
農林水産部もうかるブランド推進課

『とくしまブランド魅力発信』プロジェクト

③



『とくしまブランド魅力発信』プロジェクトの位置づけと目標

重点戦略

“ICTを利活用した農林水産業の振興”を実現

プロジェクトの目標（KGI）

 ICTの利活用により「とくしまブランド」の魅力発信

→ 県産農林水産物の認知度の飛躍的向上

（平成３０年度までの目標）

県民からみたメリット

「もうかる農林水産業」 の実現に寄与
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『とくしまブランド魅力発信』プロジェクト概要

【目標】

県産農林水産物の認知度の飛躍的向上

【取組内容】

①首都圏において最新のトレンドを捉え、クリエイター等との

交流から新たな取組みを生み出す拠点（HUB）を整備。

②徳島の「食・人・ライフスタイル」を核に魅力発信することで

「生産・販売・交流」の輪の拡大を図る。

③ブランドサポーター「阿波ふうどスペシャリスト」によるSNS等の

情報発信を県内外に発信するシステムを構築する。
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『とくしまブランド魅力発信』プロジェクト推進体制図
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◆プロジェクトリーダー
山本 憲(もうかるブランド推進課)

◆管理責任者
プロジェクト: 阿部 順次
もうかるブランド推進課長

協働事業の該当 なし

◆プロジェクト推進
もうかるブランド推進課
（販売戦略担当）

◆阿波ふうどスペシャリスト
・個人（消費者，生産者）
・法人（食品企業）
・店舗（飲食店，量販店）
・団体（生産者団体）

・とくしまブランド
成長戦略会議

・若手農業者
・大学生
・クリエイター
・ICT企業 など

地域商社 阿波ふうどTurn Table

推進エンジン１

首都圏での情報発信拠点

推進エンジン２

実取引に繋げる実動部隊



『とくしまブランド魅力発信』プロジェクトの成果の評価指標

差別化

様々なメディアを活用した県産農林水産物のPR        ①

徳島の「食・人・ライフスタイル」を発信する拠点の拡大 ②

継続性

とくしまブランドの魅力を発信し続けることができる ③

取組みを改善しながら継続できるシステムと体制
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KPI



ＫＰＩ その１
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平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

紹介回数 (回)
上段（設定）
下段（実績）

１９
１９

３０
２５

４０
４６

５０
５８

６０
（７０）

① 国内外メディアへの露出回数

② 県産食材を取り扱う店舗数
平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

取扱店舗数
上段（設定）
下段（実績予定）
・内訳（飲食店）

（販売店）

３００
４２９
２１９
２１０

３５０
４２３
２０６
２１７

４００
４４８
２３７
２１１

４５０
４６０
２８４
１７６

５００
（５００）
（３００）
（２００）

③ Facebookへの投稿数
平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

投稿数
上段（設定）
下段（実績）

－
－

５０
４０

２００
３８１

２５０
２２８

３００
（２４０）

（ ）は見込数

（ ）は見込数

（ ）は見込数



実施スケジュール
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平成30年度
平成31
年度

平成32
年度

平成33
年度

4～6月 7～9月 10～12月 1～3月

TurnTable
の運営

こだわりの
「食・人・ライ
フスタイル」に
よる情報発信

ブランドサポー
ターの活動強化
と情報発信

首都圏での
フェア等の開催

「阿波ふうどスペシャリスト」 募集・育成

運営

ＳＮＳ等を活用した情報発信

東京・大阪での
トップセールス

TurnTable活用



平成３０年度 主な取組と評価
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ターゲット市場に合わせたプロモーション展開

• (首都圏)TurnTableを核とした渋谷での集中的なプロモーション

• (関 西) 大規模商業施設での「徳島魅力発信」

• (県 内) 児童や保護者を対象とした「体験型イベント」の展開

TurnTableの運営

• 徳島の食や文化、移住交流をテーマとした「徳島イベント」の展開

• インフルエンサーなど発信力・拡散力の高い「とくしまファン」の拡大

• 首都圏バイヤーを対象とした「トップセールス」

ブランドサポーターの活動強化と情報発信

• 産地ツアーやサポーター交流会などイベント展開

• 公式SNSによる情報発信力の強化



■ターゲット市場に合わせたプロモーション展開

■課題：「阿波ふうど」の認知度向上、販路拡大

◆「徳島料理フェア」開催
・渋谷の東急ホテル内レストランで、
11月1日から約2か月間、県産

食材を使用した「徳島料理でフェア」を開催

・期間中、約25百人の方に提供

[県内]

