
平成２２年４月
来館者の意見 対応状況等

1 いろんな梨の試食会。
現在３品種の食べ比べを行っているところですが、今後は期待の
新品種や旬の梨など、時期によっていろいろな梨を提供したいと
考えております。

2 ホームページで売り出し品種を教えてもらいたい。 今年度からインターネットでの梨の通信販売を予定しております。

3
大人も楽しめるいい施設なので、もっと広告を出したり
して、いろんな人に来てもらえるようにした方がいいと
思います。

今後とも予算の範囲内で幅広く効率的な広報を行っていきます。

4 梨を使って何か体験するイベント。おやつづくりとか。 今後のイベントの参考にさせていただきます。

5
トリピーの顔出しパネルを置いてみたらどうでしょう
か。

今後検討します。

6
子どもには書いてあることが難しいしのでわかりやす
くした方がいいと思いました。

既存の展示以外のものについては極力読み仮名をつけるなど、
子どもにも分かりやすい展示を心がけております。今後とも更に充
実させていたきたいと思います。



平成２２年５月
来館者の意見 対応状況等

1 展示物に変化があると何度も来たいと思うのでは。
常設展示の変更は予算の都合もあり難しいと思いますが、企画展
示については今後ともお客様の要望を参考にしながら、魅力ある
展示を実施していきたいと考えております。

2 館内が暗い。

現在、照明の向きを変更したり、使用電球を増やしたりしてなるべ
く館内を明るくするよう努力しておりますが、依然として暗いという
ご意見を頂戴します。今後は当館の設置管理業者と連携して、館
内が全体的に明るくなるよう、策を講じていくこととします。

3
小児を集客するアニメイベントや全国的な宣伝のある
ゆるキャラの設定。

イベントについては今後の参考にさせていただきます。
ゆるキャラは、現在名前を募集している梨のキャラクターを当館の
メインキャラクターとして設定し、周知を図っていきたいと思いま
す。

4 空調をもっと効かせてほしい。
今後とも館内の温度には十分注意を払い、空調の調節をしたいと
思います。

5
読み物がたくさんあるが、読みやすい工夫が必要だと
思う。

現在も展示物の内容を漫画にしたり、読み仮名をふったりして皆
様に興味をもって読んでいただけるよう努力しているところです
が、今後とも更に充実させていきたいと思います。



平成２２年６月
来館者の意見 対応状況等

1 体感できるような物を多く置いて欲しい。 今後のイベントの参考にさせていただきます。

2
梨を使った実験・クッキング教室・宝探しゲーム等が
あったらいいですね。（簡単で子どもも参加できるよう
なこと）

梨を使った実験は夏休みの自由研究教室で行います。またクッキ
ング教室や宝探しゲームは今後イベントの企画において検討させ
ていただきます。

3
今日は静かでしたが、催し物があるとまた来たいで
す。鳥取に住んでおりながら、今日初めて入館しまし
た。（無料開放日入館）

なしっこ館では月に一度無料感謝デーを設けて、地元の方にどん
どんご入館していただいております。今後とも魅力的なイベントや
無料感謝デーを継続して行い、地元に親しまれるなしっこ館を目
指したいと思います。

4 夏休みに子どもに何か体験させてやりたいです。 夏休み自由研究教室を７／２４(土)から計１０回行います。

5 梨の絵コンテストをしてはどうか。 今後のイベントの参考にさせていただきます。



平成２２年７月
来館者の意見 対応状況等

1 入場料金を３段階（通常、半額、無料）にしてほしい。

現在、毎月最終日曜日（くらよし大市）に、無料入館していただけ
る「無料感謝デー」を設けております。また、各種割引券の適用や
ＪＡＦカードによる割引を行い、皆様にご利用いただきやすい料金
体系としております。

2 アニメを作ってほしい。
現在、ＰＲ用に漫画を作成しております。これを元にアニメができる
かどうか検討したいと思います。

3
夏休みなので平日でも小学生向け体験講座などがあ
ればいいと思います。

夏休み期間中の体験コーナーは土日及び盆に行っております。平
日の開催については費用対効果を考えながら検討したいと思いま
す。

4
県内の小学生向けなのか、県外の旅行者向けなのか
対象がはっきりしません。

なしっこ館は果樹振興と観光振興を目的として設置された施設で
す。よって県内の小学生や県外の観光客の方々など、幅広く楽し
んでいただける施設を目指しています。

5 カニの展示がもう少し充実すると良い。
昨年度、かにっこ館と連携してイベントを行いました。今年度も展
示を含めた連携イベントを、今後考えていきたいと思います。



平成２２年８月
来館者の意見 対応状況等

1 自由研究を申込みなしでやらせてほしい。
夏休み自由研究教室については、甘さを計る果実の事前購入や
座席の確保など、予約制でなければ対応しづらい事情がございま
すので、事前予約を原則とさせていただきます。

