鶴来に関するアンケート

鶴来に関するアンケート 集計結果
・調査方法・・・WEB によるアンケート調査
・調査日程・・・平成２８年７月１１日（月）～７月１２日（火）
・対象
・・・県内在住（鶴来地区外の）の２０代～６０代の女性
・有効回答・・・１００名
■回答者属性（100 名）

【年代】
20 代
30 代
40 代
50 代
60 代以上
合計

3
35
46
11
5
100

【仕事】
フルタイム勤務
パート・アルバイト
自営業
学生
仕事をしていない
合計

3%
35%
46%
11%
5%
100%

19
21
15
0
45
100

19%
21%
15%
0%
45%
100%

■鶴来（町）を知っていますか？
1%

知っている
知らない

99%

■鶴来（町）に行ったことがありますか？
4%

ある
ない

96%

●回答者のほとんどが「鶴来を知っている・行ったことがある」と答えています。鶴来の認知度はかなり高いという結
果になりました。
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■行ったことが「ある」と答えた方にお聞きします。どれくらいの頻度で行きますか？
16%
26%
月に数回
月に1回
14%

年に4回以上
年に2～3回
年に1回

13%

めったにいかない
16%
15%

●鶴来への訪問頻度は、月に 1 回～数回訪れるが 30％、年に 2～4 回が 31％、年に 1 回もしくはめったに行かない
が 39％でした。「頻繁に訪れる人」「時々訪れる人」「めったに訪れない人」でバラつきがみられました。

■行ったことが「ある」と答えた方にお聞きします。その目的は何ですか？（複数選択可）
0人

10人 20人 30人 40人 50人 60人 70人
63

白山神社参詣

38

ドライブ

30

食事

22
19

買い物
公園で遊ぶ

15

実家・親戚・知人を訪ねる

5
4

サイクリング
山歩き
パラグライダー
その他（ご自由にお書きください）

1
30

その他：昆虫館（5 件）、祭り（3 件）、バーベキュー（2 件）、もく遊りん（2 件）、仕事（2 件）、獅子吼高原（2 件）、アートの
展示会、あさひやベーカリー、クレイン、サイクルフェスタ、ほうらい祭り、温泉、吉田屋、蕎麦を食べに、金劔宮（2 件）、
講習会、習い事、体育館使用、鶴来病院、八尾家、美容院、保育園の親子バス遠足、墓参り、免許証の更新、妖怪電
車、鍼灸
●最も多いのが「白山神社参詣」63 人。白山神社の知名度・人気の高さが伺えます。次いで「ドライブ」「食事」「買い
物」「公園で遊ぶ」が続きます。フリー回答では、「昆虫館」「もく遊りん」などのスポットがあがっていました。
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■鶴来で知っているものにチェックしてください。（複数選択可）
0人

20人

40人

60人

80人

92
91
88

白山比咩神社
獅子吼高原（パラグライダー・ゴンドラ）
昆虫館

70

地酒（菊姫、萬歳楽）

59

電車（石川線）

48
47
43

ほうらい祭り
金剣宮
TKGY(卵かけご飯焼き)

31

醸造の町
その他（ご自由にお書きください）

100人

12

その他：もく遊りん（2 件）、妖怪列車（2 件）、こいしや、クレインプール、クレインホール、大道芸の祭り、映画化された
高樹のぶ子作「透光の樹」の舞台になった街、犀鶴林道、石川県林業試験場樹木公園、美味しいパン屋さん
●「白山比め神社」「獅子吼高原」「昆虫館」の知名度の高さが伺えます。地酒が特産であることもかなり認知されて
います。

