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「企業」という新しいえたじま仲間特集：

AJIMA

7
“えっと”は広島で“たくさん”
 という意味を持つ方言です

東京江田島ファン倶楽部東京江田島ファン倶楽部東京江田島ファン倶楽部

東京江田島ファン倶楽部 会報 「ETTO（えっと）」 編集部より

【 編集後記 】
　昨年11月発行のETTO通信2021(第7号～予告編～)で、本誌を２月
にお届けしたいとお伝えしておりましたが、遅れてしまい誠に申し訳ご
ざいません。今号は多くの方々に取材協力をしていただいた内容です。
最近、江田島市をフィールドとした企業の活動が活発になっていると感
じます。様々な面白い活動が企業を呼び込み、そこから新たな動きが産
まれるサイクルが回りつつある…？何かあれば、皆さまにお知らせしま
すね。編集部では、今号も読者アンケートを募集いたします。左記をご確
認の上、ぜひご応募ください。（ETTO編集長：畑河内真）。

　ETTO通信2021でも予告された1月30日の総会で、江田島市広報大
使のSTU48、矢野帆夏さんが掲載された名刺を交換をするために、増刷
して臨むつもりでしたが、コロナ禍により今年も開催がかなわず、皆さま
ともお目にかかれず大変残念でした。とはいえ近年、会員数は増加傾向
です。お力添えに心より感謝申し上げます。（ETTO編集者：松本大樹）江田島市  ALBA 検索詳しくは…

今、江田島が面白い！「東京江田島ファン倶楽部」の会員募集!! 動画もおすすめ♪「江田島ファンネット」
美しい風景に癒される「江田島市内探訪」動画や、インタ
ビュー、新店舗・人気スポット紹介など、豊富な情報を発信
している「江田島ファンネット」。広島県江田島市のファンが
集うウェブサイトで、江田島市を身近に感じられます。ぜひ
一度ご覧ください。メールマガジンをご登録されると季節
の最新情報も配信中！

江田島ファンネット 検索詳しくは…東京江田島ファン倶楽部 検索詳しくは…

広島県江田島市を応援し、情報交換や交流を目的として2013年に設立したファンクラブです。
■入会資格： 江田島市にゆかりのある方や、関心がある方ならどなたでもご入会いただけます。 
■会費： 無料です。 ■特典： 会報“ETTO（えっと）”最新号を、年1回ご自宅へ送付いたします。 
■総会&懇親会： 年1回開催。お1人様でも、ご家族、ご友人とご一緒でも、お気軽にご参加ください。

※東京近辺にお住まいの方に向けた情報発信が多いですが、どなたでもご入会を歓迎いたします。
簡単！便利！「東京江田島ファン倶楽部」ご入会お申し込みフォームのQRコードです。　

江田島市の廃校跡地を活用し、多数の人流と雇用が見込まれる企業をご紹介！
     鉄道技術を学ぶ、最先端の技術研修施設がオープン！ 
江田島町の旧切串中学校跡地に、JR西日本グループの広成建設株式
会社技術研修施設の、「広成建設江田島研修センター～み・ら・い～」
が完成いたしました。旧校舎をリノベーションした研修棟のほか、運動
場スペースには、最先端の鉄道技術を学ぶための在来線と、新幹線そ
れぞれの線路・ホーム・トンネルなどが再現され、実際と同様の技術習
得ができる環境が整っています。
この研修センターでは2022年3月から研修生の受け入れを開始。年間、
延べ3,000人の方が江田島市を訪れることになります。江田島市は、
滞在中の皆様の余暇に、四季折々の食や観光、島ならではのアクティビ
ティを満喫していただけるよう、積極的な広報活動を行ってまいります。

　 牡蠣加工品見学と食事が楽しめる新工場！
江田島市の特産品である牡蠣を原料に、冷凍牡蠣や牡蠣フライを製造
するオーシャンポイント株式会社（広島県福山市）の工場が、江田島町
秋月に進出。すでに旧秋月小学校の校舎は解体され、2022年4月には
建設が始まります。新工場では牡蠣加工品を製造するだけでなく、工場
見学や、市内で生産されたオリーブ、レモン、トマトと、牡蠣の創作料理
が食べられる、オーシャンビューレストランの計画も進んでいます。
また国内販売に加え、国外輸出を視野に、最も厳しい食の安全基準を
満たした最新鋭設備を導入。新工場の稼働は2023年夏頃を予定して
おり、牡蠣の加工工程を見学したり、江田島市の味覚を堪能できる施設
としても、期待が高まっています。
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● ディレクション、デザイン、インタビュー、記事作成
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Mail： shotodesign@gmail.com
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プロチーム「ALBA（アルバ）」が
2021年9月に江田島市に誕生
しました。日本でも発展途上に
あるゲーム分野のE-スポーツ。
選手の育成や様々なプロデュー
スで社会貢献に繋がる可能性を
秘めており、江田島市の知名度
向上や、税収の増加も視野に活
動されています。

