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『スワいち』結果まとめ
07 年 3 月 6 日

１、開催日：07 年 2 月 24 日（土）
２、『スワいち』概要
○ 上諏訪、下諏訪、岡谷をつなぎ、イベント同時開催し、広報（マップ）を共有することで、連携効果（相乗
効果）を図る。
○ 『お菓子：をかし（おもしろい）』を共通テーマに据えることでイベントの協調性を魅せる。
○ シャトルバスを運行することで、会場の導線を提供する。
○ 共通テーマだけでなく、このイベントをきっかけに、自分達の住む町をゆっくりと歩き、多くの人たちに地
域の素晴らしさを感じていただくきっかけづくりの機会を提供する。
３、イベント結果
① 会場・出展者（別紙詳細）
、晴山堂
岡谷：2 箇所/商人堂クラフト館（ララ岡谷）
下諏訪：2 箇所/（春屋）7 店舗、リカーハウスナガサキ
上諏訪：１箇所/（旧冨士銀行）17 店舗
② 来場者数
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③バス利用者数
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＊AM10 時から PM17 時まで１車で２往復

大賑わいのバス

バス車内の様子

秋宮参道にて
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⑤来場のきっかけ（情報入手先）
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告知媒体：新聞・雑誌記事、月刊ぷらざ広告、LCV ラジオ広告、テレビ告知、ラジオ出演
ちらし：15000 部（出展者・協力店舗、旅館、一部コンビニ、美術館・博物館にて配布）
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⑦来場者感想
（上諏訪会場）

・短期間でも街がにぎわうことは嬉しいですね。
・街がにぎやかで活気にあふれている。
・思わず菓子に手が出てお茶がおいしい
・数多くやると良いとおもう。もっとアピールが必要
・楽しそうでいいなぁと思います。めったに食べられない和菓子が食べられて嬉しいです。
・子供も楽しかったようで、ぜひ次回も。
もっとたくさんの人に知ってもらいたいです。来てよかった。
・活気があってとても楽しいです。和菓子屋さんの企画がとてもよかった。
・お菓子＝子供ですが、子供が飲めるドリンクがない。
・大盛況ですごい
・楽しかったです。来月も頑張って下さい。
・土曜日とあって今までに無い事で大変良いと思います。
これからも続けて欲しいですね。大変でしょうが。
・バスの間隔が 2 時間はちょっと長かった。
車内が混み合いリカーショップで下車しにくくおつまみが食べられなくて残念。
・お菓子まつり限定の商品があればもっと楽しかった。
・バスがかっこよかった。
・定期的にお願いします。
・あたたかみのある催しだと思いました。
・おいしいお菓子が沢山あって見てるだけでも楽しかった。
・狭い空間で音楽がうるさい感じだった。もっと広い場所で聞きたい。
・お菓子とパンの割合も１：１にしたほうが良かったと思う。
お昼にはパンが無かった。

（リカーハウスながさき）

・酒良し、景色良し、結構でした。
・もう少し暖かい時期にお願いします。
・僕は暮れに老人ホーム「サポートピア諏訪湖」に入居
・「ながさき」さんで御湖鶴を買ったのがご縁で
・追加オーダーをする時だれかいてくれると良い
・諏訪湖を見ながらワイン＆パンは格別でした。
温泉も良かったし、また来たいです。
・温泉でゆっくりと出来たので、諏訪にまた来たくなりました。
長崎酒店さんですごく親切にして頂き、好印象でした。
・子供がいなければもっとゆっくり見られた。
子供がバスに乗れて喜んでいます。
・初のこころみで楽しみに来ました。
・全ヵ所を回りたいのですが、時間が短いです。
意外と多くの人が出てましたね。

・楽しみにして来ました。地元に根付く行事になるといいですね。スワの長い夜などにも協賛できないでしょうか。
・バス待合時間お寄りしたのだが、とても良好。接待を受けて、ワイン等を試飲する。
・ご推薦の仏ワイン・伊ワインお昼の食事前おいしく頂いた。
・楽しいイベントですね。
（下諏訪

