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「日本とアジアのトレンドから学ぶ沖縄土産のあるべき姿」をテーマに、東アジアの顧客に受
け入れられる日本製品や現地在住者の嗜好の情報を提供。さらに高付加価値・高単価土産

品開発・販売のモデルを紹介

【セミナー概要】	

第１部	

■テーマ：「日本とアジアのトレンドから学ぶ

沖縄土産のあるべき姿」 	

■講師：矢野 貴己 氏（CITYSUPER上海 

責任者） 	

第２部	

■テーマ：「高付加価値・高単価土産品モ

デルの育成方法と将来性」 	

■報告者：青木 元（株式会社ノイズ・バリュ

ー社 コンサルティングディレクター） 	

第3部	

■テーマ：「３層で奏でるマーミヤかまぼこ「

旬海選かまぼこ」 の商品紹介	

■報告者：金城 有作（株式会社マーミヤ  	

専務取締役） 	

東アジアのマーケットと外国人観光客の嗜

好の情報を提供する為、香港、台湾、上海

に店舗展開を行うシティースーパーの上海

の責任者である矢野貴己氏を招聘し、東ア

ジアの市場で受け入れられる日本の高付

加価値商品や東アジアの顧客の嗜好をお

話いただいた。日本やアジアの高付加価値

商品のトレンドを把握することで新しいお土

産品の売り方や創り方のヒントを来場者に

は吸収していただくことを目的とした。	

	

セミナーは3部構成で進められ、1部は矢野

氏による基調講演。2部と3部は過去2ヶ年

の本事業で構築されてきた高付加価値・高

単価土産品モデルの紹介を事業運営者で

あるノイズ・バリュー社の青木 元と事業者と

して参画したマーミヤの金城 有作 氏によっ

て行った。	

 	

第5章：セミナー	 
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    講師：⽮矢野  貴⼰己  ⽒氏（CITYSUPER  上海  責任者）

千葉そごう百貨店入社、その後海外駐在でインドネシアそごう(ジャカルタ)、

太平洋そごう(台北)でフロアマネージャーを歴任。2001年CITYSUPER入社、

香港にて雑貨部門バイヤー担当、2004年台湾プロジェクトに参加し雑貨部門

長として台湾での3店舗立ち上げと運営に携わる。2009年より上海プロジェク
ト開始と共に商品部長として上海での会社及び店舗立ち上げと運営に携わり、

現在はCITYSUPER上海の責任者として指揮を執る。	

以下の流れで矢野氏の講話が行われた。	

①シティースーパーの紹介 ②上海のマー

ケットトレンド ③上海（中国）への食品輸入

状況	

④シティースーパーの日本食品ベストセラー

 ⑤中国の特徴（国産品と輸入品の違い）	

⑥効果的なプロモーション（催事）方法 ⑦

アジア人に向けた好適沖縄土産開発の提案	

⑧中国(アジア)人の日本への思い	

	

①については同社のミッションとビジョンを

紹介するとともに「新しいことを作っていく、

そのあとに利益がついてくるという精神が

ある」という同社のDNAを紹介。上海におい

ては市内に3店舗。今後も増やしていく予

定であり、他企業とパートナーシップも積極

的に行っている点を紹介。それらの活動か

ら②以降の情報提供を行っていただいた。

 ②については食に関する小売は勝ち負け

がはっきりしており、二極化が進んでいるこ

とや	

外資の量販店は下降傾向、百貨店も下降

傾向であるものの新規ショッピングモールな

どはいまだに増え続けており、小売・輸入・

食品安全に関する法令規制が厳しくなって

きているとのことを紹介。消費者は「安心・

安全・健康志向」が高まり輸入食品への関

心も高く、富裕層はより高い価値のある食

品を求める傾向にあるとの報告があった。

③上海（中国）への食品輸入状況について

はネガティブ要素として「多々存在する輸

入障壁」や「たびたび起きるレギュレーショ

ンチェンジ」、つまり「増値税（17％、13％）

や関税の影響による高い小売価格の設定」

などがあり、日本小売価格と比較して約2倍

以上の価格となる点が挙げられた。一方、

ポジティブ要素としては「日本食飲食店の

増加傾向」や「日本食品への信頼」などが

挙げられ、日本の四季の存在も価値として

現地では受け入れられていると紹介された

。⑦のアジア人に向けた好適沖縄土産開

発の提案として、中国でのブランド化を図り

価値を	
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高める「ロイズチョコレート」の取り組みや日

本の高品質ジュースとしてリンゴやブドウの

青果の成功を基に日本各地の高品質ジュ

ースの拡大展開について紹介された。	

	

