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１．国内の取組み事例
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１－１．ニセコのインバウンド人口拡大への取組み
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北海道が持つ冬の魅力を、スノーリ
ゾートに関わる人々の結集により世
界に向けて発信し、北海道を世界を
代表するスノーリゾートへ飛躍させ
る。

目的目的

Hokkaido Snow Travel Expo 2014実行委員会
(北海道運輸局、ニセコ町、倶知安町、北海道スキー
プロモーション協議会（道内１３ヵ所のスノーリ
ゾート、観光協会、自治体等で構成)、北海道、北海
道観光振興機構）

実施主体実施主体

◆オンシーズンのスノーリゾートにおける現地
滞在型実体験プロモーション
◆継続性を重視し、航空運賃は参加者負担
◆スノーリゾート、観光関係者、国が結集した
オール北海道によるイベント

ポイントポイント

開催日開催日 平成26年3月4日（火）
～3月6日（木）

開催地開催地 ニセコ町、倶知安町
(主会場：Hilton Niseko Village)

招請者招請者 アジア、豪州、北米、欧州の16市場から
メディア8社9名、旅行会社等42社42名

商談数商談数 マッチング506商談
＋フリー3セット

北海道のスノーリゾート
プレゼンテーション

円滑な商談をするための
コミュニケーションイベント

各スノーリゾートインスト
ラクターによる質の高いレッスン

冬季旅行商品造成のための
商談会

地元住民が通う飲食店での
ローカルフード体験

スノーリゾート及び近隣観光
スポットへのファムトリップ

Expo2013の成果Expo2013の成果

前回比1.7倍の商談数により

過去最大の成果を期待

概 要 Hokkaido Snow Travel Expo 2014 in NISEKO

◆メディア
台湾TVﾆｭｰｽ

１本3分28秒・528千人＝換算約446万円
中国旅行雑誌

１誌７Ｐ・120千人＝換算70万円
ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ旅行雑誌

１誌４Ｐ 30千人＝換算76万円
換算費用約592万円の効果

◆旅行会社
2013-2014シーズン送客見込 2,999名
(中国485名、韓国240名、台湾300名、香
港920名、シンガポール60名、タイ790名、
マレーシア38名、豪州150名、ロシア16名）

@15万円で換算した場合・・・

約5億円の経済効果



１－２．八幡平のセカンド・ランナー戦略（インバウンド等）

◯ニセコや白馬を訪れるスキーヤーの「来年の目的地」としての売り出しを進める。
◯岩手県や東北観光推進機構との連携を図り、“面”での集客戦略を進めながらも、「安比」を前面に押し
出した“点”でのブランド戦略をとり、“面”と“点”を使い分ける戦術眼。
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安比高原スキー場（左）とニセコのスキー場
のパンフレット（右）。圧雪の行き届いた広い
コースを表紙に配した安比高原に対して、ニ
セコは圧雪されていない深雪のオフピステ
が表紙になっている

●旅行者のニーズを見極める“セカンド・ランナー”戦略
「ニセコ」「白馬」に続く訪問先へ

安比高原はあえて当時絶頂期にあったニセコや白馬とは張り合わずに、「ニセコや白馬
に行ったことがある旅行者が2回目、3回目に日本を訪れる際の旅先として安比高原を売
りこむ」（同社担当者）戦略を採用。オーストラリアのスキー客という新規市場を最前線で
開拓するのではなく、ニセコや白馬を今年訪れたスキーヤーの「来年の目的地」として、安
比高原を売り出すことに力を注いだ。

●オーストラリア人が前年比12倍増
広域観光推進団体である東北観光推進機構や地域によるスキーをてこにした取組

が、少しずつ実を結び始めている。
岩手県八幡平市の安比高原スキー場では、昨年度僅か67名だったオーストラリアから

の旅行者が今年度は826名（2月16日現在の宿泊者及び宿泊予約者数）とおよそ12倍に
まで増加。軽くて湿気の少ないパウダースノーを楽しめるとあってオーストラリア人スキー
ヤーの評判も上々で、今後の増加に期待が寄せられている。

