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令和3年度 芽室町におけるシティプロモーション
（サテライトオフィス推進）業務
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芽室町サテライトオフィス等推進業務委託共同企業体
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P1総括
コロナ禍での実施となり「⾏動」促進には苦⼼したが
芽室町の魅⼒「発⾒」と「発信」に加え、
参加者のファン化による「態度変容」を多く⽣み出す
関係⼈⼝創出プロモーションを実現した 。

拡散⼒の
拡充

成果① 成果② 成果③

質的な
⾒える化

量的な
⾒える化

原則すべての活動成果を 数字で可視化
来年度以降のベンチマークに

Ex)参加者数、野マド＠芽室情報接触者数

コロナ禍ゆえの
「野マドに適した町の魅⼒」
「町の新価値」を発⾒することに成功

Ex)野マド体験、ビジネスMeet Up
野マドサミット

SNSアカウントの活動拡充に加え
参加者のコミュニティー形成による
同窓会的な関係性の構築に成功した

Ex)Facebook、野マドスポット開発



P2

Copyright (C) 2022 GI. All Rights Reserved.

業務実施に対する基本⽅針
（コンセプト・ターゲット・⽬指す成果）
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P3ねらい

旅先
としての
芽室
（⼗勝）

移住先
としての
芽室
（⼗勝）“話の距離”も遠すぎる

旅先としての縁はあっても、さすがに…

旅先
としての

芽室
（⼗勝）

移住先
としての
芽室
（⼗勝）

働く場
としての
芽室（⼗勝）

Ex.サテライトオフィス
Ex.ワーケーション

!!!

職を替えなきゃ（個⼈）
⼯場、事業所作らなきゃ（企業）

!!!

転職しなくても通える街
事業所まで作らず試せる街
（これらの結果としての関係⼈⼝UP）

従来
⾸都圏からの

”⾒え⽅”

今回
本事業通しねらう

⾸都圏からの
”⾒え⽅”

出⾝者含めた地縁や、旅を縁に芽室（⼗勝）に興味を持ったとしても、⾸都圏からの移住には多くの障壁が存在しています。
そこで本事業では、旅先としてだけでなく「サテライトオフィスで新たな働き⽅が出来る場」としての
芽室（⼗勝）にスポットライトを当て、”気軽に⾏きやすい･通いやすい街”であることを
本シティプロモーション通じ発信していきます。

これらの成果は
数字でしっかり
モニタリング
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P4参考）本事業のターゲット像
・⼗勝への検索ボリュームの変化や⼈流などを数値化し、今後の町のマーケティング資産に!
・①旅⾏検討層にプロモーションを計画
・②⾸都圏のリモートワーク経験者と③地⽅移住検討者に対しプロモーションを計画

②⾸都圏在住(ﾌﾘｰﾗﾝｽ含む)
リモートワーク経験者
うち140万⼈

⼗勝への旅⾏者数
(含サテライトオフィス･ワーケーション)体験者数

⽬標 20⼈
⼗勝への「旅⾏」「リモートワーク/テレワーク」「移住」検索ボリュームUP

⽬標リーチ数 のべ260万⼈

【ＫＧＩ】
本事業を通して芽室町（⼗勝）の関係⼈⼝を創出･拡⼤

濃密な10名

③地⽅移住検討者
うち1.7万⼈

本事業を通しプロモーションを
仕掛けるターゲットの”実数”

【重点ターゲット①】

逆参勤交代の思想

GoTo通じた⾸都圏の旅⾏検討者
うち約200万⼈
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P5実施内容と⽬的の整理
・ワーケーションツアー参加者の中から継続的な関係⼈⼝を創出
・⾸都圏IT企業の⺠さんへのツアー集客
・SNSを活⽤したプロモーションとコミュニティー⽴ち上げ

②⾸都圏在住(ﾌﾘｰﾗﾝｽ含む)
リモートワーク経験者
うち140万⼈

⼗勝への旅⾏者数
(含サテライトオフィス･ワーケーション)体験者数

⽬標 20⼈
⼗勝への「旅⾏」「リモートワーク/テレワーク」「移住」検索ボリュームUP

⽬標リーチ数 のべ260万⼈

【ＫＧＩ】
本事業を通して芽室町（⼗勝）の関係⼈⼝を創出･拡⼤

濃密な10名

③地⽅移住検討者
うち1.7万⼈

本事業を通しプロモーションを
仕掛けるターゲットの”実数”

【重点ターゲット①】

逆参勤交代の思想

GoTo通じた⾸都圏の旅⾏検討者
うち約200万⼈

③ワーケ
ーション
ツアー

②ワーケ
ーション
集客

①プロモ
ーション
SNS
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①プロモーション
②ワーケーション集客

（SNS、アナログ誘導）
実施内容詳細
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P7Monita︓SNS実施内容

ＳＭＯＵＴ
さん

■運⽤⽬的・⽬標設定
達成すべき⽬標の明確化と、⽬標達成に向けた重要指標であるKPI設定が必要。実際にゴールを数値化する
ことにより、⽬標進歩などがわかる。
☆最終ゴール︓芽室町の認知度を上げ、実際に芽室町に来てもらう︕
☆ターゲット︓北海道旅⾏を検討している⽅。→道内旅⾏のついでに、芽室町にも⾜を伸ばしてもらう。

■デジタル数値の理解
投稿のエンゲージメント数値から、アカウントのオーディエンス理解など、⽬標にあった数値を認知し、
理解し、フォローしていくことで、⽬標達成進歩がわかる。

■現状理解と今後のステップを考える
プロジェクト開始前の現状を理解した上で、今後の⽬標数値を設定したり、変化がよく⾒えるようになる。

■SNS戦略（コンテンツカテゴリー・ハッシュタグ）
各投稿の意味・⽬的を考え、投稿頻度も安定する必要がある。そのため、「投稿カレンダー」を提案。
事前に投稿する内容を決定し、余裕を持った投稿スケジュールが可能。→こちらについて改善が必要。

