先行研究や取組について調査した。
これまで行われてきたハコモノ（施設）を作ること，ゆるキャラやＢ級グルメ，年に一度のイベ
ントなど，一過性の話題づくりが多く行われているが，それでは問題の根本的解決には至らない。
地域の日常生活が豊かになり，継続・定着することが必要である。このことについて「“地域活
性化のマーケティング”とは，“新しい豊かさ”の視点で地域の価値や資源を見出し，それらを
結び付け（コーディネートし），新たな価値を創造し（意味づけを創造し），需要を起こしてい
く活動ではないだろうか」，と青山学院大学の宮副謙司教授は述べている。

もともとある地域の資源の中から「今の時代に合ったもの」を見極め，拾い出す。地域住民に
は「当たり前」のモノが，外部の人間から見ると新鮮で斬新なモノだったりする。外部の人間が
これまでにない視点でまとめ，新たな価値を創造する（価値の創造）。そしてそれを発信・伝達
して，実現する（価値の伝達）。これを一過性のものにせず，継続的・安定的に実現することで，
地域活性化が実現できるのではないか。
江田島は「恵み多き島（えたじま・恵多島）」とパンフレットに記載されるほど多くの地域資
源がある。このことについて「現地の人々の手によって，多くの観光ポイント，地域食材がばら
ばらに訴求されていることが多い。しかしながら，それでは全体での魅力に欠け，魅力的なもの
になることは少ない」と学習院大学の上田隆穂教授は述べている。私たちは，文献研究を通して
ヨソモノ（外部の人間）の目でいくつかのまとまりにギュッと絞り込み，少数の訴求ポイントに
して，強力な魅力にしていくことに取り組む必要があると考えた。
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（４）江田島の地域活性化（仮説の設定）
昨年度私たちは，江田島の魅力を江田島の外の人たちに
伝えようと広島市を中心に活動していた。しかし，江田島
の住民の声や思い，江田島の魅力を理解することが十分で
きていないと分かった。宮副謙司教授，上田隆穂教授の地
域活性化の研究でも明らかなように，江田島の人たちが当
たり前だと思っているモノ（地域の資源）を，ヨソモノで
ある私たちが理解し，それを編集し，魅力あるモノにコー
ディネートして広く発信・伝達していくことが必要だ。そ
こで今年度は私たちの活動エリアを広島と江田島の２カ
所にすることで，経済的効果と社会的効果の２つの地域活性化効果が生まれると考え，「広商と
江田島が連携・協力して江田島の魅力を編集し，それを双方向に継続的に伝達することで，江田
島の活性化効果が生まれる」という仮説を立てた。

広島（Ｈ29 年～）

江田島（Ｈ30 年～）

・江田島の魅力や商品，活動を島外でＰＲ

・住民・生産者の声，思いを知る

・広島市など島外の方々の江田島への意見

・江田島の魅力や商品を研究

や思いを掴み，フィードバック

・江田島と広商の活動をＰＲ

発信

発信
双方向・継続的
江田島市
広島市

地域活性化効果
経済的効果：江田島の商品が売れる，江田島に誘客できる
社会的効果：広商版「地域おこし協力隊」の活動（応援されること）で，知名度や
イメージがＵＰし，誇りがもてる，地域に対する愛着などが醸成される

仮説の設定
広商と江田島が連携・協力して江田島の魅力を編集し，それを双方向
に継続的に伝達することで，江田島の活性化効果が生まれる
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第３章 広商版「地域おこし協力隊」の活動計画（その１）
（１）現地での情報収集活動
平成 27 年 3 月に江田島市は第 2 次江田島市総合計画を策定。その基本戦略の１つには「未来を
切り開くまちづくり」が挙げられている。島の「未来を切り開く」ためには新しい考え方や方法
を取り入れ，新たな魅力や価値を生み出すことが求められていると述べられている。

未来を切り開くまちづくり※第二次江田島市総合計画より

“絵になる島”
瀬戸内海で最も美しい
景観の島の実現

“自慢できる島”
地域ブランドと人材育成
による新たな魅力づくり

え

“楽しめる島”

じ

“また来たい島”

海や島の自然を生かした
観光・交流人口の拡大

リピーター獲得に向けた
環境整備

た
ま

この基本戦略の実現こそが「地域が元気になる」ということ。私たちが広商版「地域おこし協
力隊」として広島と江田島と双方向から活性化への取組を実行することで，広商が元気になり，
広商と共に活動する江田島の企業やそれに関わる住民も元気になるのではないだろうか。私たち
がまずやるべきことは次の２つである。

①「江田島をもっと知ること」
江田島に何度も足を運ぶ，交流を持つ，つながりを強める

②「私たちの存在，活動を江田島の方々に広く知ってもらうこと」
広島と江田島の両方で活動する，継続的・発展的に取り組む

そこで私たちは平成 30 年 5 月 3 日に江田島の多くの事業所が集まる
イベント「まる特フェア」に参加した。江田島産の魅力あふれる商品，
農産物，それを作る事業所について学ぶことができた。私たちの活動の
目的を説明したところ賛同していただき，江田島市商工会の会長にも連
携・協力を約束してもらった。また，江田島市の企画振興課と交流観光
課，江田島の一番の人気観光施設でもある海上自衛隊第１術科学校の方
にも連携・協力の約束，夏のイベントへの出店依頼を受けることができ
た。活動場所を２か所にした成果を早くも出すことができた。

≪まる特フェアに参加しての成果≫
①「江田島の活性化に向けた活動」を現地でＰＲ
②事業所とのつながりを深め，商品知識を深める
③商工会，江田島市とのつながりを深める

事業所・商工会と
連携・協力を約束
イベントへの
参加要請を受ける
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（２）アンケート活動による江田島の現状把握
次に，江田島に関する様々なアンケート結果を振り返るとともに，新たなアンケートを実施し
ての江田島の現状を把握することとした。
①

