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過去2ヶ年の商品開発における反省としてア

イディアや商品そのものは良いものの、賞

味期限の設定などの根拠が乏しく、商品発

売に時間を要したことがあった。そこで今年

度の商品開発においては品質管理の専門

家（株式会社NicoOkinawa）に商品開発の

段階からアドバイスを受け、商品化を推進し

ていった。	

	

【内容】	

沖縄観光消費額向上モデル事業内で平成2

8年度に開発される商品開発時における品

質管理指導のコンサルティング。主に賞味

期限設定の為の試験の実施や賞味期限延

長の為のアドバイス、商品の品質（素材の

選択、風味や色彩の品質向上、包装資材

の選択など）に関わるコンサルティング指導

を行った。	

	

①しせいかい（メーカーからの相談事項）	

●パスタ麺に練りこむ素材の選択。	

●各季節によってのソースに使用する野菜

の選択、ソースの濃さ、ソースの量の確認。	

●原料選定、使用原料の賞味期限確認。	

●麺を充填する際に使用する包材の選定。	

●麺・ソースの経時変化の確認、麺の賞味

期限確認試験。	

●ソースの使用方法及び注意喚起のアドバ

イス。	

	

【指導経緯】	

●麺・ソースともに経時変化の確認が必要、

それに伴い一括表示等の記載事項への注

意喚起が必要となる。食べ疲れを解消する

為には、麺を小分けにしてお客様自身でソ

ースを混ぜて食べられるような商品設計を

提案。	

●ソースの濃さ、量に関しては、市販されて

いるパスタソースの商品規格を確認すること

を提案。	

●麺の内容量に対し50％～40％の比率の

ソース量となっているため、お客様がソース

の量を適量に図り混ぜ合わせるスタイルに

食べ方の提案を行う。	

第8章：品質管理	 

●製造工程に関しては、現状の製造工程

に新たな工程を組み入れると、さらなる管理

及び工程の再構築が必要となりかなりの負

担がかかり、負担が大きくなるとミスにつなが

る為、ミスが起こらないような製造工程の管

理が重要となる。	

●麺の充填に関しガス置換にて充填を行っ

ており、酒精を使用しているので麺より多少

のガスの放出があり(製品としては問題ない)

、その状態で機内持ち込みを行った際に気

圧での麺の包材の収縮変化の確認が必要

となる、収縮変化の大きいと包材が破裂す

る可能性及び梱包包材に亀裂が出る可能

性も出る、その為、梱包用包材・パッケージ

のサイズ感は注意が必要となる。	

●麺・ソースに関して、紫外線・蛍光灯の光

などで退色の可能性があり、その為店頭で

の状況を考え製品の経時変化の確認が必

要となる。パッケージ作成の際に中身が確

認できる窓を開けを行う事は退色を引き起

こす可能性があることから好ましくない。	

●各ソースの使用方法に関しては、手に取

る方個人の主観により濃い・薄いが決定され

る為「お好みの量の使用」等の記載を行っ

た方が良いと考える。注意喚起に関しては

、辛味等のソースの特製、衣服につく際の

注意、目に入った場合などの注意と対処方

法の記載が必要。	
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ビーグ麺

ビーグピパーツ麺

【指導結果】	

●麺に関しては、沖縄県うるま市特産のい草

（ビーグ）を練りこんだタイプとピパーツを練り

こんだタイプの2パターンを製造。パスタソー

スに関しては、沖縄産の素材を活用した4種

類のソースを2種類のパスタ麺と組み合わせ

ることで決定。	

●パスタ麺の賞味期限に関して試験を実施し

た結果、ビーグ麺およびピパーツ麺ともに常

温で60日までは問題ないとの結果が出ている。

日数の経過に伴い、麺の退色が確認されて

いるが、品質には問題ない点を注意喚起とし

て記載することが必要だと考える。	
	

②請福酒造（メーカーからの相談事項）	

●製品の規格に関して使用する原料の選定

●使用原料の賞味期限確認	

●賞味期限設定	

●注意喚起	

●使い方	

 	