■オーガニックとペイド戦略を理解
「オーガニック戦略」＝広告費を使わない戦略と「ペイド戦略」＝有料広告による、アカウント拡⼤戦略の理
解。現在「オーガニック戦略」のみを使っているが、
今後のアカウント拡⼤のために、フォロワー以外へのリーチが必要。しかし、オーガニック戦略のみでは⾮常に
難しい。
そのため、芽室町のデジタルでの認知拡⼤は「ペイド戦略」は今後必要である。

継続的なSNS運⽤と活⽤のために、SNS理解、運⽤⽬的やKPI設定に時間をかけ、⼀緒に考えました。
下記の項⽬を中⼼にミーティングを重ね、ディスカッションし、1⽉より実践に移りました。
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P8Monita︓SNS実施内容

ＳＭＯＵＴ
さん

■SNS対策後（1⽉より開始）

1⽉より、インスタグラム運⽤⽬的・KPI・コン
テンツカテゴリー設定・スケジュール設定・ハッ
シュタグ対策などを理解し、実施した後すぐに改
善がみられた。

■注⽬数値

・投稿平均リーチ
→ハッシュタグ対策によりフォロワーはもちろん
フォロワー以外にも投稿が届くようになり、芽室
町のブランド認知度とフォロワー獲得に繋がっ
た。

・平均エンゲージメント数
→投稿のリーチが増加したことと、コンテンツ改
善により「いいね数」や「保存」というエンゲー
ジメント（反応）が増加した。

・⾼いエンゲージメント％をキープ
→リーチ数が増えたにもかかわらず、投稿内容の
改善により投稿に共感するユーザーも多く、エン
ゲージメント率が⾼い数値を保っている。

・プロフィールアクセス数
→投稿への興味とリーチが増加したことにより、
プロフィールページをアクセスし、他の投稿を
みたり、ウェブサイトへの誘導にも繋がった。



P9

Copyright (C) 2022 GI. All Rights Reserved.

P9Monita︓SNS実施内容

ＳＭＯＵＴ
さん

1⽉以降SNS戦略実施︓投稿例

リーチ：1,404人
エンゲージメント数：252
エンゲージメント率：17.9%

リーチ：2,534人
エンゲージメント数：236
エンゲージメント率：9.3%

ハッシュタグ対策により、フォロワー以外に届く割合も増加し、全体のリーチが拡⼤した。

フォロワー以外
フォロワー以外
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P10Monita︓SNS実施内容

ＳＭＯＵＴ
さん

インスタグラムのストリーズ機能で「野マド体験」の様⼦をシェア

■ストリーズ機能

ストリーズ機能で「野マド体験」
のようなイベントや芽室町の様⼦
をシェアすることにより、フォロ
ワーにより深く芽室町の活動に触
れることが可能。

■ハイライト

「ハイライト」とは、投稿したス
トーリーを24時間以降もプロフィ
ール上に残したまま公開しておく
ことができる機能である。
ハイライトに「野マド体験」につ
いて残すことで、新しくプロフィ
ールを訪れたユーザーが⾒ること
ができ、興味を持っていただけれ
機会にもなる。

＊リーチ順
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P11Monita︓SNS実施内容

ＳＭＯＵＴ
さん

Instagramコミュニティ
・芽室の情報発信元
・ファン（フォロワー）と触
れ合う場（コメント・DM）
・芽室町認知度拡⼤
（投稿・ストリーズ）

Facebookグループ
「町⺠＋ゆかりがある＋応
援したい⽅」の繋がりの場
・「野マド体験」を初め、
芽室町から始まった関係を
今後も繋いでいくツール。

・Facebookグループは町
のFacebookページと違っ
て、参加者が⾃由に投稿可
能。そのため⼀⽅通⾏では
なく、メンバー同⼠のコミ
ュニケーションもより⾃由
に可能。

＊細かいルールなどについて
は町の⽅で設定中。

■SNSツール役割
・情報発信
・イベント集客
・芽室町認知度拡⼤
・ファン獲得
・芽室町改善案
・実際に訪問（野マド・旅⾏）
・移住 など

■改善
Instagram
・投稿頻度を安定させる
・数値をベースに改善をしていく（エ
ンゲージメント数/エンゲージメント
率/リーチ数 など）
・コンテンツ戦略
（投稿内容、クリエイティブ、⽬的）
・認知度拡⼤とアカウント拡⼤のため
に「ペイド戦略」を導⼊
→無料でリーチできるユーザーが毎年
減る中、多くのユーザーにアカウント
を届くために必要。

Facebook
・メンバー同⼠のコミュニケーション
を⽣む機会を作る。（運⽤⽬的を明確に
し、頻繁的に投稿などをしていく。）
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P12ワーケーション集客︓アナログ誘導

「ツアー告知協⼒」ならびにワーケーションに興味のある企業の紹介・告知をDM対応いたしました
コーディネーター内藤の⼈脈を通じヤフー社員や都⼼IT企業を中⼼に集客を実施しました

お声がけ先候補（ヤフー内藤）
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P13ワーケーション集客︓アナログ誘導
コーディネーター内藤を通じ、名刺データ資産やSNSを活⽤して約200名へアプローチを実施
コロナ禍の影響もあり量よりも質にシフトして集客を推進した

コーディネーター内藤の
ソーシャルネットワーク資産を活⽤

コーディネーター内藤の
蓄積した名刺データを活⽤
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ワーケーション事務局へ誘客

