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平成３０年 月 日
観 光 営 業 部Ⅰ 分析表の概要、活用方法等について

○本資料は、県内の各市町が観光客目線に立ってそれぞれの強みや課題を洗い出し、取り組むべき施策の方向性を

検討するための基礎資料として作成したものです。

○今後、県や市町、事業者等が、自分たちの強みや観光客目線で何を見せていくのが良いのかなど、日々考え、ブ

ラッシュアップしていく、さらにはエリア別・ルート別を作成していくためのベースとなる資料です。

○また、県民一人ひとりが観光コンシェルジュとして観光客に対しておもてなし（お薦めの情報の提供など）を行

う際に、本資料をご活用いただければ幸いです。

【分析表の概要について】

○資料上部には「見る・感じる」「食べる」などの旅行の目的に対応する各市町の主な観光資源を挙げています。

また、資料左側には一般的に考えられているターゲットごとの独自の視点を記載しています。

これらの資源について、各ターゲットにおいて評価されていると考えられる資源を表中に記載し、該当する観光

資源が少ないと考えられる項目には「△」を記載しています。

○民間の調査等に基づきターゲットごとに旅行目的で重視する割合の高い上位３項目については網掛けしています。

【分析表の見方について】

○本分析表については、次のような活用方法が考えられます。

① 強みとなる観光資源の磨き上げ

② 新たな観光資源づくり

③ ターゲットの嗜好に沿った周遊ルートの提案

【分析表の活用方法について】
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観 光 営 業 部Ⅱ 各地域の分析
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1
・市美術館・県立美術館・一乗谷朝倉
氏遺跡・名勝養浩館庭園・各工場見
学・ものづくり体験 等

福井市の課題

・ストーリー性のある散策ルート
　や周遊ルートの提案周知
・上記ルートにおける二次交通ア
　クセス（運行本数や対応できる
　モビリティの少なさ）
・写真映えするスポット、食の仕
　掛け
・体験メニューの充実
・案内ガイドの充実、観光ガイド
　のレベルアップ、多言語対応ガ
　イド養成
・主要観光地や観光地を少し外れ
　た場所での多言語表記といった
　インバウンド対応 等

・地域ならではの食がある程度集積して
　いない（食べ歩きがしづらい）
・新幹線開業後、圧倒的に増加する来福
　者が飲食できる店舗数が少ない（店舗
　が一杯で入ることができないｵｰﾀﾞｰ終
　了など、ﾌﾟﾚDC富山会議での状況が想
　定される）
・二次交通の運行本数の少なさ（他ｴﾘｱ
　へ分散してもらうにも移動後の行程が
　立てづらい）
・飲食店等の多言語表記、ﾑｽﾘﾑ等の対応
・富裕層向けの飲食店が少ない
・越前がにやそばなどをまとめたマップ
　の不足 等

・キャンパーに向けた情報発信
・海水浴離れ
・サイクリングロードの整備 等

・宿泊施設のﾊﾞﾘｴｰｼｮﾝの充実
　（富裕層向け、ｸﾞﾗﾝﾋﾟﾝｸﾞ等）
・ナイトタイムエコノミーの充実
・宿泊施設での外国人対応
・大規模ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝや修学旅行に
　対応できるｷｬﾊﾟｼﾃｨの拡充 等

・特に女性が買いたいお土産が
　少ない、買いたくなるものが
　少ない
・駅周辺の土産店の不足
・高価格帯のお土産が少ない
・他エリアの土産品等の集積
・各店舗におけるｷｬｯｼｭﾚｽ、
　多言語、免税等への対応 等

・大規模ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ施設の充実
・アフターコンベンションの充実
・ユニークベニュー
・交流可能な学校の確保
・探求型素材の発掘 等

2 ・駅周辺のシティ/ビジネスホテルMICE

・キャパシティ、受入体制
・ユニークベニュー
・アフターMICE
・旅行費用

3
・名勝養浩館庭園・一乗谷朝倉氏遺
跡・福井城址、山里口御門・足羽川桜
並木 等

・越前おろしそば・へしこ・地酒・越
前がに・越前うに・羽二重餅 等

主
な
タ
ー

ゲ
ッ

ト
毎
の
独
自
の
視
点

3
・駅周辺のシティ/ビジネスホテル・
民宿・農家民泊・鷹巣荘

1
・一乗谷朝倉氏遺跡・セーレンプラ
ネット・漁業体験・ものづくり体験・
学校間交流 等

教育旅行
・地域ならではの体験
・宿泊施設のキャパシティ
・旅行費用

2
・一乗谷朝倉氏遺跡・市立郷土歴史博
物館・橘曙覧記念文化館 等

・越前おろしそば・へしこ・地酒・越
前がに・越前うに・羽二重餅 等

△ 3
・駅周辺のシティ/ビジネスホテル・
民宿・農家民泊・鷹巣荘

・福福館・プリズム福井・ハピリンモー
ル・駅周辺店舗・朝倉氏遺跡保存協会売
店・一乗谷あさくら水の駅・ふくい鮮い
ちば 等

富裕層
・高級、高品質　・希少性
・「本物」の体験
・プライベート感、静寂感

2
・名勝養浩館庭園・一乗谷朝倉氏遺
跡・足羽川桜並木・糸崎の仏舞

1
・越前がに・越前うに・地酒・福井米
等

3
・駅周辺のシティ/ビジネスホテル・
民宿・農家民泊・鷹巣荘

・福福館・プリズム福井・ハピリンモー
ル・駅周辺店舗・朝倉氏遺跡保存協会売
店・一乗谷あさくら水の駅・ふくい鮮い
ちば 等

・駅周辺のシティ/ビジネスホテル・
民宿・農家民泊・鷹巣荘

2
・福福館・プリズム福井・ハピリンモー
ル・駅周辺店舗・朝倉氏遺跡保存協会売
店・ふくい鮮いちば 等

外国人
(フランス)

・日本ならではの歴史、文化、
　体験、日常(ストーリー性)
・街並み散策

2

・名勝養浩館庭園・一乗谷朝倉氏遺
跡・足羽川桜並木・足羽山公園・越前
海岸（柱状節理の鉾島周辺）・丹巖洞
等

1
・越前がに・越前うに・地酒・福井
米・越のルビー 等

△

△

3
・福福館・プリズム福井・ハピリンモー
ル・駅周辺店舗・朝倉氏遺跡保存協会売
店・ふくい鮮いちば 等

外国人
(タイ)

・写真映え
・旬のもの
・四季(花と雪)

3

・名勝養浩館庭園・足羽川桜並木・足羽
神社・一乗谷朝倉氏遺跡・瑞源寺・越前
海岸・おさごえ民家園・越前朝倉曲水の
宴・宮ﾉ下ｺｽﾓｽ広苑  等

1
・海鮮丼・越前がに・越前うに・地
酒・越前海岸沿いのカフェや飲食店・
一乗谷レストラント 等

1
・金福すいか、銀福すいか・越前が
に・越前うに・地酒・ソースかつ丼・
福井米 等

△ 2
・駅周辺のシティ/ビジネスホテル・
民宿・農家民泊・鷹巣荘

外国人
(中国)

・Made in Japan（高品質）
・写真映え・四季(花,雪)
・竹(竹人形)･ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ･安心感

・名勝養浩館庭園・足羽川桜並木・足羽
神社・一乗谷朝倉氏遺跡・瑞源寺・越前
海岸・おさごえ民家園・越前朝倉曲水の
宴・宮ﾉ下ｺｽﾓｽ広苑 等

女子旅
・写真映え　・健康志向
・癒し　・食べ歩き
・おしゃれ、かわいい

3
・名勝養浩館庭園・足羽川桜並木・足羽
神社・毛矢黒龍神社・柴田神社・越前海
岸・宮ﾉ下ｺｽﾓｽ広苑 等

1
・ソースかつ丼・海鮮丼・羽二重餅・水
ようかん・越のルビー・越前海岸沿いの
カフェや飲食店・越前おろしそば 等

・一乗滝小次郎の里ファミリーパー
ク・ガラガラ山キャンプ場・各海水浴
場・漁業体験 等

△ 1
・駅周辺のシティ/ビジネスホテル・民
宿・各キャンプ場・農家民泊・ガラガラ
山キャンプ場・鷹巣荘

・福福館・プリズム福井・ハピリンモー
ル・駅周辺店舗・朝倉氏遺跡保存協会売
店・ふくい鮮いちば 等

シニア層
(60代以上)

・歴史・文化
・地元の人に人気　・老舗
・街並み散策　・上質

2

・名勝養浩館庭園・一乗谷朝倉氏遺跡・足羽川桜並
木・足羽神社・柴田神社、北ノ庄城址・大安禅寺・
瑞源寺・橘曙覧記念文学館・越前海岸水仙・明智神
社・福井城址、山里口御門 等

3

・越前おろしそば・ソースかつ丼・油あ
げ・羽二重餅・あべかわ餅・へしこ・越
のルビー・駅周辺の飲食店・一乗谷レス
トラント・地酒 等

・福福館・プリズム福井・ハピリンモー
ル・駅周辺店舗・朝倉氏遺跡保存協会売
店・ふくい鮮いちば 等

2
・駅周辺のシティ/ビジネスホテル・民
宿・各キャンプ場・農家民泊・ガラガラ
山キャンプ場・鷹巣荘

・福福館・プリズム福井・ハピリンモー
ル・駅周辺店舗・朝倉氏遺跡保存協会売
店・ふくい鮮いちば 等

　

ファミリー層
(30～50代)

・家族で楽しめる
・子供が喜ぶ
・子供に色々な体験をさせる

・足羽川桜並木・足羽山公園・越前海
岸・漁業体験・一乗谷朝倉氏遺跡・一乗
滝・宮ノ下コスモス広苑 等

1

・越前おろしそば・ｿｰｽかつ丼・油あげ・
羽二重餅・へしこ・あべかわ餅・越のﾙ
ﾋﾞｰ・駅周辺の飲食店・水ようかん・地
酒・焼き鯖寿司  等

・ソースかつ丼・海鮮丼・羽二重餅・水
ようかん・あべかわ餅・越前おろしそ
ば・越のルビー・越前海岸沿いのカフェ
や飲食店 等

3
・一乗滝小次郎の里ファミリーパー
ク・ガラガラ山キャンプ場・各海水浴
場・漁業体験 等

2
・駅周辺のシティ/ビジネスホテル・民
宿・各キャンプ場・農家民泊・ガラガラ
山キャンプ場・鷹巣荘

若者
(20代)

・写真映え
・盛りだくさん、豪勢
・非日常体験

・名勝養浩館庭園・足羽川桜並木・足羽
山公園・毛矢黒龍神社・柴田神社・越前
海岸・宮ﾉ下ｺｽﾓｽ広苑 等

1

2
・駅周辺のシティ/ビジネスホテル・民
宿・各キャンプ場・農家民泊・ガラガラ
山キャンプ場・鷹巣荘

旅行の目的とそれぞれに対応する福井市の主な観光資源

見る・感じる 食べる 遊ぶ 泊まる 買う 学ぶ・参加する

（名所・自然景観・文化など） （地域ならではの料理・グルメなど） （テーマパーク・アクティビティなど） （温泉、ビジネスホテル、リゾートホテルなど） （ショッピングなど） （教育旅行・コンベンションなど）

・名勝養浩館庭園・北ノ庄城址柴田公園・市立郷
土歴史博物館・福井城址、山里口御門・福井神
社・足羽川桜並木、足羽神社、足羽山公園（動物
公園含む）・毛矢黒龍神社・瑞源寺・丹巖洞・お
さごえ民家園・グリフィス記念館・橘曙覧記念文
学館・愛宕坂茶道美術館・愛宕坂・西光寺・左内
公園・一乗谷朝倉氏遺跡・西山光照寺跡・明智神
社・一乗滝・堂田川・大安禅寺・越前海岸・鉾島
園地・亀島園地・糸崎の仏舞・睦月神事・水仙
畑・漁業体験・宮ノ下コスモス広苑・武周ヶ池・
越廼ふるさと資料館・越前水仙の里公園・居倉の
水仙畑・弁慶の洗濯岩・神の足跡・越前朝倉曲水
の宴・馬鹿ばやし・したんじょう・花山行事・じ
じくれまつり・こしの水仙まつり・こしのさかな
まつり・ふくい桜まつり・福井フェニックスまつ
り・魚屋文化 他

・越前おろしそば・ソースかつ丼・海鮮
丼・油あげ・地酒・へしこ・羽二重餅・
水ようかん・あべかわ餅・焼き鯖寿司・
越前がに・越前うに・越のルビー・金福
すいか、銀福すいか・福井米・カーボロ
ネロ・きゃろふく・大本山永平寺御用達
みそ・ひね鳥
・福井市観光物産館「福福茶屋」・駅周
辺の飲食店・一乗谷レストラント・越前
海岸沿いのカフェや飲食店・ふくい鮮い
ちば・魚屋文化（２階での食事） 他

・一乗滝小次郎の里ファミリー
　パーク
・ガラガラ山キャンプ場
・各海水浴場（鷹巣海水浴場、
　鮎川海水浴場、越廼海水浴場）
・漁業体験
　（定置網体験、地引網体験）
・農家体験
・その他、ふくのねなどに掲載
　している民間事業者の体験素材

・駅前周辺のシティ/ビジネス
　ホテル
・民宿
・農家民泊
・各キャンプ場
・ガラガラ山キャンプ場
・国民宿舎鷹巣荘

・福井市観光物産館「福福館」
・ハピリンモール
・プリズム福井
・アオッサモール
・駅周辺店舗
・各商店街
・西武福井店
・エルパなどのショッピング
　センター
・朝倉氏遺跡保存協会売店
・道の駅一乗谷あさくら水の駅
・ふくい鮮いちば

・市立郷土歴史博物館・市美術館・市自
然史博物館・セーレンプラネット・県立
歴史博物館・県立美術館・こども歴史
館・一乗谷朝倉氏遺跡・一乗谷朝倉氏遺
跡資料館・愛宕坂茶道美術館・橘曙覧記
念文学館・グリフィス記念館
・漁業体験（地引網体験・定置網体
験）・農家体験・そばうち体験・みそづ
くり体験・ものづくり体験・各工場見
学・学校間交流・朝倉トレイルラン・越
前朝倉万灯夜・安田蒲鉾道場・
OneParkFesteival　他

3
・一乗滝小次郎の里ファミリーパー
ク・ガラガラ山キャンプ場・各海水浴
場・漁業体験 等

・福福館・プリズム福井・ハピリン
モール・駅周辺店舗・ふくい鮮いちば
等

福井市

○網掛けの項目は、ターゲット毎に旅行目的で重視

する割合の高いもの上位３項目

（上位３項目の抜き出しは民間調査による）

○ターゲットの独自の視点は、観光庁の訪日外国人

消費動向調査や民間調査等を参考に整理したもの
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Ⅱ 各地域の分析

MICE

・キャパシティ、受入体制
・ユニークベニュー
・アフターMICE
・旅行費用

3
・氣比神宮・赤レンガ倉庫ジオラマ館・中池見
湿地・気比の松原・人道の港敦賀ムゼウム・敦
賀市博物館（旧大和田銀行）

1

・人道の港敦賀ﾑｾﾞｳﾑ・敦賀昆布館・小牧かまぼ
こ館・原子力館・赤ﾚﾝｶﾞ倉庫・鉄道資料館（旧
敦賀港駅舎）・私立郷土博物館（八幡神社が経
営）・敦賀市博物館（旧大和田銀行）

敦賀市の課題

・主要観光地での外国人対応 ・飲食店での外国人受入対応 ・店舗における免税、キャッシュ
　レス、多言語等への対応

・赤レンガ倉庫レストラン・金ケ崎飲食物販施
設・ソースカツ丼・越前がに・敦賀ふぐ・敦賀
真鯛・敦賀ラーメン・水産卸売市場エリアの海
鮮丼・鶏さん丼・日本海さかな街

2 ・駅前等のビジネスホテル

主
な
タ
ー

ゲ
ッ

ト
毎
の
独
自
の
視
点

△

・敦賀の水辺（東浦みかんの果皮から作っ
たハーブティー、東浦みかんの果皮から
作ったアロマミスト）・茶町（煎茶の
ティーバック）

・駅前等のビジネスホテル
・海沿いの民宿
・キャンプ場
・少年自然の家

1

・人道の港敦賀ﾑｾﾞｳﾑ・敦賀昆布館・小牧かまぼ
こ館・原子力館・赤ﾚﾝｶﾞ倉庫・敦賀鉄道資料館
（旧敦賀港駅舎）・私立郷土博物館（八幡神社
が経営）・敦賀市博物館（旧大和田銀行）

教育旅行
・地域ならではの体験
・宿泊施設のキャパシティ
・旅行費用

2
・氣比神宮・赤レンガ倉庫ジオラマ館・旧敦賀港駅舎（敦賀鉄道
資料館）・旧北陸線トンネル群・中池見湿地・気比の松原・人道
の港敦賀ムゼウム・武田耕雲斎等墓・金ヶ崎の対き口

・こっぱなます
・芋粥

3

外国人
(フランス)

・日本ならではの歴史、文化、
　体験、日常(ストーリー性)
・街並み散策

2

・氣比神宮・赤レンガ倉庫ジオラマ館・敦賀シンボルロード（９
９９、ヤマト像）・金崎宮（特に花換まつり）・晴明神社・水
島・敦賀西町の綱引き・中池見湿地・気比の松原・人道の港敦賀
ムゼウム・敦賀市博物館（旧大和田銀行）・山車会館の山車・紙
わらべ資料館・御城印（金ヶ崎城）

1
・水産卸売市場ｴﾘｱのとれたて魚・塩荘
の駅弁・赤ﾚﾝｶﾞ倉庫・敦賀昆布館・日
本海さかな街

富裕層
・高級、高品質　・希少性
・「本物」の体験
・プライベート感、静寂感

2
・氣比神宮・赤レンガ倉庫ジオラマ館・中池見湿
地・気比の松原・人道の港敦賀ムゼウム・敦賀市博
物館（旧大和田銀行）・玄蕃尾城跡

1

・赤レンガ倉庫レストラン
・越前がに
・敦賀ふぐ
・敦賀真鯛

・赤レンガ倉庫レストラン・金ケ崎飲食物販施
設・ソースカツ丼・越前がに・敦賀ふぐ・敦賀
真鯛・敦賀ラーメン・水産卸売市場エリアの海
鮮丼・鶏さん丼・日本海さかな街

・赤レンガ倉庫・金ケ崎緑地・５商店街での街ゼミ
（店ならではの体験メニュー）・街バル（バル参加者
用の食を楽しむ）・敦賀まつり・とうろう流しと大花
火大会・杉津PA恋人の聖地・日本海さかな街

3
・駅前等のビジネスホテル
・海沿いの民宿

・赤レンガ倉庫
・金ケ崎緑地

3

・駅前等のビジネスホテル
・海沿いの民宿

3
・水産卸売市場ｴﾘｱのとれたて魚・塩荘
の駅弁・赤ﾚﾝｶﾞ倉庫・敦賀昆布館・日
本海さかな街

・駅前等のビジネスホテル
・海沿いの民宿

2
・水産卸売市場ｴﾘｱのとれたて魚・塩荘
の駅弁・赤ﾚﾝｶﾞ倉庫・敦賀昆布館・日
本海さかな街

外国人
(タイ)

・写真映え
・旬のもの
・四季(花と雪)

3

・氣比神宮・赤レンガ倉庫ジオラマ館・敦賀シンボルロード（９
９９、ヤマト像）・金崎宮（特に花換まつり）・晴明神社・水
島・敦賀西町の綱引き・中池見湿地・気比の松原・人道の港敦賀
ムゼウム・敦賀市博物館（旧大和田銀行）・山車会館の山車・紙
わらべ資料館・御城印（金ヶ崎城）

1

・赤レンガ倉庫レストラン・金ケ崎飲食物販施
設・ソースカツ丼・越前がに・敦賀ふぐ・敦賀
真鯛・敦賀ラーメン・水産卸売市場エリアの海
鮮丼・鶏さん丼・日本海さかな街

・赤レンガ倉庫・金ケ崎緑地・５商店街での街ゼミ
（店ならではの体験メニュー）・街バル（バル参加者
用の食を楽しむ）・敦賀まつり・とうろう流しと大花
火大会・杉津PA恋人の聖地・日本海さかな街

女子旅
・写真映え　・健康志向
・癒し　・食べ歩き
・おしゃれ、かわいい

3

・氣比神宮・赤レンガ倉庫ジオラマ館・敦賀シンボルロード（９
９９、ヤマト像）・金崎宮（特に花換まつり）・晴明神社・水
島・中池見湿地・気比の松原・人道の港敦賀ムゼウム・敦賀市博
物館（旧大和田銀行）・八幡神社（大谷吉継ゆかり）・敦賀港へ
の入船風景・鞠山南地区の工場群・紙わらべ資料館

1

・水産卸売市場エリアのとれたて魚・東浦みかんポン
酢・敦賀フグの焼きひれ・ルガラー（焼き菓子）・赤
かんば製品・芋粥すいーつ・芭蕉夢の月・東浦みかん
ビール・敦賀の水辺（東浦みかんの果皮から作った
ハーブティー、東浦みかんの果皮から作ったアロマミ
スト）・茶町（煎茶のティーバック）・赤レンガ倉
庫・敦賀昆布館・日本海さかな街

外国人
(中国)

・Made in Japan（高品質）
・写真映え・四季(花,雪)
・竹(竹人形)･ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ･安心感

・氣比神宮・赤レンガ倉庫ジオラマ館・敦賀シンボルロード（９
９９、ヤマト像）・金崎宮（特に花換まつり）・晴明神社・水
島・敦賀西町の綱引き・中池見湿地・気比の松原・人道の港敦賀
ムゼウム・敦賀市博物館（旧大和田銀行）・山車会館の山車・紙
わらべ資料館・御城印（金ヶ崎城）

1

・赤レンガ倉庫レストラン・金ケ崎飲食物販施
設・ソースカツ丼・越前がに・敦賀ふぐ・敦賀
真鯛・敦賀ラーメン・水産卸売市場エリアの海
鮮丼・鶏さん丼・日本海さかな街

・赤レンガ倉庫レストラン・金ケ崎飲食物販施
設・ソースカツ丼・越前がに・敦賀ふぐ・敦賀
真鯛・敦賀ラーメン・水産卸売市場エリアの海
鮮丼・鶏さん丼・日本海さかな街

・赤ﾚﾝｶﾞ倉庫・金ケ崎緑地・海水浴・市内回遊謎解き
ツアー・５商店街での街ゼミ（店ならではの体験メ
ニュー）・街バル（バル参加者用の食を楽しむ）・敦
賀まつり・とうろう流しと大花火大会・杉津PA恋人の
聖地・キッズパークつるが・サンピアスケート場・日
本海さかな街・こどもの国・あっとほうむ

2 △

・赤レンガ倉庫・金ケ崎緑地・５商店街での街ゼミ
（店ならではの体験メニュー）・街バル（バル参加者
用の食を楽しむ）・敦賀まつり・とうろう流しと大花
火大会・杉津PA恋人の聖地・日本海さかな街

2

・駅前等のビジネスホテル
・海沿いの民宿
・キャンプ場
・少年自然の家

・水産卸売市場エリアのとれたて魚・東浦みかんポン
酢・敦賀フグの焼きひれ・塩荘の駅弁・ルガラー（焼
き菓子）・赤かんば製品・芋粥すいーつ・芭蕉夢の
月・東浦みかんビール・敦賀の水辺（東浦みかんの果
皮から作ったハーブティー、東浦みかんの果皮から
作ったアロマミスト）・茶町（煎茶のティーバッ
ク）・赤レンガ倉庫・敦賀昆布館・日本海さかな街

・駅前等のビジネスホテル
・海沿いの民宿

・水産卸売市場ｴﾘｱのとれたて魚・東浦みかんﾎﾟﾝ酢・
敦賀ﾌｸﾞの焼きひれ・塩荘の駅弁・ﾙｶﾞﾗｰ（焼き菓
子）・赤かんば製品・芋粥すいーつ・芭蕉夢の月・東
浦みかんﾋﾞｰﾙ・敦賀の水辺（東浦みかんの果皮から
作ったﾊｰﾌﾞﾃｨ、東浦みかんの果皮から作ったｱﾛﾏﾐｽ
ﾄ）・茶町（煎茶のﾃｨｰﾊﾞｯｸ）・赤ﾚﾝｶﾞ倉庫・敦賀昆布
館・日本海さかな街・水仙まんじゅう

シニア層
(60代以上)

・歴史・文化
・地元の人に人気　・老舗
・街並み散策　・上質

2

･氣比神宮･旧敦賀港駅舎(敦賀鉄道資料館)･キハ28気動車･旧敦賀
港駅ﾗﾝﾌﾟ小屋･眼鏡橋･金崎宮(特に花換まつり)･晴明神社･敦賀西
町の綱引き･旧北陸線ﾄﾝﾈﾙ群･小刀祢ﾄﾝﾈﾙ･疋田駅内の鉄道写真･中
池見湿地･気比の松原･人道の港敦賀ﾑｾﾞｳﾑ･敦賀市博物館(旧大和
田銀行)･金前寺･西福寺･八幡神社(大谷吉継ゆかり)･山車会館の
山車･敦賀港への入船風景･鞠山南地区の工場群･紙わらべ資料館･
武田耕雲斎等墓･金ヶ崎の退き口･御城印(金ヶ崎城)

3

・赤レンガ倉庫レストラン・金ケ崎飲食物販施
設・ソースカツ丼・越前がに・敦賀ふぐ・敦賀
真鯛・敦賀ラーメン・水産卸売市場エリアの海
鮮丼・鶏さん丼・日本海さかな街

