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NO 団体 調査実施日 地域団体商標

1 石州瓦工業組合 平成28年11月21日（月） 石州瓦（せきしゅうかわら） 

2 下関唐戸魚市場仲卸協同組合 平成28年11月24日（木） 下関ふく（しものせきふく）

3 下関農業協同組合　豊北営農経済支部 平成28年11月24日（木） 長門ゆずきち（ながとゆずきち） 

4 広島県針工業協同組合 平成28年11月25日（金） 広島針（ひろしまはり）

5 福山市農業協同組合　川口グリーンセンター 平成28年11月30日（水） 福山のくわい（ふくやまのくわい）

6 庄原農業協同組合 平成28年11月28日（月） 比婆牛（ひばぎゅう）

7 漁業協同組合ＪＦしまね 平成28年12月1日（木） 十六島紫菜（うっぷるいのり）

8 玉造温泉旅館協同組合 平成28年12月2日（金） 玉造温泉（たまつくりおんせん）

広島みかん（ひろしまみかん） 

広島はっさく（ひろしまはっさく） 

広島レモン（ひろしまれもん）

三次ピオーネ（みよしぴおーね）

大長レモン（おおちょうれもん）

大長みかん（おおちょうみかん）

11 鳥取西部農業協同組合 平成28年12月15日（木） 大山ブロッコリー（だいせんぶろっこりー）

12 島根県農業協同組合　隠岐どうぜん地区本部 平成28年12月16日（金） 隠岐牛（おきぎゅう）

13 全国農業協同組合連合会　岡山県本部 平成28年12月19日（月） 岡山白桃（おかやまはくとう） 

14 阿新農業協同組合 平成28年12月19日（月） 千屋牛（ちやぎゅう） 

15 鳥取県農業協同組合　畜産部畜産課大田事務所 平成28年12月22日（木） しまね和牛（しまねわぎゅう） 

9

平成28年12月14日（水）広島ゆたか農業協同組合10

平成28年12月6日（火）広島県果実農業協同組合連合会　広島支所

Ⅲ．ヒアリング調査 

１．地域団体商標保有団体を対象とするヒアリング調査 

（1）調査概要 

①調査目的

アンケート調査の回答をもとに選定した地域団体商標保有団体（15 団体）を訪問し、権利

の活用状況及び今後の活用方法についてヒアリングを行い、地域団体商標の活用方策の検討

に資する基礎情報を収集する。 

②調査対象

  

③調査項目

・商品・サービスについて（生産量・シェア等）

・地域ブランド化に係る取り組み

・地域団体商標取得の経緯

・地域団体商標の活用について（活用状況・効果・課題等）

・今後の方向性や地域団体商標の活用に係る公的支援ニーズ 等

※全ての項目について網羅的に話を聴くのではなく、各団体の取り組み等のポイントとなる部分を中心に

ヒアリングを行った。 
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NO 団体 ポイント ページ

1 石州瓦工業組合
地域団体商標の取得をきっかけに、ブランドイメージを見つめ直し、行政のバッ
クアップのもと、地域一体となった『石州瓦』のブランド化を促進し、新たに海外
での市場づくりに邁進しています！

42

2 下関唐戸魚市場仲卸協同組合
『下関ふく』は、地域団体商標とＧＩの取得により安心・安全というブランド価値を
アピールし、海外展開の推進を図っています！

44

3
長門大津農業協同組合
下関農業協同組合
あぶらんど萩農業協同組合

3団体で地域団体商標『長門ゆずきち』を取得することにより、地域の連携体制
が強化され、産地全体で価格の安定・品質の向上・ブランドの底上げに努める
ことができるようになりました！

46

4 広島県針工業協同組合
『広島針』の地域ブランドの伝統や文化を背景に国内外の信頼と知名度の向上
を図り、自社ブランドの知名度も獲得して、地域ブランド・コラボレーションによる
相乗効果でＰＲ力も向上しています！

48

5 福山市農業協同組合
生産量日本一を誇る『福山のくわい』は、規格外品をブランドのＰＲに有効活用
するとともに、徹底した商標管理によりブランド力の向上を図っています！

50

6 庄原農業協同組合
地域団体商標の取得を核にブランドの復活を果たした『比婆牛』は、関係機関を
巻き込み、バックアップ体制を構築することでブランド力を高め、情報発信の
ツールとして地域団体商標を活用しています！

52

7 漁業協同組合ＪＦしまね
地域団体商標『十六島紫菜』を取得してみて、権利化が地域ブランド化のゴー
ルではなく、地域ブランドは育ててこそ価値が生まれることを学びました！

54

8 玉造温泉旅館協同組合
地域団体商標を旗印に、関係者の意識共有を図り、地域一体となった組織改
革を行い、『玉造温泉』のオンリーワンの魅力を武器に、新たなファンの獲得や
適切な価格設定を実現しています！

56

9 広島県果実農業協同組合連合会
行政と連携したＰＲ活動により全国ブランドへ成長した『広島レモン』は、商標管
理を適切に行うことでブランド力の向上を図り、加工品原料としての需要やコラ
ボレーションの需要が急増しています！

58

10 広島ゆたか農業協同組合
『大長みかん』と『大長レモン』は、取扱量や取扱期間に応じて地域団体商標を
使い分け、その高いブランド力を発揮することで銘柄買いを実現しています！

60

11 鳥取西部農業協同組合
『大山ブロッコリー』は、地域団体商標を活用して商品の差別化とブランド力の
強化を図り、継続的にアクションを起こすことで認知度を向上させています！

62

12 島根県農業協同組合
東京市場へ積極的に進出していくことで、ブランドの土台、ブランド力の強化と
「島生まれ、島育ち、隠岐牛」隠岐潮風ファームさん（の商標）と地域団体商標
「隠岐牛」による認知度の向上と産地の強化を図ります！

64

13 全国農業協同組合連合会
県産ブランドとして確立した『岡山白桃』は、地域団体商標の活用により競合と
の差別化を図り、大消費地での販路開拓に成功しました！

66

14 阿新農業協同組合
複数のブランドを統一化した『千屋牛』は、地域団体商標の取得によりブランド
力を強化し、独自の「登録制度」と徹底した品質・商標管理により、高品質ブラン
ドを確立しました！

68

15 島根県農業協同組合
『しまね和牛』は、地域団体商標等の取得により県産和牛全体のブランド力を底
上げし、そのブランド力を武器に高値での取引を実現しています！

70

（2）調査のまとめ 

個々のヒアリング調査結果に基づき、参考となる取り組みを「ポイント」としてとりまとめた。 
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（3）調査結果 

①石州瓦工業組合 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○「石州瓦」について 

昭和 30 年ぐらいまで瓦の産地は北日本の一部を除く全国にありましたが、それがだんだんと淘汰さ

れ、三州（愛知県三河地方）、石州（島根県石見地方）、淡路（兵庫県淡路島）が三大産地と呼ばれるよ

うになりました。生産量が一番多いのは三州で、全国シェアは 60～70％。石州は 14～15％で、淡路は

10％程度です。産地が変われば、瓦に使用される原料土が変わり、最適な焼成温度も変わります。石州

瓦に使用する原料土の焼成温度は 1,200度から 1,300度ですが、他の産地の土は 1,000度から 1,150度

の間です。高温で焼き締める石州瓦は、他の産地の瓦より焼き締まって硬く、積雪・凍害や塩害に強い

点が大きな強みとなっています。 

 

○ブランド力の裏付けのための地域団体商標取得 

地域団体商標は、島根県と石州瓦工業組合の双方の意向で取得しました。 

「石州瓦」の地域団体商標が登録されたのは 2007 年 3 月で、「島根芸術文化センター グラントワ」

の開館（2005年 10月）、石見銀山の世界遺産登録(2007年 3月)とほぼ同じ時期です。 

「島根芸術文化センター グラントワ」は、「島根県立石見美術館」と「島根県立いわみ芸術劇場」の

複合施設ですが、建物の屋根や外壁に石州瓦が使用されています。また、石見銀山については、産業遺

跡としてだけでなく、石州瓦が 200年に渡って守り続けている石見銀山大森町の町並みや赤瓦の景観に

ついても情報発信していくという島根県の方針のもと、「島根芸術文化センター グラントワ」、「石見銀

山」、「石州瓦」の 3つを県と協力して、売り出していくことになりました。その際に、地域団体商標は、

ブランド力の裏付けになり得ると考え取得しました。 

■ 商品・サービス名称： 

地域団体商標 石州瓦（せきしゅうかわら） 

■ 所在地： 

島根県江津市嘉久志町イ 405 

■ 調査実施日： 

2016年 11月 21日（月） 

■ 調査協力： 

専務理事 佐々木 啓隆 氏 

 

 

＜石州瓦（地域団体商標 登録番号 第 5030596号）＞ 

平成 19年（2007）3月 9日登録 
島根県石見地方産の粘土瓦 

◆「The Wonder 500™」 

「The Wonder 500™」はクールジャパンによる地域活性化の推進のため、“世界にまだ知られていない、日本が誇るべき

優れた地方産品”を選定し、海外に広く伝えてプロジェクト。 

＜POINT＞ 

地域団体商標の取得をきっかけに、ブランドイメージを見つめ直し、行政のバックアップの

もと、地域一体となった『石州瓦』のブランド化を促進し、新たに海外での市場づくりに邁

進しています！ 
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○現代に合ったブランドイメージへの転換 

石州瓦が新聞等のマスメディアで取り上げられる場合、石州瓦の「歴史と伝統」の部分がクローズア

ップされることが多いのですが、「石州瓦＝伝統的な和風瓦」というイメージが先行してしまうと、「洋

風瓦」、「タイル」、「耐震」といった現在の取り組みに対する認知度が上がりません。ですから、地域団

体商標の取得に際しては、石州瓦の「歴史と伝統」だけでなく、石州瓦の「現代」や「未来」をアピー

ルするため、「400年の継承」、「現代へのマッチング」、「未来への予感」という 3つのキーワードを設定

しました。伝統的な部分を大切にしつつ、新しい部分をうまくアピールしていきたいと考えています。 

 

○「石州瓦」の海外での新たな市場づくり 

石州瓦の市場の大半が中国 5 県と九州です。量はまだ多くありませんが、海外へも輸出しています。

そのひとつがロシアです。ロシアでは、日本製品の人気が高いため、日本で使っている製品をそのまま

輸出することができます。その中でも、ロシアの厳しい寒さにも耐える瓦として「石州瓦」は高い評価

を得ています。さらに海外展開していくため、島根県の支援も受けながら、2008年にはウラジオストク

で開催された「ウラジオストク SHIMANE フェア」、2010 年にはサンクトペテルブルグで開催された建材

の国産見本市に出展し、石州瓦をＰＲしました。ロシア以外にも、東南アジアや中国へ輸出しています。 

 

○組合員による「石州瓦」売り込みのための新たな取り組み 

石州瓦工業組合の組合員である 7事業者のうち、販売機能を持っているのは 5事業者です。残る 2事

業者は販売機能を持つ 5事業者に製品を納入しています。 

組合員は皆、西日本をはじめとする主たる市場を死守しながら、新しいことにも取り組みたいと考え

ています。ある組合員は、昔の「サビ瓦」を復活させ、「サビ瓦」の微妙な色むらや独特の風合い生かし

た箸置きなどをつくり、東京の展示会へ出展しました。それを契機に、料亭からの引き合いを受け、「瓦

食器」という新商品の開発にもつながっています。また、モダンな住宅向けの平板瓦に力を入れている

組合員の製品は、大手ハウスメーカーでも採用されています。こうした新たな取り組みをうまくＰＲで

きればと考えております。 

また、新しい取り組みとして、他の地域ブランドとのコラボレーションも行っています。石州瓦を粉

砕したリサイクル製品「セラミックサンド」と石見焼のコラボレーションで、石見焼の皿の上にセラミ

ックサンドを敷いて苔玉を乗せた「石州瓦のセラミックサンドを使った苔玉・石見焼セット」の販売を

開始しました。この商品は、江津市のふるさと納税のお礼の品にも採用されています。今後、高温焼成

という石州瓦の製造技術が生かしたコラボレーションについても検討したいです。どこにどのようなニ

ーズがあるかわからないので、多方面から情報収集したいと考えています。 

 

○共通ロゴマークによる「石州瓦」のブランドＰＲ 

石州瓦工業組合のロゴマークは昔からありますが、これはあくまで組合のロ

ゴマークです。そこで、「石州瓦」そのものを表現し、かつ、柔軟に活用できる

ものを作成しようということになり、2年前に島根県の支援のもとで「石州瓦」

のロゴマークを作りました。組合では、幟やパンフレット等で使用し、組合員に

おいては名刺にロゴマークを入れるなどして、広くＰＲに活用しています。 

 

 

  

 

石州瓦 ロゴマーク 
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②下関唐戸魚市場仲卸協同組合 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○「下関ふく」について 

本格的な「下関ふく」の歴史は、伊藤博文のふぐ食解禁から始まったといってよいでしょう。そもそ

もこの地域では古来ふぐが好んで食べられていました。ところが豊臣秀吉が、九州や朝鮮攻めの折に兵

士たちが下関でふぐを食べてバタバタと死んでしまったのを見て、「ふぐを食べてはならない」という

禁令を出したのです。ふぐ食の禁令は江戸時代になっても続き、これを明治になって解禁したのが山口

県出身の初代総理大臣伊藤博文でした。伊藤博文が許可してからすでに 120年以上も経っているという

ことは、この時点からでも下関のふぐの食文化には長い歴史があるということです。だからこそ、ふぐ

の目利きや身欠きの技術が優れているのです。 

「下関ふく」は、特定の地域で捕れたという意味の産地ブランドではなく、下関に集荷された国産の

活きたとらふぐを、その優れた技術によって下関唐戸魚市場仲卸協同組合の組合員が身欠き処理を行っ

たという証明です。ふぐは正しい処理をすれば 100％安全です。これまでに「下関のふく」を食べて事

故になったというケースは皆無で、「下関ふく」というブランドは安全の保証でもあります。 

ふぐを扱っている市場は日本中にありますが、ふぐを専門に扱っているのは下関市の南風泊市場だけ

です。南風泊市場のふぐ（南風泊で水揚げされ身欠き処理されたとらふぐが「下関ふく」）は当組合員し

か扱うことができません。 

下関唐戸魚市場仲卸協同組合の組合員は 24社で、ふぐを扱っているのはそのうちの 22社ですが、組

合員は後継者不足等の原因により減少傾向です。それらの課題を解決するためにも、「下関ふく」のブラ

ンド力の維持・向上を図り、儲かる仕組みづくりを進めていきたいと思っています。 

■ 商品・サービス名称： 

地域団体商標 下関ふく（しものせきふく） 

■ 所在地： 

山口県下関市唐戸町 5-50 

■ 調査実施日： 

2016年 11月 24日（木） 

■ 調査協力： 

専務理事 酒井 一 氏 

 

 

＜下関ふく（地域団体商標 登録番号 第 5174640号）＞ 

平成 20年（2008）10月 17日登録 

山口県下関市南風泊で水揚げされて身欠き処理されたとらふぐ（生きているものを除く） 

◆ジェトロ「地域団体商標海外展開支援事業」採択（2016年 7月） 

◆農林水産省「ＧＩ（地理的表示保護制度）」登録（2016年 10月） 

水産物では第 1号。 

＜POINT＞ 

『下関ふく』は、地域団体商標とＧＩの取得により安心・安全というブランド価値をアピー

ルし、海外展開の推進を図っています！ 
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○ブランドの確立に向けた地域団体商標・ＧＩの取得 

