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イーストとくしまＤＭＯとはイーストとくしまＤＭＯとは

阿波踊りや鳴門の渦潮の他は「なにもない」という言葉も耳にしますが、そんなことはありません。 私たち

の地域には、訪れた人々が「！」を実感する観光資源がぎっしりと詰まっています。我々は、地域経済を

観光で潤すために、イーストとくしまの観光資源の魅力と認知度を高め、「行ってみたら良かった」と評

価・シェアされる地域を目指し、「ほったらかしを、掘っていく」をスローガンに、地域の中へ精力的に入り

込んで活動していきます。

「！」ぎっしり。
East Tokushima

一般社団法人 イーストとくしま観光推進機構

[徳島県東部15市町村]

[参画企業 (五十音順) ]

(社員) 

(賛助会員) 

(一般会員) 

[徳島県東部15市町村]

[参画企業 (五十音順) ]

(社員) 

(賛助会員) 

(一般会員) 

・あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 ・一般社団法人藍産業振興協会
・猪之津株式会社 ・株式会社エイチオーエス
・株式会社ＮＫＫ ・四国旅客鉄道株式会社
・株式会社ＪＲ四国ホテルズ ・大鳴マリーナ有限会社
・大和ハウスリアリテイマネジメント株式会社 ・徳島県信用保証協会
・徳島市旅館組合 ・徳島バス株式会社

・あわらくや ・エンゼルナイト ・株式会社岡萬商店 ・株式会社ＪＴＢ徳島支店
・一般社団法人ツーリズム徳島 ・東京海上日動火災保険株式会社
・公益社団法人徳島県物産協会 ・徳島商工会議所 ・株式会社トリップシード
・株式会社なかのファーム ・一般社団法人鳴門市うずしお観光協会
・鳴門商工会議所 ・日本郵便株式会社四国支社 ・株式会社日本旅行
・株式会社ネオビエント ・三井住友海上火災保険株式会社 ・吉野川商工会議所
・有限会社和田の屋

イーストとくしまＤＭＯ (一般社団法人イーストとくしま観光推進機構) は、徳
島県東部15市町村をマーケティング/マネジメントする
DMO(DestinationMarketing/Management Organization) として、行政と民間
企業が一体となり、観光客誘致による観光関連産業の振興と、交流人口拡
大による地域活性化を戦略的に促進するために活動しています。
＊DMO…地域の「稼ぐ力」を引き出す「観光地域づくり」を目指して、地域や事業者間
の調整役、舵取り役として活動する法人です。

・徳島市 ・鳴門市 ・小松島市 ・吉野川市 ・阿波市
・勝浦町 ・上勝町 ・佐那河内村 ・石井町 ・神山町
・松茂町 ・北島町 ・藍住町 ・板野町 ・上板町

・東海運株式会社 ・株式会社阿波銀行
・株式会社あわわ ・株式会社エアトラベル徳島
・オーシャントランス株式会社 ・株式会社キョーエイ
・四国電力株式会社 ・四国放送株式会社
・テック情報株式会社 ・徳島港湾荷役株式社
・一般社団法人徳島新聞社 ・徳島信用金庫
・株式会社徳島大正銀行 ・ノヴィルホールディングス株式会社
・株式会社ハレルヤ

(令和４年６月１日現在) 



法人概要 Company profile

〒770-0831 
徳島県徳島市寺島本町西１丁目61
徳島駅クレメントプラザ５階

法人名

代表理事 (会長) 

設立年月日

住所

一般社団法人イーストとくしま観光推進機構
( East Tokushima Tourism Authority )

