
「100年後も雪国であるために」

雪国観光圏が取り組んだ観光による地域づくりとは

一般社団法人 雪国観光圏

代表理事 井口智裕



自己紹介

井口智裕といいます
（昭和４８年７月６日生まれ）

南魚沼郡湯沢町出身
Eastern Washington University卒

・越後湯澤HATAGO井仙 代表取締役

・温泉御宿龍言 代表取締役

・合同会社雪国食文化研究所 代表社員

・一般社団法人雪国観光圏 代表理事



越後湯澤HATAGO井仙

旅館の寛ぎとホテルの機能性を
兼ね備えた２１世紀の「旅籠」



ryugon（旧：龍言）

世界で最も雪が深い地域で「雪国文化」を表現
地域らしさと機能性がなめらかに繋がる新たなスタイルの宿



魚沼キュイジーヌ料理 むらんごっつぉ

食を通じて雪国魚沼の食文化を伝える
泊まれるローカルガストロノミーレストラン



越後湯澤 んまや

魚沼のおいしいをおすそ分け
旅館で使っている食材や加工品のセレクトショップ



魚沼イタリアン ムランゴッツォカフェ

魚沼の食材を洋食で表現
気軽に利用できる駅ナカのイタリアン



越後湯澤んまや 駅中店

魚沼産のコシヒカリを使い
子供たちが安心して食べられるおやつ



ちゃわんめし たっぽ家

おにぎり以上、どんぶり未満
コシヒカリをテーマにしたファーストフード店



雪国食文化研究所 加工事業部

契約農家より野菜を一括仕入れを行い
一次加工を行って旅館や飲食店へ食材の供給を行う



会社概要

株式会社いせん（グループ全体）

新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢2455

１９３１年（昭和 ６年）

１９５２年（昭和２７年）

旅館業、飲食業、旅行業、物販業、製菓業

８２名（正社員２５名、準社員４０名、派遣7名）

１，７２０万円

７億２千万円（平成３０年９月末）

商号

本店所在地

創業

設立

業務内容

社員数

資本金

売上高



雪国観光圏ってどんなところ？



雪国観光圏取組体制

雪国観光圏推進協議会

総会

理事会

最終意思決定機関

承認機関

年2回程度
開催（予定）

年2回程度
開催（予定）

雪国観光圏戦略会議

（一社）雪国観光圏
観光地域づくりマネージャー

7市町村の行政担当者（観光担当課長等）
雪国観光圏ブランドマネージャー（フジノ氏）

雪国観光圏推進協議会事務局
有識者

7市町村の観光協会、新潟県など

雪国観光圏全体の方針
及びブランド戦略策定等 月１回開催

雪国文化WG

各テーマに
関連するNPO・
地域の活動団体、
民間事業者、
地域住民等

※必要に応じて
7市町村の

各行政担当者等

＜観光地域づくりプラットフォーム＞ 一般社団法人 雪国観光圏

スノーカントリートレイルWG

食文化WG

二次交通WG

観光担当課長連絡会議

７市町村の観光担当課長
新潟県

雪国観光圏推進協議会事務局

行政内の連絡・調整

適宜
開催

7市町村の
観光協会等

＜7市町村の行政＞
観光担当課
各関係担当課

（地域整備、教育、農林、産業政策等）

新潟県 等

連携・調整

連携・
参画・
調整

＜推進協議会・事務局＞

推進協議会内の各種連絡・調整
雪国観光圏戦略会議の連絡・調整
各ワーキンググループの連絡・調整

調整

連携・
参画

社会資本整備WG

観光協会連携WG



一般社団法人 雪国観光圏

新潟県の湯沢町、南魚沼市、魚沼市、
十日町市、津南町、群馬県のみなかみ町
長野県の栄村３県７市町村で構成

雪と共生してきた雪国文化を軸にエリアブランディング
サクラクオリティーや雪国A級グルメなど先進的な取組



DMOとは？

DMO ≠ 観光圏

デスティネーションに
価値を高めるための
組織運営の最適化

広域連携による
新たなの

ブランディングの創造

組織運営、マーケティング、
ブランディング、人材育成、品質管理など

世界水準DMO ブランド観光圏
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なぜ雪国観光圏が必要

だったのか？



雪国観光圏の紹介VTR

「ニイガタの幕開け」

２０１３年１０月放映
新潟総合テレビ



世界で唯一無二の価値とは



「本当に雪国でお客様が呼べるの？」

これが町の大多数の方の本音だと思います

雪国はブランドになるのか？

２００８年

私達が目指したのは「雪国」という理想郷でした。

しかし雪国という言葉の響きはよいが

具体的な商品を形にできなかった。



雪国ってどこの地域を連想しますか？

１位：青森

２位：札幌

３位：新潟

「雪国」はブランドになるのか？

日本の国土の５０%以上が

雪が降る地域である