「下関ふく」というブランドをアピールするために地域団体商標を取得し

ました。同じ理由でＧＩ（地理的表示保護制度 ※注）マークも取得してい

ます。 

まずは食べていただくことが 1 番で、そのために国の制度を活用して「下

関ふく」というブランドを保証し、消費者の方に「下関ふく」が「安心安全」

であることをアピールし、ふぐに対する恐怖心を取り除いていきたいと考え

ています。 

地域団体商標を取得するまでは、下関で処理されていないのに「下関ふく」 

の名前を使っている店がいくつもありましたが、地域団体商標を取得してからは次第に減少し、最近は

そういう店の話をほとんど聞かなくなりました。 

ニセモノの排除という地域団体商標の効果を実感しています。これまで「下関ふく」の名称を無許可

で使っているところに警告を発したり、差し止めを請求したりといったことはしていないのですが、勝

手に使ってはならないブランドだということが、浸透してきたように思います。 

 

○海外展開における商標の必要性 

海外展開を視野に入れ、中国、シンガポール、マレーシアで商標登録の出願申請を行っています。 

現在中国では、ふぐの輸入は禁止されているものの、ふぐを食べることは可能です。そのため、中国

国内で大量に生産された養殖とらふぐが、今後東南アジア等で「下関ふく」として販売される可能性が

あることから、偽物対策として商標登録することにしました。また、富裕層の多いシンガポールとマレ

ーシアは今後の有望市場であり、「下関ふく」というブランドを安心して輸出するために商標取得に動

きました。 

東南アジアでの販路開拓に向けた取り組みの一環で、シンガポールにおいて「下関ふく」のプロモー

ションイベントを開催したり、ＰＲ動画やパンフレットを制作したりしています。 

また、ＥＵ諸国をはじめとしてふぐの輸入を禁止している国はまだまだ多いことから、「下関ふく」を

海外に売り込むだけでなく、海外から訪れる観光客向けのＰＲにも力を入れています。 

下関は福岡からも広島からも近いので、そこからもう一足伸ばしていただき、下関で「下関ふく」を

食べていただきたいのです。特に、東南アジアからの観光客は日本へのリピーターが多いため、次に日

本に行く時は、「下関ふく」を食べに行こうと思ってもらえるようなＰＲをしていきたいと思います。 

 

＜注＞ 

ＧＩ（地理的表示保護制度） 

 地理的表示保護制度は、生産地と結び付いた特性を有する農林水産物等の名称を品質基準とともに登録し、地域の共有財産と

して保護する制度。 

 

 

  

 

下関ふく マーク 
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③長門大津農業協同組合、下関農業協同組合、あぶらんど萩農業協同組合 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○「長門ゆずきち」について 

「長門ゆずきち」は、田万川町に何本か自生していたものを、「萩柑きつ試験場（現 山口県農林総合

技術センター 農業技術部 柑きつ振興センター）」が、栽培向けに育種した山口県オリジナルの柑橘で

す。 

萩柑きつ試験場で育種した 30本の苗を、休耕田で試験的に栽培し始めたのが 1997年です。 

長門ゆずきちの現在の栽培面積は、山口県全体で 6ha。出荷量は、平成 24年は 33トン、平成 25年は

29トン、平成 26年は 40トン、平成 27年は 22トンと、年によって変動しますが、だいたい 20台～30

トン台の間で推移しています。 

長門ゆずきちの特徴としては、収穫時期が早いこと、果汁がたくさん採れること、鮮やかな緑色が美

しいこと、他の柑橘と比較して香りが高いこと、そして種がないことが挙げられます。 

長門ゆずきちを生産している下関農業協同組合の組合員は 22 名です。長門大津農業協同組合、あぶ

らんど萩農業協同組合の組合員も含めれば、100名ぐらいはいると思います。 

ただ、長門ゆずきちの栽培を専業としている組合員はいません。高齢化と後継者不足で生産者の数は

減少しています。 

 

○特徴を活かした市場への流通 

長門ゆずきちの出荷時期は、8月のお盆明けから 10月の初旬までです。果皮の色が黄色く変色すると

香りが薄くなってしまうので、果皮の色が青いうちに出荷しなくてはなりません。 

主な市場は山口県内です。生産量が少ない上、輸送コストの問題もあり、広域流通は難しいと考えて

いますが、個人のお客様や他県の飲食店などから直接注文があった場合は、輸送コストを負担していた

■ 商品・サービス名称： 

地域団体商標 長門ゆずきち（ながとゆずきち） 

■ 所在地： 

山口県下関市豊北町滝部 3131-1 

■ 調査実施日： 

2016年 11月 24日（木） 

■ 調査協力： 

下関農業協同組合 豊北営農経済支部 

次長 植村 巌 氏 

 

 

＜長門ゆずきち（地域団体商標 登録番号 第 5088770号）＞ 

平成 19年（2007）11月 2日登録 

山口県長門地域産のユズキチ 

◆「やまぐちブランド」認定（2013年 9月） 

＜POINT＞ 

3団体で地域団体商標『長門ゆずきち』を取得することにより、地域の連携体制が強化され、

産地全体で価格の安定・品質の向上・ブランドの底上げに努めることができるようになりま

した！ 
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だくかたちで対応しています。全農の通販サイトでも取り扱っています。 

長門ゆずきちは、生果と加工用原料とに分けて出荷しています。出荷量全体の 6割ほどが加工用原料

として、全農（全国農業協同組合連合会 山口県本部）経由で出荷されます。生果については、組合ごと

に市場を決めて出荷しています。主な競合商品は、大分のかぼすと徳島のすだちです。出荷の時期は長

門ゆずきちが一番早いのですが、9 月になってかぼすやすだちが大量に出回るようになると、競合商品

の価格にひきずられるようにして、長門ゆずきちの価格も下がり、ピーク時の 3分の 1ぐらいになって

しまいます。長門ゆずきちの場合、競合品より早く出荷できる点を活かして勝負しています。 

 

○3団体での地域団体商標取得によるブランドの底上げ 

地域団体商標は、長門大津農業協同組合、あぶらんど萩農業協同組合、下関農業協同組合の 3団体で

取得しています。 

取得の目的は、知名度の向上と選択時の目安です。当初 30本の苗木で始めた「長門ゆずきち」の栽培

ですが、出荷量が増えてくると、競合商品との差別化が必要になってきました。かぼす、すだち、ゆず、

温州みかんの摘果したものなど、ちょっと見ただけでは、長門ゆずきちと区別のつかないものが市場に

多く出回っているからです。 

すだちやかぼすに比べると、長門ゆずきちの知名度はまだ低いので、せめて県内の方には知っていた

だきたいという思いから地域団体商標を取得したのですが、「長門ゆずきち」という地域団体商標を打

ち出していくことは、消費者が商品を選択する際の目安になっていると思います。 

地域団体商標を取得したことで、商標を保有する 3つの組合で話し合いをする機会が増えました。こ

のことは、商標取得の大きなメリットだと感じています。出荷時の単価や規格を協議会で決定し、各組

合がそれを守っていくことで、価格の安定を図ることができます。品質についても、他の組合よりも粗

悪なものを出すわけにはいかないので、全体的な底上げにつながりました。 

2013年に長門ゆずきちが「やまぐちブランド」に認定されました。このことについても、地域団体商

標の登録が、プラスに働いたのではないかと思います。 

 

○出荷量増加に向けた加工品開発 

長門ゆずきちは、収穫時期が短く、収穫時期を過ぎれば大きくなりすぎたり、色が変わったりして、

商品価値が失われてしまいます。収穫しないままで実を放置しておくと、翌年の実つきが悪くなってし

まいます。しかし、生果は用途が限られており、家庭で大量に消費するものではありません。こうした

ことを踏まえれば、どちらかと言えば、加工品に向いているように思います。 

加工品については、ポン酢、ドレッシング、ジュース、ジャムなど、様々なものがあります。これら

の加工品を製造しているのは、ほとんどが地元の事業者です。 

組合も、県内の事業者に委託して、長門ゆずきちの果汁で酢を製造してもらい、道の駅で販売したり、

学校給食で使っていただいたりといった取り組みを進めています。 

生果として出荷する場合は 4つずつパック詰めしなくてはなりませんが、加工原料の場合はパック詰

めが不要なので、農家の負担もそれだけ減ります。 

今後は、加工品の開発にも力を入れ、加工原料としての出荷量をもっと増やし、産地全体でブランド

の底上げを図っていきたいと考えています。 
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④広島県針工業協同組合 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○「広島針」について 

広島針の歴史は浅野藩の下級武士の手内職から始まります。中国山地では良質な砂鉄が採れ、たたら

製鉄が行われていましたので、「安芸十利」などと言いまして、安芸の国（現在の広島県）では、針、の

こぎり、釣針、槍など、「り」のつく様々な鉄製品が製造されていたのです。 

明治になって、軍服などの洋服を縫製するための針が輸入されるようになると、広島の主たるメーカ

ーは、他に先駆けて洋服針やミシン針を製造するようになりました。 

第一次世界大戦時は、ヨーロッパの針メーカーが操業をストップしたために、大量の広島針が海外に

輸出されました。いち早く機械化に着手した広島針は日本一の生産量を誇り、最盛期には 200社近いメ

ーカーが広島市内に集積していましたが、原爆投下で全てが壊滅してしまいました。 

戦後 40 社ぐらいが立ち上がり、広島針は復活しましたが、売り上げの半分以上を輸出に頼っていた

ために、円高などの影響で衰退し、現在は、広島県針工業協同組合の組合員 7社のうち、実際に針を作

っているのは 5社だけになってしまいました。それでも国産針に占める広島針のシェアは高く、手縫い

針（シェア 98％）、待ち針（シェア 97％）、レース針（シェア 80％）、かぎ針（シェア 50％）はナンバー

ワンです。 

 

○地域ブランドと自社ブランドの二枚看板による、国内外でのブランド力向上 

組合企業のほとんどがＯＥＭで他社の商品を製造しています。 

チューリップ㈱も、約 40％がＯＥＭですが、それとは別に独自の「チューリップ」ブランドを約 50

か国で展開しています。今では海外向け製品のほとんどが「チューリップ」のブランドで流通してお

り、日本製の針のトップブランドとして認知されています。 

一方、国内においては、広島が針の産地であるとご存じの方が、まだまだ少ないと感じています。

■ 商品・サービス名称： 

地域団体商標 広島針（ひろしまはり） 

■ 所在地： 

広島県広島市中区広瀬北町 3-11-303 

■ 調査実施日： 

2016年 11月 25日（金） 

■ 調査協力： 

理事長 原田 耕太郎 氏 

（チューリップ㈱ 代表取締役社長） 

 

＜広島針（地域団体商標 登録番号 第 5124410号）＞ 

平成 20年（2008）4月 4日登録 

広島県で製造された縫針、広島県で製造された待針、広島県で製造されたミシン針、 

広島県で製造されたかぎ針、広島県で製造された編物針 

◆「広島針 針仕事」と「エティモ・ロゼ」が「ザ・広島ブランド」認定（2014年 2月） 

◆「広島針 針ものがたり」が「ひろしまグッドデザイン賞」受賞（2015年度） 

＜POINT＞ 

『広島針』の地域ブランドの伝統や文化を背景に国内外の信頼と知名度の向上を図り、自社

ブランドの知名度も獲得して、地域ブランド・コラボレーションによる相乗効果でＰＲ力も

向上しています！ 
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国内展開においてもＯＥＭ比率を減らし独自ブランド比率を高めるため、伝統の技と信頼のものづく

りの「広島針」として、売り出していくことに力を入れています。「広島針」を前面に押し出すこと

で、手芸店など既存の販路に加え、土産物店、ギフトショップなどにも販路が広がってきています。 

 

○ブランド展開における商標及び地域団体商標登録の重要性 

「チューリップ」については、世界中で商標登録をしていますが、たまたま中国で登録していなか

ったために、チューリップブランドの偽物が中国から出てしまいました。 

最初は中国製とわからなかったのですが、2000年頃に中東などで粗悪なコピー品が出回り始め、

色々と調べていったところ、中国で製造されたものであることが明らかになりました。 

商標を取得していないと、自社の大切なブランド名でありながら他者から守ることもできず、主張

することもできないので、1年ぐらいかけて中国で商標を取得し、支援機関のサポートを受けながら偽

物を排除しました。 

この時、支援機関から自社ブランドだけでなく、地域ブランド「広島針」の商標取得についてもア

ドバイスを受け、地域団体商標の登録に取り組みました。地域団体商標を取得したことにより、以前

に増して自信を持って売り出すことができています。 

 

○コラボレーションによる相乗効果 

3年前に「出雲キルト美術館」に声をかけていただき、出雲大社「平

成の大遷宮」（2008年 4月～2016年 3月）の公式事業に参加させても

らいました。「出雲大社」のロゴが入ったオリジナルパッケージの針セ

ットは、出雲大社の土産物店や出雲キルト美術館などで販売され、

2016年 1月に公開された映画「縁（えにし）」にも協賛しました。 

西日本旅客鉄道㈱、㈱ジェイアール西日本フードサービスネット、

㈱中川政七商店の 3社が展開している「走る日本市」プロジェクトで

は、オリジナルの倉敷帆布のケースに入れた「トラベルソーイングセ

ット／広島針」が商品化され、2016年 6月 25日から山陽新幹線で車 

内販売されました。 

これからはこうした地域ブランドのコラボレーションが非常に大切だと思います。 

今後のコラボ先としては、和紙が良いと思います。和紙は包み紙にもなりますし、差し紙（針を紙

に差して販売する時の紙を「差し紙」と呼ぶ）としても使用できます。防錆処理をした高級和紙に針

を差して販売すれば、ぐっと高級感が出てくるはずです。 

ちょっと変わった生地なども良いかと思います。「刺し子」といって、柔らかい生地に模様を縫って

いく伝統的な縫い方があるのですが、その刺し子のキットを地域産業の「堺和晒（さかいわざらし）」

とのコラボで商品化しています。刺し子のデザインと言えば一般的には和風ですが、敢えてハワイ風

のデザインにしています。2016年に「日本ホビーショー」（東京ビッグサイトで開催されるハンドメイ

ドホビーのイベント）に出展して評判が良かったので、2017年の「東京国際キルトフェスティバル」

（東京ドームで開催されるキルトの祭典）出展に向け、商品をブラッシュアップしているところで

す。堺和晒とのコラボのきっかけは、展示会出展です。大阪府のブースに堺和晒のメーカーが出展さ

れていたので、こちらから声を掛けさせていただきました。 

ブランド単独より、関連のあるブランド同士が協力し合って一緒に取り組む方が良い成果に結びつ

きます。これからも積極的にコラボ商品の開発に取り組んでいきたいと思います。 

 

トラベルソーイングセット/広島針 

出典：山陽新幹線ネットショップ 

（ＵＲＬ：http://syahan.sl.shopserve.jp/） 
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⑤福山市農業協同組合（川口グリーンセンター） 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ヒアリングのまとめは非公開とし、取り組みのポイントのみ以下に整理。 

 

○「福山のくわい」について 

・福山のくわいは、生産量日本一で、全国シェアの約 6割を占める。 

（「農林水産省 平成 26年度 地域特産野菜生産状況調査」より） 

・平成 28年度は、44戸の農家が約 13ヘクタールで作付けを行い約 150トンの出荷を行った。 

・生産者の高齢化等により、栽培面積が縮小傾向にある中、福山くわい出荷組合と関係機関が連携し、

新規就農者の育成に取り組んでいる。 

 

