
実施内容詳細

❶趣味に使う金額：3.5万円～５万円／月　　　　　  ❷趣味：旅行、外食、フェス　　
❸購読雑誌：ViViをやめてSweet　　　　　　　　　 ❹インスタフォローする人物：ローラ、渡辺直美
❺音楽：K-POP　　　　　　　　　　　　　　　　❻映画：ショーシャンクの空に、花より男子
❼居住地：日吉（神奈川）
❽25～28歳頃の結婚を意識し自分磨きをしてきた生活に疲れて嗜好が変わる
❾忙しく、たまの休みを友人とわざわざ時間調整して遊ぶよりは、自分一人で本当に興味のあることをしたい
10一方で、暇を持て余し、今日一日何をしていたんだろう、というような何もしない休日を過ごしたりもする
11勤務先では自身より年齢の若いスタッフが多いが、彼女たちに負けたくないという思いがあり、センスがあると言われたい
12美術館や占いなどに通い始め、趣味の旅行を沖縄やハワイでなく、地方の穴場めぐりにするなど行動が大きく変化
13周囲の結婚ブームを尻目に、友人には寂しさを悟らせず、充実した生活ぶりを演じて、インテリアなどSNS映えを意識した行動をしがち
14人目を意識した行動はダサいと思っている一方で、趣味・行動は大衆的（一生ものの食器などを購入、凝った料理教室に通う）
15忙しく、時間がないから飽きっぽい一方で、一生もののモノを求める嗜好

28、29歳ごろに同世代の友人が結婚し、気軽に遊ぶことのできる友人がいなくなる。勤務するネイルサロンでは店長に昇進し、以前より
金銭的ゆとりが生じ、ルーティン化した生活を変える意味でも東急東横線/都立大学駅に引っ越し。ヨガにいってみたり、BARで新しい
友人ができたり、と、これまでの大人数で派手な遊びから、少人数で落ち着いた遊びをするようなになった。休日を利用し、一人で四国
の島めぐりをするなかで、高松の北浜alleyにて盆栽のポップアップ・ストアを訪れ、その際に、盆栽に出会い、試しに１つ購入してみる。持
ち帰って盆栽ついて調べてみると、いろいろな発見があって面白くなり、盆栽の魅力を知る。

ターゲット（ペルソナ）の設定 

盆栽と最も縁遠い層をあえてターゲットすることで、波及
的に盆栽に関心のある層を作ることができると想定し
た。ターゲットについては、仕事で責任のある立場にあ
り、「得体の知れない複雑な社会環境にうんざりした自分
を変え、他者から認められ、「納得」できる人生を送りたい
30代前後の独身女性」と設定した。 

潜在的ターゲット層
盆栽は米、豪、英、仏にて人気を博しており、イタリアには
盆栽の学校が、ドイツにはファンクラブがあるなど、彼らは
盆栽に関する観光消費にも積極的でありうるという点か
ら、海外に居住するコアな盆栽ファン層をターゲットに据
えた。

顕在的ターゲット層

ペルソナとしては盆栽と最も縁遠い層を設定潜在的ターゲット層
人物特徴

盆栽に出会うまでのストーリー

理想の自分

上記の要素を行動心理として大きく体系化した結果が次のとおり。
●効率的・失敗したくない
●疲れている（刺激が欲しい、癒されたい潜在心理）、精神的にうんざり
●充実した生活ぶりのアピールの陰で、このままでいいのか、という不安な心理
●自活する一方で、仕事も休日もルーティン化し目標や楽しみを見失っている
●自分では解決できない周りの複雑な環境（職場での責任の増加、友人との
すれ違い）

●社会経験も増え夢見がちでなくなり現実的な目線

●豊かな人生を送るための要素（パーツ）が欲しい
●納得できるライフスタイル
● 仕事・プライベートともに自分でコントロールできない部分が多い時
期だからこそ、自己完結や自身の裁量でできる何かを求める時期