この地域って雪国！？

スキー

魚沼産コシヒカリ

温泉

地酒

八海山

大地の芸術祭

川端康成の雪国

リゾートマンション



お米？

この地域って雪国！？

温泉？

スキー？ 名所旧跡？



雪国観光圏の場合

真白き世界に隠された知恵と出会う

独自の価値

雪国文化
８０００年前の縄文から続く

雪と共生して育まれた知恵

コンセプト



雪国観光圏

北緯３７度のライン上にある地域



リスボン

サンフランシシコ

アテネ

ワシントンDC



雪国観光圏



世界でも類をみない多雪地域



8000年前の縄文のころから
雪が降っていました



縄文の大集落
高度な技術をもった人々



雪ありて縮あり

雪は縮の親と言うべし



雪国の酒造りは

雪の中で醸す



地炉を囲んで

雪国の知恵を聴く



同じ文化を共有する連携から生まれた雪国観光圏

スキーと温泉の町

湯沢町

コシヒカリの故郷

南魚沼市

大地の芸術祭の里

十日町市

アウトドアの聖地

みなかみ町

マタギ文化が息づく村

栄村

ピュアな自然が残る

魚沼市

河岸段丘と縄文文化の里

津南町

雪と共生してきた
雪国文化



地域ブランドの中心軸を決める

産業

文化
伝統

宿泊
施設

歴史
自然

温泉

食地域独自の
価値

地域独自の価値
ストーリー

（語られるもの）

コンテンツ・商品
（目に見えるもの）

雪国文化



雪国観光圏の圏域について

スキー、温泉、食、全てある

上信越・魚沼エリア

現在 未来

8000年前から続く

雪国文化の地

地域主体 → 概念（コンセプト）主体



地域は一つでも光の当て方で

見え方は異なる

どの角度、どの広さで光を当てるか



N37°雪国文化の学校

真白き世界に隠された知恵と出会う”雪旅”

雪から始まる１年のサイクル
ここに暮らす達人から学ぶ雪国の知恵



発酵食から見る村の暮らし

真白き世界に隠された知恵と出会う”雪旅”

越冬にむけた保存食の準備を通じて
村の生活や暮らしを学ぶ旅



雪国ガストロノミーツアー

真白き世界に隠された知恵と出会う”雪旅”

採って、作って、食べる。
食を通じて学ぶ雪国の知恵



越後湯澤 HATAGO井仙でのプロモーション動画



周辺市町村との連携で「雪国文化」を商品化

雪国
文化

雪国
文化

雪国
文化

雪国
文化

拠点
基地



非日常と異日常が一体となってこそのハワイの魅力

オアフ島・ホノルル

ハワイ島・ヒロ
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そして何よりも重要なことは

「何のために観光をするのか？」
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観光地づくりではなく

観光による地域づくり
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キャンペーン と ブランディング



キャンペーンの事例



ブランディングの事例



観光地域づくりとは・・・・・・

キャンペーン ではなく、 ブランドディング

一過性 長期的な資産

手段やテクニック 独自価値とターゲティング

拡散 正しい相手にきちんと手渡す

関係者が疲弊 地域の誇りづくり

イベントやキャッチフレーズ コンセプトと過ごし方

一時的な情報発信 顧客と事業者の信頼関係



地域におけるブランディングとは「北極星」

先行きの見えない大海原にみんなで目指す一つの方向性

立ち位置は違えど、それぞれの事業者の絶え間ない努力と

変わらない信念が顧客の共感を呼ぶ



一般社団法人雪国観光圏の運営理念

「１００年後も雪国であるために」
ひとつずつでは埋もれてしまう地域資源を発掘し、

つなぎあわせ、磨き上げることで世界に通用する価値を生み出します。

• 世界レベルで通用するための「価値」を追求していきます。

• 持続可能であり、中長期にわたりブランド構築できる事業を重視します。

• 地域や立場にこだわらず、お客様にとっての価値を重視します。

• 雪国ならでは文化を大切にし、先人の知恵を学びます。

• 広域に点在するものをつなぎあわせ、新しい価値を生み出します。

• 古いものを磨き上げ、新しい価値を生み出します。

• 豊かな自然や地域固有の資源を残すための環境保全に尽力します。

クレド（価値基準）

ビジョン（運営理念）



世界に通用するチームを作り上げる



雪国観光圏の主な実績

雪国文化を軸とした宿泊施設の設備投資
雪国文化」が地域のブランドとして可視化されたことで、雪国文
化をテーマにした設備投資が急増、ここ６年間で旅館４施設で、
総額２０億円