【指導経緯】	

●アミノ酸の数値が黒酢・純米酢等の酢より

かなり多く含まれているとの事、その数値の表

現は注意したほうが良い。	

●沖縄県内泡盛メーカーが「酢」として発信

するともろみ酢のイメージがかなり強く健康食

品寄りになってしまう為、通常の食品的な（嗜

好品的）表現と異なる方向性になりかねない

ので、製品規格の表現は注意したほうが良い。	

●酢とドライフルーツを組み合わせた製品企

画を検討しているが、その場合、ドライフルー

ツの品管に伴う賞味期限設定が必要。	

●購入者自身がドライフルーツと酢を使用し

たブレンド飲料を作った際にどのような経時

変化が起こるか確認が必要となる、それに伴

い注意喚起の記載内容の検討及び製品の酢

の酸度の検討も必要になると考える。	

●製品の賞味期限設定に関しては、菌数で

の設定か、官能検査などを加味しての設定な

のか各泡盛メーカーによって基準が異なると

聞いた事がある。酢の製品に関しては泡盛の

ラインナップと異なった製品となっている位置

づけだと思うが、製品の経時変化を確認して

の賞味期限設定が良いと考える。自社で製

造しているリキュール類で確認しているとは思

うが、本製品でも果汁を使用している為、退

色の懸念がある。	

●酢とブレンドしている果汁原料は濃縮還元

の果汁原料を使用していることが多く、原料

由来による沈殿物の凝固などが出来る可能

性があるので、濃縮還元も自然由来原料の

位置付けにあると思う（保健所要確認）ので

「原料由来で問題ない等…」の注意喚起が必

要と考える。	
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●現在の使用方法は3倍～5倍希釈して他の

原料と混ぜての使用だが、単純に5倍希釈だ

と1ℓ分の希釈品が出来る、通常100ml程度の

飲料となった場合10杯程度の希釈品となり、

お得感にかける。なので記載希釈量を混ぜ

合わす原料別に記載か、希釈量の幅を持た

したほうが良いと考える。	

	

【指導結果】	

●使用するドライフルーツに関しては、製造

メーカーとともに工程の確認を行い、試作品

を提供されていたが、 終的な製品としては

ドライフルーツは使用せず、果汁をブレンドし

たお酢飲料となった。	

●賞味期限に関しては、常温で2年の確認を

実施中であり、各保存期間したサンプルに関

して、色、味、微生物検査を実施して設定し

ていく。	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

②沖縄トータルサービス	

  （メーカーからの相談事項）	

●賞味期限設定、保存方法、流通方法	

●経時変化	

●使用包材の選定	

●調理等注意喚起	

	

【指導経緯】	

●今回の製品開発を行う際に、工場での工

程を確認。自社で製造する場合、自社工場

で無理なく製造が行えるような製品開発を行

うことを提案。	

●本製品は冷凍での流通となるため、その際

の賞味期限の確認が必要。また解凍して冷

蔵保存した場合の確認も必要と考える。	

●肉まんにかけて食べる予定のソースについ

ては、お客様が購入後に電子レンジにて温

めた際には果肉の崩壊性があり離水しやすく

なると考える、常温でソースをそのまま放置す

るような状況があれば原料の劣化が早くなる

と考える。	

●加熱後の製品をしばらく放置しておいた際

に包材の具材から出た湯気が包材に付着し

水滴になると、その水滴が菌の繁殖を促進さ

せる可能性がある。そのため水滴の改善方法

とし、製品の下部にクッキングシートの用な水

分を吸着させるか、水分が出にくくなるような

包材の選定をする必要がある。製品の蒸し直

し、再加熱は行わない注意喚起が必要、製

品の劣化が著しくなる。	

 	

