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第1回委員会	

日時：平成28年9月15日（木）9：00～12：00	

場所：那覇市上下水道局庁舎B-3F 	

多目的ホール	

参加者：※敬称略	

	

【委員】	

平敷 徹男	

（琉球大学名誉教授　商学博士）	

櫛田 慎二	

（株式会社ボルテージコミュニケーションズ 

CEO）	

末吉 二葉（ブライト沖縄 代表）	

前田 佳名恵（一般財団法人沖縄観光コンベ

ンションビューロー　 国内事業部　 国内プロ

モーション課　主事	

池田 潤（沖縄県文化観光スポーツ部　	

観光振興課　受入推進班 班長）	

※代理出席	

	

【プロジェクトチーム】	

請福酒造有限会社	

●富原 信市（営業部長）	

●清水 若土（営業課長）	

株式会社沖縄トータルサービス	

●大城 守広（代表取締役社長）	

●小橋川 和海（商品企画担当）	

株式会社Zenエンタープライズ	

●具志堅 全友（代表取締役社長）	

医療法人社団　志誠会　	

就労訓練工場　しせいかい　	

●上江州 多恵子（社会復帰施設部副部長）	

●仲本 順子	

●長根山 由梨	

【事務局】	

株式会社ノイズ・バリュー社　	

●我喜屋 俊二（代表取締役）	

●青木 元（コンサルティングディレクター）	

●大山 成美（グラフィックデザイナー）	

●玉城 博子（総務）	

ブルームーンパートナーズ株式会社	

●山城 あゆみ（ゼネラルマネージャー）	

●長野 庄貴（ゼネラルマネージャー）	

	

【沖縄県】	

沖縄県文化観光スポーツ部	

観光振興課受入推進班　	

●賀数　清華（主査）	

	

議題	

（１）沖縄県より挨拶	

（２）委員会設置要綱の説明	

（3）各委員より自己紹介	

（4）本日の内容・進行説明	

（5）本事業の目的と課題	

（6）セミナー開催について	

（7）プロジェクトミーティング、モニター調査	

（8）今風のプロモーション、販路拡大状況に

ついて説明	

（9）コンセプトの決議	

（10）その他、意見交換など	

（11）商品開発内容プレゼンテーション及び

アドバイス	

（12）専門家から本事業の取り組みについて

の感想	

（13）事務局連絡	

	

補足資料：評価検討委員会	 
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【専門家から本事業の取り組みについての感

想】	

	

●櫛田	

今年度が 後というのが気になっている。来

年はどうするのか。立ち上げて3年だが、外に

出ているのは2年で、ブランドが育つには期間

として短い。周知を広げていくことが必要。認

知度は足りない状況。プロモーションは現状、

沖縄県内と飛行機の機内だけなので、関東

や都内などにもっと広げていかないといけな

い。今風のブランドを、愛情を持って育ててい

かないといけない。ブランドには責任と愛情を

もって欲しい。社長だけではなく従業員を含

めた会社の思い・愛情がブランド構築のカギ。

誰に買ってほしいかを突き詰めて開発・検討

していかないといけない。会社としてできるこ

と、ではなく、この商品でないといけないという

覚悟と責任をもって、取り組んでいってもらい

たい。機能としての健康になるというだけでは

なく、笑顔になるや幸せな気持ちになるという

ことを考えて欲しい。言い換えるならば、機能

的価値だけではなく情緒的価値。ここから

パッケージや売り方の議論になるよう開発に

取り組んでもらいたい。	

	

●末吉	

今年度で終了するのか？まだ販売して2年な

ので今後伸びると思う。これからも参加したい

企業が出てくる。生産者の意識改革にもつな

がって、商品の幅も広がってきた。できること、

やれることがまだまだある。誰にどんなお土産

を買おうかという消費者の立場からみても、こ

の今風のブランドは意味がある。	

●前田	

OCVBとしても消費額の向上に試行錯誤して

いる。魅力的な商品が多く並んでいることはと

てもうれしい。高単価、ラグジュアリーやウェ

ディングのプロモーションにも使える。沖縄の

ハネムーンは欧米からの人気もあるので、そ

の点も考えて商品開発してほしい。OCVBの

キャンペーン『旬香周島おきなわ』に合わせ

たコンテンツ、プロモーションの連携ができる

とよい。	

	

●池田	

ヒット商品に向けての地道な試行錯誤が見ら

れてよかった。今年度で 後が残念という意

見だが、国の一括交付金を利用した事業な

ので制約がある。一企業の商品開発をサ

ポートする事業として、この3年間で商品開発、

ブランド構築を行ってきた。今後は、他の事

業などを活用して企業には継続して頑張って

もらいたい。	

	

