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第３章 土産品店等物販施設の支援 

 

１．支援事業の概要 

（１）目的と実施内容 

  １）目的 

    土産品店等物販施設における人材の育成や販売力の向上を目指すことを目的に、

各種専門的知見を有する者が土産品店等物販施設を巡回し、物販施設等が抱える問

題や課題の解決に向け、売場の改善や接遇、情報発信等についてアドバイス支援を

実施する。 

  ２）実施内容 

ア．土産品セミナー・勉強会 

     「土産品セミナー・勉強会」は、観光土産品等販売事業者等を対象に平成 26 年

10 月 20 日に北部地域で、平成 26 年 10 月 21 日に中南部地域で開催した。 

     セミナーの内容は、観光客の土産品に関する調査に関する情報提供及び「個性

的な売り場づくり」「急増する海外観光客への接客術」の２つのテーマをそれぞれ

の専門家による講話形式で実施した。 

     県内の土産品店については、「どの店も同じような品揃えで個性がない」という

観光客の指摘もあり、また、店舗側も「商品の陳列、見せ方、店舗の個性化」な

どについて課題があると認識しており、そのようなことからもこのセミナーの参

加者の感想としてはかなり好評であった。 

イ．土産品店等物販施設巡回アドバイス支援 

「土産品店等物販施設巡回アドバイス支援」は、土産品等小売店を対象に平成

26 年 11 月から平成 27 年 2 月までに専門家によるアドバイスを延べ 51 件行った。 

     アドバイスのテーマとしては、売場演出、店員の接客、外国人客への対応、web

通販・情報発信の手法など、多岐にわたった。 

     アドバイス終了後の店舗側の感想としては、「とても有益なアドバイスであり、

すぐにできることから改善に取り組み、成果が出た。」などという意見が寄せられ

た。 

 

２．土産品セミナー・勉強会の開催 

（１）目的 

   観光客の一人当りの土産品の購入額を向上させるには、個性的な売り場づくりや、

売れる接客術などを習得することによって、土産品店等の顧客満足度も向上すること

が求められる。そのような観点から、観光土産品の販売等に係る人材を育成すること

を目的に、県内で土産品等を販売する物販事業者の多くが抱える課題等に関し専門的
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知識を有する講師を招聘し、「個性的な売場づくり＆急増する海外観光客への接客術」

と題するセミナーを実施した。 

 

（２）セミナー講師プロフィール 

  □「個性的な売場をどうつくるか」 

 長瀬 直孝氏 

（株式会社ＪＲ東日本ステーションリテイリング 

営業本部営業推進部 チーフマネージャー）  

     株式会社 大丸松坂屋百貨店勤務等を経て 2008 年株式

会社ＪＲ東日本ステーションリテイリング入社。2008 年

～12 年にかけて、エキュート（JR 東日本のグループ企業

が開発運営をする駅構内商業施設）の各ショップの店舗

レイアウト、ディスプレイ、ＰＯＰ等、ＶＭＤを含めた販売促進の指導を担当。

現在はエキュートで実施するキャンペーン企画の立案等を担当。 

  □「急増する海外観光客へ販売店はどのように対応すべきか」 

玉城 判氏（エネてぃーだ琉球株式会社代表取締役） 

大同生命保険株式会社勤務を経て 2011 年エネてぃー

だ琉球株式会社を設立し代表取締役に。以後、公益財団

法人沖縄県産業振興公社「支援専門家」、一般財団法人沖

縄観光コンベンションビューロー“育人（はぐんちゅ）”講師

として県内企業の研修セミナー等の講師を務める。 

 

（３）本島北部地域でのセミナー 

開催日時 

平成 26 年 10 月 20 日（月） 14：00～17：00 

開催場所 

沖縄県北部会館３階会議室（名護市） 

参加者数 

 26 人 

セミナーの内容  

①情報提供「観光客の土産品に関するニーズについて」                

（観光客満足度調査、国内観光客及び海外観光客のアンケート調査の概要等）    

   報告：協同組合沖縄産業計画 主任研究員 福地武次 

②セミナー「個性的な売場づくり＆急増する海外観光客への接客術」 

テーマ１「個性的な売場をどうつくるか」                   

（店舗レイアウト、ディスプレイ、ＰＯＰ、陳列、見せ方等について） 

 講師：㈱JR東日本ステーションリテイリング 営業推進部 長瀬 直孝 
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テーマ２「急増する海外観光客へ販売店はどのように対応すべきか」   

