
湯沢エリアのスキーアクティビティプラス
周辺観光コンテンツの活用による
滞在型スノーリゾートの推進
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資料１－２



１ 湯沢町とは

〇豊かな自然環境と川端康成の小説雪国の「モデル」
〇2020年２月にアルペンスキーワールドカップ大会が苗場で開催
〇新幹線で東京から７０分、首都圏からアクセスしやすい交通環境
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２ 湯沢エリアの多彩なスキー場

〇ビギナーからアドバンスまで対応した１２の多彩なスキー場
〇スキーエリア内をシャトルバスが周遊
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３ 湯沢町の訪日外国人宿泊数（湯沢町独自調査）

〇２９年度のスキーシーズンを含んだ下半期は約１３万人と昨年度比１９％
増（上半期を含んだ１年度では１３％増）

〇特に、２０２２年の冬季北京オリンピックを控えた中国（２３％増）につい
ては、今後さらなる伸びを期待

○国の調査でも市場別で一番伸びているベトナムの伸びが著しい（１６７％
増）

4～9月 10～3月 計 4～9月 10～3月 計 4～9月 10～3月 計

28年度 3,451 47,921 51,372 580 18,770 19,350 2,951 11,641 14,592

29年度 2,544 51,313 53,857 1,116 29,722 30,838 912 14,332 15,244

増加率 ▲ 26.3%  7.1%  4.8%  92.4%  58.3%  59.4% ▲ 69.1%  23.1%  4.5%

4～9月 10～3月 計 4～9月 10～3月 計 4～9月 10～3月 計

28年度 1,237 4,356 5,593 13 72 85 13,794 111,027 124,821

29年度 658 6,495 7,153 0 192 192 8,828 132,431 141,259

増加率 ▲ 46.8%  49.1%  27.9% ▲ 100.0%  166.7%  125.9% ▲ 36.0%  19.3%  13.2%

香港台湾 中国

タイ ベトナム 計

（単位：延べ人数）
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草間彌生「花咲ける妻有」
撮影 中村脩

④

４ 十日町市とは

〇「きものの町」と知られ、高級絹織物産地として京都に次ぐ規模
〇日本三大薬湯の一つである松之山温泉、国の名勝に指定されている清津狭、

国宝に指定された火焔型土器などの文化財も豊富
〇里山を舞台として開催される「大地の芸術祭」が国内外で有名

草間彌生「花咲ける妻有」

撮影 中村脩 ライトケーブ マ・ヤンソン／MADアーキテクツ

Photo Osamu Nakamura
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草間彌生「花咲ける妻有」
撮影 中村脩

④

５ 湯沢エリアスキー場を滞在型へ

〇新幹線直結のガーラ湯沢など、東京からアクセスの良いスキー場があるが、アク
セスが良すぎるため、日帰りスキーヤーの数も多い

〇十日町市の観光コンテンツをフックに滞在型モデルを推進
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⑤

（事業関係者）
〇湯沢町観光協会 ※モデル事業全体総括
〇十日町市、十日町市観光協会 ※連携団体
〇㈱ガーラ湯沢、苗場プリンスホテル、NASPAニューオータニ ※連携団体
〇㈱Home away from Home Niigata ※モデルコース造成
〇国際大学 ※留学生のモニターツアー参加を募集
〇新潟県（国際観光テーマ地区推進協議会） ※総括のサポート

６ 湯沢スキーエリアの滞在型への取組

（取組内容）
〇外国人目線を取り込んだ体験型観光コンテンツ及びモデルコースの開発
〇ハルビン市スキークラブ等の招聘
〇北京市での観光説明会
〇ベトナム商談会の参加及びセールスコール
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⑥

７ 取組①（体験型観光ｺﾝﾃﾝﾂ及びﾓﾃﾞﾙｺｰｽの開発①）

〇本モデル事業のターゲット市場である中国人及びベトナム人（県内在住）によ
るモニターツアーを実施

〇モデルコースについては、地元のランドオペレーターである㈱Home away from 
Home Niigataが造成（アテンド含む）し、ツアー参加者が一部のモデルコー
ス等を評価