後に⑧の中国(アジア)人の日本への思い

として「政治的考えと個人的考えは別物」「

旅行などを通じて日本を経験することで日

本の理解とファンが増えている」ことや「首

都圏、大都市から地方都市へ」観光が移り

つつあること「爆買いから価値ある物の消

費へ」とトレンドが変わっていることが紹介さ

れた。また「内容はもとより包装、外観も重

視している」点や「付加価値に納得できれ

ば価格は優先ではなく、むしろ高価格を品

質の証としてとらえる」傾向があるとの紹介

もあった。	

	

第2部では「高付加価値・高単価観光土産

商品モデルの育成方法と将来性」として「

沖縄	

	

の観光の現状と課題」「沖縄の土産品が飽

きられないようにする為に成すべきコト」と

して、これからの土産品製造は、製造者が「作

る(創る)と売る」を両輪で考える必要があるこ

とや、商品ブランドのタッチポイント（販売や

ＰＲの接点）を増やすことも重要であること

が報告された。また今風（NAMAKAJI）のコ

ンセプトやその取り組みの事例の紹介され

、第３部ではその事例の実践者としてマー

ミヤかまぼこの事例が報告された。報告後

は質疑応答が行われ、会場から多くの質問

があがった。	
【セミナー参加者：106名】	
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Q.商品に付加価値を付けるという点で、商

品作りのポイントや見極めるポイントを教え

て欲しい。	

A.●矢野 氏（シティースーパー上海）：小

売の立場から材料や生産者の心意気、どの

くらいの熱意をもって商品を製造している

の か と い う と こ ろ 。 ● 青 木 （ ノ イ ズ ・ バ リ ュ

ー社）：製造者のサポートする側としては、

お客様の意見を100％聞くことは辞め、お

客様や専門家、製造者がそれぞれ良いと

思える事を取捨選択した。チームをうまく組

むといい結果が残せたと思う。●金城 氏（

マーミヤ）：メーカーとしては素材にこだわ

る他、商品化するまでのストーリーを作るこ

とを重視した。	

	

	

	

	

	

	

	

Q.今風（NAMAKAHI）の商品について、価

格に関してはお客様からはどのような反応

だったか。	

A.金城氏：価格設定に関しては、もっと高く

ても良いと思っている反面、原価を割らな

いのであればもっと安くても良いという考え

もある。お客様からの要望からつけた値段

ではなく、自社がこういう思いをもって創った

、そういう値段を設定した。	

	

Q.今後中国の市場で沖縄産の紅茶は受け

入れられるのか。県産品の活用方法につ

いてのアイディアがあれば聞かせてほしい。	

A.●矢野氏：海外で沖縄県産品が受け入

れられるのかは、商品ありきだが受け入れ

られる可能性は大いにある。●青木：沖縄

県産品の活用について、海外の方は沖縄

県産品というよりメイドインジャパンだから買

うという方が多い。日本産の紅茶は少ない

ので、沖縄が注目されてそれが付加価値

になる可能性はある。日本でブランドを確立

して海外に出るという考えもある。	

	

	

	

	

	

	

	

	