・赤レンガ倉庫・金ケ崎緑地・海水浴・５商店街での
街ゼミ（店ならではの体験メニュー）・街バル（バル
参加者用の食を楽しむ）・敦賀まつり・とうろう流し
と大花火大会・日本海さかな街・あっとほうむ

1

・水産卸売市場ｴﾘｱのとれたて魚・東浦みかんﾎﾟﾝ酢・
敦賀ﾌｸﾞの焼きひれ・塩荘の駅弁・ﾙｶﾞﾗｰ（焼き菓
子）・赤かんば製品・芋粥すいーつ・芭蕉夢の月・東
浦みかんﾋﾞｰﾙ・敦賀の水辺（東浦みかんの果皮から
作ったﾊｰﾌﾞﾃｨ）・茶町（煎茶のﾃｨｰﾊﾞｯｸ）・赤ﾚﾝｶﾞ倉
庫・敦賀昆布館・日本海さかな街

　

ファミリー層
(30～50代)

・家族で楽しめる
・子供が喜ぶ
・子供に色々な体験をさせる

・氣比神宮・赤レンガ倉庫ジオラマ館・敦賀シンボルロード（９
９９、ヤマト像）・旧敦賀港駅舎（敦賀鉄道資料館）・キハ２８
気動車・晴明神社・水島・疋田駅内の鉄道写真・中池見湿地・気
比の松原・人道の港敦賀ムゼウム・敦賀市博物館（旧大和田銀
行）・金前寺・西福寺・八幡神社（大谷吉継ゆかり）・山車会館
の山車・敦賀港への入船風景・鞠山南地区の工場群・紙わらべ資
料館

1

・赤レンガ倉庫レストラン・金ケ崎飲食物販施
設・ソースカツ丼・越前がに・敦賀ふぐ・敦賀
真鯛・敦賀ラーメン・水産卸売市場エリアの海
鮮丼・鶏さん丼・日本海さかな街

3

・赤レンガ倉庫レストラン・金ケ崎飲食物販施
設・ソースカツ丼・越前がに・敦賀ふぐ・敦賀
真鯛・敦賀ラーメン・水産卸売市場エリアの海
鮮丼・鶏さん丼・日本海さかな街

3

・赤レンガ倉庫・金ケ崎緑地・海水浴・市内回遊謎解
きツアー・５商店街での街ゼミ（店ならではの体験メ
ニュー）・街バル（バル参加者用の食を楽しむ）・敦
賀まつり・とうろう流しと大花火大会・杉津PA恋人の
聖地・サンピアスケート場・日本海さかな街

2
・駅前等のビジネスホテル
・海沿いの民宿
・キャンプ場

若者
(20代)

・写真映え
・盛りだくさん、豪勢
・非日常体験

・氣比神宮・赤レンガ倉庫ジオラマ館・敦賀シンボルロード（９
９９、ヤマト像）・旧敦賀港駅舎（敦賀鉄道資料館）・キハ２８
気動車・旧敦賀港駅ランプ小屋・眼鏡橋・水島・疋田駅内の鉄道
写真・人道の港敦賀ムゼウム・敦賀港への入船風景・鞠山南地区
の工場群・立石岬灯台

1

・赤ﾚﾝｶﾞ倉庫・金ケ崎緑地・海水浴・市内回遊謎解き
ツアー・５商店街での街ゼミ（店ならではの体験メ
ニュー）・街バル（バル参加者用の食を楽しむ）・敦
賀まつり・とうろう流しと大花火大会・杉津PA恋人の
聖地・キッズパークつるが・サンピアスケート場・日
本海さかな街・こどもの国・あっとほうむ

2

旅行の目的とそれぞれに対応する敦賀市の主な観光資源

見る・感じる 食べる 遊ぶ 泊まる 買う 学ぶ・参加する

（名所・自然景観・文化など） （地域ならではの料理・グルメなど） （テーマパーク・アクティビティなど） （温泉、ビジネスホテル、リゾートホテルなど） （ショッピングなど） （教育旅行・コンベンションなど）

・敦賀鉄道資料館（旧敦賀港駅舎）・敦賀赤レンガ倉
庫・氣比神宮・気比の松原・水島・中池見湿地・西福
寺・人道の港敦賀ムゼウム・金崎宮、金ヶ崎城跡・花
換まつり・金ヶ崎緑地・敦賀港駅ランプ小屋・晴明神
社・敦賀市立博物館（旧大和田銀行）・敦賀シンボル
ロード（９９９、ヤマト像）・みなとつるが山車会
館・紙わらべ資料館・敦賀西町の綱引き・旧北陸線ト
ンネル群・キハ２８気動車・眼鏡橋・新疋田駅内の鉄
道写真・敦賀港への入船風景・鞠山南地区の工場群・
金前寺・八幡神社（大谷吉継ゆかり）・小刀根トンネ
ル・常宮神社・総参祭・氣比神宮例祭、敦賀まつり・
氣比の長命水・北前船寄港地文化財・松尾芭蕉の足跡
めぐり・大谷吉継ゆかりの地めぐり・木ノ芽古道（木
ノ芽峠）・とうろう流しと大花火大会・赤崎の獅子
舞・博物館通り・武田耕雲斎等墓・立石岬灯台・玄蕃
尾城跡・金ヶ崎の退き口・御城印（金ヶ崎城）

・ソースカツ丼・海鮮丼・越前が
に・敦賀真鯛・敦賀ふぐ・東浦みか
ん・敦賀ラーメン・赤レンガ倉庫レ
ストラン・金ヶ崎飲食物販施設・水
産卸売市場エリアの海鮮丼・鶏さん
丼・日本海さかな街・若狭路ご膳・
黒河マナ・杉箸アカカンバ・古田刈
かぶら・こっぱなます・芋粥

・気比の松原海水浴・赤レンガ倉庫・金ヶ
崎緑地・市内回遊謎解きツアー・５商店街
での街ゼミ（店ならではの体験メ
ニュー）・街バル（バル参加者用の食を楽
しむ）・敦賀まつり・とうろう流しと大花
火大会・杉津PA恋人の聖地・サンピアス
ケート場・日本海さかな街・キッズパーク
つるが・こどもの国・あっとほうむ・水
島・昆布かき体験・晴明の朝市・ミライ
エ・花換まつり

・ビジネスホテル
・海沿いの民宿
・キャンプ場
・少年自然の家
・旅館

（場所）
・敦賀昆布館・日本海さかな街・ドラッグスト
ア・赤レンガ倉庫・杉津パーキングエリア・敦
賀水産卸売市場、つるが大漁市場

（モノ）
・ショッピングセンター・水産卸売市場エリア
のとれたて魚・東浦みかんぽん酢・敦賀フグの
焼きひれ・塩荘の駅弁・ルガラー（焼き菓
子）・赤かんば製品・芋粥すいーつ・芭蕉夢の
月＆月清し・東浦みかんビール・敦賀の水辺
（東浦みかんの果皮から作ったハーブ
ティー）・茶町（煎茶のティーバック）・豆ら
くがん・水仙まんじゅう・東浦みかん大福・敦
賀ふわっセ・長命水ようかん

・人道の港敦賀ムゼウム・敦賀鉄道
資料館（旧敦賀港駅舎）・敦賀市立
博物館（旧大和田銀行）・敦賀昆布
館・小牧かまぼこ館・原子力館・赤
レンガ倉庫・私立郷土博物館（八幡
神社が経営）・旧敦賀港駅ランプ小
屋・中池見人と自然のふれあいの
里・地引網体験

敦賀市

○網掛けの項目は、ターゲット毎に旅行目的で重視

する割合の高いもの上位３項目

（上位３項目の抜き出しは民間調査による）

○ターゲットの独自の視点は、観光庁の訪日外国人

消費動向調査や民間調査等を参考に整理したもの
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Ⅱ 各地域の分析

MICE

・キャパシティ、受入体制
・ユニークベニュー
・アフターMICE
・旅行費用

3 △ 1 △

小浜市の課題

・女子向け観光資源の開発
・インスタ映えスポットの開発

・インバウンド対応 ・若者向けコンテンツ開発 ・宿泊バリエーションの充実
・インバウンド対応

・買いたくなるお土産開発
・免税店
・キャッシュレス対応
・多言語対応

・教育旅行および修学旅行誘致

△ 2 △

主
な
タ
ー

ゲ
ッ

ト
毎
の
独
自
の
視
点

△ ・若狭塗

・漁家民宿 1
・御食国若狭おばま食文化館
・国立若狭湾青少年自然の家
・ブルーパーク阿納

教育旅行
・地域ならではの体験
・宿泊施設のキャパシティ
・旅行費用

2
・御食国若狭おばま食文化館
・若狭歴史博物館

△ 3

外国人
(フランス)

・日本ならではの歴史、文化、
　体験、日常(ストーリー性)
・街並み散策

2
・鯖街道
・エンゼルライン
・神社仏閣（全般）

1 ・若狭塗

富裕層
・高級、高品質　・希少性
・「本物」の体験
・プライベート感、静寂感

2 ・神社仏閣（明通寺） 1
・小浜よっぱらいサバ
・若狭ふぐ・若狭ぐじ
・若狭岩ガキ・若狭かれい

・小浜よっぱらいサバ
・若狭ふぐ・若狭ぐじ
・若狭岩ガキ・若狭かれい

△ 3
・漁家民宿
・OBAMA MACHIYA STAY
・松永六感　藤屋

△ 3

・ビジネスホテル 3
・若狭ﾌｨｯｼｬｰﾏﾝｽﾞﾜｰﾌ
・ショッピングセンター
・ドラッグストア

・ビジネスホテル 2
・若狭ﾌｨｯｼｬｰﾏﾝｽﾞﾜｰﾌ
・ショッピングセンター
・ドラッグストア

外国人
(タイ)

・写真映え
・旬のもの
・四季(花と雪)

3
・蘇洞門
・エンゼルライン
・神社仏閣（全般）

1
・小浜よっぱらいサバ
・若狭ふぐ・若狭ぐじ
・若狭岩ガキ・若狭かれい

△

女子旅
・写真映え　・健康志向
・癒し　・食べ歩き
・おしゃれ、かわいい

3

・蘇洞門
・小浜西組重伝建地区
・神社仏閣
・ひまわり畑

1
・道の駅若狭おばま
・若狭小浜お魚センター

外国人
(中国)

・Made in Japan（高品質）
・写真映え・四季(花,雪)
・竹(竹人形)･ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ･安心感

・蘇洞門
・エンゼルライン
・神社仏閣（全般）

1
・小浜よっぱらいサバ
・若狭ふぐ・若狭ぐじ
・若狭岩ガキ・若狭かれい

・小浜よっぱらいサバ・若狭ふぐ・若
狭ぐじ・若狭岩ガキ・若狭かれい・く
ずまんじゅう

・OBAMA食のまつり 2
・OBAMA MACHIYA STAY
・松永六感　藤屋

△ 2

・漁家民宿
・OBAMA MACHIYA STAY

・道の駅若狭おばま
・若狭ﾌｨｯｼｬｰﾏﾝｽﾞﾜｰﾌ
・若狭小浜お魚センター

・漁家民宿
・OBAMA MACHIYA STAY
・松永六感　藤屋

・道の駅若狭おばま
・若狭ﾌｨｯｼｬｰﾏﾝｽﾞﾜｰﾌ
・若狭小浜お魚センター

シニア層
(60代以上)

・歴史・文化
・地元の人に人気　・老舗
・街並み散策　・上質

2
・蘇洞門・若狭歴史博物館・小浜西組
重伝建地区・神社仏閣・放生祭・お城
まつり・お水送り

3

・よっぱらいサバ・ふぐ・ぐじ・岩ガ
キ・かれい・いさざ・くずまんじゅ
う・でっちようかん・へしこなれず
し・鯖へしこ

△ 1

・道の駅若狭おばま
・若狭ﾌｨｯｼｬｰﾏﾝｽﾞﾜｰﾌ

ファミリー層
(30～50代)

・家族で楽しめる
・子供が喜ぶ
・子供に色々な体験をさせる

・蘇洞門・エンゼルライン・食文化
館・箸のふるさと館・ひまわり畑・放
生祭・花火大会

1
・小浜よっぱらいサバ・若狭ふぐ・若
狭ぐじ・若狭岩ガキ・若狭かれい・焼
き鯖寿司・鯖寿司

3

・小浜よっぱらいサバ・若狭ふぐ・若
狭ぐじ・若狭岩ガキ・若狭かれい・焼
き鯖寿司

3
・若狭鯉川シーサイドパーク・ブルー
パーク阿納・そともめぐり・バーベ
キュー・カヤック

2
・OBAMA MACHIYA STAY
・ゲストハウス

若者
(20代)

・写真映え
・盛りだくさん、豪勢
・非日常体験

・蘇洞門・エンゼルライン・鯖街道・
神社仏閣・鯖街道ミュージアム・ひま
わり畑

1

・若狭鯉川シーサイドパーク・ブルー
パーク阿納・人魚の浜海水浴場・バー
ベキュー・釣り

2

旅行の目的とそれぞれに対応する小浜市の主な観光資源

見る・感じる 食べる 遊ぶ 泊まる 買う 学ぶ・参加する

（名所・自然景観・文化など） （地域ならではの料理・グルメなど） （テーマパーク・アクティビティなど） （温泉、ビジネスホテル、リゾートホテルなど） （ショッピングなど） （教育旅行・コンベンションなど）

・蘇洞門・エンゼルライン・鯖街道・小浜西
組重伝建地区・御食国若狭おばま食文化館・
若狭歴史博物館・箸のふるさと館・神社仏
閣・鯖街道ミュージアム・小浜公園・小浜城
址・山川登美子記念館・酒蔵見学・妙祐寺し
だれ桜・恵のひまわり畑・小浜町並み保存資
料館・まちの駅（旭座）・お水送り・放生
祭・田烏の棚田・お城まつり・若狭マリンピ
ア花火大会

・小浜よっぱらいサバ
・若狭ふぐ
・若狭ぐじ
・若狭岩ガキ
・若狭かれい
・町並みと食の館四季彩館「酔月」
・お食事処「濱の四季」
・いさざ
・くずまんじゅう
・でっちようかん
・浜焼き鯖
・焼き鯖寿司
・鯖寿司
・へしこなれずし
・鯖へしこ
・若狭路ご膳

・若狭鯉川シーサイドパーク
・ブルーパーク阿納
・OBAMA食のまつり
・そともめぐり
・若狭工房
・人魚の浜海水浴場
・市内海水浴場
・バーベキュー
・釣り体験
・調理体験
・シーカヤック体験
・各種漁師体験
・食育ツーリズム

・漁家民宿
・OBAMA MACHIYA STAY
・松永六感　藤屋
・ビジネスホテル
・旅館
・ゲストハウス

・道の駅若狭おばま
・若狭フィッシャーマンズワーフ
・若狭小浜お魚センター
・若狭塗
・ショッピングセンター
・ドラッグストア

・御食国若狭おばま食文化館
・国立若狭湾青少年自然の家
・ブルーパーク阿納

小浜市

○網掛けの項目は、ターゲット毎に旅行目的で重視

する割合の高いもの上位３項目

（上位３項目の抜き出しは民間調査による）

○ターゲットの独自の視点は、観光庁の訪日外国人

消費動向調査や民間調査等を参考に整理したもの
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Ⅱ 各地域の分析

MICE

・キャパシティ、受入体制
・ユニークベニュー
・アフターMICE
・旅行費用

3 △ 1
・文化施設、博物館めぐり・化石発掘
体験HOROSSA!(恐竜化石)・福井県自然
保護ｾﾝﾀｰ・本願清水ｲﾄﾖの里

大野市の課題

・ｽﾄｰﾘｰ性のある散策ﾙｰﾄ、周遊ｺｰｽの提案
・女子旅向けの「おしゃれ、かわいい」観光
　資源の開発
・外国人に刺さる体験メニュー等の充実
・写真映えする仕掛け
・主要観光地での外国人対応

・食メニューのバリエーションの
　充実
・富裕層向け特別感のある食体験
　の提案
・飲食店での外国人受け入れ対応

・他では味わえない遊び方の提案
・若者向けコンテンツの充実
・新たな観光コンテンツの造成

・宿泊施設のﾊﾞﾘｴｰｼｮﾝの充実
・宿泊形態のﾊﾞﾘｴｰｼｮﾝの充実
・宿泊を楽しめる+αのｺﾝﾃﾝﾂ
　の充実(ﾅｲﾄﾀｲﾑｴｺﾉﾐｰ)
・宿泊施設での外国人対応
・大規模な国際会議等にも対応
　できるキャパシティ拡充

・物販店のバリエーションの充実
・他の観光資源との組み合わせ
・店舗における免税、キャッシュ
　レス、多言語等への対応
・買えるモノ・場所の情報の整理

・地域ならではの体験ﾒﾆｭｰ充実
・大規模な国際会議等にも対応
　できるキャパシティ拡充
・体験活動の協力施設拡充
・海外の修学旅行の受け入れ、
　協力施設の拡充

△ 2 △

主
な
タ
ー

ゲ
ッ

ト
毎
の
独
自
の
視
点

・リゾートホテル・ビジネスホテ
ル・ゲストハウス・旅館・六呂師
高原の宿・キャンプ場

△

・リゾートホテル・ビジネスホテ
ル・ゲストハウス・旅館・六呂師
高原の宿・キャンプ場・フレアー
ル和泉

1

・文化施設、博物館めぐり・化石発掘
体験HOROSSA!(恐竜化石)・福井県自然
保護ｾﾝﾀｰ・本願清水ｲﾄﾖの里・神社作
法体験・水のがっこう

教育旅行
・地域ならではの体験
・宿泊施設のキャパシティ
・旅行費用

2
・越前大野城（天空の城）
・化石発掘体験HOROSSA!
　（恐竜化石）

・日本酒
・魚屋の2階ごはん

3

外国人
(フランス)

・日本ならではの歴史、文化、
　体験、日常(ストーリー性)
・街並み散策

2
・越前大野城(天空の城)・七間通り(朝市、石畳通り)・
20段のひな人形・宝慶寺(座禅)・黒谷観音(座禅・写経体
験)・乾側地区の芝桜

1

・大野里いも加工品・けんけら・夢助だんご・
お米・清酒・でっち羊かん・穴馬スイートコー
ン・九頭竜まいたけ・山菜・平成大野屋・白山
ワイナリー・越前おおの結ステーション

富裕層
・高級、高品質　・希少性
・「本物」の体験
・プライベート感、静寂感

2 △ 1 ・日本酒

・日本酒
・魚屋の2階ごはん

・星空ハンモック・越前おおの冬物
語・酒蔵巡り・農業体験・荒島登山・
人力車

3
・リゾートホテル・ビジネスホテ
ル・ゲストハウス・旅館・六呂師
高原の宿・キャンプ場・農家民宿

△ 3

・リゾートホテル・ビジネスホテ
ル・ゲストハウス・旅館・六呂師
高原の宿・キャンプ場・フレアー
ル和泉

3

・大野里いも加工品・けんけら・夢助だんご・
お米・清酒・でっち羊かん・穴馬スイートコー
ン・九頭竜まいたけ・山菜・平成大野屋・白山
ワイナリー・越前おおの結ステーション

・リゾートホテル・ビジネスホテ
ル・ゲストハウス・旅館・六呂師
高原の宿・キャンプ場

2

・大野里いも加工品・けんけら・夢助だんご・
お米・清酒・でっち羊かん・穴馬スイートコー
ン・九頭竜まいたけ・山菜・平成大野屋・白山
ワイナリー・越前おおの結ステーション

外国人
(タイ)

・写真映え
・旬のもの
・四季(花と雪)

3
・越前大野城(天空の城)・九頭竜湖・刈込池・寶慶寺(座
禅)・黒谷観音(座禅、写経体験)・ｽﾀｰﾗﾝﾄﾞさかだにのひ
まわり・越前おおのｴｺﾌｨｰﾙﾄﾞのｺｽﾓｽ・乾側地区の芝桜

1 ・日本酒
・星空ハンモック
・越前おおの冬物語
・人力車

女子旅
・写真映え　・健康志向
・癒し　・食べ歩き
・おしゃれ、かわいい

3

・越前大野城（天空の城）・武家屋敷旧内山家・武家屋敷旧田村家・20
段のひな人形・丁地区のゲンジホタル、前坂地区のヒメボタル・荒島
岳・矢地区のカタクリ・スターランドさかだにのひまわり・越前おおの
エコフィールドのコスモス・乾側地区の芝桜

1

・大野里いも加工品・けんけら・夢助だんご・
お米・清酒・でっち羊かん・穴馬スイートコー
ン・九頭竜まいたけ・山菜・平成大野屋・白山
ワイナリー・越前おおの結ステーション

外国人
(中国)

・Made in Japan（高品質）
・写真映え・四季(花,雪)
・竹(竹人形)･ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ･安心感

・越前大野城（天空の城）・九頭竜湖・六呂師高原（ミ
ルク工房アイスクリーム作り体験）・20段のひな人形・
スターランドさかだにのひまわり・越前おおのエコ
フィールドのコスモス・乾側地区の芝桜

1
・醤油カツ丼
・日本酒

・日本酒
・でっちようかん、
・六呂師高原のソフトクリーム

・星空ﾊﾝﾓｯｸ・大野まちつむぎ～てぬぐ
い散歩～・星降るﾗﾝﾀﾝﾅｲﾄ・紅葉ｶﾇｰ・
紅葉巡りﾂｱｰ・おおの城まつり(花火大
会、盆踊り)

2
・リゾートホテル・ビジネスホテ
ル・ゲストハウス・旅館・六呂師
高原の宿・キャンプ場

・星空ハンモック・大野まちつむぎ～てぬ
ぐい散歩～・星降るランタンナイト・紅葉
カヌー・紅葉巡りツアー・越前おおの冬物
語・人力車

2

・リゾートホテル・ビジネスホテ
ル・ゲストハウス・旅館・六呂師
高原の宿・キャンプ場・農家民宿

・大野里いも加工品・けんけら・夢助
だんご・お米・清酒・でっち羊かん・
穴馬スイートコーン・九頭竜まいた
け・山菜・平成大野屋・白山ワイナ
リー・越前おおの結ステーション

・リゾートホテル・ビジネスホテ
ル・ゲストハウス・旅館・六呂師
高原の宿・キャンプ場

・大野里いも加工品・けんけら・
夢助だんご・お米・清酒・でっち
羊かん・穴馬スイートコーン・九
頭竜まいたけ・山菜・平成大野
屋・白山ワイナリー・越前おおの
結ステーション

シニア層
(60代以上)

・歴史・文化
・地元の人に人気　・老舗
・街並み散策　・上質

2

･越前大野城･九頭竜湖･阪谷の棚田･御清水･荒島岳･矢地区のｶﾀｸﾘ･ｽﾀｰﾗﾝ
ﾄﾞさかだにのひまわり･越前おおのｴｺﾌｨｰﾙﾄﾞのｺｽﾓｽ･乾側地区の芝桜･真
名峡･麻那姫湖･真名川ダム･寺町通り･良縁の樹･COCONOｱｰﾄﾌﾟﾚｲｽ･篠座神
社･宝慶寺･平家平･下黒谷雪崩防護壁･仏御前の滝･白山神社の大ｶﾂﾗ･越
前おおの結ｽﾃｰｼｮﾝ･平成の湯･シバザクラまつり･七間朝市山菜ﾌｰﾄﾞﾋﾟｱ･
越前おおの産業と食彩ﾌｪｱ･三大朝市物産まつり･越前大野小京都物産五
番まつり･越前おおの新そばまつり･越前おおの冬物語･越前大野七間朝
市開き･矢ばなの里かたくりまつり･春を彩る越前おおのひな祭り･七間
朝市･石灯籠地蔵尊･朝倉義景墓所･民俗資料館･歴史博物館･九頭竜ﾀﾞﾑ･
笛資料館･和泉郷土資料館･桃木峠の大杉･阪谷の巨大岩塊･旧橋本家住
宅･九頭竜新緑まつり･九頭竜紅葉まつり

3

・日本酒・大野在来そば・越前大
野めぐみごはん・上庄里芋(里芋の
にころがし)・九頭竜まいたけ(ま
いたけごはん、てんぷら)・半夏生
さば

・酒蔵巡り・御酒飲帳・越前若狭御城
印巡り・アユ釣り・醤油作り体験・お
おの城まつり(花火大会、盆踊り)・越
前おおの冬物語・荒島登山

1

・大野里いも加工品・けんけら・夢助だんご・
お米・清酒・でっち羊かん・穴馬スイートコー
ン・九頭竜まいたけ・山菜・・平成大野屋・白
山ワイナリー・越前おおの結ステーション

　

ファミリー層
(30～50代)

・家族で楽しめる
・子供が喜ぶ
・子供に色々な体験をさせる

・越前大野城(天空の城)・六呂師高原(ﾋﾟｸﾆｯｸ、ｷｬﾝﾌﾟ)・
丁地区のｹﾞﾝｼﾞﾎﾞﾀﾙ、前坂地区のﾋﾒﾎﾞﾀﾙ・ｽﾀｰﾗﾝﾄﾞさかだ
にのひまわり・越前おおのｴｺﾌｨｰﾙﾄﾞのｺｽﾓｽ・乾側地区の
芝桜・COCONOｱｰﾄﾌﾟﾚｲｽ・越前おおの結ｽﾃｰｼｮﾝ・越前おお
の冬物語・春を彩る越前おおのひな祭り

1

・醤油カツ丼・とんちゃん・水ま
んじゅう・大野在来そば・ソフト
クリーム・ショコラdeようかん・
けんけら・穴馬スウィートコーン

3

・醤油カツ丼
・とんちゃん
・日本酒
・すこサイダー

3

・六呂師スキーパーク・星空ハンモック・星降るラン
タンナイト・酒蔵巡り・御酒飲帳・おおの城まつり(花
火大会・盆踊り)・越前おおの冬物語・九頭竜スキー
場、和泉スキー場