（来沖海外観光客の特徴、業種・業態別の対応策、売れる接客術等について）         

 講師： 玉城 判（エネてぃーだ琉球株式会社 代表取締役） 

 

会場の様子  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）本島中南部地域でのセミナー 

開催日時 

平成 26 年 10 月 21 日（火）14：00～17：00  

開催場所 

那覇市ぶんかテンブス館４階テンブスホール（那覇市） 

参加者数 

130 人 

セミナーの内容  

①情報提供「観光客の土産品に関するニーズについて」                

（観光客満足度調査、国内観光客及び海外観光客のアンケート調査の概要等）    

   報告：福地武次氏（協同組合沖縄産業計画 主任研究員） 

②セミナー「個性的な売場づくり＆急増する海外観光客への接客術」 

テーマ１「個性的な売場をどうつくるか」                   

（店舗レイアウト、ディスプレイ、ＰＯＰ、陳列、見せ方等について） 

 講師：長瀬 直孝氏（㈱JR東日本ステーションリテイリング 営業推進部） 

テーマ２「急増する海外観光客へ販売店はどのように対応すべきか」   

（来沖海外観光客の特徴、業種・業態別の対応策、売れる接客術等について）         

 講師： 玉城 判氏（エネてぃーだ琉球㈱ 代表取締役） 
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会場の様子  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）アンケート結果 

  参加者のアンケートでは「大変参考になった」とする回答が多く見られた。特に「観

光客の土産品に関するニーズについて」と題した情報提供の中で、近年の観光客の満足

度や一人あたりの土産品購入額の低下などについての情報は関心が高かった。また、「個

性的な売場をどうつくるか」及び「急増する海外観光客へ販売店はどのように対応すべ

きか」というテーマのセミナーへの評価も高く、特に「売場演出」という新たな切り口

の長瀬氏のセミナーには強い関心が集まり、その後の巡回アドバイス支援への要望につ

ながった。アンケートの詳細は次頁以降のとおりである。 
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土産品セミナー・勉強会参加者アンケート集計結果 

 

平成 26 年 10 月 20 日（月）沖縄県北部会館、21 日（火）那覇市ぶんかテンブス館で行われた観光土

産品販売店向けセミナー「個性的な売場づくり＆急増する海外観光客への接客術」来場者へ行ったア

ンケートの集計結果。 

 

Ⅰ、アンケート回収:                Ⅱ、アドバイス支援への参加意向: 

二日間合わせてのアンケート回収は 109 件。   参加意向有りは 35%。 

北部会館が 20 件、テンブス館が 89 件。     参加意向無しが 65%となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１、（福地氏）観光客の土産品に関するニーズ調査結果の情報提供に対する評価 : 

 ニーズ調査の情報提供では、大変参考になったが 72.5%。まあまあ参考になったが 27.5%。 

 

 

 

 

 

２、（長瀬氏）「個性的な売り場をどうつくるか」に対する評価 : 

 大変参考になったが 71.6%。まあまあ参考になったが 25.7%。あまり参考にならなかっ

たが 0.9%(1 件)あった。不明（未入力）は 2 件で 1.8%。 

 

71.6

25.7

0.9

1.8
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大変参考になった n=78

まあまあ参考になった n=28

あまり参考にならなかった n=1

不明 n=2

18%

82%

北部会館 n=20

那覇テンブス n=89

35%

65%

参加意向有り n=38 参加意向無し n=71

72.5

27.5

0 10 20 30 40 50 60 70 80

大変参考になった n=79

まあまあ参考になった n=30

図 2. 

図 3. 

図 4. 

図 1 
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３、（玉城氏）「急増する海外観光客へ、販売店はどのように対応すべきか」に対する評価 : 

 大変参考になったが 53.2%。まあまあ参考になったが 35.8%。あまり参考にならなかっ

たが 6.4%、全く参考にならなかったが 0.9%。不明（未入力）は 3.7%。 

 

 

４、アドバイス支援事業への関心: 

 是非申し込みしたいが 10.1%。社内で検討するが 69.7%と最も高い数値となった。 

 あまり関心がないが 4.6%。不明（未入力）は 15.6%となった。 

 
 

５、セミナーについての意見: 