ETAJIMA ALBAが競技大会で活躍！

発行・編集：

こんにちは！ETTOです！
　2015年に創刊の会報、“ETTO（えっと）”は、
ETAJIMAとTOKYOを繋ぐ、という想いを込めて
2つの地名の最初の2文字を合わせました。また
広島地方で“たくさん”という方言でもあります。
　地方移住が見直されているウィズコロナ時代。
第7号は、都市部から江田島市に集う企業と人に
焦点をあて、その魅力に迫ろうと長期取材を行い、
写真も情報も大盛りになりました。距離は離れて
いても、写真などから江田島市の今を少しでも感
じていただけますと幸いです。お目にかかれる日
を楽しみに、今後も“えっと”エール交換をしなが
ら共に進んでまいりましょう！

「東京江田島ファン倶楽部」 ETTO編集部

C O N T E N T S

ETAJIMA STAY
・ 旧海軍兵学校に近く、島の賑やかなエリアのホテル“ご安航”

・ 瀬戸内の豊かな自然に包まれ、くつろぐ温泉宿“江田島荘”
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・ 東京・六本木から社員と共に移住したIT企業“GeneLeaf”

・ 250もの様々な受賞歴を持つデザイン会社“SHIFTBRAIN”

・ 江田島市初のサテライトオフィス“COCODEMO江田島ラボ”
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江田島

能美島
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広島県江田島市

同封のアンケート用紙、または
右下のQRコードからアンケー
トフォームにアクセスし、お答
えくださった方の中から抽選で
2名様に、温泉宿
「江田島荘」のオ
リジナルギフト
セット（左）をプレ
ゼント！ご応募を
心よりお待ちして
おります!!

ETTO読者アンケート＆プレゼント!!

アンケート
のQRコードオリーブオイル“江田島搾り”、広島県

産レモン、瀬戸内海のスサビノリ（海藻
の天然成分）などが配合された、シャン
プー・コンディショナー・ボディソープ
をセットにしてプレゼントいたします！
（各200㎖、各1,430円）

2名様
Pres

ent!

本誌へのご要望、バックナンバーの入手、
「東京江田島ファン倶楽部」に関してなど、
お気軽に上記へお問い合わせください。

江田島市に多数の人流と雇用
・ 鉄道技術を学ぶ“広成建設江田島研修センター～み・ら・い～”

・ 牡蠣加工品見学と食事が楽しめる新工場“オーシャンポイント”
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COCODEMO江田島ラボ

GeneLeaf

SHIFTBRAIN

ホテル“ご安航”

温泉宿“江田島荘”
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目標は江田島市の雇用創出。そして「江田島市の子どもたちに、
“将来の夢はバレットグループの社員になること”と言ってもらえ
る会社を目指します！」と辻さん、川森さん、定木さん、後藤さん。
COCODEMO江田島ラボメンバーは、優しく頼もしい方々でした。

「小学生向けのプログラミング教室を何度も重ねてきました。場所は沖美町の交流拠点フウドや、中町のこのオフィス。キャラクターを動かすゲーム作
りは、お子さんからの評判も良く、親御さんも積極的で、大変やりがいを感じています」と語る、COCODEMO江田島ラボの皆さん。2021年7月10日の
小学生向けプログラミング教室を江田島市教育委員会が後援したり、7月19日には大柿高校の生徒さんにも初のプログラミング教室を行い、好評を得
ました。今後も、江田島市とCOCODEMO江田島ラボは、“ITに強い島、江田島市”の構築に向け、連携を図ってまいります。

2021年3月17日：開所式 2022年～：必要とされる企業になるために2021年1月：壁画制作
インターネットなどの情報通信技術を活用した教育手法、“教員向けICT教育”研修会を
開催。「明岳市長や、江田島市教育長の小野藤訓（おのふじ・さとし）さんが参加してくだ
さり市の熱意を感じました。今後も教育機関や地元企業との連携、地域観光の面でも
協力しながら、共に成長していきたいです」と、展望を語ってくださった辻さんと定木さん。

COCODEMO江田島ラボにてテープカット。
左から明岳江田島市長、バレットグループのテク
ノロジー&デザイン部長、齊藤育枝（さいとう・い
くえ）さん、広島県地域政策局の木村総括官。

バレットグループ株式会社の代表取締役、小方厚さん
（おがた・あつし/中央）が、広島県庁にて、湯﨑英彦
（ゆざき・ひでひこ/右）広島県知事と、明岳周作（あき
おか・しゅうさく/左）江田島市長を表敬訪問。

バレットグループの小方代表取締役、経営企画室長の山本泰大（やまもと・やすひろ）
さん、広島県地域政策局総括官の木村富美（きむら・ふみ）さん、明岳江田島市長、
ほか、関係者による集合写真。※畑河内真ETTO編集長と、元ETTO編集員、現・サテ
ライトオフィス誘致担当の川上建司も参加しております。

バレットグループのデザイナー、
紙中一葉（かみなか・かずは）さ
んが、江田島市をモチーフにした
壁画を描いている様子。江田島市

COCODEMO江田島ラボの立ち上げを契
機に、バレットグループ株式会社に2020年
6月に入社された辻竜一さん（左）と、11月
入社の定木拓也さん（右）。

2020年6月と11月：入社
の海を見て、実際
の色に近づけるた
めに試行錯誤して
くださりました。

バレットグループ株式会社の小方さんのお気に入りは、
さとうみ科学館（大柿町）のカブトガニ！

ITのチカラで、楽しい経験と、子どもたちの将来に新たな進路や選択肢を!