[引用：「インバウンド見聞録Vol.4Vol.4 緻密な戦略と“質”へのこだわりで勝機をつかむ！（岩手県八幡平市安比（あっぴ）高原）」（公益財団法人日本交通公社）]



１－３．野沢温泉のアフタースキーの周遊戦略

◯スキー客の周辺エリアでの消費や滞在を促すため、アフタースキーの周遊戦略として、温泉街の資源を
活用するだけではなく、地元でビールイベントを開催したり、外国人客の周遊ニーズに対応するサービスを
打ち出す等の施策を展開。

-5-[引用：野沢温泉スキー場HP][引用：信濃毎日新聞]



１－４．宮城蔵王の通年型観光施策

◯冬季の観光客減への対策として、スキー場に加えて樹氷鑑賞をイベント化。
◯食材のブランド化や、スポーツイベントの開催、体験イベント等による集客。
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●通年型観光
・冬季の期間に観光客が減少する傾向にあることから、冬季の魅力充実を図り、一年を
通じて観光が出来る観光地づくりを進めている。
・蔵王町には、えぼしスキー場、すみかわスノーパークの二つのスキー場があり、宮城
県内をはじめ宮城県外からもスキーやスノーボードを楽しみに観光客が訪れます。ス
キー場は雪質が良く、初心者から上級者まで幅広く楽しめる多くのコースをそろえ、観
光客からは好評を得ている。
・蔵王町の代表的な観光資源の一つである樹氷を鑑賞することが出来るのも魅力の一
つ。すみかわスノーパークでは、往復で約２時間弱の行程を７台ある雪上車「ワイルド
モンスター号」に乗って深雪の樹氷地帯まで行き、樹氷めぐりをする「樹氷鑑賞ツアー」
を毎年開催。スキー・スノーボードをしない観光客でも冬季の蔵王町を十分堪能出来る
イベントであり、冬季の観光客増加に貢献するイベントとして期待されている。

●イベントの開催

●食材の蔵王ブランド化

●体験型・交流型観光

[引用：「観光地域・蔵王町の取り組み」（七十七ビジネス振興財団）]



１－５．地域外からの集客に向けた「マウント6」のスキー場間連携

○ヨーロッパアルプスの5カ国12リゾート地が広域連携するＢＯＴＡ（Best of the alps）をモデルとし、国内の
老舗スキー場が連携し、オールシーズン型の山岳リゾートの構築を目指し組織化。5エリア6つのスキー場
で使えるリフト・ゴンドラ券を発売する等、スキー場間の連携を強め、一体となって活性化に向けた様々な取
組みを進めている。
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＜マウント6＞
・1996年6月に組織化され、現在は、野沢温泉、
蔵王温泉、草津、白馬八方尾根、妙高高原
の5地域で運営。

●共通リフト・ゴンドラ券「Mt.6共通5日券」を販売
5エリア6つのスキー場で使えるリフト・ゴンドラ券「Ｍｔ.6共通5日券」を販売。シーズン中の5日間自由に利用できるチケットで、価格は2万円。販

売は各スキー場のリフト券売り場窓口で行い、事前申し込みなどは必要ない。

●チーム・マイナス6%に参加し、地球温暖化防止の活動にも参加
豊かな天然雪や美しい山々の自然を守るため、チーム・マイナス6％に参加し、地球温暖化防止の活動にも積極的。

[引用：マウント6 HP]



１－６．国内スキー人口拡大「雪マジ！１９～SNOW MAGIC（じゃらん）」
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「雪マジ！19～SNOW MAGIC～」は、スキーエリアを訪れる若者を増やし、今後長きに
わたってスノーアクティビティ市場と日本全国の雪の地域を活性化させる仕掛け。