内藤佐和子

2018年3月30日

TEL 088-678-2811 / FAX 088-678-2877連絡先

info@east-tokushima.jp

www.east-tokushima.jp/

E-mail

URL

目的 １． 観光消費額の増加による地域経済の活性化

２． 地域に対する住民の愛着や誇りの醸成

事業内容 マーケティングに基づき、行政や観光関連事
業者、地域住民など多様な関係者を巻き込み
ながら、徳島東部地域の強みを活かした観光
地域づくりを行う

04 域内の各関係者と協働の現場を効率的に動

かしていくため、取組の企画立案、関係者との

合意形成、資金等の必要な資源調達、予算執

行管理等、PDCAサイクルの実施等のプロジェ

クト・マネジメント、戦略の整合性に関する調

整・仕組みづくり、プロモーションを実施します。

05 「持続可能な観光地域づくり」「観光地域全体

のマネジメント」の観点に留意した着地型旅行

商品の造成・流通・販売やランドオペレーター

業務の実施など地域の観光地域づくりの一主

体として個別事業の実施や災害等の非常時の

訪日外国人旅行者への情報発信や安全・安

心対策について、自治体等と連携して取り組

みます。

各種データ等の継続的な収集・分析、データ

に基づくアプローチを取り入れた戦略（ブラン

ディング）の策定、KPIの設定・PDCAサイクル

の確立を行います。

01
策定した戦略について、多様な関係者と合意

形成を図り、旅行者のニーズに則した商品開

発・着地整備の取組の質を向上させ、効果的

な誘客・旅行消費拡大に取り組みます。

02

地域の魅力の向上に資する観光資源への磨

き上げを実施し、効果的な、情報発信・プロ

モーションに繋げ、旅行者目線による、受入環

境整備等の着地整備に関する地域取組を推

進します。

03

地域で果たす役割

経営
管理

観光地域
づくり

セールス・プロ
モーション

会長

事務局長

専務理事

連携

合意形成

理事会

1. 事業計画の決定
2. 理事の職務執行の監督
3. 代表理事及び業務執行理

事の選定および解職など

社員
総会

1. 事業報告及び決算の承認
2. 理事及び監事の選任又は解任
3. 定款の変更など

協議会

社員

賛助会員

連携団体など



理事・社員・賛助会員・一般会員

【社員】

自治体:負担金等支出

民 間:①拠出100万円以上

②賛助会費2口 (20万円/年間) 以上

③人材の派遣 いずれか

【賛助会員】

賛助会費１口 (１口 10万円/年間)  

【理事】

原則社員の中から選出

【一般会員】

一般会費１口以上 (１口 １万円/年間) 

社員

理事

賛助会員

一般会員

事業実施体制

お問合せ TEL ：088-678-2811 / FAX :088-678-2877
e-mail : info@east-tokushima.jp

理事会

社員総会

1. マーケティング
2. KPI指標の把握
3. 関係者との連絡調整
4. 誘客営業
5. 情報発信

会 長

専務理事

事務局

イーストとくしまＤＭＯ

社員

賛助会員

一般会員
負担金
拠出金
会費納入

協議会
参画

ワーキング
グループ参加

経営
参画

個人旅行者、法人、ツアー会社等

誘客営業・情報発信・データ収集

「イーストとくしま誘客ラボ」

1. 事業に対する助言・提言
2. 観光コンテンツの検討
3. 受入環境整備に関する検討
4. プロモーション施策の検討

会長
副会長

事務局 (一社) イーストとくしま観光推進機構

協議会メンバー

ワーキンググループ

1.構成：社員・賛助会員・一般会員・連携団体等

2.取組内容：密接な関係者が個々のテーマの実現に

向け議論を深め、合意形成を図る

ワーキンググループ

1.構成：社員・賛助会員・一般会員・連携団体等

2.取組内容：密接な関係者が個々のテーマの実現に

向け議論を深め、合意形成を図る

テーマ別ワーキンググループ

地域の「稼ぐ力」を引き出す観光地域づくりに
賛同いただける皆様のご参画を募集しています。



イーストとくしまＤＭＯのミッション

徳島の地域文化をリスペクトし、価値に見合った対価を支払う旅行者をコアターゲットに設定し、
マーケットイン発想に基づいた、従来型の観光旅行ではないテーマ性の強い体験型のニューツーリ
ズム事業の創出を推進する事で観光消費額を増加させ、観光を地域経済の成長エンジンに変え、地
域経済を活性化していきます。

１．新規事業創出による観光消費額の増加による地域経済の活性化

２．地域の魅力の再発見の推進によるシビックプライドの醸成

地域の人々が、徳島の地域文化をリスペクトする観光客との触れ合いや、地域の魅力を再発見・再
確認する取組みを通じて、地域への愛着や誇りを醸成し、県外流出者の減少に繋げていきます。

１． 「知られていない」から「行ってみたい」地域へ！
地域資源の魅力が知られ、訪れた人々から、「行ってみたら良かったところ」と評価・シェアされていく

ことで、「行ってみたいところ」へと変わり、観光によって経済が潤う地域へ

２． まちの魅力を、自分の言葉で語れる地域へ！
「おすすめ」の観光コンテンツが充実し、地域の人々が「まちの魅力」を再発見し、訪れた人に、自信

を持って、自分の言葉で「まちの魅力」を語れる地域へ

「なんもない」はずがない
East Tokushima

地域のビジョン (=ありたい姿) 



ﾀｲﾑｽﾞﾌﾚｼｱ駐車場ﾀｲﾑｽﾞﾌﾚｼｱ駐車場

アミコ
ビル
アミコ
ビル

(開所時間 平日10:00～17:45 土日祝、年末年始休み)

５階５階


