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※商品の関心において「とても関心がある」「関心がある」は●、「どちらともいえない」「あまり関心がない」「関心がない」と回答された方は■ 

味が良い 

●味はちょうど良い【男性/30代/埼玉/10回

以上/低い】 

●バジルが美味しかった、具が入らなくても

味が良ければ良い【女性/20代/埼玉/2回～

4回/低い】 

●フーチバ&バジルより島とうがらし&パインの

ほうが美味しかった【男性/70代以上/名古屋

/5回～9回/低い】 

●フーチバ苦手な人でも食べやすかった、

島とうがらしが美味しかった【女性/50代/沖

縄/回答なし/低い】 

●バジルが大変美味しいし香りも良い【女性

/60代/沖縄/回答なし/高い】 

●フーチバーソースは美味しかったです【女

性/50代/沖縄/回答なし/高い】 

●美味しい【男性/40代/北海道/2回～4回/

低い】 

●麺が良かった（沖縄そばが苦手）、ソースが

とても美味しかった、若い人に人気がありそう

【女性/70代以上/兵庫/2回～4回/高い】 

●食べやすく味が良かった、美味しかった

【男性/30代/鹿児島/初めて/低い】 

●フーチバーのソースが美味しかった、価格

が合えば買う【女性/20代/静岡/初めて/高

い】 

●沖縄の食材を使っているしソースが美味し

い、ソースは他の食材にも応用して使えそう

【女性/60代/沖縄/回答なし/高い】 

●美味しかったので自分で食べたい【女性

/30代/沖縄/回答なし/高い】 

■島とうがらしが効いて美味しかった【男性

/10代/福岡/2回～4回/高い】 

 

沖縄らしさや無添加はあまり重要でない 

●沖縄のイメージも大事だが味も大切【女性

/20代/神奈川/2回～4回/高い】 

●美味しかったら購入する。【男性/30代/神

奈川/2回～4回/低い】 

●国産でなくても良い素材はたくさんあると思

う、無添加だから体に良いとは思わない、無

添加じゃなくても体に良くて美味しい物はいく

らでもある。沖縄のイメージより美味しさが大

事【男性/40代/埼玉/2回～4回/低い】 

■食べてみて美味しかった考える【男性/30

代/北海道/回答なし/高い】 

■無添加にこだわらない【男性/20代/愛知/2

回～4回/低い】 

■無添加にこだわらなくても体に悪くなけれ

ば買う、50〜60代ぐらいの方に贈ると喜んで

もらえそう。【女性/30代/神奈川/5回～9回/

低い】 

 

ソースに対する評価 

●パインのパスタはもう少し辛みがあっても良

い、フーチバ&バジルは少し苦味を強く感じた

【女性/20代/沖縄/2回～4回/高い】 

●島とうがらし&パインはもう少し味が濃くても

良い、フーチバ&バジルはフーチバが強くて

も良いと思う【女性/50代/沖縄/回答なし/高

い】 

●島とうがらし&パインはもう少し辛くても良い

【男性/70代以上/名古屋/5回～9回/低い】 

●島とうがらしの辛さはちょうど良い、フーチ

バのパスタは辛みが欲しいバジルの味が強

いほうが美味しくなると思う【男性/70代以上/

兵庫/2回～4回/高い】 

●島とうがらしは少し辛い【女性/60代/沖縄/

回答なし/高い】 

●ヨモギはあまり感じなく美味しい、島とうがら

しだけ感じる、ソースとして売ったらいいと思う

【男性/50代/北海道/2回～4回/回答なし】 
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●フーチバーは美味しい、島とうがらしは辛さ

が調整できたら良いパイナップル感がもっとあ

ると良い【男性/30代/福岡/初めて/高い】	

●島とうがらしは美味しかった、ソースが応用

できそう【女性/60代/沖縄/回答なし/高い】	

●島とうがらし&パインは甘くて辛いのが良い、

バジル&フーチバーはオイル感が強い感じが

する【男性/30代/沖縄/回答なし/低い】	

●バジル&フーチバーは良い。島とうがらしは

刺激が強いので若い方向け【女性/60代/福

島/5回～9回/回答なし】	

●バジルのほうが美味しい。島とうがらしは辛

すぎる【女性/40代/埼玉/2回～4回/低い】	

■沖縄らしいお土産探しているがメンが良く

ない沖縄そばのメンは使わないほうが良いと

思う、ソースは美味しいのでソースだけ売った

ほうが良い、試食なしでは絶対買わないし興

味をもたないと思う。【男性/50代/大阪/10回

以上/高い】	

■子供は辛いし苦いし食べられない。【男性/

20代/大阪/2回～4回/高い】	

■島とうがらしは辛すぎた【男性/30代/兵庫/

2回～4回/高い】	

■バジルのパスタは美味しいまではいかない

【男性/20代/愛知/2回～4回/低い】	

■島とうがらしはやや辛かった、バジル&フー

チバーは香りが良かった【女性/20代/京都/2

回～4回/高い】	

■フーチバー・パイナップル・島とうがらしの

味があまり感じられない【男性/30代/福岡/初

めて/高い】	

■バジルのオイルが強く味が合わない、辛い

のが苦手（クリーミーな味が好き）。【女性/50

代/長野/初めて/高い】	

	