○地域団体商標の徹底管理によるブランド力の維持・向上 

・「福山のくわい」のブランド化を図るため、平成 23年に地域団体商標を取得した。 

・福山くわい出荷組合では、「福山のくわい」のブランドを維持するために、適正な栽培管理のもと、

安心安全なくわいの生産を行っている。また、出荷箱の適正使用にも取り組んでいる。 

・出荷箱には「福山のくわい」のロゴを大きく入れ、地域団体商標の登録番号を明記している。この

箱に入っていることが「福山のくわい」というブランドの証になっている。 

 

 

 

 

 

■ 商品・サービス名称： 

地域団体商標 福山のくわい（ふくやまのくわい） 

■ 所在地： 

広島県福山市川口町 2-12-7 

■ 調査実施日： 

2016年 11月 30日（水） 

■ 調査協力： 

福山市農業協同組合 川口グリーンセンター 

センター長 平川 良治 氏 

次長 三谷 庄一 氏 

 

 

＜福山のくわい（地域団体商標 登録番号 第 5385225号）＞ 

平成 23年（2011）1月 21日登録 

広島県福山市産のクワイ 

◆「ふくやまブランド農産物」認定 

＜POINT＞ 

生産量日本一を誇る『福山のくわい』は、規格外品をブランドのＰＲに有効活用するととも

に、徹底した商標管理によりブランド力の向上を図っています！ 
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○規格外品の活用によるＰＲ 

・くわいの規格外品の活用策として、「福山のくわいっこ」を開発し、

ＪＡ福山市で販売している。ブランドの価値を守るため、これまで

は規格外品の多くを廃棄処分していたが、加工によって、廃棄して

いたものを有効活用することができるようになった。 

・「福山のくわいっこ」は、常温可能なスナック菓子であるため、福

山土産として、「福山のくわい」のＰＲに一役買っている。 

・原料は年に１回の収穫となるため、天候によって、収穫量が多い年 

と少ない年があり、数量限定で販売している。数量限定であることが、「福山のくわいっこ」の希 

少性を高めている。 

・「福山のくわいっこ」は「福山のくわい」のＰＲ大使であり、「くわいっこ」の商標（商標登録番号：

第 5611442号）も取得している。 

・「福山のくわいっこ」の成功事例を踏まえ、加工品の第二弾として、「くわいチップス」の商品化に

取り組んでいる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福山のくわいっこ 
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⑥庄原農業協同組合 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○「比婆牛」について 

庄原で牛づくりが行われていたという記録は、江戸時代の文献にも出てきます。明治、大正、昭和と

牛の育種改良がすすめられ、昭和 32年に誕生した「あづま蔓」が「比婆牛」の基礎になっています。こ

うした広島の牛づくりは、比婆、神石、双三の 3地域で進められてきましたが、昭和 60年(1985年)頃、

これら 3地域の育種組合を統一し「広島牛」というブランドが作られました。ところが「広島牛」では、

広島の牛を売り込むにはブランド力が弱かった。では、広島県産和牛をこれからどのように展開してい

くのかを模索するなかで、「比婆牛」を復活させることが決まりました。 

 

○地域団体商標を核にした「比婆牛」ブランドの復活 

 「比婆牛」というブランドを展開していく上で、国や県、全農ひろしま（全国農業協同組合連合会広

島県本部）などの協力を得るために、まずは「比婆牛」の地域団体商標を取得しようということになり

ました。庄原市内には牛の繁殖農家が 240戸ありますが、肥育については、農家 2戸とＪＡ庄原（庄原

農業協同組合）の直営肥育センター2 カ所の計 4カ所しかなく、両農家ともに減少傾向にあります。庄

原市内の畜産業の未来を支えていくためには、繁殖農家だけでなく肥育農家の存在が欠かせません。そ

こで、「比婆牛」の産地を庄原に限定してブランドを展開することで、繁殖農家による比婆牛素牛（素

牛：生後 7～9カ月の子牛）の生産を増やすとともに、育てられた素牛が他地域に流出することを防ぎ、

肥育農家の購買力向上を図っています。 

「広島牛」に統一した経緯を知る生産者からは、せっかく「広島牛」に統一したのに、どうしてまた

「比婆牛」を復活させるのかと当初は抵抗もありましたが、昔のやり方に戻したのではなく、「広島牛」

の中でも生産地にこだわったものが「比婆牛」であり、そのことが地域内外からの評価の高まりにつな

がっていることから、「比婆牛」のブランド化に対する理解者や協力者が増えています。 

■ 商品・サービス名称： 

地域団体商標 比婆牛（ひばぎゅう） 

■ 所在地： 

広島県庄原市西本町二丁目 14-1 

■ 調査実施日： 

2016年 11月 28日（月） 

■ 調査協力： 

庄原農業協同組合 営農販売部 米穀畜産課 

課長 中市 孝義 氏 

庄原市 企画振興部 農業振興課 

畜産振興係 延藤 祐一 氏 

 

 

＜比婆牛（地域団体商標 登録番号 第 5859218号）＞ 

平成 28年（2016）6月 17日登録 

広島県庄原市産の素牛を広島県内で肥育した和牛の肉 

◆広島県産応援登録制度（平成 27年度登録商品） 

＜POINT＞ 

地域団体商標の取得を核にブランドの復活を果たした『比婆牛』は、関係機関を巻き込み、

バックアップ体制を構築することでブランド力を高め、情報発信のツールとして地域団体

商標を活用しています！ 
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○「比婆牛」ブランドのこだわり 

「比婆牛」の出荷頭数は、現時点ではまだまだ少ないですが、昨年に比べると 3倍ほどに増加してお

り、肥育頭数は確実に増えています。牛の種付けから肥育農家によって出荷されるまでに 3年半ぐらい

かかるので、ブランド化の取り組みが少しずつ形になって出ている状況です。 

庄原市内の繁殖農家が保有する繁殖牛に、広島県の種を付けて生まれた子牛が比婆牛素牛です。比婆

牛ブランドに取り組む以前は、繁殖農家が保有する牛のうち 1割ぐらいにしか広島県の種が使われてい

なかったのですが、昨年は 3割に広島県の種が使われており、農家の皆さんの意識も変わってきていま

す。子牛だけでなく、比婆牛の特色を持つ母牛（あづま蔓）づくりに取り組んでいるのも特徴です。 

また、飼料については、庄原の米や広島の牡蠣殻といった地元のものを使用することで地域のこだわ

りを盛り込み、イメージアップにつなげています。飼料の開発にあたっては、現在も県の畜産技術セン

ター、和牛登録協会（公益社団法人全国和牛登録協会）と研究を進めています。 

牛の肥育は「飼料の給与マニュアル」に基づき行われますので、「比婆牛」の給与マニュアルを統一し、

「広島県内どこでも同じ肥育方法」とうたえるようにしていきたいと思います。 

このような取り組みができるようになったのは、地域団体商標の取得を契機に様々な機関との連携が

実現したからであり、地域団体商標がなければ、一つの地域に限られた小さな取り組みに終わってしま

っていたと思います。 

 

○バックアップ体制の構築、関係機関の巻き込みによるブランド化の促進 

地域団体商標の出願にあたり、様々な場所で「比婆牛」をＰＲしましたが、人手が足りない時は、広

島県にお願いして職員の方に応援に来ていただきました。地域団体商標の取得をきっかけとするこうし

た人的支援は、地域団体商標を取得した現在もなお継続しています。 

比婆牛ブランドを復活させる前から、広島県も県の戦略の中で比婆牛のブランド化を図っていくとい

う方針を定めており、広島県の施策と合致していることが、県からの人的支援や、県の畜産技術センタ

ーの技術協力につながっていると思います。また、地域の農業専門学校と連携して比婆牛を使ったレシ

ピを開発し、地域のイベント等で販売しています。教育機関を巻き込むことで、将来の担い手育成にも

つながっています。 

 

○「比婆牛」の流通 

庄原市内での流通は 1頭買いが基本です。観光客が必ず立ち寄る観光交流施設の「食彩館しょうばら

ゆめさくら」をハブ施設とし、まずは比婆牛を集中させることからスタートさせ、徐々に市内の飲食店

や小売店にも広げていきたいと思っています。比婆牛の頭数が増えれば、広島食肉市場の競りにかけて、

広く流通させることができますが、今は足場を固めることが大切だと考えています。 

 

○地域団体商標取得による情報発信力向上 

「比婆牛」の地域団体商標が登録されたことがテレビ番組などで取り上げられたことで、市内の飲食

店や小売店から、「どこに行けば比婆牛が手に入るのか」といった問い合わせも増えました。 

2014年に比婆牛が復活したのに伴い、平成 27年（2015年）度から、比婆牛のステーキ肉を「ふるさと

納税」のお礼のリストに入れています。リスト追加前と比較して、寄付件数は倍以上に増えています。 
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⑦漁業協同組合ＪＦしまね（平田支所） 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇「十六島紫菜」について 

十六島紫菜の採取時期は 12月から 2月までです。担い手の人数は 19名で、60～70代が中心です。 

冬の岩場で行う十六島紫菜の採取作業は、危険かつ過酷で、後継者の確保は容易ではありません。 

ＪＦしまねとしては、何とかして担い手を確保し、十六島紫菜を残していきたいと考えていますが、

十六島紫菜の漁場である島は、それぞれ特定の個人が所有していて、所有者の許可なく十六島紫菜を採

取することはできません。 

生産量は毎シーズン 1 トン程度ですが、担い手の高齢化により生産量は減少傾向にあります。また、

気象状況によって生産量が大きく変動するため、量の確保が難しいのが実情です。 

漁業協同組合ＪＦしまね平田支所（ＪＦしまね）では、十六島紫菜の競りを開催しています。 

競りに参加する仲買人 7名は、ほとんどが地元出身者です。 

十六島紫菜は仲買人を通じて流通します。競り落とされた十六島紫菜がどのように流通しているか、

具体的には把握できていませんが、島根県の山間部などに行っているようで、雑煮に使われるといった

話を聞いたことがあります。 

十六島紫菜は細く柔らかな高級岩海苔で、この地域にも、「海苔筆（のりふで）」という、ゴボウやに

んじんなど色々な野菜と、たっぷりの十六島紫菜を入れた汁物の郷土料理があります。 

 

〇「地域団体商標の取得＝ブランド力向上」は幻想！？ 

地域団体商標制度ができる以前から、島根県のしまねブランド推進課が、「多岐いちじく」や「しまね

和牛」などとともに、「十六島紫菜」をブランド化に取り組む重点産品と定め、販路開拓など様々な支援

を行っていましたので、「十六島紫菜」の地域団体商標も、ブランド化を推進していく取り組みの中で取

■ 商品・サービス名称： 

地域団体商標 十六島紫菜（うっぷるいのり） 

■ 所在地： 

島根県出雲市十六島町 428-1 

■ 調査実施日： 

2016年 12月 1日（木） 

■ 調査協力： 

 漁業協同組合ＪＦしまね 平田支所 

業務課 金築 淳 氏 

 

＜POINT＞ 

地域団体商標『十六島紫菜』を取得してみて、権利化が地域ブランド化のゴールではなく、

地域ブランドは育ててこそ価値が生まれることを学びました！ 

 

＜十六島紫菜（地域団体商標 登録番号 第 5196610号）＞ 

平成 21年（2009）1月 16日登録 

島根県出雲市十六島地区産の干しのり 

島根県出雲市十六島地区産ののり 
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得しました。 

当時担当だった上司から、地域団体商標を取るのは大変だったと聞いています。 

古い資料には「十六島紫菜」と記されているのですが、商品名では「十六島海苔」と、「海苔」の字が

使われるケースが多かったので、当初は「十六島海苔」で地域団体商標を取ろうとしました。ところが、

「十六島海苔」という名称は、他地域でも使われており、広く出回りすぎていたために、地域団体商標

を取得することができませんでした。 

最終的に、「十六島紫菜」で地域団体商標を登録したのですが、十六島紫菜を流通させるのは仲買人で

す。パッケージに入れたり、商品名を表示したりといった作業も、すべて仲買人が行うので、それぞれ

の仲買人の判断で、「十六島紫菜」だけでなく、「十六島海苔」や「かもじ海苔」といった名前も使われ

ているようです。 

地域団体商標を取得した当時は、ＪＦしまねで十六島紫菜のパンフレットを作ったりもしたのですが、

実際に商品を出荷するのは、ＪＦしまねではありません。権利は取得したものの、使用する機会があま

りなく、地域団体商標取得の効果についても実感がありません。地域団体商標の活用に関する説明など

もなかったことから、地域団体商標を取得すればブランド力がついて、高く売れると思っていた部分が

あります。 

 

〇地域団体商標の効果的な活用方法の模索 

収穫時期になると、「十六島紫菜」を撮影させてほしいというマスコミからの依頼がたくさんくるの

ですが、価格の高さだけがクローズアップされ、「十六島紫菜」の良さが十分に伝わらないということが

以前あったため、今はほとんどお断りしています。 

「十六島紫菜」の名前をより広く発信していくため、県の支援で有名な料理人を 3 人ぐらい招聘し、

十六島紫菜を使った料理を作っていただくなどのイベントを開催したことがあります。また、温泉地と

連携して「十六島紫菜」を使った料理の提供を行ったこともあります。しかし、人的体制等の問題もあ

り、現在は十分に「十六島紫菜」というブランドを売り込めていないのが実情です。 

地域団体商標を活用していきたいという気持ちはありますが、具体的にどうすれば良いかがわかりま

せん。シールを作って販売することを検討したこともありますが、シールを作るにも費用がかかります

し、「十六島紫菜」のニセモノが出回っているわけでもないので、シールを使うことによるメリットがは

っきりせず、現実的には難しいという気がします。 

地域団体商標の取得からもうすぐ 10 年目を迎えます。更新の時期を迎えた今、今後どのように商標

を使用していくか、組織内で改めて検討を行う必要があると考えています。 
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⑧玉造温泉旅館協同組合 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇「玉造温泉」について 

1300年前の史料にも、玉造温泉が美肌の湯であることが記されています。 

「良いお湯ですね」と、お客様からお声をいただくことも多かったのですが、玉造温泉のお湯は無色

透明で匂いもないため、地元の人達ですらその魅力を十分に理解できていませんでした。そのため、泉

質ではなく、季節料理を売りにＰＲを行っていました。 

当然のことながら、それでは他地域の温泉街との差別化はできません。また、旅の形態が、団体旅行

から個人旅行にニーズが変化してきたものの、玉造温泉は昔ながらのスタイルから抜け出せずにいまし

た。その結果、宿泊客は減少し、複数の旅館が倒産しました。 

この厳しい現実に地域の人々が危機感を感じ、10年前に玉造温泉の再生に向けて動き出しました。 

最初に取り組んだのは、玉造温泉の魅力についての見直しです。専門家の意見なども聞きながら検討

し、全国の温泉地と勝負できる魅力は、「温泉（泉質の良さ）」であるという結論に達しました。そこで、

その泉質の良さを分かりやすく端的に伝えるため、1300 年前の歴史を基に、「美肌・姫神の湯」という

テーマを設定し、「美肌」というワードに敏感な20～30代の女性にターゲットを定めてＰＲしています。

また、「玉造温泉」というブランドを守り、地域のまとまりを形成することを目的に、2008 年に地域団

体商標「玉造温泉」を取得しました。 

 