【指導結果】	

●当初、沖縄県産フルーツを使用したソース

を別添の予定だったが、ソースをかけると食

感が悪くなるのと、ソースを小袋充填が県内

では対応できる工場がほとんどない。また、自

社でソースを瓶詰めする工程を行うことも難し

いことから、沖縄県産野菜を使用したピクルス

などを挟み込む製品規格を提案。ピクルスの

試作も自社で行ってはいたが、自社対応が

難しくなったため断念。その後製造工程の変

更工程をサポートした。	
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●製品の賞味期限試験に関しては、冷凍保

存での確認と、解凍後冷蔵での試験を実施。	

冷蔵試験においては、冷蔵8日目において一

般生菌数が基準値以上、また黄金軟骨ソー

キまんにおいては冷蔵8日目において真菌類

が105レベル、黄金牛すじ煮込みまんにおい

ては冷蔵5日目において真菌類が105レベル

であったため、それぞれの冷蔵での消費期限

は以下に設定。	

黄金軟骨ソーキまん：冷蔵5日	

黄金牛すじ煮込みまん：冷蔵2日	

 	

	

	

	

	

 	

	

	

	

	

	

	

④Zenエンタープライズ	

   （メーカーからの相談事項）	

●使用するフルーツ原料の選定	

●ドライフルーツ原料選定・加工、使用原料

の賞味期限確認	

●ドライフルーツの製品規格	

●製品の賞味期限設定	

●購入後の移動保冷対処	

	

【指導経緯】	

●アイスサンドに使用するフルーツ原料に関

し、フルーツを生原料で使用しサンドを行うに

は、原料受け入れ後に次亜塩素等で洗浄工

程を行わないと原料由来の菌数を抑える事が

出来ない。生の原料を使用するには洗浄を

徹底し原料初発の菌数を抑える必要がある。	

●ドライフルーツの使用においては、生の原

料同様にドライフルーツに加工する工程に洗

浄工程の徹底を図り原料の初発菌数を抑え、

賞味期限の確認が必要となる。	

●これらの原料を使用したアイスクリーム加工

品においては製品規格・賞味期限設定に関

して、アイスクリーム製品のどの分類となるの

かを関係機関（保健所など）へ確認をとる必

要がある。	

●ドライフルーツの食感変更を行うには、ドラ

イフルーツの水分値の変更が重要となる。水

分値の調整にて硬度が異なる、このような硬

度の変更を行う製造技術は沖縄県内にない。

その為かなりのコスト増及び工程確立が必要

となる。ドライフルーツの硬度調整は製造工

程および素材の選定を再度構築・見直しを行

う必要がある。	

●アイスクリームに関し食品衛生法上、賞味

期限の記載が省略が認められている。しかし

今回はサンドする副素材にクッキーとドライフ

ルーツを使用するため、製品の製造工程に

よっては副原料の状態が一定にならない場

合があると考える、その為冷凍するとは言え

製品が溶け始めた状態では製品に何らかの

影響をおよぼす可能性があると考えられるの

で、使用する副原料の経時変化の確認を

行ったほうが良いと思われる。	

 	

【指導結果】	

●当初、フルーツをそのまま使用したサンドア

イスを製造予定であったが、洗浄工程などの

問題もあり、ドライフルーツへ変更。ドライフ

ルーツに関しては製造メーカとともに、製造工

程の確認を行い、沖縄県産フルーツを使用し

たドライフルーツのサンドアイスとして製品を

開発。	

●使用するクッキーサンドの生地に関しては、

初発の菌数の測定を実施。その結果、真菌

類（カビ・酵母）が多く見られたので、製造まで

の保管状況や製造時の温度管理など気を付

ける必要があると考える。	
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第9章：総括	 

コンセプトへの評価	

3ヶ年に渡るモデル形成の為の商品開発とテ

スト販売（販売は2ヶ年度）を経て、高付加価

値・高単価商品の市場形成に取り組んだ結

果、本モデルの商品群（今風：NAMAKAJI）の

コンセプトに多くの方が共感いただいた。特

に製造者においては「今までこのような取り組

みをやりたかったが、結局は既存の商品づく

りや販売に追われていて、手が付けられな

かった」といった意見を伺うことがあった。また

販売者側に今風商品を紹介したところ商品だ

けでなく、ブランドコンセプトに対する評価が

高く、関心を示していただいた。	

	