	

沖縄らしさを感じる、沖縄素材使用は高評価	

●沖縄の食材を使用しているのでより沖縄ら

しい【女性/60代/沖縄/回答なし/高い】	

●沖縄の食材を使っているのが良い、重量

や賞味期限が心配【男性/20代/沖縄/回答

なし/低い】	

●沖縄のイメージをちょっと持つ、20代ぐらい

なら喜ぶ【女性/20代/神奈川/2回～4回/高

い】	

●沖縄の島野菜が入っている情報が分かれ

ば尚更買いたい【女性/50代/長崎/10回以

上/高い】 	

●沖縄はホテルより居酒屋料理の方が美味

しいのでヨモギソースにはその地元っぽさが

出ている【女性/60代/福島/5回～9回/回答

なし】	

	

沖縄らしさがもっと欲しい	

●沖縄らしさがもっと欲しい【女性/50代/沖

縄/回答なし/高い】	

●試食して美味しかったら購入したいが沖縄

らしさがもっとあっても良いと思う【女性/20代/

埼玉/2回～4回/低い】	

●沖縄らしさは大事だと思う【男性/70代以

上/名古屋/5回～9回/低い】	

●沖縄のお土産としての興味は今のところな

い、パッケージだけでは購入の決め手になら

ない、沖縄らしさが商品にあった方が良い【女

性/40代/福岡/5回～9回/高い】	

●沖縄にきたからには沖縄らしい商品を買い

たい【女性/30代/沖縄/回答なし/低い】	

■美味しいがお土産としては考えた事がない、

沖縄っぽくない。【男性/20代/沖縄/回答な

し/低い】	

■試食があったので関心がわいたが普通に

売っているだけでは素通りする、沖縄まで来

てパスタという感じがする、もっと沖縄らしさが

欲しい。【男性/30代/東京/2回～4回/高い】	

■沖縄の感じが足りない【男性/30代/兵庫/2

回～4回/高い】	

※商品の関心において「とても関心がある」「関心がある」は●、「どちらともいえない」「あまり関心がない」「関心がない」と回答された方は■	



52	

■素材にこだわるなら沖縄そばでこだわって

そばを作った方が良い、もっと沖縄らしさを出

した方が購入したくなる。【男性/50代/東京/

10回以上/高い】	

■沖縄そばの感じを出した方が良い、パッ

ケージを派手にすると手にとって見ると思う、

沖縄をもっと出した方が手にとって見ると思う。

【女性/20代/沖縄/回答なし/高い】	

	

パスタ＝お土産としての選択肢にはならない	

■食べてみて美味しかったから興味を持った

が沖縄に来てパスタというイメージは特に持

たない【女性/10代/神奈川/2回～4回/低い】	

■沖縄のイメージとしてパスタはあまりない

【女性/回答なし/北海道/2回～4回/高い】	

■沖縄まで来たら知名度のある商品が欲しい

【男性/30代/北海道/回答なし/高い】	

■お土産として買おうとは思わない。【女性/

40代/福岡/5回～9回/低い】	

■試食があったので足を止めたが沖縄のお

土産として選択肢に入らない【男性/20代/愛

知/2回～4回/低い】	

■お土産イコールパスタのイメージがないの

で購入するというイメージがわかない。【男性/

20代/沖縄/回答なし/高い】	

■パスタをお土産にするということはあまり考

えたことがなかった【男性/30代/福岡/初め

て/高い】	

■沖縄のお土産でパスタという選択がない、

人にあげるものなら沖縄らしさがある方を選ぶ

【男性/40代/福岡/10回以上/低い】	

■美味しいが沖縄らしさが感じられない、な

ぜ沖縄でパスタなんでしょうか【男性/50代/

東京/10回以上/高い】	

■沖縄に来てパスタは買わない【女性/40代/

北海道/10回以上/高い】	

	

量は適量	

●量は適量だと思う、30〜40代には人気があ

ると思う【女性/20代/沖縄/2回～4回/高い】	

●量は良いと思う、30〜40代のお土産であげ

たい【女性/50代/沖縄/回答なし/高い】	

●量はちょうど良い【女性/20代/埼玉/2回～

4回/低い】	

	