Q.マレーシアに商品（化粧品）を催事で出

した。その際全成分を％表示しなければな

らなかった。これによって模倣品が増えるの

ではないかと危惧している。その場合、オリ

ジナルの日本産と模倣品の中国産とでは

現地のお客様はどのようにとらえるか。	

A.矢野氏：化粧品はかなり規制されている

ため化粧品を中国に輸出することは、ハー

ドルが高い。中国でも全成分表示が規定さ

れている。それでも中国でやっていきたい

かどうかだと思う。模倣品が出てきた場合、

今のところ気にしないほうがいいと思う。あく

までも本家は自社だと。ただ商標登録は必

ず取っておいたほうがいい。	
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製造業
（土産品）

製造業
（非土産品）

販売業
（土産品）

販売業
（非土産品）

その他 不明
計

（複数回答）

15 14 13 6 38 9 95

■参加者の業種

100 80 0 -80 -100
大変良
かった

良かった
どちらとも
いえない

あまり良く
なかった

悪かった

31 45 0 0 0 76

3100 3600 0 0 0 6700

100 80 0 -80 -100

大変ある ある
どちらとも
いえない

あまり
ない

全くない

27 41 5 0 0 3 73

2700 3280 0 0 0 0 5980

ポイント

81.9
高付加価値高単価
土産品に対する関心

未回答

88.2セミナー感想

総計

総計

ポイント

■セミナーの感想

■⾼高付加価値・⾼高単価⼟土産品に対する関⼼心

セミナー参加者（106名）うちアンケート回収（76名）からの評価	

参加者の感想	 

セミナーの評価（定性）	

●アジアのマーケットの話や今風の製造者の

実際の話を聞けたこと【大変良かった/ある】	

●当社基本的な考え方、方向性で間違いが

ないことを確認できました。（当社でも商品開

発化を進めているため）【大変良かった/ある】	

●県産品を地道に育てていくことが大事だと

感じました【大変良かった/大変ある】	

●ご講演頂いた皆様の熱意、これまでの背景

を感じさせて頂きました。具体的事例に基づ

いたお話が、大変参考になりました。更なるパ

ワーを頂き、貴重な機会に感謝します【大変

良かった/大変ある】	

●ストーリー性が良かった。参考になりました

【良かった/ある】	

●上海マーケット状況を知ることができ、また、

店頭販売の成功例がわかりやすく参考になり

ました【良かった/大変ある】	

●中国から見た日本商品へのブランドイメージが

知ることができた。カルチャークラブを併設した店

舗販売が確立されている点が参考になった【大変

良かった/未回答】	

●外国なのに身近に感じました。今後の商品開発

への参考になりました【大変良かった/大変ある】	

●海外からの観光客の方に、弊社の商品はどのよ

うに受け入れてもらえる可能性があるかを感じたの

と、海外だけでなく国内・県内でもそのまま当ては

めて考えることができるなと思いました。【大変良

かった/大変ある】	

●シティスーパーの取り組み、イベントはあくまでラ

イフスタイルの提案であり、売り上げありきではない

という考えで、日本商品の紹介を行っている点に

感心しましました。県産品、高付加価値化につい

ても、県内に市場があることが分かり、小さな企業

でも取り組むことでチャンスが広がる点が良かった

です【良かった/ある】	

※【セミナーの評価／高付加価値高単価土産品への関心】	
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●中国の市場などとても勉強になりました。