現状の流通のハードルに阻まれる	

しかしどんなに商品が魅力的で売り手も買い

手も関心を持ったとしても、実際のビジネスの

流れになると様々な課題が待ち受けていたの

も事実である。	

	

例えば卸値の高いハードル（一般的な卸値の

掛 け 率 は 5 割 と 言 わ れ る が 、 今 風

（NAMAKAHI）シリーズの商品の多くは6割で

あった）から、導入が進まなかった他、卸値の

掛け率を売り手の希望に合わせる為に、商品

の小売売価を高額にせざるを得ず、これに

よって消費者にとっては必要以上の高価格に

なってしまう商品もあった。	

	

売り手任せの売り方に限界	

また、商品そのものが市場には無い新しい商

品であり、こだわりが強いものであることから、

本来ならば魅力あるPOPやリーフレットだけで

なく、販売員による徹底したセールストークの

発信など本商品群の魅力を届け売り切ること

が必要であり、その為の専用の売り場や売り

方が求められた。しかし現状の売り場を間借り

しての展開では、販売実績がまだ確立されて

いない商品については、露出が限られてしま

い、結果商品の魅力が伝えきることができな

かった。	

今年度開発された今風（NAMAKAJI）シリーズの新商品	
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求められる持続可能な開発から販売までの

一貫した施策	

そのような状況下においてようやく販促ツー

ル（ブランドブックや動画）が整い、商品数も

一定量に増えた為（2016年度の開発商品を

含めば11品）本来ならばこれからが普及と販

売を本格化するスタートラインに立ったと言え

る。残念ながら本事業は今年度で終了するも

のの、一部の販路では実績も現れていること

から、今後は民間の努力で販売を継続させる

必要があるのはもちろん、公的機関において

もPRやモデル普及における販路開拓や商品

開発を継続した取り組みとして持続させること

を期待したい。	

	

売り手と連携した商品PRと販売のマネジメン

トの必要性	

ただし従来型の売り方や売り場（商品数を絞

り込んだ1品の大量陳列を行えない。商品知

識を備えた専門の販売員の設置ができない）

では、あらゆる顧客への販売やPRに尽力して

も、今風（NAMAKAJI）のような商品群は埋も

れてしまうか、逆に陳腐化する可能性がある

為、本商品群に即した売り方をマネジメントす

る方法も重要な案件として検討しなければな

らない。	

	

待望されるブランドショップ	

こうした課題が浮き彫りになる中、待望されて

いるのが、高付加価値・高単価商品を売るだ

けでなく、商品の背景にあるストーリーや素材

ひとつひとつのこだわりを紹介するブランド

ショップである。売り場イメージからセールス

トークの在り方まで一貫性のあるブランドメッ

セージと商品の魅力が伝えきれる売り場や売

り方のプロデュースも本モデル普及における

大きな課題である。	

	

新たな需要の掘り起こしの可能性	

今回の事業を推進した際に新たな需要として

手ごたえを感じたのは、観光客だけでなく沖

縄在住者の支持も得られたことである。例え

ばマーミヤの「旬海選かまぼこ」は八重山かま

ぼこのブランドイメージを活用した商品である	

が、わざわざ八重山から本島に訪れた現地の

住民の方がまとめ買いするなどの需要が見ら

れた。こうした地域住民の不平や不満として

あったのが「地場のものを贈りたいが見栄え

や内容に劣る」という声である。今回の今風

（NAMAKAJI）商品は高額であることから沖縄

在住者の購買は見込めないのではないかと

予測していたものの、蓋を開けてみれば地域

の方の需要も多々あり、盆暮れの挨拶の為の

手土産だけでなく結婚式の引き出物、送別会

の贈り物といった贈り物が必要となる状況の

「ハレの日」の需要は少なからず見られた。	

	