2021年6月10日：教員向けICT教育の研修会

2019年12月12日：江田島市視察

2020年6月：江田島市再視察

“喫茶のら”の外観と、
日替わり定食。食べに
行くとCOCODEMO
江田島ラボのメンバー
さんに会えるかも！？

江田島市能美町中町
850-10
営業：10:00～16:00
定休日：木・日・祝日

やまもと・やすひろ

山本 泰大さん　
経営企画室：室長

大阪府出身。バレットグループのサテラ
イトオフィス“COCODEMO江田島ラボ”
の立ち上げをプロデュース。

    かわもり・しょうや

●川森 聖也さん　
SREチームリーダー、開発ラボリー
ダー、プロジェクトマネージャー

東京都出身。大学卒業後、システ
ムエンジニアとしてキャリアをス
タート。江田島市の産業と、自分
の持つ技術でコラボレーションし
ていきたいと熱い想いを胸に、
2021年9月に東京本社から
移住。趣味：キャンプ、飼っている
ウサギとの戯れ。

     ごとう・しゅん

●後藤 峻さん　
沖美町の交流拠点“フウド”館長兼、
江田島市の活性化

広島県出身。大学院卒業後、東京
の都市計画コンサルタント会社で
50以上の地域の調査プランニン
グに携わる。江田島市に移住し、
地域おこし協力隊の移住促進支
援員として3年間活動。2021年
COCODEMO江田島ラボにジョ
イン。趣味：SUP、サウナ。

   つじ・りゅういち

●辻 竜一さん　
SREエンジニア
プロジェクトマネージャー

三重県出身。インフラ中心のエ
ンジニアリングを行いつつ、まち
づくりのNPO法人でも活動。拠
点を東京から福岡、広島市へと
移す。今は江田島市ならではの
日々を楽しみながら、新たなこと
に挑戦し続けている。
趣味：食べ歩き。

       さだぎ・たくや

●定木 拓也さん　
システムエンジニア（PHP、JS）
神奈川県出身。大学卒業後、地
銀システムネットワーク管理に
従事。江田島市や企業に興味が
ある人をつなぐ架け橋になり、IT
を軸に貢献することが目標。SUP
インストラクターになり、副業と
して、江田島市に来るお客様を楽
しませる夢に向かって修行中。
趣味：フットサル、旅行、SUP。

SUP*インストラクターでもある後藤さん（右）が、
定木さんを猛特訓中！瀬戸内海の温暖で穏やか
な波は初心者にも抜群のロケーション。
*サップ。Stand Up Paddleboardの略。ハワイ生まれの
マリンスポーツ。

江田島市 さとうみ科学館 検索

江田島市  えたじまSUP 検索

2020年12月4日：広島県庁にて意見交換会

いま、企業の地方進出が盛んになっています。コスト削減や人材採用など目的はさまざまですが、風光明媚な地方に拠点を持つことが、企業の

イメージアップに繋がるケースもあります。江田島市は人口減少の改善、雇用の創出を最重要課題としており、都市部からの企業誘致に力を

入れてまいりました。今号は、その活動が実り、江田島市を選んでくださった企業と、そこで働く方々をご紹介します。

「人とテクノロジーで世界をつなぐ」バレットグループ株式会社（東京都新宿区）が、本社機能の一部を移転。
サテライトオフィス、“COCODEMO江田島ラボ”を、海が見渡せる能美市民センター別館3階に開所しました。

COCODEMOとは…

COmmunity   地域
COmmunication   意志疎通
DEMOnstration   証明

COCODEMO江田島ラボ
〒737-2301 
広島県江田島市能美町中町4859-9 
能美市民センター別館3F
TEL：0823-69-8300
FAX：0823-69-8301

江田島市初のサテライトオフィス“COCODEMO江田島ラボ”
コ　コ　デ　モ
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辻さん　　　　　 
          定木さん

そろそろ休憩して

喫茶のらのケーキが

食べたいなあ

日替わり定食も

食べに
行きましょう！

江田島市　喫茶のら 検索

facebookの最新情報もご覧ください。

　    喫茶のら＆体験民宿NORAオーナー、早稲田ご夫妻より
●辻さんは一見クールな印象ですが、喫茶のらでショートケーキを楽し
む甘党な一面もあります。体験民宿NORAへ家族で宿泊してもらったり、
偶然イベントで会ったりすると、穏やかなパパだなあというイメージです。
●定木さんは喫茶のらで行われた取材時が初対面でした。今ではパック
ンというあだ名で呼んでいます。真面目で気遣いができて心優しい。会う
たびに癒されています。●川森さんの第一印象は格好良い！体験民宿
NORAへ泊まり、移住相談や空き家物件の紹介を行う予定でしたが、
その日の夕方には住む家を決めていた決断力には驚かされました。