■鶴来に行ってわざわざ買いたい・食べたい店はありますか？（あれば 3 つまでお書きください）
◎あさひ屋ベーカリー（30 件）
・行ったら立ち寄る店。
・子ども連れて行きやすい。
・たまに食べたくなる。
・とても美味しいから。
・どれも美味しくて小上がりがあって、中でのんびり食べられるし、気持ちが良いから。
・パンが美味しくてイートインスペースがある。
・パンが美味しくて蒸しパンの種類が豊富で、イートインは雰囲気が良い。
・パンの種類が豊富で美味しい。楽しい。
・パンはもちろんのこと、空間が好き。
・パンもパイも好き。お店の庭を見ながら、中で食べられるのもいい。
・モチモチの蒸しパンが美味しい。
・もちろん美味しいからだし、食べるスペースもありで、のんびりできる
・好きなパンがあるし、周辺環境も子連れで行きやすい。
・座敷があり、子どもとパンを食べられるから。
・子ども連れでもイートインできて、雰囲気が良い。
・自分が食べてみたい。
・蒸しパン。知り合いの方がいるから。
・蒸しパンが好きな子どものリクエストで。
・蒸しパンが美味しい。
・美味しいから。（4 件）
・美味しいしのんびりできるから。
・美味しいパン。（2 件）
・卵不使用の蒸しパンがたくさんあるので。イートインができ、子どもがいてもゆっくりできる。
・話題性が高い。
◎もく遊りん（19 件）
・お店の雰囲気も良く、美味しいから。
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・デザートピザが美味しいから。
・ピザ。素材が変わったものがある。
・ピザ。鶴来でちょっとお茶とか、洋食ものが食べたいときに、敷居が高くなくゆっくりできる。
・ピザが美味しいから。（2 件）
・ピザが美味しい。お店の雰囲気が良い。
・ピザが美味しくて、雰囲気もいい。木の製品なども好き。
・ピザを食べに。
・プレパスが使え、美味しい。
・ゆっくりとピザセットを食べに。
・よく雑誌に載っているから。
・リラックスできる雰囲気が好きなので。
・雑貨を見る。
・美味しいから。（3 件）
・美味しい食事と良い雰囲気。
◎こいしや（14 件）
・うどん屋なのにラーメンが行列ができるくらい人気らしい。
・ここでしか味わえない素朴で美味しいラーメン、具沢山のチャーハン。
・たまに食べたくなる。
・なつかしい味。
・ラーメンが安くて懐かしい味だから。
・ラーメンが好きなので。
・ラーメンが独特。
・ラーメンが美味しいから。（3 件）
・ラーメンが美味しくて安い！
・ラーメンはほかにはない味。
・昔なつかしい味、良き値段。
・野菜ラーメン、懐かしい味。
◎おはぎや（8 件）
・あんこがあっさりしていて美味しい。
・おはぎソフト。ここでしか食べられないから。
・ソフトクリーム。おついたち参りのときや、そのほかのお参りのときによく立ち寄る。
・ソフトクリーム。白山さんに行った帰りに寄りたくなる。もちもち感が美味しい。
・ソフトクリーム。白山ひめ神社に、参拝に行くと必ず食べたくなる。
・ソフトクリームが美味しいから。
・白山ひめ神社の参拝ついでに。
・有名。
・何度か行きますが、ほんとにお蕎麦もほかのものも美味しくて、お店の雰囲気がいい。
・蕎麦が美味しいから。（3 件）
・蕎麦が本当に美味しい、鴨せいろが絶品。
・人混みをさけて山に行くとほっとするので。ついでに蕎麦を食べて帰る。