2

・リゾートホテル・ビジネスホテ
ル・ゲストハウス・旅館・六呂師
高原の宿・キャンプ場・フレアー
ル和泉・農家民宿

若者
(20代)

・写真映え
・盛りだくさん、豪勢
・非日常体験

・越前大野城(天空の城)・武家屋敷旧内山家・武家屋敷旧田村家・刈込
池・丁地区のｹﾞﾝｼﾞﾎﾞﾀﾙ、前坂地区のﾋﾒﾎﾞﾀﾙ・ｽﾀｰﾗﾝﾄﾞさかだにのひまわ
り・越前おおのｴｺﾌｨｰﾙﾄﾞのｺｽﾓｽ・乾側地区の芝桜・真名川ﾀﾞﾑ・寺町通
り・良縁の樹・平家平・下黒谷雪崩防護壁・仏御前の滝・白山神社の大
ｶﾂﾗ

1

・六呂師スキーパーク・化石発掘体験HOROSSA!(恐竜化
石)・星空ハンモック・キャンプ(前坂、宝鏡寺、麻那
姫)・生乳体験(ソフトクリーム、チーズ)・フルーツ狩
り(ブルーベリー、ぶどう)・渓流釣り・渓流下り・雪
中ウォークなどの自然体験・そば打ち体験・おおの城
まつり(花火大会・盆踊り)・越前おおの冬物語・笛つ
くり体験・もっこの会

2

旅行の目的とそれぞれに対応する大野市の主な観光資源

見る・感じる 食べる 遊ぶ 泊まる 買う 学ぶ・参加する

（名所・自然景観・文化など） （地域ならではの料理・グルメなど） （テーマパーク・アクティビティなど） （温泉、ビジネスホテル、リゾートホテルなど） （ショッピングなど） （教育旅行・コンベンションなど）

・越前大野城(天空の城)・六呂師高原(ﾋﾟｸﾆｯｸ,ｷｬﾝﾌﾟ,ﾐﾙｸ工房ｱｲｽｸ
ﾘｰﾑ作り体験)・九頭竜湖・武家屋敷旧内山家・武家屋敷旧田村家・
阪谷の棚田・御清水・20段のひな人形(春を彩る越前おおのひな祭
り)・刈込池・丁地区のｹﾞﾝｼﾞﾎﾞﾀﾙ,前坂地区のﾋﾒﾎﾞﾀﾙ・荒島岳・矢
地区のｶﾀｸﾘ(かたくり祭り)・化石発掘体験HOROSSA!・宝慶寺(座
禅)・黒谷観音(座禅,写経体験)・農業体験・ｽﾀｰﾗﾝﾄﾞさかだにのひ
まわり・越前おおのｴｺﾌｨｰﾙﾄﾞのｺｽﾓｽ・乾側地区の芝桜(ｼﾊﾞｻﾞｸﾗまつ
り)・真名峡,麻那姫湖・真名川ﾀﾞﾑ・寺町通り・良縁の樹・COCONO
ｱｰﾄﾌﾟﾚｲｽ・篠座神社・平家平・下黒谷雪崩防護壁・仏御前の滝・白
山神社の大ｶﾂﾗ・越前おおの結ｽﾃｰｼｮﾝ・九頭竜温泉[平成の湯]・七
間朝市山菜ﾌｰﾄﾞﾋﾟｱ・越前おおの産業と食彩ﾌｪｱ・三大朝市物産まつ
り・越前大野小京都物産五番まつり・越前おおの新そばまつり・越
前おおの冬物語・越前大野七間朝市開き・七間朝市・石灯籠地蔵
尊・朝倉義景墓所・民俗資料館・歴史博物館・九頭竜ﾀﾞﾑ・笛資料
館・和泉郷土資料館・桃木峠の大杉・阪谷の巨大岩塊・旧橋本家住
宅・九頭竜新緑まつり・九頭竜紅葉まつり・花桃まつり

・醤油カツ丼・とんちゃん・日本
酒・大野在来そば・でっちようか
ん・すこサイダー・上庄里芋（里芋
のにころがし）・九頭竜まいたけ
（まいたけごはん、てんぷら）・魚
屋の2階ごはん・越前大野めぐみごは
ん・水まんじゅう・六呂師高原のソ
フトクリーム・穴馬かぶら・半夏生
さば、ショコラdeようかん、けんけ
ら、穴馬スウィートコーン

・六呂師スキーパーク・化石発掘体験
HOROSSA!(化石発掘)・ミルク工房奥越前・キャ
ンプ(前坂、宝慶寺、麻那姫、国民休養地)・星
空ハンモック・星降るランタンナイト・越前お
おの冬物語・紅葉カヌー・紅葉巡りツアー・大
野まちつむぎ～てぬぐい散歩～・越前若狭御城
印巡り・生乳体験(ソフトクリーム、チーズ)・
醤油作り体験・フルーツ狩り(ブルーベリー、
ぶどう)・アユ釣り・渓流釣り・渓流下り・雪
中ウォークなどの自然体験・そば打ち体験・酒
蔵巡り・御酒飲帳・おおの城まつり(花火大
会、盆踊り)・人力車体験・日本百名山荒島
岳・九頭竜スキー場、和泉スキー場、笛つくり
体験、もっこの会、農業体験

・リゾートホテル
・ビジネスホテル
・ゲストハウス
・旅館
・六呂師高原の宿
・キャンプ場
・ホテルフレアール和泉
・農家民宿

（場所）
・商店街・道の駅 ・七間朝市・
ショッピングセンター・ドラッグス
トア・平成大野屋・白山ワイナ
リー・越前おおの結ステーション

（モノ）
・大野里いも加工品・けんけら・夢
助だんご・お米・清酒・でっち羊か
ん・穴馬スイートコーン・九頭竜ま
いたけ・山菜

・文化施設、博物館めぐり
・化石発掘体験HOROSSA!
　（恐竜化石）
・福井県自然保護センター
・本願清水イトヨの里
・神社作法体験
・水のがっこう

大野市

○網掛けの項目は、ターゲット毎に旅行目的で重視

する割合の高いもの上位３項目

（上位３項目の抜き出しは民間調査による）

○ターゲットの独自の視点は、観光庁の訪日外国人

消費動向調査や民間調査等を参考に整理したもの
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Ⅱ 各地域の分析

旅行の目的とそれぞれに対応する勝山市の主な観光資源

見る・感じる 食べる 遊ぶ 泊まる 買う 学ぶ・参加する

（名所・自然景観・文化など） （地域ならではの料理・グルメなど） （テーマパーク・アクティビティなど） （温泉、ビジネスホテル、リゾートホテルなど） （ショッピングなど） （教育旅行・コンベンションなど）

・恐竜博物館（かつやま恐竜の森）
・平泉寺（白山平泉寺歴史探訪館まぼろ
ば）
・越前大仏　・勝山城博物館
・スキージャム勝山
・ゆめおーれ勝山　・弁天桜
・勝山駅舎　・ジオパーク
・勝山年の市　・勝山灯りまつり
・のむきコスモスまつり
・勝山左義長まつり　・勝山城下
・ジオイルミネーション
・勝山花火大会　・酒蔵見学

・勝ち山おろしそば
・地酒
・ぼっかけ
・おやき
・里芋の煮っころがし
・鮎
・ソフトクリーム
・あまご

・恐竜博物館（かつやま恐竜の森）
・スキージャム勝山
・ゆめおーれ勝山
・勝山左義長まつり
・恐竜クロカンマラソン

・ホテルハーベスト
・勝山ニューホテル
・市内旅館
・東山いこいの森キャンプ場
　（春～秋）
・岩屋オートキャンプ場（春～秋）
・勝山温泉センター水芭蕉
・ペンション

・恐竜博物館（かつやま恐竜の森）
・道の駅
・スキージャム勝山
・ゆめおーれ勝山
・のむき風の郷
・ジオターミナル
・勝山年の市

・恐竜博物館（かつやま恐竜の森）
・スキージャム勝山
・ゆめおーれ勝山
・ジオパーク
・日本遺産（平泉寺・勝山城下）

・恐竜博物館（かつやま恐竜の森）
・道の駅　・スキージャム勝山
・ゆめおーれ勝山　・のむき風の郷
・ジオターミナル　・勝山年の市

　

ファミリー層
(30～50代)

・家族で楽しめる
・子供が喜ぶ
・子供に色々な体験をさせる

・恐竜博物館・平泉寺・越前大仏・勝山
城博物館・スキージャム勝山・ゆめおー
れ勝山・勝山駅舎・ジオパーク・勝山左
義長まつり・ジオイルミネーション・勝
山花火大会

1

・勝ち山おろしそば
・おやき
・ソフトクリーム

3

・勝ち山おろしそば
・地酒
・おやき
・ソフトクリーム

3

・恐竜博物館（かつやま恐竜の森）・
スキージャム勝山・ゆめおーれ勝山・
勝山左義長まつり・恐竜クロカンマラ
ソン

2

・市内ホテル・市内旅館、ペンショ
ン・東山いこいの森キャンプ場（春～
秋）・岩屋オートキャンプ場（春～
秋）・勝山温泉センター水芭蕉

若者
(20代)

・写真映え
・盛りだくさん、豪勢
・非日常体験

・恐竜博物館・平泉寺・越前大仏・勝山
城博物館・スキージャム勝山・ゆめおー
れ勝山・弁天桜・ジオパーク・勝山左義
長まつり・ジオイルミネーション　・勝
山花火大会

1

シニア層
(60代以上)

・歴史・文化
・地元の人に人気　・老舗
・街並み散策　・上質

2

・恐竜博物館・平泉寺・越前大仏・勝山
城博物館・スキージャム勝山・ゆめおー
れ勝山・弁天桜・勝山駅舎・ジオパー
ク・勝山年の市・のむきコスモスまつ
り・勝山左義長まつり・ジオイルミネー
ション・酒蔵見学

3

・勝ち山おろしそば　・地酒
・ぼっかけ　・おやき
・里芋の煮っころがし
・鮎　・あまご

・スキージャム勝山
・勝山左義長まつり

1

・恐竜博物館（かつやま恐竜の森）・
スキージャム勝山・ゆめおーれ勝山・
勝山左義長まつり・恐竜クロカンマラ
ソン

2

・市内ホテル・市内旅館、ペンショ
ン・東山いこいの森キャンプ場（春～
秋）・岩屋オートキャンプ場（春～
秋）・勝山温泉センター水芭蕉

・恐竜博物館（かつやま恐竜の森）
・道の駅　・スキージャム勝山
・ゆめおーれ勝山　・のむき風の郷
・ジオターミナル　・勝山年の市

・市内ホテル
・市内旅館、ペンション

・恐竜博物館（かつやま恐竜の森）
・道の駅　・スキージャム勝山
・ゆめおーれ勝山　・のむき風の郷
・ジオターミナル　・勝山年の市

女子旅
・写真映え　・健康志向
・癒し　・食べ歩き
・おしゃれ、かわいい

3

・恐竜博物館・平泉寺・スキージャム勝
山・ゆめおーれ勝山・弁天桜・勝山駅
舎・ジオパーク・勝山年の市・勝山灯り
まつり・のむきコスモスまつり・勝山左
義長まつり・ジオイルミネーション・勝
山花火大会・酒蔵見学

1

・恐竜博物館（かつやま恐竜の森）
・道の駅　・スキージャム勝山
・ゆめおーれ勝山　・のむき風の郷
・ジオターミナル　・勝山年の市

外国人
(中国)

・Made in Japan（高品質）
・写真映え・四季(花,雪)
・竹(竹人形)･ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ･安心感

・恐竜博物館・平泉寺・越前大仏・勝山
城博物館・スキージャム勝山・ゆめおー
れ勝山・弁天桜・勝山駅舎・ジオパー
ク・勝山年の市・勝山左義長まつり・ジ
オイルミネーション・酒蔵見学

1

・勝ち山おろしそば　・地酒
・おやき
・ソフトクリーム

・勝ち山おろしそば　・地酒
・ぼっかけ　・おやき
・里芋の煮っころがし
・ソフトクリーム

・恐竜博物館（長尾山総合公園）
・スキージャム勝山
・ゆめおーれ勝山
・勝山左義長まつり

2

・市内ホテル・市内旅館、ペンショ
ン・東山いこいの森キャンプ場（春～
秋）・岩屋オートキャンプ場（春～
秋）

外国人
(タイ)

・写真映え
・旬のもの
・四季(花と雪)

3

・恐竜博物館・平泉寺・越前大仏・勝山
城博物館・スキージャム勝山・ゆめおー
れ勝山・弁天桜・勝山駅舎・ジオパー
ク・勝山年の市・勝山左義長まつり・ジ
オイルミネーション・酒蔵見学

1

・勝ち山おろしそば　・地酒
・おやき
・ソフトクリーム

・恐竜博物館（かつやま恐竜の森）
・スキージャム勝山
・ゆめおーれ勝山
・勝山左義長まつり

・恐竜博物館（かつやま恐竜の森）
・スキージャム勝山
・ゆめおーれ勝山
・勝山左義長まつり

2 ・市内ホテル 3

・恐竜博物館（かつやま恐竜の森）
・道の駅　・スキージャム勝山
・ゆめおーれ勝山　・のむき風の郷
・ジオターミナル　・勝山年の市

・市内ホテル 2

・恐竜博物館（かつやま恐竜の森）
・道の駅　・スキージャム勝山
・ゆめおーれ勝山　・のむき風の郷
・ジオターミナル　・勝山年の市

外国人
(フランス)

・日本ならではの歴史、文化、
　体験、日常(ストーリー性)
・街並み散策

2

・恐竜博物館・平泉寺・越前大仏・勝山
城博物館・スキージャム勝山・ゆめおー
れ勝山・弁天桜・勝山駅舎・ジオパー
ク・勝山年の市・勝山左義長まつり・ジ
オイルミネーション・勝山城下・酒蔵見
学

1

・恐竜博物館（かつやま恐竜の森）
・道の駅　・スキージャム勝山
・ゆめおーれ勝山　・のむき風の郷
・ジオターミナル　・勝山年の市

富裕層
・高級、高品質　・希少性
・「本物」の体験
・プライベート感、静寂感

2

・恐竜博物館・平泉寺・越前大仏・勝山
城博物館・スキージャム勝山・ゆめおー
れ勝山・弁天桜・ジオパーク・勝山年の
市・勝山左義長まつり・ジオイルミネー
ション・酒蔵見学

1

・勝ち山おろしそば　・地酒
・ぼっかけ　・おやき
・里芋の煮っころがし
・鮎　・あまご

・勝ち山おろしそば　・地酒
・おやき
・ソフトクリーム

・恐竜博物館（かつやま恐竜の森）
・スキージャム勝山
・ゆめおーれ勝山
・勝山左義長まつり

3 ・市内ホテル

教育旅行
・地域ならではの体験
・宿泊施設のキャパシティ
・旅行費用

2

・恐竜博物館・平泉寺・スキージャム
勝山・ゆめおーれ勝山・ジオパーク・
ジオイルミネーション

・勝ち山おろしそば
・ぼっかけ
・里芋の煮っころがし

3

・恐竜博物館（かつやま恐竜の森）
・スキージャム勝山
・勝山左義長まつり

3 ・市内ホテル

・恐竜博物館（かつやま恐竜の森）
・道の駅　・スキージャム勝山
・ゆめおーれ勝山　・のむき風の郷
・ジオターミナル　・勝山年の市

・市内ホテル 1

・恐竜博物館（かつやま恐竜の森）
・スキージャム勝山
・ゆめおーれ勝山
・日本遺産（平泉寺・勝山城下）

MICE

・キャパシティ、受入体制
・ユニークベニュー
・アフターMICE
・旅行費用

3
・恐竜博物館
・スキージャム勝山

1

・恐竜博物館（かつやま恐竜の森）
・スキージャム勝山
・ゆめおーれ勝山
・日本遺産（平泉寺・勝山城下）

勝山市の課題

・各施設ごとの移動手段
・多言語対応

・メニューバリエーションの拡充
・多言語対応
・宗教上の原材料対策

・客室のバリエーションの拡充
・多言語対応
・食事メニューの拡充

・お土産商品の開発
・多言語対応

・多言語対応

・勝ち山おろしそば　・地酒
・ぼっかけ
・里芋の煮っころがし

2 ・市内ホテル

主
な
タ
ー

ゲ
ッ

ト
毎
の
独
自
の
視
点

勝山市

○網掛けの項目は、ターゲット毎に旅行目的で重視

する割合の高いもの上位３項目

（上位３項目の抜き出しは民間調査による）

○ターゲットの独自の視点は、観光庁の訪日外国人

消費動向調査や民間調査等を参考に整理したもの



平成３０年 月 日
観 光 営 業 部

7

Ⅱ 各地域の分析

MICE

・キャパシティ、受入体制
・ユニークベニュー
・アフターMICE
・旅行費用

3
・めがねミュージアム
・まなべの館
・うるしの里会館

1
・めがねミュージアム・うるしの
里会館・まなべの館・ラポーゼか
わだ・嚮陽会館・文化の館

鯖江市の課題

・産業観光以外の観光要素が弱い
・歴史要素がない（特に大河にな
　りがちな戦国時代）
・写真映えする仕掛け
・若者の興味を引く要素（非日常
　感など）が弱い

・食ﾒﾆｭｰのﾊﾞﾘｴｰｼｮﾝの充実
・食材の知名度の低さ
・若者の興味を引く要素が弱い

・アクティビティが全般的に弱い
・自然を活かしたｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨがない

・高級ホテルがない
・宿泊を楽しめる+αのコンテンツ
　の充実(ナイトタイムエコノミー)
・宿泊施設での外国人対応

・価格帯が高い
・子供が喜ぶようなものがない

・繊維関係が観光旅行に耐えうる
　キャパシティがない

・吉川ﾅｽ・越のﾙﾋﾞｰ(ﾐﾃﾞｨﾄﾏﾄ)・さばえ夢てまり(ﾏﾙｾｲﾕ
ﾒﾛﾝ)・山うに・大福あんぱん・ｻﾊﾞｴﾄﾞｯｸﾞ・山うにたこ
やき・JK課ｽｲｰﾂ・軍隊堅麺麭・眼鏡堅麺麭・うるしの
里御膳・地酒

2
・ラポーゼかわだ
・神明苑
・シティホテル

主
な
タ
ー

ゲ
ッ

ト
毎
の
独
自
の
視
点

・ラポーゼかわだ
・神明苑
・シティホテル

・めがねミュージアム・うるしの
里会館・眼鏡・越前漆器・木製雑
貨・眼鏡素材のアクセサリー・鯖
江産野菜

・ラポーゼかわだ
・ビジネスホテル
・鯖江青年の家

1

・めがねミュージアム・うるしの里会
館・石田縞手織りセンター・旧瓜生家
住宅・まなべの館・ラポーゼかわだ・
Hana道場（プログラミング）

教育旅行
・地域ならではの体験
・宿泊施設のキャパシティ
・旅行費用

2
・めがねミュージアム
・まなべの館
・うるしの里会館

・さばえ菜花・さばえ菜花米・吉川ﾅｽ・川島ごぼう・
越のﾙﾋﾞｰ(ﾐﾃﾞｨﾄﾏﾄ)・さばえさんどーむﾌﾞﾛｯｺﾘｰ・さば
え夢てまり(ﾏﾙｾｲﾕﾒﾛﾝ)・山うに・軍隊堅麺麭・眼鏡堅
麺麭・うるしの里御膳・聯隊ｶﾚｰ・おろしそば・ｿｰｽｶﾂ
丼

3

外国人
(フランス)

・日本ならではの歴史、文化、
　体験、日常(ストーリー性)
・街並み散策

2

・めがねミュージアム・うるしの里会館・久里洋二の世
界GALLERY K・きらめきロード中河・中道院（すりばちや
いと）・お清水（桃源清水、三場坂清水、榎清水、許佐
羅江清水）・旧瓜生家住宅・植田家長屋門・西山公園・
西山動物園・大谷公園・菜花畑（舟枝）

1

・道の駅西山公園・めがねミュージア
ム・うるしの里会館・眼鏡・越前漆
器・木製雑貨・眼鏡素材のアクセサ
リー・鯖江スイーツ

富裕層
・高級、高品質　・希少性
・「本物」の体験
・プライベート感、静寂感

2

・めがねミュージアム・うるしの里会館・本山誠照寺・
久里洋二の世界GALLERY K・萬慶寺・中道院（すりばちや
いと）・漆器神社（八幡神社･敷山神社）・西山動物園・
菜花畑・コハクチョウ・おしどり

1

・さばえ菜花・さばえ菜花米・吉川ﾅｽ・川島ごぼう・
越のﾙﾋﾞｰ(ﾐﾃﾞｨﾄﾏﾄ)・さばえさんどーむﾌﾞﾛｯｺﾘｰ・さば
え夢てまり(ﾏﾙｾｲﾕﾒﾛﾝ)・山うに・うるしの里御膳・地
酒・ﾏﾝｺﾞｰﾌﾟﾘﾝ

・さばえ菜花・さばえ菜花米・吉川ﾅｽ・川島ごぼう・
越のﾙﾋﾞｰ(ﾐﾃﾞｨﾄﾏﾄ)・さばえさんどーむﾌﾞﾛｯｺﾘｰ・さば
え夢てまり(ﾏﾙｾｲﾕﾒﾛﾝ)・ﾏﾝｺﾞｰﾌﾟﾘﾝ・山うに・大福あん
ぱん・ｻﾊﾞｴﾄﾞｯｸﾞ・うるしの里御膳・地酒

・ラポーゼかわだ ・ツーリストア・うるしの里会館・
めがねミュージアム・石田縞手織りセンター・RENEW・
つつじまつり・めがねフェス・河和田塗越前漆器まつ
り・おこない・スノーフェスタ・西山公園イルミネー
ション

3
・ラポーゼかわだ・神明苑・シ
ティホテル・ビジネスホテル・椀
de縁・ジャパンクラフトハウス

・ラポーゼかわだ ・ツーリストア・うるしの里会館・
めがねミュージアム・RENEW・河和田塗越前漆器まつ
り・さばえものづくり博覧会・西山公園イルミネー
ション

3

・ラポーゼかわだ・神明苑・シ
ティホテル・ビジネスホテル・
ジャパンクラフトハウス

3

・道の駅西山公園・めがねミュージア
ム・うるしの里会館・ドラッグスト
ア・眼鏡・越前漆器・木製雑貨・眼鏡
素材のアクセサリー

・ラポーゼかわだ・神明苑・シ
ティホテル・ビジネスホテル・
ジャパンクラフトハウス

2

・道の駅西山公園・めがねミュー
ジアム・うるしの里会館・眼鏡・
越前漆器・木製雑貨・眼鏡素材の
アクセサリー

外国人
(タイ)

・写真映え
・旬のもの
・四季(花と雪)

3

・めがねミュージアム・うるしの里会館・久里洋二の世
界GALLERY K・きらめきロード中河・中道院（すりばちや
いと）・お清水（桃源清水、三場坂清水、榎清水、許佐
羅江清水）・旧瓜生家住宅　・植田家長屋門・西山公
園・西山動物園・大谷公園・菜花畑（舟枝）

1

・さばえ菜花・さばえ菜花米・吉川ﾅｽ・川島ごぼう・
越のﾙﾋﾞｰ(ﾐﾃﾞｨﾄﾏﾄ)・さばえさんどーむﾌﾞﾛｯｺﾘｰ・さば
え夢てまり(ﾏﾙｾｲﾕﾒﾛﾝ)・ﾏﾝｺﾞｰﾌﾟﾘﾝ・山うに・大福あん
ぱん・ｻﾊﾞｴﾄﾞｯｸﾞ・眼鏡堅麺麭・うるしの里御膳・地酒

・うるしの里会館・めがねミュージアム・西山動物
園・RENEW・つつじまつり・めがねフェス・河和田塗越
前漆器まつり・おこない・スノーフェスタ・西山公園
イルミネーション

女子旅
・写真映え　・健康志向
・癒し　・食べ歩き
・おしゃれ、かわいい

3

・めがねミュージアム・うるしの里会
館・めがねストリート・ツーリストア・
きらめきロード中河・西山公園・西山動
物園・菜花畑(舟枝)

1

・道の駅西山公園・めがねミュージアム・うる
しの里会館・Hacoa・SAVA!STORE・眼鏡・越前漆
器・木製雑貨・地酒・眼鏡素材のアクセサ
リー・鯖江スイーツ

外国人
(中国)

・Made in Japan（高品質）
・写真映え・四季(花,雪)
・竹(竹人形)･ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ･安心感

・めがねﾐｭｰｼﾞｱﾑ・うるしの里会館・久里洋二の世界
GALLERY K・きらめきﾛｰﾄﾞ中河・中道院(すりばちやい
と)・お清水(桃源清水,三場坂清水,榎清水,許佐羅江清
水)・旧瓜生家住宅・植田家長屋門・西山公園・西山動物
園・大谷公園・菜花畑(舟枝)

1

・さばえ菜花・さばえ菜花米・吉川ﾅｽ・川島ごぼう・
越のﾙﾋﾞｰ(ﾐﾃﾞｨﾄﾏﾄ)・さばえさんどーむﾌﾞﾛｯｺﾘｰ・さば
え夢てまり(ﾏﾙｾｲﾕﾒﾛﾝ)・ﾏﾝｺﾞｰﾌﾟﾘﾝ・山うに・大福あん
ぱん・ｻﾊﾞｴﾄﾞｯｸﾞ・眼鏡堅麺麭・うるしの里御膳・地酒