○モデルコースは、｢豪雪地で出会う日本の原点～新潟に見る美（原風景）
～｣をコンセンプトに４つのコースを造成

（モニターツアー参加者）

所属 国籍 性別

1 国際大学 ベトナム 女

2 国際大学 ベトナム 女

3 国際大学 ベトナム 女

4 国際大学 ベトナム 女

5 県費留学生 中国 男

6 県国際交流員 ベトナム 女
7 県国際交流員 中国 女
8 県中国語ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 中国 女
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⑥

８ 取組①（体験型観光ｺﾝﾃﾝﾂ及びﾓﾃﾞﾙｺｰｽの開発②）

（参加したモニターツアー）

（アンケート結果）
〇モニターツアー参加者（８名）からのアンケート回答から、５点満点

のうち平均４.３点であり、概ね好評。
〇モニター参加者からは、以下のコメント

・着物の試着は、館内での試着でなく、冬は温泉街やスキー場で
できたらよい。

・着物を着るときに帯を用意してほしい、どうやって着物に色・素材
感・デザインを乗せるのか見たい。

・夕食作りだけでなく、もっと、お母さんたちと触れ合う時間がほしい
・モデルコースの資料として、湯沢からの行程が入るとよりイメージ
が湧く。

月 日 時 間 体験内容 場 所
12月18日
（火）

12:45 火焔土器等の見学 十日町博物館
14:00 織物工場の見学 吉澤織物
15:10 友禅体験、着物試着 桐屋
17:20 地元のお母さんと夕食作り 百年の館

宿泊：百年の館
12月19日
（水）

9:00 ちんころ作り 百年の館
11:00 せんべい釣り 百年の館
12:00 昼食（ふのりそば） 小嶋屋
13:30 意見交換会 十日町市観光協会
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⑥

９ 取組②（ハルビン市スキークラブ等の招聘①）

〇新潟空港と直行便のあるハルビン市から大手スキークラブ、スキーインストラク
ター、大手旅行会社を招聘

〇湯沢のスキー場（ガーラ湯沢、苗場スキー場、NASPAスキー場）を体験し、
雪質、スキー設備等を評価

〇十日町市の観光コンテンツの体験や古民家での食事を実施し、十日町市への
周遊可能性を評価

所属（役職） 性別

1 ペンギンスキークラブ（競技部副主任） 女

2 帽儿山スキー場（場長） 男

3 陽光スキー場（総経理） 男

4 ハルビン国際旅行（社副総経理） 男

（被招聘者）
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⑥

10 取組②（ハルビン市スキークラブ等の招聘②）

（アンケート調査概要）
〇スキー場については、雪質・コースの多様性といった環境面、施設内の案内や

多言語対応といった受入環境面ともに高評価であった。
〇十日町市の観光コンテンツ（ちんころ作り※）についても好評価が得られ、

｢湯沢のスキーと合わせた商品造成を考えたい｣という結果が得られた。
○十日町市の他の観光コンテンツについては、酒蔵見学や新潟ならではの体験

をしたいという回答が得られた。
※お米でできた人形で、乾燥するとひび割れてしまうが、ひび割れの数だけ幸せになれると言われている

（地元関係者との意見交換（地元側：1４名が参加））
〇地元のスキーインストラクター、索道事業者等と意見交換を実施。
〇中国側から、「ガーラ湯沢は少ないインストラクターで、多くの生徒の対応がしっ

かりできている」、「スキー技術向上について湯沢のインストラクターと連携した
い」、などの意見があった。
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⑥

１１ 取組③（北京市観光説明会の開催①）

〇中国での最大マーケットである北京市で、スキーツアーの造成に影響力のあるス
キークラブ、旅行会社等を対象として観光説明会を実施

〇中国側からは２７名（※）の参加があり、日本のスノーコンテンツに対して関
心が高いことを確認できた。

※スキークラブ１６名、旅行会社６名、その他５名
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⑥

１２ 取組③（北京市観光説明会の開催②）

（アンケート調査概要）
〇スキーリゾートに求めるものとして雪質が最も多かった。
〇日本のスキーツアーの場所では、北海道、白馬、野沢温泉、志賀高原などの

雪質の良いスキー場が人気であった。苗場スキー場、ガーラ湯沢も一定の人
気があった。

〇十日町の観光コンテ
ンツなどの説明も行い、
十日町を含んだ湯沢
エリアスキー場の商品
造成をしたいという回答
が４割強あった。
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⑥

