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補足資料：プロジェクトミーティング 

プロジェクトチーム キックオフミーティング 

日時：平成28年6月28日（火） 14:00～16:00 
場所： カフェ イングリッシュガーデン 

 

参加者：※敬称略 

【専門家】 

株式会社NicoOkinawa 

●宮里 学（専務取締役） 

 

【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） 

●米山 卓志（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） 

●長野 庄貴（ゼネラルマネージャー） 

●亀谷 智美（総務経理担当） 

 

【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  

●池田 潤（班長） 

 

議題： 

（１）関係者紹介 

（２）事業説明 

（３）経費処理についての確認 

（４）各企業から想定している開発商品の紹介 

（５）意見交換および今後のスケジュールの確認 
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Photo	

第1回プロジェクトミーティング 
平成28年8月2日（火）14：00～17：00	

場所：那覇市職員厚生会「厚生会館」	

        中会議室	

参加者：※敬称略	

【専門家】	

株式会社ボルテージコミュニケーションズ　

高野 直秀　（クリエイティブディレクター）	

株式会社NicoOkinawa	

宮里 学（専務取締役）	

与那覇 恵（企画開発室 室長）	

※オブザーバー	

沼田 まどか（フリー）	

【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）	

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）	

●米山 卓志（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）	

●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　	

●池田 潤（班長）	

●賀数　清華（主査）	

	

議題：	
（１）本事業の説明及び本日の進行の説明、専
門家紹介	
（２）専門家及びオブザーバーより自己紹介およ
び専門分野についての考え方、事例紹介	

（３）商品開発内容プレゼンテーション、試食、お
よびアドバイス	
（４）専門家からの総評	
（5）決議事項	
	
【専門家からの総評】	

高野	
各企業さんで大事にしてもらいたいのは、ブラン
ドの価値がそこにあることを再認識してほしい。
改めて個々の強みを磨き上げること、ここでしか
手に入らないものを作ること。お土産は一言添

えて渡すものなので、その際に何と言ってもらう
か。沖縄でないと食べられないもの、その企業
のブランド価値を大事にしてほしい。	
 	
沼田	

発展途上ではある商品もあったが、いずれの商
品もとても興味深かった。（自己紹介をすると）香
港のシティスーパーでお酒のバイヤーを担当し
ていた。飲食店の卸向けも担当。今回の商品の

中では、アイスクリームとバンズは海外に持って
帰りづらいので、沖縄県内で食べられる機会が
あると良い。 終的に、国内に住んでいる外国
人にも受け入れられると良い。	
 	

宮里	
本事業は当初から参加させてもらっている。賞
味期限などは 終形でしか判断できない。新し
い菌が出てきている中で、安心を担保するため
にぜひ相談して欲しいし、良いものを作っていき

たい。	
 	
【決議事項：ブランドコンセプトについて】	
（高野）今風を踏襲していくべき、創生期2年で
はなぜ止めてしまうのかと思われる。ブランドが

浸透していく、大黒柱のように強くなるように継
続していくべき。新しいテーマはウェディングに
絞ってしまうとテーマがニッチすぎる。	
	
（沼田）まだヨチヨチ歩きでこれから育てていくべ

きだと思う。商品数が増えていく中で、今風の
ファミリーを強くするのがよいと思う。新しいテー
マはサブカテゴリーにするとか。	
	
（宮里）会社も3年目から認知されていくので、こ

のまま今風ブランドを継続するべき。	
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第2回プロジェクトミーティング	

日時：平成28年10月27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	

【専門家】	

株式会社ボルテージコミュニケーションズ　	

高野 直秀　（クリエイティブディレクター）	

株式会社NicoOkinawa	

宮里 学（専務取締役）	

与那覇 恵（企画開発室 室長）	

※オブザーバー	

沼田 まどか（フリー）	

【プロジェクトチーム】	

請福酒造有限会社	

●漢那 憲隆（代表取締役社長）	

●富原 信市（営業部長）	

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）	

●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）	

●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　	

●池田 潤（班長）	

●賀数　清華（主査）	

	

議題：	

（１）本日の進行の説明	

（２）商品開発内容プレゼンテーション	

      およびアドバイス	

（3）今後のスケジュール	

（5）事務局連絡	

※専門家からは個別の案件に対してそれぞ

れご意見をいただき、総評は無し。	
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第3回プロジェクトミーティング	

平成29年1月30日（月）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	

【専門家】	

株式会社ボルテージコミュニケーションズ　	

高野 直秀　（クリエイティブディレクター）	

株式会社NicoOkinawa	

宮里 学（専務取締役）	

与那覇 恵（企画開発室 室長）	

※オブザーバー	

沼田 まどか（フリー）	

【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　	

●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）	

●亀谷 智美（総務）	

【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）本日の進行内容説明	

（２）調査活動の報告	

（３）商品開発内容プレゼンテーション、試食、	

      およびアドバイス	

（４）プロモーション内容の報告	

（５）今後のスケジュール	

※専門家からは個別の案件に対してそれぞれ

ご意見をいただき、総評は無し。	

	


