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 私たちは、福井県のアウトドアを活性化することで、地方創生を目的とした活動を行います。 

 白山、荒島岳など日本百名山に数えられる山岳だけでなく、文殊山、日野山、青葉山など県民に親しまれている低山でも多くの登山

愛好家で賑わっています。東尋坊を代表する雄々しい奇岩断崖が隆起した越前海岸や、三方五湖など沈降によって織りなす風光明

媚なリアス式海岸は、民俗や食文化が今も継承しています。人の暮らしを支える大地は、九頭竜川水系や北川水系などの河川が福井

の地形をつくりながら自然の恵みを山から海へと運んでいます。 

 福井は北海道や、アルプス山脈のような急峻な山岳は少なく、滔々と流れる水辺など優しい自然が、福井駅、敦賀駅、小浜駅など主

要駅から僅か１時間ほどでアクセスできる恵まれた環境です。 

 福井県は、今後迎える地方経済の衰退、人口減少、少子高齢化などの喫緊の社会課題が山積しています。どの地方も同じ課題を抱

える中、私たちは北陸新幹線開通を目前にした今、「やさしい自然」を福井県の新たな資源として特徴付けて、アウトドアスタイルを刷

新し、福井を盛り上げる地方創生につなげていきます。 

 福井県内では、自然やアウトドア情報が集約されたものが少なかったため、観光客やアウトドア愛好家が情報を取得しにくいことが

ありました。そこで、この度、福井県内のアウトドア事業者や関係団体などによって、「福井県アウトドア協会」を設立し、県内のアウトド

アを活性化することで、地方創生を目的とした活動に取り組みます。私たちはアウトドア活動を通じて、身体が鍛えられ、精神的に充

足感が満たされることで、心身ともに豊かであることを常に感じています。当協会は、福井県のアウトドアライフを再構築することで、

暮らしと知恵、そして更なる健康の促進とウェルビーイングで福井県をいつまでも豊かにしたいと考えています。 

■私たちの想い 



■福井県アウトドア協会とは 

❶プラットフォーム構築 
福井県のアウトドアスポット、店舗、活動団体、イベ
ントなどの情報を一元化。 
HPとSNSで発信。 令和４年度中に制作予定。 

❷イベント事業 
アウトドアの普及の為のイベント(企画)を実施し、エ
ントリーユーザー増、既存ユーザーの満足度を高める。 
企画内容に賛同した方のみが自由に企画参加ができる。 

❸観光事業 
福井のアウトドアの特徴をエントリー向けと考え、福
井県観光連盟、行政とも連携し観光誘客を行い、消費
活性化を目指す。 

❹連携促進 
・各事業者同士のネットワーク構築による連携の拡大。 
・異業種事業者、行政等との連携拡大によるアウトド 
 アの普及活動と消費活性化を目指す。 
・レベル向上の勉強会 

※活動を通して増える予定。 

目的 
1.アウトドア業界の需要・消費促進 
右記の❶～❹の事業を通して行います。 
  

2.アウトドアを通して地域創生と住民の生活向上 
アウトドアを通して、福井県の活性化と豊かな暮らしの創出。 
 

3. アウトドア業界の活性化  
事業化講習、安全講習、マナーの向上による業界のレベル向上。 

アウトドア事業者が連携し団体となる事で様々な事業を行い、
業界の活性化が見込めます。 
✓情報一元化による情報発信の効率化 
✓共同販促による効果的な事業の実施による消費活性化 
✓行政、関係事業者と連携した観光誘客の実施 
✓同業者、様々な業種・コンテンツとの連携 
✓有益な情報を取りまとめ事業者に発信 
✓勉強会の実施による業界のレベル向上 
✓新たな需要拡大 例：健康需要からのアウトドア促進等 



■入会について 

入会金：３万円 ※入会時初年度のみ 
    ２０２２年度のみ特典で１万円  
年会費：３万円 
    ２０２２年度のみ特典で１万円  

<2022年度限定の入会キャンペーン> 

THEGATEで使える1万円商品券を進呈 
※年会費は、情報発信事業の運営コストに全額充てます。  

  
 
