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福井をキリトル旅土産 KIRITRIP（キリトリップ）第2弾
北陸新幹線福井・敦賀開業に向け、新パッケージでの販売を開始します
福井県観光連盟は、北陸新幹線 福井・敦賀開業を見据え、より多くの方に福井の魅力に触れていただくため、
とっておきの品物をセレクトしたお土産ブランド「キリトリップ」を展開しています。昨年トライアル販売を実施し、県内外の皆
様よりご好評をいただいたため、第2弾となる商品を12月20日より福井県内を中心に販売開始いたします。
昨年度のトライアル販売では、1か月の限定販売にも関わらず大変ご好評いただき、今年度は菓子類のみならず加工品
などラインナップも豊富に、福井の魅力をたっぷりと詰め込んだ新たなパッケージもご用意しています。旅のおともに、大切な
誰かへのお土産に、キリトリップをぜひお楽しみください。

「キリトリップ」は、県民に人気の土産を統一デザインでブランド化したものです。
「景色をキリトル」「福井の魅力をキリトル」「小分けでキリトル」をコンセプトに、
パッケージのデザインや情報から旅を想起させることで、旅の後も福井での思い
出が蘇るような、手に取った方が福井を訪れたくなるようなお土産です。今年度
のKIRITRIPは、パンフレットに包まれた形のパッケージも登場。パッケージの内面
では、各エリアの「旅のポイント」をイラストを交えてご紹介。お土産を味わいなが
ら、観光ガイドブックのように読んでも楽しいパッケージとなっています。

景色をキリトル
パッケージには県内各地の風景写真
を採用。福井の季節やその土地らし
さが感じられ、手にとった人が足を運
びたくなるような印象的な風景を切り
取っています。

福井の魅力をキリトル
旅が終わった後も福井での思い
出が蘇るよう、商品とともにその土
地の風土やストーリーをご紹介。
食べて美味しく読んでも楽しいお
土産を目指しています。

小分けでキリトル

キリトリップはすべて食べきりサイ
ズ。福井のおいしいものを小分け
にしました。旅のお土産はもちろ
ん、いろんなものをあれこれ食べ
たい時にもぴったりです。

＜報道機関お問い合わせ先＞
公益社団法人福井県観光連盟 観光ネットワーク推進事業部 担当：荒木、内藤 TEL：0776-23-3677

＜各エリア商品一覧＞
福井・永平寺エリア
福井の玄関口である福井市。グルメやショッピングが楽しめる中心街だけでなく、福井城趾や一乗谷朝倉氏遺跡などの歴史ス
ポット、足羽山や越前海岸などの自然も楽しめます。お隣の永平寺町では曹洞宗の大本山「永平寺」を筆頭に、“禅の里”として
多くの人たちを魅了しています。

ひめほたる

ソースカツ丼専用ソース

羽二重餅

お市そば

生チョコサンド

坂井・あわらエリア
福井県の北部に位置する坂井・あわらエリアは、「東尋坊」や
「あわら温泉」、「丸岡城」など北陸を代表する観光地が集ま
る人気スポット。金沢からも近く、旅の拠点としても最適な場
所です。平野部ではさまざまな野菜や果物が栽培され、旬の
味覚も楽しめます。
つまみたら

焼き鯖へしこ

里芋あられ

恐竜っ子

眼鏡堅パン

山うに豆

玄米珈琲

奥越エリア
福井県の東部、大野市・勝山市からなる奥越エリアは、世
界最大規模の福井県立恐竜博物館や400年以上続く大
野の城下町など、子どもから大人まで年中楽しめる人気のエ
リアです。冬は雪深く、美しい山々から流れる雪解け水と、豊
かな大地から育まれるお米や野菜は絶品です。

丹南エリア
丹南エリアは、鯖江市・越前市・越前町・南越前町・池田町
の5市町からなる地域。メガネや越前和紙、越前漆器などの
伝統産業が息づく一方、日本海の海の幸を堪能できる漁師
町や山に囲まれた林業の町など、さまざまな魅力が楽しめるエ
リアでもあります。
インスタントみそ汁

敦賀・若狭エリア
敦賀・若狭エリアは、福井県の南西部に位置する若狭湾沿岸の地域。敦賀市街地のレトロな港町の景観や三方五湖、ブルー
フラッグ認証の若狭和田ビーチ、 国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されている熊川宿など見どころが多く、新鮮な海の
幸も楽しめます。

紅ずわいかに缶

こんぶ飴

若狭おばまの
醤油干し

※若狭梅アソートもご用意しております。
※各商品の詳細はホームページをご覧ください。

豆らくがん

レモンケーキ

純米醸造酢
壺乃酢

＜販売店舗＞※12月20日より販売予定、販売店によって開始・終了時期が異なります
○JR福井駅ハピリン内「かゞみや」
○ JR福井駅ハピリン内「福福館」
○ 「オレポステーション」北鯖江パーキングエリア上り店
◎ ・・・今年度より販売