江田島市印象調査（広島市・呉市で実施）

Ｈ27 年 12 月（江田島市の調査）

②

ゆめタウン江田島店でのアンケート（江田島市で実施） Ｈ29 年 6 月（広島商業の調査）

③

フレスタ横川店でのアンケート（広島市で実施）

Ｈ29 年 7 月（

〃

）

④

ＪＭＳアステールプラザでのアンケート（広島市で実施）Ｈ30 年 5 月（

〃

）

①の江田島市が近隣の広島市と呉市で行った
アンケートでは，地理的にさほど遠くないにもか
かわらず，江田島のことを「分からない／よく知
らない」という人が約 40％，江田島の情報を「ま
れに見聞きする」「ほぼ見聞きしない」「分から
ない/覚えていない」と答えた人が 57.1％で発信
力の弱さが分かった。
④の今年５月に広商が実施したアンケートで
は，江田島に「行ったことがある人」は 87％，

ほぼ見聞き
しない人が
57.1%

①江田島市印象調査

③の昨年７月に広島市で実施したアンケートで
も「行ったことがある人」80％以上であったこと
からも，江田島の認知度が高いことが分かった。
しかし，「江田島のイベントに参加したことがあ
る」は 12％と予想以上に低く，イベント情報が十
分に広まっていない，またはその情報に触れる機

④ＪＭＳアステールプラザでのアンケート
実施日時
実施場所
配布枚数
回収枚数
回 収 率

５月５日（土）14～16 時
広島市中区
３００枚
２２１枚
７３．６％

会が無いことが分かる。

イベント情報
が広まって
いない？
行った経験あ
りが 80%以上！
認知度が高い

④広商によるアン
ケート（Ｈ30 年 5 月）

④広商によるアン
ケート（Ｈ30 年 5 月）

また，「江田島と聞いて何をイメージしますか」の問いには「海・島」といった自然が豊かな
こと，「みかん・牡蠣」といった農産物・海産物が豊富ということがイメージされており，②の
江田島住民のアンケート結果ともズレが無いことが分かった。
以上のアンケート結果の分析と，現在実施している島内でのイベントスケジュール，７～８月
は海水浴・キャンプといったレジャーで観光客が増加する時期であることを考え，空白期間であ
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る４～６月を江田島ＰＲの強化期間とし，大きなチャン
スと捉えることにした。空白期間に江田島への関心を高
め，観光やイベントへ誘導できるように取り組むことと
し，次のように計画し，いよいよ実践活動をスタートさ
せた。

８月（夏）

サマーフェスタ

10 月（秋） みかんマラソン
２月（冬）

かき祭り

３月（春）

かきカキマラソン

海，島，自然が豊か
農産物・海産物が豊富

④広商によるアン
ケート（Ｈ30 年 5 月）

ＪＭＳアステールプラザでのアンケート調査

広商版「地域おこし協力隊」活動計画

①広島市での
イベント開催

江田島の事業所
に協力要請

６月に広島市で
イベント開催

②江田島市での
イベント参加

広商をＰＲし，
協力者を増やす

江田島市の
イベントに参加

③江田島との共同
開催・共同開発

継続的・発展的な
地域資源へ

イベント・商品開
発の企画立案
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第４章 広商版「地域おこし協力隊」の活動実践（その１）
（１）江田島を学ぶ活動
私たちは，江田島についての知識・理解を深めたうえで様々な活動に取り組むことが重要と考
え，江田島市の地域おこし協力隊 ブランド請負人の永田秀平様に江田島の現状，事業所や事業
主の声や思い，これまでの取組，成果・課題を教えていただいた。

●観光資源
海上自衛隊第１術科学校，オリーブファクト
リー，観光農園，温泉，海水浴場など点在
●アクティビティ
SUP，カヌー，トレッキング，サイクリング
※キーワードは海，島，自然

●認知度：県内９割，隣県６割，
●情報入手：ＴＶ番組が大半
ネット・ＳＮＳ少数
●来訪者：県内半分，認知度の割には来訪

●特産品
海産物：いりこ、ちりめん、黒鯛
農産物：イチジク、オリーブ、ネーブル、
さつまいも
加工品：干麺、紙布、陶器

者が少ない

課題①ターゲットが絞り込めない
②売りたいと売れるものの差
③ＰＲと見せ方の重要性
④事業者・住民とのコミュニケ
ーション
⑤イベントのやり過ぎで疲弊

目標①えたじまブランドの活性化
②新商品開発
③既存商品のリブランディング
④牡蠣マップ・店マップの作成

前述の「地域活性化のマーケティングモデル」にもあったように，地域おこし協力隊の永田様の
役割は，

都会から来た“ヨソモノ”目線をもつこと
“ヨソモノ”の目線で，江田島の地域資源を捉え，地域の人が”当たり前“過ぎて気付かなかっ
た地域の資源の魅力を掴み，それを編集し，新たな価値を創っていくことにある。それをどのよ
うに効果的に伝達，広めていくか，そしてどのように提供するか。地域おこし協力隊は，地域の
資源をコーディネートし，魅力をＵＰさせる重要な役割を担っていると分かった。その役割を果
たすためには，その地域に移住し，溶け込み，地域の様々な資源や生産者の思いをしっかりと受
け止める，これが地域おこし協力隊の役割である。私たちは高校生で移住は難しいが，江田島に
足を運び，江田島を深く知り，そして”ヨソモノ“目線で江田島の魅力をＵＰさせ，盛り上げる
方法を考える。この役割を果たしていきたいと感じた。

