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私たちが提案するプラン

アジアからくるインバウンド客に向けたスキー場でのイベント企画！



発表のアウトライン

1.北陸の冬の課題
2.北陸観光の現状分析
3.問題解決策の提案～私たちのテーマ
4.ターゲット説明～ターゲットと選定の背景
5.プラン提案～私たちが提案する2県のテーマ
6.効果～イベントを実施することにより得られる効果



1.北陸の冬の課題

①立往生や通行止め、雪害が多数発生している
2021年は特に雪が多かった

②２県とも12月～3月のウィンターシーズンは観光客数が減少している

⇩
雪にネガティブな

イメージを抱く人も多い



２.1 石川・福井のインバウンド状況について

➩台湾・香港・中国・韓国のアジア圏から訪れる人が多い



2.2 訪日外国人客のウィンタースポーツ需要

スキー・スノーボードの潜在需要は大きい
アジアでは今、ウィンタースポーツのブームが来ている

➩日本の上質な雪（パウダースノー）、スキー場施設の充実などが評価されている



2.3 訪日外国人のウィンタースポーツ需要②
中国では、2022年北京冬季オリンピックに合わせて
中国国内のスキー・スノーボード人口を3億人に増やすという目標を掲げている

➩多くのスキーヤー・スノーボーダーが日本のスキー場を求めて来ることが予想される



ネガティブな
イメージの

ある雪
× ×冬に観光客数

が落ち込む
北陸 スキーを

したい外国人

「How to enjoy snow in Hokuriku」
北陸のスキー場での日本文化を体験するイベント企画

3.解決策の提案

イベントの北陸文化体験で魅力を知る➩冬の北陸を好きになってもらう



４.1 ターゲット

★アジア圏（主に中国・韓国・台湾）の人
★スキーが好きな人
★スキーをやってみたい人



しかし、
インバウンドをがっかりさせない工夫が必要！

特に、言語対応や決済、
ナイトライフ観光を充実させる必要がある

4.2 ターゲットを決めるにあたって①

<北陸のインバウンドの不満足点＞

①言語の通用度
英語・中国語・韓国語等の母国語

②ナイトライフ観光の充実
バーやクラブなど

③クレジットカードや
オンライン決済が使用できること

北陸の雪の中で日本料理や自然、
ご当地グルメを楽しんでもらいたい



＜インバウンドがスキー場に求めるもの＞

①スキー場のコンディション面
・パウダースノーが楽しめること
・コースのバリエーションが豊富であること
・ナイトスキーができること

②スキーだけでなく日本文化に触れられること

③日本食が食べられること

④アクセスが良い事

4.3 ターゲットを決めるのあたって②



4.3‐１ ターゲットを決めるのあたって②

日本のスキーリゾート

例えば、ニセコ（北海道）や白馬（長野）
日本文化を体験できる施設がない！！

インバウンドの期待に応えながら
ニセコや白馬などの
国内スキーリゾートでは
できない体験を提供したい。

B級グルメや日本酒など
モノの提供で

今あるスキーリゾートと
差別化



5.1‐1  石川・福井の２イベント企画で
インバウンドの願いを叶える！

★石川県★
白山セイモアスキー場

①かまくらBAR

②白山横丁

③物産コーナー

★福井県★
スキージャム勝山

①かまくらBAR

②ゆきなべっこ祭

③物産コーナー



実施日：2022年2月1日（火）
～２月8日（火）
中国の春節に合わせて開催
期間中（約1週間）開催予定

会場：白山セイモアスキー場
（石川県白山市）
スキージャム勝山

（福井県勝山市）

時間：17時～21時

5.1‐2 プラン提案



5.1‐3 スキー場を決めるにあたって
スキー・スノーボードの満足度が高かった理由3項目
★コースが豊富
★雪質が良い（パウダースノー）
★料金が安い
を中心にイベント開催に向いている規模の大きいスキー場を選定