もっと量が欲しい	

●量が1.5倍あったほうが良い（1食で300gぐ

らいあったほうが良い）【男性/70代以上/兵

庫/2回～4回/高い】	

●量が少なく感じる【女性/30代/沖縄/回答

なし/低い】	

■具が少し入ったほうが良い、量がもう少し多

い方が良い【男性/10代/福岡/2回～4回/高

い】	

■量が少し多いか値段が安ければ考える【女

性/20代/東京/5回～9回/高い】	

■量が少ない1.5倍くらいの量だったら3000

円でも良い、商品の良さを前面にアピールし

たら売れると思う【男性/20代/愛知/2回～4

回/低い】	

■量が少ない【女性/40代/北海道/10回以

上/高い】	

	

2,000円、3,000円はハードルが上がる境目	

●3000円だともう少し量が多い方が良い、

3000円前後の値段だと味のハードルが上が

ると思う、1食分で値段を抑えてくれたら購入

しやすい【男性/30代/埼玉/10回以上/低い】	

●試験的に2000円ぐらいで出してブランド力

がでたら3000円にすれば良い【男性/30代/

愛媛/5回～9回/高い】	

●主婦には2000円を超えると購入しないと思

う【女性/30代/福岡/5回～9回/高い】	

●お土産としては2000円でしたら購入しても

良い【女性/60代/沖縄/回答なし/高い】	

※商品の関心において「とても関心がある」「関心がある」は●、「どちらともいえない」「あまり関心がない」「関心がない」と回答された方は■	
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●3000円まで出して食べるほど美味しいとは

思わない【女性/40代/埼玉/2回～4回/低い】	

■20代ぐらいなら贈られて喜ぶと思う、3000円

だったら他のお土産を選ぶ。【女性/10代/神

奈川/2回～4回/低い】	

■1食1000円以上だともっとクオリティ高い商

品を期待してしまう【男性/40代/福岡/10回以

上/低い】	

■沖縄野菜をしっかりPRしてくれれば友達夫

婦にあげるかも、お土産パスタに3000円は高

い。【男性/20代/神奈川/初めて/低い】	

	

ユニークである、パスタに関心がある	

●パスタのお土産は面白いと思う【男性/70代

以上/名古屋/5回～9回/低い】	

●パスタのお土産はあまりないと思います。

【女性/20代/沖縄/回答なし/低い】	

●あまり見たことのないお土産、パスタという

沖縄っぽくないところが良い。【女性/20代/愛

媛/2回～4回/高い】	

●パスタが好きなので興味がある、島野菜が

入っているという情報も聞ければ更に良い、

パスタに興味がなければこの商品は手に取ら

ない【女性/50代/東京/5回～9回/低い】	

●普段はお菓子やモズクをお土産として購入、

沖縄でパスタは珍しいつい買いたくなる、沖

縄そばの麺を使っているのがポイント【女性/

20代/北海道/10回以上/低い】	

●沖縄そばコーナーにあっても売れないと思

う。沖縄らしくは大事だがパスタのイメージも

大事、試食がなくてもパッケージが良ければ

買うかもしれない【男性/20代/沖縄/回答な

し/低い】	

●沖縄そばの変わった食べ方という感じがす

る、パスタでも通用する、生麺が良い【女性/

50代/回答なし/10回以上/低い】	

■沖縄そばが好きじゃないのでパスタならい

いが沖縄そばと聞いたら買わない。【女性/50

代/不明/10回以上/低い】	

■島とうがらし&パイナップルが美味しい、試

食なしでも何だろうと興味がわく。【男性/30

代/山口/5回～9回/低い】	

■珍しいからこのようなお土産があっても良い、

パッケージがオシャレなので興味を持つ【女

性/30代/神奈川/5回～9回/低い】	

	

パッケージに対する評価	

●B案のパッケージはありきたりすぎる【男性/

70代以上/兵庫/2回～4回/高い】	

●大きくてかさばる。【女性/20代/沖縄/5回

～9回/高い】	

●説明がないとパスタとは分からない、写真

つきのほうが良い、沖縄らしさを出すなら赤黄

色のパッケージが良い【女性/回答なし/回答

なし/2回～4回/回答なし】	

●可愛らしい、沖縄の地図が良い【男性/30

代/沖縄/回答なし/低い】	

●B案のパッケージの方が良いがパスタとイ

メージが合わない【男性/20代/沖縄/回答な

し/低い】	

●箱は四角でなく少しこった方が良い【男性/

60代/神奈川/2回～4回/低い】	

■Aのパッケージが好き（沖縄らしいから）【女

性/20代/東京/5回～9回/高い】	

■A案のデザインはパスタのイメージではな

い（何が入っているか分からない）。【女性/30

代/大阪/初めて/高い】	

■商品に写真があったら興味がわく【女性/

20代/京都/2回～4回/高い】	

	

※商品の関心において「とても関心がある」「関心がある」は●、「どちらともいえない」「あまり関心がない」「関心がない」と回答された方は■	
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コテコテの沖縄らしさだけではNG	

