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 令和４年９月１４日 

報道機関各位 

 

 

 

 

 

福井県公式観光サイト「ふくいドットコム」上で 

体験コンテンツおよび福井のお土産の販売を開始します！ 

 

 

（公社）福井県観光連盟では、本日より福井県公式観光サイト「ふくいドット

コム」上に観光事業者が商品販売できるプラットフォームを構築し、体験コンテ

ンツの予約や福井のお土産の販売を開始しました。 

 

「ふくいドットコム」の訪れた訪問者は、ホームページ上に新たに設置した「オ

ンライン体験予約」ボタンを通じ、体験コンテンツの予約・決済を行うことや、

「福井県のおみやげお取り寄せ」ボタンにより特産品等を購入することが可能と

なりました。 

 

８月の福井県公式観光サイト「ふくいドットコム」は、過去最高の閲覧者数と

なり、北陸新幹線福井・敦賀開業等に向け注目が高まっております。当連盟では、

のこの集客力を活用して「ふくいドットコム」上で商品販売ができる機会を提供

していきます。 

８月の閲覧者は３５万人、ページビュー数は１００万を超え、過去最高を更新。 

（前年度同月：月間閲覧者２０万人、ページビュー数４３万） 

 

また、当連盟では、今後「ふくいドットコム」上で体験商品の予約販売、お土

産品の販売を希望する事業者向けに、９月２０日にオンライン説明会を実施しま

す。 

 

当連盟は「ふくいドットコム」および商品販売プラットフォーム運用を通じ、

観光事業者等のインターネットによる販路拡大・販売力強化・新商品の

開発を支援するとともに、そこで得られる予約・購入データを元にリピータ

ーやファン獲得のためのマーケティングを展開していきます。 

今後も、質の高いコンテンツや商品の開発および販売プラットフォームへの

商品登録を促しながら、「稼ぐ」観光地地域づくりを推進していきます。 

 

 

 

公益社団法人 福井県観光連盟 

担当：佐竹、野路、吉川 

電話：0776-23-0182 

E-mail:info@fuku-e.com 
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記 

 

１．掲載先 

福井県公式観光サイト「ふくいドットコム」 

URL：https://www.fuku-e.com 

  ・トップページヘッダー、フッター部分から専用 LPへ誘導 

   ・ヘッダー部分のメニューバー「体験」「お土産」から専用 LPへ誘導 

 

 

 

（参考）ふくいドットコム アクセスデータ 

https://www.fuku-e.com/feature/detail_266.html 

  福井県観光データ分析システム「FTAS（FUKUI Tourism data Analyzing System）」に

て、ふくいドットコムの Googleアナリティティクスのアクセスデータを公開。 

 

 

２．登録事業者、商品について（別添資料参照） 

（１）体験アクティビティ ７社、１１コンテンツ 

・着地型観光タクシープラン（あわら温泉発着果物狩り） 

・日帰り、宿泊バスツアー（敦賀駅発着、寺社めぐり） 

・福井の街歩きプラン（福井駅前発着オーダープラン） 

・食の体験プラン（蒲鉾づくり体験） 

・自然体験プラン（星空観察、海釣り体験） 

・寺社体験（御朱印帳づくり、写経体験） 

 

（２）福井のお土産   １５社、３７アイテム 

  ・恐竜関連商品（恐竜発掘プリン、恐竜のカヲリがするコーヒー 等） 

・福井の誇る特産品（永平寺そば、羽二重餅、水ようかん、酒饅頭 等） 

・福井の発酵食品（へしこ等） 

・伝統工芸品（笏谷石、越前和紙を使用した商品） 

・福井の農産物加工品（いちごジャム等） 

  ・福井の地酒                     等 

 

   

３．事業者登録のための説明の開催 

商品は順次、新規追加していきます。 

引き続き、観光事業者向けに TXJシステムの登録に関する説明会を開催します。 

日 時：第６回 令和４年９月２０日（火）17:00～19:00（オンライン開催） 

講 演：Tourism Exchange Japan 代表 村木智裕 

 

https://www.fuku-e.com/
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（１）システム概要説明 

（２）質疑応答 

申 込：右記フォームから、説明会に申し込めます。 

 

 

４．本件の取り組みに対する問合せ先 

  （公社）福井県観光連盟 担当：吉川 

電話：090-6274-1636 



福井エリア全体の共有プラットフォーム構築について

２．事業者支援 （体験、物販事業者）
・福井県の観光に興味があるユーザーにリーチでき、１回のサイト訪問で販売まで結びつける事も可能
（ふくいドットコム：月間利用者約35万人、約100万PV…令和4年8月実績）
・観光事業者の初期費用、固定利用料 ¥０（売り上げによる手数料のみで運用）
・海外OTA等、複数の販売チャネルとの在庫管理の連携（将来的なインバウンド対応）
・多言語化（日英仏中(繁））
・QRコードによるオンラインチケット発行可
・購買データ等のマーケティング分析が可能