　穏やかな海に牡蠣いかだが浮かぶ
魅力的な瀬戸内の島なので、どんなに
きれいな建物よりも海が見られる所に
オフィスを構えたいと、サテライトオフィ
ス誘致担当の川上建司さんにお伝えし
ました。そしてご案内いただいた場所
が旧市庁舎である能美市民センター。
はじめて江田島市を訪れたにも関わ
らず、明岳江田島市長にもご同行いた
だき、川上さんはその場で弊社の使用
についてうかがってくださりました。
全国の候補地域を視察してまいりまし
たが、この一件には驚きましたし、その
後も江田島市の柔軟さと熱意に多々、
助けられました。信頼関係が育っていく
幸運な出会いでした。

　江田島市では子どもとの時間が多く
家族とゆったりと過ごせる、けれど東京
と比べて様々な格差があり、子どもが将
来選べる進路が少ないと聞きました。
ワーケーションに来る弊社社員には、
川上さんたちのように島暮らしの豊か
さを感じてもらいたい。そして江田島
市の子どもたちにはITを用いた教育プ
ロジェクトにより、未来の選択肢を増や
すお手伝いができればと思います。
　今後ともCOCODEMO江田島ラボ
の活動にご期待ください。

ココデモ江田島ラボ 検索

●定木さん：江田島市は海や山へのアクセ
スが抜群！瀬戸内海は穏やかで、沖美町か
ら見える夕日も最高です。東京ではラッシュ
アワーが辛かったのですが、今は海を眺め
ながらの船通勤が新鮮で楽しいです。

●辻さん：江田島市の好きなところは空気
感ですね。広島市の中心部とは全く違うん
です。船を下りて、港に着いた時の空気感
がすごく好きです。

2
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江田島小学校の
二宮金次郎像

東京・六本木から社員と共に移住したIT企業“GeneLeaf”
ジーンリーフ

あんざい・しょうへい

●安西 翔平さん　

合同会社GeneLeaf（ジーンリーフ）代表

神奈川県出身。2016年、東京農業大学で
植物ウィルスを研究。シリア危機により紛
争から逃れてドイツに押し寄せている難民
のニュースに触発され、大学を中退し、
ドイツへ留学。2018年、NPO法人
WELgeeにて日本にいる難民向けの
プログラミング学習の支援を行う。
2019年、株式会社FiNCグループに
入社。同年、株式会社ハッシャダイに
て若者の教育事業を担当。
コロナ禍の影響により状況は一変し
2020年4月に独立を決意。12月、合同
会社GeneLeafを設立。
東京・六本木の家賃の高さと閉塞感か
ら地方への移住を決断。オフィス移転
の補助制度を知り、「広島県 海の見え
るオフィス」と検索し、たどりついた江
田島市の交流拠点フウドへ電話相談。
2日後、視察のため江田島市を訪問し、
その3日後に江田島市への転居を決
める。2021年5月、社員と共に江田島市
へ進出。2022年4月に江田島市出身の
新卒者を正式採用。課題は、若い人が
江田島市に来るきっかけを増やすこと。
趣味：釣り・ボードゲーム。

ジーンリーフ 検索

2021年5月、東京から江田島市大柿町深江の閑静な住宅街の一角の、立派な門がある日本家屋に移転し、業務を開始しました。
新オフィス（江田島町秋月）が完成するまでの、仮オフィス兼、社員と住むシェアハウスとなっています。

「企業」という新しいえたじま仲間

旧沖美臨海教育場（広島大学附属小学校
の臨海教育施設）から見える海。

女神の寝姿と呼ばれる宮島や岩国が見える
沖美町の海を背景にした安西さん。えたじま
ポタジェ＆レストラン“Bricolage17（ブリ
コラージュディセット）”からの眺めです。

「近所で釣りをしたり、海釣りにも出かけていますが、
お裾分けするよりも、いただくほうが多いです」

VRデバイス*
で盛り上がる。
*バーチャル・
リアリティ（仮想
現実）の装置。

大柿町の仮オフィスで共同生活をする社員と玄関前にて
（中央：安西翔平代表）。

江田島で一緒に
遊んだり飲んだり
しませんか？

広い和室のデスクで仕事をする安西さん。
毎日、東側の部屋で寝ているため、朝日
が眩しくて早朝に起きられるようになり
率先してゴミ出しまで行っているとか。
「仕事が終われば、庭でバーベキューが
始められるし、夜は星がきれいだし。休日
は海や山、温泉に行ったり、外食にも行
きますし…。自分も社員も生活の質が確
実に高くなりました」

