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「女性の護り手となれる会社を作りたい」
ミシェルは、愛媛県と香川県で活動する９名の女性スタ

ッフが働く会社です。

　”女性が働きやすい会社”をテーマに、創業当時からフ

リースケジュール制とリモートワークを導入。 子育て中の

女性も多く活躍しています。

　働く女性が活き活きと仕事ができる環境づくりを積極

的に行っています。

マーケティングとデザインを通して、集客や商品・サービ

スのブランド展開、プロダクトの拡大展開していくプロモ

ーションのサポートを行ってきました。 

　プロモーションに必要なマーケティング戦略や基礎知

識を学ぶ研修も行っています。

留学無しの国産バイリンガルである田中エリナ本人が開

発した英語学習メソッドに沿って”短期間で英語が話せ

る”にコミットしている英語スクールを運営中です。

　顧客満足度がとても高く、口コミのみで集客に成功し

ています。アスリートや著名な文化人も受講している実

績があります。松山に住む外国人の皆様と会話を楽しむ

国際交流の集まりも定期開催しています。

銀天街商店街の理事として、

商店街の活性化に動いてまいりました。

　県内パフォーマーを集めた県民参加型のステージショ

ーなど企画してまいりました。

　これからも、まちなかの価値と魅力をつなぎ合わせ発信

していくことに尽力します！

2013年に競技ダンスを開始。

愛媛県ダンススポーツ連盟の選手として、2017年

西部ブロック選手権 A級ラテン年間ランキング１位に輝

きました。

　シンガポール、台湾、アメリカなどの世界選手権にも

出場。現在も現役A級ラテン選手としてダンス普及活動

に取り組んでいます。老若男女が楽しめて、姿勢が良くな

り、健康寿命が伸びる、まさに生涯スポーツである社交

ダンスを、心から愛しています。

◇

実は、愛媛でも数少ない女性ボートオーナー！

帰松した時に、瀬戸内海の多島美に心奪われ、

ボートで島巡りをするようになりました。

　海図やレーダーがなくても島の形で

忽那諸島を回れるくらい島に詳しくなりました！

◇
「プロレスで愛媛を元気に！」
地域活性を目的に2016年に旗揚げした四国初のご当地

プロレス団体です。

「愛媛の週末をもっと楽しく！」

「エンターテイメントの地産知笑」

「全世界に観光地や特産品をPR！」

を使命に活動しています。徹底した地域活性へのこだわり

が全国から注目されています。

活動の一環として、試合はもちろん高齢者施設、幼保園な

ど、県内のさまざまな施設に、レスラーが元気をお届けし

ています。 

　また、住みやすいまちづくりを目指して、災害被害地域

など、ボランティアが必要な地域があれば、できる限り愛媛

プロレスのレスラーが現地へ駆けつけています!

　「地域のためにできることは全部する!」と決め、

さまざまな取り組みを行っているのが愛媛プロレスです。

「まちなかに賑わいを！」

「ダンススポーツで、いつまでも健康に」

「瀬戸内海の美しさを広めたい」

ご紹介

施設訪問

ボランティア活動

高齢者施設、障がい者施設、児童養護施設、幼保

園など、県内のさまざまな施設に、レスラーが元気

をお届けしています！

年間、１００施設訪問を目標に活動しています。

災害被害地域など、ボランティアが必要な地域が

あれば、できる限り愛媛プロレスのレスラーが現地

へ駆けつけます！

西日本豪雨災害の時も、現地に駆けつけました。

〒790-0012  愛媛県松山市湊町4丁目6-15
TEL 080-9034-3952  MAIL info@tanakaerina.com

elly1009lib

erina.tanaka.399

erina.tanaka1009

田中エリナは 「ジェンダー平等・女性活躍」「地域活性」
「マーケティング」分野において講演活動を継続しております。
「わかりやすい」「元気が出る」「参考になった！」と
好評いただいております。
田中エリナに講演依頼のご希望ございましたら、
お気軽にお声がけくださいませ。

様々なことに挑戦する様子をお送りいたします !!