 セミナーの感想については、「時間」や「構成」に関するものが多く、「時間が短い」「長

くして欲しい」「１つのテーマに絞ったほうが深く聞けたのではないか」という意見があっ

た。 

時間につ
いて 

時間が短かったのでもっと深く聞きたかった。もっと時間をかけたほうが良い（7件）

売場演出のセミナーの時間をもっと長くして欲しかった。 

パワーポイントが少し早かった。でも分かり易い説明で良かった。 

セミナー内容はとても良かったが３人の講師の話が速く、レジメの書き取りなどができ
なかった。個別に２～３回に分けて欲しかった。 

 

 

構成につ

いて 

 

 

参考になった、勉強になった(13 件） 

実際の店頭の話を交えての説明はとても分かりやすかった。 

良いアドバイスをぜひスタッフに伝えたい。 

基本的な事が大切だということの振り返りができた。 

３部構成でメリハリがあった。 

いろいろな視点からのアドバイスで非常に視野が広がった。 

３人の先生の発表、講演とても楽しくためになりました。 

53.2

35.8

6.4

0.9

3.7

0 10 20 30 40 50 60 70 80

大変参考になった n=58

まあまあ参考になった n=39

あまり参考にならなかった n=7

全く参考にならなかった n=1

不明 n=4

10.1

69.7

4.6

15.6

0 10 20 30 40 50 60 70 80

是非申込みしたい n=11

社内で検討する n=76

あまり関心がない n=5

不明 n=17

図 5. 

図 6. 
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構成につ

いて 

（つづき） 

自身の店舗を知るにあたって色々な方の話は参考になる。店舗は問題箇所がいくつかあるので取

り組んでいきたい。 

このような無料講習の機会を頂き、大変嬉しく思う。セミナーで細かい部分まで説明するのは大

変だと思うが、後に個別にサポート頂けるということで、とても素敵なセミナーだと感じた。 

大変参考になった。いろいろな専門知識を得ました。ありがとうございます。 

沖縄の観光の現状を勉強できた。具体的には店舗作りのヒント、外国人に対しての接客など学ぶ

事ができた。 

忘れている事を思い出した部分もあり、あるスパンでの受講は初心に帰る意味でも必要かもと感

じた。 

定期的に接客や売り場作りのセミナーを実施してほしい。 

他のセミナーも受けたいと思った。 

実践に基づいての内容が多かったので、実行し活用していきます。 

映像があったのは分かりやすかった。 

最近のセミナーの中で、沖縄観光の主流となる年代 20～40 代の目的について又、多様化するニー

ズについてのサービス事例など詳しく聞きたいと思う。 

ケーススタディをもう少し増やしていただき、実際に役立つアイディアや事例の説明を増やして

いただきたい。 

インバウンド向けセミナーと思い参加したので、少し期待がはずれた。ただ、販売という観点か

ら見た事が無かったので新しい知見を得ることができた。 

アクセサリーについてアドバイスがあれば嬉しい。 

 

６、土産品を販売している上での課題: 

 今回のセミナーのタイトルが「急増する海外観光客への接客術」のため、海外観光客に

対する課題が多くみられた。中でも言語に関することが多く見られる。 

外国人観

光客に関

すること 

外国人観光客とのコミュニケーション（21 件） 

外国語の POP 制作（3件） 

海外の方の味覚の調査が必要かなと思う（国内では美味しい、海外では甘い） 

店舗が広すぎてカテゴリ、ジャンルもごちゃ混ぜで売り場全体にまとまりがない。 

外国人向けにアピールできる品が少ない（日本の土産を求めているので） 

外国人向けの展開 

翻訳をしたいがどこに頼んだら良いかわからない。実際どこまで突き詰めて話せば良いかわから

ない。 

        

商品につ

いて 

「同じ物ばかりだね」と言われる。（2件） 

どの店舗も同じ商品のため、国内、海外のお客様より新商品があると良いと声をかけられる。 

扱っているものはかぶってしまう。どう差別をつけるか。 

自社商品も含めての商品構成（自社商品メイン） 
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（６）セミナー・勉強会のまとめ 

  アンケート結果にあるように、セミナーは極めて好評であった。「参考になった」「勉

強になった」という声をはじめ、「定期的に接客や売り場作りのセミナーを実施してほし

い。」などという声もあり、普段、土産品店等販売事業者向けのセミナーがあまり行わ

れていない様子が感じられた。 

  観光客アンケートにもあるように、国際通り等の多くの土産品店の品揃えは、あまり

変わり映えがせず魅力に乏しいという指摘は少なくない。このことは店舗側も課題とし

て捉えており、個性的で魅力ある店舗にするための工夫が求められる。 

沖縄観光の経済的波及効果を高める中で、物販や飲食における役割は大きいものがあ

る。そのため、今後は、県をはじめ産業振興公社、沖縄観光コンベンションビューロー

等が連携しながら、販売事業者向けのセミナーや勉強会等を積極的に開催していく必要

があるだろう。 

 