自由で豊かな暮らし。
お隣さんからいただい
たシイラをさばいて
ムニエルに！

ブリコラージュ17 検索

「たどり着くまでの道が狭く、秘境のように思えるので好きです。他の場所よりも波が
穏やかに感じられるし、夕景もきれいですよね」

「白浜に浅瀬が続くので、海の美しさが
映えて好きです」

合同会社GeneLeaf
〒737-2131
広島県江田島市江田島町秋月2-5231

「以前、中卒の同期と2人で2カ月プログ
ラミングの勉強をして、少額ですがウェブ
制作の仕事が取れたんです。学んだもの
でお金が稼げて、それが武器になって、意
外と生きて行けるなという自信がその時
ついて。いろんな人に助けてもらって勉強
しました。だから教育の機会に恵まれな
かった人のために機関を作りたいです」

教育格差を無くしたい。

クライアントの要望を整理して、
アプリを設計中の安西さん。
江田島市の第一次産業に貢献
できる業務も開始しました。

大柿町の茶臼山（ちゃうすやま）。標高11mの山で、広島県最低峰

教育や環境による格差など、世の中の“理不尽（リフジン）”を、IT教育と情報技術の力でひっくり返そうと名付けられた
ジ－ンリーフ。安西翔平代表、役員1名、社員5名、学生インターン2名。20歳から26歳のITエンジニアが集う会社です。

“道徳を忘れた経済は、罪悪である。
 経済を忘れた道徳は、寝言である”

二宮尊徳（二宮金次郎）の名言を
前職の社長さんに教わりました
今でも大切に心に留めています

移住すると、ご近所さんからお魚やみかんなど色々なものをいただきます

オフィス移転は江田島市をおすすめします。皆さん親身になってくれますし、僕らでもできましたから

「アメリカのルイジアナは
タバスコ発祥の地で、牡蠣
とタバスコが描かれたポス
ターを貼って、この食べ方
を広めたらしいです。
牡蠣にスコッチウィスキー
がけも美味しいですよ！」

Anzai’s Message!

Anzai’s Recomends!

●山芋ステーキ
江田島オリーブオイルとニンニ
クで風味をつけ、仕上げに胡椒
を振って食べるのがオススメと
いう安西さんの得意料理です。

炒める時、ナスが油を
吸いトロトロの食感。
時短料理だそうです。

●ナスの南蛮漬け

Anzai’s Cooking!

新オフィス（江田島町秋月）の改装の様子。畳がフ
ローリングの床になるなど、着々と進んでいます。

before

after

仮オフィスから徒歩1分の場所にある、深江漁港の
夕景。大黒神島（無人島）が見えます。

庭でみんなでBBQ！タバスコを数滴かけ
た江田島牡蠣が大好きな安西さん。

同年代（25歳）の
友だち募集中！
（学生さんもぜひ！）

定期的に料理を
作って皆で食べ
たり、室内で
ボードゲームに
興じることも。

江田島市に注目が集まる取材や講演は断らないようにしていました
住んでいる町だから衰退してほしくないですし、若い人にも知ってもらって来てほしい

東京都港区南青山のデザイン会社“SHIFTBRAIN（シフトブレイン）”が、能美町中町にある旧中町保育園を
活用し、春から新オフィスとして始動します。

250もの様々な受賞歴を持つデザイン会社“SHIFTBRAIN”
シ フ  ト ブ  レ  イ ン

シフトブレイン 検索

‒“SHIFTBRAIN（シフトブレイン）”とはど
のような会社ですか。
岡田ダダ●ウェブサイトをデザインするなど、
デジタル領域を中心としたコミュニケーショ
ンプランニングを行っています。5年ほど前か
ら力を入れているのはブランディングですね。
企業や新製品など、ブランド戦略の構築から、
ご依頼いただいたもののあるべき姿をビジュ
アル化して、価値を魅せるウェブサイトやロゴ、
スローガン。時には名刺などの印刷物や企画
展までトータルで提案します。

‒3人の役割分担を教えてください。
岡田●ウェブサイトの実装などを担当している
開発部の佐藤さんに、新オフィス立ち上げの
リーダーとして常駐してもらっています。そして、
旧中町保育園を新たにデザインするのがクリ
エイティブ部の宮坂さん。自分は何だろう…、
なんでも屋？
宮坂亜里沙●みんなからは参
謀って言われてますよね（笑）。
佐藤高光●岡田さんはプロ
デュースと、営業や広報活動に加
えて、オフィスの契約や事務処理
までできる人なので、すごくあり
がたい存在です。

‒地方へ進出する理由は何で
しょうか。
岡田●加藤琢磨（かとうたくま）
CEOは、以前から地方に目を向けていました。
人口4600人ほどの島根県美郷町の町外への
PRを目的としたブランディングは、町の方々に
とっては見慣れた物や人、風景でも、その個性

や特長を見つけ出して、美郷町を改めて惚れ直
してもらえるよう、丁寧に制作しました。“みさと
と。”という一連のPRプロジェクトは、テレビな
どメディアにも取り上げられて、国際的なデザ
イン賞である「Red Dot Award 2020」を受賞
しています。こうした地方の魅力を発信するた
めには、僕らも地方をより深く知っていきたい。
それと、新型コロナウィルスが流行し始めた
2020年3月にリモートワークに移行して、どこに
いても働けるということも実践できていました。