北海道から宮崎まで日本には数多くあるスキー場を抱える中山間地域を活性化する
ため、全国１３６か所のスキー場と連携（2012年度実績）し、１９歳限定に、リフト券を
シーズン中、何度でも無料にすることで、多くの若者にスノーアクティビティ体験のきっ
かけを提供した。2012年度実績、１９歳会員数約10.8万人は、日本の19歳人口（120万
人）の１割弱にあたり、１人当たり訪問回数平均3.21回のため、雪山への、のべ動員数
は約３４．６万人となった。
キャッチコピーは「10代最後の冬に、雪の魔法（SNOW MAGIC）が、かかる」

日本全国１３６カ所のスキー場をまとめ、「１９歳」に対してシーズン中「何回滑ってもリフト券無料」による中長期の需要創出策

スノーアクティビティ市場はエントリー依存型

年代が上がるにつれ参加率が上がる「ゴル
フ」などとは違い、スキーは年代が上がると
新規エントリー者はほとんどいない。事前調
査により、「19歳（大学１年生の冬が多い）に

友人同士でスノーボードデビューするかが、
その後のスキー場リピートの分かれ目にな
ることが判明。

なぜ１９歳か？

【2011年度】参加スキー場89か所
19歳会員登録数4万9,290名
ゲレンデ延べ動員数12万8000名(推計）。
1人あたり来訪平均2.61回
【2012年度】参加スキー場136か所
19歳会員登録数10万7961名
ゲレンデ延べ動員数34.6万名(推計）。
1人あたり来訪平均3.21回

実績

若年層は近い未来のファミリー層。若
い時にやらなければ、ファミリーになっ
た時に復活しない

現在のスキー場は、ファミリー層顧客
が最も多いが、それは20年前のスキー
大ブーム時代に20歳前後だった若者
が、今、40歳前後のファミリー層とな
り、スキー場に子連れでリバイバル。

１シーズン限定で「無料」であることで、
集中して複数回行き、上達による満足
度向上、リピート向上を狙う
19歳だけ、と、１シーズン限定にする

ことで、集中して複数回、スキー場訪
問する。すると「上達」するため、ス
ノーアクティビティの楽しさがわかり、
翌年のリピート意向が極大化する。

ITビジネスなどで良く見られる「フ

リーミアム」ビジネスモデルをス
キー場へ応用。リフト運行は、満
席でも空席でもコスト変動がな
い。「無料」により、付帯収入の
アップや、翌年以降のリピートに
つなげ、単なる安売りではない持
続可能な戦略へ。

全国20か所以上でセミナー

を開催しデータ共有と対話
の場を持ち、スキー場運営
者、地域行政、宿泊施設の
方々と意見交換しながら賛
同を募り、「市場データと話
し合いから生まれるプロ
ジェクト」として展開。

特徴１ 特徴２



調査数

過去に
経験が

ある

昨年
（2010年）
に経験が

ある

過去に
経験が

ある
-

昨年
（2010年）
に経験が

ある スキー スノーボード
全体 30,000 17.7 4.6 13.1 25.4 17.0

18～19歳 6,000 31 .1 11.1 20.0 34.3 33.4
学生 2,060 18.5 8.9 9.6 40.4 37.2
社会人 2,301 45 .1 17 .5 27 .6 31.1 30.7
その他 1,639 27.3 4.8 22.5 31.2 32.5

30～49歳 12,000 24.3 5.0 19.3 26.8 19.1
未婚 3,298 24.0 5.9 18.1 22.7 17.8
既婚・子供なし 1,834 25.2 4.5 20.7 25.4 16.3
既婚・末子乳児 1,141 42 .9 5.9 37 .0 36.2 30.3
既婚・末子幼児（未就学児） 1,576 35 .7 6.6 29 .1 29.7 24.9
既婚・末子小学校1～3年生 1,093 21.4 5.6 15.8 27.7 20.6
既婚・末子小学4年～中学生以下 1,680 10.5 3.1 7.4 26.0 14.9
既婚・末子高校生以上 786 8.8 1.8 7.0 27.2 11.2
離別、士別 592 21.3 3.5 17.8 27.0 18.5