●「カッコいい」人生を送りたい、自分の中のカッコいい女性像を体現す
る人を追いかけたい

これらを踏まえ、盆栽が担う役割を想定した結果が以下のとおり
●ネガティブな要素をポジティブにしてくれるもの
●現実がみえているからこそ、その現実と自分のなりたい像のギャップを埋める要素
●「盆栽があって私の人生少し豊かになった」と思わせるもの
●環境を変えるべく苦心する当人の、新しい自分を求めるその背中を押してくれるような存在

上記より、現実と理想という観点で分類を実施

「得体の知れない複雑な社会環境にうんざりした自分を変え、他者から認められ、
『納得』できる人生を送るため、何かしらの精神的エネルギーを欲する30代前後の独身女性」

●「納得」できるライフスタイル
●リア充でいたい（自分の価値観に合う人に出会いたい）

●自分が評価される、自分がいいと思うのを人から認められる
●かっこいい女性になりたい（かわいいだけの女性は好きじゃない）

今の自分

確定したペルソナ

●自分らしくできない　　　　　　　　　　　　　　　　  ●自身に依拠しない、得体のしれない複雑な社会・環境がある
●心身ともに不健康でバランスがくずれている
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（ア）プロジェクト推進委員会

日時・場所開催数 議　題

【審議事項】
（１）高松商工会議所「THE FIRST BONSAI EXPERIENCE」事業運営方針について
（２）実施スケジュールについて
（３）その他

第1回 2019年7月8日（月）
当所会館

【報告事項】
（１）遂行状況の報告について

【審議事項】
（１）今後の事業について
（２）その他

第2回 2019年11月8日（金）
当所会館

【報告事項】
（１）第2回委員会以降の動きについて

【審議事項】
（１）今年度事業の事業評価並びに報告書案について
（２）来年度事業計画について
（３）その他

第3回 2020年2月5日（水）
当所会館

（ウ）テストマーケティング

日時・場所 調査対象 手　法

BONSAI Cafe、BENTO BONSAI、箱盆、グラフィック盆栽シール アンケート調査2019年7月20日（土）・21日（日）
高松丸亀町商店街

（イ）ワーキンググループ

日時・場所開催数 議　題

【説明事項】
（１）2019年度高松商工会議所小規模事業者地域力活用新事業全国展開支援事業（概要）について

【審議事項】
（１）事業運営方針について
（２）実施スケジュールについて
（３）試作品の開発並びにテストマーケティングについて
（4）その他

第1回 2019年6月20日（木）
当所会館

【説明事項】
（１）ぐるぐる商店街Vol.5 THE FIRST BONSAI EXPERIENCEでの試作品検証結果について

【審議事項】
（１）ワーキングメンバーによる試作品の検証
（２）グラフィック盆栽広報について
（３）その他

第2回 2019年9月4日（水）
当所会館

【説明事項】
（１）遂行状況の報告

【審議事項】
（１）試作品テストマーケティング調査結果について
（２）下半期における試作品の開発について
（３）その他

第3回 2019年11月19日（火）
当所会館

【審議事項】
（１）モニターツアー催行時の確認点について
（２）今年度の運営結果と今後の方針について
（３）その他

第4回 2020年1月22日（水）
当所会館

【審議事項】
（１）体験型観光商品の試作品に係るモニターツアーについて
（２）その他

第5回 2020年
【モニターツアー】
1月23日（木）

【会議】
1月24日（金）

当所会館

事業実施状況一覧
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（エ）モニターツアー

日　時 モニター対象 参加者数開催数

二蝶、北谷養盛園、花澤明春園 外国人モニター 5名2019年11月13日（水）・14日（木）1回目

花澤明春園、畔家、さろんぶるー、二蝶 外国人モニター 5名2020年1月23日（木）、30日（木）2回目

（キ）BONSAI RECORD

場　所 講　師 参加事業所

園主 花澤登人氏 （株）MCM
（株）RURI
（同）わいんびより
（株）TEN TO SEN
（有）INAKA TOURISM
Sanukis
（株）ネクストインターナショナル