9
私たち地域おこし協力隊
～江田島の魅力を発見せよ！～

はじめに

仮説

企画

実践①

検証

課題

（２）広島市でのイベント開催「広商デパート江田島フェスｉｎフレスタ横川」
広商版「地域おこし協力隊」の 1 つ目の計画「広島市でのイベント開催」を６月に実施するこ
とにした。継続的・発展的に行うことでＰＲ効果も高まると考え，昨年までも数回にわたって出
店しているフレスタモールカジル横川でのイベント開催を計画した。

①企画書（案）の作成
イベント実施をＰＲ強化期間の６月９日（土）に決定。
売上目標３０万円（昨年度比 30％ＵＰ），江田島商品
の種類，数量を大幅ＵＰ。
ステージイベントの同時開催で賑わいを。

②フレスタへの営業活動
平成 30 年５月８日に企画の提案。
平成 30 年５月 22 日フレスタ本社にてプレゼン。
コムズ藤田様よりＰＲ活動について直接指導，助言。

③ポイント
事前ＰＲ活動を強化（ポスター140 枚，ビラ 1,000 枚）
販売店援助（ディーラーヘルプス）を依頼。
当日は天気も良く江田島フェス日和！ステージイベントも盛り上がり，活気ある店づくりを後
押し。沢山のお客様に「また広商デパート来たんだね」と声をかけてもらい，継続的な活動にな
りつつあることが裏付けられた。昨年度売上の 26％ＵＰの 286,800 円を売り上げた。このうち，
江田島商品が売上高の 40%を占め，江田島関連商品の商品力の高さが裏付けられた。

売上高 約 286,800 円（昨年度比26％ＵＰ）
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（３）広島市でのイベント開催「夏の観光物産展ｉｎマリーナホップ」
「夏の観光物産展」という広島・山口の市町村
が出店し，特産品や観光資源をＰＲするイベント

「夏の観光物産展」

が開かれることになり，共同出店をご提案いただ

月日 平成 30 年 6 月 24 日（日）

いた。広商と江田島で１つの店を設営，江田島の

時間 10：00～17：00

商品選定，販売から試食提供等も全て私たちが担

場所 広島マリーナホップ

当した。「広商と江田島のブースは一番活気があ

主催 広島市佐伯区市民部地域おこし課

った」
「間違いなく昨年より高い集客力があった」
など江田島市の担当者だけでなく，他の市町からも高く評価され，広島の経済誌の取材やＪＡ北
広島町からの商品開発依頼，次回の観光物産展への出店依頼を受けることになった。広商と江田
島が一緒に活動することで注目度が上がったと考えられ，江田島の「広報大使」の役割を果たせ
たと感じた。今後は自ら企画考案したイベントを江田島と共同開催することや，江田島の事業所
との商品開発などに取り組むことが課題である。

「取材依頼」「他の市町から商品開発依頼」「10 月の観光物産展の依頼」等，高い評価を

江田島市の「広報大使」としての役割が果たせた！

（４）これまでの活動内容の検証（西日本豪雨災害による活動停止を通して）
活動計画②「江田島市でのイベントに参加」は江田島の夏の一大イベント「サマーフェスタ江
田島 2018」への参加が決定していた。しかし，本年７月６日の西日本豪雨災害によって江田島は
断水，土砂崩れ，広島から江田島への国道・高速道路は通行止め，大渋滞となり，延期が決定し
た。このような現状から活動計画②だけでなく，活動計画③「江田島との共同開催・共同開発」
も進めることが難しいと考え，ここで一度立ち止まり，これまでの活動を検証することにした。

江田島の西日本豪雨災害の被害状況

広商生の江田島ボランティア活動
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江田島市からの評価

株式会社フレスタからの評価
・活気ある店づくりができていた
・集客効果でフレスタ横川店の売上が伸びた
・テナント各店から賑わいがあり好評だった
・定期開催する方向で今後も連携・協力する

・昨年度以上の来客数・売上高で活気ある
イベントとなり素晴らしかった
・江田島市全体のＰＲができた
・広商と江田島が一緒に取り組む姿をＰＲ
できて良い機会になった

江田島の事業所からの評価
・イベントでは広商の皆さんのおかげでＰＲの良い機会となった。また一緒にさせてください。
・一生懸命工夫して販売されていた。生徒さんに斬新，新鮮な目線でアドバイスを頂きたい。
・イベントでは商品の良いＰＲの機会になった。商品が売れて良かったです。

江田島への誇り，愛着の醸成
広商の活動への理解，協力へ
江田島の知名度ＵＰ，イメージＵＰ

江田島出身，住民のお客様に声をかけられる
江田島の事業者が販売店援助，ＰＲ活動
のぼり，ポスター，商品で江田島をＰＲ

仮説の
検証

成果：地域活性化効果の社会的効果が生まれた
課題：経済的効果は限定的，江田島への誘客にはつながっていない。

江田島の住民や江田島に関わる人々に江田島への誇りや愛着の醸成など，活性化の社会的効果
が生まれた。このような取組を継続的・発展的に積み重ねていくことが重要である。しかし，イ
ベントでは多くの江田島商品を販売したが，イベント以外の売上への経済的波及効果は限定的で
あり，私たちが目指す「江田島への誘客」にはつながっていないことが分かった。

（５）今，私たちにできること（エフェクチュエ―ションの理論にもとづいて）
江田島の災害後の現状を整理すると，
①江田島が活動困難，活動開始に時間がかかる（復興最優先のため）
②今ある地域資源を活用するしかない（新たなものを生み出しづらい）
③今こそ江田島を元気にする必要がある（広商の力を発揮する時！）
江田島が災害から復興するのを待つのではなく，今ある江田島の資源と私たち広商生にできる
ことは何かを考え，行動する。「エフェクチュエ―ション」の理論にもとづき活動をスタートさ
せ，活動する中で新たなものを追加，修正し，江田島活性化の可能性を拡げていこうと考えた。