2
見るものばかりでなく、手に触れたりするものをもっと
増やすと良くなると思いました。

今後の参考にさせていただきます。

3 梨のいろんな種類を売って欲しい。
８月はまだ梨の種類が少ないのですが、９月に入れば多種の梨を
販売いたします。今年度は新甘泉やなつひめなどの新品種も販
売する予定です。

4
マスコットキャラクターをもっと前面に出してもいいの
では？と思います。

現在マスコットキャラクターの商品としては、オリジナルタオルを販
売しております。販売状況が予定よりも好調であるため、別のグッ
ズ販売についても今後検討していきます。

5 梨についての故事、ことわざの展示。 今後のイベントの参考にさせていただきます。



平成２２年９月
来館者の意見 対応状況等

1 お土産も試食させてほしい。

現在お土産物の試食については卸売業者の試食専用菓子を使
用しています。この試食用菓子は先方の都合により、提供できる
品物とできない品物があります。幅広い試食の提供について業者
に対して協力は依頼しますが、一部のお土産物について試食がな
いことはご了承ください。

2
梨の実はたくさん展示してあったが、その花もそれぞ
れどのような花が咲くのか知りたかったです。

今後のイベントや企画展示の参考にさせていただきます。

3 珍しい梨が食べられるのは続けてほしい。

当館では旬の梨をはじめ、期待の新品種も試食として提供してお
ります。今年は新甘泉、なつひめや早優利などの新品種の仕入を
積極的に行い、試食だけでなく販売もいたしました。今後も新品種
や珍しい品種の取り扱いを行っていきたいと考えております。

4
羽衣石城や投入堂とのコラボイベントをすればより集
客が見込めるのでは？と思った。

他施設との連携企画は以前から行っておりますが、今後とも近隣
施設との協調体制を構築しながら、集客を図りたいと思います。

5 梨の皮むきコンテストとか。
ご意見を参考に、１０月９日～１１日の３連休に梨の皮むきコンテ
ストを行うことといたしました。今後とも魅力あるイベントを検討して
いきたいと思います。

6 糖度計や硬度計を実際に使って体験してみたかった。
現在のところ、夏休み自由研究教室において糖度計を使っており
ますが、一般入館者の方々には体験していただいておりません。
今後検討したいと思います。



平成２２年１０月
来館者の意見 対応状況等

1
梨の収穫時期以外では試食コーナーではどのような
事をされているのか気になります。

梨の試食コーナーは収穫時期以外も試食梨を常時３種類提供し
ています。収穫した梨を氷温庫で貯蔵することにより、オフシーズ
ンでも提供することが可能となっています。

2
「まっぷる」などの情報誌に載せていなかったので、こ
こは是非載せてほしいと思った。

「まっぷる」ではありませんが、以前「るるぶ」には広告を掲載しま
した。予算上の事情もありますので、しばしば掲載することはでき
ませんが、なるべく多くの方の目に触れるよう、効率性を考えて、
広報を行っていきたいと考えております。

3
入館料が高いと思います。
大人１００円、子ども５０円。

入館料につきましては、来館者の皆様が試食される梨代や、館内
の維持管理経費などに充てております。皆様に提供するサービス
内容を維持するには、この料金体系の維持が必要であることを、
是非ご理解いただきたいと思います。

4 シアターの内容を変えてほしい。
開館１０周年を記念して、梨園の虫たちを監察した映像を制作中
です。平成２３年度には皆様にご覧いただけると思います。

5
子どもたちが楽しめるものがもう少しあってもいいと思
う。

キッズコーナーにつきましては、今後備品を充実し、今以上に楽し
んでいただけるコーナーとするよう計画中でございます。もうしばら
くお待ちください。



平成２２年１１月
来館者の意見 対応状況等

1
もっともっとＰＲ！梨の木だけしか展示してあるように
しか思えなかった。もっと詳しくＰＲすれば良いと思う。

今後とも予算の範囲内で幅広く効率的な広報を行っていきます。

2 梨チョコフォンデュはないの？
次の梨チョコフォンデュはバレンタインデーに合わせ、２月の開催
を予定しております。

3 農家の人の「梨コンテスト」を行ってはどうか。
８月になつひめ、新甘泉のコンテストを行い、１１月末から現地調
査を実施しました。１２月には巨大ナシコンテストの開催も予定し
ております。