【大変良かった/ある】	

●作り手、売り手で分けるのではなく、お客

様を含めたチームで売ると勉強になり、今

後の販売の仕方を考え直そうと思いました

【大変良かった/大変ある】	

●平素聞くことのない分野の話で、製造業

、売り手の動き、連携の必要性など参考に

なりました【大変良かった/大変ある】	

●沖縄土産がステキなパッケージで内地

並みになっていることに驚きました。県内の

方が購入されるのも、うなずけます。【良かっ

た/どちらともいえない】	

●インバウンドの具体的な課題、利点など

が聞けたこと。今風経験者の振り返りも聞

けた。事業終了後もつづく販路が大切と感

じた。【良かった/ある】	

●インバウンドに対しての知識があまりない

ので、実際現地での消費者の動向、購入

に至るまでの状況を知ることができて良か

ったです【大変良かった/大変ある】	

●業務で6次産業化に携わっており、商品

開発のコンセプトづくり、沖縄らしさの表現

の仕方など大変参考になりました。【大変良

かった/大変ある】	

●価格等、参考になることが多かった。海

外の嗜好などももっと知りたい。【大変良かっ

た/ある】	

●商品づくりの内容と実績を小冊子でまと

めたのが良かった【良かった/ある】	

●創る、売る、お土産の動き、お土産を買う

心理などが参考になった【大変良かった/

大変ある】	

●商品開発を担当しているので、勉強にな

りました【大変良かった/大変ある】	

●今風シリーズの現場の声が聞けてよかっ

たです。講演内容もとてもよかったです【大

変良かった/大変ある】	

●現地での取り組み状況や何がトレンドな

のか生の情報が聞けたのが大変良かった【

大変良かった/大変ある】	

●どのようにその魅力を伝えていくのか、考

え方が良くわかった【良かった/ある】	

●外国の方のお土産の嗜好がわかったこと

。生産者と販売者との協力の必要性の大切さ

【大変良かった/大変ある】	

●外国のお客様だけでなく、国内のお客

様へどういった商品を販売しているのかを

聞けて良かった【良かった/ある】	

●矢野さんの講演で、売場画像を見せて

いただき、雰囲気、ディスプレイ等、参考に

なった【大変良かった/大変ある】	

●作る、販売する上でその商品のストーリ

ーがとても感動した。沖縄で物が売れるよう

に普通のものではなく、高くても良さをうまく

伝えて売ることが大事だと思いました。【良

かった/ある】	

●具体的事例が多かったので【良かった/あ

る】	

●価値について考えさせられました【良かっ

た/どちらともいえない】	

●中国をはじめ、アジアの国々での日本食

品のことを知ることができた。これからの土

産品のあり方として、製造・販売が協力して

商品を育てていくことが大切なのだという事

がわかった【良かった/ある】	

●海外と日本の価値感の違い等、お客様

が海外の何を求めているのか？というのが

今回のセミナーで明確になった。【大変良

かった/ある】	

●上海マーケットのトレンド傾向と対策につ

いて非常に勉強になりました。【良かった/

どちらともいえない】	

●現在、中国へ泡盛リキュールを出荷させ

て頂いていますが、今後、新商品の開発に

生かしていきたい【良かった/ある】	

●様々なマーケットに対するアプローチで

あったり、マーケット自体の細分化によりお

客様に対してより近い場所でＰＲできること

が学べた【良かった/ある】	

●個人で参加したので、いろいろな話が聞

けて良かったです。【良かった/ある】	

※【セミナーの評価／高付加価値高単価土産品への関心】	
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●土産に焦点を置いた講演で、今の沖縄の

土産市場の状況をよく知るいい機会になった

【良かった/ある】	

●観光におけるマーケティング市場の現状と

今後の展開を知ることができて良かった。今

後授業や就職した際に今回得た情報をもとに

沖縄観光に貢献できたら良いなと思います。

【大変良かった/大変ある】	

●実際のアジアの現在の傾向を聞くことで、こ

れからの沖縄の観光を考えていく中でとても

大事になってくると感じたからです。また、自

分の持っていたアジアの人々の考えなどを改

まる機会になりました【大変良かった/大変あ

る】	

●沖縄の可能性を感じることができた。【良

かった/ある】	

●沖縄の新しいお土産を知ることができた【良

かった/どちらともいえない】	

●講師、報告者の方の資料報告内容がわか

りやすい。弊社は業務向けの素材販売ですが、

今回の土産用の考え方、進め方とても参考に

なりました【大変良かった/大変ある】	

●今風ブランドで開発したマーミヤかまぼこの

事例が聞けて良かった。【良かった/ある】	

●まだまだ先ですが、いずれ展開してみたい

と思いました【良かった/ある】	

●シティスーパーが日本と中国を結びつける

良い会社だと思った。高品質、付加価値の高

い商品へのこだわりは大切なことだと思いまし

た。こだわりぬいた商品の掘りおこしはすごい

こだわりです。【良かった/ある】	

●海外市場の貴重な話が聞けたので【良かっ

た/ある】	

●アジアのトレンドが分かりやすく、売れる商

品にする為に製造メーカーも販売プレゼンを

したいと商品は売れないことが解りやすくよ

かった【良かった/ある】	

●コンセプトの新しい商品スタイルがハッキリ

していてわかりやすかった。【大変良かった/

大変ある】	

●海外での事業と視点　 大変勉強になった。

【大変良かった/大変ある】	

	

●上海のニーズの話、高付加価値商品につ

いて話していただき沖縄が変わるか楽しみが

できた。良い勉強ができました。【大変良かっ

た/ある】	

●小売、コーディネーター、製造者　３者の話

が聞けてよかった。今後も今風のような沖縄

のお土産品をたくさん開発し続けて頂きたい

【良かった/ある】	

●県内外の市場、環境の話から実際の完成

された商品の説明があり、参考になりました。

【良かった/大変ある】	

●上海でのトレンド、購入者意識がわかった

【良かった/ある】	

●現状が聞けてよかったですが、もう少し深く

知りたいです。市場のデータや数値としてあ

るならば知りたいです。【良かった/ある】	

●実際に開発した経験を伺えたから【良かっ

た/ある】	

● 近の動向、考え方について知ることがで

きた。商品作りに求められる考え方を見ること

ができた【良かった/ある】	

●今回具体的な話が聞けた【良かった/ある】	

●沖縄の問題点が明らかになった。クチベタ

はダメだなと思った【良かった/どちらともいえ

ない】	

●動向や商品開発までの話が聞けた【良かっ

た/ある】	

●事例と提案を交えてわかりやすい講話だっ

た。高付加価値を納得すれば、価格は優先

ではない。アジアから見た日本が見えてきた。

【大変良かった/大変ある】	

●アジアの視点を持つことで、これからの商

品開発でも先を考えて考案できると感じました

【大変良かった/ある】	

●海外（特に上海）のトレンドが価格ではなく、

価値という事を現場で活躍している人から聞

けた【良かった/未回答】	

●沖縄土産に対する価値観が変わった。と同

時に新たな期待が持てた。【良かった/ある】	

●メーカーさんの想いを感じることができた。

高単価の可能性を感じることができた。【良

かった/ある】	

※【セミナーの評価／高付加価値高単価土産品への関心】	
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高付加価値高単価土産品の感想（定性）	

