
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
　　　　

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
小溝　良子(もうかるブランド推進課)　　　　

◆管理責任者
プロジェクト: 岡本　光弘
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　その１
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H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

紹介回数　(回)

　上段（設定）
　下段（実績）

１９
１９

３０
２５

４０
４６

５０
５８

６０
６５

７０ ８０

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
H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

取扱店舗数
　上段（設定）
　　　県内/県外
　下段（実績予定）
　　　県内/県外
　　・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

４９９
２７０
２２９

９００
525/375
（９３９）
(526/413)
(277/79)
(249/334)

９２８
550/37
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③　「阿波ふうど」に関する＃投稿件数
H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

投稿数
　上段（設定）
　下段（実績）

－
－

－
-

－
－

－
２１４

－
２５８

３００
（1,965）

４５０

（　）は見込数

（　）は見込数

（　）は見込数



実施スケジュール
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令和元年度 令和２
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

「阿波ふうどツーリズム」の展開



令和元年度　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) 県内国際スポーツイベントでの情報発信

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　　　　

◆ふるさと渋谷フェスティバルでのPR
◆飲食店での「徳島フェア」
　　・ターンテーブルでのフェア(すだち、なると金時、ゆず）

　[県内]
　  ○県内スポーツイベント等での情報発信
　　 ◆ラグビージョージア事前キャンプ
　　　　　 イベントでのPR
　　　　　 ・県産食材を使ったジョージア料理の
　　　　　　  試食提供
　　　　 ◆ヴォルティス県民デーでの
　　　　 　枝豆新ブランドPR

進捗状況・課題１
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◆逗子海岸映画祭での「阿波ふうど」PR
　　・ポップアップレストランで県産食材を
　　　使用した料理を提供
     ・ＰＲ動画上映で徳島の魅力発信

[関西(中京含む)]
  ○大規模商業施設での徳島魅力発信
　 ◆「阿波ふうどフェアinららぽーと名古屋」開催
　　　　・ららぽーと名古屋で、徳島の食や観光・文化を
　　　　　一体的にアピール(9月21日から23日)
　　　　・ 知事によるトッププロモーション(9月22日)
        ・とくしま特選ブランドの特設コーナー設置
　　　　　(9月18日から24日)

[首都圏]
 ○「阿波ふうど」首都圏プロモーションの展開
　 ◆首都圏百貨店でのPR
　　　  ・東急百貨店本店で「徳島フェア」開催
            (4月にんじん、9月すだち、1月だいこん)
　　　 　・伊勢丹新宿店で
　　　　　「徳島コーナー」開催（3月)



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]　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　[交流]
　　　　　　　　　　　　　　　・特別メニューフェア(4,902人)　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・徳島ファン交流イベント(50人)　　
　　　　　　　　　　　　　　  ・阿波踊りイベント(230人)                                 　      

　　　　　　　　　　　　 [移住]                                                             　　[商談]
　　　　　　　　　　　　　　　・那賀町移住イベント(70人)　　　　　　　　　　　　　　　　　     ・産地商談会(48人)
　　　　　　　　　　　　　　　・にし阿波移住イベント(47人)　　　　　　　　　　　　　　　　      ・マッチングイベント「鳴門フェア」(25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
　◆首都圏の阿波おどりファンや徳島ゆかりの方等に
　　 徳島の魅力をＰＲし「とくしまファン」の拡大
　　　・「"まるごと徳島"体感フェス」の食体験コーナーでＰＲ

〇トップセールス
　◆京阪神の市場関係者等を対象とした「トップセール」
　　　・県内の全ＪＡが、京阪神の市場関係者や実需者等に
　　　　 県産青果物の魅力を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）

　
　　
　

■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 阿波ふうど繁盛店

〇阿波ふうどツーリズムの推進
  ◆「阿波ふうど」の魅力と価値を発信し，「食」を目当てに徳島へ訪れていただく「阿波ふうどツーリズム」の

実現に向けた取組みを推進
　　・「阿波ふうどツーリズムシンポジウム」の開催(1月30日)
　　・「阿波ふうど繁盛店」制度の創設（登録165店舗）
　　・「阿波ふうどメニューフェア」の開催（2月22日から3月15日　阿波ふうど繁盛店20店舗）

〇「阿波ふうどスペシャリスト」の募集（登録197者）
　◆「徳島の食」に関する情報を提供いただくとともに、自らFacebook等で情報拡散できる個人・法人等



令和2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
　　　　　　　◇オリパライヤーの好機を活かしたに徳島魅力発信イベント
　　　　　　　◇TurnTableを核とした徳島ゆかりの飲食店のネットワーク強化　　など　　　 　　　　　
• (関　西)関西ＷＭＧや万博の飲食需要を視野に入れ、卸売市場関係者への情報発信や
　　　　　　　大型商業施設と連携した徳島の食のＰＲ
• (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　　
• TurnTableを活用した「阿波ふうど繁盛店」ポップアップレストランの実施
• 「阿波ふうどメニューフェア」の開催　など

「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での発信
• 「阿波ふうどスペシャリスト」の交流イベント

■ 令和２年度予算   92,757千円
　　ターンテーブル魅力発信事業　　　　　　　　　　 　  　53,126千円
　　オリパラを勝機に！阿波ふうど販売拡大事業　　　　　13,500千円
　　進化する・とくしまブランド戦略事業　　　　  　　 　　  10,000千円
　　阿波ふうど消費地プロモーション事業　　　　　 　　　　  9,131千円　
　　「阿波ふうどツーリズム」食の魅力発信事業 　　　　　　 7,000千円



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

　

　

13