P14プロモーションの全体像（まとめ）

②事務局によるアナログ集約誘導①町の既存SNSアカウント最⼤活⽤

⾸都圏ワーケーション検討者

町の魅⼒コンテンツ

ワーケーション先の決定に寄与するプロモーションを最⼤化し、芽室町へ訪問する顧客として育成
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③ワーケーションツアー
実施内容詳細
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P16⽬次

ＳＭＯＵＴ
さん

1. 戦略（ツアー造成の基本視点）

2. 第1回ツアー実施内容

3. 第2回ツアー実施内容

4. アウトプット・成果
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1. 戦略（ツアー造成の基本視点）
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⽇本初！芽室町が
まち丸ごと「野マド・シティ」宣⾔!?
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「野マド」とは・・・

キャンプ場、スイートコーン畑、牧場、カフェ…
あらゆるアウトドア・フィールドでリモートワークを

すること（造語です。Field Workation）
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Action 1

新嵐⼭が「野マド・レセプション」に。

「施設内でも、キャンプフィールドでも、”野”でも
町内でどこでも「野マド」してください!」
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Action 2

芽室「野マド応援セット」が新登場！

いま新嵐⼭経由で芽室で「野マド」するとお得な応援セットが。。。
①アウトドアテーブル、②チェア、

③モバイルWiFi、④モバイルバッテリー、⑤ドリンク

SNSでシェアすると名産おまけつき！
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Action 3

「野マド・サミットin芽室」、開催！

林克彦さん、地元の事業者・・・
「⽇本に、野マドがもっと根付くには？」

「芽室がNo.1野マドシティになる為には、あと何が必要？」

野マド体験しつつ、新嵐⼭で語り合います！
終了時には、芽室町⻑が「野マド・シティ宣⾔」をして閉会します
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Action 4

「野マド・テストツアー」、開催！

⾸都圏中⼼に、「野マド」体験に興味があるリモートワーカーらが
サミット開催に合わせて芽室に集います！

参加者は現地集合のうえ
レンタカー＋芽室「野マド応援セット」を活⽤し芽室の魅⼒を体験。
サミットにも参加し、地元の事業者や有志とも交流を⾏います
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今年は、1stチャレンジ。単発で終わらせずに…

①仲間づくり（賛同し「野マド」するひとを受け⼊れてくれる⽅々探し。真の”丸ごと”めざして）
②インフラ整備（応援セットを利⽤者の声もとにアップデート）

③ふるさと納税連携（来訪以外でも継続的な連携を）

④交流促進（⼀番のKEY）

「野マド」という考え⽅に賛同する全国の⾃治体(特に町村)との連携とかも・・・
⼤都市部（何でも沢⼭ある）と、リゾート（ホテル滞在が軸）ではない、

ワーケーションの第3極づくりを芽室から・・・！
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２． 第1回ツアー実施内容

兼 参加者・報道向けプログラム紹介資料

2021.10.14 (⽊)〜16(⼟)開催
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野マドお試しリモート･ワーケーション 体験プログラム

第1回開催【2021.10.14（⽊）〜16（⼟)】オリエンシート

ようこそ︕

⽇本初︕まち丸ごと「野マド・シティ」を⽬指す、北海道芽室町へようこそお越し
くださいました︕「お試しワーケーション・プログラム」の流れをご紹介します。

北海道の⼤地を舞台にリモートお仕事しつつ、芽室での⼈の輪づくり、観光・お⾷

事を是⾮、お楽しみください。

■「野マド」とは・・・

英語で「遊牧⺠」を意味するnomad（ノマド）。近年では、オフィスだけでなく

様々な場所で仕事をする新しいワークスタイルを指す⾔葉として定着しています。
そんな中で⼗勝では、職場（Office）・⾃宅（Home）・共有スペース（Co-

Work）とは異なる"第4のワークスペース"として「野（Field）」の有⽤性を提案し
ていきます︕

NO密で⼤きな空の下、PCで作業に集中するもよし、クリエイションやブレストに
TRYするのも素敵です♪ ぜひ貴⽅ならではの「野マド」スタイルを、プログラム

参加を通して発⾒してみてください。

26
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⽬次

第1回開催【2021.10.14（⽊）〜16（⼟)】オリエンシート

27

プログラム･ハイライト

① 野マド体験 in 芽室

② 交流BBQディナー

③【選択式】(A).野マド体験 in ⼗勝 (B).芽室ビジネスMeet Up

④ 野マド・サミット

フリータイム

⑤ クロージングセッション

終了時の流れ
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プログラム・ハイライト

① 「野マド」体験 in 芽室
北海道・⼗勝の⼤地で、森で、畑で、牧場で、公園でキャンプフィールドで、リモートワーク体験をお楽しみください

事前に「スキルシート」をご提出のうえ、芽室の事業者との”先⾏マッチング(Meet Up)”を希望される⽅はご相談ください

【③A】 「野マド」体験 in ⼗勝
野マド・リモートワーク体験の舞台を⼗勝全域に広げ、

リモートワーク体験をお楽しみください
お勧めスポット等は、現地でコンシェルジュがご案内します

【③B】 芽室ビジネスMeet Up
野マド体験や現地での観光などを通じ、

現地事業者と直接話をしてみたい・縁づくりしてみたい⽅に
マッチング機会を提供します

④芽室で、芽室が儲かる⼈の輪づくりワークショップ 「野マド・サミット」
芽室に住む⼈・芽室を訪れる⼈（皆さん）それぞれの視点で、

「訪れる場として、働く場として、稼ぐ場としての芽室・⼗勝の可能性を
町内のどこに、どんな⼈の輪をつくれば⽣み出せるか」、ワークショップ形式で語り合います

② 秋の旬野菜たっぷり♪めむろワイナリー試飲飲み⽐べ付BBQディナー（参加無料!）

10/14
(⽊)

