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①定義：議題について考える



-ニューノーマルとは-
｢New｣と｢Normal｣の2単語が融合して生まれた造語で、以前の

生活様式や経済活動、ビジネスからレジャーまで、あらゆる行動を
時勢に合わせてアップデートしていく動きのことである。

生活のあらゆる局面で｢新たな常識｣を意識することが必要である。



オンライン化
マイクロツーリズム
外出自粛

では、コロナ禍での観光の
新たな常識とは何だろうか?



-私たちが目指す「観光まちづくり」とは-

→コロナ禍において、現地に行くだけではなく、離れた地域から
でもその土地の雰囲気や風土を感じることができる。

→コロナ禍収束後の現地観光へとつなげ、
観光産業の回復、産業の発展、新たな観光資源の成長を目指す。



②地域選定：地域の抱える課題と観光資源



私たちが選んだのは…

京都市

この写真 (作成者: 不明な作成者) は CC BY に基づいてライセンスが許諾されています。

https://www.flickr.com/photos/minoir/14904108269/in/photostream/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


観光産業について



-京都市の観光資源-

寺社仏閣（金閣寺や清水寺など）

祭事（祇園祭や葵祭など）
伝統工芸（京焼、西陣織など）

食（京料理、鯖寿司など）

＼＼京都市にはたくさんの観光資源が存在する！！ ／／



-京都市の抱える課題-

①コロナ禍以前から、日本人観光客が減少している。

②コロナ禍によって、インバウンドによる観光収益が大幅に
減少している。
③京都市の伝統産業が低迷している。



-京都市の観光産業の現状-

外国人観光客
は増加傾向で
はあるが、

日本人観光客
は減少傾向に
ある。

2015年

2019年

<新型コロナウイルス感染症流行の前>

京都市における観光調査関係の資料一覧 – 京都観光総合調査 –京都市観光協会より



-京都市の観光産業の現状-

⇨ 全て減少

<新型コロナウイルス感染症流行の後>

コロナ禍によって大幅に縮小した観光産業の振興が必要である！！！

総宿泊客数

外国人宿泊客数

修学旅行者数

令和2年（2020年）観光客の動向等に係る調査（概要版）-京都市情報館より



カギは日本人観光客だ！！



-日本人観光客を増やさないといけない理由-
インバウンドの回復はまだ見通しがつかないため

日本人観光客数の大幅な増加が必要！!

20,931円 46,294円

京都市の1人あたりの観光消費額（平成30年）

日本人 外国人

約2.2倍
これだけの差を

埋める必要がある
平成30年 京都観光総合調査 -京都市情報館より



伝統産業について



-京都市の伝統産業の現状-

⇨ 減少傾向
京都市の伝統産業がピンチ！！！

生産額

従業者数

企業数

伝統工芸品とは？伝統工芸業界の現状と生産高推移、職人後継者について -四季の美より



-京都市の伝統産業の現状-

値段相応の価値
があるのか

わからない。

使用できる機会や
場が少ない。

第３期 京都市伝統産業活性化推進計画 –京都市情報館より

使用方法や手入れ
の仕方が難しい。



伝統工芸品を使ってもらい
その価値を知ってもらおう!!



③提案：私たちのプラン提案
STEP１→オンラインプラン
STEP２→現地観光プラン



STEP1

伝統工芸品×パン×サブスクリプション
～優雅な朝食を～



「パン」と「京焼・清水焼」の2つを組み合わせ、
サブスクリプション形式を用いて

オンラインでの提供を行う。

-プラン概要-



-プラン考案の経緯-

①伝統工芸品に、「食」＆「サブスクリプション」を掛け合わせる

ことで伝統工芸品への抵抗感のハードルを下げたい！
②全国でも消費支出額1位の京都市のパンを新たな観光資源として

発信したい！
③日常に馴染みの無い伝統工芸品を、手軽に体験できる

きっかけにしたい！



なぜ伝統工芸品とパンを
組み合わせたのか



-京都市のパン事情①-

【都市別】パンへの支出額・消費量ランキング -食品データ館より



-京都市のパン事情②-
京 都 市 に 行 っ た ら食 べた いも のラ ンキ ング ！

新規性！！

パン屋さんがたくさん
あるのに「パン」は

ランキング外！

パンを用いることは…

【年代別】京都に行ったら食べたいものランキング ＠niftyニュースより



-伝統工芸品に関するデータ-
認 知 度 が 低 い 伝 統工 芸品 の売 上額

伝統工芸品の中でも
特に食卓用・厨房用の
工芸品が低迷している

伝統工芸が衰退する３つの原因と私たちにできること -BECOSより



消費支出額が多いのに
あまり目をつけられていない京都市のパンと
伝統工芸品の「京焼・清水焼」を結びつけ、

どちらも活性化できないか！？



そこで目を付けたのが…

サブスクリプション！！



サブスクリプションとは?