エフェクチュエ―ション（Effectuation）とは？
優れた起業家たちの共通の思考プロセスを体系化した理論のこと。
米国の起業家研究の第一人者サラス・サラスバシーが提唱。
【エフェクチュエ―ションの５つの原則の概要】
・手持ちの手段を使って，自分には何ができるか？から始める。
・小さなことからでもまず行動を起こす。
・周囲を取り巻く様々な人の力を自分の力にして，拡げていく。
・小さな失敗を避けず，失敗をテコとして学習し，活用する。
・状況に応じて臨機応変に対応（コントロール），変えていく。

12
私たち地域おこし協力隊
～江田島の魅力を発見せよ！～

はじめに

仮説

企画②

実践

検証

課題

第５章 広商版「地域おこし協力隊」の活動計画（その２）
（１）江田島の地域資源と現状
江田島の地域資源を改めて洗い出した。江田島市観光振興計画では江田島の観光客は年間約
54 万人，内訳を見ると合宿や研修で使われることが多い青少年交流の家を除けば，温泉，第１
術科学校（旧海軍兵学校），海水浴場などの観光施設，海辺の新鮮市場など地元食材での食事
や買い物施設に人気が分散している。イベントは祭りなどの観光客数が多いが，島外からの観
光客で見るとサイクリングやみかん狩り・いちご狩りなどの人気が高いことがわかった。

観光施設

観光客数

観光イベント等

観光客数

青少年交流の家

11.4 万人

祭り・イベント

3.2 万人

シーサイド温泉のうみ

9.8 万人

サイクリング

2.3 万人

海上自衛隊第 1 術科学校

7.0 万人

みかん狩り・いちご狩り

1.3 万人

海辺の新鮮市場

5.2 万人

キャンプ

0.3 万人

ふれあいプラザさくら

4.6 万人

入鹿海水浴場

0.3 万人

サンビーチおきみ

0.3 万人

・観光客の多くが日帰りである。（宿泊割合 21.1％の多くが青少年交流の家の合宿・研修）
・月別の観光客数は８月（海水浴）と 11 月（みかん狩りなど）の時期が多い。
・目的別割合は分散傾向（第１術科学校，溫泉，みかん狩り，サイクリング，祭，海水浴等）
・興味のある場所・行事は，第１術科学校・カキ祭り・サマーフェスタ等の「イベント」，
イチゴ・柑橘等の「果物」，多島美・夕日・マリンスポーツ等の「豊かな自然」が上位に。
江田島市観光振興計画では，江田島市の観光振興の課題である観光客の島内周遊促進を図るた
めに，サイクリングロードの整備，無料 Wi-Fi，案内表示看板やトイレの整備などを進めており，
サイクリストも年々増加している（平成 27 年度は 9,056 人）。

江田島市サイクリングマップ
（30km・70km の２ルート）

江田島のかきしま海道
サイクリングロード整備状況と推奨ルート

このような２つの現状から，江田島の豊かな観光資源を，江田島が強化しているサイクリング
で「点を線」に結び付ける「サイクリングマップ」を作ってはどうかと考えた。江田島市はすで
にサイクリングマップを作成・配布しているが（右上参照），それは私たちから見れば「本格的
なサイクリスト」向け。高校生や家族連れ，サイクリング初心者でも気軽に楽しめる「サイクリ
ングマップ」で江田島の観光ができたら，もっと広く江田島の魅力が伝えられるのではないかと
考えた。そこで「サイクリングマップを作成・配布」を新たな活動計画として設定し，活動をス
タートさせた。
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江田島市観光振興計画で
サイクリング強化

初心者でも気軽に楽しむことができるサイクリングマップを作成し，
点在する江田島の観光地やイベントをサイクリングで結び付ける

観光資源×サイクリング＝サイクリングマップで魅力ＵＰ！
（２）江田島住民からの情報収集活動
サイクリングマップを作成するためには江田島の観光地
やイベントなどの魅力を整理し，サイクリングとどのように
組み合わせるかを考えなくてはならない。そのために次のこ
とを取り組んだ。
・江田島の観光施設，観光イベントを整理
・飲食施設，宿泊施設などを確認・整理
・江田島市，その他のサイクリングマップを研究
・サイクリングに必要な施設・設備の確認・整理
・江田島の住民との意見交換会を７月 30 日に開催
江田島住民の方々に集まっていただいた意見交換会では，
地元の人ならではの視点で，気軽に回れる場所や，マップ・
ガイドブックに載っていないような場所や楽しみ方，坂道や
道路が走りやすいか，休憩スポットの有無などについて教え
てもらった。私たちが考案しているモデルルートについても，
通行止めなど災害の影響が少ない道路の助言をもらった。江

江田島住民との意見交換会

田島の現状について収集した情報を整理し，次のことを条件
としてサイクリングプランを考案した。

観光消費額が少ない
Ｈ27 年度1,426 円

・フェリーまたは高速艇，手ぶらでレンタサイ
クルを利用，環境にも優しい旅を

宿泊者数が少ない
Ｈ27 年度21.1％

・日帰り客をターゲットに絞ったプランに
・日帰り客ＵＰ→魅力発信・拡散→宿泊客ＵＰ

サイクリスト増加
Ｈ27 年度9,056 人

・サイクリスト以外の観光客をターゲットに
・サイクリングで気軽に楽しめる島をＰＲ

消費額ＵＰ
利用率ＵＰ
ＵＰ
気軽に誰もが
サイクリン
グで楽しめ
る島を
広くＰＲ

江田島に一人でも多く誘客し，江田島の魅力を知ってもらい，発信者になってもらう
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（３）江田島でのサイクリング現地調査（自分たちのプランを走ってみよう）
大人１人当たり予算￥5,000，日帰り，環境に優しい，手ぶらを条件に３つのプランを作成した。
３班（サイクリング）＋１班（車で島全体をチェック）で８月５日に現地調査をした。