11:30集合

10/15
(⾦)

朝〜15:00 朝〜15:00

夜

午後

【A】【B】コースを
前⽇夜までに

ご選択ください

15:00-１８:00

10/16
(⼟)

12:00頃解散

⑤クロージングセッション
最終⽇は、芽室町の魅⼒を満喫するクロージングプログラムを、

⻑芋収穫体験、牧場⾒学、電動サイクル散⾛、中からご選択ください（正午頃に終了予定）

午前

OR

※プログラム中の記載時刻はめやすです。集合時間以降の内容および所要時間等は運営および天候等の事情により主催が変更する場合があります。
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① 野マド体験 in 芽室

MISSION
① 次⾴からの芽室町お勧めの野マドスポット（⼗勝の⼤地、森、畑、

牧場、公園、キャンプフィールドなど）を参考に、リモート仕事
体験をお楽しみ下さい（いす・テーブル・ポケットWifi無料お貸出つき）

② 今後、野マドお仕事をする⼈のために、体験したスポットの[推薦
ポイント]や[特⻑]を、80-100⽂字めやすのコメントで教えて下さい。
お勧めスポット以外の、ご⾃⾝で発⾒した新スポットへのコメント
でも結構です。コメントは指定のフォームからご⼊⼒をお願いします。

29

Google Maps コメント⼊⼒フォーム

あすのプログラムに先駆けて芽室町内の事業者とのビジネスマッチングを希望

される⽅はスタッフへご相談ください（事前に「スキルシート」の提出が必要
です）。マッチング参加によって上記ミッション①②に代替することが可能です

〜本⽇ 17:00まで
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Google Maps
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3131
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MENU
芽室の⾷材をふんだんに使ったBBQディナーを
「めむろ新嵐⼭スカイパーク」の秋の森の中で
お楽しみください。

［主なメニュー］

・芽室町のハーブ農園「いろどりファーム」の

無農薬ハーブを使ったポークリブの⾹草焼き

・中札内地鶏のガーリックチキン

・⼗勝産お野菜をふんだんに使⽤した焼き野菜盛り

・めむろ産ケンボロー豚⾁ウィンナーを挟む「おにぎりドッグ」

その他、バジルシュリンプや⾃家製ピクルスなど、
料理⻑こだわりのお料理をお楽しみください。

[めむろワイナリー試飲飲み⽐べ体験]

BBQのスタートには、めむろワイナリーのおいしいワインを、
試飲飲⽐べ体験できます。ぜひ最初の乾杯はワインでどうぞ︕

（無料。希望者のみ）。

なお、そのほかのアルコール類は、キャッシュオンでお客様に

てご購⼊いただく形式となります。

② 交流BBQディナー 本⽇17:00〜19:30ころ＠カフェ＆レストラン コロポックル

32
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新嵐⼭
確認

翌⽇⽇中の参加プログラムが未定の⽅は、このプログラム終了時までに、スタッフへご申告をお願いします。

事業者とのMeet Upご希望の場合「スキルシート」のご提出をお願いいたします
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満員御礼記念︕テントサウナ
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※画像はイメージです

耐熱性テントを⽤いた話題の“屋外サウナ”を、BBQディナーに合わ
せ、希望者はお楽しみいただけます。

サウナ内に⼊れた薪ストーブで熱したサウナストーンに⽔をかけ、暑
い蒸気でテント内を蒸らす「ロウリュ」でサウナを楽しみます。

サウナから上がって汗だくで⽕照った体を、北海道の⼤⾃然の解放感
の中で冷やしリラックスできます。ホテルの⼤浴場にそのまま直⾏︕
でも結構です

[推奨の服装・お持ちもの]

●⽔着（または濡れても良い服・ラッシュガード等）
●タオル（フェイスタオル２枚ほど、バスタオル）
●お着替え
●お⽔
●ヘアゴム（髪を結びたいかた）
●サンダル（裸⾜で芝⽣の上を歩くのが気になる⽅）
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前⽇に引き続き、今度は⼗勝全域をフィールドとして野マド体験をしたい⽅の為のプログラムです

（朝の集合等はございません。ご予定に合わせ、お客様にてプログラムを開始ください）

③-A【選択式】野マド体験 in ⼗勝 明朝〜 15:00まで

MISSION
① 芽室町または周辺の⼗勝エリアで、リモート仕事体験をお楽しみ下さい。

⼗勝エリアのお薦めスポットを次⾴にてご紹介しています。
明朝9:00-は、ご希望に応じコンシェルジュにもご相談いただけます。

（私有地への無断での⽴⼊はご遠慮ください）

② 今後、野マドお仕事をする⼈のために、体験したスポットの[推薦
ポイント]や[特⻑]を、80-100⽂字めやすのコメントで教えて下さい。
お勧めスポット以外の、ご⾃⾝で発⾒した新スポットへのコメント
でも結構です。コメントは指定のフォームからご⼊⼒をお願いします。

Google Maps コメント⼊⼒フォーム
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③-A【選択式】野マド体験 in ⼗勝（芽室町外のお薦めスポット） 明朝〜 15:00まで

35
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スポット名 種別 ⼊園料 営業時間 距離 所要時
間 コメント