〇予算の無駄遣いをやめ、ＰＲ方法の統一化による宣伝力アップ 

玉造温泉の再生に取り組む前までは、（一社）松江観光協会玉造温泉支部（観光協会）と玉造温泉旅館

協同組合（旅館組合）が、個別にＰＲ活動を行っていたため、事業の重複が複数あり、予算を無駄遣い

していました。そこで、観光協会が司令塔となり、各組織の役割を見直し、事業と予算の集中を図りま

■ 商品・サービス名称： 

地域団体商標 玉造温泉（たまつくりおんせん） 

■ 所在地： 

島根県松江市玉湯町玉造 32-7 

■ 調査実施日： 

2016年 12月 2日（金） 

■ 調査協力： 

玉造温泉旅館協同組合  

事務局長 高梨 剛 氏 

一般社団法人松江観光協会玉造温泉支部 

事務局 角 幸治 氏  

 

 

 

＜玉造温泉（地域団体商標 登録番号 第 5137683号）＞ 

平成 20年（2008）6月 6日登録 

島根県松江市玉湯町玉造地区における温泉浴場施設の提供 

◆平成 26年（2014）7月 4日に「美肌・姫神の湯」の商標を取得（商標 登録番号 第 5683823号） 

 

＜POINT＞ 

地域団体商標を旗印に、関係者の意識共有を図り、地域一体となった組織改革を行い、『玉造

温泉』のオンリーワンの魅力を武器に、新たなファンの獲得や適切な価格設定を実現してい

ます！ 
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した。具体的な取り組みのひとつとして、複数作成していたチラシやポスターを廃止し、玉造温泉公式

パンフレットとフリーペーパー「姫神さまのふりぃぺーぱー」（年 4回発行）に予算を集中させて、ＰＲ

を行うことにしました。 

公式パンフレットは、旅行を検討していない人にも手に取ってもらえるよう、イラストによる絵手紙

のようなつくりにしました。その可愛らしさから、玉造温泉を訪れた観光客がお土産に持ち帰るように

なり、それをきっかけとした二次的リピーターの獲得につながっています。 

 

〇泉質の良さを伝えるために「玉造温泉」関連商品を開発 

既存のＰＲ方法だけでは十分な宣伝ができないと考え、民間まちづくり会社「㈱玉造温泉まちデコ」

を設立し、玉造温泉水を使用した化粧品等の関連商品の開発に着手しました。 

当初は、｢玉造温泉｣のコンセプトを十分に伝えられる商品づくりができていなかったため、思うよう

に売れませんでした。そこで、一番の売りである｢泉質の良さ｣を伝える商品づくりに努めました。 

単に｢良いお湯｣と言っても消費者には伝わらないので、温泉水の成分調査を行い、その美肌効果を科

学的に実証しました。このことにより、｢美肌・姫神の湯｣という玉造温泉のテーマに説得力を持たせる

ことができるだけでなく、そのテーマに沿った石鹸や化粧水、乳液など複数の商品を、「姫ラボ」シリー

ズとして展開することできました。結果として、販売開始 6年目で、年間約 3億円の売上げを誇る人気

商品となっています。こうした目に見える成功は、｢玉造温泉｣のさらなるファンの獲得につながるとと

もに、㈱玉造温泉まちデコの新たな雇用にもつながっています。 

 

〇オンリーワンの魅力提供を武器に適正な価格設定を実現 

旅行会社に加え、ネットエージェントや直予約での販売も重視

し、複数の販売チャネルを活用することで、宿を手配するお客様

の利便性を高めています。また、インターネットの口コミも大切

にしています。玉造温泉を利用したお客様の口コミへの適切な対

応が、新規顧客の獲得につながっています。 

「まちづくり＝ひとづくり」と考え、勉強会などを通じて、旅館 

スタッフ一人一人の意識改革を図り、地域の誰もが、来訪者に最高のおもてなしを提供できるよう街全

体として取り組んでいます。さらに、神社やお寺など、この街ならではの地域資源を「美肌・姫神の湯」

というテーマに関連づけてプロデュースし、他の地域にはない魅力を提供しています。その結果、宿泊

単価は 10年前と比較して徐々に上がってきています。 

適正な価格設定のもと、無理な受入れは行わず、快適性やサービス内容の充実を図っていることが、

お客様の支持につながっています。 

 

〇地域団体商標を旗印に関係者の合意形成を図る 

地域団体商標「玉造温泉」が、様々な取り組みを進めていく上での旗印になっています。 

「玉造温泉」という大きな旗があるからこそ、地域の人々が同じ目標に向けて、一体となることがで

きます。個々の利益を求めるのではなく、地域がまとまりを持ち、｢玉造温泉｣というブランドを地域全

体で育てています。その結果、街の魅力が高まり、今では若い女性が楽しそうに歩く、活気ある温泉街

に生まれ変わっています。 

 

 

姫ラボの温泉コスメ 
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⑨広島県果実農業協同組合連合会（広島支所） 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊「広島レモン」を中心にヒアリングを実施。 

○地域団体商標取得の経緯について 

ＪＡ広島果実連（広島県果実農業協同組合連合会）は 4 つの商標を

取得しています。地域団体商標制度ができてすぐ、県を代表する産品

を選んで出願しました。「三次ピオーネ」については、農事組合法人三

次ピオーネ生産組合から、ＪＡ三次（三次農業協同組合）を通じて「三

次ピオーネ」の地域団体商標を取得して欲しいという依頼があり、そ

れに対応したものです。地域団体商標の取得は、ブランドづくりの一

環と考えています。 
 

○ブランドの位置づけについて 

「広島みかん」、「広島レモン」とは別に、広島ゆたか農業協同組合が取得している「大長みかん」、「大

長レモン」という地域団体商標があります。ブランドの位置づけとしては、「広島みかん」の中に「大長

みかん」が、「広島レモン」の中に「大長レモン」があります。つまり、大きなブランドの中に、地域に

特化したブランドがあるということです。 

最近は、「瀬戸内広島レモン」、「瀬戸内レモン」といった名称も使われるようになりました。「瀬戸内」

というと瀬戸内海に面した広いエリアを意味しますので、観光なども含めたブランドづくりの中で、使

われるようになったようです。どの名称を使うかは、使う側のニーズに合わせています。 

■ 商品・サービス名称： 

地域団体商標 広島みかん（ひろしまみかん） 

 広島はっさく（ひろしまはっさく） 

 広島レモン（ひろしまれもん） 

 三次ピオーネ（みよしぴおーね） 

■ 所在地： 

広島市西区草津港 1丁目 8番 1号 

■ 調査実施日： 

2016年 12月 6日（火） 

■ 調査協力： 

販売部 部長(兼)販売課長 下岡 正 氏 

 

＜広島みかん（地域団体商標 登録番号 第 5012336号）＞ 

平成 18年（2006）12月 22日登録 広島県産のみかん 

＜広島はっさく（地域団体商標 登録番号 第 5016426号）＞ 

平成 19年（2007）1月 12日登録 広島県産のはっさく 

＜広島レモン（地域団体商標 登録番号 第 5106630号）＞ 

平成 20年（2008）1月 25日登録 広島県産のレモン 

◆ザ・広島ブランド認定（2011年 2月認定） 

＜三次ピオーネ（地域団体商標 登録番号 第 5313117号）＞ 

平成 22年（2010）4月 2日登録 広島県三次産のピオーネ品種のぶどう  

 

＜POINT＞ 

行政と連携したＰＲ活動により全国ブランドへ成長した『広島レモン』は、商標管理を適切

に行うことでブランド力の向上を図り、加工品原料としての需要やコラボレーションの需要

が急増しています！ 

 

広島レモン 包装袋 
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○行政と連携したＰＲ活動により「広島レモン」を全国ブランドに育成 

地域団体商標の活用方法については、袋や箱などのパッケージや広報物への掲載があります。ポスタ

ーやパンフレットには、地域団体商標と一緒にＲマーク（登録商標マーク）と登録番号を明記し、「広島

レモン」がＪＡ広島果実連の商標であるということをアピールするようにしています。地域団体商標を

取得した中で、最もブランド力が高まったのは「広島レモン」です。「広島レモン」の場合、国内産レモ

ンのシェアが 6割で日本一だったこともありますが、3～4年ぐらい前から、広島県と一緒になってＰＲ

するようになり、全国的に知られるようになりました。特に効果があったのは 2013年に開催された「ひ

ろしま菓子博」で、広島レモンを大々的に取り上げていただき、広島レモンの勉強会を開催したり、広

島レモンを使ったスイーツを開発したりしました。 
 

○「広島レモン」の売れる市場を求めて販路開拓 

広島でレモンが売れるようになったのは最近です。広島でのレモンの知名度がそれほど高かった時期

は、関東に多く出荷していました。 

国内には食品スーパーが 2万店ぐらいありますが、そのうちの約 5,000店（2014年時点）で広島レモ

ンを取り扱っていただいています。2009 年は 2,900 店ぐらいだったので、5 年間で 1.7～1.8 倍に増え

たことになります。柑橘の生産量が減少する中、広島レモンだけは生産量が増加しています。広島レモ

ンの生産量は、2006 年頃までは年間約 3,000 トン前後で推移していましたが、2007 年あたりから増え

始め、現在は約 6,000 トンです。これを 10,000 トンにまで引き上げることが目標です。農家の絶対数

に大きな増減はありませんが、みかんの価格が不安定であるのに対し、レモンは価格が安定しているの

で、みかんからレモンに切り替える農家が増えています。生産量の増加に応じ、海外にも目を向けつつ

あります。海外市場にはアメリカの安いレモンが入ってきていますが、マレーシアでは広島レモンが少

しずつ売れ始めています。 
 

○加工商品・コラボ商品の展開と商標管理によるブランド保護 

レモンの 65～70％は生果として流通しますが、残りの約 30％は果汁原料になります。近い将来、広島

レモンの生産量が 10,000 トンになれば、果汁原料も 3,000 トンに増える可能性がありますので、果汁

原料の販路を拡大して価格を維持することが、農家の手取りを安定させる上で重要となってきます。 

今から 10 年ぐらい前、最初に取り組んだのが、ポッカサッポロフード＆ビバレッジ㈱とのコラボに

よる「ポッカ 広島レモン」の商品化です。「ポッカ 広島レモン」の商品化以降も、展示会や商談会など

に参加しながら、色々な提案を行ってきました。たとえばモスバーガーのレモンティーに入っているの

は広島レモンですし、ドーナッツチェーンの「はらドーナッツ」でも広島レモンの果実を使っていただ

いています。こうした取り組みと並行し、菓子メーカーなどに対しては、生果だけでなく、果汁、ピュ

ーレ、皮などを商品に使ってもらえるような働きかけをしています。また、「ひろしま菓子博」での広島

レモンを使ったスイーツ開発の取り組みで、広島レモンを使った商品が一気に増えました。 

以前は、こちらからの提案で商品化につなげていくケースが多かったのですが、最近は、「広島レモン

を使いたい」という電話が増えています。 

「広島レモン」という地域団体商標は、生のレモンにしか効力がありませんが、菓子メーカーなどか

ら商標使用の許諾を求められることがあります。商品名に「広島レモン」が入っていると、販売先など

から菓子メーカーに対し、商標使用許諾の有無について確認がある場合があるようです。 
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⑩広島ゆたか農業協同組合 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇「大長みかん」と「大長レモン」について 

大長地区で栽培していた柑橘類はもともとみかんが 100％でしたが、昭和 40年頃からみかんの価格が

全国的に大暴落したことをきっかけに、みかん以外の柑橘類も栽培するようになりました。 

「大長みかん」の年間生産量は 3,000～4,000トンほどですが、年々減少しています。生産量が減少し

ている原因としては、気象上の問題からみかんの栽培自体が難しくなってきたこと、次に農家の高齢化

が考えられます。さらに、みかんを生産しても儲からないという現状も原因のひとつだと思います。し

かし、ここ 1～2年は、みかんの生産量が全国的に減少し、需要を下回る傾向にあることから、市場では

みかん不足の状況が続いており、結果的に農家への支払い単価は、収益が確保できるレベルにまで上が

ってきています。 

レモンの生産量は、行政単位（市町単位）では瀬戸田町が日本一、農協単位では広島ゆたか農業協同

組合（ＪＡ広島ゆたか）が日本一です。レモンは柑橘の中でも収益性が高い上、この地域の気候風土が

レモン栽培に適しています。ＪＡ広島ゆたかでは、平成 12 年頃から農家に働きかけるなどして、レモ

ンの栽培を推進してきました。他の柑橘からの転換もあり、レモンの生産量は右肩上がりで推移してい

ます。「大長レモン」の年間生産量は約 3,000トンで、5,000トンを目標としています。 

 

〇ブランドの確立とニセモノへのけん制を目的とした地域団体商標の取得 

「大長みかん」と「大長レモン」の地域団体商標の登録日は異なりますが、出願は同時です。 

地域団体商標取得の目的は、「大長みかん」の場合はブランドの確立。「大長みかん」の場合はニセモ

ノが市場に出回っていたので、それに対するけん制のためです。「大長みかん」のニセモノは、今もゼロ

ではありませんが、地域団体商標の取得後は減っていると思います。 

■ 商品・サービス名称： 

地域団体商標 大長みかん（おおちょうみかん） 

地域団体商標 大長レモン（おおちょうれもん） 

■ 所在地： 

広島県呉市豊町大長 5915-27 

■ 調査実施日： 

2016年 12月 14日（水） 

■ 調査協力： 

 営農販売部 部長 山根 和貴 氏 

 

＜POINT＞ 

『大長みかん』と『大長レモン』は、取扱量や取扱期間に応じて地域団体商標を使い分け、

その高いブランド力を発揮することで銘柄買いを実現しています！ 

 

 

＜大長みかん（地域団体商標 登録番号 第 5765528号）＞ 

平成 27年（2015）5月 22日登録 

広島県呉市豊町大長地区に発祥し、広島県呉市豊町大長地区をはじめその周辺地域 

（豊町・呉市豊浜町・豊田郡大崎上島町）において生産されるみかん 

＜大長レモン（地域団体商標 登録番号 第 5467440号）＞ 

平成 24年（2012）2月 3日登録 

広島県呉市豊町大長地区に発祥し、広島県呉市豊町大長地区をはじめその周辺地域 

（豊町・呉市豊浜町・豊田郡大崎上島町）において生産されるレモン 

 



 

61 

 

「大長レモン」の場合は、レモンの注目度が高まっていたこともあり、「大長みかん」を出願する際に、

「大長レモン」についても併せて権利化することにしました。 

 

〇取扱量や取扱期間に応じた地域団体商標の使い分け 

「大長みかん」は「広島みかん」の中に含まれる地域限定ブランドで、「大長レモン」は「広島レモン」

の中に含まれる地域限定ブランドです。「広島みかん」に占める「大長みかん」のシェアは 4割弱、「広

島レモン」に占める「大長レモン」のシェアは約 5割です。 

出荷時のダンボール箱には「大長みかん」、「大長レモン」と地域団体商標を表示していますが、最終

的にどのような名称で店頭に並べるかは、取引先である店側の判断になります。 

レモンの場合は「広島レモン」の名称を使うケースが多いようです。「広島レモン」としておけば、「大

長レモン」が足りない時は、瀬戸田や因島など他の地区のレモンと合わせて販売することができます。 

ＪＡ広島ゆたかの上位組織である広果実農業協同組合連合会（広果連）も、商品名の使い分けについ

て、取引先の状況に応じたアドバイスをしています。なお、大長、瀬戸田、因島と、産地は異なっても、

広果連が作成した指針に基づき栽培されたみかんやレモンは、一定以上の味や品質が保証されています。 

 