・美味しいから。
・雰囲気が良い。
◎とちもち（3 件）
・あの茶色いお餅にひかれて。
・子どものころからよく食べていて、とても美味しいから。
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◎糀（3 件）
・折角言ったのだから、糀を試し買いしていた時期があったので。
・地下の糀室がある。
・米糀料理を独学で勉強と料理研究をしているから。
◎お酒（2 件）
・お酒好きの両親にあげたいので。
・菊姫。大好きなので。
◎蕎麦屋（2 件）
・蕎麦が大好きだから。
・蕎麦屋さんは何件かあり、どのお店も美味しい。
◎汐井酒店（2 件）
・大吟醸ソフトが美味しいから。
・大吟醸ソフトクリーム。行ったら立ち寄る店。
◎若竹（2 件）
・こいしやが混んでいるときに必ずこっちにする。
・何でもあるので、子ども連れて行きやすい。ここのケチャップライスが好き。
◎善与門（2 件）
・チーズクリームソフト。ほかにこの味がないから
・甘味処。とても美味しいから。
◎泰夢（2 件）
・とても美味しいから。
・鶴来では雰囲気がいいお店。
◎八尾家（2 件）
・お好み焼きを食べに。
・話題性が高い。
◎飛彈屋糀店（2 件）
・女将さんの人柄にひかれて。
・糀。味噌作りを教えてもらっている先生のお店なので。
◎和田屋（2 件）
・岩魚を目の前で焼いてくれるから。
・美味しいから。
◎萬歳楽（2 件）
・お酒
・限定の甘酒があるから。
◎その他（各 1 件）
・オイル漬けの料理が美味しかった。（38 ダイニング）
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・いつかは行きたい、素敵なライブスポットっと評判を聞いているので。（DNA Rock Café）
・新鮮な野菜、魚が売っている。（JA よらんかいねぇ広場）
・つぶつぶ感のあるクリームが好き。（お米ソフトクリーム）
・鶴来かな？カレーとコーヒーがとっても美味しいので。（カレーのヤムヤム）
・安い値段なのに美味しい定食。（しま崎）
・美味しい。（ソフトクリーム）
・和菓子。花見の時のお団子が美味しい。（つねやま）
・わらび餅を始め、和菓子が美味しい。（つるや）
・近江町でうなぎが買えないとき、鶴来で買う。（どじょう、うなぎ）
・友達と普段の生活から離れた雰囲気を味わいたい。（ハミングバード）
・知り合いのおすすめ。（一六おやき）
・価格お手頃だから。（駅の近くのお好み焼き屋）
・プロだしを買いに。（吉田屋）
・堅豆腐
・ブリがいい。（高田醤油）
・蕎麦が美味しい。（山猫）
・針（常四鍼灸）
・こんにゃくの種類が多い。（森こん）
・美味しいから。（天津）
・堅豆腐とか買えるかな？（道の駅）
・国産の陶器がたくさんある。レトロな掘り出し物がある。（冨樫陶器店）
●最も多かったのが「あさひ屋ベーカリー」30 人。その理由として「蒸しパンが美味しい」「イートインスペースがある」
「子連れで行きやすい」が上位にあがりました。次いで「もく遊りん」が 19 人。主な理由は「ピザが美味しい」「お店の雰
囲気がよい」でした。3 番めは「こいしや」14 人で主な理由は「ラーメンが美味しい」。続いて「おはぎや」は「ソフトクリー
ム」と「蕎麦」。そのほかでは、ソフトクリームの「汐井商店」「善与門」5 人、糀製造店 5 人の回答がありました。