1 ⼗勝千年の森 ガーデン 1,200
円

9:30〜
16:00 21.3km 24分 園内「キサラ」を使⽤

2 ⼗勝ヒルズ ガーデン 1,000
円

9:00〜
17:00 31km 37分 園内の休憩スペースを使⽤

3 cafeある カフェ 11:30〜
17:00 18.6km 22分 2F席の料理の受け渡しは

階段下にて

4 ますやパン⻨⾳ ベーカリー 6:55〜
19:00 21.1km 26分 屋外に広いイートインスペース

あり

5 花畑牧場ラクレットカフェ カフェ 10:00〜
16:00 32.0km 35分 店内約60席 店外約48席

6 カントリーパパ 農家レストラ
ン

10:00〜
18:00 36.8km42分

7
お菓⼦のアトリエ しかおい roku.
（地図検索は「パティスリー
roku.」）

ケーキショッ
プ

10:00〜
18:00 38.0km43分 イートインスペースあり

8 カントリーホーム⾵景 カフェ 11:00〜
18:00 48.6km53分

9 道の駅ピア21しほろ 道の駅 9:00〜
18:00 48.5km54分

10 OhkiFarm（地図検索は「⼤⽊ファーム」） カフェ 11:00〜
16:00 48.8km54分 2F席にコンセントあり

11 道の駅かみしほろ 道の駅 9:00〜
17:00 59.0km65分

12 しんむら牧場クリームテラス カフェ 10:30〜
17:00 59.9km70分

※机、いすは現地設備をご利⽤ください（持込不可。通常のお客様としてのご利⽤となります）
※10. OhkiFarm以外はコンセントがありません
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MISSION
① 野マド体験や観光などを通じ、芽室の事業者と直接話をしてみたい
商談したい・縁づくりしてみたい⽅にマッチング機会を提供します。

② このプログラムに参加される⽅は、前⽇プログラム終了時までに
以下の「スキルシート」⼊⼒フォームへご記⼊をお願いします。

（ご希望に即した事業者とのマッチングへ向け、できる限り詳しくご⼊⼒を
お願いいたします）

⾃らのビジネス・お仕事に関連した“縁づくり”に興味をお持ちの⽅の為のプログラムです

（朝の集合等はございません。ご予定に合わせ、お客様にてプログラムを開始ください）

[ご紹介が可能な町内事業者の⼀例]
● 熱く夢のある15軒の農家が集まり、なまら美味い野菜の⽣産事業者

● 循環・健康にこだわり、芽室町のブランド⽜をつくりあげた事業者
● 地域の資源を磨き上げて、新たな魅⼒創りと⼈を繋ぐプランニング事業者

● 世界⼀のぶどうを栽培、世界⼀のワインづくりに挑戦する農業者・ワイナリー

※ マッチングに際しては主催者または町関係者が同席させて頂く
場合があります。あらかじめご了承ください。

③-B【選択式】芽室ビジネスMeet Up 明朝〜 15:00まで

スキルシート
⼊⼒フォーム
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④ 野マド・サミット あす15:00〜18:00予定

MISSION
① ワークショップは2つのテーマに分かれ進⾏します。

「芽室の⾷と農業」「住む場・育む場としての芽室」のいずれかを
ご選択いただけますので、開始までに希望のテーマをお考え下さい。

② 冒頭、⾃⼰紹介タイムがございます。
野マド体験中 または プログラム参加中に「これは素敵だ︕」と
お感じになった記念のお写真を、サミット開始までに1枚、
以下のストレージからアップロードしてください。
（⾃⼰紹介時に、スクリーン投影させていただきます）

⼈の輪づくりワークショップです。
新嵐⼭スカイパーク内「カフェ＆レストラン コロポックル」で、
芽室に住む⼈・芽室を訪れる⼈（参加者の皆さん）それぞれの視点で
ワークショップ形式で語り合います。

写真アップロード先
(Office 365 / Sharepoint)

*アップロード⽅法は、次のページをご参照ください。

37
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(参考) 写真アップロードの⽅法（例︓iPhoneの場合）

QRコードを読込むと

ブラウザ(または既定

のアプリ)が⽴上がり

上図の画⾯が開きま

す

上部の「…」ボタン

をタッチすると、上

図のような画⾯が開

きます

つづいて「アップロ

ード」を選択する

と、こんどは上図の

ような画⾯が開きま

すので「ファイル」

を選択してください

上図の表⽰が出まし

たら「フォトライブ

ラリ」を選択し、ご

⾃⾝の撮影画像の中

から「これだ!」と思

う写真を1枚選択・

追加してください。

アップロードが開始

しますと、上図のよ

うな画⾯となります

了後、ご⾃⾝の画像

がリストに反映され

たことを確認し終了

です。ご協⼒ありが

とうございます。

＃1 ＃2 ＃3 ＃4 ＃5 ＃6

写真アップロード先
(Office 365 / Sharepoint)

*操作⽅法が分からない、どうしても上⼿くいかない等の際は、スタッフまでご相談ください

38
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⑤ クロージングセッション

朝10:00に全員が集合し記念撮影ののち、グループ毎に分かれて選択式の
クロージングセッションをスタートします（各コースとも正午頃に終了予定）

aコース｜畑での⻑芋収穫体験 定員6名

旬の健康⾷材・⻑芋の収穫を農家さんご協⼒のもと体験していただき

ます。⼟にふれて、⾷の豊かさを感じてください。

bコース｜牧場⾒学 定員6名

⽇々愛情をこめて乳⽜を育てている牧場の⽅から、⽜が⽣まれてから

成⻑する過程について、⽜舎⾒学をしながらお話を伺います。

cコース｜めむろ散⾛ 定員7名

電動アシスト⾃転⾞で、地元ガイドと豊かな農村景観の中を、畑を⾒

学したり、写真撮影しながら散策するように⾛るアクティビティで

す。

dコース｜ヒンメリ作り体験 定員6名｜⾬天時ご提供

フィンランドの伝統装飾ヒンメリは、ライ⻨のわらと⽷で作られた幾

何学形を組み合わせて作る、天井に吊す飾りものです。記念のお⼟産

にいかがですか︖

※参加者が定員を超える場合には、他のコースへのご移動をお願いする場合があります。

※天候などの理由により、予定は変更になる場合があります。 39

最終⽇10:00〜12:00予定
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プログラム終了時の流れ