≪小用プラン≫
★実際消費額：
￥5,420
内訳：レンタサイクル￥1,000
フェリー代 ￥2,120
食事代
￥1,300
お土産代
￥1,000
★コース内容★
小用港発（レンタサイクル）→しびれ峠（眺望）→導神社→ゆめタウン（休憩）→海辺の新鮮市場（昼食）
→教円寺→第１術科学校（見学）→もみの木（パン屋で休憩）→小用港（レンタサイクル返却）

≪中町プラン①≫
★実際消費額：
￥5,220
内訳：レンタサイクル￥1,000
フェリー代 ￥1,920
食事代等
￥800
お土産代
￥1,500
★コース内容★
中町港発（レンタサイクル）→鹿川水源地公園→交流促進センターさくら（休憩）→新北京（昼食）→豆が
島（休憩）→ゆめタウン（休憩）→シーサイド温泉のうみ（入浴・休憩）→中町港（レンタサイクル返却）

≪中町プラン②≫
★実際消費額：
￥4,920
内訳：レンタサイクル￥1,000
フェリー代 ￥1,920
食事代等
￥1,500
お土産代
￥500
★コース内容★
中町港発（レンタサイクル）→能美運動公園→アミューズ・グール→夢の丘（収穫畑を見学）→カフェ・オ
リーブ・アンド・ライム（昼食）→佐々木製麺所（見学）→鹿田公園→中町港（レンタサイクル返却）
実際に≪サイクリング＋観光≫をした感想は，猛暑日でも思ったよりは暑くなく，日帰りでも
休日を満喫して楽しむことができた。坂道がきつい，思ったより遠い，災害で道路が通行止めな
どもあり，予定通り訪問できないこともあった。しかし，島は「遠くて不便」「お金と時間がか
かる」というイメージがあったが，実際に自分たちで体験して，高校生でも気軽に楽しめたこと，
多島美や海辺のカフェ，海の幸を味わうことで，広島から近く日帰りなのに，休日気分・旅行気
分を存分に満喫できることが分かった。フェリー，レンタサイクルの利用によって課題であった
観光客の平均消費額￥1,456 を上回ることと，大人１人当たり￥5,000 前後という値ごろ感もキー
プできた。この現地調査の内容を活かして，島内消費額ＵＰと日帰り客ＵＰによる江田島観光の
活性化を目指した３つのプランを再考することにした。
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（４）広商版サイクリングマップの具体化
現地調査においての聞き取り，自分たちの目で見て回った景色が素晴らしいスポット，グルメ
スポット等を整理してモデルプランを２つに集約。トイレや自動販売機などのサイクリングに必
要な情報だけでなく，観光客が自分で好きなものを組み合わせられるように，観光スポットや季
節のイベントなども掲載することにした。手ぶらで江田島に来て，気軽に休日気分を満喫できる
江田島の新たな楽しみ方を提案したい。

【モデルプラン予算】
フェリー往復 1,920
レンタサイクル 1,000
食事代
1,400
お土産代等
800
飲料代
300
大人１人当たり 5,420
フェリー往復
960
レンタサイクル 500
食事代
1,000
お土産代等
500
飲料代
500
子供１人当たり 3,460
大人 2 人子供 2 人
合計
\17,760

サイクリングマップ
手描き原案（表）
江田島全体地図とレンタ
サイクルやフェリー情報
等を掲載。オリジナルキ
ャラクターを考案！

サイクリングマップ
手描き原案（裏）
モデルプランを２つ紹介
インスタ映えするスポッ
トやお店情報を掲載

【中町プラン】
中町港（レンタサイクル）→藤三（買い物・休憩）→ふれあいプラザさくら（野菜・果物販売）
→オリーブファクトリー・新北京（昼食）→豆が島・岡林花月堂（軽食・お土産）→ゆめタウ
ン（休憩・お土産）→シーサイド温泉のうみ（入浴・休憩）→中町港（レンタサイクル返却）

【小用プラン】
小用港（レンタサイクル）→手作りパンもみの木（軽食）→しびれ峠（眺望の良い撮影ポイン
ト）→豆が島（軽食・お土産）→旬彩（昼食）→長田製菓舗（お土産）→ふるさと交流館（休
憩・お土産）→旧海軍学校（第 1 術科学校見学）→小用港（レンタサイクル返却）
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第６章 広商版「地域おこし協力隊」の活動実践（その２）
（１）広商版サイクリングマップの作成
手書き原案からマップを作成し，そのサイクリングマップで江田島に誘客する為には本格的な
マップでなければならない。企画の趣旨を説明し，賛同していただいたＷＥＢ・グラフィックデ
ザイナーとして活躍する山﨑寛子先生に８月 23 日～24 日の 2 日間，外部講師としてイラストレ
ーターやフォトショップの作成指導を受けた。私たちは担当を決め，パーツごとに作成し，最後
に全てのパーツを結合させ，10 日間かけて手直しし，サイクリングマップの原案が完成した。

自転車でＬＥＴ’Ｓ ＧＯ えたじまっぷ（原案）

≪えたじまっぷの特徴その１≫
①島の形（ザリガニのハサミに似ている）か
らイメージしたオリジナルキャラクター
を考案。親しみやすいマップに。
②マップの情報量を主要なものに抑え，江田島の
魅力を分かりやすくアピールできるものに。