私が政治に挑戦する理由は

「松山の未来のために、役に立ちたいと思ったから」。

松山で起業して10年、地域活性や女性活躍推進に尽力する中、

日本の将来、松山の未来に不安を覚えるようになりました。

人口減少とともに景気が下降する見通しの中、地方経済に関しては、

明暗が分かれる時代に突入すると思います。

地方都市の人口獲得競争が始まる。

より住みやすい松山を目指し、街の魅力を発信し、松山のファンを増やすことで、

松山の未来を明るく変えていきたい。私は銀天街商店街に生まれました。

祖父母や両親が愛し、多くのお客様の幸せのために

働いてきたこの街への愛を胸に、

私も、Action! したいと思います。

　1984年松山市に生まれる。 松山市立番町小学校、松山東中学校、愛媛県立東高校を経て、津田塾大学英米文学科に進学。 

異文化コミュニケーション学を専攻しながら、世界中を旅する。 

その後、愛媛に戻り、株式会社リクルート入社。 ブライダル情報誌「ゼクシィ」の企画営業でトップセールス、 社内コンテストで優勝経験あり。 

その後「女性の護り手となれる会社を作りたい」と、 リモートワークスタイルで女性を雇用する株式会社ミシェルを起業。

 企業ブランディングや集客を専門とするPR事業、 英語スクール経営で順調に業績を伸ばしている。

2016年四国初のご当地プロレス団体「愛媛プロレス」を旗揚げ。

児童・高齢者施設訪問、地域ボランティアも積極的に行う。

異例のスピードで団体認知度を上げていく手腕が注目されている女性起業家。

プライベートでは競技ダンスのA級現役選手として世界大会などにも出場。

また自身のボートで忽那諸島をめぐるなどアクティブに活動している。
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小学6年生で、児童会長として活動したり、
学校内で同好会を立ち上げてコンクールに出場したりと挑戦することが好きでした。

1997年3月（平成9年） 番町小学校卒業

キャッチコピーや作文など文章を書いたり、放送部としてアナウンスや朗読コンテストに出場、
書いたり話したりすることが好きでした。

2000年3月（平成12年） 松山市立東中学校卒業

国際交流部で外国人の皆さんと英語で交流するのが大好きでした。
2003年3月（平成15年） 愛媛県立松山東高等学校卒業

旅が大好きになり、海外旅行で異文化に触れる経験を重ねました。

2007年3月（平成19年） 津田塾大学英米文学科卒業

無我夢中で、広告業界で営業に専念。ビジネスの基礎を学ぶことができました。
2007年（平成19年） 株式会社リクルートへ4年勤務

祖父や父が関わってきた商店街を盛り上げたいと理事に。
商店街の皆様との交流の経験や販促の活動が、私を育ててくれました。

2014年3月（平成26年） 松山銀天街商店街振興組合 理事就任

全くの異業種への挑戦！私の人生が、まさにガラッと変わりました。
地域活性に尽力する一番のきっかけになった出来事です。

2016年（平成28年） 愛媛プロレス旗揚げ

愛媛県観光大使に。愛媛県をPRしてきたので、県に認めていただいて本当に嬉しい瞬間でした。

2018年（平成30年） 
キューティエリー・ザ・エヒメ 中村知事より愛媛県観光大使に委嘱

愛媛プロレスの成長とともに法人化。旗揚げ当初は全く想像もしていませんでした。
2019年（平成31年） 株式会社魅せるぜえひめ愛設設立

地元で仕事に就きたい女性たちとともに起業！女性が働きやすい環境を
現場で試行錯誤しながら作ってきました。

2012年（平成24年） 株式会社ミシェル設立



松山の重要課題は、人口減少歯止め。「松山の魅力をPRしファンを増やす」
ことに尽力します。マーケティング戦略プロとして企業課題を解決し、愛媛プ
ロレスをゼロから全国区認知度まで持ち上げた経験を生かして「松山のPR」
に力を注ぎます。観光、ワーケーション、移住。地域の魅力の発信が、松山の
未来には必要です。全国に効率的にPRし、「住みやすいまち」として松山を発
信します！
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西日本豪雨災害の際、愛媛プロレスととも
に南予にボランティアにお伺いさせてい
ただきました。そこで、初めて災害が人々
の暮らしをどのように壊してしまうのか、改
めて実感しました。今地震や集中豪雨など
の自然災害など、暮らしを脅かす様々な自
然災害のリスクが高まっている中、「危機
に強い松山」を目指して、できることを模
索していきます。