 セミナー告知のチラシ 
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３．土産品等物販施設巡回アドバイス支援 

（１）目的 

   土産品等物販施設における人材の育成や販売力の向上を目指すことを目的に、各種

専門的知見を有する者が土産品店等物販施設を巡回し、物販施設等が抱える問題や課

題の解決に向け、売場の改善や接遇、情報発信等についてのアドバイス支援を実施す

る。 

 

（２）実施概要 

   実施期間 

    平成26年11月18日～平成27年2月27日 

   実施件数 

    51件 

   実施方法 

    ①参加事業者の募集 

      募集方法 

・セミナー・勉強会の場での募集 

・新聞記事、インターネット等での募集告知 

・小売事業者向け案内状郵送 

・国際通り商店街振興組合等各種団体への告知 

     ②応募者から、相談したい内容、問題点を電話で聞きとる。 

③相談内容の中から、解決すべき優先度の高い課題について専門的知見を有す

るアドバイザーを選定。 

④アドバイザーが店舗に出向いてアドバイス支援を実施。 

 主なアドバイス支援の項目 

 売場演出（陳列、POP、店舗の個性化等） 

 店員の接客について 

 外国人客への対応について 

 情報発信（IT、各種メディア）の手法について 

 通販について 

 

（３）巡回アドバイザー プロフィール 

 ■長瀬 直孝氏 

（株式会社ＪＲ東日本ステーションリテイリング 

 営業本部営業推進部 チーフマネージャー）  

     株式会社 大丸松坂屋百貨店勤務等を経て 2008 年株式会社ＪＲ東日本ステーシ

ョンリテイリング入社。2008 年～12 年にかけて、エキュート（JR 東日本のグルー
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プ企業が開発運営をする駅構内商業施設）の各ショップの店舗レイアウト、ディ

スプレイ、ＰＯＰ等、ＶＭＤを含めた販売促進の指導を担当。現在はエキュート

で実施するキャンペーン企画の立案等を担当。 

 

■荒井 美紫穂氏 

（株式会社ＪＲ東日本ステーションリテイリング 

 営業本部営業推進部アシスタントマネージャー） 

2008 年株式会社ＪＲ東日本ステーションリテイリング入社。エキュート大宮に

てショップ運営を担当した後 2012 年 6 月より本社の営業本部営業推進部へ異動。

エキュート各店の売場演出の指導や店舗で勤務するキャストの販売研修の講師な

どを行っている。 

 

   ■玉城 判氏（エネてぃーだ琉球株式会社代表取締役） 

大同生命保険株式会社勤務を経て 2011 年エネてぃーだ琉球株式会社を設立し代

表取締役に。以後、公益財団法人沖縄県産業振興公社「支援専門家」、一般財団法

人沖縄観光コンベンションビューロー“育人（はぐんちゅ）”講師として県内企業の研

修セミナー等の講師を務める。 

 

   ■游 淑蓉氏（海外観光客通訳案内） 

     台湾台北出身。台北の国立高校を卒業後、日本語を勉強するために来沖。沖縄

で同じ台湾出身男性に出会い、結婚。結婚後に夫と貿易会社を設立、取締役就任。 

2009年沖縄県地域限定通訳案内士資格取得（沖縄県登録中国語第18号）。現在は会

議通訳、司会通訳、海外VIP観光客通訳案内業務、翻訳業務などを行う。 

米軍陸軍特殊部隊中国語講師、沖縄県多言語表記統一委員会委員。 

 

    ■小那覇 りな氏（オフィス・キャリエール代表） 

専門学校在学中からビジネス系講師として勤務し、その後航空会社        

に入社、那覇空港勤務。退職後、専門学校での経験を活かし講師へ。ビジネス

マナーや接客術などを学生から障害者、ビジネスマン、福祉、看護従事者、シ

ニアまで、幅広いジャンル及び年齢層の講座をこなす。 

商工会連合会 エキスパート講師、文部省認定秘書技能検定 1 級、(社)日本産

業カウンセラー協会 産業カウンセラー・キャリアコンサルタント 

         