50～59歳 6,000 5.6 1.4 4.2 22.1 8.3
60～69歳 6,000 3.1 0.6 2.5 16.7 5.2

[出典：「スキーエリア活性化のためのマーケット調査結果」（じゃらんリサーチセンター）]
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１－６．国内スキー人口拡大「雪マジ！１９～SNOW MAGIC（じゃらん）」
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○スキーの休眠状況は、特に既婚者で休眠率が高く、子供がいるファミリー層では末子年齢が低いほど
休眠率は高い。

○一方、この層（「既婚・末子乳児」）のスキーの潜在需要は高く、若い時にスキー経験のある人が子連れ
で再訪したいと考える人も多い。

○また、「学生」の潜在需要も高くなっている。
休眠率



１－７．マックアースの小規模スキー場の経営改善の取組み

○閉鎖寸前のスキー場を振興企業の（株）マックアースが再生。リスト数2本のみの地域密着型の小規模ス
キー場の経営改善のため、シーズン券を大幅値下げするとともに、その分の売上を補う工夫をした。
○19歳のリフト券無料化や大型の人気スキー場との共通リフト券発行等、地道な工夫を積み上げ、来客述
べ人数を増やすことに成功。
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＜株式会社マックアース＞
・設立：2008年1月
・代表者：代表取締役CEO 一ノ本達己
・本社：〒667-1124 兵庫県養父市丹戸896-2
・事業所：スキー場33ヶ所／ホテル27ヶ所／グリーン
リゾート16ヶ所／キャンプ場6ヶ所／ゴルフコース7ヶ
所（2014年10月1日現在）

＜スノークルーズオーンズスキー場＞
・所在地：北海道小樽市春香町357番地

・リフト数：2本
・2012年に廃業。存続を求める署名活動
を受け、同社が運営を引き継ぎ、存続。
・周辺にはキロロ等、競合スキー場が存在。

[引用：（株）マックアースHP]

●シーズン券の大幅値下げ（6万円→2万円）と導線変更
シーズン券の値下げ分を補うため、シーズン券をセンターハウスに持っていくと当日券が交付される形

式とし、シーズン券利用者の導線を変え、センターハウスでの飲食収入拡大を図る。

●19歳のリフト券無料（雪マジ!19への参画）
高校を卒業するとスキーから離れてしまう19歳をスキー客として定着させる取組みで、利用客の1割にあ

たる9,000人が19歳枠で利用した。また、20歳はリフト1日券を980円にする取組みも合わせて行い、顧客
の段階的な定着を図っている。

●トマムリゾートとの共通シーズン券の発行
全国的にも人気のスキーリゾートであるトマムリゾートと共通シーズン券を発行し、トマムも利用できるな

ら、オーンズで共通のシーズン券を買おうという購買意欲を促進。オーンズとトマムは距離が離れている
ため、顧客を食い合うことはない。

●夏場のユリ畑の取組み
夏場はユリの花を植えて、一面お花畑にするという取組みを2013年より開始し、オフシーズンにも顧客

を呼び込み、オールシーズン化を目指す。 [引用：（株）マックアースHP]



１－８．日本スキー場開発（株）のレンタル事業強化の取組み
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●レンタル事業の拡充
スパイシーグループのグループ化により、レンタルサービス強化

[引用：（株）スパイシーHP]

●グループが運営する7箇所のスキー場に
高品質なレンタルサービスを一体的に提供

[引用：（株）スパイシーHP]

[引用：日本スキー場開発（株）HP]



２．海外の取組み事例
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２－１．（株）プリンスホテルの中国吉林省「松花湖スキー場」
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●2015年1月16日（金）オープン

●「万科松花湖リゾート」開発の一部として設置され、運営を受託

●日本国内施設への誘客を強化するインバウンド強化対策の一つ

[引用：「松花湖スキー場」HP]