【石川県】
白山セイモアスキー場

【福井県】
スキージャム勝山

に決定！！！



5.2‐1 石川県で開催するイベント

ウィンターバケーション（Winter Vacation)
in Hakusan

하쿠 산에서 겨울 휴가

①白山横丁②かまくらBAR③物産コーナー について詳しく紹介！



③物産販売

B級グルメコーナー

郷土料理コーナー

①
白
山
横
丁

5.2‐2 スキー場内予定図



5.2‐3①白山横丁とは
★目的：日本の文化として再注目されている横丁文化を体験するととも

に石川の食の魅力を知ってもらう。

★概要：県内の飲食店に協力していただき、横丁・屋台風に出店を作
る。郷土料理コーナーとB級グルメコーナーを用意する。

★ご協力いただきたい機関等：石川県観光連盟/ キッチンユキ
株式会社ハチバン/てらおか風舎/いしやお味噌汁食堂そらみそ/赤玉/グリル
オーツカ



5.2‐4
白山横丁で提供するグルメ～郷土料理コーナー～

治部煮 金沢おでん めった汁 寒ブリとのどぐろ
◎温かい。
郷土料理１００選にも
選ばれた。
◎野菜が多い。健康食。
中国・韓国。

×鴨肉のウケはどうか、鶏
肉で代用か

◎ 温かくて種類が豊
富 ◎汁物

◎豚肉の料理

◎野菜がたくさん

◎石川県の冬の名物

◎韓国人で好む人も
多い

×台湾・中国の人は

刺身が苦手な人も多い

お刺身で用意して、鍋でしゃぶ
しゃぶにもできるようにする



5.2‐5
白山横丁で提供するグルメ～B級グルメコーナー～

ハントンライス
金沢カレー 8番らーめん

能登牛ステーキ
◎米料理三カ国とも
◎韓国人は魚を好む(白
身魚のフライ)
×韓国以外は魚を好まな
い

カレールーの上に「カツ」が
載っている。

◎台湾人はカレーとカツが大
好き。

◎中国人にとって一般的な豚
肉。

×キャベツの千切りは生で、
三か国ともに好まない。

◎韓国人は野菜好き。

◎中国人と韓国人は
ラーメン好き

◎台湾・韓国人は牛肉
を好む。

◎高級感のある特産



5.2‐6 食べ物選定にあたって調査・分析

石川の食文化
福井の食文化 ＋



5.2‐7 ②かまくらBARとは

日本酒輸入量
ランキング

１ アメリカ

２ 中国

３ 香港

４ 韓国

５ 台湾

★目的：日本酒好きのターゲットに県内でお酒を楽しんでもらう

★概要：雪のない地方の人もあこがれる「かまくら」の中で
日本酒や自国のお酒を楽しむ。

氷のグラスを使っていただくことができる
★ご協力いただきたい企業：石川県観光連盟/車多酒蔵/吉田酒造店

菊姫/株式会社金澤ブルワリー
Heart＆Beer日本海倶楽部

実は・・
日本酒好きの

アジア圏の人々は
多い



5.2‐8 かまくらBARで提供するお酒

＜クラフトビール＞
金沢麦酒 金澤ブルワリー
奥能登伝説

＜日本酒＞
天狗舞
手取川
菊姫

＜その他＞
紹興酒
泊酒
チャミスルなど



5.2‐9 ③物産コーナーとは
★目的：普段手に取りにくい伝統工芸品を身近に感じてもらい、

お土産として購入、自国で使用してもらう。

★概要：輪島塗・山中漆器を横丁内で使用➩お土産として販売
「伝統工芸ガチャガチャ」加賀縫をかわいらしくガチャガチャに

★協力いただきたい機関など：石川県観光連盟/白山市観光連盟
田谷漆器店/加賀繍IMAI
山中漆器連合協同組合/



★国内で地方に旅行した際のおみやげとして、
他のモノよりも伝統工芸品を購入するインバウンドが多い

★石川の伝統工芸品の人気が近年増加している

5.2‐10 訪日外国人客のお土産事情



5.3‐1福井県で開催するイベント

スノーフェスティバル(Snow Festival)
in Katsuyama

카츠야마에서 스노우 페스티발

①ゆきなべっこ祭②かまくらBAR③物産コーナー について詳しく紹介！



③物産販売

5.3‐2 スキー場内MAP

プ
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①ゆきなべっこ祭



