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スキー場産業は設備投資型産業で
年始や２月の三連休などの特定のピ

きていたことに加え、それでも年末

Ｂ：スキー・シーズンとそれ以外

繁閑の差

５月上旬）での週末と平日の

―― 白馬八方尾根スキー場を例にして

あり、稼働率の向上が経営の巧拙に

ーク日には混雑によるサービス低下

のシーズン（グリーン期）の繁

和田 寛

直結するビジネスである。稼働率向

が起きていたことも大きな課題の一

白馬観光開発株式会社 経営企画室長

上に向けた鍵の一つが繁閑の差を小

Ａに関しては３～４年前までは同

閑の差

この点について最近スキー場にお

じ月の中でも日によって最大５～７

つであった。
いてどのような変化が見られている

倍程度のスキー場来場者数の違いが

さくし（＝稼働の平準化）
、来場者数
に比して適切な施設規模を維持する
ことであることは論を待たない。

か、１９９８年（平成 年）長野五輪

取得形態の影響を受けて年末年始や

態を見ると、日本人の画一的な休日

尾根スキー場を例にご説明をしたい。

本最大級のスケールを誇る白馬八方

のアルペンスキーの会場ともなり、日

最大 倍以上の開きがあった。八方

年の月別来訪者数を見ると月単位で

あり（図１）
、Ｂについても白馬村の通

しかし従来の多くのスキー場の実

週末に来場者の多くが集中するため、
リフト、ゲレンデやレストハウスなど
の施設のキャパシティをこの来場者数
に合わせて設計せざるを得ず、結果

尾根周辺には２００前後の宿泊施設
が存在するが、この繁閑の差は宿泊
施設にも大きな影響を与えてきたし、
稼働率を大きく変化させる要素

労することも大きな課題であった。

通年雇用が増やせず、雇用確保に苦

スキー場もグリーン期の低稼働から
はいくつかあるが、この中でも白馬

これに対し、白馬ではエリアを挙

白馬八方尾根スキー場
での実態と取り組み

さらに、来場者の多い日のその数

エリア、白馬八方尾根スキー場では

げて以下のような取り組みを進めて

として平日の稼働率が大幅に落ち込

を短時間で「さばく」ことに重点が

２つの繁閑の差が課題となってきた。

きており、徐々に平準化の兆しも見

む形となってきていた。

置かれてきた結果、必ずしも上質と

Ａ：スキー・シーズン（ 月下旬～
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2014／02／28

2014／02／14

2014／01／31

2014／01／17

この時期で見た場合、来場者数が
最も多い日と少ない日の差が、
日本人では７倍、外国人では2.5倍

図１ 白馬八方尾根スキー場日別来場者数（13-14シーズン）

資料：白馬観光開発株式会社
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は言えないサービスが中心となって
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2014／01／03

0
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ア全体で外国人スキー客の誘致を積

ここ５～ 年ほどの間に白馬エリ

インバウンド・スキー客の誘致

ニセコ・エリアと比べて「日本文化が

人気の秘訣であり、国内で先行した

単にパウダースノーが楽しめるのも

いる。日本特有の豊富な積雪量で簡

価に楽しめることが高く評価されて

のスキー場より時差もなく、より安

る日も生まれてきており、リゾート全

者の過半数を外国人スキー客が占め

１～２月の平日のスキー場の来場

されているようだ。

ーストラリアからのお客様には評価

セスがしやすい」といったことも、オ

えてきている。

極的に進めており、来場者数が大き

体の活性化につながっている（写真１）
。

査結果を見ると、外国人スキー客は
ることが分かっており、平日の稼働

層にシフトする中、白馬八方尾根ス

国内スキー人口の分布が高い年齢

一度来場すると平均 日程度滞在す
率向上に大きく貢献している（図２）
。

高齢・ヘビーユーザー割合の増加

楽しみやすい」
「東京、京都へのアク

写真２ シーズン券保有者向けに開始した
ラウンジサービス

写真提供：八方尾根開発株式会社

く増加している。当社のアンケート調

写真提供：Hakuba Valley事務局

キー場でも ％前後のお客様が 歳

（チケット発券枚数ベース：09-10シーズン＝100として指数化）
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国内スキー人口の減少と裏返しだ

グリーン期の来場者割合の増加

い評価もいただいている（写真２）
。

ウンジの新設などを行っており、高

られるようシーズン券保有者向けラ

ヘビーユーザーの満足度をより高め

白馬八方尾根スキー場ではこうした

券購入者の割合も増加傾向にある。

も多く、全来場者におけるシーズン

ズン券を購入していただけるお客様

化に寄与する形となっている。シー

ーユーザー」であり、稼働率の平準

の多くは年間滑走日数の多い「ヘビ

以上となっている。こうしたお客様

15

2015/10/02 18:54

227観光文化特集4.indd 21

10

現在の外国人の主力であるオース

写真１ 白馬ならではの絶景と豊富なパウダー
スノーを楽しむ外国人たち
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10