２－２．ヨーロッパ ６地域の連携①

-14-

• BOTAは、以下の5カ国・12の高級通年リゾート地により1989年に設立された。拠点はグリンデルヴァルトにある。
• BOTAは、各地域の地域性を生かした差別化を行いつつ観光促進を図る広域観光促進組織である。
• スイスの最も有名なリゾートであるツエルマットが通年型の国際リゾート地として不動の地位を確立した理由は、BOTAの広域連合

体による戦略的マーケティングに拠るところが大きいと言われている。

Best of the Alps（通称BOTA）Best of the Alps（通称BOTA）

Chamonix Mont-Blanc

Zermatt

ロゴマーク

St. Moritz DavosGrindelwald

Megève

スイス

オーストリア

フランス

ドイツ

イタリア

Lech Zürs am Arlberg St. Anton am Arlberg

Garmisch-Partenkirchen

Seefeld

Cortina d'Ampezzo

Kitzbühel



２－２．ヨーロッパ ６地域の連携②

-15-

◆ブルーガーゲマインデ（地域共同体）を中心とした地
域住民自らが地域の魅力向上と運営に主体的に関る
◆周辺の土地は村と地域共同体の所有

◆来訪客が快適（気持ちよい）に感じること
◆迎える側が快適に感じること
◆周囲の人達が快適に感じること
◆環境に配慮すること

◆来訪者の「もう一度来たい」「違う季節のツｪルマッ
トに来たい」を実現
◆スキーインストラクターは、「スキーの技術指導」に
加え「地域情報の提供」と「質の高いサービス提供」の
為ホスピタリティの学習が必須

ツルマットの成功要因ツルマットの成功要因 特徴１：地域経営感覚

特徴２：顧客満足向上への取組み

特徴３：リピーター化・通年化がミッション

• 住民主体の地位経営概念の浸透
• 徹底した「質の追及」による来訪者のリピータ化
• 来訪者の通年化



２－３．カナダ・ウィスラーの行政主導型運営①
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• カナダ・ブリティッシュコロンビア州にあるウィスラーは、バンクーバーの北東120キロに位置する。
• ウィスラー山とブラッコム山の2つの山からなり、リフト数33本・コース数200以上で構成されるスノーリゾート地。
• 標高差約1,600m、広さ33平方キロは北米エリア最大規模。
• 2010年のバンクーバーオリンピック時には、男女のスラローム、大回転、ボブスレー、リュージュ及びスケルトン競技で使用された。
• 毎年200万人以上の来訪者を有する。

ウィスラーの概要ウィスラーの概要

[引用：カナダ観光局]

[引用：㈱フェロートラベル]

●

ウィスラー



２－３．カナダ・ウィスラーの行政主導型運営②
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• 州主導型の成長管理政策

• ウィスラーの発展の成功要因の第一は、長期的な都市計画や
開発・建築制ガイドラインが地域の経済価値の向上をもたら
していることである。

• これらは、土地の用途制限による開発抑制策ではなく、むし
ろ環境悪化を最小限に留めながら持続的な発展を可能とする
開発促進策としての性格を有している。第二の要因は、まち
づくりに向けた行政主導の推進体制が確立していることであ
る。

• ウィスラーは、リゾート地形成のための地方自治体
「Resort Municipality of Whistler（RMOW）」として
1970 年代半ばに設立された。また、1978 年には新規開発
地での不動産開発・経営を目的として、ウィスラーが州政府
と共同で「The Whistler Village Land Company」を設立
した。

特徴１：包括的開発計画

◆リゾート地として「あるべき姿、目指す姿」の明確化
◆主要7項目の設定

1. 地域住民の生活環境と来訪者の体験の質の確保
2. 自然・社会環境の高い質の確保
3. コミュニティの向上リゾートの魅力向上に重要
4. 来訪者拡大による地域経済の多様化促進
5. 他の計画との整合性・適合性のある開発計画と成長管理
6. 長期的な開発計画
7. 周辺地域への将来計画への積極関与