○「体験型イベント」の展開
◆なると金時の収穫体験
・県内の幼稚園児(約100人)と、その保護者を
対象に、収穫体験及び食育啓発を実施

進捗状況・課題１
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◆東急グループとの「商談会」
・東急Ｇの料理人、バイヤーなど
約50人と県内生産者との商談会

を実施実施(2月8日)

・高品質な県産食材に、多くの参加者が興味を示した

[関西]

○大規模商業施設での徳島魅力発信
◆「まるごと徳島Ｄａｙ」開催
・大阪府立国際会議場で、
阿波おどりや特産品を販売する

「まるごと徳島Ｄａｙ」を開催

(1月14日)

・来場された約25百人に、徳島の魅力を発信

[首都圏]

○「阿波ふうど」首都圏プロモーションの展開
◆東急百貨店東横店で「徳島物産展」開催
・11月8日から14日まで、県内12事業者が出展
・買上客数:約1万人、 総売上額:約1千万円



進捗状況・課題２
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■TurnTable の運営

〇「徳島イベント」の展開
◆徳島の食や文化、移住交流など徳島をテーマに趣向を凝らしたイベント展開[食]

[食] [文化]

・阿波酒を味わう会(160人) ・藍染めイベント(24人)

・徳島の魚を味わう会(30人) ・阿波おどり交流会(160人)

[移住交流]                                                             [その他]

・とくしま回帰×仕事づくり(28人) ・にし阿波傾斜地農業発信(50人)

・海陽町移住交流(32人) ・ｖｓ東京サミット(60人)

■課題：体験・交流に基づく徳島発信戦略

〇「とくしまファン」の拡大

◆発信力・拡散力の高い「インフルエンサー」など

「とくしまファン」の拡大

・「とくしまファン」交流会に60人の方が参加

〇トップセールス

◆首都圏のバイヤーを対象とした「トップセールス」

・県内の生産者５名が、首都圏のバイヤー等に
県産品の魅力をＰＲ



進捗状況・課題３
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■ブランドサポーターの活動強化と情報発信

〇阿波ふうど（ブランドネーム・ロゴマーク）

〇「阿波ふうどスペシャリスト」の募集（登録195者）
◆「徳島の食」に関する情報を県に提供いただくとともに、
自らFacebook等で情報拡散できる個人・法人・団体等

■課題：「TurnTable」を核とした首都圏での情報拡散の仕組みづくり

〇イベント展開
◆「阿波ふうどスペシャリスト」を対象とした産地ツアー
に20人が参加し、「阿波ふうど」の魅力を再発見

〇情報発信力の強化
◆公式SNSによる情報発信力の強化

とくしま特選ブランド エコファーマー とくしま安２GAP 空飛ぶ阿波ふうど



平成３１年度 プロジェクトの取組計画
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 ターゲット市場に合わせたプロモーション展開

• (首都圏)TurnTableを核とした首都圏プロモーションの展開
◇徳島魅力発信イベント
◇県内事業者と首都圏バイヤーとの商談会 など

• (関 西)卸売市場等を対象としたトップセールス、県内産地ツアー
• (県 内)量販店での「食育啓発」ｲﾍﾞﾝﾄ、産直市や飲食店の発進力強化

 食を目当てに徳島を訪れる「阿波ふうどツーリズム」の展開

• 「阿波ふうどツーリズム」キックオフ・シンポジウムの開催
• 飲食店ネットワークの構築

 「阿波ふうど」の魅力発信とブランドサポーターの活動強化
• 「阿波ふうど」ＨＰの開設
• 「阿波ふうどスペシャリスト」の交流イベント

■ ３１年度予算 134,281千円

ターンテーブル魅力発信事業 52,200千円

進化する・とくしまブランド戦略事業 18,615千円

阿波ふうど消費地プロモーション事業 9,131千円

「とくしま農林水産物等海外輸出戦略」推進事業 54,335千円



案件種別

 「vs東京」案件として（ ■該当あり・ □該当なし）

該当ありの場合の理由
• 平成２７年８月３日に策定した「挑戦するとくしまブランド戦略」に
基づき、徳島の「大地」と「人の技」が育んだ「食材」「食文化」がもたら
す「食」の幸せといった「東京をはじめとした大都市」にはない価値を首
都圏に向けアピールしていくこととしている。

 「オンリーワン」案件として（ ■該当あり・ □該当なし）

該当ありの場合の理由
• 首都圏における徳島の食とライフスタイルに情報発信拠点「Turn

Table」は、アンテナショップとして全国で初めて宿泊機能を有している。

 「ナンバーワン」案件として（□該当あり・ ■該当なし）
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参考情報URL等

◆SNS（阿波ふうど関連）

○Facebook ○Twitter ○You Tube

◆WEB

○阿波ふうど商品情報 ○阿波ふうどまるごとサイト ○クックパッド
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