ザリーちゃん

ガリーニくん
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モデルプラン②小用コース

≪えたじまっぷの特徴その２≫
①ザリーちゃんとガリーニくんがおすすめスポットやイベン
トを紹介。コンビニエンスストアやトイレ，サイクルステ
ーションなどの位置もアイコンで分かりやすく表示。
②サイクリング初心者でも走れるモデルコースを 2 つ提案。
江田島の主要スポットを 5 か所巡って満喫できるように！
災害後，念願だった江田島での販売イベント「えたじまマママルシェ」に９月２日（日）参加
できた。広商デパートの販売だけでなく，江田島の一員としてイベント業務にも携わった。そし
て江田島住民やお客様等 55 人もの方々にマップの感想を聞いた。「しっかり調べてある」「イラ
ストがかわいい」「走りやすそう」という意見をもらい，手ごたえを感じた。また「○○がオス
スメよ」など沢山のアドバイスもいただくことができた。早速マップの修正に取り掛かり，約１
カ月かけてそれらを反映，ブラッシュアップさせ，完成できた。

えたじまマママルシェでの販売の様子とマップに関するアンケート調査
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（２）広商版サイクリングマップの配布に向けて
① 江田島市長訪問
月
日
８月６日～８月 22 日
８月 23 日～９月１日
９月２日
９月３日～９月 29 日
９月 21 日
９月 25 日
10 月１日～10 月 20 日
10 月 21 日
10 月 22 日～

内
容
調査結果の整理，マップ作成の為の材料収集，レイアウト作成
（写真・イラスト・ＱＲコード・テキスト等）
マップ作成（外部講師 山﨑寛子先生による指導・修正）
えたじまマママルシェでのアンケートでマップを検証
アンケート結果から修正，ＥＮＧＬＩＳＨ版の作成
江田島市長，商工会訪問，江田島の各事業所に掲載・配架の依頼
せとうちＤＭＯ村岡様との勉強会（えたじまっぷのＰＲ方法について）
えたじまっぷを最終修正，印刷，ＷＥＢ準備，ＰＲ活動
秋の観光物産展のイベント時に配布・ＰＲ
えたじまっぷの配布・ＰＲ活動

いよいよ配布に向けて具体的な活動をスタートさせるため，配布までのおおよその工程を上
記のように計画した。広商版サイクリングマップ「えたじまっぷ」は江田島への誘客，活性化
が目的であり，江田島との協働体制が無ければ実現は不可能だと考えた。私たちは９月 21 日（金）
江田島市長を訪問し，私たちの江田島の活性化への強い気持ちと，「協力」から「協働」へレ
ベルアップし，今後一緒に取り組むことを提案した。

江田島市役所へ明岳（あきおか）市長を訪問

平成 30 年９月 21 日（金）
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「えたじまっぷ」
江田島市長が承認
・マップの印刷を江田島市予算で
・広報大使として江田島の魅力を
ＰＲする
・レンタサイクルなどの観光施策
の改善案を提案する
・江田島を活性化させるアイデア
を今後も提案する

中国新聞 平成 30 年 9 月 25 日（火）朝刊
江田島市の明岳（あきおか）市長から「えたじまっぷ」を承認され，「今後も皆さんにいろ
んなアイデアを出してほしい」と連携を呼びかけられた。広商が作成した「えたじまっぷ」の
印刷費用等は江田島市のパンフレット予算から支出が決定。江田島の広報大使として広商生が
活動，配布先や配布方法，ＰＲ活動を広商と江田島市が協働して計画・実行，観光施策の改善
案や活性化のアイデアなどを提案することなど，今後も協働で取り組むことが決定した。

② 江田島の各事業所に協力依頼
「えたじまっぷ」に記載してある江田島の各事業所を訪問し，マップへの掲載許可と内容の
確認，完成時にはマップを掲示・配布していただくことを依頼して回った。訪問によって私た
ち広商生の活動に興味をもってもらった。「広商に応援してもらうならもう少し頑張らないと
ね」という応援の言葉もいただき，地域活性化に取り組むことで「江田島への誇り，愛着の醸
成」の社会的効果を生むことになっていると実感することができた。

江田島の各事業所を訪問，協力の依頼

せとうちＤＭＯとは？
③ せとうちＤＭＯ村岡様との勉強会
「えたじまっぷ」によって江田島を活性化
していくにはどのように取り組むべきか，具
体的な方法や施策を構築する為，せとうちＤ
ＭＯの村岡様との勉強会を開催した。これま
での江田島の活性化についての研究，具体的
な取組，成果と課題を説明した。

観光地（Destination）を活性
化させて地域全体を一体的にマ
ネジメントしていく組織。瀬戸
内が有する幅広い観光資源を最
大限活用しながら、多様な関係
者とともに情報発信・プロモー
ション、効果的なマーケティン
グ、戦略策定等を行い、地域の
人々が主体となって行う観光地域づくりを推進
する。※せとうち DMO WEB ページより引用
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≪瀬戸内の観光とマップＰＲについて≫
・広島市はデイトリップ（日帰り旅行）の需要が高い。
・デジタルでのマップ配付はコスパが良い。
・デジタル発信は海外の観光客へ広がる可能性が高い。
・紙媒体は興味・関心を引きやすい。活用率が高いのはデジタル。
両方あるのが理想。
・効果の高いマップの配布先（観光施設・案内所等）を選定する。
・広島市レンタサイクル「ピースクル」のレンタル客に配布。
・サイクルーズパス（フェリー利用＋自転車持ち込みの割引制度）の購入者に配布。
・自転車屋で配布（サイクリストへの情報発信）は効果的。
・クーポン付きにするまたはマップを提示で割引などにより活用率ＵＰ。
・スタンプラリーは達成しないと申請なし。誘客できたことが埋没する可能性がある。

この勉強会で観光マーケティングの「ＤＣＡＴＳモデル」について学習した。ＤＣＡＴＳモ
デルは観光の情報に触れた消費者の５段階の心理・行動を表したもので，村岡様と共にＤＣＡ
ＴＳに「えたじまっぷ」を当てはめて考察し，次のような３つの課題があると分かった。