両親が輸入雑貨店を営んでいたため、国際
交流や英語教育と関わりの深い人生を歩ん
でまいりました。英語を話すことで人生が豊
かになった経験から、英語取得メソッドを開
発し英語塾も運営しています。
　松山市で、より国際交流できる仕組み作り
をし、子供達から学生まで国際交流の機会
を提供しながら、松山市を名実ともに国際都
市にすることに取り組んでいきます。

グローカルな人材を
育てる教育

災害に強いまちづくり

子供たちから高齢者まで、全世代へ対応
し、日本が迎える少子高齢化社会において
持続可能な社会保障制度の在り方を考
え、より良い仕組み作りに挑戦します。児童
福祉や、障害者の自立支援など、どんな世
代でも、どんな境遇でも安心して生活でき
る松山を実現するために、さまざまな試み
を議論していきたいと思います。

中心市街地活性化は、コンパクトシティ松山
の発展の中核です。松山の魅力ある拠点を
磨き上げ、連携させ、省エネ都市構造、市域
内振興、外貨の獲得を目指します。具体的に
はスマート技術を活用しながら、市街地再
開発、商業振興、観光産業を強化させ循環
させていきます。中央商店街の賑わい創出
のため、銀天街商店街の3代目として、また
銀天街の理事としての想いや経験を生かし
て、中心市街地の活性化に尽力します。

持続可能な全世代への
社会保障制度

シティプロモーションで
松山を全世界へ発信

女性の潜在的労働力は、地域活性に寄与します。女性活躍先駆けの大学で
学び、起業後、多くの女性たちを雇用してきた経験、「もっとこうだったら働
きやすい！」という女性達の声を政治に届けます。具体的には、子供を産み
育てやすい環境整備、子育て中の女性支援。女性に必要な情報の集約・発
信。女性の実力向上の機会提供、企業と女性を繋げる仕組みづくりなどに
取り組んでいきます。

2.

3.

女性活躍を推進子育て支援

商店街を中心とする
中心市街地活性化

私達の暮らしにおいてDX（デジタルトラン
スフォーメーション）抜きに考えられる分野
がないほどDXは私達にとって身近なもの
です。松山がより「暮らしやすい魅力的なま
ち」として活気づいていくため、暮らしをより
良くするため、世界の都市からDXの成功事
例を集め勉強を重ね、最適なDXにスピード
感を持って取り組みます。多岐に渡る分野
でのDXを推進していきます。

多岐にわたる分野での
DX推進
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起業家としてのスキルを活かして、
松山をより「魅力的なまち」へ
田中エリナと一緒に、松山をより
「魅力的なまち」へ変えていきませんか？

つの9

労働力不足は日本の課題の一つです。課題
解決のために、また多様な生き方が叶う街
で個人が幸せを実感できる暮らしの実現の
ために、幅広い年齢、性別、国籍を受け入れ
る柔軟な働き方が叶う松山を目指します。今
後、副業兼業、フリーランスや起業などを目
指す人も増えてきます。経営者としての経験
を生かしながら、働きやすいまち、松山を目
指して動いていきます。

多様な働き方
生き方が叶う街へ

スポーツ・エンターテイメント・カルチャー
スポーツは健やかな心身を育てQOLを上げ、医療費を削減、連帯感から地
域コミュニティの軸に。愛媛プロレスというスポーツエンターテイメント運営
経験と現役競技ダンスアスリート経験から、松山のスポーツ振興に尽力しま
す。スポーツがエンターテイメントとの親和性を発揮していく中で、得意分野
である地元パフォーマーとの連携を活用しながら「スポーツと文化のまち、
松山」を盛り上げていきたいと思います。