‒数ある地方のうち、なぜ江田島市にオフィ
スを開設することになったのですか？
佐藤●広島県には、企業移転に関する手厚い
補助制度（広島県企業立地促進助成制度）が
あることを知って、広島県庁で県内投資促進課
の主任、八巻淳（やまき・じゅん）さんとお会い
しました。広島市内から近いので、よく江田島
市に遊びに行く江田島Loveな人でした（笑）。

八巻さんから色々なお話を伺え
たことが決め手でしたね。

‒江田島市の印象はいかがで
しょう。
佐藤●初めて江田島市に来た時
は曇っていて寒い中、物件を探し
ていたので気持ちが上がらず、
正直に言うと不安になる部分が
大きかったです。でも加藤CEOと
一緒に来た2回目は快晴で、印象

ががらりと変わりました。海と空は青く「めちゃ
くちゃ良い島！」と感動したんです。あと、こち
らへ来てから出会った方々が皆、江田島が大
好き、ということも伝わってきました。島の美し

い自然はもちろんですが、人の熱意や優しさも
魅力的です。

‒新オフィスの活用方法を教えていただけ
ますか。
宮坂●東京では3階建ての一軒家で、ものすご
くアットホームなオフィスでした。でもコロナ禍
でリモートワークになり、本社機能も縮小した
ため、江田島市では以前のように、みんなで
ゆっくりと集まりたいです。なごやかな雰囲気
のオフィスになったらいいなと思っています。
岡田●弊社はこれまでに250ほど受賞してい
ます。いただいた賞状や盾、ウェブサイト以外
の今までの制作物なども、新オフィスに改めて
展示したいですね。あとはワーケーション機能
を備えたオフィスとして、関連会社の方々を含
めて皆で使用するための構想を練っています。
   
‒今後の目標などはありますか。
佐藤●東京は何かと規制が多くて、泳いだら
ダメ、釣りもダメ、ドローンも飛ばしたらダメ…。
でも江田島市に来たことによって様々なチャ
ンスやメリットがあるので、より自由な発想で、
関わる方々と楽しみながら、クリエイティブな仕
事ができたら嬉しいですね。プライベートでは、
旧中町保育園の改装の廃材を利用して、DIYを
しまくりたい（笑）。島ならではのマリンアクティ
ビティにも挑戦したいです。島根県美郷町のホームページより、

特長を紹介した1カット。得意とする
テクノロジーが発揮され、動きや見
せ方にも趣向が凝らされています。

　   おかだ・だだ

●岡田 ダダさん　

プロデュース部：
アカウントプランナー、
広報
大阪府出身。
趣味：お菓子作り、
 　　 サウナ巡り。

　     みやさか・ありさ

●宮坂 亜里沙さん　

クリエイティブ部：
アートディレクター、
シニアデザイナー
広島県出身。
趣味：インテリア巡り、
　　  ゲーム。

旧中町保育園の外観と廊下（右）。

旧中町保育園の
屋上にて記念撮影。

左から岡田さん、佐藤さん、宮坂さん。
所属部署が違う3人ですが、インタビュー中も
笑顔が多く、仲が良いご様子。

　  さとう・たかあき

●佐藤 高光さん　

開発部：デベロッパー
（新オフィスの立ち上げ
  リーダー）

東京都出身。
趣味： コーヒー、
 カフェ巡り、散策。

「企業」という新しいえたじま仲間

株式会社シフトブレイン
新オフィス準備室（旧中町保育園）：
〒737-2301 広島県江田島市能美町中町
2322-1

本社：〒107-0062 東京都港区南青山1-12-3 
LIFORK MINAMI AOYAMA S-208
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源泉掛け流しのぬる湯や露天湯、サウナも愉しめる、全室オーシャンビューの温泉宿が、長瀬海岸に誕生！スタッフ
による心の込もったおもてなしと、四季折々の江田島食材で腕を振るう、シェフの和フレンチをご堪能ください。

瀬戸内の豊かな自然に包まれ、くつろぐ温泉宿“江田島荘”
えたじまそう

江田島荘 検索

         あべ・なおき

●阿部 直樹さん　
江田島荘 総支配人
秋田県出身。日本ホテルス
クール卒業。2011年、シェ
ラトンラグーナグアムリゾー
トのフロント業務よりキャリ
アをスタート。シェラトングラ
ンドホテル広島勤務を経て、
2015年ケン不動産リースに
入社し、ホテル事業再生に
従事。2019年ハイアット
リージェンシー横浜へ出向。
レベニューマネージャー（需
要を予測し、収益を最大化
するための適切な販売管理
を行う業務）と、宿泊部マ
ネージャーを兼務。長瀬海
岸の新・宿泊施設の総支配
人として江田島市へ移住。
2021年4月、一般社団法人
江田島市観光協会の理事に
就任。同年6月下旬、1泊2日
の試泊会を敢行。7月1日、
江田島荘を開業。