・吉川ﾅｽ・越のﾙﾋﾞｰ(ﾐﾃﾞｨﾄﾏﾄ)・さばえ夢てまり(ﾏﾙｾｲﾕ
ﾒﾛﾝ)・山うに・ﾜｯﾌﾙ・大福あんぱん・ｻﾊﾞｴﾄﾞｯｸﾞ・三六
ｻﾗﾀﾞ焼き・山うにたこやき・JK課ｽｲｰﾂ・眼鏡堅麺麭・ﾏ
ﾝｺﾞｰﾌﾟﾘﾝ・聯隊ｶﾚｰ・おろしそば・ｿｰｽｶﾂ丼・醤油ｶﾂ丼

・ﾗﾎﾟｰｾﾞかわだ ・ﾂｰﾘｽﾄｱ・うるしの里会館 ・ｻﾝﾄﾞｰﾑ
福井・めがねﾐｭｰｼﾞｱﾑ・石田縞手織りｾﾝﾀｰ・西山動物
園・ﾊﾟﾝﾀﾞﾗﾝﾄﾞ・RENEW・つつじまつり・めがねﾌｪｽ・河
和田塗越前漆器まつり・西山公園ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ

2
・ラポーゼかわだ・神明苑・シ
ティホテル・ビジネスホテル・
ジャパンクラフトハウス

・うるしの里会館 ・めがねミュージアム・つつじまつ
り・めがねフェス・河和田塗越前漆器まつり・さばえ
ものづくり博覧会・おこない・スノーフェスタ・西山
公園イルミネーション

2

・ラポーゼかわだ・神明苑・シ
ティホテル・ビジネスホテル・尾
花キャンプ場

・道の駅西山公園・めがねミュージア
ム・うるしの里会館・Hacoa・
SAVA!STORE・眼鏡・越前漆器・木製雑
貨・鯖江産野菜・鯖江スイーツ

・ラポーゼかわだ
・神明苑
・シティホテル
・ビジネスホテル

・道の駅西山公園・めがねミュージア
ム・うるしの里会館・眼鏡・越前漆
器・木製雑貨・地酒・石田縞製品・眼
鏡素材のアクセサリー・鯖江産野菜・
鯖江スイーツ

シニア層
(60代以上)

・歴史・文化
・地元の人に人気　・老舗
・街並み散策　・上質

2

･めがねﾐｭｰｼﾞｱﾑ･まなべの館･うるしの里会館･めがねｽﾄﾘｰ
ﾄ･うるしの里･本山誠照寺･萬慶寺･證誠寺･久里洋二の世
界GALLERY K･近松の里･松阜神社･中道院(すりばちやい
と)･舟津神社･中野神社･日吉神社･漆器神社(八幡神社･敷
山神社)･お清水(桃源清水,三場坂清水,榎清水,許佐羅江
清水)･刀那の滝･地蔵橋･軒下工房･王山古墳群･兜山古墳･
旧瓜生家住宅･植田家長屋門･西山公園･西山動物園･大谷
公園･菜花畑(舟枝)･ｺﾊｸﾁｮｳ･おしどり

3

・さばえ菜花・さばえ菜花米・吉川ﾅｽ・川
島ごぼう・越のﾙﾋﾞｰ(ﾐﾃﾞｨﾄﾏﾄ)・うるしの里
御膳・さばえさんどーむﾌﾞﾛｯｺﾘｰ・おろしそ
ば・さばえ夢てまり(ﾏﾙｾｲﾕﾒﾛﾝ)・山うに・
菜花糖・ﾜｯﾌﾙ・大福あんぱん・ｻﾊﾞｴﾄﾞｯｸﾞ・
おかき・三六ｻﾗﾀﾞ焼き・山うにたこやき・
地酒

・ﾗﾎﾟｰｾﾞかわだ ・ﾂｰﾘｽﾄｱ・うるしの里会館
・めがねﾐｭｰｼﾞｱﾑ・文珠山・三峯山・三里
山・三床山・西山動物園・RENEW・つつじま
つり・誠市・めがねﾌｪｽ・河和田塗越前漆器
まつり・やっしきまつり・さばえものづく
り博覧会・おこない

1

・道の駅西山公園・めがねミュージアム・うる
しの里会館・Hacoa・SAVA!STORE・眼鏡・越前漆
器・木製雑貨・地酒・眼鏡素材のアクセサ
リー・鯖江スイーツ

　

ファミリー層
(30～50代)

・家族で楽しめる
・子供が喜ぶ
・子供に色々な体験をさせる

・めがねﾐｭｰｼﾞｱﾑ・まなべの館・うるしの里会
館・めがねｽﾄﾘｰﾄ・うるしの里・ﾂｰﾘｽﾄｱ・きら
めきﾛｰﾄﾞ中河・西山公園・西山動物園・大谷
公園・菜花畑(舟枝)・ｺﾊｸﾁｮｳ・おしどり

1

・吉川ﾅｽ・越のﾙﾋﾞｰ(ﾐﾃﾞｨﾄﾏﾄ)・さばえ夢てまり(ﾏﾙｾｲﾕ
ﾒﾛﾝ)・山うに・ﾜｯﾌﾙ・大福あんぱん・ｻﾊﾞｴﾄﾞｯｸﾞ・三六
ｻﾗﾀﾞ焼き・山うにたこやき・JK課ｽｲｰﾂ・眼鏡堅麺麭・ﾏ
ﾝｺﾞｰﾌﾟﾘﾝ・聯隊ｶﾚｰ・おろしそば・ｿｰｽｶﾂ丼・醤油ｶﾂ
丼・おかき

3

・吉川ﾅｽ・山うに・ﾜｯﾌﾙ・大福あんぱん・ｻﾊﾞｴﾄﾞｯｸﾞ・
三六ｻﾗﾀﾞ焼き・山うにたこやき・眼鏡堅麺麭・地酒・ﾏ
ﾝｺﾞｰﾌﾟﾘﾝ・聯隊ｶﾚｰ・おろしそば・ｿｰｽｶﾂ丼・醤油ｶﾂ
丼・おかき

3

・ラポーゼかわだ ・ツーリストア・うるしの里会館
・サンドーム福井・めがねミュージアム・西山動物
園・パンダランド・RENEW・つつじまつり・めがねフェ
ス・河和田塗越前漆器まつり・西山公園イルミネー
ション

2

・ラポーゼかわだ・神明苑・シ
ティホテル・ビジネスホテル・
ジャパンクラフトハウス・尾花
キャンプ場

若者
(20代)

・写真映え
・盛りだくさん、豪勢
・非日常体験

・めがねﾐｭｰｼﾞｱﾑ・うるしの里会館・めが
ねｽﾄﾘｰﾄ・ﾂｰﾘｽﾄｱ・きらめきﾛｰﾄﾞ中河・西
山公園・西山動物園・菜花畑(舟枝)

1

・ﾗﾎﾟｰｾﾞかわだ・うるしの里会館・めがねﾐｭｰｼﾞｱﾑ・石
田縞手織りｾﾝﾀｰ・西山動物園・ﾊﾟﾝﾀﾞﾗﾝﾄﾞ・RENEW・つ
つじまつり・めがねﾌｪｽ・河和田塗越前漆器まつり・つ
つじﾏﾗｿﾝ・ｽﾉｰﾌｪｽﾀ・西山公園ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ

2

旅行の目的とそれぞれに対応する鯖江市の主な観光資源

見る・感じる 食べる 遊ぶ 泊まる 買う 学ぶ・参加する

（名所・自然景観・文化など） （地域ならではの料理・グルメなど） （テーマパーク・アクティビティなど） （温泉、ビジネスホテル、リゾートホテルなど） （ショッピングなど） （教育旅行・コンベンションなど）

・めがねミュージアム・まなべの館・うるし
の里会館・めがねストリート・うるしの里・
ツーリストア・本山誠照寺・久里洋二の世界
GALLERY K・近松の里・萬慶寺・松阜神社・
中道院（すりばちやいと）・證誠寺・舟津神
社・中野神社・日吉神社・きらめきロード中
河・漆器神社（八幡神社･敷山神社）・お清
水（桃源清水、三場坂清水、榎清水、許佐羅
江清水）・刀那の滝・地蔵橋・軒下工房・王
山古墳群・兜山古墳・旧瓜生家住宅・植田家
長屋門・西山公園・西山動物園・大谷公園・
菜花畑（舟枝）・コハクチョウ・おしどり

・さばえ菜花・さばえ菜花米・吉川ナス・
川島ごぼう・越のルビー（ミディトマ
ト）・さばえさんどーむブロッコリー・さ
ばえ夢てまり（ﾏﾙｾｲﾕﾒﾛﾝ）・山うに・菜花
糖・ワッフル・大福あんぱん・サバエドッ
グ・三六サラダ焼き・山うにたこやき・JK
課スイーツ・軍隊堅麺麭・眼鏡堅麺麭・う
るしの里御膳・地酒・マンゴープリン・聯
隊カレー・おろしそば・ソースカツ丼・醤
油カツ丼・おかき

（場所）
・ラポーゼかわだ ・ツーリストア・うる
しの里会館 ・サンドーム福井・めがね
ミュージアム・石田縞手織りセンター・文
珠山・三峯山・三里山・三床山・西山動物
園・パンダランド

（イベント）
・RENEW・つつじまつり・誠市・めがね
フェス・河和田塗越前漆器まつり・やっし
きまつり・河和田アートキャンプ・つつじ
マラソン・さばえものづくり博覧会・おこ
ない・スノーフェスタ・西山公園イルミ
ネーション

・ラポーゼかわだ
・神明苑
・シティホテル
・ビジネスホテル
・鯖江青年の家
・椀de縁
・ジャパンクラフトハウス
・尾花キャンプ場

（場所）
・道の駅西山公園
・めがねミュージアム
・うるしの里会館
・Hacoa
・SAVA!STORE
・ショッピングセンター
・ドラッグストアー

（モノ）
・眼鏡　・越前漆器　・木製雑貨
・メガネ素材のアクセサリー
・石田縞製品　・地酒
・鯖江産野菜　・鯖江スイーツ

・めがねミュージアム
・うるしの里会館
・石田縞手織りセンター
・旧瓜生家住宅
・まなべの館
・ラポーゼかわだ
・嚮陽会館
・文化の館
・Hana道場（プログラミング）

鯖江市

○網掛けの項目は、ターゲット毎に旅行目的で重視

する割合の高いもの上位３項目

（上位３項目の抜き出しは民間調査による）

○ターゲットの独自の視点は、観光庁の訪日外国人

消費動向調査や民間調査等を参考に整理したもの
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Ⅱ 各地域の分析

MICE

・キャパシティ、受入体制
・ユニークベニュー
・アフターMICE
・旅行費用

3
・北潟湖畔公園・北潟湖畔花菖蒲
園・越前加賀県境の館・金津創作の
森・細呂木史跡群

1
・郷土歴史資料館・かるた体験・地
曳網体験・国有林散策・細呂木史跡
群・芦原青年の家

あわら市の課題

・まち歩きにするにも、女性目性
　の魅力的なお店が少ない
・移動手段が乏しい
・温泉街の景観が良くない
・食べ歩きできる店がない
・ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝｽﾎﾟｯﾄがない
・多言語対応が弱い(QRｺｰﾄﾞによ
　る多言語説明ﾍﾟｰｼﾞへの誘導は
　有り)
・外国語で説明する人材が不足
　している

・メロンは販路が定着していることや生産
　者の高齢化などにより増産が困難な状況
　にあり、観光消費に結びつけにくい
・飲食店での外国人受け入れ体制について
　は整備途中であるが、コミュニケーショ
　ンにさほど困難を感じていない印象
・ムスリム対応は遅れている（整備の必要
　性を感じるほど来ていないというのが正
　しい）
・食べ歩きできるようなご当地ｸﾞﾙﾒの開発
・旅館の食事ﾒﾆｭｰの多言語表記
・産地近くの食事場所が少ない

・金津創作の森の体験にあわらな
　らではのエッセンスが必要
・金津創作の森での体験メニュー
　は無計画に立ち寄る可能性は無
　いためＰＲが重要
・フルーツの収穫体験の拡大
・芸妓の高齢化
・移動手段が乏しい

・旅館等から温泉街のまち歩きを
　促すしかけが弱い
・温泉客の目的の１つが宿でゆっ
　くりすることでもあるので、外
　に出る人が少なく、まちなかの
　事業者が育たない
・夜に外に出たくなるようなしか
　けがない
・宿泊施設の労働力不足が客室稼
　働率の低下の一因となっている
・若者の温泉ばなれが進んでいる
・民泊事業者がいない

・市外を含む自地域の特産品が
　揃っているお店が無い。（芦
　原温泉駅西口広場に県内外の
　物産を買うことができるショ
　ップを整備予定）
・代表的なお土産の開発
・農業者で販売や商品開発に力
　を入れている事業者は少ない

・藤野厳九郎記念館や越前加賀県
　境の館はキャパが小さい
・郷土歴史資料館はバスの乗降、
　停車に難あり
・学生合宿での利用実績は多いも
　のの、まちを歩かせることが出
　来ていない

・マルセイユメロン・越前柿・とみつ金
時・芦原梨・水ようかん・越のルビー
・越前ガニ　・おろし蕎麦

2

・旅館
・民宿
・湖畔荘
・芦原青年の家

主
な
タ
ー

ゲ
ッ

ト
毎
の
独
自
の
視
点

・旅館(露付個室)
・金津創作の森美術館
　（ショップ）

・旅館
・湖畔荘
・芦原青年の家

1

・郷土歴史資料館　・藤野厳九郎記念館
・カヌー体験　・かるた体験　・地曳網
体験　・国有林散策　・細呂木史跡群・
芦原青年の家　・フルーツ収穫体験

教育旅行
・地域ならではの体験
・宿泊施設のキャパシティ
・旅行費用

2

・北潟湖畔公園
・越前加賀県境の館
・金津創作の森
・細呂木史跡群

・マルセイユメロン・すいか・とみつ金
時・芦原梨・越前柿・ソフトクリーム・
寒鮒・天然ウナギ・小女子・越のルビー

3

外国人
(フランス)

・日本ならではの歴史、文化、
　体験、日常(ストーリー性)
・街並み散策

2

・旅館の日本庭園・北潟湖畔花菖蒲
園・北潟湖（桜並木）・吉崎御坊跡
（桜並木）・鴫谷山の切通し・石切
り場

1 ・きららの丘 ・あわら蟹がらプロジェクト

富裕層
・高級、高品質　・希少性
・「本物」の体験
・プライベート感、静寂感

2
・旅館の日本庭園
・北潟国有林散策
　（希少植物の観察）

1

・越前蟹・アールスメロン・すいか越前
柿・水ようかん・松乃露・寒鮒・天然ウ
ナギ・日本酒女将　・若狭牛　・いちほ
まれ　・越前柿

・屋台村・越前がに・越前柿・とみつ金
時・芦原梨・おろし蕎麦・ソースかつ
丼・味噌ソフトクリーム・天然ウナギ・
越のルビー・水ようかん・日本酒女将

・金津創作の森・あわら湯かけまつり・
芦原芸妓変身体験・お座敷体験・袴変身
体験（ちはやふる体験）

3
・旅館
・民宿
・湖畔荘

・ゴルフ場
・乗馬クラブパドゥドゥ

3

・旅館
・民宿
・湖畔荘

3
・きららの丘
・旅館売店
・ドラッグストア

・旅館
・民宿
・湖畔荘

2
・きららの丘
・ドラッグストア

外国人
(タイ)

・写真映え
・旬のもの
・四季(花と雪)

3
・旅館の日本庭園・北潟湖畔花菖蒲
園・北潟湖（桜並木）・吉崎御坊跡
（桜並木）

1

・屋台村・越前がに・マルセイユメロ
ン・いちご・越前柿・とみつ金時・芦原
梨・おろし蕎麦（温かければOK）・ソー
スかつ丼・天然ウナギ・越のルビー

・フルーツ狩り
・芦原芸妓変身体験
・お座敷体験
・袴変身体験(ちはやふる体験)

女子旅
・写真映え　・健康志向
・癒し　・食べ歩き
・おしゃれ、かわいい

3
・北潟湖畔花菖蒲園・アイリスブ
リッジ・あわら夢ぐるま公園・金津
本陣飾り物・a cube café

1
・きららの丘
・旅館売店
・おしえる座ぁ

外国人
(中国)

・Made in Japan（高品質）
・写真映え・四季(花,雪)
・竹(竹人形)･ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ･安心感

・藤野厳九郎記念館・北潟湖（桜並
木）・北潟湖畔花菖蒲園・金津本陣
飾り物

1

・屋台村・越前がに・マルセイユメロン・いちご・
越前柿・とみつ金時・芦原梨・おろし蕎麦（温かけ
ればOK）・ソースかつ丼・天然ウナギ・越のル
ビー・日本酒女将

・マルセイユメロン　・スイートポ
テト・ソフトクリーム・おろし蕎
麦・スムージー　・芋きんつば　・
湯けむり横丁

・金津創作の森・フルーツ狩り
・芦原芸妓変身体験・袴体験
・浴衣ｄｅまち歩き・芦湯

2
・旅館
・民宿
・湖畔荘

・学校交流（今のところ浙江省にあ
る学校とのみ対応可）

・フルーツ狩り・芦原芸妓変身体験・お
座敷体験・袴変身体験(ちはやふる体
験)・あわら湯かけまつり

2

・旅館
・民宿
・湖畔荘
・芦原青年の家

・きららの丘
・旅館売店

・旅館
・湖畔荘

・きららの丘
・旅館売店

シニア層
(60代以上)

・歴史・文化
・地元の人に人気　・老舗
・街並み散策　・上質

2

・北潟湖畔花菖蒲園・あわら夢ぐるま公
園・藤野厳九郎記念館・細呂木史跡群・
吉崎御坊跡・金津本陣飾り物　・金津創
作の森美術館

3

・すいか・越前柿・芦原梨・おろし
蕎麦・寒鮒・天然ウナギ・日本酒女
将・小女子・湯けむり横丁・かきも
ち・水ようかん

・金津創作の森・フルーツ狩り・セントピア
あわら・お座敷体験・ゴルフ場・北潟湖畔花
菖蒲まつり・金津まつり・歴史ガイドツ
アー・芦湯・芦原芸妓新春舞踊

1

・旅館売店 　

ファミリー層
(30～50代)

・家族で楽しめる
・子供が喜ぶ
・子供に色々な体験をさせる

・北潟湖畔公園・北潟湖畔花菖蒲
園・アイリスブリッジ・あわら夢ぐ
るま公園

1
・マルセイユメロン・すいか
・ソフトクリーム
・スムージー

3

・マルセイユメロン
・湯けむり横丁
・とみつ金時

3
・金津創作の森・フルーツ狩り・あわら
湯かけまつり・乗馬クラブパドゥドゥ・
北潟湖畔公園・袴変身体験

2

・旅館
・民宿
・湖畔荘
・芦原青年の家

若者
(20代)

・写真映え
・盛りだくさん、豪勢
・非日常体験

・あらた坂・北潟湖畔公園・北潟湖
畔花菖蒲園・アイリスブリッジ・あ
わら夢ぐるま公園　・刈安山森林自
然公園

1

・金津創作の森・フルーツ狩り・セントピアあわら・あ
わら湯かけまつり・乗馬クラブパドゥドゥ・北潟湖畔公
園・芦湯・トリムパークかなづ・刈安山自然公園・芦原
青年の家(カヌー、グラススキー、ピザ焼き体験)・ちは
やふるweek　・あわら観月の夕べ

2

旅行の目的とそれぞれに対応するあわら市の主な観光資源

見る・感じる 食べる 遊ぶ 泊まる 買う 学ぶ・参加する

（名所・自然景観・文化など） （地域ならではの料理・グルメなど） （テーマパーク・アクティビティなど） （温泉、ビジネスホテル、リゾートホテルなど） （ショッピングなど） （教育旅行・コンベンションなど）

・あらた坂・北潟湖畔公園・北潟湖畔花
菖蒲園・アイリスブリッジ・あわら夢ぐ
るま公園・藤野厳九郎記念館・細呂木史
跡群・吉崎御坊跡・蓮如上人記念館・越
前加賀県境の館・金津本陣飾り物　・北
潟国有林・あわら湯のまち広場・刈安山
森林自然公園・鴨谷山の切通し・北潟湖
花菖蒲まつり・金津まつり・あわら観月
の夕べ・ちはやふるweek・あわら温泉春
まつり・芦原芸妓新春舞踊

・越前がに・マルセイユメロン・アール
スメロン・すいか・越前柿・とみつ金
時・芦原梨・おろし蕎麦・ソースかつ
丼・ソフトクリーム・水ようかん・ス
イートポテト・スムージー・寒鮒・天然
ウナギ・越のルビー・日本酒女将・湯け
むり横丁・かきもち・小女子

・金津創作の森・フルーツ狩り・セントピア
あわら・あわら湯かけまつり・乗馬クラブパ
ドゥドゥ・芦原芸妓変身体験・お座敷体験・
ゴルフ場・袴変身体験・北潟湖畔公園・芦湯
・トリムパークかなづ　・刈安山自然公園
・歴史ガイドツアー・北潟湖花菖蒲まつり・
金津まつり・あわら観月の夕べ・ちはやふる
week・あわら温泉春まつり・芦原芸妓新春舞
踊

・旅館
・民宿
・湖畔荘
・芦原青年の家

・旅館売店
・きららの丘
・おしえる座ぁ
・ドラッグストア
・金津創作の森美術館

・藤野厳九郎記念館
・越前加賀県境の館
・郷土歴史資料館
・芦原青年の家
・カヌー体験
・かるた体験
・地曳網体験
・北潟国有林散策
・細呂木史跡群
・フルーツ収穫体験
・学校交流
・あわら蟹がらプロジェクト

あわら市

○網掛けの項目は、ターゲット毎に旅行目的で重視

する割合の高いもの上位３項目

（上位３項目の抜き出しは民間調査による）

○ターゲットの独自の視点は、観光庁の訪日外国人

消費動向調査や民間調査等を参考に整理したもの
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Ⅱ 各地域の分析

MICE

・キャパシティ、受入体制
・ユニークベニュー
・アフターMICE
・旅行費用

3 △ 1 △

越前市の課題

・散策ルート、周遊コースの提案
・若者女子向けの観光資源の開発
・観光地での外国人対応

・食メニューの充実
　（食べ歩きができるもの）
・若者向けのグルメ開発
・富裕層向けの特別感のある
　食事、食体験

・他では味わえない遊び体験の提案
・若者向けのｲﾍﾞﾝﾄ、ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨ

・宿泊施設のﾊﾞﾘｴｰｼｮﾝの充実
・宿泊＋αのコンテンツ
・宿泊施設から(まで)の交通手段
　の充実

・物販店のバリエーションの充実
・伝統産業同士の連携
・若者向けのコンテンツ整備

・地域ならではの体験メニューの
　充実、開発
・体験活動の協力施設の拡充
・情報発信の強化

・越前おろしそぼ
・武生駅前中華そば
・地酒

2
・湯楽里
・ふくい農業ビジネスセンター

主
な
タ
ー

ゲ
ッ

ト
毎
の
独
自
の
視
点

・湯楽里

・越前打刃物
・越前和紙
・越前箪笥
・越前めがねの里

・湯楽里 1

・ものづくり体験・農業体験・越前
そばの里・「ちひろの生まれた家」
記念館・かこさとしふるさと絵本館
「石石」

教育旅行
・地域ならではの体験
・宿泊施設のキャパシティ
・旅行費用

2
・紫式部公園
・万葉の里

△ 3

外国人
(フランス)

・日本ならではの歴史、文化、
　体験、日常(ストーリー性)
・街並み散策

2

・紫式部公園・花筐公園・日野山・村国山・万葉の
里・大滝神社、岡太神社・万葉館・万葉菊花園・福
井鉄道北府駅・城福寺庭園・毫摂寺・はながたみま
つり・花筐もみじまつり・たけふ菊人形・あじまの
万葉まつり・越前市サマーフェスティバル花火大会

1

・越前打刃物
・越前和紙
・越前箪笥
・越前そばの里

富裕層
・高級、高品質　・希少性
・「本物」の体験
・プライベート感、静寂感

2

・紫式部公園
・蔵の辻
・愛山荘
・千年未来工芸祭

1 △

・越前おろしそば
・武生駅前中華そば
・和菓子
・もち、あべかわ

・越前そばの里
・タケフナイフビレッジ

3 ・古民家

△ 3

・キャンプ場
・古民家

3

・越前打刃物
・越前和紙
・越前箪笥
・越前そばの里

・古民家 2

・越前打刃物
・越前和紙
・越前箪笥
・越前そばの里

外国人
(タイ)

・写真映え
・旬のもの
・四季(花と雪)

3

・紫式部公園・花筐公園・日野山・村国山・万葉の
里・大滝神社、岡太神社・万葉館・万葉菊花園・福
井鉄道北府駅・城福寺庭園・毫摂寺・はながたみま
つり・花筐もみじまつり・たけふ菊人形・あじまの
万葉まつり・越前市サマーフェスティバル花火大会

1 △
・越前そばの里
・タケフナイフビレッジ

女子旅
・写真映え　・健康志向
・癒し　・食べ歩き
・おしゃれ、かわいい

3

・御誕生寺・村国山・日野山・蔵の辻・寺町通・味
真野一本桜・福井鉄道北府駅・たけふ菊人形・越前
市サマーフェスティバル花火大会・武生国際音楽
祭・御誕生寺

1 △

外国人
(中国)

・Made in Japan（高品質）
・写真映え・四季(花,雪)
・竹(竹人形)･ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ･安心感

・紫式部公園・花筐公園・日野山・村国山・万葉の
里・大滝神社、岡太神社・万葉館・万葉菊花園・福
井鉄道北府駅・城福寺庭園・毫摂寺・はながたみま
つり・花筐もみじまつり・たけふ菊人形・あじまの
万葉まつり・越前市サマーフェスティバル花火大会