横並びの気質からの脱却によって小規模事

業者にも成果が表れる	

買い手の潜在的に眠る要望を踏まえた商品

化は長年沖縄の中でも課題としてあったもの

だが、なかなか具現化するには至らなかった。

その背景には作り手や売り手の課題があった。

それは製造者側のマーケティングスキルの低

さもあれば、横並び気質のある沖縄の土産品

市場から抜け出すことのできないといったこと

である。	

	

だが、今回、実際にモデル開発と販売に取り

組んだ事業者においては、結果が現れてい

る事業者もいる。特に本事業のモデル形成に

おいては既存の土産品市場には本格的に参

入していない小規模事業者や離島の事業者

もいたが、こうした事業者が短期間の取り組み

で結果を出した。伊平屋村漁業協同組合は

本事業で初めて島外の観光客を意識した商

品を開発。価格も同漁協の販売している他の

商品と比べても比較的高額（今回開発した商

品は2,600円（税抜））にも関わらず、販売も好

調であった。しかも も販売実績を積めたの

は、伊平屋村内にある自らの販売所だった。

観光客がさほど多くない同村の、お世辞にも

恵まれた売り場とは呼べない中で、このように

実績が現れたことは、商品知識や積極的な

接客といった販売意識の高さがあっただけで

なく、商品の魅力そのものが高かったことが大

きく起因していると言えるだろう。また競合商

品がなかったことも功を奏したと言える。	
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よって沢山の商品がならび、競合店もひしめ

く那覇空港や国際通り、ホテルなどのショップ

においても、例えば商品選定から売り場づくり

までトータルで統一された店づくりを行うこと

で、競合商品との差別化を図ることができ、

個々の商品の持つ魅力を消費者に伝えやす

くなる。このような取り組みは消費者に対して

新たな商品の選択肢を提供することにつなが

り、今風（NAMAKAJI）モデルのような高付加

価値・高単価商品を販売していくことには重

要な要素である。	

	

認識変化による効果	

今回事業におけるモデル商品の開発におい

てはマーケティングを徹底し、製造者や沖縄

が持つ既得資源を活かした開発が行われた。

つまり、まったく新しいことを始めたのでなく既

得資源を活かし、編集することで短期間にも

関わらず商品を生み出してきたのである。従

来であれば顧客に響かなかった要素も、見え

方を変え、訴求する表現（キャッチコピーや写

真などのビジュアル）を再考し、そこに中身が

伴うことで魅力的な商品に生まれ変わった。	

	

こうした取り組みは一定の開発コストと人的資

源の活用を行えれば、沖縄のどのような製造

業でも取り組める可能性は高く、決して大企	

	

業だけが取り組める内容ではないことが事業

を通じて証明できたのである。	

	

市場への選択肢の提供	

沖縄観光は順調に拡大し、これからもまだま

だ伸びると予想されている。市場が拡大する

中、顧客が求めている「商品の選択肢の数」

を提供できなければ、顧客はいるものの土産

品の消費が伸びないミスマッチが起きてしまう。	

	

選択肢を増やすことは、土産品開発や販売

に関わらず沖縄の土産品市場に求められて

いる命題である。現状の商品開発や販売の

流れは残しつつも、通常版や廉価版と棲み

分けた高付加価値版の商品をプロデュース

することで、買い手の購買意欲を掻き立てな

ければならない。このような新たな土産品市

場を創造し、顧客を飽きさせない取り組みを

実現する為に、単なる商品の供給だけに留ま

らず、作り手と売り手が歩み寄って双方の利

益を確保しながら、商品コンセプトが売り場に

反映された売り方のプロデュース が必要であ

る。こうした取り組みが、これからの沖縄の土

産品市場活性化に求められている。	
	

本格的な土産品初参入の離島の事業者が生み出したヒット商品（島クラッカーとディップソース：伊平屋村漁業

協同組合と旬海選かまぼこ：マーミヤ）	