●平敷	

全体として、商品の完成度は高い。こだわりが

パッケージで伝わるか。先ほどの情緒的価値、

限定商品、沖縄という風土の背景、「感謝の

気持ち」というストーリー作りとその提供が必

要。試飲や試食があると、手に取ってもらい

やすい。中身を開けないと商品のよさが分か

らないのは残念なので配慮が必要。	
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第2回委員会	

日時：平成28年11月15日（火）14：00～17：00	

場所：那覇市上下水道局庁舎B-3F 	

多目的ホール	

参加者：※敬称略	

	

【委員】	

平敷 徹男	

（琉球大学名誉教授　商学博士）	

櫛田 慎二	

（株式会社ボルテージコミュニケーションズ 

CEO）	

末吉 二葉（ブライト沖縄 代表）	

前田 佳名恵（一般財団法人沖縄観光コンベ

ンションビューロー　 国内事業部　 国内プロ

モーション課　主事	

玉城　 栄春(代理)（沖縄県文化観光スポーツ

部　観光振興課　副参事）	

山城 貴子（沖縄県商工労働部　 ものづくり振

興課 課長）	

	

【プロジェクトチーム】	

請福酒造有限会社	

●清水 若土（営業課長）	

●西原 品子	

株式会社沖縄トータルサービス	

●大城 守広（代表取締役社長）	

●本多 広己（商品企画担当）	

株式会社Zenエンタープライズ	

●具志堅 全友（代表取締役社長）	

●富濱 みすず（商品企画兼品質管理担当）	

医療法人社団　志誠会　	

就労訓練工場　しせいかい　	

●上江州 多恵子（社会復帰施設部副部長）	

●仲本 順子	

●長根山 由梨	

【事務局】	

株式会社ノイズ・バリュー社　	

●我喜屋 俊二（代表取締役）	

●青木 元（コンサルティングディレクター）	

●大山 成美（グラフィックデザイナー）	

●玉城 博子（総務）	

ブルームーンパートナーズ株式会社	

●山城 あゆみ（ゼネラルマネージャー）	

●亀谷 智美（総務経理）	

	

【沖縄県】	

沖縄県文化観光スポーツ部	

観光振興課受入推進班　	

●賀数　清華（主査）	

	

議題	

（１）本日の内容・進行説明	

（２）事業推進状況報告	

（3）取り組みについての意見交換	

（4）商品開発内容プレゼンテーションおよび

アドバイス	

（5）各委員から本事業の取り組みについて

の意見交換	

（6）事務局連絡	

	



166	

【取り組みについての意見交換（各委員）】	

●末吉	

知名度、認知度向上に力を入れていると感じ

る。KENSYOKU OKINAWA SHOPでコーディ

アルを購入しようとしているアジア人を見たこ

とがある、みな一様に「商品が重い」と言って

いた。しかし実際に購入していた人もいた。私

の周囲にリピーターもいる。味もよく商品の質

も良いと感じている。インバウンドの方に対し

て課題があると思うが、すこしずつ浸透してき

ていると感じられてうれしく思う。今後は冷凍

の商品が購入できるようになれば良いと思う。	

	

●櫛田	

セミナーのアンケートからも認知度が上がって

いると感じる。具体的な意見もアンケートの	

中から出てきていたので、今風の流れが出来

つつあると感じる。しかしまだ始まって3年とい

うことで、消費者までは届いていない。どのよ

うにプロモーションしていくかが大事。発信だ

けではなく消費者に近い所でプロモーション

できないか。まだ消費者との距離がある。きれ

いなプロモーションやコミュニケーションだけ

ではなく、地道な活動も必要だと感じる。「半

径5メートルのマーケティング」隣の人にどう

売っていくかというのが大事になってくる。商

品を作っている人、携わっている人達が自ら

PRしていくことも必要。インバウンドの方に対

しては、今はインバウンド向けのメディアなど

も多数存在する。今風の多くの商品の中から

キラーコンテンツとなる商品をインバウンド向

けメディアに積極的に出して、それが今風を

牽引して全体を引き上げてくれるのではない

かと思う。	

	

●前田	

プロモーションはとてもうまくできているが、こ

れを購入に結び付けていくというのがこれから

必要になってくると感じた。Be.OKINAWAのロ

ゴは沖縄県がインバウンド向けの商品に	

付与しているロゴだが、これからすべての商

品にロゴを付しての販売になるのかどうか確

認したい。	

→Be.OKINAWAのロゴについてはJTA機内

誌には掲載していこうと思う。商品にロゴを掲

載するという感覚はなかった。今後積極的に

使用していくべきなら使用していきたい。しか

し、企業、今風、Be.OKINAWAの3つのロゴが

混在することになるので使い方についてはア

ドバイスいただきたい。	

	

●玉城	

かりゆしウェアはどこのメーカーが作ってもか

りゆしウェアとわかる。今風も一目見ただけで

今風だとすぐにわかる工夫が必要だと感じた。	

	