〇ターゲット市場で高いブランド力を発揮し銘柄買いを実現 

「大長レモン」の場合、関西、関東といった大都市圏への出荷が中心で、県内出荷が 1割程度にとど

まっているであるのに対し、「大長みかん」は 7～8割が県内で流通しています。 

名称については、「広島みかん」よりも「大長みかん」の方がよく使われています。 

広島市内では「大長みかん」の人気が特に高く、「みかんは、大長みかんでないと」とか、「やっぱり

大長みかんはおいしい」といった声をよく耳にします。私自身は、県内の他の産地のみかんと食べ比べ

てみて、それほど味に違いはないと思うのですが、「大長みかんはおいしい」という評判が揺らぐことは

ありません。広島市で「大長みかん」が支持されるのは、かつての農協の販売戦略において、「流通価格

の高低を問わず、まずは広島市の市場におけるシェアを確保すること」を目標に掲げ、販路開拓に取り

組んできたからだと思います。昔はみかんの箱買いが一般的で、「大長みかん」の文字が入ったダンボー

ル箱を荷台にくくりつけて走っている自転車をよく見かけたものです。 

 

〇独自開発の加工品によるブランドＰＲ 

「大長みかん」、「大長レモン」の名前がついた加工品は複数あります。それらの多くは、ＪＡ広島ゆ

たかが外部に委託して製造した商品ですが、加工品原料として販売した取引先企業の商品もあります。

需要量の少ない単発の加工品などは、「大長レモン」、「大長みかん」という名称を周知できる良い機会で

す。ＪＡ広島ゆたかでは、レモンの増産を推進し始めたのとほぼ同じ時期に、加工品の開発にも力を入

れるようになりました。営農販売部の中に商品開発課を立ち上げてから、もう 10 年以上になります。

製造委託先はたまたま県外企業が多いのですが、地元出身者が会社の役員をしているといった何らかの

人的ネットワークがあり、取引に至ったところがほとんどです。 

加工品に使われなかった規格外品は、果汁加工を主体に果汁飲料・清涼飲料を製造しているＪＡ系列

下の企業に送ります。送った時点で、「大長みかん」、「大長レモン」の名称は消えてしまうので、地域団

体商標を活用し、ブランドをアピールする上では、独自商品を開発することが有効だと思います。 
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⑪鳥取西部農業協同組合 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇「大山ブロッコリー」について 

米の生産調整にともなう転作作物として、この地域でブロッコリーの栽培が始まったのは昭和 46 年

です。当時はブロッコリー自体があまり知られておらず、競合もありませんでしたが、昭和 50 年代に

緑黄色野菜ブームが起こり、愛知、埼玉といった競合産地が出現しました。 

「大山ブロッコリー」の年間出荷量は 6 キロ入ケースで約 70 万ケース（約 4,200 トン）です。主な

出荷先は、中国地域、京阪神、中京で、鮮度保持フィルム入りのダンボール箱に詰め、真空予冷施設で

予冷し、冷蔵車で輸送しています。 

市町村別の出荷量でみると、大山町は全国で 3位から 4位、西日本では 1位という位置づけです。 

ブロッコリーの出荷時期は全国的には秋冬、北海道は夏秋となりますが、大山町の気候はブロッコリ

ー栽培に適しており、真夏を除き 1年を通じて出荷できる点が強みとなっています。 

 

〇差別化によるブランド力強化を目的とした地域団体商標取得 

日本有数の産地であるにも関わらず「大山ブロッコリー」の認知度はあまり高くありません。発信力

の強い首都圏に出荷していないことも原因のひとつだと思います。 

他産地のブロッコリーと比較して、大山ブロッコリーは品質が良いという話はあがってくるのですが、

仲卸や量販店の立場だと、ある程度の品質で安いものを選びがちです。 

「大山ブロッコリー」といえどブロッコリーですから、差別化ができていなければ、消費者は 10円で

も安い方を選びがちです。 

地域団体商標の取得は、競合激化による価格低下などの流れがある中、差別化を図り有利に販売を進

めていくためのひとつの手段です。 

地域団体商標を取得するためには、周知性の要件を満たす必要がありますが、要件を満たすための取

■ 商品・サービス名称： 

地域団体商標 大山ブロッコリー（だいせんぶろ

っこりー） 

■ 所在地： 

鳥取県米子市東福原 1-5-16 

■ 調査実施日： 

2016年 12月 15日（木） 

■ 調査協力： 

 営農部 大山営農センター  

センター長代理 野口 和弘 氏 

営農部 特産園芸課 リーダー 高見 哲也 氏 

 

 

 

＜大山ブロッコリー（地域団体商標 登録番号 第 5503402号）＞ 

平成 24年（2012）6月 29日登録 

鳥取県西伯郡大山町及びその周辺の大山山麓（鳥取県西伯郡日吉津村・南部町・伯耆町、同県日野郡日南町・日野町・ 

江府町、同県米子市及び同県境港市）で生産されたブロッコリー 

＜POINT＞ 

『大山ブロッコリー』は、地域団体商標を活用して商品の差別化とブランド力の強化を図り、

継続的にアクションを起こすことで認知度を向上させています！ 
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り組み自体が、ブランド強化につながると思います。地域団体商標の取得が、生産者の自信にもつなが

っています。 

 

〇さまざまなＰＲ活動と行政の支援による認知度のさらなる向上 

「大山ブロッコリー」のブランド力を向上させるための取り組みとして、県、市町村、ＪＡ及び生産

者の連携による「大山ブロッコリー井戸端会議」があります。 

「大山ブロッコリー井戸端会議」では、生産体制の確立や品質向上に関する事業や、大山ブロッコリ

ーを使ったレシピやポスターなどの販促物を作成したり、イベントを開催したりといったＰＲ事業を展

開しています。 

鳥取県は、「大山ブロッコリー井戸端会議」に対し、事業費の補助だけでなく、東京のメディアや有名

レストランへの働きかけなど、実務面でも支援をしてくれています。 

鳥取西部農業協同組合（ＪＡ鳥取西部）でも、自治体に対して積極的な支援を引き出せるようなアプ

ローチを行っています。地域団体商標を登録した時は、鳥取市内で「知事報告」を開催し、大山ブロッ

コリーの地域団体商標登録を知事に報告しました。こうしたアクションは、行政に対する働きかけであ

るだけでなく、様々な媒体を通じて地域に情報発信されていきます。 

何もしなければ何も起こりませんし、何がきっかけとなって大きな成果につながっていくかは、誰に

もわかりませんので、地道なＰＲ活動を続けていくことが大切です。 

地域団体商標を取得してからはより一層ＰＲ活動に力を入れるようになりました。その成果、京阪神

での「大山ブロッコリー」の認知度は、確実に高まっていると感じています。 

 

〇付加価値の高いトップブランド「きらきらみどり」の創出 

大山ブロッコリーの中でも、エコファーマー（「持続性の高い農業生産方式の導入

の促進に関する法律」に基づいて、県が認定する「環境にやさしい農業生産を行なう農家」）

が、化学肥料を通常栽培より 7割減で栽培し、苦みやえぐみの原因となる硝

酸イオン値が基準より低いものを、大山ブロッゴリーのトップブランド「き

らきらみどり」として出荷しています。 

大山ブロッコリーの生産農家は 250戸（栽培面積：460～470ヘクタール）

ですが、そのうち「きらきらみどり」を栽培している農家は 35戸（栽培面積：

50ヘクタール）です。 

硝酸イオン値が低い「きらきらみどり」は、生でもおいしく食べることが

でき、ミシュラン東京の三ツ星に選ばれたレストランなどでも継続して使っ 

ていただいています。地元でも一部の店舗で取り扱いを行っています。なお、 

「きらきらみどり」という名称は、平成 23年に 496点の中から一般公募で 

決定しました。 

 

〇「大山ブロッコリー」の関連商品に係る商標取得の検討 

「大山ブロッコリー」は規格外品があまり出ないのですが、ブロッコリーの花蕾に一部変色などが見

られる場合は、その部分を取り除き、カット野菜「ブロッコくん」として商品化しています。 

「ブロッコくん」の名称は平成 9 年から展開していますが、「きらきらみどり」と同じく商標登録は

していません。「ブロッコくん」も「きらきらみどり」も大切なブランドですので、模倣を防ぐために、

商標取得について検討していきたいと考えています。 

 

きらきらみどり ＰＲ媒体 
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⑫島根県農業協同組合 隠岐どうぜん地区本部 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇「隠岐牛」について 

隠岐では昔から牛の自然放牧が行われてきました。終戦頃までは、島に 4つの牧区があり、例えば 1

番の牧区では小麦を作り、2 番では大豆を作り 3 番ではまた別の農作物を作り、4 番では土地を休ませ

牛の放牧を行う、それを 1年ずつずらしていくという、「牧畑制度」がありました。 

牛の自然放牧については、今も当時の風習が残っていて、町の条例により、牧区での牛の放牧はその

土地の所有者でなくてもできることになっています。（注：要許可） 

こうして隠岐で生まれた牛は足腰が強く、飼育に重要な食べる力を身につけます。海に囲まれた島の

牧草はミネラル分が豊富なので、このような自然の恵みを享受した飼育環境が、肉質に良い影響を与え

ているのだと思います。 

隠岐の畜産は繁殖経営が中心で、今でもどうぜん管内には繁殖農家が 70軒ぐらいあります。 

肥育農家は、以前は 1 軒もありませんでしたが、平成 16 年に繁殖から肥育までを一貫して手掛ける

㈲隠岐潮風ファームが設立され、島前（海士町）で和牛の肥育に取り組んでいます。生産した牛は、東

京食肉市場に送っていて、出荷頭数は、月平均 15～20頭ぐらいではないかと思います。 

東京まで輸送された牛は、枝肉にて市場で入札されるわけですが、そのうちＡ4以上のものを、「隠岐

牛」として流通されます。「隠岐牛」の取引価格は松阪牛などと比較しても遜色ありません。 

 

〇隠岐潮風ファームさんの商標取得を契機に、和牛肥育の土台作りと繁殖経営活性のために地域団体商

標を取得 

平成 18 年に、隠岐潮風ファームさんが「島生れ島育ち 隠岐牛」という文字商標を取得されました。

この取り組みを受けて、島根県隠岐支庁から、「隠岐牛」の地域団体商標を取得してはどうかというお話

があり、地域団体商標取得の機運が盛り上がりました。 

■ 商品・サービス名称： 

地域団体商標 隠岐牛（おきぎゅう） 

■ 所在地： 

島根県隠岐郡西ノ島町美田 2148-2 

■ 調査実施日： 

2016年 12月 16日（金） 

■ 調査協力： 

 常務理事 本部長 新谷 徳昭 氏  

常務理事 副本部長 清水 雅美 氏 

総務部  部長 蛭子 郁夫 氏 

 

＜POINT＞ 

東京市場へ積極的に進出していくことで、ブランドの土台、ブランド力の強化と「島生まれ、島育ち、隠岐牛」

隠岐潮風ファームさん（の商標）と地域団体商標「隠岐牛」による認知度の向上と産地の強化を図ります！ 

＜隠岐牛（地域団体商標 登録番号 第 5788370号）＞ 

平成 27年（2015）8月 28日登録 

島根県隠岐諸島内で生まれかつ肥育された未経産の雌の黒毛和牛の牛肉 
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地域団体商標を取得するには、その名称が使用されたという実績を示し「周知性要件」を満たす必要

がありますが、農協には実績がありませんでしたので、隠岐潮風ファームさんに資料をご提供いただく

などして、地域団体商標を取得しました。 

地域団体商標の取得目的は、肥育と繁殖に携わる農家の将来的な収入増を実現するため、「隠岐牛」と

いうブランドに資する土台を作っておくことです。 

農協では「登録商標の管理運用規程」を策定し、認定要件の適切な管理に努めています。 

 

〇東京市場に出して一定の評価を得ることは認知度向上の近道となった 

隠岐潮風ファームさんは、東京市場を大変重視していて、今年の 8月には、東京の銀座に飲食店も出

店されました。 

東京は市場が大きく、良いものであれば高い価格を付けても受け入れてもらえます。 

「隠岐牛」をメインとする高級飲食店を出店することは、隠岐牛の知名度を高める上で有効です。 

東京市場へのこだわりは、離島というハンデの中で事業を展開している者にとって、ひとつの戦略と

言えます。名前を売ろうと思ったら、東京に出して一定の評価を得ることが効果的なのです。 

東京市場を重視しているのは「隠岐牛」に限ったことではなく、たとえば隠岐の特産品に「岩牡蠣」

がありますが、この岩牡蠣も東京の築地市場に持って行っています。 

東京ではなく、島根県内の市場からスタートしていたら、「隠岐牛」も今ほどの知名度はなかったはず

です。 

 

〇地域団体商標の無断使用への対応検討 

県内で「隠岐牛」の名前が入った飲食店の看板などを見かけることがあるのですが、「隠岐牛」は現在

流通が少ないので、商標が勝手に使用されている可能性があります。こうした場合には地域団体商標の

権利行使を含め、他者の無断使用に対し、どのように対応すべきかを検討しています。厳しい対応をす

るつもりはないのですが、気になっているところです。 

自分たちのブランドを守っていくためにも、適切に対応していくことを心がけています。 
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⑬全国農業協同組合連合会 岡山県本部 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇「岡山白桃」について 

岡山県の桃の生産量は、全国農業協同組合連合会岡山県本部（全農岡山）の取扱で約 2,000トンあり、

県別では全国で 6番目になります。（H27年日園連果樹統計） 

「岡山白桃」は、岡山県産の白桃で、品質や糖度が一定基準を満たしているもの、一玉ごとに袋かけ

栽培されたされたものに限るなど、栽培方法についても規程があり、詳しくは「岡山白桃の取扱い要領」

にまとめられています。「岡山白桃の取扱い要領」は、地域団体商標取得後の平成 19年 6月に整備され、

新しい品種が開発された場合など、その都度改定を行っています。 

岡山県産の桃と言えば「清水白桃」が有名ですが、その構成比は 30％以上を占めます。次に「白凰」、

「おかやま夢白桃」と続き、上位 3品種で全体の過半数を占めます。それ以外にも、「白麗」、「加納岩白

桃」、「川中島白桃」、数は少ないですが晩生の有望な品種で「瀬戸内白桃」、「恵白」など様々な品種があ

ります。 

 

〇地域団体商標取得による県産ブランド確立及び販売力強化 

桃の販売は、夏のお中元が中心となります。地域団体商標制度が創設された平成 18年は、天候不順で

桃が不作の年でした。それまでは、特定の品種名で進物対応をすることが主流でしたが、梅雨や台風の

影響により食味や数量の不安定さがあることから品種を総括した「岡山白桃」という大きな括りで対応

する方が、より良い時期により良い桃をお届けする事が出来るのではないかと考え、地域団体商標を出

願するきっかけになりました。 

それ以前は「岡山白桃」という名称はあまり使用されていなかったのですが、「岡山白桃」という統一

名称で括ったことで、生産量の確保以外にも、様々なメリットが認められました。 

個々の品種名で展開できる期間は 2 週間ぐらいですが、品種ごとに出荷時期が異なり、7月初めのも

■ 商品・サービス名称： 

地域団体商標 岡山白桃（おかやまはくとう） 

■ 所在地： 

岡山県岡山市南区藤田 566-126 

■ 調査実施日： 

2016年 12月 19日（月） 

■ 調査協力： 

 園芸部 園芸販売課 豊田 晃大 氏  

 