１３ 取組④（ベトナム商談会の参加及びセールスコール）

〇ベトナムからのスキー（雪遊び）客を拡大するため、湯沢のスキー場と十日町
市の観光コンテンツ等の説明を実施し、商品造成の可能性を調査

〇具体的には、JNTOが主催する現地旅行会社との商談会及び旅行会社への
セールスを実施
（JNTO商談会８社）
〇１社あたり１５分という制約があり、湯沢スキー場のみの説明を実施
〇特に、ガーラ湯沢の施設、東京からのアクセスの良さに人気があり、残雪と

桜に関心が高かった

（セールスコール８社）
〇８社のうち５社が湯沢スキープラス十日町の商品造成を今後検討する意

向を示した
〇ベトナムからの訪日旅行については、団体旅行も多く、また、雪や桜がキラー

コンテンツとなっていることから、攻めやすい市場であることがわかった
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⑥

１４ 取組成果（KPI）

〇事業効果（KPI）の評価指標について、以下の４つを設定
〇指標の効果測定についてはアンケート及びヒアリングを実施

目標KPI 結果KPI
（モデルコース等の評価）
モデルコース全体の満足度：５段階評価で
３．５以上

モデルコース全体の満足度：５段階で４．３

（スキークラブ等招聘の評価）
スキークラブ及び旅行会社招請者３人中２人
以上が、今後湯沢・十日町市に滞在する商品
造成を行うと回答

３人中３人が今後商品造成を行うと回答

（中国プロモーションの評価）
３割以上のスキークラブ・旅行会社が、アンケー
トにより、今後、湯沢・十日町に滞在する商品造
成を行う意向と回答

約４割（９者／21者）が湯沢・十日町に滞在す
る商品造成を行う意向と回答

（ベトナムセールス）
３割以上の現地旅行会社が、今後、湯沢・十
日町に滞在する商品造成を行う意向と回答

約６割（５社／８社）が湯沢・十日町に滞在す
る商品造成に前向きであった。
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⑥

１５ 事業実施を踏まえて全国展開すべき事項

〇スキー客の周辺地域への誘客
・「スキー（雪遊び）体験」と「魅力ある観光コンテンツ」を繋ぐことで、宿泊につ

がなる可能性があることが、当モデル事業を通じてわかった。
・特に、モニターツアーの中で、囲炉裏を囲んでの地元のお母さん方との食事づく
りや、日本独特の田舎民宿など、日本文化が味わえる体験が好評価であった
ので、各地域においては、地域固有の独自性のある観光資源を生かすことが
有効と考えられる。

〇市場ごとのニーズ把握
・同じ外国人でも、中国などの東アジア、ベトナムを始めとした東南アジアでのス
ノーアクティビティの嗜好が異なるため、その国・地域にあわせたモデルルートの設
定が必要。

・そのため、各地域で着地型の体験コンテンツ等を造成するにあたっては、ター
ゲットする国のニーズについてよく把握して取組を進める必要がある。
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⑥

１６ 今後の展開（次年度以降の事業計画）

①商品造成・送客の確認
・本モデル事業でセールス等を実施した中国のスキークラブ及び旅行会社、ベ
トナムの旅行会社に対して、来シーズンの商品造成・送客の実績を確認

②中国プロモーションの継続
・７月～９月頃、中国において、観光説明会等を継続（スキークラブ等の
キーパーソンなどの招聘も視野）

③ベトナムプロモーションの継続
・実際に雪を体験してもらうため、旅行会社の招聘を検討
・新潟県も来年度からベトナムプロモーションを強化することとしており、新潟県
と連携した取組を実施

④十日町市への誘客の継続等
・地元のランドオペレーターである㈱Home away from Home Niigataが
自社のホームページで旅行商品が買えるように調整中（簡体字及びベトナ
ム語でも対応）
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ご清聴ありがとうございました