●沖縄で高付加価値・高単価の土産物が

ないので非常に魅力的である。今風の商

品はどこで購入できるのか気になるのと、

卸せる商品であれば、販売に協力したい。

【大変良かった/ある】	

●買っていただくことではなく、選んでいた

だく商品を構築したいと目標が見えてきた【

大変良かった/ある】	

●現在進めているＰＢ開発が今回のセミナ

ーを通して確信できた。【大変良かった/大

変ある】	

●現在、弊社でも水産養殖の事業化へ取

り組んでおり、また、グループ会社で加工品

のPB商品開発も行っている為、興味を持っ

ております【大変良かった/大変ある】	

●新分野進出を検討し実践中。「育むパー

トナー」が必要という言葉に感銘しました【

良かった/ある】	

●お土産品の現状が厳しく飽きられている

感が強くこのことはお土産品だけにとどま

らず、他の分野でもいえる為この事を打破

したいと感じている【良かった/大変ある】	

●パラダイムシフトへの意識が必要ですね。

【大変良かった/大変ある】	

●シンプルな素材での商品づくりを心掛け

てきましたが、新しいラインで新しい動きを

取り入れていきたいと考えています。素材

の考え方は変えず、新しいものを作りだす

ための視点について学べたら良いなと思い

ました【大変良かった/大変ある】	

●作り手の意識、熱意、売り手とのアライラ

ンスという考えを念頭に入れて物事を進める

、あまり意見を聞きすぎないことも参考にな

りました【良かった/ある】	

●実際、旬海選を販売してとても人気があ

るので、沖縄の新しいお土産にもっともっと

増えていくと良いと思います。【大変良かっ

た/ある】	

●従来の沖縄の土産品では、お客様に響

かないので（内容、品質、デザイン）参考に

なった【大変良かった/大変ある】	

	

●高単価の商品は、売れないんじゃないか

と思っていましたが、原料にもこだわって商

品を作り、買い手に高単価の理由を伝えら

れれば売れると分かりました。【大変良かっ

た/大変ある】	

●一消費者として興味深いビジネスモデル

だと感じました。【大変良かった/大変ある】	

●何回も一周まわって「今まで通りの商品づ

くりやその強化で良いのでは・・」と思ったが

、背伸びして初めて自分たちを客観視し

たり、もっと頑張れるポイントが見つかった

ので、現状打破のきっかけになると感じた。

【良かった/ある】	

●今風で去年試行錯誤して、販売でまでし

っかりつなげられたというお話、大変参考に

なりました。【大変良かった/大変ある】	

●6次産業化商品の課題も高付加価値、

高単価なのでお土産品開発と共通する部

分が多いと感じました。【大変良かった/大

変ある】	

●私は食品ではなく、工芸の作品になりま

すが、価格帯で迷うことがあります【大変良

かった/ある】	

●購買力を高めるための商品づくりでよい

【良かった/ある】	

●お客様が喜ぶ商品を作りたい【大変良かっ

た/大変ある】	

●自社の強みを活かして商品を生み出した

い【大変良かった/大変ある】	

●周りの声だけではなく商品に思いを込め

て自信を持っていくことの大事さが分かった

【良かった/ある】	

●近年、海外のお客様が増える中でどうい

った商品に興味があるのか【良かった/ある】	

●いかに安値ですませようか考えていたが

、作る側が付加価値をうまく考えて提案す

べきだと感じました。【良かった/ある】	

●インバウンド向けのＰＲの面でタイアップ

したいと考えています【良かった/ある】	

	

※【セミナーの評価／高付加価値高単価土産品への関心】	
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●大手が作り出す商品と違う。素材、製造過