●山城	

沖縄県外に行くときに土産品を持っていくが、

今までは安くておいしいとなると商品が限られ

ていた。それはそれで喜ばれるが、相手方に

もうちょっと良いものを持っていきたいという時

にちょうど良い商品がなかった。この事業で

ちょうど良いお土産が出てきたと感じている。

沖縄の場合は製造者のほとんどが中小零細

企業ばかり、販売が伸びるにつれて生産体制

や資金繰りが厳しくなり経営状況に影響が出

てくることで生産が止まってしまうことがある。

そういったところにも注意していきながら事業

を進めていってほしい。	

	

●平敷	

商品の販売実績について、売れていない理

由がもっと明確化できると良い。今風ブランド

の限定感が消費者にうまく伝わっているのか。	

商品の展示方法について考えてみてほしい。	
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【各委員から本事業の取り組みについての意

見交換】	

	

●末吉	

それぞれの商品の完成度は高い。あとはどの

ようにして消費者に認知させていくか。草の根

運動を行っていくなど、県外だけではなく県

内にも今風ブランドを発信していくべき。2回

同じ場所に行くと買うものが無くなる。そんな

時に目につくのは珍しい商品、ジャケット買い

する。あまり金額は考えずに買うとそれがヒット

したりする。そういう意味で今風ブランドは新

しくて美味しくて高付加価値で、価格が高くて

も買いたいと思う。今風をずっと続けていって

ほしい。	

	

●櫛田	

商品を理解していると売れる。どこにストー

リーを乗っけるか、それをビデオで表現したり

する。ある企業（コールマン）では店頭の販促

物を作る時も、商品の売り方もガイドラインを

作って店の方に提案するということをやってい

る。商品の理解をどう浸透させるかを徹底して

いる。今風も同じだと思う。地道な作業をやっ

ていく。沖縄県内で今風を浸透させると良い

と思う。ばらまき用のチラシ等も必要ではない

か。去年の同じ時期より商品の完成が早い。	

	

●前田	

コンベンションビューローとしても全国的にプ

ロモーション活動を行っていく。沖縄県外の

方にWebや情報媒体を目にしていただくため

には県外でのイベントを行うと良い。その場で

アクセスして目にしてくれる。これからは対面

して接客することや商品の魅力を伝えること

が必要になってくる。	

●玉城	

この事業は3年目で終了と聞いている。県外・

海外事務所があるのでそこからプロモーショ

ンができると良い。	

	

●山城	

人を満足させる商品は、付加価値が高いもの

だと思う。味だけではなくパッケージや人を引

き付ける魅力のある付加価値をずっと維持し

ていただきたい。	

	

●平敷	

商品の完成度は高い。これをどう消費者につ

なげていくか。何回も来ている方は買うお土

産が無くなっていく。そういう方達に常時目新

しさを提供していくことが大事。これからは今

風の認知度を上げていくことが大事。今風は

今年度で終了する。これまで開発した商品は

今風のコーナーを作って販売していた。これ

からは別々の場所で販売されるということにな

ると今風ブランドが分散してしまって、ブランド

価値が伝わりづらくなるのではないか。	



第3回委員会	

日時：平成29年2月16日（木）14：00～17：00	

場所：那覇市上下水道局庁舎B-3F 	

多目的ホール	

参加者：※敬称略	

	

【委員】	

平敷 徹男	

（琉球大学名誉教授　商学博士）	

櫛田 慎二	

（株式会社ボルテージコミュニケーションズ 

CEO）	

末吉 二葉（ブライト沖縄 代表）	

前田 佳名恵（一般財団法人沖縄観光コンベ

ンションビューロー　 国内事業部　 国内プロ

モーション課　主事	

池田 潤(代理)（沖縄県文化観光スポーツ部　

観光振興課 受入推進班 班長）	

山城 貴子（沖縄県商工労働部　 ものづくり振

興課 課長）	

	

【プロジェクトチーム】	

請福酒造有限会社	

●清水 若土（営業課長）	

株式会社沖縄トータルサービス	

●大城 守広（代表取締役社長）	

●本多 広己（商品企画担当）	

株式会社Zenエンタープライズ	

●具志堅 全友（代表取締役社長）	

●富濱 みすず（商品企画兼品質管理担当）	

医療法人社団　志誠会　	

就労訓練工場　しせいかい　	

●仲本 順子	

●長根山 由梨	

	

	

【事務局】	

株式会社ノイズ・バリュー社　	

●我喜屋 俊二（代表取締役）	

●青木 元（コンサルティングディレクター）	

●大山 成美（グラフィックデザイナー）	

●玉城 博子（総務）	

ブルームーンパートナーズ株式会社	

●山城 あゆみ（ゼネラルマネージャー）	

●亀谷 智美（総務経理）	

	