≪ＤＣＡＴＳモデルとは≫
①Dream（観光に行く夢を見る，見させる）→
②Consider（観光に行くことを考えさせる）→
③Activate（予約や計画するなど活動する）→
④Travel（実際に旅行する，利用する）→
⑤Share（観光，利用したことを共有する）
①～⑤に向けて徐々にその数は減少する。よって①Dream の数を
いかに伸ばすかがポイント。①が伸びれば②～⑤も伸びることになる。

≪ＤＣＡＴＳモデルにおける「えたじまっぷ」の課題≫
課題１：「どこに」「だれに」配布するか
えたじまっぷは①Dream と②Consider に作用するもの。
よって「どこに」「だれに」対して配布するのかが重要になる。
課題２：サイクリングしやすい環境の整備
③Activate に当たるレンタサイクルの利用しやすさを整備すること。
（2 日前までの要予約，台数が少ない，料金が高め等）
※現在，江田島市に改善を要請，検討中
課題３：Share（共有）してもらうための方法
⑤Share は Facebook，Twitter や Instagram などの
SNS による口コミが重要。その広がりによって
次の①Dream を生み出す循環ができるように誘導する。
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（３）広商版サイクリングマップの配布とこれから
村岡様との勉強会で出た様々な課題から「えたじまっぷ」の配布・ＰＲ活動を次のように計画
した。これらの活性化への取組による経済的効果を検証し，「江田島の誘客」の目標を達成する。

①ＷＥＢに掲載（広商・江田島ＷＥＢページ）
広商や江田島市のＷＥＢページ，関連事業所のＷＥＢにも掲載。
どのページからでもＰＤＦで入手可能にする。
実際に配付するえたじまっぷにはＷＥＢのＱＲコードも掲載。
サイクリング時にスマホでも利用できるようにする。
English 版はＷＥＢのみに。
印刷したマップは江田島市のふるさと納税の返礼品に同梱が決定！

②広島港（江田島行きフェリー）でＰＲ活動
10/14（日）江田島へのフェリーの利用客へ配布
・広島港のターミナルで配布，ＰＲ

広島港
(瀬戸内シーライン WEB)

・マップの感想や江田島観光の理由なども同時調査

③秋の観光物産展での配布・ＰＲ活動
各メディアでの観光物産展とえたじまっぷの同時ＰＲ
店頭でお客様にマップまたはチラシ（ＱＲコード付き）を配布
広商・江田島のゆるキャラでＰＲ活動

秋の観光物産展
ポスター

取組への興味・関心を引く，認知数を上げる

④オリーブラリーとのコラボ企画の実施
江田島でのスタンプラリー「オリーブラリー」との共同企画
えたじまっぷを利用してサイクリングでオリーブラリーに参加
美味しく楽しくサイクリングで賞品をゲット！
・１１月３日（土）広商生がオリーブラリーを実施

オリーブラリー
チラシ

・本校ＡＬＴのジェレミー先生と友人の方々と
グループで English 版「えたじまっぷ」を検証
・メディアでのＰＲ活動で相乗効果を狙う
・利用者へのアンケート調査①の実施

ALT のジェレミー先生
※スマホでのセルフアンケートツール「クエスタント」を利用
１回目調査（マップ利用率，消費額調査）経済的効果を検証する
クエスタント

「えたじまっぷ」の情報を発信！多くの人へ利用してもらう
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第７章 広商版「地域おこし協力隊」の活動検証
平成 29 年度からスタートした江田島活性化への取組。今年度は，昨年度の課題から広島と江田
島の２か所で活動し，次のような仮説を立て取り組んだ。

仮説の設定
広商と江田島が連携・協力して江田島の魅力を編集し，それを双方向
に継続的に伝達することで，江田島の活性化効果が生まれる
地域活性化効果
経済的効果：江田島の商品が売れる，江田島に誘客できる
社会的効果：広商版「地域おこし協力隊」の活動（応援されること）で，知名度や
イメージがＵＰし，誇りがもてる，地域に対する愛着などが醸成される

【活動検証①】広島市と江田島市でのイベント開催・参加
広島と江田島の２か所での販売実習やＰＲ活動等を積み重ねていくことで，経済的効果は限定
的であったが，江田島への誇り，愛着の醸成といった社会的効果は徐々に高まっていった。

仮説の
検証①

成果：地域活性化効果の社会的効果が生まれた
課題：経済的効果は限定的，江田島への誘客にはつながっていない

【活動検証②】広商と江田島の共同開発
広島経済大学の山本公平教授に広島市でのイベント開催などの７月までの私たちの活動を検証
してもらった際，次のような助言をいただいていた。
・取組への準備は十分にできている。しかし，本当の意味での活性
化への取り組みはこれからだと思う。
・広商と江田島が「協力」から「協働」へ関係を成長させ，新たな
事業を成り立たせ，産業や仕事など経済的効果を生み出すところ
までいけば，江田島の活性化が本当に実現したといえる。
その助言から２か月半。西日本豪雨災害の中，エフェクチュエ―シ

広島経済大学 山本公平教授

ョン理論をもとに，広商版「地域おこし協力隊」の私たちにできるこ
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とは何かを考え，江田島の観光資源を活かしたサイクリングマップ「えたじまっぷ」を考案した。
７月下旬から２か月半，作成したマップは江田島市長に承認され，今後江田島の活性化の取組と
して広商と江田島が協働で取り組むことになった。これは「えたじまっぷ」によって，広商と江
田島が「協力」から「協働」へ取組が一段階ＵＰし，活性化への土台づくりができたのは成果と
いえるのではないだろうか。
しかし，「えたじまっぷ」はまだ完成したばかり。その実践と検証もこれからだ。まずはＤＣ
ＡＴＳモデルに当てはめ，アンケート（クエスタント）や配布先からの聞き取りを行い，配布先
の中でマップの利用率の高い場所やコミュニティを洗い出すこと，そこへ優先的に配布するなど，
改善・実施していくことが必要である。今後も継続的・発展的に取り組み，「えたじまっぷ」に
よる活性化効果の検証を十分にすること，検証結果を活かし，改善することで「江田島への誘客」
つまり経済的効果につなげていくことが課題である。