 

 

＜岡山白桃（地域団体商標 登録番号 第 5031193号）＞ 

平成 19年（2007）3月 9日登録 

岡山県産の白桃 

＜POINT＞ 

県産ブランドとして確立した『岡山白桃』は、地域団体商標の活用により競合との差別化を

図り、大消費地での販路開拓に成功しました！ 
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のもあれば、8月の中旬頃のものもあります。つまり、「岡山白桃」という名称を使えば、約 2か月に渡

って展開することができます。展開期間が長ければ、「岡山白桃」という名称に触れる機会も増え、それ

だけ認知度も高くなります。認知度の高まりはブランド価値を高め、岡山白桃の高値販売につながりま

す。 

さらなる出荷時期の延長化ということで、岡山県は、8 月中旬以降に出荷できる有望な新品種の開発

に成功しました。近年中に、「岡山白桃」の展開期間をさらに延長することが実現します。 

 

〇地域団体商標の活用による競合との差別化で販路開拓に成功 

岡山の白桃はもともと地元消費が中心で、特に岡山県内から進物として発送されるケースが多かった

のですが、近年では東京、大阪への出荷が増えてきました。 

東京、大阪市場には、山梨や福島といった大産地の赤い桃が流通していて、入り込む余地があまりな

く、これまで「岡山白桃」の需要は一部の高級果専店や百貨店などに限られていました。ところが、「岡

山白桃」の認知度が高まるにつれ、「白い桃」という物珍しさも手伝って、量販店などでも扱われるよう

になりました。東京、大阪で展開する時は、品種名ではなく、「岡山白桃」という地域団体商標を使用し

ています。「岡山白桃」という名称は、県外の消費者に分かりやすいほか、基準を満たす複数の品種に使

用できるような広い括りの名称にしているため、量の確保をしやすく、宣伝広告した商品が品切れする

リスクを回避することができます。 

人口減やライフスタイルの変化により、県内のお中元における桃需要は減少傾向にあります。高値の

見込める進物需要を維持拡大するためにも、大都市圏でのプロモーションを活発に行いたいと考えます。

最近では、果専店や百貨店のパーラーにおいて生果実を使用したスイーツが人気を博しているようです

が、それらを介し、進物需要への発展を狙っています。 

 

〇ＰＲイベントの開催で認知度向上と新規需要の掘り起こしを図る 

「岡山白桃」のＰＲ活動については、店舗での試食宣伝や即売会のようなイベントも開催しましたし、

今年は土産物としての需要を掘り起こすために、岡山駅構内で1玉入りハンディ箱に入った「岡山白桃」

を無料配布しました。 

一方、東京、大阪でのＰＲ活動にも力を入れています。今年の 7月後半から 8月にかけては、岡山県

と共同して「岡山白桃スイーツフェア in 東京」を開催しました。これは、「京橋千疋屋」や「新宿高

野」といった都内の協力店 18店舗で、岡山白桃を使ったパフェやケーキを提供販売するというもので、

若い消費者に「岡山白桃」を知っていただく良い機会となりました。 

また、ゆるキャラブームに合わせ、「はっぴーち」（商標番号：第 5484498

号）というＰＲキャラクターも作りました。低年齢層への PR を目的として

いましたが、そのかわいさで、幅広い層から好評を博しています。今後は、

「岡山白桃」の認知度をさらに向上させるために、「はっぴーち」と地域団

体商標を組み合わせた「岡山白桃」の統一ロゴマークを作成することも検討

しています。 

これからも「岡山白桃」のブランド力を高めるべく、様々な消費宣伝をお

こない、「岡山白桃」の長期的な安定販売を実現していきます。 

 

はっぴーち 
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⑭阿新農業協同組合 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇「千屋牛」について 

阿新農業協同組合（ＪＡ阿新）は、昭和 50年にＪＡ阿新直営の「千屋肥育センター」を創設し、和牛

の肥育を始めました。「千屋牛」という名称は、肥育を始めた当時から使用しています。 

平成 13年頃までは、3等級以下を「阿新牛」とし、4等級以上を「千屋牛」と称していました。しか

し今は、3等級以上を「千屋牛」として、その中でも 4等級以上については、「特選千屋牛」と称してい

ます。 

千屋牛の出荷頭数は、平成 22年の 955頭をピークに減少に転じ、平成 27年度は 781頭でした。肥育

農家の数は高齢化で減少傾向にありますが、一農家あたりの規模は拡大しています。 

 

〇複数ブランドの統一化と地域団体商標の取得によるブランド力の強化 

かつて新見市には、ＪＡ阿新が取り組む「千屋牛」以外に、「大佐牛」、「哲多牛」などのブランドがあ

りました。平成 12年に、自治体、商工団体、畜産関係機関などで構成される千屋牛振興会（事務局：Ｊ

Ａ阿新畜産課内）を設立し、地域のブランド牛を「千屋牛」に統一するとともに、「千屋牛」の定義を「岡

山県産の子牛を新見市内で 18カ月以上肥育したもの」と定めました。 

複数あったブランド牛を「千屋牛」に統一したことで、地域全体がまとまり、そのブランド力は高ま

ったと感じています。たとえば、「千屋牛」は、岡山市場で競りにかけると、同じ等級であっても県内産

の他の和牛より高値がつきます。千屋牛の頭数が増えたことで、量販店での取り扱いも始まり、「千屋

牛」という名称がブランドとして定着してきたと思います。 

地域団体商標を取得した目的は、「千屋牛」のブランド価値を高めるためです。地域団体商標の登録を

受けるためには「周知性」の要件を満たす必要があります。つまり、地域団体商標の取得は、その地域

で広く認知されていることを意味するため、通常の商標権とは重みが違います。地域団体商標の登録を

受けた翌年、和牛の地域団体商標を取得している他団体に新見市へ来てもらい、意見交換会と試食会を

開催しました。この取り組みを契機に、「新見Ａ級グルメフェア」を毎年秋に開催しています。 

■ 商品・サービス名称： 

地域団体商標 千屋牛（ちやぎゅう） 

■ 所在地： 

岡山県新見市高尾 2423 

■ 調査実施日： 

2016年 12月 19日（月） 

■ 調査協力： 

 農畜産部次長兼 畜産課長 道繁 要 氏 

 

 

＜千屋牛（地域団体商標 登録番号 第 5054531号）＞ 

平成 19年（2007）6月 15日登録 

岡山県新見市千屋地区を中心に肥育された牛肉 

＜POINT＞ 

複数のブランドを統一化した『千屋牛』は、地域団体商標の取得によりブランド力を強化し、独自の

「登録制度」と徹底した品質・商標管理により、高品質ブランドを確立しました！ 

 



 

69 

 

〇ブランドコンセプトに基づく品質保証により消費者の信頼獲得 

「千屋牛」には、「優良和牛」・「健康牛」・「安全牛」・「安心牛」・「信頼牛」という 5つのコンセプトが

あります。コンセプトの策定にあたっては、千屋牛振興会で何度も議論を重ねました。 

たとえば、「安全牛」では、「安全性を重視して飼料を厳選し、指定した配合飼料と牧草、岡山県産の

稲わらを与えて育てていること」とうたっています。 

5つのコンセプトを定めたのは、平成 12年です。平成 13年 9月にＢＳＥ（牛海綿状脳症）が発生し、

全国的に牛肉が売れなくなりましたが、「千屋牛」は半年で売り上げが元に戻りました。地元の農協が肥

育し地元で販売していることが、消費者の信頼の早期回復につながったのだと思います。 

 

〇「登録制度」による徹底した品質・商標管理で高品質ブランドの確立 

 「千屋牛」を販売する店、「千屋牛」を使ったメニューを展開する飲食

店、「千屋牛」を使った加工食品の加工業者については、平成 12年から登

録制を採用しています。 

まずは登録申請をしてもらい、登録の可否を審査会で審査します。たと

えば、小売店の場合であれば、店舗があること、食肉販売業許可を取得し

ていること、定期的な受注が見込めることなどが、登録の要件となります。 

地域団体商標の取得以後、登録申請が一気に増えましたが、「千屋牛」

の頭数が足りないため、現在は千屋牛振興会の会員からの推薦があり、 

「千屋牛」の仕入れルートが確保できているところのみ、申請を受け付 

ける形にしています。登録事業者数は、県内県外含めて約 300です。登録事業者には「千屋牛の取扱い

要領」をお渡ししています。取り扱い要領には、「千屋牛」の地域団体商標や品質に関する規定がまとめ

られています。登録は 3年更新で、「千屋牛」を使っていない状況が長く続く場合は、登録が取り消され

ます。登録事業者の中には、千屋牛を使ったカレーや牛丼などのレトルト食品を製造している地元のメ

ーカーもいますが、「千屋牛」を商品名に使用すると、使用しない場合よりも売上が伸びるということは

あるようです。なお、登録事業者には、毎年「千屋牛」の取扱量を報告してもらっています。登録事業

者ではない店が「千屋牛」の名前を使用している場合は、ＪＡ阿新が個別に対応します。 

無断使用の事例はほとんどありませんが、「千屋牛肉」という商標を取得して使っているところはあ

ります。「千屋牛肉」と「千屋牛」が同じものだと消費者に誤解されるケースはあるかもしれませんが、

「千屋牛」のブランド力が向上したことにより、差別化が図られていると思います。 

「千屋牛」の販促物等には、統一ロゴマークを使用することとしています。登録事業者を対象に、ロゴ

マークを印刷したシールを販売しており、ほとんどの販売店がシールを使用しています。 

 

〇「千屋牛」のブランド力を生かした地域振興 

「千屋牛」の流通先は岡山県内が中心で、全農を通じて一部県外に出ているという状況です。県外で

の需要もありますが、頭数が少ないことから地元を優先しています。県内の温泉地でも、千屋牛の提供

を行っています。新見市に来れば千屋牛が食べられるということになれば、来訪者の増加にもつながる

ので、市内の飲食店については、規模が小さいところであっても「千屋牛」を扱えるようにしています。  

千屋牛が食べられる店を紹介する「食べ歩きマップ」の作成などを通じ、さらなる地域振興を図って

います。   

千屋牛 ロゴマーク 
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⑮島根県農業協同組合 畜産課 大田事務所  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇「しまね和牛」について 

島根県のブランド和牛は、「しまね和牛」という大きなブランドの中に、プレミアムブランドとしての

「しまね和牛肉」と、特定地域のブランドとして「隠岐牛」や「石見和牛」があります。島根県内には

様々なオリジナルの和牛があり、中には「まつなが和牛」のように牧場名がそのままブランド名になっ

ているものもありますが、「しまね和牛」はそれら全ての基礎となるブランドです。 

 

〇ブランドの付加価値向上のための商標取得 

平成 10年に、「しまね和牛肉」の商標を取得しました。商標を取得した目的は、

商品に付加価値を付けることです。 

「しまね和牛肉」の商標を使用できるのは、指定店だけに限定しています。指

定店が、歩留等級ＡまたはＢで、肉質等級 4等級以上の島根県産和牛肉を 

扱う場合に限り、「しまね和牛肉」を使用することができます。指定店になるには、年会費の負担等が必

要で、現在は島根県内の精肉店や飲食店が指定店になっています。指定店には、指定店であることを証

する楯をお渡しするとともに、しまね和牛肉の商標が入ったのぼり、ポスター、パック用シール等を提

供しています。 

「しまね和牛肉」をＰＲする取り組みとしては、年 2回のプレゼントキャンペーン、お中元・お歳暮

用のステッカーやチラシの提供、パンフレット、ポスター、カレンダーの作成などがあります。 

こうした一連の取り組みにかかる費用は、指定店からの年会費と、ＪＡしまね、㈱島根県食肉公社、

島根県食肉事業協同組合連合会といった関係機関の負担によって賄われ、具体的な活動は、指定店、関

■ 商品・サービス名称： 

地域団体商標 しまね和牛（しまねわぎゅう） 

■ 所在地： 

島根県大田市朝山町仙山 1677-2 

■ 調査実施日： 

2016年 12月 22日（木） 

■ 調査協力： 

 伊藤 満男 氏 

綿貫 真吾 氏 

 

＜しまね和牛（地域団体商標 登録番号 第 5056975号）＞ 

平成 19年（2007）6月 22日登録 

島根県産の和牛肉 

＜SHIMANE BRAND しまね和牛肉（商標 登録番号 第 4199901号）＞ 

 平成 10年（1998）10月 16日登録 

  牛肉、牛肉製品 

＜POINT＞ 

『しまね和牛』は、地域団体商標等の取得により県産和牛全体のブランド力を底上げし、 

そのブランド力を武器に高値での取引を実現しています！ 

しまね和牛肉 ロゴ 
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係機関、県などで構成される「しまね和牛肉ブランド確立推進協議会」で推進しています。 

マーケティングに関する専門的な知識がないため、どのような展開をすればより効果的なのかがわか

らず、毎年同じことの繰り返しになりがちなのは現状の課題と言えますが、今年度は、島根県の支援も

受けながら、しまね和牛肉の突出した特徴を見つけるための事業を展開しています。この事業成果を基

に、科学的な根拠に基づく新しいキャッチフレーズを作り、商標を取得して、しまね和牛の付加価値を

強力にアピールすることで、取扱店を増やすなどの具体的な成果につなげていきたいと思います。 

 

〇地域団体商標取得による県産和牛ブランド枠の拡大及びブランド力の引き上げ 

最初に着手したのは、「しまね和牛肉」のブランド確立ですが、プレミアムブランドである「しまね和

牛肉」だけでは、2等級、3等級の和牛肉がブランドの枠から外れてしまいます。そこで、地域団体商標

制度ができてすぐ、ブランドの枠を大きくし、県産和牛全体のブランド力を高める目的で、地域団体商

標の「しまね和牛」を取得しました。「しまね和牛」の名称は指定店でなくても使用できます。「しまね

和牛肉」の指定店は、現時点では県内に限られますが、「しまね和牛」は、県内はもちろん県外の取引先

も使える名称です。 

ＪＡしまねを通じて出荷される「しまね和牛」の月あたり頭数は、県内が 200～300頭、県外が 50頭

弱で、県外では「神戸市中央卸売市場 西部市場」が主な出荷先となっています。 

西部市場に出荷するようになったのは平成 27 年 12 月からですが、「しまね和牛」のブランド力を高

める目的で、特に優秀な肥育農家が肥育した牛を選んで出すようにしています。その甲斐あって、「しま

ね和牛」は西部市場で高い評価を得るようになりました。 

 

〇ブランド力を武器に高値での取引を実現 

同じ等級の牛を競りにかけても、他の和牛より「しまね和牛」の方が高い値がつきます。同じ等級で

価格の差が出てくる。これがブランドの価値です。 

「しまね和牛」の出荷頭数は減少傾向にあることから、どんどん販路を広げるというわけにはいきま

せん。また、市場における和牛肉の単価が全体的に上がっていることから、富裕層がターゲットになっ

ています。そのため、特に単価が高い、5 等級クラスの肉質の良いものについては、神戸の西部市場に

多く出すようにしています。 

「しまね和牛」は、銘柄では全国的に有名な和牛に負けますが、味では負けていません。市場におい

て、味の良さを評価して頂いているからこそ、他の銘柄に比べ、高値で売ることができています。西部

市場からも、もっと「しまね和牛」を出して欲しいという要望がくるほど、「しまね和牛」のブランド力

が高まっています。 

島根県内の肥育農家数は 20戸ぐらいですが、繁殖農家は肥育農家の 10倍以上いますので、しまね和牛

の評判が高まれば、しまね和牛の素牛を買おうというお客様が増えてくる可能性があります。そうなれ

ば、繁殖農家の収入が増え、後継者を確保できるようになります。「しまね和牛」のブランド化は、肥育

農家だけでなく、繁殖農家、地元の小売店や飲食店なども含めた産業振興、地域振興につながる取り組

みと言えます。 
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NO 団体名 調査実施日 商品名・サービス名

