
犬山城下町お土産企画プロジェクト
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　ゼネラルリサーチ株式会社と株式
会社 PR　TIMES が行ったお土産調査
のデータをまとめた。２つのデータ
からお土産を買う際、商品自体の特
別感よりも旅行してきたという事実
がわかる商品や賞味期限の長さ、個
包装になっているかという点が求め
られることが分かる。

1-3 企画目的・協同組織

1-4 スケジュール1. はじめに

⒉日本のお土産に関するデータ収集

2-1 お土産に関するデータ

1-1 犬山城下町について

　愛知県の北端に位置し、木曽川が濃尾平野へ
と流れるところにあり、交通や物流、政治の要
所として栄えてきた。現在も江戸時代とは変わ
らない町割りがそのまま残り、江戸から昭和ま
での歴史的な建築物が立ち並んでいる。インス
タグラムで若者による投稿数も多く、食べ歩き
の様子が多く発信されている。

1-2 犬山のお土産について

　上記のように犬山城下町はインスタ映えを狙
った食べ歩きグルメが充実し、若者にも人気の
場所となっている。しかし、お土産を調べると
パッケージは昔ながらのもので、若い世代が魅
力に感じるお土産や、外国人向けのお土産が少
ないと感じた。

　犬山を観光・エンターテイメントで盛り上げ
ていきたいという株式会社遊猿地の協力のもと、
犬山ならではの新しいお土産を企画・提案し、
最終的に販売を行う。

犬山の食べ歩きグルメ

　５月に日本のお土産の特徴や必要な要素について調べ、６月にお土産
の案を１０パターンほど提案した。遊猿地との打ち合わせを行い、その
中から古墳・桃太郎にテーマを絞り、最終的に桃太郎を使ったお土産に
決定した。10 月から完成に向けて作業を進め、1月に販売を開始した。

ゼネラルリサーチ PR　TIMES
他人へのお土産に求める
ポイント

1 位 ご当地ロゴ 
53.1％

2 位 限定品・コラボ商
品 20.1％

3 位 賞味期限の長さ 
14.6％

4位詰め合わせ
7%

5位商品の紹介文がある
5.2%

お土産を選ぶ時に重視
するポイント

1 位 味がおいしそう

2 位 旅行先の名物や名
産である

3 位 旅行先の雰囲気が
ある

4 位 賞味期限が長い

5 位 個包装

提案から販売の流れ （株）遊猿地等との打ち合わせ

5月
6月
7月
8月
9月
10 月
11 月
12 月
1月

a日本のお土産調査

bお土産の案を１０パターン提案

c古墳・桃太郎に絞った提案

d桃太郎きび団子に決定

e手ぬぐい制作

f 磁石づくり／販売

A：１回目 ZOOM打ち合わせ

B：２回目対面打合せ／犬山城下町視察

C：3・４回目 ZOOM打ち合せ

D：高田屋製菓打ち合せ　E：名東紙工打ち合わせ
E：５回目 ZOOM打ち合わせ

犬山城

犬山のお土産

調査日：2018 年
調査人数：1195 人 

調査日 :2018 年
調査人数：1502 人



３. 企画の検討2-2 日本の既存のお土産調査

観光地のお土産を中心にお土産を調査した（食べ物と食べ物以外で分ける）。
Googleで人気のお土産、女子人気、インスタ映え、おしゃれ等のキーワード
で検索。私たち（女子大生目線）で魅力に感じたもの、もらったらうれしいと
思ったものを厳選し、食べ物102個、食べ物以外30個を整理した。
魅力に感じたものとして、
① 食べ終わった後も今後の生活で生かせる工夫がある
② デザイン性がある（カラフル・シンプル）
③ ダジャレやアイデア自体が新しく面白い
④ 海外の観光客に人気がありそう
4つの基準で選んだ。
選んだお土産ひとつひとつを6つの項目で評価し、◎（とても当てはまる）
〇（当てはまる）×（当てはまらない）で評価・整理した。

日本の既存のお土産調査をしたところ、４つの特徴が見られた。

・個包装になっているものが多い

・鮮やかなものは写真を撮って SNS に

　アップしたくなる

この打ち合わせでターゲットは外国人観光客と若い女性に決定した。外国
人の富裕層をターゲットにしたホテルが開業予定なので外国人の目に留
まるお土産、若い女性観光客に魅力を感じてもらえるお土産、犬山の人た
ちは城や古墳などの歴史を財産だと考えるため、歴史や犬山らしさを絡め
たお土産を目指すこととなった。

3-1 打ち合わせ（１回目）A

3-2お土産の検討 b

お土産調査の結果も踏まえて、4 つの項目に分けてお土産の提案をした。
① 歴史・景観案
（前方後円墳、犬山城、木曽川鵜飼、犬山祭り）
② げんこつ飴案

3-3 打ち合わせ（2 回目）B 

犬山ではまだ誰も本格的に扱っていないことから
「桃太郎」をテーマにしてお土産提案を進めていく
ことに決定した。 

③ 桃太郎モチーフ案
④ 食べ物以外の案

４. 企画案の決定

3 章のお企画案の検討を踏まえて、お土産のデザインは桃太郎、中身はきび
団子、パッケージは後で使えるというコンセプトに決定した。

4-1デザイン　桃太郎 

【犬山の桃太郎伝説】 
桃太郎が生まれた桃が流れていた川が、愛知県犬山市の木曽川であるとい
う伝説がある。このことから犬山市は桃太郎生誕の地とされているものの、
その認知度は岡山の方が高く、犬山市の名前はあまり知られていない。