40

MISSION
すべてのプログラム終了後、右記のフォームを読み込んでいただき、
終了後アンケートへの記⼊をお願いします（所要およそ5分）。
記⼊・ご送信後に表⽰される【終了画⾯】を、同⾏スタッフへ⾒せてください。
その確認を以て、全プログラム終了となります。お疲れさまでした︕

終了後アンケートフォーム
(10/16 午前に記⼊できるようになります)

SPECIALS
ワーケーション中のご様⼦をご⾃⾝のSNSアカウントで発信していただいた⽅
には芽室町内で使える【1,500円相当の商品券】をプレゼントします。お⼟産
購⼊などにお役⽴てください。アンケート終了確認と合わせ、スタッフへSNS
画⾯をご呈⽰ください（店舗⼀覧は別紙ご参照ください）

（＃野マド ＃芽室町 この2つのタグをつけて投稿いただければ幸いです）

※ レンタカーのご返却は指定の返却地点にお客様ご⾃⾝でお願いします。

事故および遅延についてはお客様ご⾃⾝で、レンタカー店舗へご連絡をお願いします
（ニッポンレンタカー帯広空港店 TEL: 0155-64-5065）

第1回開催【2021.10.14（⽊）〜16（⼟)】オリエンシート
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【滞在中のお問合せ先】
「野マドお試しリモート･ワーケーション体験プログラム」お客様センター
（株式会社ツーフィールド内）

MAIL︓nomado.tokachi@gmail.com
TEL︓ 080-1055-0414 (担当︓藤野)

【プログラム概要】

名称︓ 野マドお試しリモート・ワーケーション体験プログラム
⽇時︓ 2021年10⽉14⽇（⽊）11:30〜10⽉16⽇（⼟）12:00（現地集合・現地解散）

集合︓ 芽室町・新嵐⼭スカイパーク内「カフェ＆レストランコロポックル」
参加者︓ 20名

参加資格︓上述の指定プログラムに参加いただき、リモートでのお仕事を
芽室町・⼗勝エリアで⾏うことのできる社会⼈（18歳以上）の⽅

主催︓ 芽室町

協⼒︓ めむろ新嵐⼭株式会社／NPO法⼈Qucurcus／株式会社ツーフィールド

41
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Copyright (C) 2022 GI. All Rights Reserved.

P42第1回ツアー 募集画⾯(peatix)
https://nomado-memuro.peatix.com/view
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Copyright (C) 2022 GI. All Rights Reserved.

P43第1回ツアー 募集画⾯(peatix)
https://nomado-memuro.peatix.com/view
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Copyright (C) 2022 GI. All Rights Reserved.

P44第1回ツアー
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Copyright (C) 2020 2FIELD Inc. All Rights Reserved.

３． 第2回ツアー実施内容

兼 参加者・報道向けプログラム紹介資料

2021.11.26(⾦)〜27(⼟ )開催
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野マドお試しリモート･ワーケーション 体験プログラム

第2回開催【2021.11.26（⾦）〜27（⼟)】オリエンシート

ようこそ︕

⽇本初︕まち丸ごと「野マド・シティ」を⽬指す、北海道芽室町へようこそお越し
くださいました︕「お試しワーケーション・プログラム」の流れをご紹介します。

北海道の⼤地を舞台にリモートお仕事しつつ、芽室での⼈の輪づくり、観光・お⾷

事を是⾮、お楽しみください。

■「野マド」とは・・・

英語で「遊牧⺠」を意味するnomad（ノマド）。近年では、オフィスだけでなく

様々な場所で仕事をする新しいワークスタイルを指す⾔葉として定着しています。
そんな中で⼗勝では、職場（Office）・⾃宅（Home）・共有スペース（Co-

Work）とは異なる"第4のワークスペース"として「野（Field）」の有⽤性を提案し
ていきます︕

NO密で⼤きな空の下、PCで作業に集中するもよし、クリエイションやブレストに
TRYするのも素敵です♪ ぜひ貴⽅ならではの「野マド」スタイルを、プログラム

参加を通して発⾒してみてください。

47
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⽬次

48

プログラム･ハイライト

①【選択式】(A).野マド体験 in ⼗勝 (B).芽室ビジネスMeet Up

② 交流BBQディナー

③ クロージングセッション

終了時の流れ

キャッシュバック・プログラムの概要と適⽤条件

第2回開催【2021.11.26（⾦）〜27（⼟)】オリエンシート



P49
プログラム・ハイライト

★上表の３つの指定プログラムすべてにご参加いただくとキャッシュバック対象となります。
※プログラム中の記載時刻はめやすです。集合時間以降の内容および所要時間等は運営および天候等の事情により主催が変更する場合があります。

49
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【A】 「野マド」体験 in ⼗勝
野マド・リモートワーク体験の舞台を⼗勝全域に広げ、

リモートワーク体験をお楽しみください
お勧めスポット等は、現地でコンシェルジュがご案内

【B】 芽室ビジネスMeet Up
野マド体験や現地での観光などを通じ、

現地事業者と直接話したい・縁づくりしてみたい⽅に
マッチング機会を提供

旬野菜たっぷり♪めむろワイナリー試飲飲み⽐べ付ディナー（参加無料!）

11/26
(⾦)

午後・選択式 午後・選択式

夜

11/27
(⼟)