 
無料 

 
 
 
  
 
年会費 15万円/１口(１口以上) 

〇対象 
 ⑴主たる事業がアウトドアに関すること、 
  またはアウトドアに関する事業を行っていること。 
 ⑵主たる営業所が、福井県内にあること。 
 

〇入会時の提出物 
 会則（規約）及び事業概要。 
 会則(規約)がない方は事業概要のみ提出。 
 

〇対象  
 本会の目的に賛同した個人または団体 
 (アウトドアが趣味、協会の活動を応援したい個人等) 

〇入会時の提出物 
 なし 
 

〇対象 
 本会の活動の趣旨に賛同した県外の事業者やアウトドア事業者以
外の個人または団体 
 

〇入会時の提出物 
 なし  

○会員メリット 
 ⑴公式ＨＰへの情報掲載 
 ⑵公式SNSアカウントへの情報投稿 
 ⑶本会の企画やイベントへの参加優先 
 ⑷入会者への定期的な情報発信(ＬＩＮＥ) 
 ⑸情報交換会への参加 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【正
会
員
】 

【準
会
員
】 

【賛
助
会
員
】 

■任意団体として運営を行います。正会員での入会には理事の承認が必要となります。 
 

〇会員メリット 
 ⑴ 講習会やセミナー、イベント開催の連絡 
  (ＬＩＮＥ) 

〇会員のメリット 
 ⑴上記正会員と同様のメリット 
 ⑵公式ＨＰ・ＳＮＳでの広告 
  
 



■発信についてHP  
 ①体験ページ案 



■発信についてHP  
 ②ショップページ案 



■発信について HP 
 ③施設ページ案 



■発信について ＳＮＳ 

■ＳＮＳ アウトドア好きにプッシュ発信！ 
 
・主にＩｎｓｔａｇｒａｍにて情報を発信致します！ 
 
・まずは２０２３年３月までにフォロワー5,000名を目指します。 
 
・アウトドア好きに簡単にいつでも情報発信できるツールを持つことで、 
 会員の情報の発信力を高めます！ ※Facebookの運用も行います。 
  
・会員にはアカウントの権限をお渡ししますので自由に広報できます。 
※投稿はアウトドアに関係する情報だけとし、万が一内容が沿わない場合は削除させていただく場合がございます。  

 

SUP体験ツアー 
予約開始 

今年度営業開始の 
お知らせ 



■今後の事業案 一部紹介 

HP「ふくドア」の構築 

令和４年度中に補助事業の獲得を目指す。 
サイトへの誘導として、 
・企画実施の際にサイトへ誘導する。 
・Instagram発信の際にサイト案内を行う。 
・チラシ制作し、県内に設置。等 

SNS「ふくドア」構築 

Instagramアカウントを構築。 
会員は自由に投稿を行える。 
※頻度により制限をかける場合あり。 
会員増として、 
・フォロワーを増やすための「いいね」活動 
・フォロワー特典の実施 
・チラシ制作し、県内に設置。※HPと同じ 

エントリーユーザー向け商品開発 

アウトドアを初めてみたい方向けに各ジャン
ルで体験イベントを実施。 
全体で広報を行い、各ジャンルの需要拡大を
目指す。 
活動支援団体と販売店の連携などを模索。 



■今後の事業案 一部紹介 

総会による 
事業者連携・人脈開拓 

観光客誘客へ 

福井県観光連盟と連携し、観
光客を誘客するための取り組
みを実施致します。 
案 
・県外客向けの企画の実施 
・ツアーの造成 
・HPの県外発信 等 

他業種事業者との連携 

組織が出来ますと、様々な団体、行政、 
企業から連携のご相談が来ます。 
例えば大手のアウトドアメーカーから 
協賛金を頂き企画の実施。 
既存コンテンツの魅力向上のため、 
アウトドア連携したいという業務の依頼。 
行政、企業からのイベント業務の依頼。等 

毎年３月に総会を実施。 
様々な関係事業者、行政、アウ
トドア事業者に興味のある事業
者などが集い親睦会を実施。 
事業者連携のきっかけ、人脈開
拓に繋がります。 