商品、サービスの利用料を毎回請求するのではなく、
一定期間利用することができる権利に対して、料金を
請求するもの。

意外と知らない？ITトレンド用語 –NTT Communications より。



-サブスクリプションの市場規模-

サブスクリプション・サービスの動向整理 -三菱UFJリサーチ＆コンサルティングより



-利用してみたいサブスクリプション-

0 2 4 6 8 10 12 14

コンタクトレンズ、メガネ

自動車

家具・家電

洋服、ファッション

美容サービス（ヘアサロン、エステなど）

習い事、フィットネス

生活サービス（家事代行サービスなど）

食品

飲食店

旅行（ホテルなど）

利用してみたい
サブスクリプション
で食品の注目度が
高まっている！

食品のサブスクリ
プションにもっと
注目するべきでは

ないのか??

(n=4000)

％

アンケート全体の
23.2%が食べ物のサブ
スクリプションに興味

を示している！

最も利用されているサブスクは、やはり〇〇〇〇〇〇〇 -株式会社プラネットより



-サブスクリプションの実態-
サ ブ ス ク リ プ シ ョ ン を 利 用 し て い る か ど う か サ ブ ス ク リ プ シ ョ ン の 認 知 度

利用していない人
が過半数を超えて

いる！！

サブスクリプション
を知らない人が

73.7%もいる！！

サブスクリプションに関する調査。サブスク利用者拡大のカギとは？ -HoNoteより サブスクの認知度は２７％、利用率トップは”動画配信“「サブスクに関する調査」-APMより



まだまだ市場規模を拡大
することができる

サブスクリプションに
注目するべきだ！！



-サービス利用の手順-
① 会員登録を行う。
② 希望サービスの選択。（→サービスは１ヶ月毎の更新）
③ 自宅に厳選されたパンと京焼・清水焼の食器セットが到着。
④ １ヶ月間パンと京焼・清水焼を使用し、食器は1か月後、別のものと交換。

使用している食器を気に入れば、購入することも可能。
→パンフレットを同封し、京都の伝統工芸品についての理解を深めてもらう。
⑤ 伝統工芸体験チケットが配布され、京都での現地観光で使うことができる。

（体験する工芸品はランダムで配布される。）



-希望サービスの例-

ひとり暮らし
プラン カップルプラン ファミリープラン

パン ８個 10個 12個

工芸品
お皿 ２枚 ４枚 ６枚

コップ １個 ２個 ４個

※工芸品・パンの種類は
決まっています。



掲載許可を得た店舗紹介



承認済！！ 京焼・清水焼屋さん



パン屋さん
両店舗承認済！



STEP２
コロナ禍収束後の現地観光プラン



-プラン概要-

サービス利用時に配布したチケットで、
伝統工芸をオトクに体験！！

→伝統工芸を体験することで、伝統工芸品の魅力を
肌で感じてもらう！！

→実際の現地観光による地域の活性化を目指す



サブスクリプション利用時に配布されるチケット
→京都市の伝統工芸体験ができる店舗の体験料が

割引されたチケット

3か月に1度、1店舗分の体験チケットが届く！
どの伝統工芸になるかは、届いてからのお楽しみ！

-プラン詳細-



-京都市で体験できる伝統工芸の例-
西陣織京刃物京焼・清水焼



おすすめの伝統工芸体験
店舗例

全体験承認済！！



-プランの効果-

① サブスクリプションで伝統工芸品の魅力を通常よりも安価
に体験することができる。

② コロナ禍において、自宅でも京都の知られていない魅力を
手軽に味わえる。

③ オンラインで体験できる機会を提供することで現地での
観光に繋がる。 もっと食べたい！

もっと知りたい！
もっと触れたい！



-プラン まとめ-

①伝統工芸品×パンで、京焼・清水焼を身近な存在に！

②京都市のパンを新たな観光資源として、全国に発信していく。

③オンラインプランで、コロナ禍の行動制限の壁を克服。

④現地観光の促進プランで、コロナ禍収束後の観光を促進。



④効果：プラン実施時の波及効果



-STEP１による波及効果-

全国のおいしいパンを家庭に届ける「パンスク」が、サービス開始2か月弱で会員数1,000名突破 −PR TIMESより

人気のパンのサブスクリプションの
登録者の伸び率から考えると、
２ヶ月で約1,000人の登録者数の確保で
12ヶ月で約6,000人の登録者数に！！

さらに希望サービスの例より一人暮らし
プランを3,500円という料金設定を設けると
月々の売り上げは、
3,500円×6,000人=2,100万円／月

よって、年間の売り上げは、

2億5200万円／年



-STEP２による波及効果-

平成29年 京都観光総合調査 -京都市情報館より

6,000人が数年の間に１度は観光に来ると
考えると…
日帰りの場合…
6,000人×10,000円=6,000万円
宿泊の場合…
6,000人×42,000円=