春屋）

・もう少し出店数が多いかと思っていた。
・色々なものが一ヶ所で買えて便利だった。
・家族大喜びでした。また企画して下さい。
・おもしろい。もっと周知を
・どれもおいしそうで迷って困るくらい楽しい。またやって下さい。
・まぁ、よかった。
・色んなお菓子屋が入っていて良かった。
・大変良かった。
・はじめて知り、良かった。
・おもしろい。
・寒いけどワクワク楽しい。・
・年に二度くらいあるといい
・春屋さんのお宅を見学したくて来た。
人出が多くてびっくり。日頃も気軽に立ち寄れるようにしたら良い。
・せまい
・雰囲気が買いづらい。店の名前を分かりやすくして欲しい。
・良い企画
・あまいものは食べないが楽しかった。
・諏訪と下諏訪に行きました。しらないお店が沢山あって
見るだけでも面白かったです。
次回もまた廻ってみたいと思いました。今度は岡谷まで間に合うようにまわりたいです。
・見てまわる楽しさがありました。お店の名前だけ知ってても
行った事の無いところが多いので、良い機会でした。
人が多すぎて見難かったりもしたので、見やすい展示を考えて頂ければと思います。
でも人が多い方がにぎやかで良いですけど。
・子供も喜んでつい沢山買い物をしてしまいました。建物も良かったですね。
・各店舗の特色が出ていて面白かった。おいしかったです。

（岡谷会場）

・賛同店の店員がとても気持ちよく対応して下さった。
これから楽しくまわって来たい
・各店の方のやさしさ、親切に感謝。
・ＰＲが少ない。岡谷駅に下り立ったが場所が分からなかった。

・頑張って下さい。
・入った事の無い店に入って新鮮だった。
・ありがたい。
・色々お菓子が買えてよかった。
・場所が分かり辛かった。
・おいしいものが沢山あった。
・ギターの生演奏もありとても楽しかった。おしるこがおいしかった。
・おいしかった。おいしいもの大好きなので、
またこういった企画があったら参加したい。
・今日は寒かったので、あったかいおしるこが胸にしみました。
おしるこは甘すぎず上品なお味。おいしかったです。
・お餅の焼き具合が良い（大きさも○）
・味も良く大変おいしく頂いた。
・旧富士銀行は人が多くてただ疲れた。
もう少し商品の説明ポップを。
秋宮の近くは観光客も入って貰えるような工夫をしたらいいのでは。
企画はとてもよいと思うので。
・このイベントがなければ晴山堂茶寮さんを知らなかったし、
入ることも無かったとおもいます。そういう意味では良い企画だと思います。
餅がとても滑らかで柔らかで甘さも程よく満足しました。ごちそうさま。

風情を楽しみながら品定め（春屋）

ぞくぞくと人が（上諏訪）

お汁粉に舌鼓（岡谷・晴山堂）

縁側でゆっくりと（春屋）

旧冨士 BK は大賑わい（上諏訪）

カウンターで諏訪湖を眺めながら
（リカーハウスながさき）

⑧メンバーからの反省
【全体を通して】
・人が訪れてとても活気に溢れてました。
・みなさんの告知宣伝などがしっかりされていることを実感しました。
・共通のアイコンがあることで
離れた会場でも統一感がありました。
・各会場で、出展者名がわかるサイン、または名札をつける
など合った方がわかりやすかったです。
【マップについて】
トイレポイントの表記をすれば良かった
【旧冨士 BK：４sat 会場】
・会場のレイアウト、回りやすかったし良かったと思います。
お菓子も中身が見える包装が多く、いっぱい並ぶバイキング式は
とても魅力的で楽しかったです。
クーポン券企画、ナイスです。
しいていえば、それぞれのお菓子がどこの店のものなのか
がわかりにくかったのが残念だったかな。
・どこのお店も、その場で食べてもよいサイズ、その場で食べるように
工夫されてて（１個包装：フォーク付きなど）
たくさん買えるようなお気軽価格のものが多くて買いやすかったです。
・コーヒーとても美味しかったです。
・抹茶は飲めなかったのですが、甘味屋の傘の下赤い椅子に座って
着物姿の方がお給仕してらっしゃる姿は、ぐっときました。
演出効果 アリです。
・クラフトに音楽と、お買い物が終わっても、お菓子をほおばってし
まった後も楽しめるのが滞在時間を長くできた秘訣だと思います。
・多くの方が自発的に何かを提案している姿がとてもりりしかったです。
・出展者名の表示が欲しかったです。
【春屋】
・下諏訪は格調高く感じました。ずらっと並んだお菓子屋さんが、