◎東尋坊「七福屋」
◎JR敦賀駅交流施設オルパーク
◎福井 あわら温泉 旅館 まつや千千
◎道の駅 南えちぜん山海里
◎北陸自動車道「南条サービスエリア」

アンケートプレゼントキャンペーンも開催！
（１）期間：2021年12月20日（月）～2022年2月28日（月）
（２）応募方法
各販売店に設置するチラシのQRコード、もしくは（公社）福井県観光連盟ウェブサイト「ふくいドットコム」
内の「キリトリップ」特設ページに掲載するアンケートフォームから、「キリトリップ」に関する意見・感想を投稿
（３）プレゼント対象者
2022年2月28日（月）までに投稿いただいた方の中から抽選で計50名様に以下の景品をプレゼント
（４）プレゼント景品

キリトリップどれか２商品
５名様

福井の伝統工芸セット
（越前和紙メモパッド＋若狭のお箸）
２５名様

ホームページ ： http://www.fuku-e.com/kiritrip
インスタグラム ： ＠kiritrip_fukui
フェイスブック ：@kiritripfukui にて
キリトル福井の情報を随時お届け中！

マスクセット
（マスクケース2種＋かにマスク）
２０名様

キリトリップホームページ
はこちらから ➡

※取材申込について
取材を希望される場合は、事前に（公社）福井県観光連盟【0776-23-3677】内藤までご連絡をお願いします。
なお、以下のスケジュールで各販売店舗に担当者が駐在しますので、店舗での取材が可能です。
日時

場所

12月20日（月）8:30～12：00

道の駅「南えちぜん山海里」・北陸自動車道南条SA

12月20日（月）14：00～15：30

かゞみやハピリン店

12月20日（月）15：30～17：00

福福館ハピリン店

12月21日（火）9：00～10：00

あわら温泉まつや千千

12月21日（火）10：30～11：30

東尋坊七福屋

12月21日（火）13：00～14：00

オレボステーション北鯖江PA上り店

12月21日（火）15：00～16：00

JR敦賀駅交流施設オルパーク

令和３年１２月１３日
報道機関各位
公益社団法人 福井県観光連盟
担当：荒木、内藤
電話：0776-23-3677
E-mail：info@fuku-e.com

福井をキリトル旅土産「KIRITRIP（キリトリップ）
」第２弾の販売
を開始します！
（公社）福井県観光連盟では、北陸新幹線福井・敦賀開業を見据え、より多くの方に福
井の魅力に触れていただくため、昨年度、とっておきの品物をセレクトしたお土産ブラン
ド「キリトリップ」を開発しました。
「キリトリップ」は県内各地のお土産を小分けサイズにし、パッケージに福井の印象的
な風景写真をデザインした、福井のお土産新ブランドです。
その第 2 弾となる商品を令和 3 年 12 月 20 日（月）から福井県内 8 店舗にて販売開始い
たします。今年度は、昨年度販売した菓子類に加工品類を加えラインナップも豊富に、福
井の魅力をたっぷりと詰め込んだ新たなパッケージも追加しています。
今年度の販売を経て、来年度は県内でのさらなる販路拡大や県外でのトライアル販売、
「キリトリップ」に関連したツアーの造成などを予定しています。

記
１

販売期間
令和 3 年 12 月 20 日（月）から 2 か月程度（販売店舗によって終了時期は異なります）

２

販売店舗
・かゞみやハピリン店（1 階） 福井市中央 1-2-1/8:30～19:00/無休
・福福館ハピリン店（2 階） 福井市中央 1-2-1/10:00～22:00/無休
・オレボステーション北鯖江 PA 上り店 鯖江市下河端町 86-2/24 時間営業/無休
・東尋坊七福屋 坂井市三国町東尋坊/9：00～17：00/不定休
・JR 敦賀駅交流施設オルパーク 敦賀市鉄輪町 1-1-19/9:00～17:00/無休
・あわら温泉旅館まつや千千 あわら市舟津 31-24/7:00～11:00、15:00～22:00/無休
・道の駅南えちぜん山海里 南越前町牧谷 39-2-2/7：00～22：00/無休
・北陸自動車道南条 SA 南越前町下牧谷 39/24 時間営業/無休