クロージングセッション
最終⽇は、芽室町の魅⼒を満喫するクロージングプログラムを、

乗⾺体験、牧場⾒学、いずれかからご選択ください（正午頃に終了予定）。

午
前

★

★

★
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①-A. 野マド体験 in 芽室

MISSION
① 次⾴からのお勧めの野マドスポット（⼗勝の⼤地、森、公園、

キャンプフィールドなど）を参考に、リモート仕事体験をお楽しみ下さい
（いす・テーブル・ポケットWifi無料お貸出つき）

② 今後、野マドお仕事をする⼈のために、体験したスポットの[推薦
ポイント]や[特⻑]を、80-100⽂字めやすのコメントで教えて下さい。
お勧めスポット以外の、ご⾃⾝で発⾒した新スポットへのコメント
でも結構です。コメントは指定のフォームからご⼊⼒をお願いします。

50

Google Maps コメント⼊⼒フォーム

〜本⽇ 17:00まで
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Google Maps

ホテル内ロビーのほか、
CAMPフィールド、ワイナリー、展望台など
各所をご利⽤いただけます
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5252
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MISSION
① 野マド体験や観光などを通じ、芽室の事業者と直接話をしてみたい
商談したい・縁づくりしてみたい⽅にマッチング機会を提供します。

② このプログラムに参加される⽅は、
以下の「スキルシート」⼊⼒フォームへご記⼊をお願いします。

（ご希望に即した事業者とのマッチングへ向け、できる限り詳しくご⼊⼒を
お願いいたします）

⾃らのビジネス・お仕事に関連した“縁づくり”に興味をお持ちの⽅の為のプログラムです

（当⽇申込の場合、ご希望に添えない場合があります）

[ご紹介が可能な町内事業者の⼀例]

● 熱く夢のある15軒の農家が集まり、なまら美味い野菜の⽣産事業者
● 循環・健康にこだわり、芽室町のブランド⽜をつくりあげた事業者

● 地域の資源を磨き上げて、新たな魅⼒創りと⼈を繋ぐプランニング事業者
● 世界⼀のぶどうを栽培、世界⼀のワインづくりに挑戦する農業者・ワイナリー

※ マッチングに際しては主催者または町関係者が同席させて頂く
場合があります。あらかじめご了承ください。

①-B【選択式】芽室ビジネスMeet Up

スキルシート
⼊⼒フォーム

本⽇ 17:00まで
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MENU
芽室の⾷材をふんだんに使ったディナーをお楽しみ下さい。
⾷後には暖かいコーヒーとホットワイン＆デザートを
焚⽕と共に♪

［主なメニュー］

・芽室町のハーブ農園「いろどりファーム」の

無農薬ハーブを使ったポークリブの⾹草焼き

・中札内地鶏のガーリックチキン

・⼗勝産お野菜をふんだんに使⽤した焼き野菜盛り

・めむろ産ケンボロー豚⾁ウィンナーを挟む「おにぎりドッグ」

※仕⼊れ状況により変更となる場合があります。

料理⻑こだわりのお料理をお楽しみください。

[めむろワイナリー試飲飲み⽐べ体験]

ディナーのスタートには、めむろワイナリーのおいしいワインを、
試飲飲⽐べ体験できます。ぜひ最初の乾杯はワインでどうぞ︕

（無料。希望者のみ）。

なお、そのほかのアルコール類は、キャッシュオンでお客様にてご購

⼊いただく形式となります。

② 交流ディナー 本⽇17:00〜19:30ころ＠カフェ＆レストラン
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新嵐⼭
確認

第2回開催【2021.11.26（⾦）〜27（⼟)】オリエンシート

お願い︓午後のプログラム通し「芽室らしい︕」と感じたお写真を、1枚ご共有ください。共有⽅法は次⾴をご参照ください。
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(お願い) 写真アップロードの⽅法（例︓iPhoneの場合）

QRコードを読込むと

ブラウザ(または既定

のアプリ)が⽴上がり

上図の画⾯が開きま

す

上部の「…」ボタン

をタッチすると、上

図のような画⾯が開

きます

つづいて「アップロ

ード」を選択すると、

こんどは上図のよう

な画⾯が開きますの

で「ファイル」を選

択してください

上図の表⽰が出まし

たら「フォトライブ

ラリ」を選択し、ご

⾃⾝の撮影画像の中

から「これだ!」と思

う写真を1枚選択・

追加してください。

アップロードが開始

しますと、上図のよ

うな画⾯となります

了後、ご⾃⾝の画像

がリストに反映され

たことを確認し終了

です。ご協⼒ありが

とうございます。

＃1 ＃2 ＃3 ＃4 ＃5 ＃6

写真アップロード先
(Office 365 / Sharepoint)

*操作⽅法が分からない、どうしても上⼿くいかない等の際は、スタッフまでご相談ください
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⑤ クロージングセッション

朝10:00に全員が集合し記念撮影ののち、グループ毎に分かれて選択式の
クロージングセッションをスタートします（各コースとも正午頃に終了予定）

aコース｜牧場⾒学クロージングセッション 定員4名

⽜たちの⼼⾝に負荷がかからない少頭飼育を実践しているジャージー

⽜の牧場の⽅から、⽜が⽣まれてから成⻑する過程について、⽜舎⾒

学をしながらお話を伺います。ジャージー⽜乳100％のアイスクリーム

など加⼯品も製造・販売しています。参加者には美味しいロールケー

キとコーヒーもご⽤意しています♪

bコース｜乗⾺体験クロージングセッション 定員6名

⾺に乗って⼗勝のフィールドを歩いてみませんか︖⼈懐っこい⾺たち

の背に乗って初冬のキリリとしまった空気を感じる体験は⼀⽣モノで

す。おいしい空気を思い切り吸い込み、⾃然に癒されてください

※参加者が定員を超える場合には、他のコースへのご移動をお願いする場合があります。

※天候などの理由により、予定は変更になる場合があります。

最終⽇10:00〜12:00予定
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プログラム終了時の流れ
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MISSION
すべてのプログラム終了後、右記のフォームを読み込んでいただき、
終了後アンケートへの記⼊をお願いします（所要およそ5分）。
記⼊・ご送信後に表⽰される【終了画⾯】を、同⾏スタッフへ⾒せてください。
その確認を以て、全プログラム終了となります。お疲れさまでした︕

