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北陸地方

• 北陸地方は福井、石川、富山の三県
からなり、日本海、3000m級の

• 山々に囲まれる自然豊かな地域

• 東京、大阪、愛知等の大都市圏から
のアクセスが容易

• 恐竜博物館（福井）
• 黒部ダム（富山）
• 兼六園（石川）
• といった観光地が有名



北陸にはどんなイメージがありますか？

寒い？

雪？

雨が多い？

自然が豊か？

歴史がある？

幸福度が高い？

温泉が多い？

伝統文化が盛ん？

お米が美味しい？
農業、漁業が盛ん？



多くの人が北陸地方に対して「食べ物、飲み物が美味しい」
「海の幸が美味しい」といった食に関するイメージを持っている

出典：マイナビウーマン 「北陸のイメージ、4人に1人が
「食」と回答！ 北陸新幹線開業に期待することは？！ 」 出典：＠niftyニュース「北陸についてのアンケート・ランキング」

北陸のイメージは？（複数回答可）



出典：＠niftyニュース「北陸についてのアンケート・ランキング」

北陸のイメージは？（複数回答可）

しかし、食以外のイメージは
あまり持たれていない…

北陸地方の認知度があまり高くない？

出典：マイナビウーマン 「北陸のイメージ、4人に1人が
「食」と回答！ 北陸新幹線開業に期待することは？！ 」



有効回答1784票のうち、65％が
食を目的とした旅行をしたことがあると解答

出典：PRTIMS 「『食』を目的に旅先を選んだことがある方は約6割！
「旅先で楽しむ『食』についてのアンケート調査」」



北陸の観光を促進していくための
キーワード🗝🗝
「食」



食を主役としたプランを提案する上で

私たちは

北陸のワイン
に目を付けました。



北陸でワイン…？
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北陸各所にワイナリーがある

①ハイデイワイナリー ④セイズ・ファーム

⑤やまふじぶどう園②能登ワイン

③金沢ワイナリー ⑥白山ぶどうワイン



コンクールでの受賞歴も

セイズ・ファーム
富山県氷見市
日本ワインコンクール2017
欧州系白ワイン部門金賞
「SAYS FARM OJICO CHARDONNAY 2016」
価格：2571円

出典：能登ワイン
https://notowine.com/?mode=cate&csid=0&cbid=2222493

出典：SAYS SARM 
https://www.saysfarm.com/saysfarm_shop/

能登ワイン
石川県穴水町
国産ワインコンクール2013
国内改良品赤ワイン種部門金賞
「2011クオネスヤマソーヴィオン」
価格：5250円

などなど



北陸のワインには
魅力も実力も



ワインの需要は？



出典：WINE BAZAAR
「「ワインが好き」男性の52.4％女性の49.8％。およそ半数が
ワイン好き～ワイン好きの6割が週1以上ワインを飲む～」

出典：WINE BAZAAR
「「ワインが好き」男性の52.4％女性の49.8％。およそ半数が
ワイン好き～ワイン好きの6割が週1以上ワインを飲む～」

男女とも約半数の人がワインが好き
女性のほうが少し少ない

年齢を重ねるごとにワイン好きが増加する



出典：WINE BAZAAR
「「ワインが好き」男性の52.4％女性の49.8％。およそ半数がワイン好き

～ワイン好きの6割が週1以上ワインを飲む～」

ワインがとても好きな人の約60％が
週に一度以上ワインを飲む



ワインの需要は
十分ある…!

北陸のブランドワインを

北陸の食のお供に



北陸の食×Wine
少し大人な北陸旅

そこで私たちは…

を提案します。



ターゲット



ワイン好きの

20代～40代の女性



対象のエリア
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各ワイナリー周辺
石川県輪島市 石川県穴水町

石川県金沢市

富山県氷見市

富山県富山市

福井県大野市



プラン内容



プラン内容①

出典：越前漆器粂治郎
http://www.shikki-shop.com/category/item/itemgenre/shuki/guinomi/

出典：鏑木商舗
https://kaburaki.shop/wineglass/

出典：KISEN 高岡銅器
http://www.kisen.jp.net/products_category/wine/

例）

プランに参加したい人は
オンラインショップor現地で

参加資格となる北陸の伝統工芸品の
ワイングラスを購入（1万5千円以上）



📍📍

プラン内容②

グラス🍷🍷をもって北陸へ



プラン内容③
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石川県輪島市 石川県穴水町
石川県金沢市 富山県氷見市
富山県富山市 福井県大野市