３

昨年度からの変更点
●販売店舗を 8 店舗に拡大
土産品店だけでなく、道の駅やサービスエリア、パーキングエリア、温泉旅館売店や JR
駅構内売店など、福井観光のタッチポイントとなる店舗に範囲を広げました
●商品ジャンルを菓子類 10 商品と加工品類 10 商品の計 20 商品に拡大
昨年度は菓子類のみでしたが、海産加工物やインスタント食品、缶詰、調味料など商品
ジャンルが充実しました
（R3 年度追加販売商品の一部）

焼き鯖へしこ

紅ずわいがに缶

ソースカツ丼専用ソース

インスタントみそ汁

●福井の情報を詰め込んだ新しいパンフレット型パッケージを採用
県内各地のお土産を、各エリアの観光情報盛りだくさんのパンフレットで包んでいます。
観光情報は、カラフルで温かみのあるイラストとともに紹介しています。

広げると…

４

アンケートプレゼントキャンペーン

（１）期間 令和 3 年 12 月 20 日（月）～令和 4 年 2 月 28 日（月）
（２）応募方法
各販売店に設置するチラシの QR コード、もしくは（公社）福井県観光連盟ウェブサ
イト「ふくいドットコム」内の「キリトリップ」特設ページに掲載するアンケートフォ
ームから、「キリトリップ」に関する意見・感想を投稿
（３）プレゼント対象者
令和 4 年 2 月 28 日（月）までに投稿いただいた方の中から抽選で計 50 名様に以下の
景品をプレゼント
（４）プレゼント景品
・「キリトリップ」いずれか 2 商品 5 名様
・福井の伝統工芸セット（越前和紙メモパッド＋若狭のお箸）
・マスクセット（マスクケース 2 種＋かにマスク） 20 名様
５

25 名様

取材申し込み
取材を希望される場合は、事前に（公社）福井県観光連盟【080-3046-3004 もしくは 077623-3677】内藤までご連絡をお願いします。
なお、以下のスケジュールで各販売店舗に担当者が駐在しますので、店舗での取材が可
能です。
日時

６

場所

12 月 20 日（月） 8:30～12：00

道の駅「南えちぜん山海里」・北陸自動車道南条 SA

12 月 20 日（月）14：00～15：30

かゞみやハピリン店

12 月 20 日（月）15：30～17：00

福福館ハピリン店

12 月 21 日（火） 9：00～10：00

あわら温泉まつや千千

12 月 21 日（火）10：30～11：30

東尋坊七福屋

12 月 21 日（火）13：00～14：00

オレボステーション北鯖江 PA 上り店

12 月 21 日（火）15：00～16：00

JR 敦賀駅交流施設オルパーク

その他
キリトリップの詳細は、以下のホームページまたは SNS アカウントをご参照ください。
・（公社）福井県観光連盟ウェブサイト「ふくいドットコム」内の「キリトリップ」特設
ページ ： http://www.fuku-e.com/kiritrip
・Instagram アカウント名 ： ＠kiritrip_fukui
・Facebook アカウント名 ： ＠kiritripfukui

７

問い合わせ先
（公社）福井県観光連盟

0776-23-3677

【参考】
１ 「キリトリップ」事業目的
・2024 年春の北陸新幹線福井・敦賀開業に向けて、福井のお土産がより魅力的なものとし
て多くの消費者に選ばれるようにするため、パッケージ開発から販売に至るまで、デザイ
ン思考を取り入れ、人気土産をリデザインすることを目的とする。
２

「キリトリップ」コンセプト
（１）「景色をキリトル」
県内各地の、福井の季節やその土地らしさが感じられ、手にとった人が足を運びた
くなるような印象的な風景写真をパッケージにデザイン
（２）「思い出をキリトル」
お土産を買った人ももらった人も福井を感じられるよう、福井のパッケージデザイ
ンにその土地の風土やストーリー、名物などを紹介
（３）「小分けでキリトル」
旅のお土産としてはもちろん、いろんなものをあれこれちょっとだけ試すことので
きる小分けサイズの商品を展開

３

昨年度の「キリトリップ」事業概要
（１）ブランド立ち上げ
・既存の旅行客に加え、新たな福井のファンとなる 20 代～30 代女性層をメインター
ゲットに県民に人気の土産を統一デザインでブランド化
（２）商品選定・パッケージ作成
・県内の幅広い分野で活躍する女性インフルエンサーによる商品審査会にて、菓子類
全 20 種類を選定
・パッケージデザインには、代表的な観光地だけでなく、路面電車のレトロな風景や、
越前和紙、眼鏡などの伝統工芸品に関する風景など女性の関心の高い写真も選定
（３）トライアル販売
・県内 3 店舗（※）で 1 ヶ月間販売（2020 年 12 月 15 日～2021 年 1 月 14 日）
（※）かゞみやハピリン店（1 階）、福福館ハピリン店（2 階）、オレボステーション
北鯖江 PA 上り店