1 大内塗漆器振興協同組合 平成28年11月15日（火） 大内塗り（おおうちぬり）

2 あぶらんど萩農業協同組合　営農部 平成28年11月15日（火） 萩たまげなす（はぎたまげなす）

3 神石牛振興協議会（神石高原町） 平成28年11月30日（水） 神石牛（じんせきぎゅう）

4 斐川町商工会 平成28年12月1日（木） 出西生姜（しゅっさいしょうが）

5 深川養鶏農業協同組合　黒かしわ推進課 平成28年12月5日（月） 長州黒かしわ（ちょうしゅうくろかしわ）

２．地域団体商標取得に意欲的な団体を対象とするヒアリング調査 

 （1）調査概要 

①調査目的 

 アンケート調査の回答をもとに選定した地域団体商標取得に意欲的な団体（5 団体）を訪問し、

地域団体商標取得に向けた取り組み状況および権利取得の目的等について明らかにする。 

 

②調査対象 

    

 

 

 

 

 

 

 

③調査項目 

・商品・サービスについて（生産量・シェア等） 

・地域ブランド化に係る取り組み 

・地域団体商標の取得意向と活用方法 

・地域団体商標の取得と活用に係る現状の課題 

・今後の方向性や地域団体商標の活用に係る公的支援ニーズ 等 

※全ての項目について網羅的に話を聴くのではなく、各団体の取り組み等のポイントとなる部分を中心にヒア

リングを行った。 
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NO 団体 ポイント ページ

1 大内塗漆器振興協同組合
組合の事務局機能を強化した『大内塗』は、行政の支援もうまく活用し、伝統工
芸品の新しい魅力づくりにチャレンジしています！

74

2 あぶらんど萩農業協同組合
『萩たまげなす』は、ニーズを捉えた販売戦略とインターネット等を活用したＰＲ
戦略で販路を開拓し、商標の取得によって地域一体型のブランド育成を進めて
います！

76

3 神石牛振興協議会
いったんは市場から消えてしまった『神石牛』ですが、行政主導のもと、ブランド
の管理体制を強化し、ブランドの完全復活に向けて取り組んでいます！

78

4 出西生姜組合・斐川町商工会
『出西生姜』は、その高い品質とロゴマークで他社商品との差別化を図り、メ
ディアや消費者の発信力を活かした情報発信で認知度も向上しています！

80

5 深川養鶏農業協同組合
トップブランド『長州黒かしわ』のイメージを活かした営業戦略で、ブランド全体の
底上げを図り、地域一体となったＰＲで首都圏へ販路を拡大しています！

82

 （2）調査結果のまとめ 

個々のヒアリング調査結果に基づき、参考となる取り組みを「ポイント」としてとりまとめた。 
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（3）調査結果 

①大内塗漆器振興協同組合  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇「大内塗」について 

大内塗漆器振興協同組合の組合員は 5事業者で、そのうち後継者がいるのは 2事業者です。30代、40

代の職人もいるのですが、平均年齢は 70 代と高齢化しています。また、材料価格の高騰により材料の

入手も困難になっており、20年ぐらい前と比較すると生産力、売上ともに低迷しています。 

20年前までの大内塗は、お盆、花瓶、お椀などの漆器が生産の約 7割、民芸品としての大内人形が約

3割を占めていましたが、時代とともに漆器離れが進み、今は大内人形と漆器の割合が逆転しています。      

 

〇公的支援の活用による組合の活性化 

今から 3年前、山口市の一人のご担当との出会いをきっかけに、山口市の支援のもと、組合員が一致

団結して販路拡大に取り組んでいこうということになりました。具体的には、デザイナーを招聘して新

商品開発をしたり、東京の「伝統工芸青山スクエア」で大内塗の企画展を実施したり、今までにない新

たな取り組みに挑戦しています。組合自体が小規模で資金繰り等も厳しい中、公的な補助金を取得し

色々な事業に前向きに取り組んでいくことで、組合の体力をつけることができ、組合としての動きが活

発になりました。年 1回しか開催していなかった組合会議をコンスタントに開催するようになり、組合

内での情報共有も積極的に行うようになりました。 

 

 

 

■ 商品・サービス名称： 

大内塗（おおうちぬり） 

■ 所在地： 

山口県山口市大内御堀 4138（有限会社中村民芸社内） 

■ 調査実施日： 

2016年 11月 15日（火） 

■ 調査協力： 

大内塗漆器振興協同組合 事務局 

中村 理恵 氏 

 

＜大内塗＞ 

およそ 600 年前に栄華を誇った大内文化の華やかさを今に伝える漆器で、大内菱などを用いた優雅な絵模様を特徴とす

る。国指定伝統的工芸品（経済産業大臣指定）。 

◆経済産業省「平成 28年度伝統的工芸品産業支援補助金」採択 

◆経済産業省「CraftMeetプロジェクト」選出 

※「CraftMeetプロジェクト」は、2016年 6月にスタートした日本各地に埋もれた伝統的工芸品の技術を海外目線で再評

価し、海外需要を発掘していくプロジェクト。 

＜POINT＞ 

組合の事務局機能を強化した『大内塗』は、行政の支援もうまく活用し、伝統工芸品の新し

い魅力づくりにチャレンジしています！ 
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〇若者をターゲットとした伝統的工芸品の新商品開発 

海外も見据えた新しい商品が必要ということで、昨年から、山口市とデザイナーと組合メンバーで協

議を重ね、オーダーメイドでつくる大内人形「Ouch夫婦」を開発しました。平成 28年の 1月末に販売

を開始し、メディアの方にも取り上げていただき、現在の販売実績は 30件ぐらいです。 

大内人形には、昔、山口を治めていた藩主が、京都から迎えた姫君を慰めるために、人形をたくさん

作らせたという逸話があり、新商品「Ouch夫婦」の開発においても、このラブストーリーを活かしまし

た。ターゲットを広げるため、若い方に受け入れられるデザインとした上で、色、着物の柄、お顔など、

お好みのものを選んで組み合わせられるオーダーメイドにしました。自分好みのお人形が作れることか

ら、ご婚礼ギフト等に使っていただくことを想定しています。 

私たちも新製品を開発したからには、大手のメーカーさんと手を結びたい、百貨店の一角にも置いて

いただきたいという思いがあるので、商談会にも積極的に出展しています。 
 

〇コラボレーションによる販路拡大 

平成 22年度から 24年度までの 3年間、山口県の事業で、大内塗、赤間

硯、萩焼の素材や技術を活かしたコラボレーション製品の開発に取り組み

ました。 

最初の 2年間は、それぞれの製品を持ち寄り、工業デザイナーの指導を

受けながら、商品化までは至りませんでしたが、時計やアクセサリーなど

を作って一般にお披露目しました。最終年度は、素材や技術を合算したも

のを作りましょうということになり、山口県産業技術センターの技術支援 

のもと、萩焼に漆を塗って焼きつける「山口陶漆器」を開発しました。漆器は金型が必要ですが、陶漆

器は金型を使用とせず、自由な形状のものを作ることができます。また、漆器は電子レンジで使用でき

ませんが、陶漆器は使用できます。それぞれの技術の強みを活かしてできた「山口陶漆器」は、漆の光

沢を表現しながら、萩焼としての魅力もあわせ持つ製品ということで、県内や首都圏で少しずつ販路を

広げているところです。 

コラボレーションを通じて、異分野の商品やサービスについて話を聞くことができ、そこから新たな

アイディアが生まれてきます。また、コラボレーションする双方の良さを一緒にＰＲすることによる相

乗効果で、情報発信力が高まることも利点だと思います。 
 

〇大内塗のロゴマーク制作 

大内塗と同じような技法でつくられる他地域のものとの差別化を図る一環として、統一的なロゴマー

クを作ろうということになり、地域の大学のご協力を得て検討しています。ロゴマークの使い方につい

ては、名刺、パンフレット、組合のフェイスブック、商品等に入れて組合が一体となって大内塗をＰＲ

していきたいと考えています。将来的にはロゴマークの商標登録にも取り組んでいきたいと思います。 
 

〇地域団体商標について 

組合の皆さんは職人なので、書類の作成や提出といった事務処理の対応が難しく、これまで手続き的

なことには踏み込んでいませんでしたが、昨年からは事務局を㈲中村民芸社に移し、事務局業務、広報

活動、商談会での営業等に携わっています。地域団体商標の取得で付加価値が付くということは、組合

の皆さんもご存じだと思うので、地域団体商標の効果的な活用について皆さんがしっかりと認識されれ

ば、事務局で対応していきたいと思います。  

山口陶漆器 
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②あぶらんど萩農業協同組合 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○「萩たまげなす」について 

「萩たまげなす」は、山口県の伝統野菜である「田屋なす」という品種のナスです。「田屋なす」の中

でも 1 本あたりの重さが 500ｇ以上のものを「萩たまげなす」と言います。大きさは普通のナスの約 3

～4本分で、「とろり感」があり、細く切ってそうめんのようにして食べたり、ステーキのように焼いて

食べたりと、色々な食べ方ができます。 

実際に食べられた方の評判は良いのですが、初めて「萩たまげなす」を見た方は、大きいとは言え 1

本のナスが 500円も 600円もするので、購入を躊躇されます。テレビ番組で取り上げられ、県内での認

知度は上がってきていますが、県外ではまだあまり知られていません。このように、値段と知名度のギ

ャップが大きいため、潜在需要を掘り起こしていくことが今後の課題と言えます。 

「萩たまげなす」は、ハウス栽培のため新規就農が難しい分野ですが、生産者を増やしていくために

は、単価を上げて、まずは現在の農家の収入増を図ることが必要だと思います。ここ 5年で単価が少し

ずつ上がっており、これ以上のアップは難しい状況になっていることから、ここからが勝負と考えてい

ます。 

 

 

■ 商品・サービス名称： 

団体商標 萩たまげなす（はぎたまげなす） 

地域団体商標 長門ゆずきち（ながとゆずきち） 

■ 所在地： 

萩市大字江向 431-2 

■ 調査実施日： 

2016年 11月 15日（火） 

■ 調査協力： 

営農部 販売課 主任 下田 真人 氏 

営農事務所 営農南萩統括事務所 大山 作 氏 

 

＜萩たまげなす（団体商標 登録番号 第 5292136号）＞ 

平成 22年（2010）1月 8日登録 

山口県萩市及びその周辺地域で生産される茄子、山口県萩市及びその周辺地域で生産される茄子の種子、山口県萩市及び

その周辺地域で生産される茄子の苗 

◆やまぐちの農林水産物需要拡大協議会「やまぐちブランド」認定（2013.5） 

※山口県では、生産者団体、流通・食品・加工関係者、消費者団体、観光団体、行政の 24団体で構成する「やまぐちの農

林水産物需要拡大協議会」を組織し、販売協力店ややまぐち食彩店の設置による地産・地消の取組や首都圏等への県産

農林水産物の供給など、関係者が一体となった県産農林水産物の需要拡大に努めている。 

 

＜長門ゆずきち（地域団体商標 登録番号 第 5088770号）＞ 

平成 19年（2007）11月 2日登録 

山口県長門地域産のユズキチ 

◆やまぐちの農林水産物需要拡大協議会「やまぐちブランド」認定(2013.9) 

＜POINT＞ 

『萩たまげなす』は、ニーズを捉えた販売戦略とインターネット等を活用したＰＲ戦略で販

路を開拓し、商標の取得によって地域一体型のブランド育成を進めています！ 
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〇ニーズを捉えた販売戦略 

生産数は年間 3万本前後で、萩地域と長門地域で集荷したものを、いったん全国農業協同組合連合会 

山口県本部（以下、「全農」という）に集めた後、全農のルートで首都圏にも出荷しています。 

初夏になると、萩市内のどこのスーパーにも「萩たまげなす」が並びます。萩の方は昔から地場で採

れたものを率先して買ってくださるので、地産地消を進めていくためにも地元での販売を重視していま

す。 

以前、東京日本橋にある山口県のアンテナショップで「萩たまげなす」のＰＲ販売を行ったことがあ

るのですが、東京の方は比較的、良いものであれば値段に関係なく購入されます。「萩たまげなす」は見

た目にもインパクトがあるので、そのＰＲ販売では飛ぶように売れました。ブームになれば良いなと思

うのですが、一気に火がついて爆発的に売れ始めた時、その需要に追いつけるかというと、そうはいき

ません。少しいやな言い方ですが、どこの産地も縮小している中、今の栽培環境を維持して生産量を減

らさないことが、一番重要であり、難しいことだと思います。 

 

○インターネットを活用した販売促進 

「トルトコミテ」というインターネットを使った通信販売で、「萩たまげなす」の全国販売を行ってい

ます。「トルトコミテ」は、収穫の様子などをインターネット LIVE動画で生中継しながら販売する方式

の通信販売です。生産者の方が「萩たまげなす」を収穫し、焼きなすをつくり、試食する様子を中継し

たのですが、旬の野菜が獲れる映像から産地直送の新鮮な「萩たまげなす」の美味しさをＰＲできたと

思います。販売活動だけでなく、「トルトコミテ」をはじめとする様々な販促活動についても、全農のネ

ットワークが生かされています。こうした新しい取り組みにも生産者の皆さんは前向きに協力してくだ

さるので、商品の販売やＰＲにつながる取り組みには、これからも挑戦していきたいと思います。 

 

〇パッケージの試行錯誤 

全国の市場に出す際に使用する袋は、統一デザインになっている

ので、アピール力を高めるために、試行錯誤を重ねています。少し前

は、透明の袋に大きく「萩たまげなす」の文字が入ったものを使用し

ていましたが、今年は高級感を出すために、ナスの色と調和する黄色

地に「萩たまげなす」という文字を配したデザインにしました。その

結果、上品さや高級感は出たものの、袋の中に入っている「萩たまげ

なす」が見えにくくなっています。「萩たまげなす」らしさを表現し、

かつ、消費者にウケの良いパッケージにするべく、試行錯誤していま

す。 

 

〇商標及び地域団体商標取得による地域一体となったブランドの育成 

2団体で取得した団体商標「萩たまげなす」についても、3団体で取得した地域団体商標「長門ゆずき

ち」についても、複数の地区で生産しているものです。産地ごとに個別に対応するのではなく、共同で

商標を取得して、産地全体で地域ブランドの育成に取り組んでいきましょうということで取得に至った

のだと思います。ひょっとすると、生産者の方からも、商品のイメージアップやＰＲのために商標を取

ってほしいという話が出ていたかもしれません。 

  

萩たまげなす パッケージ 
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③神石牛振興協議会 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇「神石牛」について 