   ■知念 忠氏（テクスト合同会社代表社員） 

インターネット広告支援専門企業でインターネット広告のオペレーション・コン

サルティングのノウハウを学ぶ。主に人材・旅行・通販・不動産等延べ約 300 社
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の運用に携わる。部署の戦略・戦術・人事・採用活動・新人教育等様々な業務を

遂行し、僅か 12 名から 150 名規模までの企業規模拡大に貢献。2014 年 8 月に独

立し、WEB マーケティング事業を柱とするテクスト合同会社を設立創業。 

 

   ■親泊 仲眞氏（有限会社アトレ 代表）  

1971 年、本土の大学を卒業後、那覇市内を中心に商業施設の設計デザインに携

わる。「国際通り・リニューアル活性化コンペ優秀賞」など受賞。 

委員等：那覇商工会議所「経営・技術強化支援事業」店舗設計・エキスパート、

与那原町マリンタウン与那原地区計画審議委員他 

 

   ■松原 広尚氏（㈱サン・エージェンシー マーケティング部） 

県内専門学校マルチメディアコンテンツ科卒業後、那覇ぶんかテンブス館にて

広報、ホームページ制作等 ICT 担当。現在は広告代理店にて映像コンテンツ、ホ

ームページ制作等を担当。 

主な業務経歴：沖縄観光コンベンションビューロー HTML コーディング作業、

沖縄美ら海水族館 FLASH 映像コンテンツ「4 時からチケット」制作、沖縄県立

博物館・美術館 館内映像コンテンツ「甦る琉球王国の輝き」等を制作 

資格：WEB クリエイター能力認定上級、FALSH クリエイター能力認定上級 

 

   ■土江 真樹子氏（フリーランスディレクター、沖縄産業計画客員研究員） 

テレビ東京系番組「ガイアの夜明け」「カンブリア宮殿」等のディレクションを

担当し、「株式会社中川政七商店」や「たねや」の番組制作を担当するなど全国の

先進的な特産品、土産品についてネットワークを有している。また、「沖縄デザイ

ン戦略構築促進事業」や「工芸コンテンツ産業活用促進事業」等におけるセミナー

でコーディネーターを務めるなど県内外の土産品・工芸品について深い見識を有す

る。 

 