【沖縄県】	

沖縄県文化観光スポーツ部	

観光振興課受入推進班　	

●賀数　清華（主査）	

	

議題	

（１）本日の内容・進行説明	

（２）事業推進状況報告	

（3）取り組みについての意見交換	

（4）商品開発内容プレゼンテーションおよびアド

バイス	

（5）事業総括（各委員）	

（6）事務局連絡	

168	
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【取り組みについての意見交換】	

	

●前田	

ハッピーアニバーサリーキャンペーンの中で

関連商品として紹介することができた。次年

度も続けていきたい。企画中の旬香周島キャ

ンペーンは春夏秋冬にかけているので、今風

のコンセプトに合う。こちらも連携がとれたら良

いと思う。	

	

●末吉	

全体的にプロモーション活動はグレードアッ

プしている。プロモーション動画もセンスが良

い。言葉が分からない方でも理解できる。（航

空会社の）国際線に告知を出してほしい。沖

縄にはセレクトショップのような店がない。期

間限定でも良いので作っていければと思う。	

	

●櫛田	

プロモーションは様々な手法で行っているが、

売り場がついてきていないというのが気になる。

今後はアウトプットが大きな課題だと思う。例

えば「東京バナナ」はCMを打っていないが、

全国的に有名である。CREA別冊のなかで、

「今風」の文字が入っていないのが気になっ

た。広告物等に関するルール作りも必要でな

いか。	

	

●山城	

今後はどのように売っていくか、というところに

尽きると思う。工芸品も高価なものは扱う販売

店が限られる。我々沖縄県としても考える必

要がある。	

	

●池田	

販売という仕事は民間の仕事だが、こういっ

た商品開発の流れを続けていくためにも、コ

ンセプトショップなどへの売り込み等、販路拡

大を今後考えなければならないと思う。	

	

●平敷	

販売実績として数字が出てないことは気にな

る、普通の事業では、ここまでのマネジメント

サポートは受けることができない。プロモ―

ションも素晴らしい。それでいて、売れないの

は商品に問題があるのか、露出が少ないから

なのか。商品価値を分かってもらえれば、あと

は勝手に売れていく。売り場を変えていくとい

うのも一つの手かもしれない。	

	

→（青木）	

一部の販路では結果が出ており販売（販路）

が広がらない理由や、売り手が力を入れきれ

ない問題には「掛け率の高さ」「賞味期限の

短さ」「商品知識の不足」などがあげられる。

既存の土産品と同じ枠組みで商品を捉えら

れてしまう課題が浮き彫りになった。	

	

	

【事業総括（各委員）】	

●前田	

回を重ねるごとに商品の完成度が高まって

いった。コンベンションビューローとして、プロ

モーションの相談・手伝いを継続していきた

い（旬香周島キャンペーン・リゾートウェディン

グ）。沖縄ブライダル協会内に引き出物委員

会がある。こちらとの連携も図れるのではない

か	

※我喜屋：OCVBの誘客で、沖縄県内でのイ

ベントはあるか？	

	

→（前田）沖縄県内でのイベントは無い。他の

目的地へ旅行する人が対象なので、沖縄以

外の航空路線、海外現地が対象。	

	

●末吉	

全体的にグレードアップしている。セレクト

ショップなどを作る。官民一体となって売り出

し方を考えていく必要があると思う。海外モニ

ターからは、冷凍品はお土産として難しいが	
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City Super等にあったら買う、という話もあった。

請福のお酢は皆さん珍しがり、なおかつ一番

美味しいと言ってくれた。海外でこういったも

のを買う方は富裕層が多いので、海外に出

すときは価格をもっと上げても良い。 

 

●櫛田 

バックアップしていきたい。今年度で終了の

事業ということで、来年はどうするのか。3年

たってようやくブランドブックが出来上がって

きた。コミュニケーションを継続してほしい。接

点でどのような第一印象を持ってもらうかが大

事。特にWEBでは今風を瞬時に理解させて

いくコンテンツが必要ではないか。それに基

づいて広告を打っていくことを考えてほしい。 

 

●山城 

良い商品を作ったからには売っていきたい。

今風ブランドでセレクトショップなどを立ち上

げたり、観光とタイアップしたり、様々な販売

展開を模索してほしい。 

 

池田 

●事業としては今年度で終了するが、次年度

以降、生み出された商品をどのようにして販

売していくかが課題となってくる。観光振興課

としても考えていきたい。 

 

●平敷 

完成度は非常に高い。あとは伝え方、店頭で

の見せ方、どのような店舗を選ぶのか。販促

グッズはできてきている。販促は蓄積効果な

ので継続してほしい。直接海外に出たり、県

外のセレクトショップに置いたりすることも、ま

た事業者ごとに独自に考えていくことも必要

だと思う。 

 