仮説の
検証②

成果：「協力」から「協働」へ，活性化の取組が一段階ＵＰ
課題：「えたじまっぷ」による経済的効果の検証はまだ不十分
江田島への誘客につなげる為，継続的・発展的に取り組む

私たちの活動が江田島の地域の一部の人たちを少しずつ元気づけ，社会的効果をもたらしつつ
あることが分かった。しかし，経済的効果は私たちが販売実習をして直接売り上げた商品分しか
明確に効果をもたらしていない。つまり現時点で江田島の活性化は達成できていないといえる。

検証のまとめ
江田島市や事業所，住民の気持ちを動かし，社会的効果が生まれつつあるが，
江田島への誘客など経済的効果は検証できておらず，活性化はまだ達成できていない。
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第８章 広商版「地域おこし協力隊」のこれから
広商版「地域おこし協力隊」の活動を今後も継続的・発展的に取り組み，地域を活性化させる
「江田島の地域資源を活かしたブランドづくり」を構築していくことが課題である。今後の活動
コンセプトとして「つなぐ，おこす，ひろげる」をもとに，①おいしいまち江田島（江田島の地
域資源を活かした商品開発） ②たのしいまち江田島（「えたじまっぷ」の認知率・活用率をＵ
Ｐさせるイベント開催）を進めていき，江田島以外の近隣住民，全国や海外からの観光客が一人
でも「たのしい」「おいしい」と感じてもらい，そこから江田島の魅力を発信・共有していき，
次の人を呼び込む。それを続けることで江田島の魅力が伝わり，「人が来るまち，動くまち」へ
と成長し，地域が元気になり，活性化へとつながっていく。それを目指さなくてはならない。

江田島の地域資源を活かしたブランドづくり

経済的効果

社会的効果

地域活性化

おいしいまち江田島・・・江田島の魅力を「食」でＰＲ
例：江田島食材を使った商品開発
たのしいまち江田島・・・江田島の魅力を「体験」でＰＲ
例：サイクリング×イベント開催
人が来るまち

人が動くまち

行きたいまち，また来たいまち“江田島”へ

地域の活性化へ（産業活性化，コミュニティ活性化，人口減少STOP）
広商版「地域おこし協力隊」はこれからが本格的な活動のスタートだ。広島と江田島での活動
の幅を広げながら，江田島の「広報大使」として広島と江田島の双方向からのＰＲ，そして広商
と江田島が「協働」して魅力を高めるブランドづくりに取り組む。これらの活動を行うことで，
新たな産業や仕事を生み出していくことができたら「本当の活性化ができた」と言えるだろう。
「行きたいまち，また来たいまち“江田島”」を目指し，広商版「地域おこし協力隊」はこれか
らも活動を続けていく。
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≪協力企業・団体等≫（順不同）
・株式会社フレスタ
・株式会社イズミ
・江田島市商工会
・海上自衛隊第１術科学校
・せとうちＤＭＯ
・有限会社濱口醤油
・ｍｉｙｕｋｉ
・粟田水産
・BIG SEASIDE PARK
・手作りパンの店もみの木
・岡林花月堂
・ぱん ひふみ

・株式会社スパーク
・株式会社砂谷
・瀬戸内生活様式研究所
・広島県
・中国新聞
・コスモスの会
・江田島オリーブ株式会社
・オフィスシン
・久保農園
・島の台所 旬彩
・シーサイド温泉のうみ
・ふるさと交流館

・株式会社コムズ
・株式会社藤三
・広島経済大学
・江田島市
・瀬戸内海汽船株式会社
・瀬戸内みそ高森本店
・沖美ベジタ
・迫製麺所
・島の駅 豆ヶ島
・ふれあいプラザさくら
・中国料理 新北京
・長田製菓店

≪参照WEBページ・引用文献≫
・広島県WEBページ http://www.prefl.hiroshima.lg.jp/
・総務省ＷＥＢページ http://www.soumu.go.jp/
・江田島市ＷＥＢページ http://www.city.etajima.hiroshima.jp/
・THE OUTLETS HIROSHIMA WEBページ http://the-outlets-hiroshima.com/
・ニッポン移住・交流ナビＷＥＢページ http://www.iju-join.jp/
・さとやまマママルシェ https://www.facebook.com/satoyamamama
・東レ経営研究所ＷＥＢページ http://www.soumu.go.jp/
・青山学院大学大学院 国際マネジメント研究科 シリーズ②
www.tbr.co.jp/pdf/sensor/sen_188_04.pdf
・MANA-BIZ（マナビズ）http://www.mana-biz.net/
・「日本マーケティングジャーナル 120号 巻頭言」上田隆穂（2011）
日本マーケティング協会
・エフェクチュエーション 市場創造の実効理論 （碩学叢書）
サラス・サラスバシー （著），加護野 忠男 （監訳）,高瀬 進 （訳）,吉田 満梨 （訳）
・Questan（クエスタント） https://questant.jp/
・LINE＠広商デパート[広デパンダ] vez5575o
・Twitter広デパンダ（広商デパート）@HIROSHO1899
・フレスタ公式Twitterアカウント@FRESTA_81
・フレスタ公式Facebookアカウント@fresta.supermarket
・江田島市公式Facebookアカウント@etajimacity
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