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はじめに

おもてなしの島を
全国に広めたい！！
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❍人口が減りつつある（特に若者）

１．小値賀島の現状と課題

❍知名度の低さ
⇒長崎県民でも知らない人がいる

❍日帰り観光客が多い
⇒観光客４６，９９６人のうち、

日帰り客は６，１３９人（２０１７年）

❍観光客をさらに増加させたい



♡Wedding♡

SNSを利用して、
観光客を呼び寄せる

観光+宿泊+αの
プラン

街の魅力を知っ
てもらえるきっか

け

小値賀島を
印象付ける

プラン

２．解決策



3. 提案内容

1. 時期・日程

2. 対象者

3. 交通機関

4. 宿泊地

5. 前夜祭

6. 式場

7. 披露宴

8. 引出物・お花

9. 撮影

10. 衣装

11. 費用

12. 宣伝（広告・映像）



3-1. 時期・日程

◇ 時期： 秋（９月）

◇ 時間： 12：00～14：30 結婚式
16：00～18：30 披露宴

◇ ３泊４日プラン
1日目 到着・観光 3日目 結婚式
2日目 前夜祭 4日目 出発



◇ 20代～30代カップル限定

3-2. 対象者



◇ 行き：シークイン（高速船）
・時刻： 9：20 佐世保港 → 10：45 小値賀港
・値段：大人１人 片道￥4,860

子供 １人 片道￥2,430

◇ 帰り：なるしお（フェリー２等）
・時刻： 14：10 小値賀港 → 16：50 佐世保港
・値段： 大人１人 片道￥2,840

子供 １人 片道￥1,420

3-3. 交通機関

※ 団体割引・往復割引あり



遠方の方の場合は…博多⇔佐世保のフェリーで！

◇ 行き： 野母商船（フェリー太古）
・時刻： 23：45 博多港 → 4：40 小値賀港
・値段：大人１人 片道￥3,920

子供 １人 片道￥1,960

◇ 帰り： 野母商船（フェリー太古）
・時刻： 13：10 小値賀港 → 17：50 博多港
・値段： 同様

3-3. 交通機関

※ 団体割引・往復割引などあり



3-4. 宿泊地

■ カップル・両親

古民家ステイ

■ ご来賓

民泊 or 旅館



◇ 時間：夕方（17：00～19：00）
◇ 場所：商家尼中東店

◇ 料理：ふるさとの味を伝えよう会に用意して頂く。

3-5. 前夜祭



3-6. 式場

晴れの場合

雨の場合

古民家ステイ

柿の浜海水浴場



3-7. 披露宴

食事：古民家レストランの板前さんが小値賀の食材を
生かした料理を提供

緑のある和の空間古民家レストラン藤松

ウエディングケーキ：Café tan tan様に依頼



3-8. 引き出物

プラン1＜赤土焼き物体験＞

オリジナルで箸置きを作ろう！！



プラン2＜活版印刷づくり＞

◇落花生（小値賀島で有名）
⇒結婚式の終わりに披露宴に参加した方たち

に袋に入れて渡す。

小値賀島で唯一の印刷屋

１つ１つの文字を手動で印刷していく
ポストカードや名刺などを作成している

オリジナルで名刺を作ろう！！



3-9. 撮影

新郎新婦、あるいは家族で記念撮影

旧野首教会（きゅうのくびきょうかい） 姫の松原・柿の浜海水浴場



３-10．衣装

・ ウェディングドレスorカラードレスを着用する
→佐世保（寿屋）にレンタル
→１着約10万円～20万（物によって異なる）

・着物、白無垢を着用する
→小値賀島で取り寄せること可能
→住民の方に着付けできる方がいる



費用

ウエディングドレス / 着物 ￥200,000

古民家ステイ（3泊4日） ￥63,000×6＝￥378,000

旅館代（3泊4日） ￥23,400×36＝￥140,400

引き出物作り ￥3,000

レストラン藤松 ￥240,000

ハンモック ￥1,500

カヌー ￥4,320

昼食代 （1日） ￥1,000

旅館 ￥15,600

フェリー（佐世保⇔小値賀） ￥7,700

レンタカー（４日） ￥16,000

ウエディングケーキ ￥20,000

ふるさとの味を伝えよう会 ￥200,000

合計 ￥649,720

3-11. 費用



◇プロモーションビデオの作成
⇒子供集客UPのために、

ちかまる君を使う！

◇広告紙/広報誌
⇒船の時刻を取り入れる
⇒地元で写真が上手な方に依頼

3-12. 宣伝（広告・映像）



4-1. 各旅程表

◇ 新婚様プラン



4-2. 各旅程表
◇ ご両親様プラン



4-3. 各旅程表

◇ ゲストプラン



5. 終わりに

島にとっての
結婚式パッケージ
の効果

「おもてなしの島」
のイメージアップと、
知名度を上げる！

観光客（宿泊客）・
リピーター者を
増やすことができる。

結婚式パッケージ
によって、宿泊客を
増やすことができる。



5. 終わりに
１．日程

時期： 秋（９月）
時間： 12：00～14：30 結婚式 16：00～18：30 披露宴
３泊４日プラン

1日目 到着・観光 2日目 前夜祭 3日目 結婚式 4日目 出発

２．対象者 20代～30代カップル限定

３．交通機関 フェリー、高速船

４．宿泊地 カップル・両親→古民家ステイ
ご来賓→民泊 or 旅館

５．前夜祭 時間：夕方（17：00～19：00） 場所：商家尼中東店

６．式場
晴れの場合：柿の浜海水浴場
雨の場合（室内）：古民家ステイ

７．披露宴 会場：古民家レストラン藤松

８．引き出物 全員で創作
プラン① 赤土焼き物体験で箸置きを作る
プラン② 活版印刷作りで各々の名刺を作る

※披露宴に参加した方々へ小値賀の名産物落花生を袋に包み渡す

９．撮影 旧野首教会、姫の松原、小値賀の海で新郎新婦、家族で記念撮影

１０．衣装 ・ウェディングドレスorカラードレスを着用する
・着物、白無垢を着用する

１１．費用 合計で￥649,720



協力して頂いた方

• 特定非営利活動法人おぢかアイランドツーリズム協会 木寺智美様

• 小値賀町役場 総務課企画係 係長 神崎健司 様

• 古民家レストラン継承藤松 料理長 遠山 善徳 様

• Café tan tan 様

• お食事処 ふるさと 様

• 民泊民家 きよすみ 山田きよすみ・ヨシ子 様

• ホテルニュー長崎ウェディングプランナー 北 様・原 様



ご清聴ありがとうございました！