トラリア人からは、北米・ヨーロッパ

図２ 白馬バレーの外国人スキー客数

図３ 白馬八方尾根スキー場における需要平準化の進展状況
（最大5日間平均と最少5日間平均の比較）

（%）

が、白馬エリア全体を見てもグリーン
期に来場されるお客様の割合が徐々
に高まってきており、 年代には

30

に占める割合は、 ％近くまで増加

％弱だったグリーン期の年間来場者

90

今後の可能性と課題

さらなる平準化に向け、いくつか

とをアピールしたりすることで、より

設けたり、長期間紅葉が楽しめるこ

設してさまざまなアクティビティを

北尾根高原に日帰り温泉施設を新

している。スキー場としても場内の

２０１３～２０１４シー ズンか ら、

重 要 課 題 の一つで あ る。この た め、

トや口コミ増加につなげることは最

の魅力を継続的に向上させ、リピー

長期滞在外国人スキー客にとって

インバウンド・スキー市場の深耕

の鍵となる方向性が見えてくる。

多くのグリーン期の来場者をお迎え

白馬エリアの のスキー場が集まり

こうした取り組みを通じ、繁閑の

見えてきた平準化の兆し

格化している。 スキー場を合わせ

強化、共同プロモーションなどを本

「 HAKUBA VALLEY
」を立ち上げ、
共通券化の推進やスキー場間の連絡

する体制を整えている。

差は徐々に縮まりつつある。同月の

10
若干の減少傾向にある一方、最も少

間の平均来場者数は横ばいもしくは

中で見ても、来場者が最も多い５日

れば長期滞在者にとっての大幅な魅

り、今後さらにインフラ整備を進め

ると日本最大のスキーリゾートとな

総来場者数が年間来場者に占める割

逃せないのは２０２２年（平成 年）

ることも不可欠だ。前者でやはり見

を図る一方、ブランド力を向上させ

また、潜在性の高い市場への拡大

力向上となるだろう。
増加している。

ない５日間の平均来場者数は確実に

10
合もここ５年ほどの間に ％台前半

シーズンの来場者数上位 日間の
10

から ％にまで落ちてきており、平

20

準化が進んできていることの証左と
も言えよう（図３）
。

場である。白馬八方尾根スキー場も

かりの中国をはじめとしたアジア市

の北京 冬季五輪開催が決定したば

34

ピーク日の来場者数は
横ばい～低下する一方、
ボトム日の来場者が増加

60
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資料：白馬観光開発株式会社
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写真３ 中国・密苑雲頂楽園との友好交流
調印式の模様

北京五輪のスキーのメイン会場とな
る河北省のスキー場密苑雲頂楽園と
の友好交流提携を本年４月に締結し
たところである（写真３）
。これも活
用しつつ、成長期待の高いアジア市
場の深耕を進めていきたい。
後 者 に 関 し て は、 本 年 ６ 月 に
（ カナ ダ ）や
Whistler Blackcomb
（米国）などの世
Aspen Snowmass
界的に著名なスキーリゾートのみで
構成された「 The Mountain Collec-

ていく考えである。

景にさらなるブランド力向上を進め
よう。

とにシフトしていくことが求められ

シーズン内での平準化が進めば仮に

かせない取り組みである。スキー・

供し、ヘビーユーザーを中心とした

応して魅力的な施設・サービスを提

国内のお客様のニーズの変化に対

「顧客ロイヤルティ」の継続的向上

（写真４）
。こうしたサービスを今後

近 年この人 気 が 高 まってきている

フルサービスのレストランがあるが、

けではなく、素晴らしい眺望を誇る

カフェテリア方式の大型レストランだ

減少時代の地域社会が抱える課題の

キー場も通年雇用が拡大でき、人口

ン間の平準化が進めば宿泊施設もス

とっても快適性が向上する。シーズ

施設容量を抑えられるし、お客様に

同じ来場者数でも今後整備が必要な

リピーターと口コミを増やしていく

どう拡充させるかも今後の課題の一

白馬八方尾根スキー場上部には、

ことが重要である。このためには休

つであろう。

スキー場、リゾートとして上記の

解決に近づくこともできよう。

日に集中する来場者数を「さばく」
提供から、多様化するニーズに対応

具体的に今後強化しようとしてい

グリーン期のさらなる需要の拡大

積極的なバックアップも是非とも期待

散取得の推進など行政や各企業の

くことは当然ではあるが、休日の分

ような取り組みをさらに推進してい

する多様性を持った施設・サービス

る取り組みの一つとしては、海外で

ことを主眼とした画一的なサービス

提供を通じて「おもてなし」するこ

和田 寛（わだ ゆたか）
１９７６年東京都生まれ。白馬観光開発（株）
経営企画室長。農林水産省（課長補佐）
、ベイン・
アンド・カンパニー（ プ リンシパル ） を 経 て、
２０１４年より長野県白馬・小谷エリアで白馬
八方尾根スキー場、白馬岩岳スキー場、栂池高
原スキー場の３スキー場の運営に携わる白馬観
光開発（株）に入社。東京大学法学部学士。 Duke
大学経営学修士（ＭＢＡ）
。

（わだ ゆたか）

したい。

稼働平準化はスキー場にとって欠

平準化を目指す意味

要な取り組みの一つである。

てもらえるようにしていくことも重

の絶景をグリーン期にも楽しみに来

いる。インバウンド客に北アルプス

などを始めており、人気も出てきて

ＭＴＢコースを新設してガイドツアー

年からお隣の白馬岩岳スキー場では

（ＭＴＢ）の国内での浸透がある。今

は根強い人気があるマウンテンバイク
写真提供：白馬観光開発株式会社
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」から、 HAKUBA VALLEY
が
tive
日本で唯一のパートナーとなること
写真４ スキー場内のフルサービスレストランから
の眺望
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が承認され、仲間入りをすることに
なった。こうした世界的な認知も背

写真提供：白馬観光開発株式会社