（公社）福井県観光連盟公式観光サイト「ふくいドットコム」上で予約販売・決済が可能

× TXJシステム

（共有プラットフォーム）

１． TXJシステム構築イメージについて

登録

公益社団法人福井県観光連盟

今回、新しい販売チャネル

（月間35万人閲覧：令和４年８月実績）
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ふくいドットコム上での掲載箇所（導線） ホームページヘッダーヘッダー２箇所

システム構築後、コピペして作成

新たに体験予約
ボタン設置

→P3の体験一覧
表示へ

体験、お土産の
一覧表示のへの
導線を設置
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新たに、体験予約、
おみやげお取り寄せ
ボタンをデザイン・設置

クリックすると、
各商品の一覧ページに移動
体験 P４へ
お土産 P５へ
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ふくいドットコム上での掲載箇所（導線） ホームページフッター１箇所



体験一覧ページ（タイル表示 ）
（今回、新しくページ設置）

【検索機能】
（１）カテゴリー別
①恐竜 ⑤食品づくり体験
②農業体験・フルーツ狩り ⑥自然・スポーツ体験
③漁業体験・魚釣り ⑦乗り物体験
④和ものづくり ⑧歴史・文化体験

（２）日付け
（３）キーワードで検索

【表示方法】
・体験１コンテンツごとに表示（タイル表示）。
・商品はランダム表示となり、掲載順位
は入れ替わる仕様。

体験コンテンツの一覧表示ページ
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福井のおみやげお取り寄せの一覧表示ページ

福井のおみやげお取り寄せ
一覧ページ（リスト表示 ）
（今回、新しくページ設置）

【検索機能】
（１）カテゴリー別
①海産物 ⑤伝統工芸品
②農作物・肉類 ⑥恐竜
③飲料・地酒・洋酒 ⑦加工品
④和洋菓子・スイーツ ⑧アウトドア用品

（２）キーワードで検索

【表示方法】
・店舗ごとに表示（リスト表示）。
（詳細を見る→各商品表示）

・商品はランダム表示となり、掲載順位は入れ替わる
仕様。
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※商品登録順

タイトル 事業者名

1 (日帰りバスツアー)日本最古の神宮寺、氣比神宮寺と お寺街並み散歩

2 (宿泊バスツアー)日本最古の神宮寺、氣比神宮寺と お寺街並み散歩

3 自然＆季節体験タクシープラン（駅、又は芦原温泉宿泊宿までお迎え付き） 京福バス

4 手ぶらで　OK　海釣り体験

5 あわびデコレーション

6 星空ハンモック １部　19：30～     2部 21：00～ ミルク工房奥越前 六呂師 高原の時計台

7 おもてなしガイドと歩くまちなか探訪

8 越前和紙であなただけの御朱印帳づくりと足羽山パワースポット神社巡り

9 笏谷石と写経にふれるひとときを~丹巌洞と瑞源寺を訪ねて～

10 写経体験 大安禅寺

11 蒲の穂作り体験 安田かまぼこ道場

コンテンツ数１１

商品名 事業者名

1

ふくりゅうのたまご

酒まんじゅう

水ようかん

羽二重餅

羽二重きなこ餅

羽二重ショコラ

御菓子司 栄太楼

2 酒盃２点セット（木箱入） FUKUI BLUE

3

越前和紙雑貨グリーティングカード・ハープ華

越前和紙雑貨フォト＆カードスタンド・ハープ若草

越前和紙雑貨LED付フォトスタンド・ハープ紫

工房尚

4
【千鳥苑】秘伝さばのへしこ2L、へしこジャン食べ比べセット

千鳥苑へしこギフトセット
若狭海遊バザール 千鳥苑

5

フクイラプトルワンポイントTシャツ 　男女兼用　恐竜Tシャツ

恐竜珪藻土コースターペアセット

オリジナルミニタオル４種セット

恐竜の専門店　Raptor

6 恐竜入り苔テラリウム【ジュラリウム】製作キット 苔町３丁目moss勝山village

7

純米吟醸 一筆啓上

純米吟醸 蔵の宿

百香果の酒

純米生原酒 鬼作左袋吊り搾り、機械搾り

大吟醸 杜氏一献

超特撰大吟醸 駒ヶ瀬屋

久保田酒造合資会社

8 水月湖年縞ポロシャツ 道の駅三方五湖

9

【越前そば】永平寺そば極　乾麺　ギフトセット

【越前そば】永平寺そば極　手打ち十割生そば

【越前そば】手打ち十割生そば　越前おろしそばセット

10 恐竜発掘プリン

11 生羽二重餅　白・くるみセット マエダセイカ株式会社

12 恐竜飯セット 恐竜渓谷かつやま道の駅

13 恐竜のカヲリがするコーヒー３種セット、単品 Shakespeare and Socrates coffee company

14 八百熊川セレクト 里のもんお届け便 八百熊川ストア

15

トマトジュース

すぱいすケチャップ

やさしいケチャップ

ころころいちごジャム

いちごみるくのもと

こくうまトマトソース

明城ファーム株式会社

アイテム数３７

永平寺門前　井の上

（１）体験コンテンツ

（２）福井のお土産

福井の観光商品オンライン　体験コンテンツおよび福井のお土産登録一覧　　　　　（R4.9.14時点）

JapanTravel

ホテル割烹石丸

福井市観光協会