・パッケージにその県らしさを表している

・SNS のハッシュタグを使って知名度を

　上げていく方法もある

一部抜粋

打ち合わせの様子



4-2 中身　きび団子

4-3 パッケージ　外装の有効活用

桃太郎神社とコンクリート像

【桃太郎神社のコンクリート像】 
　“鬼退治を終え、お さんとお婆さんが亡くなると、桃太郎は山に入って姿
を消す。その山は次第に桃の形に変わってきたことから桃山と呼ばれるよう
になり、村人が桃太郎を祀るために造った”とされるのが「桃太郎神社」であ
る。現在、「桃太郎神社」にはコンクリート作家
の浅野祥雲氏が作成した個性的な桃太郎キャ
ラクター達のコンクリート像があり、魅力的な
観光スポットとなっているものの、こちらの認
知度も低い。そこで、犬山市の桃太郎の魅力
を向上させるため、桃太郎神社のキャラクター
をモチーフにしたお土産の提案を行うことに
決定した。また、遊猿地が桃太郎神社に交渉
を行いキャラクター使用の許可を得た。

【既存のきび団子の試食】 
　現在、犬山市で販売されているきび団子は「有限会社高田屋製菓」と「株
式会社 厳骨庵」で製造されている。きび団子は大袋入りで、“短期間で食べ
きるには多い”といった声が上がった。特に訪日外国人はお土産を購入する
際に “個包装であるか”を重視する傾向がある。よって、現在のきび団子は
お土産用として購入しづらいのではないか、と考えた。

【D：高田屋製菓での打ち合わせ】 
　犬山市できび団子を製造している 2 社のうちの 1 社である高田屋製菓で
打ち合わせを行った。そこでは、お土産としても観光客が気軽に購入できる
よう、きび団子を８個程度としたお土産の提案を行った。

【化粧箱と手ぬぐいの有効活用】 
　きび団子を食べた後、箱をただ捨ててしまうと、お土産が手元に残らず、
犬山への観光の意識も薄れてしまう。そこで、きび団子パッケージに以下の
提案を行う。
①化粧箱をインテリアとしてコレクションできるようにする。キャラクターの
手足を出せるような加工を施すことで、コレクション性を高め、様々なデザイ
ンのお土産の購買意欲を促す。
②化粧箱を手ぬぐいで包む。手ぬぐいは、犬山にゆかりのあるデザインを２
種類制作し、客が自由に選んで購入できるようにする。
【E：名東紙工での打ち合わせ】 
　パッケージに「切り抜き」の特殊な加工を行うため、紙に折りや抜きなど
の特殊な加工を行っている、名古屋市の名東紙工株式会社で打ち合わせを
行った。また、印刷については名東紙工と取引のある株式会社モリカワにて
行うことを決定した。

【犬山市のきび団子の歴史】 
　犬山市のきび団子は、桃太郎神社にち
なんで考案されたお土産で、自家製きな
粉の風味が活きるやわらかな食感が持ち
味である。

きび団子の外装（左）・中身（右）

キャラクターのイラスト

猿 犬 キジ 桃太郎 鬼



手ぬぐいで包んだキュブ団子

店頭に並んだキュブ団子

６. 販売

７. おわりに

5. 企画の実施

5-1 手ぬぐいの制作

5-2 化粧箱の組み立て

　パッケージのデザインは、Illustratorで行い、桃太郎、犬、猿、キジの4種類
を制作した。

　手ぬぐいの制作は、「スロメなごや」で行った。スロメなごやは、自身の手
で手ぬぐいやTシャツなどに、シルクスクリーンプリントを施すことができる
作業場である。ここでは手ぬぐいに「桃太郎神社キャラクター」と「桃×和柄」
の２種類のデザインを印刷した。

　納品された化粧箱の組み立てを、遊猿地と行った。また、きび団子を詰め
る作業も行った。

　販売は、犬山市城下町の数店舗
で行う。犬山を回遊してもらうため
に、各店舗によって置いてあるキャ
ラクターが違う形式で販売した。
観光客の方が好きなキャラクター
を手ぬぐいで包んで購入できる形
式の販売も行った。1月末に先行販
売を開始し、３月に本格的に販売
開始する予定である。

本企画では、既存のお土産調査を基に、犬山ならではのお土産企画・パッケ
ージ制作を行った。販売は今後、本格的に実施される予定であるが、犬山の
新しい名物となり、回遊するきっかけとなることを願っている。

スロメでの作業の様子 完成した手ぬぐい

ボックスの展開図

展開図から組み立てた箱

組み立ての作業の様子

カードデザイン マグネットデザイン

5-3 カード・マグネットの作成

　「卒業研究作品であること」や、「きび団子を食べた後、箱を組み立てて遊
べる」ということを記載したカードの制作を行った。カードは、各店舗に設置
し、観光客の方が自由に持っていく方式にした。遊猿地が行うクラウドファン
ディングのリターン品として、マグネットの作成を行った。桃太郎神社の鬼の
イラストをデザインし、椙山のレーザー加工機で制作した。