1
・地酒
・和菓子
・もち、あべかわ

・地酒
・サンドーム福井
・パラグライダー体験

2
・ビジネスホテル
・古民家

・越前そばの里
・タケフナイフビレッジ

2

・古民家
・湯楽里

・越前そばの里

・湯楽里

・越前打刃物・越前和紙・越前箪
笥・越前そばの里・越前めがねの
里・パピルス館・観光・匠の技案内
所

シニア層
(60代以上)

・歴史・文化
・地元の人に人気　・老舗
・街並み散策　・上質

2

･御誕生寺･紫式部公園･花筐公園･万葉の里･大滝神社岡太神社･蔵
の辻･愛山荘･寺町通･武生公会堂記念館･万葉館･万葉菊花園･ﾅｲﾌ
ﾋﾞﾚｯｼﾞ･刃物の里･和紙の里･越前箪笥･味真野一本桜･福井鉄道北
府駅･しらやまいこい館･城福寺庭園･毫摂寺･はながたみまつり･
花筐もみじまつり･たけふ菊人形･あじまの万葉まつり･神と紙の
まつり･武生国際音楽祭･千年未来工芸祭･御誕生寺･治佐川

3
・越前おろしそば・地酒・和菓子・
もち、あべかわ・白山スイカ

△ 1

△ 　

ファミリー層
(30～50代)

・家族で楽しめる
・子供が喜ぶ
・子供に色々な体験をさせる

･武生中央公園･紫式部公園･日野山･村国山･かこさとしふるさと
絵本館[石石]･ﾅｲﾌﾋﾞﾚｯｼﾞ･刃物の里･和紙の里･越前箪笥会館･味真
野一本桜･はながたみまつり･花筐もみじまつり･たけふ菊人形･あ
じまの万葉まつり･越前市ｻﾏｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ花火大会･武生国際音楽祭･
千年未来工芸祭･越前げんきﾌｪｽﾀ･御誕生寺

1
・ボルガライス・武生駅前中華そ
ば・和菓子・もち、あべかわ・白山
スイカ

3

・越前おろしそば
・武生駅前中華そば

3
・キャンプ場
・サンドーム福井
・パラグライダー体験

2
・ビジネスホテル
・古民家
・湯楽里

若者
(20代)

・写真映え
・盛りだくさん、豪勢
・非日常体験

・御誕生寺・村国山・蔵の辻・味真野一本桜・
たけふ菊人形・越前市サマーフェスティバル花
火大会・越前げんきフェスタ・御誕生寺

1

・武生中央公園・だるまちゃん広場・越
前そばの里・かこさとしふるさと絵本館
「石石」・ちひろの生まれた家記念館・
てんぐちゃん広場・ﾀｹﾌﾅｲﾌﾋﾞﾚｯｼﾞ

2

旅行の目的とそれぞれに対応する越前市の主な観光資源

見る・感じる 食べる 遊ぶ 泊まる 買う 学ぶ・参加する

（名所・自然景観・文化など） （地域ならではの料理・グルメなど） （テーマパーク・アクティビティなど） （温泉、ビジネスホテル、リゾートホテルなど） （ショッピングなど） （教育旅行・コンベンションなど）

・御誕生寺・村国山・日野山・蔵の辻・寺町通・
武生中央公園・紫式部公園・花筐公園・万葉の
里・万葉館・万葉菊花園・大滝神社、岡太神社・
愛山荘・武生公会堂記念館・かこさとしふるさと
絵本館「石石」・ナイフビレッジ・刃物の里・和
紙の里・越前箪笥会館・味真野一本桜・福井鉄道
北府駅・しらやまいこい館・城福寺庭園・毫摂
寺・はながたみまつり・花筐もみじまつり・たけ
ふ菊人形・あじまの万葉まつり・神と紙のまつ
り・越前市サマーフェスティバル花火大会・武生
国際音楽祭・千年未来工芸祭・越前げんきフェス
タ・御誕生寺・治佐川

・越前おろしそば
・武生駅前中華そば
・ボルガライス
・和菓子
・もち、あべかわ
・地酒
・白山スイカ

・武生中央公園
・だるまちゃん広場
・かこさとしふるさと絵本館「石石」
・「ちひろの生まれた家」記念館
・越前そばの里
・キャンプ場
・サンドーム福井
・てんぐちゃん広場
・タケフナイフビレッジ
・パラグライダー体験

・ビジネスホテル
・古民家・キャンプ場
・湯楽里
・ふくい農業ビジネスセンター

（場所）
・越前そばの里
・越前めがねの里
・パピルス館
・観光・匠の技案内所

（モノ）
・越前打刃物
・越前和紙
・越前箪笥

・ものづくり体験
　ex.越前和紙の里
　　 タケフナイフビレッジ
　　 刃物の里
・農業体験
・越前そばの里
・「ちひろの生まれた家」記念館
・かこさとしふるさと絵本館「石石」

越前市

○網掛けの項目は、ターゲット毎に旅行目的で重視

する割合の高いもの上位３項目

（上位３項目の抜き出しは民間調査による）

○ターゲットの独自の視点は、観光庁の訪日外国人

消費動向調査や民間調査等を参考に整理したもの
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Ⅱ 各地域の分析

MICE

・キャパシティ、受入体制
・ユニークベニュー
・アフターMICE
・旅行費用

3

・東尋坊（景観・夕日）・北前船寄港地（きたま
え通り）・三国龍翔館・丸岡城・一筆啓上手紙の
館・千古の家（伝統的家屋・花しょうぶ）・ゆり
の里公園・三国祭

1 △

坂井市の課題

・ｽﾄｰﾘｰ性のある散策ﾙｰﾄ、周遊ｺｰｽの提案
・外国人に刺さる体験メニュー等の充実
・主要観光地での外国人対応（多言語標識、
　多言語対応ガイドの育成等）

・食メニューのバリエーションの充実
（ご当地グルメ、写真映えする料理、
　食べ歩きできるもの等）
・富裕層向け特別感のある食体験の
　提案（限定メニュー、一流店のおも
　てなし等）
・飲食店での外国人受け入れ対応
（多言語メニュー、ベジタリアン、
　ヴィーガン、ムスリム対応等）

・他では味わえない遊び方の提案
・新たな観光コンテンツの造成
（自然体験、海を活用した
　アクティビティ整備等）

・宿泊施設のﾊﾞﾘｴｰｼｮﾝの充実
（ﾘｿﾞｰﾄﾎﾃﾙ、ｸﾞﾗﾝﾋﾟﾝｸﾞ施設、
　民宿ﾘﾉﾍﾞｰｼｮﾝ等）
・宿泊形態のﾊﾞﾘｴｰｼｮﾝの充実
　（泊食分離等）
・宿泊を楽しめる+αのｺﾝﾃﾝﾂ
　の充実（ﾅｲﾄﾀｲﾑｴｺﾉﾐｰ）
・宿泊施設での外国人対応

・物販店のバリエーションの充実
・他の観光資源との組み合わせ
・店舗における免税、キャッシュ
　レス、多言語等への対応
・買えるモノ・場所の情報の整理

・地域ならではの体験ﾒﾆｭｰ充実
・体験活動の協力施設拡充
・海外の修学旅行の受け入れ協力
　施設の拡充

・越前がに・甘えび・竹田の油あげ・いねすの油揚
げ・越前おろしそば・若狭牛・坂井市産野菜・ソース
カツ丼・コシヒカリ、いちほまれ・福地鶏・福井ポー
ク・地酒・越前坂井うららの極味膳・酒まんじゅう

2
・国民休暇村越前三国
・三国観光ホテル

主
な
タ
ー

ゲ
ッ

ト
毎
の
独
自
の
視
点

・三国温泉・ゲストハウス詰所三
國（空き家活用）・山あいの宿な
かがわ

・三国港周辺
・北前船寄港地
　（きたまえ通り）
・越前竹人形の里

・国民休暇村越前三国・三国観光
ホテル・農山村交流センターちく
ちくぼんぼん（廃校活用）

1 △教育旅行
・地域ならではの体験
・宿泊施設のキャパシティ
・旅行費用

2

･東尋坊(景観,夕日)･雄島･三国港突堤(夕日)･えちぜん鉄道(駅,車窓
からの眺め)･北前船寄港地(きたまえ通り)･三国龍翔館･瀧谷寺･三国
神社･丸岡城･一筆啓上手紙の館･称念寺･千古の家(伝統的家屋,花
しょうぶ)･ゆりの里公園･三国祭･雄島祭り･丸岡城桜まつり

・越前がに・甘えび・もみわかめ・干しが
れい・三年子らっきょう・竹田の油あげ・
丸岡産そば・辛味そば・坂井市産野菜・
ソースカツ丼・コシヒカリ、いちほまれ

3

外国人
(フランス)

・日本ならではの歴史、文化、
　体験、日常(ストーリー性)
・街並み散策

2

･東尋坊･雄島･三国港突堤･えちぜん鉄道･北前船寄港地･三国龍翔館･
瀧谷寺･三国神社･丸岡城･一筆啓上手紙の館･千古の家･ゆりの里公
園･三国祭･雄島祭り･丸岡城桜まつり･荒磯遊歩道,二の浜遊歩道･丸
岡古城まつり･東尋坊ﾀﾜｰ･三国湊町,旧岸名家,旧森田銀行本店,三國
湊座･ﾏﾁﾉｸﾗ･ﾏﾁﾉﾆﾜ･三国花火大会･三国湊ｶﾆまつり･三国温泉ｶﾆまつり
感謝祭･竹田の里しだれ桜まつり･ゆりﾌｪｽﾀ･丸岡古城まつり

1
・三国港周辺・北前船寄港地（き
たまえ通り）・一筆啓上茶屋・越
前竹人形の里

富裕層
・高級、高品質　・希少性
・「本物」の体験
・プライベート感、静寂感

2

・東尋坊（景観・夕日）・北前船寄港地（きたま
え通り）・三国龍翔館・瀧谷寺・三国神社・丸岡
城・千古の家（伝統的家屋・花しょうぶ）・ゆり
の里公園

1

・越前がに・甘えび・竹田の油あげ・若狭
牛・坂井市産野菜・コシヒカリ、いちほま
れ・福地鶏・福井ポーク・地酒・越前坂井
うららの極味膳・酒まんじゅう

・越前がに・甘えび・もみわかめ・干しがれい・三年
子らっきょう・竹田の油あげ・丸岡産そば・辛味そ
ば・若狭牛・坂井市産野菜・ソースカツ丼・コシヒカ
リ、いちほまれ・地酒・ガサエビ・酒まんじゅう・三
國バーガー

・東尋坊遊覧船・越前竹人形の里・
農山村交流センターちくちくぼんぼ
ん・三国花火大会・東尋坊夕日ハー
トカクテル

3

・三国温泉・民宿・ゲストハウス詰所三國（空
き家活用）・国民休暇村越前三国・三国観光ホ
テル・農山村交流センターちくちくぼんぼん
（廃校活用）・丸岡温泉たけくらべ・山あいの
宿なかがわ・センチュリオンホテル

・東尋坊遊覧船
・越前竹人形の里
・三国花火大会

3

・三国温泉・民宿
・国民休暇村越前三国
・三国観光ホテル
・センチュリオンホテル

3

・三国港周辺
・北前船寄港地
　（きたまえ通り）
・越前竹人形の里

・三国温泉・民宿
・国民休暇村越前三国
・三国観光ホテル
・センチュリオンホテル

2

・三国港周辺
・北前船寄港地
　（きたまえ通り）
・越前竹人形の里

外国人
(タイ)

・写真映え
・旬のもの
・四季(花と雪)

3

・東尋坊（景観・夕日）・雄島・三国港突堤（夕日）・丸岡城・千
古の家（伝統的家屋・花しょうぶ）・ゆりの里公園・三国祭・雄島
祭り・丸岡城桜まつり・荒磯遊歩道、二の浜遊歩道・丸岡古城まつ
り・東尋坊タワー・三国湊町、旧岸名家、旧森田銀行本店、三國湊
座・マチノクラ・マチノニワ・三国花火大会・三国湊カニまつり・
三国温泉カニまつり感謝祭・竹田の里しだれ桜まつり・ゆりフェス
タ・丸岡古城まつり

1

・越前がに・甘えび・もみわかめ・竹
田の油あげ・いねすの油揚げ・丸岡産
そば・坂井市産野菜・コシヒカリ、い
ちほまれ・地酒・ガサエビ・酒まん
じゅう・三國バーガー

・東尋坊遊覧船・越前竹人形の里・
福井県総合グリーンセンター・三国
花火大会・東尋坊夕日ハートカクテ
ル

女子旅
・写真映え　・健康志向
・癒し　・食べ歩き
・おしゃれ、かわいい

3

･東尋坊･雄島･芝政･越前松島水族館･三国港突堤･えちぜん鉄道･北前
船寄港地･丸岡城･一筆啓上手紙の館･千古の家･ゆりの里公園･三国
祭･雄島祭り･丸岡城桜まつり･荒磯遊歩道,二の浜遊歩道･丸岡古城ま
つり･東尋坊ﾀﾜｰ･三国湊町,旧岸名家,旧森田銀行本店,三國湊座･ﾏﾁﾉｸ
ﾗ･ﾏﾁﾉﾆﾜ･三国花火大会･三国湊ｶﾆまつり･三国温泉ｶﾆまつり感謝祭･竹
田の里しだれ桜まつり･ゆりﾌｪｽﾀ･丸岡古城まつり

1

・北前船寄港地
　（きたまえ通り）
・越前竹人形の里
・道の駅みくに、道の駅さかい

外国人
(中国)

・Made in Japan（高品質）
・写真映え・四季(花,雪)
・竹(竹人形)･ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ･安心感

･東尋坊(景観,夕日)･三国港突堤(夕日)･北前船寄港地(きたまえ通
り)･瀧谷寺･三国神社･丸岡城･千古の家(伝統的家屋,花しょうぶ)･ゆ
りの里公園･三国祭･丸岡城桜まつり･荒磯遊歩道,二の浜遊歩道･丸岡
古城まつり･東尋坊ﾀﾜｰ･三国湊町,旧岸名家,旧森田銀行本店,三國湊
座･ﾏﾁﾉｸﾗ･ﾏﾁﾉﾆﾜ･三国花火大会･三国湊ｶﾆまつり･三国温泉ｶﾆまつり感
謝祭･竹田の里しだれ桜まつり･ゆりﾌｪｽﾀ･丸岡古城まつり

1

・越前がに・甘えび・竹田の油あげ・
越前おろしそば・若狭牛・コシヒカ
リ、いちほまれ・地酒・ガサエビ・酒
まんじゅう・三國バーガー

・越前がに・甘えび・丸岡産そば・辛味そば・越前お
ろしそば・竹田の油あげ・若狭牛・坂井市産野菜・
ソースカツ丼・コシヒカリ、いちほまれ・福地鶏・地
酒・ガサエビ・三國バーガー・越前坂井うららの極味
膳・酒まんじゅう

・ｴﾝｾﾞﾙﾗﾝﾄﾞふくい・芝政・越前松島水族館・東尋
坊遊覧船・三国ｻﾝｾｯﾄﾋﾞｰﾁ（海水浴場）・おけら牧
場・越前竹人形の里・農山村交流ｾﾝﾀｰちくちくぼ
んぼん・たけだ風の谷ﾌﾟﾚｰﾊﾟｰｸ・福井県総合ｸﾞﾘｰﾝ
ｾﾝﾀｰ・福井県畜産試験場・三国花火大会・東尋坊
夕日ﾊｰﾄｶｸﾃﾙ

2

・三国温泉・ｹﾞｽﾄﾊｳｽ詰所三國（空き家活用）・
国民休暇村越前三国・三国観光ﾎﾃﾙ・農山村交流
ｾﾝﾀｰちくちくぼんぼん（廃校活用）・山あいの
宿なかがわ・ｾﾝﾁｭﾘｵﾝﾎﾃﾙ

・東尋坊遊覧船・越前竹人形の里・
福井県総合グリーンセンター・三国
花火大会・東尋坊夕日ハートカクテ
ル

2

・三国温泉・民宿・国民休暇村越
前三国・三国観光ホテル・農山村
交流センターちくちくぼんぼん
（廃校活用）・山あいの宿なかが
わ

・道の駅みくに・道の駅さかい・
北前船寄港地（きたまえ通り）・
ゆりの里公園ゆりいち・一筆啓上
茶屋

・三国温泉・民宿・ゲストハウス詰所
三國（空き家活用）・国民休暇村越前
三国・三国観光ホテル・丸岡温泉たけ
くらべ・山あいの宿なかがわ

・道の駅みくに・道の駅さかい・三国
港周辺・北前船寄港地(きたまえ通
り)・ゆりの里公園ゆりいち・一筆啓
上茶屋・越前竹人形の里・だけだや

シニア層
(60代以上)

・歴史・文化
・地元の人に人気　・老舗
・街並み散策　・上質

2

・東尋坊（景観・夕日）・雄島・三国港突堤（夕日）・えちぜん鉄
道（駅・車窓からの眺め）・北前船寄港地（きたまえ通り）・三国
龍翔館・瀧谷寺・三国神社・丸岡城・一筆啓上手紙の館・称念寺・
千古の家（伝統的家屋・花しょうぶ）

3

･越前がに･甘えび･もみわかめ･干しがれい･三年子らっ
きょう･竹田の油あげ･いねすの油揚げ･丸岡産そば･辛
味そば･越前おろしそば･若狭牛･坂井市産野菜･ｿｰｽｶﾂ
丼･ｺｼﾋｶﾘ,いちほまれ･福地鶏･福井ポーク･地酒･越前坂
井うららの極味膳･酒まんじゅう･ｶｻｴﾋﾞ

・東尋坊遊覧船
・フクイカントリークラブ
・越前竹人形の里

1

・北前船寄港地
　（きたまえ通り）
・一筆啓上茶屋
・越前竹人形の里

　

ファミリー層
(30～50代)

・家族で楽しめる
・子供が喜ぶ
・子供に色々な体験をさせる

・東尋坊（景観・夕日）・芝政・越前松島水族館・丸
岡城・一筆啓上手紙の館・三国花火大会・三国湊カニ
まつり・三国温泉カニまつり感謝祭・竹田の里しだれ
桜まつり・ゆりフェスタ・丸岡古城まつり

1

・越前がに・甘えび・竹田の油あげ・
越前おろしそば・若狭牛・坂井市産野
菜・ｿｰｽｶﾂ丼・ｺｼﾋｶﾘ、いちほまれ・福
地鶏・福井ﾎﾟｰｸ

3

・越前がに・甘えび・竹田の油あげ・
丸岡産そば・若狭牛・坂井市産野菜・
ソースカツ丼・コシヒカリ、いちほま
れ・地酒

3

・ｴﾝｾﾞﾙﾗﾝﾄﾞふくい・芝政・越前松島水族館・東尋
坊遊覧船・三国ｻﾝｾｯﾄﾋﾞｰﾁ（海水浴場）・浜地海水
浴場・農山村交流ｾﾝﾀｰちくちくぼんぼん・福井県
総合ｸﾞﾘｰﾝｾﾝﾀｰ・福井県畜産試験場・三国花火大
会・東尋坊夕日ﾊｰﾄｶｸﾃﾙ

2

・三国温泉・ゲストハウス詰所三
國（空き家活用）・農山村交流セ
ンターちくちくぼんぼん（廃校活
用）・山あいの宿なかがわ・セン
チュリオンホテル

若者
(20代)

・写真映え
・盛りだくさん、豪勢
・非日常体験

・東尋坊・雄島・芝政　・越前松島水族館・三国港突堤・えちぜん
鉄道・北前船寄港地・瀧谷寺・三国神社・丸岡城・ゆりの里公園・
三国祭・雄島祭り・丸岡城桜まつり・荒磯遊歩道、二の浜遊歩道・
丸岡古城まつり・東尋坊ﾀﾜｰ・三国湊町、旧岸名家、旧森田銀行本
店、三國湊座・ﾏﾁﾉｸﾗ・ﾏﾁﾉﾆﾜ・三国花火大会・三国湊ｶﾆまつり・三
国温泉ｶﾆまつり感謝祭・竹田の里しだれ桜まつり・ゆりﾌｪｽﾀ・丸岡
古城まつり

1

・ｴﾝｾﾞﾙﾗﾝﾄﾞふくい・芝政・越前松島水族館・東尋
坊遊覧船・三国ｻﾝｾｯﾄﾋﾞｰﾁ（海水浴場）・浜地海水
浴場・おけら牧場・越前竹人形の里・農山村交流ｾ
ﾝﾀｰちくちくぼんぼん・たけだ風の谷ﾌﾟﾚｰﾊﾟｰｸ・た
けくらべ広場・福井県総合ｸﾞﾘｰﾝｾﾝﾀｰ・福井県畜産
試験場

2

旅行の目的とそれぞれに対応する坂井市の主な観光資源

見る・感じる 食べる 遊ぶ 泊まる 買う 学ぶ・参加する

（名所・自然景観・文化など） （地域ならではの料理・グルメなど） （テーマパーク・アクティビティなど） （温泉、ビジネスホテル、リゾートホテルなど） （ショッピングなど） （教育旅行・コンベンションなど）

・東尋坊（景観・夕日）・雄島・芝政・越前松島水族館・
三国港突堤（夕日）・三国港・えちぜん鉄道（駅・車窓か
らの眺め）・北前船寄港地（きたまえ通り）・みくに龍翔
館・瀧谷寺・三国神社・丸岡城・一筆啓上日本一短い手紙
の館・称念寺・千古の家（伝統的家屋・花しょうぶ）・ゆ
りの里公園・三国祭・雄島祭り・丸岡城桜まつり・女形谷
の桜・六呂瀬山古墳群・九頭竜川、竹田川・荒磯遊歩道、
二の浜遊歩道・丸岡古城まつり・東尋坊タワー・三国湊
町、旧岸名家、旧森田銀行本店、三國湊座・マチノクラ・
マチノニワ・三国花火大会・三国湊カニまつり・三国温泉
カニまつり感謝祭・竹田の里しだれ桜まつり・ゆりフェス
タ・丸岡古城まつり

・越前がに・甘えび・もみわかめ・干しが
れい・三年子らっきょう・竹田の油あげ・
いねすの油あげ・丸岡産そば・辛味そば・
越前おろしそば・若狭牛・坂井市産野菜・
ソースカツ丼・コシヒカリ、いちほまれ・
福地鶏・福井ポーク・地酒
・越前坂井うららの極味膳・ガサエビ・酒
まんじゅう・三國バーガー

・エンゼルランドふくい・芝政・越前
松島水族館・東尋坊遊覧船・三国サン
セットビーチ（海水浴場）・浜地海水
浴場・おけら牧場・フクイカントリー
クラブ・越前竹人形の里・農山村交流
センターちくちくぼんぼん・たけだ風
の谷プレーパーク・たけくらべ広場・
福井県総合グリーンセンター・福井県
畜産試験場・三国花火大会・東尋坊夕
日ハートカクテル

・三国温泉
・民宿
・ゲストハウス詰所三國
　（空き家活用）
・国民休暇村越前三国
・三国観光ホテル
・農山村交流センターちくちく
　ぼんぼん（廃校活用）
・丸岡温泉たけくらべ
・山あいの宿なかがわ
・センチュリオンホテル

・道の駅みくに
・道の駅さかい
・三国港周辺
・北前船寄港地（きたまえ通り）
・ゆりの里公園ゆりいち
・一筆啓上茶屋
・越前竹人形の里
・だけだや
・東尋坊商店街

・東尋坊
・地引網体験
・三国提灯づくり体験
・三味線体験
・山車引き体験（三国祭）
・丸岡城
・一筆啓上手紙の館
・学校間交流
・エンゼルランドふくい
・コンベンション施設
　（ハートピア春江、三国観光ホテ
　ル、ちくちくぼんぼん等）

坂井市

○網掛けの項目は、ターゲット毎に旅行目的で重視

する割合の高いもの上位３項目

（上位３項目の抜き出しは民間調査による）

○ターゲットの独自の視点は、観光庁の訪日外国人

消費動向調査や民間調査等を参考に整理したもの
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Ⅱ 各地域の分析

MICE

・キャパシティ、受入体制
・ユニークベニュー
・アフターMICE
・旅行費用

3 ・永平寺 1 ・永平寺（坐禅、写経、参籠）

永平寺町の課題

・屋外が多く天候に左右される
・多言語表記

・食メニューのバリエーション
　の充実
・ご当地グルメ
・写真映えする料理
・食べ歩きできるもの
・富裕層向け特別感のあるもの
・多言語メニュー

・素材が少ない ・宿泊施設が少ない
・宿泊施設のﾊﾞﾘｴｰｼｮﾝの充実
・外国人対応

・キャッシュレス、多言語対応 ・体験活動の協力施設拡充

・油桐の葉っぱ寿司・から大根・永平
寺そば・れんげ米いちほまれ・ごま豆
腐・サクラマス

2 ・永平寺

主
な
タ
ー

ゲ
ッ

ト
毎
の
独
自
の
視
点

・柏樹關
・永平寺

・道の駅禅の里
・えい坊館
・柏樹關

・永平寺 1 ・永平寺（坐禅、写経、参籠）教育旅行
・地域ならではの体験
・宿泊施設のキャパシティ
・旅行費用

2 ・永平寺
・油桐の葉っぱ寿司・から大根・永平
寺そば・れんげ米・いちほまれ・ごま
豆腐・サクラマス

3

外国人
(フランス)