程、売り方に付加を付け、小規模でも付加価

値、高単価での流通もこれからどんどん伸び

ていったらいいなと思いました。【良かった/あ

る】	

●今までと違う目線での商品開発等、次回開

発に向けて考え方、意識が変わった【大変良

かった/ある】	

●自分自身、旅行や出張などでお土産品に

はこだわる。いいものは高くても買う。そういう

商品はまだ沖縄に少ない【良かった/ある】	

●大切な方にはお礼として高単価でもいろい

ろ送っているので必要だと思います【良かっ

た/ある】	

●今の土産市場の何が盲点なのか新しさを

狙った商品開発も紹介されていたのですごく

面白かった【良かった/ある】	

●今後観光において商品の価値は変わると

思うので、どのように取り組むべきか学べて良

かった【大変良かった/大変ある】	

●作り手と売り手のパートナーシップの大切さ

に関して今まで目を向けたことがなかったので、

これからのマーケティングを学んでいく中で

しっかり取り入れたいと感じました。また、付加

価値や高単価の商品を作る中でどのようなこ

とが大切なのかもっと深く知りたいと思いまし

た【大変良かった/大変ある】	

●今風コンセプトを集めたお店を見てみたい。

パレット久茂地や泉崎にほしい【良かった/あ

る】	

●売ることで新たな市場を作る、育む考えはと

ても大切であることを再認識できました。販売

ツールとしての「動画」は重要です。弊社も活

用したいと思いました【大変良かった/大変あ

る】	

●小規模事業者が市場で勝ち残っていくため

には高付加価値・高単価のお土産品を開発、

販売していかなくてはならないと思う。また、

フットワークの軽さも武器になると思う。【良

かった/ある】	

●観光土産が、ワンパターン化することで商

品の選択肢が少ないのがネックになっている。

そういう意味では、日本国内海外への商品開

発を進めていくのも大事だと思います。【良

かった/ある】	

●高付加価値・高単価土産品の需要があると

確認できたので。今後の商品開発の参考にし

ます【良かった/ある】	

●観光客の買物費の伸び率を見ながら、今

後のお土産のあり方を考えることができたの

で良い内容だった【良かった/ある】	

●手作りを基本にものづくりをしているため、

作れる数量も限られる。気に入っていただけ

る方へ良質なものを提供していきたい【良かっ

た/大変ある】	

●出来ないことを出来ないなりに強みにして

いる感じが良かった【大変良かった/大変あ

る】	

●高付加価値のニーズはあるし土産品として

よいと思うが、高付加価値は値段が高い設定

では売れない。高単価の中から利益をどれだ

け売るために投資できるかが鍵。売れなけれ

ばロスも大きいので、一般プロパー商品をどこ

まで美味しさを追求し賢く提供できるか。セブ

ンおにぎり、セブンコーヒーといった真のお客

の求める価格にもっていくのも手法と思いまし

た。ギフト贈答もあふれている【大変良かっ

た/ある】	

●観光立県の沖縄地場の企業として自社で

オリジナル沖縄らしい商品を開発、製造、販

売していきたい。現在、自社に商品の設計、

開発のチームがあり、次回このような向上モデ

ル事業があれば参加したいと思います。【良

かった/大変ある】	

●私どもも商品を作っていますが、まだまだ

力不足です。味はもちろんですが、センスの

良さに魅かれます。やっぱり見た目は大事で

すね【大変良かった/大変ある】	

※【セミナーの評価／高付加価値高単価土産品への関心】	
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●興味はあるが、開発資金や人手に難があ

る。ただ今後の為に参考になった。【良かった

/ある】 

●創り手、売り手、買い手の三者一体で育む

ことが大切。沖縄らしさ、沖縄の素材、沖縄の

企業シーズンごとに変化をつけることが参考

になった【大変良かった/大変ある】 

●まだ、自社では高付加価値商品の製造は

難しいですが、先のビジョンとして持っておき

たいと感じました。いろいろなイメージも湧きま

した。ありがとうございました。【大変良かった/

ある】 

●高単価の商品を友人に買ってあげたいと

思った。【良かった/ある】 

●うるま市の事業所ですが、ローカルでも手

法と考え方を理解し、実行すれば可能性があ

ると感じました。【良かった/ある】 

●沖縄県内での選択肢を増やすことは重要

と感じた。【良かった/ある】 

●パッケージ代が高く感じます。地元値段（
お手軽）も導入してほしいと感じました。【良か
った/どちらともいえない】 

●非常にわかりやすく勉強になりました。【良
かった/どちらともいえない】 

 

※【セミナーの評価／高付加価値高単価土産品への関心】 