への字型の建築物のため、客室
からのオーシャンビューが異なり、
それぞれの眺めを楽しめます。

チェックイン時のウェルカムドリン
クとスイーツは、江田島市で採れ
た季節の果実やハーブを使って
います。テラスでゆっくりといただ
くのもオススメです。

厳島神社の朱塗りにも
関わった、江田島市出
身の漆工芸家、六角紫
水（ろっかく・しすい）が、
キリンビールの図柄を
デザインしたと言われ
ることから、透かし柄
の麒麟を底面に配した
“光柱”作品。

日本を代表する和紙作家の堀木エリ子さんが、江田島市
の美しい自然から着想を得た作品を制作。ラウンジ、
レストラン、温泉などで見ることができます。

江田島市の海に生息する
アマモや揺らぎを表現した
30m超の「アマモの小径」。

江田島市花で、
「元気」が花言葉
の菊の作品。
レストランに息吹
を注いでいます。

「スタッフとの会話をぜひお楽しみください。
18歳から78歳まで約50名のスタッフの9割
は江田島市在住ですし、江田島愛にあふれた
全員が、真心を込めてお客様と接しております」
（阿部総支配人とスタッフの和やかな談笑の様子）

江田島荘の温泉は、療養
泉の中でも塩化物泉と
硫酸塩泉の特徴を併せ
持つ、保湿と保温の湯で、
体を芯から温め、血行を
促進。弱アルカリ性のク
レンジング効果でツル
ンとなめらかな手触り
の“美人の湯”です。

ETAJIM A STAY

えたじま

ミニライブラリー

凪テラス（足湯）

温泉

お土産

     こたけ・じゅんや

●小竹 隼也さん　
江田島荘 メインシェフ
広島市出身。フランスの二つ
星レストラン“ラ・グルヌイ
エール”で3年間修業。豊富
で高品質な食材に魅了され、
江田島市へ移住。果物、野菜、
オリーブオイル、猪、牡蠣な
ど江田島特産品で構成した
珠玉の逸品を提供する。

local（地元）と、vore（～を食べる
もの）を合わせ、locavore（ロカ
ヴォーレ）と命名されたレストラン。

和紙作品

ぜひ、スタッフに話しかけてください

江田島荘こだわりのリネンを洗う、業務用洗濯室。市内在住の障害
者21名が、お客様のために様々な洗濯技術を磨き続けています。

“IKEUCHI　
ORGANIC”
のタオル。

紙布の糸を穴に通し
て記念の栞が完成！

“石田屋”の寝具。
“ドリームベッド”
のマットレス。

瀬戸内で唯一、温泉から作られた塩で、カルシウム
やミネラル分が多く、天婦羅・肉料理と相性抜群！

宙（そら）ラウンジ

ご安航

 

検索

       おち・つよし

●越智 剛さん  ホテルご安航オーナー
五洋建設を退職後、江田島市で現場主義の建設会社であ
る三興建設を起業し、代表取締役社長に就任。2019年、
江田島町津久茂の瀬戸にUW旗を共同で設置。市内の災
害復旧やインフラ整備にも尽力している。
2021年3月、旧海軍兵学校の近くにホテルをオープン。
国際信号旗“UW”と同じく“安全な航海を祈る”意味の
“ご安航”と命名。江田島市に旧海軍兵学校の貴重な建
造物、動乱の時代の資料があることや、現在は海上自衛
隊の幹部候補生などの教育が行われていることを知らな
い方に情報を伝えるため、宿泊者にスペシャルツアーを
開催。また、戦前から“緬羊（家畜の羊）”を飼育し、全国
的に有名となった江田島の歴史にちなみ、飲食店と協力
して美味しいジンギスカンや、ヘルシーな羊料理を提供
する計画など、様々な案を練っている。

ETAJIM A STAY

  ホテル「ご安航」
【住所】 江田島市江田島町中央3-22-4
【電話】 0823-27-3570
【料金】 素泊まり
 6,600円～（1名様1室利用時）
 4,125円～（2名様1室利用時） 
【客室】 20室（4種類の客室タイプ）
【IN/OUT】 平　日：15：00/10：00
 土日祝：15：00/12：00
【駐車場】有り
【カーシェア】トヨタシェア ダイハツステーション
【館内施設】非対面式セルフチェックイン機、
Wi-Fi、自動販売機、休憩スペース、コイン式ラ
ンドリー、電子レンジ、液晶テレビ、テラス、他
【HP】goankou.com

江田島町津久茂の瀬戸に、越智さんらが寄贈した
国際信号旗のUW旗。2019年3月、海上自衛隊第
1術科学校長、明岳周作江田島市長などが参加し
て除幕式が執り行われました。