・日本ならではの歴史、文化、
　体験、日常(ストーリー性)
・街並み散策

2
・永平寺・吉峰寺・興行寺・天龍寺・松岡古墳群・
松岡12曲がり・弁財天白龍王大権現・永平寺大燈籠
ながし・永平寺の除夜の鐘とライトアップ

1
・道の駅禅の里
・えい坊館
・永平寺門前商店街

富裕層
・高級、高品質　・希少性
・「本物」の体験
・プライベート感、静寂感

2
・永平寺
・永平寺の除夜の鐘と
　ライトアップ

1
・れんげ米・いちほまれ・ごま豆腐・
サクラマス・鮎・日本酒・精進料理・
アラレガコ

・油桐の葉っぱ寿司・から大根・永平寺
そば・れんげ米・いちほまれ・ごま豆
腐・サクラマス・鮎・日本酒・精進料
理・アラレガコ

・えい坊館
・自動走行
・祖跡コースハイキング

3
・柏樹關・笑来・つむろや旅館・東喜
家・松岡サウナ・永平寺

△ 3

・柏樹關・笑来・つむろや旅館・東喜
家・松岡サウナ・永平寺

3
・道の駅禅の里
・えい坊館
・永平寺門前商店街

・柏樹關・笑来・つむろや旅館・東喜
家・松岡サウナ・永平寺

2
・道の駅禅の里
・えい坊館
・永平寺門前商店街

外国人
(タイ)

・写真映え
・旬のもの
・四季(花と雪)

3
・永平寺・吉峰寺・興行寺・天龍寺・松岡古墳群・
松岡12曲がり・弁財天白龍王大権現・永平寺大燈籠
ながし・永平寺の除夜の鐘とライトアップ

1

・油桐の葉っぱ寿司・から大根・永平寺
そば・れんげ米・いちほまれ・ごま豆
腐・サクラマス・鮎・日本酒・精進料
理・アラレガコ

・えい坊館
・自動走行

女子旅
・写真映え　・健康志向
・癒し　・食べ歩き
・おしゃれ、かわいい

3
・永平寺・永平寺大燈籠ながし・永平寺
花祭り・永平寺参ろーど禅ウォーキン
グ・永平寺の除夜の鐘とライトアップ

1
・道の駅禅の里
・えい坊館
・永平寺門前商店街

外国人
(中国)

・Made in Japan（高品質）
・写真映え・四季(花,雪)
・竹(竹人形)･ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ･安心感

・永平寺・吉峰寺・興行寺・天龍寺・松岡古墳群・
松岡12曲がり・弁財天白龍王大権現・永平寺大燈籠
ながし・永平寺の除夜の鐘とライトアップ

1

・油桐の葉っぱ寿司・から大根・永平寺
そば・れんげ米・いちほまれ・ごま豆
腐・サクラマス・鮎・日本酒・精進料
理・アラレガコ

・日本酒
・精進料理

・えい坊館
・自動走行

2
・柏樹關
・笑来

・えい坊館
・自動走行

2

・柏樹關
・笑来

・道の駅禅の里
・えい坊館
・永平寺門前商店街

・柏樹關

・道の駅禅の里
・えい坊館
・ＪＡ直売所れんげの里
・永平寺門前商店街

シニア層
(60代以上)

・歴史・文化
・地元の人に人気　・老舗
・街並み散策　・上質

2

・永平寺・吉峰寺・興行寺・天龍寺・松岡古墳群・
松岡12曲がり・弁財天白龍王大権現・永平寺大燈籠
ながし・永平寺花祭り・永平寺参ろーど禅ウォーキ
ング・永平寺の除夜の鐘とライトアップ

3

・油桐の葉っぱ寿司・から大根・永平寺そば・れん
げ米・いちほまれ・ごま豆腐・サクラマス・鮎・日
本酒・精進料理・アラレガコ・上志比にんにく・五
領たまねぎ・スイートコーン

・自動走行 1

・道の駅禅の里
・えい坊館
・永平寺門前商店街

　

ファミリー層
(30～50代)

・家族で楽しめる
・子供が喜ぶ
・子供に色々な体験をさせる

・永平寺大燈籠ながし・永平寺花祭
り・永平寺参ろーど禅ウォーキング・
永平寺の除夜の鐘とライトアップ

1

・油桐の葉っぱ寿司・から大根・永平寺そば・れん
げ米・いちほまれ・ごま豆腐・サクラマス・鮎・日
本酒・精進料理・アラレガコ・上志比にんにく・五
領たまねぎ・スイートコーン

3

・日本酒 3 ・えい坊館 2
・柏樹關
・笑来

若者
(20代)

・写真映え（SNS映え）
・盛りだくさん、豪勢
・非日常体験

・永平寺・永平寺大燈籠ながし・永平
寺花祭り・永平寺参ろーど禅ウォーキ
ング・永平寺の除夜の鐘とライトアッ
プ

1

・浄法寺山青少年旅行村
・吉峰寺キャンプ場
・自動走行

2

旅行の目的とそれぞれに対応する永平寺町の主な観光資源

見る・感じる 食べる 遊ぶ 泊まる 買う 学ぶ・参加する

（名所・自然景観・文化など） （地域ならではの料理・グルメなど） （テーマパーク・アクティビティなど） （温泉、ビジネスホテル、リゾートホテルなど） （ショッピングなど） （教育旅行・コンベンションなど）

・永平寺
・吉峰寺
・興行寺
・天龍寺
・松岡古墳群
・松岡12曲がり
・弁財天白龍王大権現
・永平寺大燈籠ながし
・永平寺花祭り
・永平寺参ろーど禅ｳｫｰｷﾝｸﾞ
・永平寺の除夜の鐘とﾗｲﾄｱｯﾌﾟ

・油桐の葉っぱ寿司
・から大根
・永平寺そば
・れんげ米
・いちほまれ
・ごま豆腐
・サクラマス
・鮎
・日本酒
・精進料理
・アラレガコ
・上志比にんにく
・五領たまねぎ
・スイートコーン

・浄法寺山青少年旅行村
・吉峰寺キャンプ場
・えい坊館
・自動走行
・祖跡コースハイキング

・柏樹關
・禅の里笑来
・つむろや旅館
・東喜家
・松岡サウナ
・永平寺

・道の駅禅の里
・えい坊館
・ＪＡ直売所れんげの里
・永平寺門前商店街
・柏樹關

・永平寺（坐禅、写経、参籠）

永平寺町

○網掛けの項目は、ターゲット毎に旅行目的で重視

する割合の高いもの上位３項目

（上位３項目の抜き出しは民間調査による）

○ターゲットの独自の視点は、観光庁の訪日外国人

消費動向調査や民間調査等を参考に整理したもの
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Ⅱ 各地域の分析

MICE

・キャパシティ、受入体制
・ユニークベニュー
・アフターMICE
・旅行費用

3
・かずら橋
・森と川の遊歩道

1 △

池田町の課題

・外国語対応
・アクセス
・伝統文化の観光的磨き上げ

・アレルギー表示
・富裕層向けメニューがない
・夕食がとれる飲食店がほぼない

・天候に左右されることが多い
・外国語対応

・シングルルームがほぼない
・バストイレ付の部屋がある施設
　がほぼない
・平日、閑散期に宿泊客の相当な落
ち込みがある
　（繁忙期は全く足りていない）

・買える場所が不足している
・お土産物が少ない
　（日持ちするお菓子）

・体験メニューの商品化
　（契約の問題）

・米・おこもじ
・手作りこんにゃく
・いけソーダ・そば

2 △

主
な
タ
ー

ゲ
ッ

ト
毎
の
独
自
の
視
点

・渓流温泉 冠荘
・ファームハウス コムニタ

・こってコテいけだ

・農村de合宿キャンプセンター 1

・ﾂﾘｰﾋﾟｸﾆｯｸｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰいけだ・農村de合宿ｷｬﾝﾌﾟｾﾝﾀｰ・農村体
験ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ（しめ縄づくり、いのしし/しか解体、自然体験）・
魚見手作りこんにゃく道場・そばの郷池田屋（そばうち、もち
つき）・ｳｯﾄﾞﾗﾎﾞいけだ（木工体験）・あそびﾊｳｽこどもと森
（木工体験）

教育旅行
・地域ならではの体験
・宿泊施設のキャパシティ
・旅行費用

2
・水海の田楽能舞・須波阿須疑神
社・稲荷の大杉・堀口家住宅・ホ
タル観察・星空観察

・もち
・ジビエ
・手作りこんにゃく
・そば

3

外国人
(フランス)

・日本ならではの歴史、文化、
　体験、日常(ストーリー性)
・街並み散策

2

・かずら橋・能面美術館・森と川の遊
歩道・水海の田楽能舞・須波阿須疑神
社・稲荷の大杉・堀口家住宅・ホタル
観察・星空観察

1 ・こってコテいけだ

富裕層
・高級、高品質　・希少性
・「本物」の体験
・プライベート感、静寂感

2
・龍双ヶ滝・水海の田楽能舞・須
波阿須疑神社・稲荷の大杉・堀口
家住宅・ホタル観察・星空観察

1 △

・米・もち・ジビエ・おこもじ・
きびだんご・手作りこんにゃく・
そば・いけだ食の文化祭

・こんにゃくづくり・そば打ち・みそづく
り・もちつき・しめ縄づくり・新保ファミ
リースキー場・川遊び・アーシングツアー

3
・渓流温泉 冠荘
・ファームハウス コムニタ

・こんにゃくづくり・そば打ち・みそづく
り・もちつき・しめ縄づくり・アーシングツ
アー・スノーシュー

3

・渓流温泉 冠荘
・ファームハウス コムニタ
・ﾂﾘｰﾋﾟｸﾆｯｸｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰいけだ

3 △

・ファームハウス コムニタ
・ﾂﾘｰﾋﾟｸﾆｯｸｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰいけだ

2 △
外国人
(タイ)

・写真映え
・旬のもの
・四季(花と雪)

3

・かずら橋・森と川の遊歩道・龍双ヶ
滝・冠山・部子山・水海の田楽能舞・
須波阿須疑神社・稲荷の大杉・堀口家
住宅・ホタル観察・星空観察

1
・ジビエ・おこもじ・きびだん
ご・手作りこんにゃく・いけソー
ダ

・ツリーピクニックアドベンチャーいけだ・
おもちゃハウスこどもと木・あそびハウス・
新保ファミリースキー場・スノーシュー

女子旅
・写真映え　・健康志向
・癒し　・食べ歩き
・おしゃれ、かわいい

3

・かずら橋
・森と川の遊歩道
・龍双ヶ滝
・ホタル観察・星空観察

1 ・こってコテいけだ

外国人
(中国)

・Made in Japan（高品質）
・写真映え・四季(花,雪)
・竹(竹人形)･ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ･安心感

・かずら橋・能面美術館・森と川
の遊歩道・龍双ヶ滝・ホタル観
察・星空観察

1
・米・もち・ジビエ・おこもじ・
きびだんご・手作りこんにゃく・
いけソーダ・そば

・きびだんご
・いけソーダ
・いけだ食の文化祭

・ﾂﾘｰﾋﾟｸﾆｯｸｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰいけだ・池田町立ｸﾗｲﾐﾝ
ｸﾞｳｫｰﾙ・しめ縄づくり・ｽﾃﾝﾄﾞｸﾞﾗｽづくり・ｱｰ
ｼﾝｸﾞﾂｱｰ・ｽﾉｰｼｭｰ

2
・ファームハウス コムニタ
・ﾂﾘｰﾋﾟｸﾆｯｸｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰいけだ

・ツリーピクニックアドベンチャーいけだ
・スノーシュー

2

・渓流温泉 冠荘
・ファームハウス コムニタ
・ﾂﾘｰﾋﾟｸﾆｯｸｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰいけだ
・農村de合宿キャンプセンター

・こってコテいけだ

・渓流温泉 冠荘
・ファームハウス コムニタ
・ﾗｲﾀﾞｰ&ｹﾞｽﾄﾊｳｽべこ亭
・酔虎夢（民泊）

・こってコテいけだ
シニア層
(60代以上)

・歴史・文化
・地元の人に人気　・老舗
・街並み散策　・上質

2

・かずら橋・能面美術館・森と川の遊
歩道・龍双ヶ滝・オウ穴・冠山・部子
山・水海の田楽能舞・須波阿須疑神
社・稲荷の大杉・堀口家住宅

3
・米・もち・ジビエ・おこもじ・
きびだんご・手作りこんにゃく・
そば

・こんにゃくづくり
・しめ縄づくり
・ステンドグラスづくり

1

△ 　

ファミリー層
(30～50代)

・家族で楽しめる
・子供が喜ぶ
・子供に色々な体験をさせる

・かずら橋・森と川の遊歩道・龍
双ヶ滝・部子山・稲荷の大杉・堀
口家住宅・ホタル観察・星空観察

1

・もち・ジビエ
・きびだんご
・いけソーダ
・いけだ食の文化祭

3

・いけソーダ 3
・ﾂﾘｰﾋﾟｸﾆｯｸｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰいけだ・池田町立ｸﾗｲﾐﾝ
ｸﾞｳｫｰﾙ・魚釣り体験・ｽﾃﾝﾄﾞｸﾞﾗｽづくり・ｱｰｼﾝ
ｸﾞﾂｱｰ・ｽﾉｰｼｭｰ

2 ・ﾂﾘｰﾋﾟｸﾆｯｸｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰいけだ
若者
(20代)

・写真映え
・盛りだくさん、豪勢
・非日常体験

・かずら橋・森と川の遊歩道・龍
双ヶ滝・稲荷の大杉・ホタル観
察・星空観察

1

・ﾂﾘｰﾋﾟｸﾆｯｸｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰいけだ・おもちゃﾊｳｽこどもと木・あそ
びﾊｳｽこどもと森・池田町立ｸﾗｲﾐﾝｸﾞｳｫｰﾙ・魚釣り体験・こん
にゃくづくり・そば打ち・みそづくり・もちつき・しめ縄づく
り・ｽﾃﾝﾄﾞｸﾞﾗｽづくり・新保ﾌｧﾐﾘｰｽｷｰ場・川遊び・登山・ｽﾉｰ
ｼｭｰ・木工体験

2

旅行の目的とそれぞれに対応する池田町の主な観光資源

見る・感じる 食べる 遊ぶ 泊まる 買う 学ぶ・参加する

（名所・自然景観・文化など） （地域ならではの料理・グルメなど） （テーマパーク・アクティビティなど） （温泉、ビジネスホテル、リゾートホテルなど） （ショッピングなど） （教育旅行・コンベンションなど）

・かずら橋
・能面美術館
・森と川の遊歩道
・龍双ヶ滝
・オウ穴
・冠山
・部子山
・水海の田楽能舞
・須波阿須疑神社
・稲荷の大杉
・堀口家住宅
・ホタル観察
・星空観察

・米
・もち
・ジビエ
・おこもじ
・きびだんご
・手作りこんにゃく
・いけソーダ
・そば
・いけだ食の文化祭

・ツリーピクニックアドベンチャーいけだ・お
もちゃハウスこどもと木・あそびハウスこども
と森・池田町立クライミングウォール・魚釣り
体験・こんにゃくづくり・そば打ち・みそづく
り・もちつき・しめ縄づくり・ステンドグラス
づくり・新保ファミリースキー場・川遊び・
アーシングツアー・登山・スノーシュー・鮎釣
り・木工体験・アドベンチャーボート・いけだ

・渓流温泉 冠荘
・ファームハウス コムニタ
・ツリーピクニックアドベンチャー
　いけだ
・農村de合宿キャンプセンター
・昭扇閣べにや
・ライダー＆ゲストハウスべこ亭
・酔虎夢（民泊）

（場所）
・こってコテいけだ
・ドラッグストア

（モノ）
・木工品
・ままの水
・池田のサイダー「いけソーダ」

・ツリーピクニックアドベンチャーいけだ・農
村de合宿キャンプセンター・農村体験プログラ
ム（しめ縄づくり、いのしし/しか解体、自然体
験）・魚見手作りこんにゃく道場・そばの郷池
田屋（そばうち、もちつき）・ウッドラボいけ
だ（木工体験）・あそびハウスこどもと森（木
工体験）

池田町

○網掛けの項目は、ターゲット毎に旅行目的で重視

する割合の高いもの上位３項目

（上位３項目の抜き出しは民間調査による）

○ターゲットの独自の視点は、観光庁の訪日外国人

消費動向調査や民間調査等を参考に整理したもの
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Ⅱ 各地域の分析

MICE

・キャパシティ、受入体制
・ユニークベニュー
・アフターMICE
・旅行費用

3
・花はす公園
・今庄365スキー場

1 ・北前船主の館右近家

南越前町の課題

・女子旅向けの「おしゃれ、かわ
　いい」観光資源の開発
　ex.花はすのイルミネーション
・北前船主の館右近家のライト
　アップ
・当町でしか出来ない体験メニ
　ュー等の充実
・写真映えする仕掛け
・インバウンド対応
　ex.多言語対応の標識、
　　 アプリ、ＱＲコード等の設
　　 置・導入

・写真映えするご当地ｸﾞﾙﾒの開発
・富裕層向け特別感のある食体験
　の提案
　ex.期間限定メニュー
・飲食店でのインバウンド対応
　ex.多言語メニュー、
　　 ﾍﾞｼﾞﾀﾘｱﾝ・ﾑｽﾘﾑ対応

・体験型観光コンテンツの造成
　ex.ﾄﾝﾈﾙ群ｻｲｸﾘﾝｸﾞ大会、
     ﾐﾆＳＬ乗車体験、投炭練習
　　 体験など
・「本物」を感じる体験や日本
　ならではの文化に触れたりす
　ることができる施設や体験が
　少ない

・宿泊施設のﾊﾞﾘｴｰｼｮﾝの充実
　ex.ﾘｿﾞｰﾄﾎﾃﾙ、ﾋﾞｼﾞﾈｽﾎﾃﾙ など
・宿泊施設での外国人対応
・会議等にも対応できるｷｬﾊﾟｼﾃｨ
　拡充

・店舗における免税、キャッシュ
　レス、多言語等への対応
・特産品を活かした加工商品など
　の開発
・高級品の土産物が少ない。

・地域ならではの体験ﾒﾆｭｰ充実
・会議等にも対応できるｷｬﾊﾟｼﾃｨ
　拡充
・修学旅行の受け入れ体制整備

・越前がに
・そば
・海鮮丼

2 △

主
な
タ
ー

ゲ
ッ

ト
毎
の
独
自
の
視
点

・河野地区民宿 △

・ふれあい会館今庄サイクリングター
ミナル・花はす温泉そまやま・ふるさ
と交流センターきらめき

1

・今庄そば道場
・南越前町ダイビングパーク
・今庄365スキー場
・つるし柿体験

教育旅行
・地域ならではの体験
・宿泊施設のキャパシティ
・旅行費用

2
・今庄365スキー場
・花はす温泉そまやま

・へしこ
・つるし柿
・そば

3

外国人
(フランス)

・日本ならではの歴史、文化、
　体験、日常(ストーリー性)
・街並み散策

2

・杣山城跡、燧ヶ城跡・妙泰寺、慈眼寺・言奈地
蔵・伊藤氏庭園・羽根曽踊り・今庄宿・板取宿・北
前船主の館右近家・旧北陸線トンネル群・アカタン
砂防堰堤群

1 ・北前船主の館右近家

富裕層
・高級、高品質　・希少性
・「本物」の体験
・プライベート感、静寂感

2 ・西洋館 1
・越前がに
・つるし柿
・海鮮丼

・梅肉・厚揚げ・地酒・そば・へし
こ・茶飯

△ 3
・花はす温泉そまやま
・河野地区民宿

△ 3

・花はす温泉そまやま
・河野地区民宿

3

・水仙、花はす
・四季菜
・今庄Ｄ５１直売所
・ドラッグストア

・花はす温泉そまやま
・河野地区民宿

2
・水仙、花はす
・四季菜
・今庄Ｄ５１直売所

外国人
(タイ)

・写真映え
・旬のもの
・四季(花と雪)

3

・今庄365スキー場・白竜の滝、不動ヶ
滝・広野ダム、桝谷ダム・花はす公園・
水仙・酒蔵・西洋館（眺望）・道の駅河
野（眺望）・越前海岸からの夕日

1

・越前がに
・せえげ
・海鮮丼
・つるし柿

・海水浴場（河野、甲楽城、糠）・南
越前町ダイビングパーク・今庄365ス
キー場・はすまつり

女子旅
・写真映え　・健康志向
・癒し　・食べ歩き
・おしゃれ、かわいい

3

・今庄365スキー場・今庄365温泉やすらぎ・花はす
温泉そまやま・河野シーサイド温泉ゆうばえ・今庄
宿・白竜の滝、不動ヶ滝・西洋館（眺望）・花はす
公園・水仙

1
・道の駅河野
・南条ＳＡ
・今庄駅お土産販売所

外国人
(中国)

・Made in Japan（高品質）
・写真映え・四季(花,雪)
・竹(竹人形)･ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ･安心感

・今庄365スキー場・白竜の滝、不動ヶ
滝・花はす公園・水仙・酒蔵・西洋館
（眺望）・道の駅河野（眺望）・越前海
岸からの夕日

1
・河野梅、黄金の梅・海鮮丼・そば・
つるし柿

・梅肉・厚揚げ・地酒・河野梅、黄金
の梅・海鮮丼・そば・つるし柿

・海水浴場（河野、甲楽城、糠）・南
越前町ダイビングパーク・今庄365ス
キー場・今庄そばまつり・はすまつり

2
・花はす温泉そまやま
・河野地区民宿

・海水浴場（河野、甲楽城、糠）・南
越前町ダイビングパーク・今庄365ス
キー場・はすまつり・河野夏まつり

2

・ふれあい会館今庄サイクリングター
ミナル・ロッジ365・アルペンローズ
365・花はす温泉そまやま・リトリー
トたくら

・四季菜
・道の駅河野
・南条ＳＡ
・今庄駅お土産販売所

・ふれあい会館今庄サイクリングター
ミナル・花はす温泉そまやま・河野地
区民宿

・四季菜・今庄駅お土産販売所・今庄
Ｄ５１直売所・水仙・花はす

シニア層
(60代以上)

・歴史・文化
・地元の人に人気　・老舗
・街並み散策　・上質

2

・杣山城跡、燧ヶ城跡・夜叉ケ池、武
周ヶ池・湯尾峠・山中峠・今庄宿・板取
宿・北前船主の館右近家・アカタン砂防
堰堤群・花はす公園

3
・梅肉・厚揚げ　・そば・つるし柿・
茶飯・今庄そばまつり

・レインボーパーク南条・今庄そばま
つり・はすまつり・水仙まつり・街道
浪漫今庄宿

1

・道の駅河野
・南条ＳＡ

　

ファミリー層
(30～50代)

・家族で楽しめる
・子供が喜ぶ
・子供に色々な体験をさせる

・今庄365スキー場
・今庄365温泉やすらぎ
・旧北陸線トンネル群
・花はす公園

1
・つるし柿・さわら・鮎・海鮮丼・今
庄そばまつり

3

・河野地区民宿
・越前がに
・海鮮丼

3
・海水浴場（河野、甲楽城、糠）・南
越前町ダイビングパーク・今庄365ス
キー場・河野夏まつり

2
・ロッジ365
・アルペンローズ365
・リトリートたくら

若者
(20代)

・写真映え
・盛りだくさん、豪勢
・非日常体験

・白竜の滝、不動ヶ滝・花はす公園・
水仙・今庄365スキー場・西洋館（眺
望）・越前海岸からの夕日

1

・レインボーパーク南条・リトリートたく
ら・河野キャンプ場めだかの学校・海水浴
場（河野、甲楽城、糠）・今庄365スキー
場・今庄そばまつり・河野うめまつり

2

旅行の目的とそれぞれに対応する南越前町の主な観光資源

見る・感じる 食べる 遊ぶ 泊まる 買う 学ぶ・参加する

（名所・自然景観・文化など） （地域ならではの料理・グルメなど） （テーマパーク・アクティビティなど） （温泉、ビジネスホテル、リゾートホテルなど） （ショッピングなど） （教育旅行・コンベンションなど）

・杣山城跡、燧ヶ城跡・夜叉ケ池、武
周ヶ池・今庄365スキー場・今庄365温泉
やすらぎ・花はす温泉そまやま・河野
シーサイド温泉ゆうばえ・北前船主の館
右近家・西洋館（眺望）・河野北前船主
通り（日本遺産）・道の駅河野（眺
望）・今庄宿（昭和会館、明治殿、京藤
甚五郎家、若狭屋、今庄まちなみ情報
館）・妙泰寺・慈眼寺・板取宿・木ノ芽
峠前川家・言奈地蔵・伊藤氏庭園・広野
ダム・桝谷ダム・旧北陸線トンネル群・
羽根曽踊り・水仙・酒蔵・白竜の滝、不
動ヶ滝・下長谷の洞窟・湯尾峠・山中
峠・越前海岸からの夕日・高倉峠・花は
す公園・アタカン砂防堰堤群

・リトリートたくら・道の駅河野・今庄
365温泉やすらぎ・花はす温泉そまやま・
河野シーサイド温泉ゆうばえ・せいこが
にカレー、海鮮パスタ・河野地区民宿・
梅肉・厚揚げ・河野梅、黄金の梅・へし
こ・地酒・鮎・越前がに・さわら・せい
げ（せいげ鍋、せいげ丼）・海鮮丼・そ
ば・つるし柿・茶飯・古民家レストラン
しげじろう・はすを使った料理（はすう
どん、はす茶）・はすワイン・今庄そば
まつり・浜の活丼

・ウォーターランド南条・レインボーパー
ク南条・リトリートたくら・河野キャンプ
場めだかの学校・海水浴場（河野、甲楽
城、糠）・南越前町ダイビングパーク・今
庄365スキー場・シーサイドパーク・夜
叉ヶ池・武周ヶ池・ホノケ山・藤倉山・鍋
倉山・南条活性化施設ホノケ・今庄そばま
つり・花はすまつり・河野夏まつり・河野
うめまつり・街道浪漫今庄宿・水仙まつり

・ふれあい会館今庄サイクリング
　ターミナル
・ロッジ365
・花はす温泉そまやま
・河野地区民宿
・アルペンローズ365
・ふるさと交流センターきらめき
・リトリートたくら