■鶴来のイメージは、よい？悪い？
5% 0%

9%

とてもよい
よい

35%

どちらでもない
やや悪い
悪い
51%

●鶴来のイメージは「とてもよい」「よい」が 86％で、好印象を持たれていることがわかります。
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■鶴来にどんなイメージを持っていますか？具体的に教えてください。
◎自然・山（42 件）
・羽咋からは遠く、山の裾野の町。
・近いけれど緑豊かで子連れで自然に触れ合うのにちょうど良い距離のレジャースポット。
・近くにある。森林浴ができる。
・空気がきれいで距離的にも訪れやすい街というイメージ。子どもが小さいときは獅子吼高原で遊ばせるのでもっ
と頻繁に行きました。もく遊りんで食事をしました。学習机を町八家具で買いました。最近は、白山ひめ神社があ
るので手を合わせたいことがあるとふらっと立ち寄ります。
・山
・山、自然、手取川、扇状地の恵み豊か。
・山に囲まれている。
・山の中。
・山奥。あまりイメージがわかない。
・山懐に包まれた、穏やかな町。
・山深い。雪が降ったら行き辛い。
・山麓。
・獅子吼があるから空気がきれい。
・自然
・自然あふれるイメージ。
・自然いっぱいで静かな町。
・自然があって子どもと遊びやすい。
・自然がいっぱい、田舎。
・自然がいっぱい。ちょっと田舎。
・自然がいっぱいで、白山が近く気持ちが良い場所。
・自然が気持ちいい。遠いようで意外に近い。
・自然がたくさんあるイメージ。（3 件）
・自然が豊かでのびのびできる。
・自然が多い、田舎。
・自然が多くて懐かしい感じがする。
・自然が豊か。白山がきれいに見える。
・自然が豊かで空気がきれい。
・自然が豊富。近いのに遠出感がある。
・自然に触れられる。
・自然に恵まれている。
・自然の多いところ。
・自然の中に歴史ロマンたっぷりの街並み。
・自然豊かで昔の街並み。
・自然豊かなところ。獅子吼高原が有名。
・身近な自然、のんびりゆったり、気持ちのよい場所。
・白山のイメージ。のどかでゆったりしている。
・白山のふもとの静かな町。
・白山麓にあり、自然が豊か、扇状地。
・白山麓の拠点になる地域、懐かしさと新しさが混在している。
・風が気持ちいい。
◎田舎（19 件）
・ほどよい田舎。
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・空気がきれい。田舎。
・少し田舎。
・田舎（6 件）
・田舎、過疎
・田舎。ちょっと便が悪そう。
・田舎。自然が豊富。小さな子どもと暮らすには良いかもしれないが、中高生くらいの子どもと暮らすには学習環
境や習い事などの点で不便そう。
・田舎。小さいけど生活に困らない町。
・田舎だけど、きちんと町が機能している。住んでいる人は居心地良さそう。
・田舎で遠い。
・田舎で自然豊か。
・田舎の良さがある。
・田舎の町というイメージ。
・かつての職場や家もあり、身近すぎて客観視できない。自然が多くて白山麓の入口として良い街だとは思うが、
中途半端な田舎のイメージもある。商業的にも特筆すべきものがない。もっと資源を上手に活かすことを考えた
方が良いのでは？市町村合併で、あまりにも広域になり過ぎたのも魅力半減の原因かも。もっと地元愛を育てて
欲しい。
◎神社（13 件）
・初詣で行くくらいなので、よくわかりません。
・神社があるので神聖なイメージ。
・神様の町。白山さんのイメージです。
・静かな白山ひめ神社のイメージ。
・白山さん。（3 件）
・白山さんにお参り行くところっていうイメージが一番です。
・白山さんや金剣宮があるせいか厳かな凛とした場所に心が洗われるようです。
・白山ひめ神社。初めて行ったときにそびえる大木にパワーを感じて好きになりました。
・白山ひめ神社があり、石川県の有名なパワースポット。
・白山ひめ神社はパワースポットで良い気が漂っていますし、お酒の町として昔から情緒があります。
・白山神社や、金剣宮など、いいエネルギーがある場所。
◎のんびり・のどか（8 件）
・のどか、レトロ。
・のどか。
・のんびり、穏やかなところ。
・のんびりとした町。
・山があってのどかだと思う。
・暮らしやすそうな、のどかなイメージ。
・落ち着いた静かな地域。
・落ち着いていて趣がある。
◎雪が多い（7 件）
・雪
・雪が多い。（3 件）
・雪深い。（2 件）
・冬は雪が多くて別世界な感じがして癒される。
◎神秘的（4 件）
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・パワースポットのような神聖な場所。
・神秘
・神秘的！でも少し廃れている。
・神様に守られた町。
◎祭り（4 件）
・お祭りはヤンチャな印象。鶴来に遊びに行くというより、白山（麓）に遊びに行く（その通過地点）、という印象が強
い。
・ほうらい祭りが印象が強い。昔ながらの文化が根付いた街の印象。
・高校生の時にほうらい祭に行って酔っぱらいに絡まれまくって怖い思いをした。祭に対して気持ちの熱すぎる田
舎のイメージ。
・素敵な町。もっと祭りのことを知って欲しい。
◎日本酒（2 件）
・日本酒の醸造が盛ん。
・日本酒好きとしては、有名な醸造蔵がたくさんある。
◎水が美味しい（2 件）
・美味しい水。
・水が美味しい。
◎その他（15 件）
・かたい、古いイメージ。
・スキーの通り道。
・スキー場
・蕎麦
・交通の便はあまり良くない。
・広い。新しく移り住む人も多い。
・獅子吼で有名バラグライダーができる。
・人が怖い。
・昔ながらの商店街が元気な街。
・石川線の終着駅。
・素朴な人たちが多そう。
・土地は広いが人間関係が窮屈そう。
・年寄りが多い。
・卵かけご飯のイメージ。
・糀専門店が多く、米糀、糀商品が多い。
◎特になし（3 件）
・なじみがない。
・見どころは特にないようなイメージ。
・特にない。
●最も多かったのが、「山・自然」42 人。「自然がいっぱい」「近場で自然とふれあえる」といったプラスのイメージと、
「山奥」「山深い」などややマイナス面のイメージがあがりました。次いで「田舎」19 人。「ほどよい田舎」「田舎のよさが
ある」のイメージのほか、「過疎」「不便」「遠い」「雪が多い」と感じている人もいました。3 番めは「神社」13 人。白山比
め神社を「神聖」「凛とした場所」「いいエネルギーがある」とパワースポット的にとらえているようです。
そのほか、「のどかで落ち着いた町」と好印象が多い一方で、「かたい・古い」「人が怖い」などのマイナスのイメージも
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わずかながらあがっていました。