5.3‐3 ①ゆきなべっこ祭とは
★目的：伝統工芸品を使った「光の道」で思い出に残る北陸のスキー

旅を演出する。

★概要：越前和紙をまとった円柱のろうそくを使用し、「光の道」を作る。
各テーブルにストーブを用意し、アツアツの鍋を囲んでもらう。
（昭和の日本をイメージ）

★ご協力いただきたい機関など：福井県観光連盟/勝山市/ダイニングしおそう
こまつや池田屋ごんちゃん/小大黒屋商店
スキージャム勝山



5.3‐4 ゆきなべっこ祭で提供予定グルメ

若狭牛鍋 越前カニ鍋
・カニ飯

敦賀ラーメン

◎牛好きなターゲットにマッチ！
×すき焼きなどが好まれにくい

◎海外でもカニ人気は高い
◎豪華なもの好きなターゲットに
ぴったり

◎B級グルメとして人気
屋台生まれで、歴史のあるラーメン



5.3‐5 ②かまくらBARについて

かまくらBARで提供予定のお酒

黒龍
越前ガニとの相性◎

白龍 紗利 花垣
穀物を使ったお酒が
中国で好まれる

魚介に合う酒
生臭さを洗い流してくれる

アジア圏でよく飲まれるお酒と
使っているお米は同じ
➩親しみやすい味

このほか、中国・台湾・
韓国のお酒も提供予定



5.3‐6 ③物産コーナーについて
★目的：普段手に取りにくい伝統工芸品を身近に感じてもらい、

お土産として購入、自国で使用してもらう。

★概要：若狭塗・越前漆器を横丁内で使用➩お土産として販売
「伝統工芸ガチャガチャ」若狭めのう細工をかわいらしくガチャガチャに

★協力いただきたい機関など：福井県観光連盟/株式会社大岸正商店
漆琳堂/若狭工房

← １越前漆器
２若狭塗の箸
３若狭めのう細工

１
2

３



5.4‐1 イベント開催にあたって①
北陸を周遊していただくために

‐スタンプラリーの実施‐
★目的：2つのスキー場を巡ることでそのほかの石川・福井の観光に

つなげる

★概要：白山セイモアスキー場とスキージャム勝山の
各スキー場コース内にスタンプ場所（各2か所）を設置
各スキー場のスタンプを1つずつ、合計２つ集めると
白山横丁やゆきなべっこ祭で使えるお食事割引券プレゼント！

★ご協力いただきたい機関など：石川県観光連盟/福井県観光連盟
白山セイモアスキー場/スキージャム勝山
横丁、祭で協力していただく飲食店の方々

ファミリーで楽しめる！



5.4‐2 イベント開催にあたって②

外国人受け入れ態勢

白山セイモアスキー場 スキージャム勝山
現在の状況

◆言語対応 確認中

◆WiFi 確認中

◆決済方法 確認中

現在の状況

◆言語対応 なし

◆WiFi あり

◆決済方法 交通系IC/クレジットな
ど対応イベント企画にあたって

受け入れ環境を整備を提案
⇩

今後も持続的にインバウンドを
呼び込む



5.4‐3 イベント開催にあたって③
PR方法

中国国内で利用者数の多いweibo、
全世界の利用者数が多いInstagramでイベントをPR

当イベントのアカウントをフォロー・投稿にコメント
していただくとお得な情報も！



6.１ 期待されるプランの効果

北陸の魅力を発見、地域企業の活性化

北陸の産業を保護し、広められる

県内の観光地が外国人観光客に対応できるように意識する



ネガティブなイメージの「雪」をポジティブなイメージへ
アジア圏のスキー需要を利用して北陸の魅力をPR

6.2 まとめ

雪の

冬季の観光の弱さ

★「雪」に対するネガティブ

イメージ

★冬の観光客の落ち込み

北陸観光の現状

★スキー需要の拡大

★北陸に旅行をしに来る

アジア圏の人々

インバウンド需要

白山市・勝山市での
スキー場イベント開催 スタンプラリーで

周遊も



See the best of Hokuriku
through these tasteful snow plans.

ご清聴ありがとうございました
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