花澤明春園

（オ）船内ワークショップ

日　時 モニター先 内　容 開催数

四国汽船（株）高松-直島-宇野航路間フェリー船内 軽石盆栽ワークショップ2019年9月28日（土） 全4回

事業実施状況一覧

（カ）グラフィック盆栽イベント

日　時イベント名 場　所 内　容

四国汽船（株）高松↔直島間フェリー船内
玉藻公園披雲閣
高松丸亀町商店街

グラフィック盆栽シール等によるフェ
リー船内装飾
グラフィック盆栽Ｔシャツワークショップ
グラフィック盆栽ポスターの掲出

2019年7月20日（土）・
　　　　 21日（日）

ぐるぐる商店街 Vol.5

丸亀町グリーンけやき広場 グラフィック盆栽Ｔシャツワークショップ
グラフィック盆栽ポスターの掲出

2019年8月13日（火）ぐるぐる商店街 Vol.6

四国汽船（株）高松↔直島間フェリー船内 グラフィック盆栽シールの乗船客参加型
作品づくり
グラフィック盆栽ポスターの掲出

2019年9月15日（日）
～11月4日（月・振休）

フェリー船内イベント

高松丸亀町商店街 ① グラフィック盆栽Tシャツ、トートバック
ワークショップ

② グラフィック盆栽シール作品展示

2019年11月3日（日・祝）こどもアート展

高松市内 グラフィック盆栽シールワークショップ2019年10月22日（火・祝）
～11月4日（月・振休）

たかまつ工芸ウィーク

日　時 学習内容 実習内容開催数

盆栽の分類 芽切り芽つみ体験

黒松の芽切り・芽つみ トキワシノブ苔玉
ワイヤープランツ苔玉

2019年 6月17日（月）第1回

置場・水やり もみじ苔玉2019年 7月22日（月）第2回

病害虫 津山桧盆景2019年10月 7日（月）第5回

配置 梅盆景2019年12月 9日（月）第7回

肥料 黒松2本鉢植

黒松盆景

2019年 8月19日（月）第3回

花芽分化 五葉松苔玉

長寿梅苔玉

2019年 9月 2日（月）第4回

古葉とり・剪定 古葉とり剪定体験

ピラカンサ苔玉

2019年11月11日（月）第6回

針金かけ 黒松2本針金かけ

椿鉢に入れて針金掛

2020年 1月20日（月）第8回

植替え 宮様楓盆景

ケヤキ鉢植

2019年 2月 3日（月）第9回
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令和元年度 高松商工会議所
「THE FIRST BONSAI EXPERIENCE」委員会委員名簿

氏　名 所属 ・ 役職

順不同・敬称略

令和元年度 高松商工会議所
「THE FIRST BONSAI EXPERIENCE」ワーキンググループ名簿

順不同・敬称略

古川　尚幸
内田　大輔
象山　稔彦
黒田　秀幸
竹内　健二
尾路　　悟
楠木泰二朗
森　　大樹
齋藤　光範

香川大学経済学部　教授

Traditional Apartment 代表

香川県　交流推進部次長

高松市　創造都市推進局　観光交流課長

（公財）高松観光コンベンション・ビューロー　総務企画部長　

香川県盆栽生産振興協議会　会長

新日本ツーリスト（株）　代表取締役

（株）電通西日本　高松支社

高松商工会議所　活性化推進室　室長

委員長

副委員長

委　員

〃

〃

〃

〃

〃

〃

川滝　秀明
宮崎安佐子
指山　幸大

高松商工会議所　活性化推進室　企画推進課　課長代理

高松商工会議所　活性化推進室　企画推進課

高松商工会議所　活性化推進室　企画推進課

（事務局）

〃

〃

氏　名 所属 ・ 役職

内田　大輔
森　　大樹
西川　里枝
郡司　朋幸
伊藤　里歩
井上　七海

Traditional Apartment 代表

（株）電通西日本　高松支店

ライター

グラフィックデザイナー

香川大学　盆栽文化振興サークル「Bonsai☆ Girls Project」

香川大学　盆栽文化振興サークル「Bonsai☆ Girls Project」

リーダー

サブリーダー

メンバー

〃

〃

〃

川滝　秀明
宮崎安佐子
指山　幸大

高松商工会議所　活性化推進室　企画推進課　課長代理

高松商工会議所　活性化推進室　企画推進課

高松商工会議所　活性化推進室　企画推進課

（事務局）

〃

〃
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