■奥住 英二氏（沖縄産業計画特任研究員、コーディネーター） 

沖縄県からの受託事業「美ら島ブランド創出推進事業」や「沖縄デザイン戦略構

築促進事業」などを通して県内企業の調査・計画・支援を行ってきた。得意分野は

企業理念構築、商品コンセプト設定、消費者の心に響く物語・ネーミング、デザイ

ン戦略等。 
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（４）支援先一覧 

土産品等物販施設巡回アドバイス支援の支援先一覧は次の表のとおりである。 

№ 事業所名 店舗所在地 アドバイス項目 アドバイザー 
支援実施日 

（平成年.月.日）

1 今帰仁ワルミ観光物産 今帰仁村 売場演出 荒井美紫穂 27.2.26 

２ 今帰仁ワルミ観光物産 今帰仁村 店員の接客 小那覇りな 27.2.25 

３ 万座ビーチリゾー
トショップ 恩納村 

外国人宿泊者の店

舗利用率向上 
游 淑 蓉 26.12.19 

４ ホテル日航アリビ
ラショップ 読谷村 売場演出 長瀬直孝 26.12.12 

５ ホテル日航アリビ
ラショップ 読谷村 

オンラインショッ

プの運営方法 
知念 忠 27.2.10 

６ 
東京第一ホテルオ
キナワグランメー
ルショップ 

沖縄市 
免税店になる手続

き 
玉城 判 26.11.19 

７ 
東京第一ホテルオ
キナワグランメー
ルショップ 

沖縄市 売場演出 長瀬直孝 26.12.12 

８ りゅうか商事 沖縄市 事業コンセプト 奥住英二 27.2.10 

９ 琉球ぴらす美浜店 北谷町 売場演出 長瀬直孝 27.2.24 

10 
ココスアイランド
美浜店 北谷町 売場演出 長瀬直孝 27.2.24 

11 
ココスアイランド
美浜店 北谷町 国内客への接客 小那覇りな 27.2.9 

12 
ココスアイランド
美浜店 北谷町 海外客への接客 游 淑 蓉 27.2.16 

13 
北中城村商工会 
きたポ 北中城村 

企業理念・コンセプ

トワーク、開業 
奥住英二 26.12.25 

14 
北中城村商工会
きたポ 北中城村 売場演出 荒井美紫穂 27.1.20 

15 
㈱近代美術 
イチマルマル 北中城村 

企業理念・コンセプ

トワーク、CI 
奥住英二 

27.1.9 

16 
㈱近代美術 
イチマルマル 北中城村 売場演出 荒井美紫穂 27.1.20 

17 ディアリュウキュウ 那覇市 ブランド化 土江真樹子 26.11.18 

18 ディアリュウキュウ 那覇市 新店舗増設 親泊仲真 26.11.18 

19 ディアリュウキュウ 那覇市 
外国人観光客への

販促 
游 淑 蓉 26.11.21 

20 
ココスアイランド 
ちゅら玉むつみ橋店 

那覇市 
外国人観光客への

対応 
游 淑 蓉 27.2.16 

21 
ココスアイランド 
ちゅら玉むつみ橋店 

那覇市 売場演出 長瀬直孝 27.2.23 

22 ㈱コスミック 那覇市 売場演出 長瀬直孝 26.12.13 

23 
美ら海水族館アン
テナショップ 那覇市 売場演出 荒井美紫穂 27.2.25 
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24 
美ら海水族館アン
テナショップ 那覇市 外国人誘客と接客 游 淑 蓉 27.2.27 

25 南国ベイべ 那覇市 外国人向け POP 等 游 淑 蓉 27.2.27 

26 黒真珠ティーダ 那覇市 
WEB活用の手法に

ついて 
松原広尚 26.12.19 

27 
那覇市観光協会
「ショップなは」 那覇市 売場演出 長瀬直孝 27.2.23 

28 
那覇市観光協会
「ショップなは」 那覇市 接客 小那覇りな 27.2.17 

29 
那覇市観光協会
「ショップなは」 那覇市 

ショッピングツー

リズム 
瀬底幸江 27.1.13 

30 
㈱南経堂（シーサ
ー館） 那覇市 売場演出 荒井美紫穂 27.1.19 

31 SUAI 那覇市 売場演出 荒井美紫穂 27.1.19 

32 タイラ空港店 那覇市 売場演出 荒井美紫穂 27.1.19 

33 
あんしぇやプロジ
ェクト 

那覇市 売場演出 荒井美紫穂 27.2.25 

34 
あんしぇやプロジ
ェクト 

那覇市 通販、情報発信 知念 忠 27.2.24 

35 琉球ぴらす浮島店 那覇市 通販 知念 忠 27.2.19 

36 くば笠屋 那覇市 売場演出 長瀬直孝 27.2.23 

37 くば笠屋 那覇市 店員の接客 小那覇りな 27.2.10 

38 くば笠屋 那覇市 
外国人客の誘客、接

客 
游 淑 蓉 27.2.15 

39 八宝物産空港店 那覇市 売場演出 長瀬直孝 27.2.24 

40 琉球村空港店 那覇市 売場演出 長瀬直孝 27.2.24 

41 多幸山ロワジール店 那覇市 売場演出 荒井美紫穂 27.2.25 

42 多幸山ロワジール店 那覇市 外国人誘客と接客 游 淑 蓉 27.2.27 

43 ㈱十勝たちばな 豊見城市 売場演出 長瀬直孝 26.12.13 

44 
㈱オリゾンティ・
インタープラネッ
ト・トゥー 

豊見城市 売場演出 長瀬直孝 26.12.13 

45 LINKS 沖縄店 豊見城市 売場演出 荒井美紫穂 27.1.20 

46 南都物産 南城市 売場演出 荒井美紫穂 27.2.26 

47 南都物産 南城市 外国人客誘客、接客 游 淑 蓉 27.2.14 

48 サザンプラザ 糸満市 売場演出 荒井美紫穂 27.2.26 

49 サザンプラザ 糸満市 外国人への接客 游 淑 蓉 27.2.14 

50 サザンプラザ 糸満市 国内客への接客 小那覇りな 27.2.20 

51 サザンプラザ 糸満市 web 情報発信 知念 忠 27.2.20 
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支援先を地域別でみると、次の表のようになる。 