4
味がとても良かったです。四国でも買うことが出来たら
良いと思いました。

梨の販売については、県外など幅広いお客様にもご購入いただけ
るよう、インターネットや電話による販売も行っております。

5
お客様感謝デーとても良かったです。今後は定期的
にお願いします。

お客様感謝デーはくらよし大市に合わせ、毎月１回行います。また
それ以外にも、県民の日及び関西文化の日に行っています。



平成２２年１２月
来館者の意見 対応状況等

1
梨に関するお土産・食品をもっと多く取り扱ってほし
い。どこのお土産物屋さんにもあるものばかりで特別
感がない。

当館では、現在でも梨に関する商品をできるだけ多く取り扱うよう
にしておりますが、今後とも更に充実させるよう努めます。また当
館オリジナル商品を販売すべく、現在調整中です。

2 問題がもう少しあっても良いと思います。
クイズラリーの問題数につきましては、スペース上の問題もあり、
現状が最適であると考えております。

3
押し花体験開催中とありましたが、いつ開催されるの
か分からなかったので残念でした。また今度参加して
みたいです。

講師のスケジュール調整や費用対効果の面から、体験教室は基
本的に予約ベースとさせていただいております。イベント時には常
時行っている場合もございますので、詳しくはホームページ等でご
確認いただきたいと思います。

4
クイズは何回もしてると覚えてしまう。全問正解がなか
なか出ないように、クイズを定期的に変えてほしい。

今後検討いたします。

5 もっと子どもが体を使って遊べるものがほしい。
現在、県に子ども用室内遊具の設置をお願いしております。もうし
ばらくお待ちください。なお設置の際には、２階キッズコーナーを拡
大したいと考えております。



平成２３年１月
来館者の意見 対応状況等

1 梨の模型を作るイベント。
梨の模型ではありませんが、段ボールを使った工作で、梨の形を
した鉛筆立てを作る教室を予約ベースで行っております。

2
読み物が多かった。読むのが大変なので、もっと分か
りやすく楽しく見られたら良かったと思う。

なしっこ館には、博物館としての機能もあるため、ある程度の読み
物も必要かと考えます。ただし来館者の皆様により楽しんでいた
だくため、動きがあって飽きのこない展示・イベントに企画・立案を
していきたいと思っております。

3 生物などのふれあいコーナーがあると良い！

昨年の１２月には、移動かにっこ館と称して当館でイベントを行
い、海の生き物にタッチしていただくコーナーを設けました。また館
内には常時カニを展示しております。今後とも生物とふれあえるイ
ベントを検討していきたいと思います。

4
一緒に動いてできるゲームなどあるともっと楽しいか
も★

イベント・常設を含め、今後検討いたします。



平成２３年２月
来館者の意見 対応状況等

1
梨狩り等のイベントに参加してみたい。色々体験した
い。

その時期毎に摘果、袋かけ、収穫などの体験イベントを行っており
ます。実施日、内容については、決定し次第ホームページやチラ
シに掲載します。

2
館の場所がわかりにくい。最初セミナールームだけの
建物だと思った。

以前から館の場所がわかりにくいという意見をいただいておりまし
たので、織旗を立てたり、館壁面に立体文字を設置したりして、周
知を図っているところです。今後とも努力していきたいと考えており
ます。

3 遊び場を大きくしてほしい。
３月に新たな室内遊具が納品される予定です。キッズコーナーは
現在よりも広くなります。

4 ソフト＆ケーキ以外にも梨メニューを増やしてほしい。 今後とも検討いたします。

5 お土産商品を増やしてほしい。
今後は一般的な土産物の品揃えを充実するとともに、酒類も販売
する予定です。



平成２３年３月
来館者の意見 対応状況等

1
スペースがまだたくさんあるので、もう少し梨について
説明できる所を使う事が大切だと思いました。

展示照明の増設などを行い、スペースを有効に活用できるよう検
討中です。また、梨の説明については１０周年を機に充実させる
予定です。

2 記念撮影コーナーにスタッフがいなかった。
記念撮影コーナーには案内スタッフを配置しておりませんが、お客
様のご要望が多いことから、館内案内スタッフが重点的にチェック
を行い撮影を手伝うようにさせていただきます。

3
２Ｆ不思議ガーデンのＰＣクイズ全問正解したのに、認
定証が出てこなかった。

繁忙時に紙の交換が追いつかない場合があり、その際は受付で
申し出ていただけましたら認定証をお渡しするようにしておりま
す。その旨表示も行っておりますが、目に付きやすい表記に変更
させていただきます。

4 ナッシーの着ぐるみに会いたかった。
お子さま連れの多いＧＷや夏休みを中心に着ぐるみを登場させて
おりますが、今後は春休みについても登場を検討いたします。

5 もう少しクイズの機械を増やしてほしいです。
繁忙期にクイズの順番待ちが発生することから、ＧＷを目処に新
しくクイズ機械を増やして対応させていただきます。