-SNSによる波及効果-
①購入した商品や利用したお店についてSNSに投稿する割合

②SNSで友人とつながっている人数

③SNSの情報をきっかけにお店に足を運んだ割合

5大SNSユーザーによる「SNSをきっかけとした購買行動・口コミ行動調査結果」公開！より 5大SNSユーザーによる「SNSをきっかけとした購買行動・口コミ行動調査結果」公開！より

「大学生のライフスタイル調査」“SNS”でつながる友達の平均人数は約300人、前年比20人増より

①約50％がSNSで投稿するので
6,000×0.5=3,000人が投稿する

②約300人であるので
300×3,000＝900,000人がお店について知る

③約50％が来店するので900,000×0.5=450,000人
宿泊の場合、42,000円であるので
450,000×42,000=約189億円



-経済効果の合計-

2億5,200万円＋約189億円＝約192億円
（現地観光プラン） （SNSによる波及効果）



-まとめ-
・伝統工芸を身近に体験できるサービスにより、使用機会や認知度を高める。

・低迷している観光産業を日本人観光客によって活性化させる。

・パンに新たな観光資源としての価値を見出し、観光の可能性を広げる。

・オンラインと現地での観光を両立することで、ニューノーマル時代に対応している。

・ひとり暮らしからファミリーまで幅広くプランを広げられ、波及効果も大きい。



・京都市における観光調査関係の資料一覧 – 京都観光総合調査 –京都市観光協会
https://www.kyokanko.or.jp/survey_list/

・令和2年（2020年）観光客の動向等に係る調査（概要版）-京都市情報館
https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/cmsfiles/contents/0000286/286437/gaiyou.pdf

・平成30年 京都観光総合調査 -京都市情報館
https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/cmsfiles/contents/0000254/254268/30tyosa.pdf

・伝統工芸品とは？伝統工芸業界の現状と生産高推移、職人後継者について -四季の美
https://honote.macromill.com/report/20190425/

・第３期 京都市伝統産業活性化推進計画 –京都市情報館
https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/cmsfiles/contents/0000217/217005/dai3kikeikaku.pdf

・【都市別】パンへの支出額・消費量ランキング -食品データ館
https://urahyoji.com/expenditures-for-bread/

・【年代別】京都に行ったら食べたいものランキング ＠niftyニュース
https://news.nifty.com/article/item/neta/12225-130919002862/

・伝統工芸が衰退する３つの原因と私たちにできること -BECOS
https://journal.thebecos.com/dentoukougei-suitai/

・サブスクリプション・サービスの動向整理 -三菱UFJリサーチ＆コンサルティング
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/meeting_materials/assets/internet_committee
_200205_0002.pdf
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・サブスクリプションに関する調査（2021）-Cross Marketing
https://www.cross-m.co.jp/report/life/20210331subscription/

・最も利用されているサブスクは、やはり〇〇〇〇〇〇〇 -株式会社プラネット
https://www.planet-van.co.jp/shiru/from_planet/vol161.html

・サブスクリプションに関する調査。サブスク利用者拡大のカギとは？ -HoNote
https://honote.macromill.com/report/20190425/

・サブスクの認知度は２７％、利用率トップは”動画配信“「サブスクに関する調査」
-APM Catch the business inspirations. https://ampmedia.jp/2019/05/08/subsc/

・全国のおいしいパンを家庭に届ける「パンスク」が、サービス開始2か月弱で会員数1,000名突破
−PR TIMES https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000022.000023945.html

・平成29年 京都観光総合調査 -京都市情報館
https://www.kyokanko.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/05/kyoto_tourism_stat_2017.pdf

・5大SNSユーザーによる「SNSをきっかけとした購買行動・口コミ行動調査結果」公開！
https://smmlab.jp/article/sns-research-2020/

・「大学生のライフスタイル調査」“SNS”でつながる友達の平均人数は約300人、前年比20人増
https://ampmedia.jp/2019/01/29/student_lifestyle/
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