市町村名 アドバイス件数 事業所数 

今帰仁村 ２ １ 

恩納村 １ １ 

読谷村 ２ １ 

沖縄市 ３ ２ 

北谷町 ４ ２ 

北中城村 ４ ２ 

那覇市 ２６ １６ 

豊見城市 ３ ３ 

南城市 ２ １ 

糸満市 ４ １ 

合計 ５１ ３０ 

  
また、アドバイス案件別にみると、次の表のようになる。 

アドバイス案件 件数 

売場演出 ２４ 

外国人観光客への対応 １０ 

店員の接客について ５ 

通販、webの情報発信 ５ 

事業コンセプト ３ 

ブランド化 １ 

新店舗増設 １ 

ショッピングツーリズム １ 

免税店になる手続き １ 

合計 ５１ 
 
（５）巡回アドバイスの主な内容 

  １）売場演出 

店頭や店内の商品の陳列方法について、VP（Visual Presentation）、PP（Point 

of sales Presentation）、IP（Item Presentation）という VMD（Visual Merchandising）

に基づいた考え方で指導した。特に、商品が持つ「色」をうまく演出する陳列法

や「シーン＆ストーリー」の考え方をすべての施設で説明した。「シーン」とは商

品を使用した際の充実感や心が豊かになる生活シーンがイメージできるような商

品陳列をすることであり、「ストーリー」とは商品の背景にある心に触れる物語で

ある。この「シーン＆ストーリー」は売り場だけではなく、商品開発においても
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重要な要素となる。また、POP やプライスカードなどの細かい配慮が必要なところ

までアドバイスした。 

２）外国人観光客への対応について 

  急増する外国人観光客への対応として、声掛けと POP について指導。中華圏に

は繁体字と簡体字があるが、繁体字はどこの地域の人でも読めるので繁体字で表

示するよう指導した。また、中華系観光客には「黒糖」の人気が高く、その理由

は、中華系の国民の多くは健康志向が強く、沖縄の黒糖はミネラル等の栄養素が

含まれ、さらに「安全・安心である」というイメージがかなり強いからであると

いう情報を伝えた。中華系観光客等に多い値引き交渉をする客への対応について

は、多くの外国人観光客がスマートフォンを持っているので、フェイスブック等

SNS で店舗や商品を発信してくれたら値引きするなどの対応が大事だとアドバイ

スした。 

３）店員の接客について 

     あいさつの声の出し方、客への声がけタイミング、購買につなげる客との会話、

客との距離の取り方、感じの良い表情、商品の説明（使用感等）、商品の表示の仕

方（接客においての話題づくり）などについて指導した。 

  ４）通販、web での情報発信 

     通販については通販の仕組み、大手通販と個別事業所通販との比較、ターゲッ

トの絞り込み、コンセプトの設定、自社サイトの構成・デザイン、ブランディン

グなどを指導し、web を活用した情報発信については、メールマガジンの運営体制

の構築、SNS への効果的な発信方法などについてアドバイスした。 

５）事業コンセプト 

     新たに店舗を開設する事業者には、何を売るかという前に、どのような事業を

どのような理念のもとで始めるのかという基本が大切であるということをアドバ

イスした。理念なき事業は継続できないことから、今の社会が必要としているも

のは何かを企業理念、事業コンセプトの基軸に置くよう指導した。特に、感性に

響くか否かという価値（感性価値）が今日の多くの消費者の選択の基準であり、

自社がどのような価値を商品・サービスとして提供するのかというブランド戦略

の重要性をアドバイスした。 

 

（６）アドバイス支援のまとめ 

   土産品店等物販施設への巡回アドバイス支援の募集を始めたのは、10月に本島北部

地域と中南部地域で開催した「セミナー・勉強会」の際である。セミナーを聴講した

物販関係者から、商品の陳列、店員の接客、外国人観光客への対応などについて相談

したいという切実な声が寄せられた。その理由は、近年、観光客は増えているものの、

売上は横ばい状態なので、なんとか販売向上につながることをしたいということであ
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った。 