終了後アンケートフォーム
(11/27 午前に記⼊できるようになります)

SPECIALS
ワーケーション中のご様⼦をご⾃⾝のSNSアカウントで発信していただいた⽅
には芽室町内で使える【1,500円相当の商品券】をプレゼントします。お⼟産
購⼊などにお役⽴てください。アンケート終了確認と合わせ、スタッフへSNS
画⾯をご呈⽰ください（店舗⼀覧は別紙ご参照ください）

（＃野マド ＃芽室町 この2つのタグをつけて投稿いただければ幸いです）

第2回開催【2021.11.26（⾦）〜27（⼟)】オリエンシート
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【滞在中のお問合せ先】
「野マドお試しリモート･ワーケーション体験プログラム」お客様センター
（株式会社ツーフィールド内）

MAIL︓ nomado.tokachi@gmail.com
TEL︓ 080-1055-0414 (担当︓藤野)

【プログラム概要】

名称︓ 野マドお試しリモート・ワーケーション体験プログラム
⽇時︓ 2021年11⽉26⽇（⾦）11:30〜11⽉27⽇（⼟）12:00（現地集合・現地解散）

集合︓ 芽室町・新嵐⼭スカイパーク内「カフェ＆レストランコロポックル」
参加資格︓上述の指定プログラムに参加いただき、リモートでのお仕事を

芽室町・⼗勝エリアで⾏うことのできる社会⼈（18歳以上）の⽅
主催︓ 芽室町
協⼒︓ めむろ新嵐⼭株式会社／NPO法⼈Qucurcus／株式会社ツーフィールド

mailto:nomado.tokachi@gmail.com
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Facebook
芽室町野マドコミュニティ

今回のご縁を繋げるために、

是⾮ご参加を♪
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P60第2回ツアー 募集画⾯(peatix)
https://nomado-memuro2.peatix.com/view
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P61第2回ツアー 募集画⾯(peatix)
https://nomado-memuro.peatix.com/view
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P62第2回ツアー
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４． 成果・アウトプット
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P64ツアー実績
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others

domingo.ne.jp

jcrd.cybozu.com

hokkaido-work-vacation.com

memuro.net

Google

Peatix

Facebook

Direct

Peatix申込画⾯への流⼊経路（■第1回、■第2回）

＊メール、Messanger等のリンクからの誘導

【第1回】

(Peatix販売ページ 流⼊ユーザー数) 935⼈野マド＠芽室情報接触者数

参加者数 18⼈

【第2回】

(Peatix販売ページ 流⼊ユーザー数) 452⼈野マド＠芽室情報接触者数

参加者数 ７⼈
＊流⼊経路の内訳詳細は右図の通りです

野マド＠芽室情報接触者 総数 野マド＠芽室ツアー参加者 総数

1,387⼈ 25⼈
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①25⼈の“濃い”関係⼈⼝

「関わりたい」
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②野マドへの共感

「暖かいときこそ︕」
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③新嵐⼭の伸びしろ
（ひと・野）
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④縁の先に⾒えるもの
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野マド野あそび
workPlay

新嵐⼭を拠点に、芽を育てる2022へ
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ありがとうございました

集客スタッフ

エリック ウェイン (合同会社monita 代表)
台湾出⾝。アメリカ育ち。⽶Facebook社 / Instagram社のアルゴリズム部
署での勤務経験をもつ。2016年に来⽇。⽇本にて、マーケティングエージェ
ンシーMonitaを設⽴。ホテルや⾃治体等のSNSを活⽤した集客⽀援と運⽤を
多く⼿掛ける。英語、中国語、⽇本語が堪能。

内藤 剛 (ヤフー株式会社 地⽅創⽣事業統括責任者)
東京都出⾝。全国の地⽅⾃治体や政府とのデジタルマーケティングを推進。
地⽅創⽣に向けた⺠間企業連合『地域デザインラボ』を主宰し複合的な地域
課題の解決を多く⼿掛ける。「久留⽶市ICTアドバイザー」「うべスタートア
ップ事業アドバイザー」はじめ多くの地⽅⾃治体からのよろず相談窓⼝とし
て活躍中。

SNS集客のプロ

MC⼈つなぎ、⾃治体主導デジタルマーケティングのプロ
株式会社ツーフィールドスタッフ

PRとコミュニケーションのプロ
藤野 真⼀ (株式会社ツーフィールド 代表取締役)
千葉県出⾝。⽇本PR協会認定PRプランナー。ヤフー社主催の地⽅創⽣に向け
た⺠間企業連合『地域デザインラボ』の事務局⻑を2017年より担当し、官⺠
の協働プロジェクトに多数従事。熊本県菊池市の「菊地グローカルビレッジ
構想」事業でも、市と⺠間企業群の橋渡し役となる事務局業務に従事。その
他モトツーリズムを活⽤した地域活性をはじめ「地域が⾃⾛できる集客ビジ
ネス」の⽴案と催⾏も多く⼿掛けている。

地域の魅⼒を活かした旅⾏商品造成のプロ

⽟野 なつ美 (株式会社ツーフィールド)
新潟県出⾝。総合旅⾏業務取扱管理者。復興庁「新しい東北 交流拡⼤事業」
では東北の魅⼒を活かした地域との共創型旅⾏商品の造成と集客を⼿掛け、
在⽇外国⼈を多く送客するなど、地域の魅⼒を活かした旅⾏商品造成のプロ
としての評価が⾼い。東京都中央区2020おもてなし事業の企画⽴案と広報戦
略も担当した。