●沖縄らしさを出しつつオシャレな新しさが

あったら良い【女性/30代/福岡/5回～9回/

高い】	

●B案のパッケージでもっと沖縄らしくオシャ

レにすると良いと思う【女性/30代/沖縄/回答

なし/高い】	

	

パッケージで訴求すべきポイント	

●簡単に作れたら購入する【男性/70代以

上/名古屋/5回～9回/低い】	

●とうがらしが辛いので辛さレベルとか書いて

いれば比較できるかと思いました【女性/20

代/沖縄/回答なし/低い】	

●3000円以上ならA案は高級感にかける、

もっと艶っぽい感じがほしい【女性/50代/長

崎/10回以上/高い】	

●商品の中が見える箱だったらもっと良い

【女性/20代/神奈川/2回～4回/高い】	

	

無添加は選択肢のひとつ	

●子供がいるので無添加だと興味がある【女

性/30代/福岡/5回～9回/高い】	

●無添加にこだわっていないが体に良い方

が良い【男性/30代/福岡/初めて/高い】	

■誰かに贈るなら無添加の方が喜ばれる【男

性/30代/兵庫/2回～4回/高い】	

自分用として食べたい、買いたい	

●自分用に安く買いたい【女性/50代/回答な

し/10回以上/低い】	

●自分用として食べたい【女性/10代/兵庫/

初めて/高い】	

■沖縄のお土産としては買うかどうか分から

ないが自宅用としてなら値段次第で購入を考

える【男性/30代/山口/5回～9回/低い】	

■試食してみないと何とも言えないが自宅用

なら購入を考える【男性/40代/福岡/10回以

上/低い】	

■食べ方やソースの使い方の情報があれば

自分用にも買うかも、沖縄に野菜のイメージ

がない。【男性/50代/宮崎/2回～4回/低い】	

	

試食があれば興味が沸く	

●試食がなかったら興味をもたないと思う【女

性/20代/神奈川/2回～4回/高い】	

●試食があったら興味がわくし美味しかった

ら購入する【女性/30代/沖縄/回答なし/高

い】	

●試食があり美味しかったら購入すると思う

【女性/30代/福岡/5回～9回/高い】	

●美味しかったが試食がないと買わないかも

しれない【女性/20代/静岡/初めて/高い】	

●試食ある方が良い【男性/30代/福岡/初め

て/高い】	

●試食があれば関心を持ってもらえる【女性/

40代/福岡/5回～9回/高い】	

●試食がなければ多分興味を持たないと思う

【女性/30代/沖縄/回答なし/低い】	

●試食があったら関心が高いと思う【女性/40

代/埼玉/2回～4回/低い】	

■料理好きな友人がいたら贈りたい、試食し

て美味しかったら購入したいと思う【男性/10

代/福岡/2回～4回/高い】	

※商品の関心において「とても関心がある」「関心がある」は●、「どちらともいえない」「あまり関心がない」「関心がない」と回答された方は■	
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■試食があったら興味を持つがただ並んで

いたら興味を持たない【女性/回答なし/北海

道/2回～4回/高い】	

■普通に選んでいるよりは試食があった方が

興味を持つ。【女性/20代/東京/5回～9回/

高い】	

■沖縄まで来てパスタを買うとは思わないが

試食してみて美味しかったら買うかも【女性/

20代/東京/5回～9回/高い】	

■試食あったから興味を持った。なかったら

手にとらない【男性/30代/兵庫/2回～4回/高

い】	

■試食があったから興味がわいたが普通に

なら手に取らない【女性/20代/京都/2回～4

回/高い】	

■試食があったから興味が出たが何もないな

ら手にとってみない、沖縄らしい方が良い、味

は美味しいが買ってまで食べるほどではない。

【女性/10代/兵庫/初めて/高い】	

■美味しければ関心を持つ、試食なしでは購

入しない【女性/40代/北海道/10回以上/高

い】	

	

その他	

●色々な食べ方が提案できそう【男性/30代/

沖縄/回答なし/低い】	

●フーチバ&バジルが美味しいし体に良いこ

とが分かればもっと良い、食品の効能をもっと

出してみたら良い。沖縄の健康志向食品とし

て売り出せば良いと思う【男性/30代/愛媛/5

回～9回/高い】	

●写真があればわかるが試食なしならパスタ

とは分からない、何回も沖縄に来ているなら

購入するかもしれない【男性/20代/京都/2回

～4回/高い】	

●新婚旅行のお土産に良いと思う【男性/70

代以上/兵庫/2回～4回/高い】	

■30〜40代だと喜ぶと思う【女性/40代/北海

道/10回以上/高い】	

	
※商品の関心において「とても関心がある」「関心がある」は●、「どちらともいえない」「あまり関心がない」「関心がない」と回答された方は■	