特徴２：成長管理政策（グロースマネジメント）

特徴３：外資の投資受入れ

◆開発を前提としながら自然環境・社会環境を損なう事無く管
理しつつ成長すること
◆現在はスマート・グロースと呼ばれる手法に発展。

◆第一に、ウィスラー・ビレッジには20 を超えるホテル等が建
設されているが、そのうち少なくとも3 割にはヒルトン、ウェ
スティン、日本のリステルグループなど外国資本の参入がみら
れる。
◆第二は、不動産投資である。ウィスラーにおける最近の不動
産購入者の国籍をみると、カナダは7 割に留まり、アメリカや
その他の国の購入割合が3 割を占めている

ウィスラーの成功要因ウィスラーの成功要因



２－４．オーストリア・チロル地域の若返り戦略①
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• ここに取上げる6つの都市は、いずれもオーストリアにおいて古い歴史を持つスノーリゾート地である。
• イシュグル：アフタースキーの充実でオランダ、ドイツ、スイスの若者に人気がある
• サンクトアントン：1907年ハンネス・シュナイダーがここでスキー学校を設立し「アルペンスキー発祥の地」と言われている
• セアファウスフィスラディス：1960年代にはケネディ一家が、現在でもハリウッド俳優が利用する高級ホテルがある
• ゼルデン：スキーワールドカップの開催地としても有名で、新潟県・塩沢町の姉妹都市として日本との交流も盛ん（日本人ガイドも常

駐）
• マイヤーホーフェン：ターゲット・コンセプトの異なる6つのゲレンデで構成される。ローデルン（そり）が有名
• トゥクス：詳細不明

オーストリア・チロル地域の対象6スキー場の概要オーストリア・チロル地域の対象6スキー場の概要

SöldenIschgl Serfaus-Fiss-Ladis

Mayerhofen

St. Anton am Arlberg

Tux



２－４．オーストリア・チロル地域の若返り戦略②
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• 6地域共通して、1990年代、それまでの主要
市場であったドイツの景気後退に伴うドイツ人
スキー客の減少と、スキー客の滞在期間の減
少、また、観光関連産業のキャパの低さが衰退
の原因と認識されていた

• イシュグルでは、加えて、戦略的な取
組みが出来ていないことも停滞理由と
して認識されていた

• また、3地域ではスキー場インフラの老朽化も
課題となっていた

• トゥックスでは都市型のエンタメサービス不足
も言われていた

若返り戦略の必要性の背景若返り戦略の必要性の背景

戦略１：スキー場インフラのリニューアルによる顧客満足の
向上による宿泊日数拡大

◆継続的なインフラ整備・向上（スキーリフト及びインフラの伸長・
拡張・アップグレード等）は、宿泊数増加に寄与する

戦略２：差別化とその訴求

戦略３：プロモーション

◆スキーリフト、スロープ、標高の高さとスキーリゾート全体の規
模・内容が差別化のポイント

• イシュグルでは都市型ナイトライフ及びショッピングが差別化ポイント

◆誘客イベントの企画・実施とイメージ向上が重要で、その為のター
ゲットの特定、ターゲットニーズに合致したサービス内容の戦略的訴
求が必要

オーストリア・6スノーリゾートの若返り戦略の概要オーストリア・6スノーリゾートの若返り戦略の概要

戦略４：新市場の獲得

◆東欧圏へのアプローチ

戦略５：オールシーズン・マルチパーポスリゾート化

◆サマー・シーズンや閑散期中のカンファランス・ツーリズムの分野
にも注力

• なお、右記の内容は、各地域で必ずしも積
極的に行われていたわけではなく、むしろ、
経営層は需要変化を認識していたにもかか
わらず、課題に迅速に対応できず、先行者
利益の獲得に失敗している。

• デスティネーション・マネージャーには、
変化に対する管理能力を啓発する必要性が
あり、そのためには数々の指標を正しく使
う事が極めて重要と言える。

• 過去10年間でチロル地方の各種ツーリズム
組織は200から現在の36DMOに集約され、
それぞれ30-40名ほどのスタッフを擁し、
基本的ツーリズム・マネージメント及び
マーケティング分野で独自活動するように
変化している。


