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第5章：モデル商品開発【請福酒造】	 

請福酒造有限会社（本社：石垣市）は八重

山の泡盛メーカーの雄であると共に、 近

では泡盛に留まらずリキュール類や調味料

などの加工品にも幅広く挑戦している。八

重山では絶大な人気を誇る同社は、既に

固定のファンがいる。そして好調な八重山

の観光需要も踏まえた上での販売が可能で

ある。本事業のモデル波及においては、停

滞する泡盛業界や商品開発において課題

が多々ある離島事業者のモデルケースに大

きく貢献する可能性があることから、本事業

に参加した。	

	

開発を進めていくにあたり、留意した点は同

社が特許取得製法によって開発した醸造酢

を活用しながら、商品の魅力と共にその新

しい素材のブランド力を磨き付加価値を高

めることであった。	

請福酒造「石垣島しまのす  フルーツブレンド」

当初の開発イメージでは、市場にはない土

産品としてドライフルーツと酢を組み合わせ

た飲料キットの開発を試みていたが、専門

家より次のような指摘を受けた。それは自社

で開発した醸造酢は既に付加価値の高い

モノであることから、複雑な商品設計は逆に

その価値を落としてしまうとの指摘であった

。そのような経緯もありドライフルーツとの組

み合わせでなく、飲む酢そのものにフルー

ツをなどを組み合わせ、健康的な飲料が手

軽にできる割り材の開発を進めることとした。	

	

その後、食の専門家によるモニター調査や

、専門家とのプロジェクトミーティング、委

員会、国内外の一般消費者による評価を得

ながら改良を進めていった。	



64 

専門家の指導を受けながら 

品質管理の点からも商品設計を果たす 

当初の商品設計においてはターゲットに

外国人も含まれていたことから日本と沖縄

の素材をブレンドすることにより、日本の

ブランド力を活用することも狙った。沖縄

の素材には人気の高いフルーツや健康

的なイメージの強い素材を用いることを意

識し、素材とイメージそして味の調整を並

行して調整された。 

 

海外におけるモニター調査時には当初、

酸味のあるものはあまり好まれないという

情報があったものの、実際にテストしてみ

ると「酢を飲むイメージは無かったものの

飲みやすく、さらに健康的である」ことに

強く共感を得られ好評であった。ただしネ

ーミングに用いていた「ビネガーネード」と

いう表現が「甘さ」を連想するとの指摘を

受けた。 

 

観光客への店頭の調査においてはパッケ

ージデザインから沖縄のものが分かり難

いとの指摘があった為、同社の特徴であ

る「石垣島」の強調を行うこととしネーミン

グを「石垣島しまのす  フルーツブレンド」

とした。 

 

 

最終的にはグループインタビューによっ

て健康志向の高いグループとリゾートウ

エディング経験者のグループのそれぞれ

に評価を得て、最終パッケージのネーミ

ングやイメージを固めた。 

 

薬事法の関係から直接的な表現ができな

いものの、健康を匂わす表現を求められ

たり、様々な使い方の情報に関心を示し

たことから、同梱するリーフレットにおいて

の表現を何度も練り直し商品に反映させ

た。 
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請福酒造：商品好感度調査（料理関係者：定量・定性） 
（2016年8月-9月：シェフ＋メディア） 

味 

●「アップル＆マンゴー」は味は基本的によ

かったが、マンゴー単一の良さを引き出して

いった方がよい。 

●「パイン＆アップル」は素材感がやや弱

かった。 

●「アップル＆マンゴー」の方が泡盛の風味

が感じられた。 

●「パイン＆アップル」も泡盛の風味は「アッ

プル＆マンゴー」ほど感じられなかったが、バ

ランスがよい。 

● 「アップル＆マンゴー」は、穏やかな酸味

がある。クセになりそう。氷を入れキンキンに

冷やして飲んでもいいかも。 

● 「パイン＆アップル」は、酢の主張の強さを

感じる。黒酢飲料に似ている。香りが苦手な

人も多いかも。 

●リンゴの甘味が主役、「パイン＆アップル」

が脇役。味としてはまとまりがあり無難だが、

「アップル＆マンゴー」の方が沖縄らしさ（南

国フルーツ感）は出ると思う。 

●希釈する前は酸はとがってなく、嫌な口当

たりはない。 

●どちらもさわやかで飲みやすい。 

 

コンセプト 

●甘酸っぱい酢を作りたいのか、酸っぱい酢を作

りたいのか？ 

●なぜリンゴを使う？必要はないのでは？マン

ゴーとパインの味を消してしまう。 

●沖縄でとれない果物で作られた酢を、土産物と

して買う意味がないと感じた。 

●異なるターゲット（国内旅行客とインバウンド）に

対し、一つの商品で網羅させようとすると、どちらに

対しても魅力的な商品でなくなってしまう。明確な

ターゲット設定と商品作りが重要。 

 