・四季菜
・道の駅河野
・今庄駅お土産販売所
・今庄Ｄ５１直売所
・水仙
・花はす
・南条ＳＡ
・北前船主の館右近家
・ドラッグストア

・リトリートたくら
・今庄そば道場
・南越前町ダイビングパーク
・今庄365スキー場
・北前船主の館右近家
・つるし柿体験
　（農家民宿 兵三、杉休）
・漁業体験
・河野歴史文化ふれあい会館

南越前町

○網掛けの項目は、ターゲット毎に旅行目的で重視

する割合の高いもの上位３項目

（上位３項目の抜き出しは民間調査による）

○ターゲットの独自の視点は、観光庁の訪日外国人

消費動向調査や民間調査等を参考に整理したもの



平成３０年 月 日
観 光 営 業 部

14

Ⅱ 各地域の分析

MICE

・キャパシティ、受入体制
・ユニークベニュー
・アフターMICE
・旅行費用

3
・越前陶芸村
・福井総合植物園ﾌﾟﾗﾝﾄピア

1

・漁漁体験
・農業体験
・ものづくり体験
・座禅体験

越前町の課題

・観光施設の老朽化
・外国人対応環境整備
・写真映えする仕掛け
・周遊できる二次交通の整備

・ご当地グルメの開発
・魚以外のメニューの開発
・写真映えメニューの開発
・飲食店での外国人受入れ対応
・食べ歩きメニューの開発

・外国人対応環境整備
　（ｷｬｯｼｭﾚｽ、ﾄｲﾚの改修、
　多言語対応等 他）
・特別感の演出
・施設の老朽化

・外国人対応環境整備
　（ｷｬｯｼｭﾚｽ、ﾄｲﾚの改修、
　多言語対応等他）
・特別感の演出
・施設の老朽化
・宿泊を楽しめるｺﾝﾃﾝﾂの充実
　（ナイトタイムエコノミー）
・宿泊施設のﾊﾞﾘｴｰｼｮﾝの充実

・外国人対応環境整備
（キャッシュレス・多言語、
　免税店等）
・土産品のバリエーションの充実

・体験施設の整備
・雨天時の代替メニューの開発
・協力施設の拡充

・海産物
・地場産野菜
・地酒

2
・オタイコヒルズ
・泰澄の杜

主
な
タ
ー

ゲ
ッ

ト
毎
の
独
自
の
視
点

・温泉宿（民宿、旅館）・悠久ロマン
の杜（かやぶきの宿、コテージ）

・越前焼
・地酒
・海産物

・温泉宿（民宿、旅館）
・廃校を利用した宿泊施設

1

・漁漁体験
・農業体験
・ものづくり体験
・座禅体験

教育旅行
・地域ならではの体験
・宿泊施設のキャパシティ
・旅行費用

2

・越前陶芸村
・越前二の宮劔神社
・福井総合植物園ﾌﾟﾗﾝﾄﾋﾟｱ
・織田文化歴史館

・海産物
・地場産野菜

3

外国人
(フランス)

・日本ならではの歴史、文化、
　体験、日常(ストーリー性)
・街並み散策

2
・越前二の宮劔神社・八坂神社・玉川
観音・朝日観音福通寺・大谷寺大長
院・金刀比羅山宮

1
・越前焼
・地酒

富裕層
・高級、高品質　・希少性
・「本物」の体験
・プライベート感、静寂感

2
・越前二の宮劔神社・八坂神社・玉川
観音・朝日観音福通寺・大谷寺大長
院・金刀比羅山宮・越前水仙群生地

1
・越前がに（極）
・地酒

・越前がに
・海産物
・地場農産物
・地酒

・陶芸体験・ダイビング
・日帰り温泉
・悠久ロマンの杜・酒蔵見学

3
・温泉宿（民宿、旅館）・悠久ロマン
の杜（かやぶきの宿、コテージ）

・イカ、魚釣り体験
・陶芸体験
・漁船クルージング
・酒蔵見学

3

・温泉宿（民宿、旅館）・悠久ロマン
の杜（かやぶきの宿、コテージ）

3
・道の駅
・越前焼

・温泉宿（民宿、旅館）・悠久ロマン
の杜（かやぶきの宿、コテージ）

2
・道の駅
・越前焼

外国人
(タイ)

・写真映え
・旬のもの
・四季(花と雪)

3

・越前海岸
・越前岬
・越前水仙群生地
・越前陶芸村

1
・越前がに・地酒・海産物・越前おろ
しそば・海鮮丼

・イカ、魚釣り体験
・魚捌き体験
・越前がにミュージアム
・酒蔵見学・しだれ桜まつり

女子旅
・写真映え　・健康志向
・癒し　・食べ歩き
・おしゃれ、かわいい

3
・越前海岸・越前岬・玉川観音・水仙
ランド・越前岬灯台・エボシ山（雲
海）

1
・道の駅
・おもいでなFarm
・和菓子

外国人
(中国)

・Made in Japan（高品質）
・写真映え・四季(花,雪)
・竹(竹人形)･ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ･安心感

・越前水仙群生地・越前海岸・エボシ
山（雲海）・越知山・越前陶芸村

1

・越前がに（極）
・地酒
・海産物
・越前おろしそば

・越前がに・海鮮丼・地酒・地場農産
物・越前塩ソフトクリーム・越前海岸
線沿いのカフェ

・陶芸体験・海水浴・日帰り温泉・イ
カ、魚釣り体験・越前みなと大花火・
しだれ桜まつり・酒蔵見学

2
・温泉宿（民宿、旅館）・悠久ロマン
の杜（かやぶきの宿、コテージ）

・イカ、魚釣り体験・魚捌き体験・越
前がにミュージアム・酒蔵見学・しだ
れ桜まつり

2

・温泉宿（民宿、旅館）・悠久ロマン
の杜（かやぶきの宿、コテージ）・コ
テージ

・道の駅
・海鮮物
・地場産野菜

・温泉宿（民宿、旅館）
・道の駅「越前」・おもいでなFarm・
地酒・越前焼・越前水仙・和菓子・へ
しこ

シニア層
(60代以上)

・歴史・文化
・地元の人に人気　・老舗
・街並み散策　・上質

2
・越前陶芸村・越知山・越前二の宮劔
神社・大谷寺大長院・八坂神社・朝日
観音福通寺・金刀比羅山宮

3
・越前がに・へしこ・越前塩ソフトク
リーム・海鮮丼・地酒

・陶芸体験・日帰り温泉・漁船クルー
ジング・越前陶芸まつり・O・TA・I・
KO響・越前かにまつり・酒蔵見学

1

・道の駅 　

ファミリー層
(30～50代)

・家族で楽しめる
・子供が喜ぶ
・子供に色々な体験をさせる

・越前陶芸村
・越前海岸
・福井総合植物園ﾌﾟﾗﾝﾄﾋﾟｱ
・田んぼアート

1

・越前がに
・海鮮丼
・海産物
・越前塩ソフトクリーム

3

・越前がに
・海鮮丼
・越前塩ソフトクリーム
・地酒

・海水浴・ダイビング・イカ、魚釣り
体験・漁船クルージング・越前みなと
大花火・酒蔵見学

2
・温泉宿（民宿、旅館）・悠久ロマン
の杜（かやぶきの宿、コテージ）・廃
校を利用した宿泊施設

若者
(20代)

・写真映え
・盛りだくさん、豪勢
・非日常体験

・越前海岸・越前岬・越前岬灯台・水
仙ランド・エボシ山（雲海）

1

・越前陶芸村・陶芸体験・越前がにミュージアム・
海水浴・アクティブハウス越前・ダイビング・ブド
ウ狩り・イカ、魚釣り体験・越前陶芸まつり・越前
みなと大花火・O・TA・I・KO響・あさひまつり・越
前かにまつり

2

旅行の目的とそれぞれに対応する越前町の主な観光資源

見る・感じる 食べる 遊ぶ 泊まる 買う 学ぶ・参加する

（名所・自然景観・文化など） （地域ならではの料理・グルメなど） （テーマパーク・アクティビティなど） （温泉、ビジネスホテル、リゾートホテルなど） （ショッピングなど） （教育旅行・コンベンションなど）

・越前海岸・越前岬・越前岬灯台・水仙
ランド・越前陶芸村（福井県陶芸館、越
前古窯博物館、越前陶芸村文化交流会
館）・越前二の宮劔神社・織田文化歴史
館・雨田光平記念館・越知山・エボシ山
（雲海）・越前水仙群生地　・朝日観音
福通寺・大谷寺大長院・八坂神社・金刀
比羅山宮・玉川観音・田んぼアート・福
井総合植物園プラントピア・蝉丸の墓・
鳴鳥門・鳥糞岩・漁火・窯跡・貧団の
滝・布ケ滝・法華寺のしだれ桜・古墳公
園・切妻屋根群

（食材）
・越前がに・越前がに（極）・へしこ・地
酒・越前がれい・豆腐・雪んこ餅・海産物
（甘エビ、やりいか、ホタルイカ、さざえ、
アワビ、天然トラふぐ、天然わかめ 他）・
地場農産物（たけのこ、しいたけ、織田きゅ
うり、ピーマン、まこもだけ 他）・越前塩
（料理名）
・海鮮丼・越前おろしそば・水うようかん・
越前塩ソフトクリーム・越前塩ラーメン・浜
の活丼（海鮮丼）・たけのこめし
（飲食店）
・越前海岸線沿いのカフェ、飲食店
・道の駅（「越前」、「パークイン丹生ヶ
丘」

・陶芸体験・アクティブハウス越前・海水
浴・ダイビング・ブドウ狩り・イカ、魚釣り
体験・魚捌き体験・越前がにミュージアム・
日帰り温泉（花みずき温泉若竹荘、越前温泉
露天風呂「日本海」他）・福井総合植物園プ
ラントピア・漁船クルージング・越前陶芸
村・悠久ロマンの杜・越前陶芸まつり・越前
みなと大花火・O・TA・I・KO響・あさひまつ
り・水仙まつり・しだれ桜まつり・越前さか
な祭・越前かにまつり・越前かに感謝祭・秋
季陶芸祭・秋季茶会・酒蔵見学

・温泉宿（民宿、旅館）
・廃校を利用した宿泊施設
・オタイコヒルズ
・悠久ロマンの杜（かやぶきの宿、コ
テージ）
・泰澄の杜

（場所）
・道の駅
　（「越前」、パークイン丹生ヶ丘）
・おもいでなFarm
・越前焼の館
・福井県陶芸館
・越前陶芸村文化交流会館
・ショッピングセンター
・ドラッグストアー
・越前海岸線沿いの鮮魚店
（モノ）
・越前焼・海鮮物・地場産野菜
・地酒・越前水仙・和菓子・へしこ

・漁業体験（漁船クルージング・魚の捌
き方体験）・農業体験（ブドウ狩り・た
けのこ堀体験）・ものづくり体験（陶芸
体験）・福井総合植物園プラントピア・
織田文化歴史館・座禅体験（大長院大谷
寺）・かにミュージアム

（コンベンション施設）
・越前陶芸村文化交流会館

越前町

○網掛けの項目は、ターゲット毎に旅行目的で重視

する割合の高いもの上位３項目

（上位３項目の抜き出しは民間調査による）

○ターゲットの独自の視点は、観光庁の訪日外国人

消費動向調査や民間調査等を参考に整理したもの
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Ⅱ 各地域の分析

MICE

・キャパシティ、受入体制
・ユニークベニュー
・アフターMICE
・旅行費用

3 △ 1 ・ｴﾈﾙｷﾞｰ環境教育体験館「きいぱす」

美浜町の課題

・主要観光地での多言語対応
・定番的な周遊コース
・観光、食事、お土産のセット

・多言語対応
・写真映えする料理
・富裕層向けの特別な設定

・ここでしか出来ない体験
・富裕層向けの特別な設定

・多言語対応
・宿食分離、フロント機能集約
・民宿業の新しい展開

・多言語対応
・免税、キャッシュレス化
・観光地等との相互の連携

・体験受け入れ体制の強化
・仕組みの整理、昇華

・へしこ・へしこ（アレンジ） 2 △

主
な
タ
ー

ゲ
ッ

ト
毎
の
独
自
の
視
点

△

・若狭海遊ﾊﾞｻﾞｰﾙ千鳥苑
・若狭美浜海の駅
・五湖の駅
・へしこ館

・民宿、漁家民宿
・はあとふる体験（民泊・漁家民泊）

1

・はあとふる体験(農林漁/味覚/自然/
ｱｳﾄﾄﾞｱ/工芸/歴史/文化/教育)・ｴﾈﾙ
ｷﾞｰ環境教育体験館「きいぱす」・若
狭国吉城歴史資料館

教育旅行
・地域ならではの体験
・宿泊施設のキャパシティ
・旅行費用

2
・三方五湖
・水晶浜（海水浴場）
・渓流の里、屏風が滝

・へしこ・へしこ（アレンジ）
・健康楽膳拠点施設「こるぱ」

・はあとふる体験(農林漁/味覚/自然/ｱ
ｳﾄﾄﾞｱ/工芸/歴史/文化/教育)・園芸
LABO

3

外国人
(フランス)

・日本ならではの歴史、文化、
　体験、日常(ストーリー性)
・街並み散策

2

・三方五湖
・レインボーライン/山頂公園
・水晶浜（海水浴場）
・徳賞寺（ダルマ絵）

1

・若狭海遊ﾊﾞｻﾞｰﾙ千鳥苑
・若狭美浜海の駅
・五湖の駅
・へしこ館

富裕層
・高級、高品質　・希少性
・「本物」の体験
・プライベート感、静寂感

2 ・レインボーライン/山頂公園 1
・民宿料理・料理屋料理・へしこ・へ
しこ（アレンジ）・早瀬浦・越前が
に・若狭ふぐ・寒ブリ「日向響」

・民宿料理・料理屋料理・へしこ・へ
しこ（アレンジ）・早瀬浦・地ビー
ル・越前がに・若狭ふぐ・寒ブリ「日
向響」

・レインボーライン/山頂公園
・水晶浜（海水浴場）
・渓流の里

3
・民宿、漁家民宿
・蒼舎、黄舎

・レインボーライン/山頂公園 3

・民宿、漁家民宿
・蒼舎、黄舎

3

・若狭海遊ﾊﾞｻﾞｰﾙ千鳥苑
・若狭美浜海の駅
・五湖の駅
・へしこ館

・民宿、漁家民宿
・蒼舎、黄舎

2

・若狭海遊ﾊﾞｻﾞｰﾙ千鳥苑
・若狭美浜海の駅
・五湖の駅
・へしこ館

外国人
(タイ)

・写真映え
・旬のもの
・四季(花と雪)

3

・三方五湖
・レインボーライン/山頂公園
・水晶浜（海水浴場）
・徳賞寺（ダルマ絵）

1

・民宿料理・料理屋料理・へしこ・へ
しこ（アレンジ）・早瀬浦・地ビー
ル・越前がに・若狭ふぐ・寒ブリ「日
向響」

・レインボーライン/山頂公園
・水晶浜（海水浴場）
・渓流の里

女子旅
・写真映え　・健康志向
・癒し　・食べ歩き
・おしゃれ、かわいい

3

・三方五湖
・レインボーライン/山頂公園
・水晶浜（海水浴場）
・夏フェスタ美浜

1
・若狭海遊ﾊﾞｻﾞｰﾙ千鳥苑
・若狭美浜海の駅
・五湖の駅

外国人
(中国)

・Made in Japan（高品質）
・写真映え・四季(花,雪)
・竹(竹人形)･ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ･安心感

・三方五湖
・レインボーライン
・水晶浜（海水浴場）
・徳賞寺（ダルマ絵）

1

・民宿料理・料理屋料理・へしこ・へ
しこ（アレンジ）・早瀬浦・地ビー
ル・越前がに・若狭ふぐ・寒ブリ「日
向響」

・民宿料理・料理屋料理
・へしこ・へしこ（アレンジ）
・越前がに・若狭ふぐ
・健康楽膳拠点施設「こるぱ」

・レインボーライン/山頂公園
・水晶浜（海水浴場） 2

・民宿、漁家民宿
・蒼舎、黄舎

・レインボーライン/山頂公園
・水晶浜（海水浴場）
・渓流の里

2

・民宿、漁家民宿
・若狭海遊ﾊﾞｻﾞｰﾙ千鳥苑
・若狭美浜海の駅
・五湖の駅

・民宿、漁家民宿
・若狭海遊ﾊﾞｻﾞｰﾙ千鳥苑・若狭美浜海
の駅・五湖の駅・へしこ館・健康楽膳
拠点施設「こるぱ」

シニア層
(60代以上)

・歴史・文化
・地元の人に人気　・老舗
・街並み散策　・上質

2
・三方五湖
・レインボーライン/山頂公園
・徳賞寺（ダルマ絵）

3

・民宿料理・料理屋料理・へしこ・へ
しこ（アレンジ）・早瀬浦・地ビー
ル・越前がに・若狭ふぐ・健康楽膳拠
点施設「こるぱ」

・レインボーライン/山頂公園
・美浜五木ひろしふるさとﾏﾗｿﾝ

1

・若狭海遊ﾊﾞｻﾞｰﾙ千鳥苑
・若狭美浜海の駅
・五湖の駅

　

ファミリー層
(30～50代)

・家族で楽しめる
・子供が喜ぶ
・子供に色々な体験をさせる

・三方五湖・レインボーライン/山頂公
園・水晶浜（海水浴場）・渓流の里・夏
フェスタ美浜・みはまナビフェス（産業/
文化/健康部門）

1
・民宿料理・料理屋料理
・へしこ・へしこ（アレンジ）
・健康楽膳拠点施設「こるぱ」

3

・へしこ・へしこ（アレンジ）
・早瀬浦・地ビール
・焼き鯖寿司
・健康楽膳拠点施設「こるぱ」

3
・レインボーライン/山頂公園
・水晶浜（海水浴場）
・美浜五木ひろしふるさとマラソン

2
・民宿、漁家民宿
・蒼舎、黄舎

若者
(20代)

・写真映え
・盛りだくさん、豪勢
・非日常体験

・三方五湖・レインボーライン/山頂公
園・水晶浜（海水浴場）・夏フェスタ美
浜・みはまナビフェス（産業/文化/健康
部門）

1

・レインボーライン/山頂公園・水晶浜
（海水浴場）・渓流の里・シーパーク
丹生・美浜五木ひろしふるさとマラソ
ン

2

旅行の目的とそれぞれに対応する美浜町の主な観光資源

見る・感じる 食べる 遊ぶ 泊まる 買う 学ぶ・参加する

（名所・自然景観・文化など） （地域ならではの料理・グルメなど） （テーマパーク・アクティビティなど） （温泉、ビジネスホテル、リゾートホテルなど） （ショッピングなど） （教育旅行・コンベンションなど）

・三方五湖・レインボーライン/山頂公
園・水晶浜（海水浴場）・若狭国吉城歴
史資料館・渓流の里・屏風が滝・美浜ト
レイル・サイクリングコース・新庄山里
ゾーン・日本海・水平線に沈む夕日・徳
賞寺（ダルマ絵）・瑞林時（サクラサ
ク）・水中綱引・彌美神社例祭・子ども
歌舞伎・弁天祭・水無月祭・精霊船送
り・八朔祭・夏フェスタ美浜・みはまナ
ビフェス（産業/文化/健康部門）

・民宿料理・料理屋料理
・へしこ・へしこ（アレンジ）
・さつまいも・美浜米
・早瀬浦・地ビール
・寒ブリ「日向響」・熟成魚
・越前がに・若狭ふぐ
・イカ・焼き鯖寿司
・甘鯛（グジ）・わかめ
・ジビエ
・健康楽膳拠点施設「こるぱ」

・レインボーライン/山頂公園
・三方五湖
・はあとふる体験（農林漁/味覚/自然/ｱｳﾄ
ﾄﾞｱ/工芸/歴史/文化/教育）
・水晶浜（海水浴場）
・美浜トレイル
・釣り・シーパーク丹生・雪の白浜館
・渓流の里・森と暮らすどんぐり倶楽部
・園芸ＬＡＢＯ
・美浜五木ひろしふるさとマラソン

・民宿、漁家民宿
・はあとふる体験（民泊・漁家民泊）
・農家民宿「美鹿家」
・自然体験館「鹿野苑」
・旅館、ホテル
・ビジネスホテル
・蒼舎、黄舎

・若狭海遊バザール千鳥苑
・若狭美浜海の駅
・五湖の駅
・へしこ館
・健康楽膳拠点施設「こるぱ」

・はあとふる体験
（農林漁/味覚/自然/ｱｳﾄﾄﾞｱ/工芸/歴史/
文化/教育）
・ｴﾈﾙｷﾞｰ環境教育体験館「きいぱす」
・若狭国吉城歴史資料館
・歴史文化館
・美浜原子力ＰＲセンター
・園芸ＬＡＢＯ

美浜町

○網掛けの項目は、ターゲット毎に旅行目的で重視

する割合の高いもの上位３項目

（上位３項目の抜き出しは民間調査による）

○ターゲットの独自の視点は、観光庁の訪日外国人

消費動向調査や民間調査等を参考に整理したもの
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Ⅱ 各地域の分析

MICE

・キャパシティ、受入体制
・ユニークベニュー
・アフターMICE
・旅行費用

3
・和田ビーチでﾚｸﾚｰｼｮﾝ
・青葉山登山

1
・漁業体験
・坐禅体験（大成寺）
・墨流し体験

高浜町の課題

・ｽﾄｰﾘｰ性のある散策ﾙｰﾄ、周遊
　ｺｰｽの提案
・女子旅向けの「おしゃれ、
　かわいい」観光資源の開発
・外国人に刺さる体験ﾒﾆｭｰ等の
　充実
・写真映えする仕掛け
・主要観光地での外国人対応

・食メニューのバリエーションの
　充実
・富裕層向け特別感のある食体験
　の提案
・飲食店での外国人受け入れ対応

・他では味わえない遊び方の提案
・若者向けコンテンツの充実
・新たな観光コンテンツの造成

・宿泊施設のﾊﾞﾘｴｰｼｮﾝの充実
・宿泊形態のﾊﾞﾘｴｰｼｮﾝの充実
・宿泊を楽しめる+αのｺﾝﾃﾝﾂ
　の充実(ﾅｲﾄﾀｲﾑｴｺﾉﾐｰ)
・宿泊施設での外国人対応
・大規模な国際会議等にも対応
　できるキャパシティ拡充

・物販店のﾊﾞﾘｴｰｼｮﾝの充実
・他の観光資源との組み合わせ
・店舗における免税、ｷｬｯｼｭﾚｽ、
　多言語等への対応
・買えるモノ・場所の情報の整理

・地域ならではの体験ﾒﾆｭｰ充実
・大規模な国際会議等にも対応
　できるキャパシティ拡充
・体験活動の協力施設拡充
・海外の修学旅行の受け入れ、
　協力施設の拡充

・へしこ
・越前がに
・若狭牛
・若狭ふぐ

2
・民宿
・一棟貸し別荘

主
な
タ
ー

ゲ
ッ

ト
毎
の
独
自
の
視
点

・民宿
・ゲストハウス
・一棟貸し別荘

・道の駅
・まちの駅（きなーれ）

・民宿
・一棟貸し別荘

1
・漁業体験
・坐禅体験（大成寺）
・墨流し体験

教育旅行
・地域ならではの体験
・宿泊施設のキャパシティ
・旅行費用

2
・和田ビーチでﾚｸﾚｰｼｮﾝ
・青葉山登山

・若狭ぐじ 3

外国人
(フランス)

・日本ならではの歴史、文化、
　体験、日常(ストーリー性)
・街並み散策

2
・鯖街道
・墨流し体験

1
・道の駅
・まちの駅（きなーれ）

富裕層
・高級、高品質　・希少性
・「本物」の体験
・プライベート感、静寂感

2

・若狭和田ビーチ・墨流し体験・和田
ビーチＳＵＰヨガ・青葉山ハーバルビ
レッジ薬膳体験・古民家ヨガ・座禅体
験

1
・越前がに
・若狭ふぐ
・若狭ふじ（葡萄）

・海鮮丼
・越前がに
・若狭ふぐ
・若狭ぐじ

・マリンスポーツ 3
・民宿
・ゲストハウス
・一棟貸し別荘

・マリンスポーツ 3

・キャンプ場
・民宿
・ゲストハウス

3 ・ドラッグストア

・キャンプ場
・民宿
・ゲストハウス

2 ・ドラッグストア
外国人
(タイ)

・写真映え
・旬のもの
・四季(花と雪)

3
・鯖街道
・墨流し体験

1
・海鮮丼・若狭路ご膳・越前がに・若
狭ふじ（葡萄）・若狭ふぐ・若狭ぐじ

・マリンスポーツ

女子旅
・写真映え　・健康志向
・癒し　・食べ歩き
・おしゃれ、かわいい

3

・若狭和田ビーチ・墨流し体験・和田
ビーチＳＵＰヨガ・青葉山ハーバルビ
レッジ薬膳体験・古民家ヨガ・座禅体
験

1
・道の駅
・まちの駅（きなーれ）

外国人
(中国)

・Made in Japan（高品質）
・写真映え・四季(花,雪)
・竹(竹人形)･ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ･安心感

・鯖街道
・墨流し体験

1
・若狭ぐじ
・イカ釣り食体験

・若狭路ご膳・越のルビー・越前が
に・若狭ふじ（葡萄）・若狭フグ

・海水浴
・マリンスポーツ

2
・民宿
・一棟貸し別荘

・マリンスポーツ 2

・キャンプ場
・民宿
・一棟貸し別荘

・道の駅
・まちの駅（きなーれ）

・民宿
・一棟貸し別荘

・道の駅
・まちの駅（きなーれ）

シニア層
(60代以上)