■鶴来にあったらよい商品やサービス、ニーズがあれば、具体的に教えてください。
◎店・スポット（15 件）
・お昼に地元の醗酵食や食材を使ったお店があるといいですね！
・こ洒落たカフェやランチの美味しい隠れ家的なレストランがもう少し増えて欲しいな。
・サイクリングロードの看板をわかりやすくし、休憩所などが充実するともっと楽しめる。
・ゆっくり過ごせる喫茶店。テラスや庭を眺めながら。大人の体験型もいいですね。
・菊姫と萬歳楽が手を組んで地酒テーマのおしゃれなお店。
・昆虫館によく行きますが、帰りに子連れでも入りやすいお食事処があるとうれしいです。
・作りたてのお豆腐が昔ながらの雰囲気で買える店。
・子連れで入りやすい店があったらうれしい。
・自然を生かしたレストラン、カフェ。
・小さい子と楽しめる場所、カフェ。
・食事ができるところを増やして欲しいです。
・昔からの飲食店も多いようですが、美味しいものをもっとうまく PR できて、町おこしができたらいいなぁと思います。
水の美味しいところは、必ず食がいいと私は思います。
・大きめのショッピングセンターができると、たくさんの人が来そう。
・大手スーパーやチェーンストアの誘致より、地元発信の店が増えてほしい。
・白山さんや昆虫館や獅子吼高原など観光できるところが多いので、気軽に入れるお手頃価格の飲食店がもっと
欲しい。
◎イベント・ツアー（10 件）
・イベント、フェスのようなお祭りが獅子吼であればいいなと思います。
・お宮さんツアーとお宿。滞在型の観光スポット。
・一人でも参加できるアウトドアツアーや、山歩きツアー、スキーなどの大人のサークル情報があると行きたい。友
人を誘ったりするのは日程が合わなかったりして行きにくいので、おひとりさま同士でも参加可能なら行きたい。
・獅子吼トレッキングツアー。
・酒蔵の見学。
・人が来ないと発展しないので、自然を活かした取り組みをもっとしたらいいと思う。
・石川線のイベントは一度参加してみたいなとは思っています。
・鶴来=山=星がキレイに見える！女性だけでは夜空を見に怖くて行けないので、「星空を見に行こうツアー」みた
いのがあったらいいなと思います。
・鶴来駅からの町巡りツアー。
・日本酒ツアー
◎商品（5 件）
・以前あさひやベーカリーに行ったときに、近くに糀屋さんがあって糀を買って帰りました。和の雰囲気が漂う町な
ので、例えば糀のように和の素材を使った商品をもっとアピールしたらいいのにと思いました。
・夏場になると米糀を売ってくれるお店がぐんと減るので、送料無料で糀をネット販売していただければうれしいで
す。特に夏場は糀甘酒をよく作るので。
・酒屋さんに酒粕を使った商品など、さらに増えるとうれしいです。
・鶴来で生産される商品をさらに増やしてほしい。JA で売られている手作り製品は、もう少しセンスが良ければい
いなあと思っている。
株式会社ウーマンスタイル tel 076-227-8062
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鶴来に関するアンケート