対象エリアの
協力飲食店舗で
Myグラスを見せると、
北陸ブランドの
ワインが1店舗につき
一杯無料に
※一人1000円以上の飲食時に限る



プラン内容④

お客さんには
美味しい食事とワインを
気軽に楽しんでもらう



プラン内容⑤

飲食を楽しみ
お気に入りのワインが見つかったら

オンラインショップで
購入

ワイナリーで
直接購入



周遊促進のための工夫



周遊促進のための工夫

ワイン一杯無料は回数制限なし

ワイン一杯無料の期間制限なし
再度北陸に訪れた際も利用できる

開店時間から24時間経過後
• 同じ店で再使用可能

北陸の食を楽しむことができる店舗
のみ利用可能



周遊促進のための工夫

各エリアに対応したワイナリーのワインしか無料にならない
例）氷見市の飲食店…セイズ・ファームのワイン

店舗ごとに無料になるワインが異なる
例）穴水町の飲食店A…赤ワイン 飲食店B…白ワイン

異なるエリア3店舗以上でワインを飲み、ワインを購入すると
購入元のワイナリーが厳選したおつまみのプレゼント

北陸在住の人もプランに参加可能



これらの工夫で周遊を促進し
継続的な来訪を促す



集客方法
ワイン好きの20～40代女性に来てもらうためには



集客方法
現地（ワイナリー、飲食店 宿泊施設など）

北陸の女性ターゲット
お客さんのSNSでの情報発信

口コミ

積極的なSNS発信、
（Instagram）

地元情報誌への掲載

全国の女性ターゲット

宿泊予定の
宿から
直接案内



プランの効果



プランの効果

周遊を通して
お気に入りの
北陸の食
ワインを
発見できる

ワイナリー、飲食店の
売り上げ向上

北陸地方の食以外の
認知度の向上

北陸地方のファン
リピーターの増加



北陸の食×ワインには
可能性が秘めている



参考資料
• ＠niftyニュース：「北陸についてのアンケート・ランキング」
https://chosa.nifty.com/travel/chosa_report_A20150410/5/index.html
（2021年10月31日閲覧）

• PRITIMES ：「『食』を目的に旅先を選んだことがある方は約6割！「旅先で楽
しむ『食』についてのアンケート調査」」
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000298.000031978.html

（2021年10月31日閲覧）

• マイナビウーマン：「北陸のイメージ、4人に1人が「食」と回答！ 北陸新幹
線開業に期待することは？！ 」https://woman.mynavi.jp/article/150310-60/

（2021年10月31日閲覧）

• WINE BAZAARニュース：「ワインが好き」男性の52.4％、女性の49.8％。およ
そ半数がワイン好き ～ワイン好きの6割が週1以上ワインを飲む～」

http://wine-bzr.com/topic/report/11863/ （2021年10月31日閲覧）

https://chosa.nifty.com/travel/chosa_report_A20150410/5/index.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000298.000031978.html
https://woman.mynavi.jp/article/150310-60/
http://wine-bzr.com/topic/report/11863/


参考資料
• 金沢ワイナリー：https://k-wine.jp/ （2021年10月31日閲覧）

• 白山ワイナリー：https://www.yamabudou.co.jp/ （2021年10月31日閲覧）

• セイズ・ファーム：https://www.saysfarm.com/ （2021年10月31日閲覧）

• 能登ワイン： https://notowine.com/ （2021年10月31日閲覧）

• ハイデイワイナリー：https://heidee-winery.jp/ （2021年10月31日閲覧）

• やまふじブドウ園：https://www.winery.co.jp/ （2021年10月31日閲覧）

• Japan Wine Competition(国産ワインコンクール)2013 受賞ワインリスト
https://www.pref.yamanashi.jp/jwine/2013fol/2013HR.pdf （2021年10月31日閲覧）

• Japan Wine Competition(日本ワインコンクール)2017 受賞ワインリスト
https://www.pref.yamanashi.jp/jwine/2017fol/02.2%20result%20VW.pdf （2021年10月31日閲覧）

https://k-wine.jp/
https://www.yamabudou.co.jp/
https://www.saysfarm.com/
https://notowine.com/
https://heidee-winery.jp/
https://www.winery.co.jp/
https://www.pref.yamanashi.jp/jwine/2013fol/2013HR.pdf
https://www.pref.yamanashi.jp/jwine/2017fol/02.2%20result%20VW.pdf


参考画像、図
• 越前漆器「粂治郎」：http://www.shikki-shop.com/category/item/itemgenre/shuki/guin

（2021年10月31日閲覧）
• 九谷焼 鏑木商舗：https://kaburaki.shop/wineglass/#

（2021年10月31日閲覧）
• クラフトマップ：http://www.craftmap.box-i.net/

（2021年10月31日閲覧）
• セイズ・ファーム：https://www.saysfarm.com/saysfarm_shop/

（2021年10月31日閲覧）
• 能登ワイン：https://notowine.com/?mode=cate&csid=0&cbid=2222493

（2021年10月31日閲覧）
• 有限会社四津川製作所：http://www.kisen.jp.net/products_category/wine/

（2021年10月31日閲覧）

http://www.shikki-shop.com/category/item/itemgenre/shuki/guin
https://kaburaki.shop/wineglass/
http://www.craftmap.box-i.net/
https://www.saysfarm.com/saysfarm_shop/
https://notowine.com/?mode=cate&csid=0&cbid=2222493
http://www.kisen.jp.net/products_category/wine/
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