・歴史・文化
・地元の人に人気　・老舗
・街並み散策　・上質

2
・鯖街道
・青葉山登山
・墨流し体験

3
・若狭路ご膳・越のルビー・越前が
に・若狭ふじ（葡萄）・若狭フグ

・海水浴 1

・道の駅
・まちの駅（きなーれ）

ファミリー層
(30～50代)

・家族で楽しめる
・子供が喜ぶ
・子供に色々な体験をさせる

・若狭和田ビーチ・墨流し体験・和田
ビーチＳＵＰヨガ・青葉山ハーバルビ
レッジ薬膳体験・古民家ヨガ・座禅体
験

1
・若狭路ご膳
・越のルビー
・若狭ふじ（葡萄）

3

・若狭路ご膳・越のルビー・越前が
に・若狭ふじ（葡萄）・若狭フグ

3
・海水浴
・マリンスポーツ

2
・キャンプ場
・ゲストハウス
・一棟貸し別荘

若者
(20代)

・写真映え
・盛りだくさん、豪勢
・非日常体験

・若狭和田ビーチ・墨流し体験・和田
ビーチＳＵＰヨガ・青葉山ハーバルビ
レッジ薬膳体験・古民家ヨガ・座禅体
験

1

・海水浴
・キャンプ場

2

旅行の目的とそれぞれに対応する高浜町の主な観光資源

見る・感じる 食べる 遊ぶ 泊まる 買う 学ぶ・参加する

（名所・自然景観・文化など） （地域ならではの料理・グルメなど） （テーマパーク・アクティビティなど） （温泉、ビジネスホテル、リゾートホテルなど） （ショッピングなど） （教育旅行・コンベンションなど）

・若狭和田ビーチ・和田ビーチＳＵＰヨ
ガ・和田ビーチでレクレーション・青葉
山登山・墨流し体験・青葉山ハーバルビ
レッジ薬膳体験・古民家ヨガ・座禅体
験・鯖街道・馬居寺・佐伎治神社・高浜
七年祭・城山公園、明鏡洞・旧丹後街道
町並み（伝統的民家群）・音海大断崖・
日引の棚田・中山寺・若狭たかはま漁火
祭・若狭高浜ふぐまつり、高浜町産業ま
つり・若狭たかはまひなまつり・若狭高
浜釣り天国・若狭高浜花火大会

・海鮮丼 ・若狭路ご膳・へしこ・水よう
かん・越前がに ・アオリイカ ・ヤリイ
カ・イカ釣り食体験・天然わかめ・若狭
ふぐ ・若狭ぐじ ・若狭かれい ・越のル
ビー・若狭ふじ（葡萄）・若狭牛・浜ベ
キュー・高浜グルメリゾート・杜仲茶・
若狭路ご膳

・青葉山ハーバルビレッジ
・海水浴・マリンスポーツ
　（若狭和田ビーチなど）
・たこ漁体験
・干物つくり体験
・リース作り体験
・ＳＵＰ＆シーカヤック体験
・はまなすＢＢＱパーク

・キャンプ場
・民宿
・ゲストハウス
・一棟貸し別荘
・旅館

（場所）
・道の駅
・ショッピングセンター
・ドラッグストア
・まちの駅（きなーれ）

・坐禅体験（大成寺）
・漁業体験
・墨流し体験
・若狭ふぐ養殖体験

○網掛けの項目は、ターゲット毎に旅行目的で重視

する割合の高いもの上位３項目

（上位３項目の抜き出しは民間調査による）

○ターゲットの独自の視点は、観光庁の訪日外国人

消費動向調査や民間調査等を参考に整理したもの

高浜町
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Ⅱ 各地域の分析

MICE

・キャパシティ、受入体制
・ユニークベニュー
・アフターMICE
・旅行費用

3 △ 1 △

おおい町の課題

・点在する観光資源の周遊手段
　（2次交通）
・散策ルートの開発、整備
・各観光資源の整備
・インバウンド受入れ態勢

・若者向けの写真映えするﾒﾆｭｰ
　の充実
・手軽に食べ歩きできる、ﾃｲｸｱ
　ｳﾄ用の食の開発
・予約なしでも食べられる
　飲食店の充実
・インバウンド受け入れ態勢

・若者向けのｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨの開発
　（ｻｲｸﾘﾝｸﾞ、ｽﾎﾟｰﾂｲﾍﾞﾝﾄなど）
・ファミリー層への情報発信
・ナイトタイムの遊びの造成
　（星空ナイトツアーなど）
・インバウンド受入れ態勢

・宿泊施設の充実
・利用可能時間（早朝、夜間）の
　拡充
・各施設の整備
・インバウンド受入れ態勢

・物販店の充実
・土産物の開発
・キャッシュレス対応
・インバウンド受入れ態勢

・受入れ可能なｷｬﾊﾟｼﾃｨの拡充
・体験活動施設の整備
・受入れに伴う宿泊施設の整備、
　拡充
・体験メニューの磨き上げ
・インバウンド受入れ態勢

△ 2 △

主
な
タ
ー

ゲ
ッ

ト
毎
の
独
自
の
視
点

・シーサイドスパおおいの湯
・ホテルうみんぴあ
・古民家

・道の駅
・若狭パール
・今谷焼

△ 1

・釣り体験（海釣公園など）・食体験
（干物作り、ねりもの作りなど）・学生
合宿（総合運動公園、頭巾山青少年旅行
村）

教育旅行
・地域ならではの体験
・宿泊施設のキャパシティ
・旅行費用

2
・八ヶ峰家族旅行村
・きのこの森
・赤礁崎周辺

・じゃこ天
・鯖へしこ
・ふくいサーモン

3

外国人
(フランス)

・日本ならではの歴史、文化、
　体験、日常(ストーリー性)
・街並み散策

2
・西の鯖街道・若州一滴文庫・暦会館
（陰陽道）・大島半島などの寺院の秘
仏・若狭おおいのスーパー大火勢

1
・道の駅
・若狭パール
・今谷焼

富裕層
・高級、高品質　・希少性
・「本物」の体験
・プライベート感、静寂感

2
・若州一滴文庫
・暦会館（陰陽道）
・大島半島など寺院の秘仏

1
・海鮮丼
・ぼたん鍋
・季節のジェラート

・海鮮丼
・ぼたん鍋
・季節のジェラート

・観光船「青戸クルージング」・青戸
ベイサイドヒルズ・いちごめぐり（い
ちご狩り）

3
・料理旅館
・ホテルうみんぴあ
・古民家

・観光船「青戸クルージング」・青戸
ベイサイドヒルズ・いちごめぐり（い
ちご狩り）

3

・料理旅館
・ホテルうみんぴあ
・古民家

3
・道の駅
・ドラッグストア
・若狭パール

・料理旅館
・ホテルうみんぴあ
・古民家

2
・道の駅
・ドラッグストア
・若狭パール

外国人
(タイ)

・写真映え
・旬のもの
・四季(花と雪)

3
・野鹿の滝・桜並木・若州一滴文庫・
若狭おおいのスーパー大火勢

1
・海鮮丼
・ぼたん鍋
・季節のジェラート

・観光船「青戸クルージング」・青戸
ベイサイドヒルズ・いちごめぐり（い
ちご狩り）

女子旅
・写真映え　・健康志向
・癒し　・食べ歩き
・おしゃれ、かわいい

3
・うみんぴあ大飯エリア・きのこの
森・桜並木・若狭おおいのスーパー大
火勢

1
・道の駅
・若狭パール
・果物

外国人
(中国)

・Made in Japan（高品質）
・写真映え・四季(花,雪)
・竹(竹人形)･ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ･安心感

・野鹿の滝・桜並木・若州一滴文庫・
若狭おおいのスーパー大火勢

1
・海鮮丼
・ぼたん鍋
・季節のジェラート

・海鮮丼
・ぼたん鍋
・季節のジェラート

・観光船「青戸クルージング」・青戸
ベイサイドヒルズ・いちごめぐり（い
ちご狩り）

2
・シーサイドスパおおいの湯
・ホテルうみんぴあ
・古民家

・観光船「青戸クルージング」・青戸
ベイサイドヒルズ・いちごめぐり（い
ちご狩り）

2

・シーサイドスパおおいの湯
・ホテルうみんぴあ
・キャンプ場

・道の駅
・果物
・魚介類

・シーサイドスパおおいの湯
・ホテルうみんぴあ
・キャンプ場

・道の駅
・若狭パール
・今谷焼

シニア層
(60代以上)

・歴史・文化
・地元の人に人気　・老舗
・街並み散策　・上質

2
・若州一滴文庫・西の鯖街道
・暦会館（陰陽道）
・大島半島など寺院の秘仏

3
・鯖へしこ
・ぼたん鍋
・自然薯

・観光船「青戸クルージング」・青戸
ベイサイドヒルズ・赤礁崎オートキャ
ンプ場

1

・道の駅
・果物
・魚介類

　

ファミリー層
(30～50代)

・家族で楽しめる
・子供が喜ぶ
・子供に色々な体験をさせる

・きのこの森・赤礁崎周辺・うみんぴ
あ大飯エリア・若狭おおいのスーパー
大火勢

1
・サザエ、岩ガキ
・ぼたん鍋
・季節のジェラート

3

・海鮮丼
・ぼたん鍋
・季節のジェラート

3
・赤礁崎オートキャンプ場・海水浴場
（長井浜）・いちごめぐり（いちご狩
り）

2
・シーサイドスパおおいの湯
・ホテルうみんぴあ
・キャンプ場

若者
(20代)

・写真映え
・盛りだくさん、豪勢
・非日常体験

・野鹿の滝・桜並木・赤礁崎周辺・若
狭おおいのスーパー大火勢

1

・赤礁崎オートキャンプ場
・きのこの森
・こども家族館

2

旅行の目的とそれぞれに対応するおおい町の主な観光資源

見る・感じる 食べる 遊ぶ 泊まる 買う 学ぶ・参加する

（名所・自然景観・文化など） （地域ならではの料理・グルメなど） （テーマパーク・アクティビティなど） （温泉、ビジネスホテル、リゾートホテルなど） （ショッピングなど） （教育旅行・コンベンションなど）

・うみんぴあ大飯エリア・きのこの森・
桜並木・赤礁崎周辺・リアス式海岸・
八ヶ峰家族旅行村・久田の里森林公園・
頭巾山青少年旅行村・松木庄吉美術記念
館・若州一滴文庫・西の鯖街道・暦会館
（陰陽道）・土御門家墓所・薬師堂・加
茂神社・野鹿の滝・ホタルの里公園・不
動の滝・大火勢・水無月祭・下村の獅子
舞・大島半島など寺院の秘仏(常禅寺・意
足寺・長楽寺・清雲寺)・若狭おおいの
スーパー大火勢・名田庄星のフィエス
タ・おおいうみんぴあフェスタ・星空観
望

・自然薯（そば、クッキーなど）・ぼた
ん鍋・海鮮丼・若狭ぐじ・ふくいサーモ
ン・サザエ、岩ガキ・鮎・菌床しいた
け・梅（梅干し、ゼリー、菓子など）・
名田庄漬・鯖へしこ・じゃこ天・季節の
ジェラート・若狭路ご膳・ホテルうみん
ぴあ・ホテル流星館・よってっ亭・道の
駅うみんぴあ大飯・民宿、旅館

・赤礁崎オートキャンプ場・あかぐり苑
地・あかぐり海釣公園・こども家族館・
うみんぴあ大飯マリーナ・エルガイアお
おい・観光船「青戸クルージング」・海
水浴場（長井浜、塩浜、袖ヶ浜）・青戸
ベイサイドヒルズ・プレーパーク大飯・
いちごめぐり（いちご狩り）・きのこの
森・久田の里森林公園・八ヶ峰家族旅行
村・頭巾山青少年旅行村

（温泉）
・シーサイドスパおおいの湯
・ゆったり温泉
　（あみーシャン大飯）

（宿泊）
・ホテルうみんぴあ
・ホテル流星館
・料理旅館・民宿・古民家
・ビジネスホテル
・スポーツロッジ栄光
・キャンプ場

（場所）
・道の駅（うみんぴあ大飯、名田庄）・
スーパーマーケット・ドラッグストア・
個人商店・各観光施設

（モノ）
・地場野菜・果物・魚介類・自然薯加工
品・梅加工品・若狭パール・今谷焼

・漁業体験（大島漁協）・釣り体験（海
釣公園など）・林業体験（八ヶ峰旅行
村）・里山体験（八ヶ峰旅行村）・食体
験（干物作り、ねりもの作りなど）・も
のづくり体験（若狭パール、きのこの
森、名田庄木炭、裃工房紀平など）・い
ちご狩り体験（いちごめぐり）・星空観
望・学生合宿（総合運動公園、頭巾山青
少年旅行村）

おおい町

○網掛けの項目は、ターゲット毎に旅行目的で重視

する割合の高いもの上位３項目

（上位３項目の抜き出しは民間調査による）

○ターゲットの独自の視点は、観光庁の訪日外国人

消費動向調査や民間調査等を参考に整理したもの
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Ⅱ 各地域の分析

1 △

若狭町の課題

・ストーリー性のある散策ルート、
　周遊コースの提案
・女子旅向けの「おしゃれ、かわい
　い」観光資源の開発
・外国人に刺さる体験メニュー等の
　充実
・写真映えする仕掛け
・主要観光地での外国人対応

・食メニューのバリエーションの
　充実
・富裕層向け特別感のある食体験
　の提案
・飲食店での外国人受け入れ対応

・他では味わえない遊び方の提案
・若者向けコンテンツの充実
・新たな観光コンテンツの造成

・宿泊を楽しめる+αのコンテンツ
　の充実（漁業体験等）
・宿泊施設での外国人対応

・物販店のバリエーションの充実
・他の観光資源との組み合わせ
・店舗における免税、キャッシュ
　レス、多言語等への対応
・買えるモノ・場所の情報の整理

・地域ならではの体験メニュー充実
・体験活動の協力施設拡充
・海外の修学旅行の受け入れ、
　協力施設の拡充

△ 2 △

・漁家民宿
・農家民宿
・みさきち（廃校改修宿泊施設）

1

・縄文博物館・年縞博物館・海浜自然
センター・農業体験・漁業体験・梨収
穫体験・海釣り公園みかた・嶺南牧
場・しいたけ収穫体験

MICE

・キャパシティ、受入体制
・ユニークベニュー
・アフターMICE
・旅行費用

3 △

教育旅行
・地域ならではの体験
・宿泊施設のキャパシティ
・旅行費用

2

・縄文博物館・年縞博物館
・海浜自然センター
・河内川ダム
・定置網漁見学

△ 3

・わかさカントリー倶楽部 3 △ △

・道の駅三方五湖（免税）
・忍道蜻蛉館（忍者道場）

富裕層
・高級、高品質　・希少性
・「本物」の体験
・プライベート感、静寂感

2
・三方五湖（レインボーライン）
・鯖街道、熊川宿
・年縞博物館

1
・海鮮丼・うなぎ
・若狭牛・梅酒
・若狭ふぐ

・海鮮丼・うなぎ・アオリイカ
・若狭牛・梅酒・福井米
・コイ・フナ・若狭ふぐ
・海鮮料理

・忍道蜻蛉館（忍者道場）
・若狭町観光船レイククルーズ
・三方五湖サイクリングロード

3
・漁家民宿・旅館
・観光ホテル「水月花」
・八百熊川 ほたる（古民家宿）

・漁家民宿・旅館
・観光ホテル「水月花」
・八百熊川 ほたる（古民家宿）

2
・道の駅三方五湖（免税）
・忍道蜻蛉館（忍者道場）

外国人
(フランス)

・日本ならではの歴史、文化、
　体験、日常(ストーリー性)
・街並み散策

2

・縄文博物館・年縞博物館・海浜自然センター・三
方五湖（レインボーライン）・三方石観世音・瓜割
の滝・鯖街道、熊川宿　・河内川ダム・舟小屋・神
子の山桜・常神半島の夕日・定置網漁見学

1

外国人
(タイ)

・写真映え
・旬のもの
・四季(花と雪)

3

・縄文博物館・年縞博物館・海浜自然センター・三
方五湖（レインボーライン）・三方石観世音・瓜割
の滝・鯖街道、熊川宿　・河内川ダム・舟小屋・神
子の山桜・常神半島の夕日・定置網漁見学

1

・海鮮丼・うなぎ・アオリイカ
・若狭牛・梅酒・福井米
・コイ・フナ・若狭ふぐ
・海鮮料理

・忍道蜻蛉館（忍者道場）
・若狭町観光船レイククルーズ
・三方五湖サイクリングロード

・忍道蜻蛉館（忍者道場）
・若狭町観光船レイククルーズ
・三方五湖サイクリングロード

2
・漁家民宿・旅館
・観光ホテル「水月花」
・八百熊川 ほたる（古民家宿）

3
・道の駅三方五湖（免税）
・忍道蜻蛉館（忍者道場）

・道の駅三方五湖
・道の駅若狭熊川宿
・JA梅の里会館

外国人
(中国)

・Made in Japan（高品質）
・写真映え・四季(花,雪)
・竹(竹人形)･ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ･安心感

・縄文博物館・年縞博物館・海浜自然センター・三
方五湖（レインボーライン）・三方石観世音・瓜割
の滝・鯖街道、熊川宿・熊川城跡・河内川ダム・舟
小屋・神子の山桜・常神半島の夕日・定置網漁見学

1

・海鮮丼・うなぎ・アオリイカ
・若狭牛・梅酒・福井米
・コイ・フナ・若狭ふぐ
・海鮮料理

・海鮮丼・うなぎ・へしこ・アオリイ
カ・若狭牛・福井梅・梅酒・福井米・熊
川葛・山内かぶら・若狭ふぐ・梨・熊川
しいたけ・熊川こんにゃく・若狭路ご
膳・あかもく・海鮮料理

・海水浴/マリンスポーツ・トレッキング（三十三間
山）・熊川トレイル（駒ヶ岳）・忍道蜻蛉館（忍者
道場）・若狭町観光船レイククルーズ・自然に大の
字あそぼーや・三方五湖サイクリングロード・若狭
三方五湖ツーデーマーチ・縄文ロマンパーク・嶺南
牧場

2

・みかた温泉きららの湯
・漁家民宿・旅館
・観光ホテル「水月花」
・八百熊川 ほたる（古民家宿）

・みかた温泉きららの湯
・漁家民宿・旅館
・観光ホテル「水月花」
・八百熊川 ほたる（古民家宿）

・道の駅三方五湖
・道の駅若狭熊川宿
・JA梅の里会館

女子旅
・写真映え　・健康志向
・癒し　・食べ歩き
・おしゃれ、かわいい

3

・縄文博物館・年縞博物館・海浜自然セ
ンター・三方五湖（レインボーライ
ン）・鯖街道、熊川宿・熊川城跡・河内
川ダム・舟小屋・神子の山桜・常神半島
の夕日・楊貴妃桜・定置網漁見学

1

シニア層
(60代以上)

・歴史・文化
・地元の人に人気　・老舗
・街並み散策　・上質

2

・縄文博物館・年縞博物館・海浜自然センター・三
方五湖（レインボーライン）・三方石観世音・鯖街
道、熊川宿・熊川城跡・熊川いっぷく時代村・梅ま
つり・瓜割の滝・河内川ダム・宇波西神社（王の
舞）・須部（恵比須）神社・泉岡一言神社・古墳
群・舟小屋・神子の山桜・西田梅林の梅・佐久間記
念交流会館・定置網漁見学

3

・海鮮丼・うなぎ・へしこ・アオリイ
カ・若狭牛・福井梅・梅酒・福井米・熊
川葛・山内かぶら・若狭ふぐ・梨・熊川
しいたけ・熊川こんにゃく・若狭路ご
膳・あかもく・海鮮料理

・トレッキング（三十三間山）・忍道蜻
蛉館（忍者道場）・若狭町観光船レイク
クルーズ・三方五湖サイクリングロー
ド・若狭三方五湖ツーデーマーチ・若狭
さとうみパーク・若狭テクノパーク

1

・海水浴/マリンスポーツ・トレッキング（三十三間
山）・熊川トレイル（駒ヶ岳）・忍道蜻蛉館（忍者
道場）・若狭町観光船レイククルーズ・自然に大の
字あそぼーや・三方五湖サイクリングロード・若狭
三方五湖ツーデーマーチ・縄文ロマンパーク・嶺南
牧場

2

・みかた温泉きららの湯・漁家民宿・
旅館・観光ホテル「水月花」・八百熊
川 ほたる（古民家宿）・ＷＡＴキャ
ンプ

・道の駅三方五湖
・道の駅若狭熊川宿
・JA梅の里会館

・道の駅三方五湖
・道の駅若狭熊川宿
・JA梅の里会館

　

ファミリー層
(30～50代)

・家族で楽しめる
・子供が喜ぶ
・子供に色々な体験をさせる

・縄文博物館・年縞博物館・海浜自然セ
ンター・三方五湖（レインボーライ
ン）・鯖街道、熊川宿・熊川城跡・いっ
ぷく時代村・梅まつり・瓜割の滝・河内
川ダム・常神半島の夕日・定置網漁見学

1

・海鮮丼・うなぎ・へしこ・アオリイ
カ・若狭牛・福井梅・梅酒・福井米・熊
川葛・山内かぶら・若狭ふぐ・梨・熊川
しいたけ・熊川こんにゃく・若狭路ご
膳・あかもく・海鮮料理・ＷＡＴ_ＢＢＱ

3

・海鮮丼・うなぎ・へしこ・アオリイ
カ・若狭牛・福井梅・梅酒・福井米・熊
川葛・山内かぶら・若狭ふぐ・梨・熊川
しいたけ・熊川こんにゃく・若狭路ご
膳・あかもく・海鮮料理・ＷＡＴ_ＢＢＱ

3

・海水浴/マリンスポーツ・トレッキング（三十三間
山）・熊川トレイル（駒ヶ岳）・忍道蜻蛉館（忍者
道場）・若狭町観光船レイククルーズ・自然に大の
字あそぼーや・若狭路センチュリーライド・若狭路
トレイルラン・三方五湖サイクリングロード・若狭
三方五湖ツーデーマーチ

2

・みかた温泉きららの湯・漁家民宿・
旅館・観光ホテル「水月花」・八百熊
川 ほたる（古民家宿）・ＷＡＴキャ
ンプ

主
な
タ
ー

ゲ
ッ

ト
毎
の
独
自
の
視
点

若者
(20代)

・写真映え
・盛りだくさん、豪勢
・非日常体験

・縄文博物館・年縞博物館・海浜自然セ
ンター・三方五湖（レインボーライ
ン）・鯖街道、熊川宿・熊川城跡・いっ
ぷく時代村・梅まつり・河内川ダム・常
神半島の夕日・定置網漁見学

1

（テーマパーク・アクティビティなど） （温泉、ビジネスホテル、リゾートホテルなど） （ショッピングなど） （教育旅行・コンベンションなど）

・縄文博物館・年縞博物館・若狭町歴史
文化館・佐久間記念交流会館・海浜自然
センター・鯖街道、熊川宿・三方五湖
（レインボーライン）・三方石観世音・
熊川城跡・瓜割の滝・河内川ダム・宇波
西神社（王の舞）・須部（恵比須）神
社・泉岡一言神社・古墳群・熊川いっぷ
く時代村・常神半島の夕日・梅まつり・
神子の山桜・舟小屋・西田梅林の梅・楊
貴妃桜・定置網漁見学

・海鮮丼（イカ丼）
・うなぎ・へしこ・アオリイカ
・若狭牛
・福井梅・梅酒
・福井米（いちほまれなど）
・熊川葛・山内かぶら
・若狭ふぐ・コイ、フナ
・梨
・熊川しいたけ、熊川こんにゃく
・若狭路ご膳
・あかもく
・海鮮料理（漁家民宿・旅館）
・ＷＡＴ（若狭アドベンチャー
　ツーリズム）ＢＢＱ

・海水浴/マリンスポーツ・トレッキング
（三十三間山）・熊川トレイル（駒ヶ
岳）・忍道蜻蛉館（忍者道場）・若狭町
観光船レイククルーズ・自然に大の字あ
そぼーや・若狭路センチュリーライド・
若狭路トレイルラン・海釣り公園みか
た・三方五湖サイクリングロード・若狭
三方五湖ツーデーマーチ・縄文ロマン
パーク・嶺南牧場・わかさカントリー倶
楽部・若狭さとうみパーク・若狭テクノ
パーク

（温泉）
・みかた温泉きららの湯

（宿泊）
・観光ホテル「水月花」
・漁家民宿・旅館
・八百熊川 ほたる（古民家宿）
・農家民宿
・みさきち（廃校改修宿泊施設）
・ＷＡＴ（若狭アドベンチャー
　ツーリズム）キャンプ

（場所）
・道の駅三方五湖
・道の駅若狭熊川宿
・JA梅の里会館
・忍道蜻蛉館（忍者道場）

（モノ）
・梅酒
・梅干し
・熊川の葛菓子
・わかさ瓜割の水
・手裏剣、わらじ

・縄文博物館
・年縞博物館
・海浜自然センター
・農業体験（農楽舎）
・梨収穫体験
・しいたけ収穫体験
・嶺南牧場
・漁業体験
　（定置網漁見学、三方湖の
　　伝統漁法）
・海釣り公園みかた

旅行の目的とそれぞれに対応する若狭町の主な観光資源

見る・感じる 食べる 遊ぶ 泊まる 買う 学ぶ・参加する

（名所・自然景観・文化など） （地域ならではの料理・グルメなど）若狭町

○網掛けの項目は、ターゲット毎に旅行目的で重視

する割合の高いもの上位３項目

（上位３項目の抜き出しは民間調査による）

○ターゲットの独自の視点は、観光庁の訪日外国人

消費動向調査や民間調査等を参考に整理したもの