その他 

●（土産品として）酢は買わないと思います。酢とし

て販売するよりも、これを原材料とした炭酸飲料を

商品化した方がよいのでは？  

●飲み方をかなり丁寧に説明しないと理解してもら

えないと思う。  

●泡盛から作る酢はとても珍しく、沖縄らしいため、

しっかり打ち出していくとよい。他のサワードリンクと

の差別化ができる。 

 

■シェフ ■メディア関係者 
①好感度

担当者 評価 点数 合計 加重平均ポイント

den 良くない -80

フロリレージュ どちらともいえない 0

KEISUKE.M 良い 80

OGINO どちらともいえない 0

ROCKFISH どちらともいえない 0

②味

担当者 評価 点数 合計 加重平均ポイント

den どちらともいえない 0

フロリレージュ どちらともいえない 0

KEISUKE.M 良い 80

OGINO 良い 80

ROCKFISH 良い 80

0 0

240 48

①好感度

担当者 評価 点数 合計 加重平均ポイント

A 良い 80

B 良い 80

C どちらともいえない 0

D 良い 80

E どちらともいえない 0

②味

担当者 評価 点数 合計 加重平均ポイント

A 良い 80

B 良い 80

C 良い 80

D どちらともいえない 0

E どちらともいえない 0

240 48

240 48
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使い方のアイディア	

●やはり炭酸で割るのがいい。	

●サワーの割りネタにどうか。	

●豚肉のソースに。両者ともサラダのドレッシ

ングに多用できそう。	

●添加物がないなら、子どもにも飲ませられる

ので、ヨーグルトやソースやホッドリンクにも活

用できそう。フルーツポンチとか。	

●シンプルな果物の酸ではなく、醸造系の酸

なので、甘くてもデザートに使うのは厳しい。	

● 「アップル＆マンゴー」は、塩気のあるもの、

また米（もち米）に合う。	

●台湾に蒸したもち米に塩を効かせてマン

ゴーココナッツジュースをきかせた料理がある。	

● 「南の島サラダ」（タピオカやフォーやバー

ミセリなどのデンプン質のものや、パクチーな

どのハーブが入ったサラダ）に使いたい。	

●チャツネの代用の液体版として。	

●スパイシーなものに合いそう。	

●今回はペリエで１：４で割った。スパークリン

グワインでもよい。	

●オリーブオイルと１：３で割ると、ドレッシング

になる。	

●割り材に使いやすい。カクテルを作る際、レ

モンの代わりに使える。	

●ドレッシングにも使える。	

● 「パイン＆アップル」を肉に漬けて焼く。酵

素の働きで肉が柔らかく利点も。	
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請福酒造：商品好感度調査（海外：定性） 
（2016年12月：香港在住の西洋人の方） 

【ヒアリング内容】 

①今回試食したものの商品全体の印象は？

（味、パッケージ、素材をトータルで考えて） 

②パッケージデザインについての印象 

③特別なお土産として幾らぐらいであれば購

入したいか？ 

④その他、フリートーク 

 

味 

●美味しい（特にマンゴー味が良い） 

●トマトで割ると味が良く分からない 

●炭酸割が一番良いが、子供には豆乳が好

まれると思う 

●酢を飲むイメージが無いので、割材ではなく

トニックウォーターの様に既に割った状態で販

売した方が良いかも 

 

パッケージ 

●高そうに見える 

●ギフトとしても送れるので、普通に販売して

いても良い 

 

価格 

●この価格（約3,000円）で良いと思う 

●160香港ドル～200香港ドル（約2,240円〜

約2,800円）の価格帯なら買う 

●酢を飲む習慣が無い欧米人には、金額より

も説明が必要 

 

全体的なイメージ 

●酢を飲むイメージが無く、非常に驚いた（全

員飲むのが初めて） 

●酢はサラダに使う事が多い 

●商品自体は非常に良いが、どれぐらい体に

良いのかをもう少し詳しく知りたい 

●日常的な商品としては有りだと思うが、旅行

中に酢を試飲してみようとは思わない 

 

その他 

●日本のお土産で「酢」のイメージが無いの

で、お土産をあげる際に説明が必要になる 

●ネーミングはビネガーネードではなく

Vinegar Tonicの方が良い。レモネードは砂糖 

が多く、ヘルシーなイメージが無い為。 

●無添加なのでとてもいい 

●どのタイミングで飲んだ方が良いのか、1瓶

で何杯ぐらい飲めるのかの記載も有る方が良

いと思う 

●そもそも泡盛が分からないので、泡盛から

派生した商品というのを説明されても 

分からないがストーリー性はあると思う。 

●アップルビネガーサイダーは普通に販売さ

れているので差別化が必要 