■組織内の連携案 

販売店 
× 

アクティビティ事業者 

アクティビティ事業者がイベン
トを実施する際に、他のアクテ
ィビティ事業者にも出店案内を
出し、コンテンツの魅力を高め
集客を行いやすくする。 
 

販売店同士での共同での広報を実施。 
１店舗で広報を行うのでなく、数社 
で共同広報を行う事で、話題性と発 
信力が高まり広報費が割安になる。 
また、企画をキャンペーンで行う事で 
更なる集客効果が見込める。 

販売店で購入した方に対して 
購入に関係するアクティビティ事業
者のコンテンツのクーポンを渡す。 
  販売店→付加価値向上 
 アクティビティ事業者→集客 

アクティビティ事業者 
× 

アクティビティ事業者 

販売店 
 × 
販売店 



■HP完成記念キャンペーン① 

●目的 
・消費拡大、健康促進、ふくドアの認知向上 

 
●概要 
・２０２２年８月～１０月末(実施期間は各事業者で自由に設定可能) 
・ふくドアのインスタフォロー画面を見せることで特典が付く(特典内容も各事業者で自由に設定可能。) 
・特典は最大二つまで設定可能(①ふくドアインスタフォロー※必須 ②各事業のSNS等登録※任意) 
 

●参加条件 
・８月までに正会員に加盟していること 
・キャンペーンのチラシを配布すること 
・キャンペーンのポスターの掲示をすること 
 

●広報 
・チラシ５万部配布 
・ポスター２００部配置 
・SNS、ふぁみーる、パレットetc 
・新聞、テレビ、ラジオ 
  



■HP完成記念キャンペーン② 

 ●特典の例 
・体験事業者「手ぶらで親子SUP体験」 
特典①300円引き 特典②体験後ジュースプレゼント  
  
・販売事業者「THE GATE」 
特典①10000円以上お買い物で500円割引券進呈  
 
・キャンプ施設「ガラガラ山キャンプ場」  
特典①炭３kg無料進呈 特典②BBQ用野菜プレゼント  
 
・温泉施設「波の華温泉」 
特典①ドリンク進呈  

 

チェックを 
入れて検索 



体験 

【手ぶらでキャンプ体験】 

持ち物はなにもいりません。子供から大人
まで気軽にキャンプを楽しめます。 
この体験はキャンペーン対象です。 
期間８月～９月  
特典３００円割引 

詳細→ 

【親子でSUP体験】 
インストラクターが丁寧に指導するので親子

で安全にSUPが楽しめます。 
この体験はキャンペーン対象です。 
期間８月中 
特典５００円割引 

詳細→ 

サムネイル 

【○○○○(体験名)】 
○○○○○○○○○○○○(詳細) 

この体験はキャンペーン対象です。 
期間：○○  
特典内容：○○ 

サムネイル 

【○○○○(体験名)】 
○○○○○○○○○○○○(詳細) 

この体験はキャンペーン対象です。 
期間：○○  
特典内容：○○ 

ショップ 

THE GATE 
「THE GATE」は、アウトドア経験の有無にかか
わらず、自然への好奇心を刺激する新しいかた
ちのアウトドア・ライフスタイル・ストアです。 

このショップはキャンペーン対象です。 
期間８月～９月   
特典 １００００円以上お買い物で５００円割
引券進呈 

詳細→ 

本田サイクル 
10メーカーのマウンテンバイクを取り扱っ
ております。即日修理対応いたします。 

このショップはキャンペーン対象です。 
期間９月～１０月  

特典 対象商品購入で盗難防止ロック
プレゼント 

詳細→ 

サムネイル 

【○○○○(体験名)】 
○○○○○○○○○○○○(詳細) 

この体験はキャンペーン対象です。 
期間：○○  
特典内容：○○ 

サムネイル 

【○○○○(体験名)】 
○○○○○○○○○○○○(詳細) 

この体験はキャンペーン対象です。 
期間：○○  
特典内容：○○ 

検索結果一覧 