ユニットバス付き、デラックスツイン。

シャワーユニット付き、
コンフォートダブル。

コンフォートツイン。

1階と2階にあるテラス。

2階の休憩スペースには、コイン
式ランドリー、電子レンジ、簡易
キッチン、液晶テレビなども備わっ
ています。

非対面式セルフチェックイン機があるフロント。インターネット
予約の場合、ボタンを押せば住所や氏名などの情報が表示され
ます。画面の指示通りにボタンを押していくとカードキーが機械
から出てきて、チェックイン完了！操作がわからない時などは、
スタッフさんがいらっしゃるので親切に教えてくださります。

ホテル名の“ご安航”
を表す国際信号旗の
UW旗がお出迎え。

ホテルの
向かい側に、
海上自衛隊の
施設「江田島
クラブ」が
あります。

赤白の提灯（越智さんら
が2017年に寄贈）が通り
に連なり、夜は道を照らし
ます。

小用港発のバス停からも近く、飲食店
や商店などが集中する江田島町中央。

東京・築地にあった海軍兵学校が、明治21年に江田島へ移転。
現在は海上自衛隊の教育施設となっています。奥には全国の
「しま山100選」にも選ばれた、鷹が羽を広げたような形の古鷹
山（ふるたかやま）。起伏に富みつつ整備された登山道で、標高
394メートル。頂上からの眺望も美しいです。

船舶の通信に世界共通で使われる
国際信号旗の、U（上）とW（下）の2字で
“ご安航をお祈りします”

ご安航の駐車場には登録
や入会金無料で15分200
円から使えるカーシェア
サービスを導入！ウェブサ
イトから24時間予約可能
です。市内観光、ビジネス
などにお役立てください。ダイハツステーション

車を借りて、市内巡りも便利に！

「海上自衛隊の学生が切磋琢磨し学び終え、人生という航海の安全と
感謝を込めて、江田島湾の出入り口の瀬戸に設置しました」

海上自衛隊の教育施設内で行う、旧海軍兵学校時代の歴史的建造物の無料ツアー、史跡巡り、古鷹山登山や
資料館見学、観光案内所、新旧の飲食店、昔ながらの商店が並ぶ江田島町中央に、ホテルがオープン！

旧海軍兵学校に近く、島の賑やかなエリアのホテル“ご安航”
あんこう

江田島市  トヨタシェア 検索

26旗のアルファベット文字旗、
10旗の数字旗、3旗の代表旗
および回答旗の合計40旗あり
ます。「UW」などの2字信号は、
航海と人命の安全に関する通
信に使われます。
3字信号「UW2」は“ようこそ”、
「UW3」は“おかえりなさい”と
いう意味になります。

国際信号旗とは…

江田島市内の多様な方々の雇用を実現

セーラー万年筆のインク120色が揃った棚とデスク。お部屋の
カードキー入れを半分に切り離し、オリジナルの栞を作れます。スタンダード和洋室A

竹炭塩、かき塩も。

紙布バ
ッグ

江田島荘オリジナルシャンプー・コンディショナー・ボディソープと竹箸、津島
織物の和紙で作ったボディタオル、江田島産オリーブ茶、江田島ブランドのア
イミィトマトジュース、KAKIJAN-original-（牡蠣のリエット）、沖美のはるかぜ
（蜂蜜）、迫製麺の干麺、純米酒“古鷹”、TSUTSUMU（瀬戸内バンダナ）、他。

全室のベッド側の壁面に使われている
津島織物の紙布（しふ）。天然素材の紙
を染色した糸で織りあげた布で、通気
性や吸湿性に優れ、呼吸する壁紙と呼
ばれています。見る角度により変化が
ある、味わい深い風合いです。

津島織物製造株式会社：江田島市能美町中町2267-2
Tel:0823-45-2626 江田島市  津島織物 検索

明治23年創業で、200年超の歴史を持つ
津島織物。国内に2社のみ残る貴重な紙布
工場です。江田島荘の備品、館内用バッグ、
部屋番号プレートにも使用されています。

江田島市の温暖な気候が育む、“津島織物の紙布”
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  温泉宿「江田島荘」
【住所】 広島県江田島市能美町中町4718
【電話】 0823-27-7755
【料金】 1名様、1泊2食付 27,000円～
 （2名様1室利用時）
【定員】 大人4名+小人（5歳未満）4名
【客室】 32室（7種類の客室タイプ）
【IN/OUT】15：00/11：00　【駐車場】 有り
【館内施設】温泉棟（内湯、露天湯、加温・加水無しの
源泉掛け流しのぬる湯、寝湯、スチームサウナ）、
宿泊棟（半露天貸切風呂）、シャワー室・ロッカー
（海水浴後などに便利です）、湯上がり処、陽だまり
カウンター（江田島産ウェルカムドリンクとスイーツ、
日本酒唎酒、コーヒーなど）、宙（そら）ラウンジ、
ミニライブラリー、紙布、和紙作品、レストラン、バー、
暖炉、凪テラス（足湯）、庭、お土産、Wi-Fi、他
【日帰り入浴】ロッカー数72、営業時間11：00～
16：30（最終受付16：00）、定休日：月曜日、入浴
料金（大人）平日1,100円、土日祝1,300円
【HP】etajimasou.jp