畳で正座されてたからかと思います。

買い物客としては、立ったままお菓子と店員さんを見下ろす姿勢で
いって

買い物をするのに、ややバツが悪く、かと

座ってずりずり進む のも格好悪く、どう中に進んでいいのやら、でした。 買い物客の目線と展示台の高

さにギャップを感じました。
・販売単価が高く、おみやげ向きでしたね。
１店で買うと他の店で買う財布の余裕がなくなる、

という感じでした。

・１０分で全部見るのは難しく、３、４０分あれば堪能できる内容でしたので、奏鳴館や儀象堂の足湯などインフ
ォメーションを声かけ

たりすればグッとサービス感が増したかも。

・お茶のサービスがありましたが
「無料：お自由にどうぞ」などの書き添えがあったら
・会場横付けのバスが、ラクチンで良かったです。
【リカーハウスながさき】
・お店を知る良いきっかけになりました。

手が出しやすかったかも。

・おつまみの品揃えやお酒にまつわるグッズ販売、試食などもあって堪能しました。
諏訪湖が一望できるカウンターは、絶景。
機会があればゆっくりしたいスポットでした。
・お店や出店の方のお人柄が良かった。
【晴山堂】
・バスの中の人達は、ほとんどが降りてお店に。
用がなければ入れないお店でも、こういう機会に
入って連られて買い物するお客さんもいたかと思います。
・この日に限ってサービス価格にしてくれたのは
お得感が増して嬉しかったです。
おせんべいや、和菓子の購入の際少しオマケしてくれました。
【ララ岡谷維新塾商人堂クラフト館】
・バス亭から１番遠い場所にクラフト館があったので
移動１０分で、見てバスに戻るのは落ち着かなかったです。
また、目的の店までに案内サインがないと、

初めて来る人にはわかりにくかったようです。

【バス】
・運転手さんが

とてもユニークな方で楽しいひとときを過ごせました。

イケメン？！の添乗員さんもいて下さって、安心感があり
雰囲気が良かったです。
・次回があるとしたら、
バスの中の移動時間は活用しがいがあると思います。
次の目的地のＰＲやお得情報なんかが
インフォメーションできたらなおいいですね。
飲み物の販売やお昼時間には、ポイント箇所でお総菜の車内販売が
まわってくる、とか。
（今回はあがたさんのライブの告知が貼ってありましたね）
・バス利用者の多いのに驚きました。
バスが新しくて大きいものだったので特別感がありました。
・日常の中の非日常を体感することができ楽しかったです。
時刻表を見て、回る計画を立てること

同じ道でもバスでみる景色だと違ってみえたこと。 同乗者の方の会話、

運転手さんの話など、ハプニングもあったり

“旅”を感じました。

・バスダイヤについては、今回はばっちりだったと思います。
１カ所の滞在時間が１０分または、次のバスを待つ
１時間 30 分

のどちらかで計画をたてる中、

２号車の水澤さんのナビゲーションはナイスでした。

晴山堂で降りて、バスが折り返してくるまでに晴山堂でお汁粉を
４sat から折り返しバスに乗ると

いう案。

【web】
・直前にモデルコースや、おすすめをのせる等
活用すると効果アップになると思う。

堪能 する案。

ながさきさんで一杯飲んで、