   実際にアドバイス支援で店舗を巡回してみると、店員の多くは接客や売場の構成、

商品の見せ方などについて、ほとんど経験もなく研修の機会もこれまでなかったとい

う。そういうことから、今回のアドバイス支援について店舗側は相当期待もあったと

思われる。実際にアドバイスが行われると、どの店も真摯に対応し、また厳しい指摘

に対しても素直にそれを受け止めることが多かった。なかには、アドバイスが終了し

た直後に、商品陳列を修正する店舗もあり、後日、成果を訊ねると、「修正したら直ぐ

に販売につながった」という声も聞かれた。 

   このことからも、今回実施した巡回アドバイス支援は、店舗側が直ちに反応するこ

とで成果が出るものであるということが立証された。特に「売場演出」については店

舗側の対応次第で即効性があることが分かった。 

   急増する海外観光客への対応については、外国語対応の問題が大きい。外国語能力

の向上については、沖縄観光コンベンションビューローなどが「外国語研修支援」や

「事業者翻訳支援」を行っているが、あまり周知されていない。また、物販施設等に

おいては、海外観光客のニーズが把握できていないことも問題としてある。例えば、

今回の海外観光客調査では「黒糖」の購入が多いという結果が出ているが、特に中華

系観光客の健康志向が極めて高いことや、沖縄の黒糖の栄養価や安心安全に強い信頼

感があることなどはほとんど知られていない。こうしたことから、海外観光客のトレ

ンドやニーズなどについて物販施設に知らしめることは観光客の土産品購入額を向上

させることにつながるので、極めて重要なことである。 

   観光客の「同じような店が並んで面白くない」という指摘は、観光客1人当たりの土

産品購入額が減少している事実につながっているとも思える。こうしたことから、魅

力ある土産品開発とともに、物販施設の魅力向上は、沖縄観光にとって極めて重要な

ことであろう。 

 

  アドバイス支援の様子 
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支援事業関連の新聞記事 

平成 26 年 10 月 15 日 琉球新報

平成 26 年 10 月 18 日 沖縄タイムス 
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平成 27 年 1 月 23 日 琉球新報
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平成 27 年 1 月 22 日 沖縄タイムス

平成 26 年 12 月 20 日 琉球新報
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４．支援事業の総括 

沖縄の地域資源を活用した製造業への支援事業は、県内では頻繁に行われているが、

販売業、特に土産品店等物販施設に特化した支援事業というものは、これまで県内では

ほとんど行われていなかった。そのためか、「セミナー・勉強会」にしても、「巡回アド

バイス支援」にしても、関連事業者からは極めて高い関心と評価が寄せられた。ことに、

店舗における商品の陳列やディスプレイ等に係る「売場演出」については、県内に専門

家がほとんどいないことから、これまでセミナーも現場指導もあまり行われてこなかっ

たようである。 

一方、「接客術」や「インターネットを活用した情報発信」などについては頻繁にセミ

ナーなどが行われてきており、また、「インバウンド」に関するセミナーは最近増えてい

る。しかしながら、物販事業者は、製造業等と異なり施設は年中無休で、限られたスタ

ッフ数で勤務シフトを組みながら毎日の販売活動に追われ、とてもセミナーなどに派遣

できる余裕がないという。 

物販施設経営者の多くは、自店の問題や課題を認識しながらも、自らの力だけでは解

決できないまま、時間だけが経過しているというのが実態のようである。特に経営者ら

が日頃感じている課題は、「基本的な接客術」や「売りにつながる商品陳列術」、そして

「急増する海外客への対応」などだという。そうした中で行われた本事業の「個性的な

売場づくり＆急増する海外観光客への接客術」と題するセミナーには、普段、セミナー

などへ行くことが出来ない経営者やスタッフが足を運んだ。 

セミナーの中でも、特に強い関心を惹いたのが「売場演出」であった。そのため、セ

ミナー終了後には当該講師のもとに多くの聴衆が集まり、自店の課題などを話していた。       

セミナーの中で、巡回アドバイス支援を本事業で実施することを伝えると、アンケー

トでは、「是非申し込みたい」と「社内で検討する」が合わせて約8割となり、関心の高

さを示した。 

 

アドバイス支援では、「売場演出」「外国人観光客への対応」「店員の接客について」「通

販、webの情報発信」についてのアドバイス希望が特に多く寄せられた。今回、こうした

要望に対してアドバイザーが施設代表者やスタッフに、いわゆる「手とリ足とり」とい

う状態でアドバイスをしたことから、「大変参考になった」「直ぐに実践します」という

反応があり、さらにはアドバイスを実施したほとんどの施設で「今後もこのような事業

を続けて下さい」というリクエストが多数あった。こうした事業の継続を希望する事業

者に対しては、県産業振興公社等の専門家派遣事業の活用を勧めて、引き続き店舗の課

題解決や魅力の向上に努めるよう促した。 

沖縄観光の課題のひとつである「観光客一人当たりの土産品購入額を増やす」という

目標達成のためには、物販施設への支援は今後も継続が必要であろう。 
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