・白山さんがパワースポットで有名なので、女子受けしそうなかわいい、おしゃれなお守りやグッズ。白山さんに売
っているものは普通のお守りなので。
◎レジャー施設（5 件）
・子どもと行ける公園。
・ボルタリングの正式な室内練習場。天然記念物にピックをうちつけなくてもいいようにクライミングの指定練習場
所など。
・安全に川遊びできて、かつお金がかからないアスレチック。ロープで吊られて川を渡るなど、身体を使って楽しめ
る感じのレジャー施設。最近福井にできて近ければなぁ…と思っています。
・子どもが自然に触れ合える場所。
・自然学校、子どもが思いっきり遊べる場所。
◎交通手段（4 件）
・やっぱり、電車が上まで通っていた頃のほうが便利だった。
・金沢から気軽に行ける交通手段があると良いです。
・中心商店街に車が停めにくいので駐車場。
・魅力的なカフェや金沢の「まちのり」のようなサイクリング施設、街歩きを楽しめるインフラ作り。
◎今のままで良い（3 件）
・だいたいそろっているのに意外とみんな知らない。
・今のままでいい。
・田舎ということをいかすため、このまま何もしないほうが良い。
◎獅子吼高原（2 件）
・獅子吼のゴンドラ、値下げしたけれど、まだちょっと家族全員で登ることを考えたら高い。車で頂上に行けるよう
にしてくれたら、上にあるお店に行く機会も増えるのに、と思う。キャンプ場や、バーベキューなど、もっと整備した
ら、来る人が増えるのにと思う。
・獅子吼高原が充実してほしい。
・獅子吼のロープウェイがもう少し安くなればいいなー。そしたら気軽に上がるのにー。
◎グルメ（3 件）
・TKGY アイスまたはソフトクリーム。意外性があってうけそう。甘じょっぱくて結構美味しそう。ご飯のツブツブが残
っていて、ほんのり卵としょうゆ味。
・価格の手頃な山菜料理。
・特色のある食べ物。
◎もっとアピール（2 件）
・都会の真似をしても仕方ないと思うので、豊富な自然をもっと活用しアピールするべきだと思います。
・白山ひめ神社や菊姫というとても魅力的なものがあるのでもっともっとアピールしたらいいと思います！
◎宿泊施設（2 件）
・安く借りられるシェアハウスや、寝泊まりできるとこ。旅館や民宿ではなく、普通の空き家を長期滞在で安く借りら
れるなど。
・大江戸温泉のような温泉と宿泊とプールが一緒になったファミリーで行けるような施設。
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●最も多かったのが「店・スポット」15 人。中でも「カフェやランチの店が増えてほしい」が最多でした。「隠れ家的レス
トラン」「ゆっくり過ごせる喫茶店」「自然を活かしたレストラン」「気軽に入れるお手頃価格に飲食店」と具体的な要望
が寄せられていました。次いで「イベント・ツアー」10 人。獅子吼を拠点にしたフェスやツアー、山歩きや星空観測など
の自然を楽しむツアー、酒蔵見学などの町特産を活かした町巡りツアーが提案されています。
そのほか、商品については「糀や酒粕など地元の特産品を増やして欲しい」、スポットでは「子どもが自然にふれあえ
る場所」「獅子吼高原を充実させてほしい」、交通については「商店街に駐車場がほしい」「レンタサイクルなどの街め
ぐりインフラの充実」があがっていました。

●総合分析
・鶴来の認知度は高く、イメージも好印象。
・白山比め神社はほとんどの人が知っており、実際に参詣した人も多い（約６０％）
・わざわざ行きたい店トップ３は「あさひ屋ベーカリー」「もく遊りん」「こいしや」。それぞれに「蒸しパン」「ピザ」「ラーメ
ン」という名物メニューがあるのが強み。それ以外に「子連れで食べられるイートインスペース」（あさひ屋）、「雰囲気
のよさ」（もく遊りん）といった、「くつろぎ空間」があることも大きい。
・「金沢から比較的近くで自然が楽しめる場所」「のんびりとした田舎の雰囲気が味わえる」「パワースポットの白山比
め神社」といったプラスのイメージがある反面、「田舎で不便」「山奥」といったマイナスイメージもある。
・「カフェやランチの店が増えてほしい」との要望が多く、主婦にとって、白山参詣、アウトドア、ドライブなどの際に立ち
寄りたい店が少ないことが伺われる。また、「子連れで自然を楽しみに行く」ことが多いため、子連れで楽しめる飲食
店も求められている。実際にあっても、PR 不足のせいで、「あさひ屋ベーカリー」「もく遊りん」に人気が集中してしまっ
ている。下記のような意見をふまえ、観光ポータルサイト、SNS など有効なツールを活用し、鶴来のまだ知られていな
い魅力を積極的に発信していく必要がある。
（参考…回答より）
・だいたいそろっているのに意外とみんな知らない。
・都会の真似をしても仕方ないと思うので、豊富な自然をもっと活用しアピールするべきだと思います。
・白山ひめ神社や菊姫というとても魅力的なものがあるのでもっともっとアピールしたらいいと思います！
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