里山十帖（2014）
投資金額 5億円

ryugon（2019）
投資金額 ９億円

地元印刷会社が新たに事業拡大
フリーパーパー雪と旅を発行。雑誌を通じて社内の人材育成
が進み事業拡大。新潟県の大型案件も受注する

地元産の食材を活用する飲食店で連携
雪国魚沼地域の飲食店店や旅館が雪国A級グルメを発足
セミナーの開催やお互いに調理法を教え合い、年々レベルが
向上している。ミシュラン新潟版の発行も予定される

各種メディアや視察ツアーの受入が急増
主なメディアでの取材
・カンブリア宮殿
・ガイアの夜明け
・プロフェッショナルなど

視察は年間800名で
述べ3,000名の受入実績



岩佐十良氏
株式会社自遊人

雪国A級グルメプロデューサー

宿泊施設のリノベーション
料理メニュー開発
販売促進

チーム雪国観光圏

井口智裕氏
株式会社いせん

観光地域づくりマネージャー

宿泊施設の組織運営改善
ブランドコンセプト作り
マネジメント、リーダーシップ

田中正人
チームイーストウィンド‐

スノーカントリートレイルプロデューサー
アドベンチャーレースの企画運営
トレイルガイド

深津卓也
辰巳館代表／みなかみ町観光協会代表

観光地域づくりマネージャー
地域の合意形成や巻き込み方
組織運営全般

柳 一成
ひなの宿ちとせ／合同会社まんま

観光地域づくりマネージャー
地域リノベーションや活性化
着地型旅行商品開発

フジノケン
株式会社４CYCLE

観光地域づくりマネージャー
エリアブランディング
ディレクションならびにクリエティブ
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チーム雪国のために、

プレイヤーとして

自社が何ができるのか？





温泉御宿 龍言

↓

ryugon

（格式ある温泉旅館）

（雪国を感じる古民家ホテル）



雪国のブランド価値を体感させる場の必要性

２０１９年１０月 温泉御宿龍言をryugonへリニューアル
一年を通じて雪国文化を体感させる宿泊施設を開業



雪国を感じる古民家ホテル ryugon



地域の暮らしや文化を学ぶ「異日常型観光」が増える

非日常型観光

・観光名勝をまわる
・商業的なサービス
・画一的な対応
・贅沢な旅
・１泊２日の旅行

異日常型観光

・地域の暮らしを体験
・地元の人との触れ合い
・時期によって異なる対応
・未知を学ぶ旅
・滞在型観光



➕

地域と宿の協業こそが新たな市場を創造

雪国観光圏（エリア）が目指す「雪国文化」の思想をryugon（事業者）が体験させる

土間クッキング
竈でご飯を炊いたり、地場の
食材で郷土料理を作る体験

田んぼランチ
農村集落をトレッキング後に
田んぼのあぜ道での
ランチタイムを

スノーピクニック
雪原の中を歩いて
雪の上でシャンパンで乾杯
白銀の中で自分と向き合う

雪国文化を家具や建物で表現
雪国の伝統的な古民家や
地域独特の湿り気のある雪景色を家具で表現

ryugon

食を通じて地域の暮らし
や文化を伝える
旅館の会席料理にこだわらず
地場の食材や文化を料理に反映

施設のパンフレットを
「雪と旅」の別冊として紹介

雪国観光圏
「８０００年前から雪と共生してきた雪国文化」



地域の暮らしや文化を学ぶ「異日常型観光」が増える

非日常型観光

・観光名勝をまわる
・商業的なサービス
・画一的な対応
・贅沢な旅
・１泊２日の旅行

異日常型観光

・地域の暮らしを体験
・地元の人との触れ合い
・時期によって異なる対応
・未知を学ぶ旅
・滞在型観光



Ryugonのブランディング映像



夢のような日常

雪国の日常が気軽に
体感できることの価値



大切な人と過ごす特別な食事体験



地元のおかあさんから料理を習う体験



昔ながらお膳を囲みながら郷土文化にふれる



雪を眺めながら、ホットワインを楽しむ



自分自身に向き合う



ご質問・お問い合わせ

tomohiro@isen.co.jp

ご清聴
ありがとうございました。

井口智裕
ユキマロゲ経営理論

地域を活性化させた「雪国観光圏」の
発想法と組織づくり

柏艪舎 １６００円