Q&A

どうして政治家を目指したの？

「松山の未来のために役に立ちたい」と思ったからです。私は商店街の３代目で、生粋の松山っ子です。
松山で起業して10年。経営者であり、マーケティング、広告宣伝の専門家であり、３０代の働く女性です。
自分のような人材が、今、市政でお役に立てることがあるのではないかと思いました。松山市政に挑戦し、松山を宣伝し、
松山に注目してもらえるきっかけとなれる存在になりたいと思ったからです。

市議会議員って何をする人なの？

市民の皆さんを代表して、松山のルールや税金の使い道に意見を言える存在です。
松山市を会社に例えると、市長は社長です。社長は、経営戦略を立て議会で提案します。
「松山市のルールはこれ」「税金は、ここに使う」という市長の案に対して、質問したり反対したり賛成したりするのが、
市議会議員です。
松山の今後を左右する方向性や、暮しのルール、大切な税金の使い方に意見を出す、皆さんの代表者ですね。

どんな政治家になりたいですか？

「全ては地域のために」。
常に勉強することを忘れず、松山市の未来により良い影響をもたらすことのできる人材になりたいです。今まで政治に興味
がなかった、諦めていた皆さんが、一緒にまちの未来を考えたり、行動するきっかけになることができたら、こんなに嬉しい
ことはありません。皆さんに政治に希望を持っていただけるような存在になりたいです。

尊敬する政治家はいますか？

世界では、ドイツメルケル首相のバランス感覚、ニュージーランドアーダーン首相のポジティブなエネルギー、台湾のオー
ドリー・タンデジタル担当大臣の専門性の発揮と社会変革（ソーシャルイノベーション）力。日本では、橋下徹元大阪府知
事の結果を出す突破力を、とても尊敬しています。

日本の将来についてどう思う？

人口減少、少子高齢化の大きな流れの中で、日本が今までのように経済的に豊かな先進国でいられるかは疑問です。
イノベーションが起きにくい日本の構造を変革していくことが必要な時代が来ているのではないでしょうか。
一方で、個人の幸福とはどういった社会で実現されるのか？
経済的な豊かさ＝幸福度では、必ずしも無いので、市民の皆様が幸せを感じる生活とは？についても、
再定義の必要があると感じています。

あなたの一番やりたいことはなんですか？

松山のファンを増やしたいです。
そのために松山のシティプロモーションに力を入れていきたいです。地方都市は人口獲得競争に入ると思います。人口流
出を止め、流入を増やす。インターネットの出現であらゆる分野で、競合は世界全体となりました。他の都市に負けないよう
に、松山の魅力を私の専門分野である広告宣伝スキルを使って発信し、松山のファンを増やしたいと思っています。

援応

SNSフォロー

LINE登録 口コミ投稿

写真投稿

後援会事務所を訪れた感想やご意見などを、
Googleマップ口コミにご投稿いただけませんか？
まだご来所したことのない方が、後援会事務所を訪
れるきっかけを、お手伝いいただけますと幸いです！

#まつやまチェンジアクション
#世界基準の松山へ

フォトブースで田中エリナと2
ショット撮影！
上記のハッシュタグに加えて
【田中エリナアカウント】を
タグ付いただくと、
リポスト・リツイートなどさせ
ていただきます！

田中エリナの日々の活動や、松山をもっとすみたくな
る街へ活動していく様子や情報をお届けします ! ぜ
ひ知人・友人の方で田中エリナを知らない方にも、
知っていただくきっかけとしてご登録をオススメいた
だければ幸いです !

�

Follow me!!

Action1 Action2

Action3 Action4

世界基準の松山へ貴方も一緒にアクション

タイムリーな
情報は
こちらから
お届けします

Twitter

FacebookInstagram

!