神石郡では大正時代から繁殖に用いられる種雄牛が盛んに作られていました。これらの種雄牛は県内

外で取引されていたため、「神石牛」の名前は広く知られていました。 

「広島牛」のブランド戦略を推し進める中で、「神石牛」という名前はいったん市場から消えてしまい

ましたが、今一度復活させようという機運が高まり、2014 年 11 月に、神石高原町和牛改良組合、神石

高原商工会、福山市農業協同組合、神石高原町などの 8 団体で「神石牛振興協議会」を設立し、「神石

牛」の認定基準を定め、翌年の 3月 29日に神石牛振興協議会認証「神石牛」をスタートさせました。 

神石高原町の繁殖農家は約 60 戸、繁殖牛の頭数は約 800 です。全国農業協同組合連合会広島県本部

（ＪＡ全農ひろしま）が町内で牧場を経営しており、800 頭のうち約 170頭はＪＡ全農ひろしまの牧場

の繁殖牛です。肥育農家は 8戸で、肥育頭数は約 700頭。そのうち約 300頭をＪＡ全農ひろしまが肥育

しています。ただし、これらの牛が全て「神石牛」というわけではありません。「神石牛」の認定基準は、

血統、出生地、肥育地の組み合わせで 6つのパターンがあり、それらを満たした肉質等級 3等級以上か

つ歩留等級 B以上の黒毛和種の去勢牛または未経産雌牛が「神石牛」です。 

「神石牛」の年間出荷頭数につきましては、「神石血統」の「神石牛」が 120頭ほどで、その他の血統

の「神石牛」が 320頭ぐらいです。「松阪牛」や「米子牛」もそうですが、ブランド牛のほとんどが肥育

地を認定基準としており、「神石牛」の場合も肥育地が神石高原町であることを重視しています。 

 

〇ブランドの独自性を打ち出すポイントを模索中 

現在は、「肥育地重視」ですが、「神石血統」を使ってブランドを作ることは、他に真似できないブラ

■ 商品・サービス名称： 

神石牛（じんせきぎゅう） 

■ 所在地： 

広島県神石郡神石高原町小畠 2025 

■ 調査実施日： 

2016年 11月 30日（水） 

■ 調査協力： 

神石牛振興協議会（神石高原町産業課内） 

事務局 福本 浩文 氏 

 

＜神石牛 (商標 登録番号 第 5872370号）＞ 

平成 28年（2016）8月 5日登録 

広島県神石郡産の黒毛和牛肉、広島県神石郡で生まれ広島県内で肥育された黒毛和牛肉、広島県神石郡産の黒毛和牛肉

を用いた牛肉製品、広島県神石郡で生まれ広島県内で肥育された黒毛和牛肉を用いた牛肉製品、広島県神石郡産の黒毛

和牛肉又は黒毛和牛の肉製品を用いたふりかけ、広島県神石郡で生まれ広島県内で肥育された黒毛和牛肉又は黒毛和牛

の肉製品を用いたふりかけ、広島県神石郡産の黒毛和牛肉又は黒毛和牛の肉製品を主材とするカレー・シチュー又はス

ープのもと、広島県神石郡で生まれ広島県内で肥育された黒毛和牛肉又は黒毛和牛の肉製品を主材とするカレー・シチ

ュー又はスープのもと 

 

＜POINT＞ 

いったんは市場から消えてしまった『神石牛』ですが、行政主導のもと、ブランドの管理体

制を強化し、ブランドの完全復活に向けて取り組んでいます！ 
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ンドを目指す上で有効なので、認定基準の「血統重視」の比重を高めていきたいという思いはあります。  

「神石血統」の「神石牛」のブランド力が高まることは、町内で生産する神石血統の子牛の競り値の

向上、枝肉市場における枝肉価格の向上につながります。 

町内の農家は、色々な種を掛け合わせ、試行錯誤しながら良い牛を作ってきました。良い肉質の牛の

頭数を確保するために、現在は神石血統が全く入っていない牛も「神石牛」としている状況ではありま

すが、「神石血統」の導入に対する補助金交付などの支援を行いながら、「神石血統」の神石牛を増やし

ていきたいと思います。ただし、ブランド牛の推進のためには、美味しい肉であることが必要不可欠で

す。そのためには、良い肉質の牛を生み出す優秀な種雄牛が必要ですので、種雄牛造成を担っている広

島県が、神石血統をはじめ広島固有の系統を有する成績優秀な県有種雄牛を造成することが重要です。 

 

〇ブランドの管理体制強化など、ブランド化推進に向けた取り組み 

今年の 8月に「神石牛」のロゴマークを商標登録しました。 

ロゴマークの主な活用方法は、神石牛提供飲食店や販売店に対し発行する

「神石牛認定書」への掲載、ホームページへの表示、認定シールの作成、パ

ンフレットや幟などＰＲツールへの掲載などです。 

神石牛血統の子牛の認定、神石牛指定事業者の認定、神石牛を扱う小売業

者や飲食店を対象とする神石牛取扱店登録は、神石牛振興協議会が行ってい

ます。 

神石牛指定事業者になることができるのは、食肉センター等の管理者また 

は卸売業者で、提出された申請書に基づき協議会で審査を行い、認定の可否を決定しています。認定の

有効期間は 1 年間（自動更新）、神石牛指定事業者には、取扱実績報告書の提出などが義務付けられて

います。「神石牛」の認定基準や取扱いについては、「神石牛認定要領」にとりまとめています。 

これまでは、神石牛を購入したり食べたりしたいという人から問い合わせがあっても、ご紹介できる

店がほとんどないような状況でしたが、「神石牛」ブランドを復活させ、神石牛認定を進める中で、取扱

店が順調に増えてきています。現在の神石牛取扱店は 34店舗で、そのうち 12店舗が飲食店です。取扱

店の中には地元の手打ち蕎麦屋などもあります。広島市で店舗展開している食品スーパーにも取扱店に

なっていただいていますので、広島市でも神石牛を購入することができます。 

 

〇地域の合意形成に向け、行政主導によるブランド戦略の展開 

「神石牛」の中には、県が推進するブランド牛「広島牛」の認定要件を満たすものもあれば、ＪＡ全

農ひろしまが推進するブランド牛「元就」の認定要件を満たすものもありますので、どのブランド名で

流通させるかを、神石高原町や神石牛振興協議会でコントロールすることはできません。 

本来は、生産や流通に直接携わっている組織が中心となって、ブランド戦略を推進していくべきですが、

神石牛の場合、任意組織である神石牛振興協議会があるだけで、中心となって動ける組織がありません。

その結果、神石牛のブランド戦略は町主導で進めるかたちとなっていて、商標「神石牛」についても神

石高原町が取得しました。地域団体商標を取得したいという思いはあるのですが、「神石牛」の生産と出

荷に携わる組織が複数あり、それぞれの方針やこだわりの部分が異なっていているため、合意形成が非

常に難しいという事情があります。「神石牛」自体は非常に優れた地域資源なので、町としては農家を支

援しつつ、「神石牛」のブランド力と事業性の向上を図り、神石高原町で「神石牛」の生産を希望する企

業を町内へ誘致することなどを考えていきたいと思います。 

神石牛ロゴマーク 
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④出西生姜組合・斐川町商工会  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇「出西生姜」について 

出西生姜は、出雲市斐川町の出西地区で栽培されている生姜のことを指し、昔からこの名前が使われ

ています。 

繊維質が少なく、ぴりっとした辛みと上品な香りがあり、天平 5 年（733年）に編纂された「出雲国

風土記」にも出西生姜の名前が出てきます。一時廃れかけていましたが、平成 10年頃、地域の方々の働

きかけで再度復活させようということになり、自治体、斐川町商工会などの支援も受けながら、復活を

果たしました。このことはマスコミに取り上げられ、今では出西生姜の名前は全国的に知られるように

なっています。 

 

〇品質の良さを武器にした販路開拓 

出西生姜組合が生産する出西生姜の量は年間約 10 トンで、生姜の大産地である高知県などと比べる

と量は少ないのですが、毎年、一定の生産量は維持するようにしています。ある程度の生産量に加えて、

その品質の高さが認められ、首都圏を中心に展開している大手スーパーとの直接取引も行っています。

取引を行うにあたり、生産現場を直接目で見てもらい、舌で味わってもらい、その品質の良さを実感し

てもらってから、取引を始めることになりました。出西生姜の価値を認めていただいているので、値引

き交渉はありません。 

本気で取り組めば「出西生姜」は儲かる商品です。それは、値段設定を高くしているからという訳で

はなく、出西生姜の良さを理解し、支持してくださるファンを増やすことによって、値引きを行わず、

単価を維持することができるからだと思います。 

 

 

■ 商品・サービス名称： 

出西生姜（しゅっさいしょうが） 

■ 所在地： 

島根県出雲市斐川町出西 2028（出西生姜組合） 

■ 調査実施日： 

2016年 12月 1日（木） 

■ 調査協力： 

出西生姜組合 代表 永戸 豊 氏 

斐川町商工会 経営指導員 田尻 智恵 氏 

 

＜出西生姜＞ 

島根県出雲市斐川町出西地区で栽培された生姜。繊維が少なく、風味、香りが良く、ぴりっとした辛みを特徴とする。 

◆平成 27年（2015）5月 15日にマークの商標を取得（商標 登録番号 第 5763022号） 

◆平成 27年（2015）5月 29日に「出西生姜組合」の商標を取得（商標 登録番号 第 5766952号） 

 

＜POINT＞ 

『出西生姜』は、その高い品質とロゴマークで他社商品との差別化を図り、メディアや消費

者の発信力を活かした情報発信で認知度も向上しています！ 
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〇ロゴマークを活用した他商品との差別化 

自家用に出西生姜を栽培している農家は 100 を超えると思うのですが、本

格的な販売を行っているのは出西生姜組合（組合員 2戸）だけです。 

出西生姜組合では、他商品と差別化するために、組合のロゴマークを作成

し、商標登録しました。 

ロゴマークは、出荷用の箱や袋に印刷したり、出西生姜を使ったレシピな

どの販促物に表示したりして、他の生姜との違いをＰＲするとともに、「これ

は出西生姜組合の商品ですよ」という出所をアピールすることで、品質の信

頼につなげています。特に、県外で流通している出西生姜は、出西生姜組合 

の商品だけなので、このロゴマークが入っていることが、出西生姜組合が生産した本物の出西生姜であ

ることの証となります。 

出西生姜というブランドを守るため、商標「出西生姜」についても出願を検討しましたが、当時は地

域団体商標制度が創設される前だったこともあり、出願には至りませんでした。しかしながら、どうに

か「出西生姜」というブランドを保護し、他の商品との差別化を図りたいと考え、商工会の支援の下、

ロゴマークと出西生姜組合の商標権を取得しました。 

これまで他商品との差別化を図り、ブランド力を高めるように取り組んできた成果だと思いますが、

単なる生姜として売るより、「出西生姜組合が生産した出西生姜」であることを表示した方が販売量も 1

割から 2割ほど増えるそうです。 

 

〇メディアや消費者の発信力を活かした情報発信 

 出西生姜のＰＲは、テレビ、新聞、雑誌などのパブリシティが中心です。地元はもちろんですが、東

京や大阪からも毎年取材に来られます。出西生姜組合にはホームページもありませんし、マスコミに取

り上げられるようなことは特別に何もしていないのですが、インターネットで検索すると、出西生姜の

情報がたくさん出てくるそうです。中にはご自身のブログで、出西生姜のＰＲをしてくださる方もいら

っしゃいます。 

 このように、自ら情報を発信するツールを持っていなくても、商品のブランド力を高め、ファンを増

やすことが、商品の情報発信力を高めることにもつながると思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出西生姜組合ロゴマーク 
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⑤深川養鶏農業協同組合 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

〇「長州黒かしわ」について 

1996年に、山口県畜産試験場（現 山口県農林総合技術センター 畜産技術部）と連携して、地鶏の開

発に着手しました。天然記念物の「黒柏鶏」を使って開発した雄系種鶏の「やまぐち黒鶏」に、ロード

アイランドレッドを掛け合わせたのが「長州黒かしわ」で、山口県唯一のオリジナル地鶏です。 

2009年 2月に「長州黒かしわ」という名称を発表し、同年の秋に販売を開始しました。 

商品は、インパクトのある名前でなければ絶対に売れません。「山口」ではなく「長州」という地名を

使ったのは、「長州」の方が全国レベルで消費者に受けると思ったからです。「黒かしわ」についても、

もちろん強い思い入れがあります。生産者は 3農家 4農場で、飼料は統一しています。品質管理を徹底

するために、今年度から毎回出荷時に食味テストを行っているほか、数値的な検査も季節ごとに実施し

ています。 

品質管理規程の策定についても、山口県農林総合技術センターと生産者で進めているところです。 

「長州黒かしわ」の商品開発とブランド化に関する一連の取り組みは、農林水産省の補助事業を活用

して推進しています。山口県も「長州黒かしわ」の販路開拓に力を入れており、2013年に長州黒かしわ

を「山口ブランド」に認定し、さらには「山口ブランド」の中でも特に拡売を図っていく「ぶちうまフ

ァイブ」のひとつとして、展示会出展やＰＲ活動などを支援していただいています。 

 
 
 
 

＜長州黒かしわ（地域団体商標 出願番号 商願 2016－90472）＞ 

平成 28年（2016）8月 19日出願 

山口県産の鶏肉、山口県産の鶏肉を原料とする肉製品、山口県産の鶏肉又は山口県産の鶏ガラの抽出物を原料とする 

カレー・シチュー又はスープのもと、山口県産の鶏肉又は山口県産の鶏肉を原料とする肉製品を主材とする惣菜、山 

口県産の鶏肉又は山口県産の鶏ガラの抽出物を原料とする炊き込みご飯のもと 

＜長州地どり（地域団体商標 出願番号 商願 2016－62918）＞ 

平成 28年（2016）6月 9日出願 

山口県産の地鶏の鶏肉、山口県産の地鶏の鶏肉を原料とする肉製品 

◆「長州黒かしわ」がやまぐちの農林水産物需要拡大協議会「やまぐちブランド」に認定（2013.5） 

◆平成 12年（2000）4月 28日に「長州どり」の商標を取得（商標 登録番号 第 4379950号） 

◆平成 22年（2010）6月 4日に「長州黒かしわ」の商標を取得（商標 登録番号 第 5328087号） 

■ 商品・サービス名称： 

長州黒かしわ（ちょうしゅうくろかしわ） 

■ 所在地： 

山口県長門市東深川 1859-1 

■ 調査実施日： 

2016年 12月 5日（月） 

■ 調査協力： 

 黒かしわ・地どり推進部 部長 長尾 英樹 氏  

黒かしわ・地どり推進部 係長 磯部 充利 氏 

 

 

＜POINT＞ 

トップブランド『長州黒かしわ』のイメージを活かした営業戦略で、ブランド全体の底上げ

を図り、地域一体となったＰＲで首都圏へ販路を拡大しています！ 
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〇3ブランドの頂点に立つ「長州黒かしわ」のブランドイメージを使った営業戦略 

深川養鶏農業協同組合では、「長州どり（銘柄鶏）」、

「長州地どり（赤鶏）」、「長州黒かしわ（山口県産オ

リジナル地鶏）」の 3ブランドを展開しています。 

年間生産量は、「長州どり」が 500万羽、「長州地

どり」が 15万羽、トップブランドである「長州黒か

しわ」は 3万羽です。「長州地どり」は関西以西での

展開が中心ですが、「長州黒かしわ」は首都圏への出

荷が過半数を占めます。 

販路開拓において、相手がどのような企業であっても、まずはトップブランドである「長州黒かしわ」

を提案しています。トップブランドから紹介することで、他のブランドについても良いブランドイメー

ジを持っていただくことができ、ブランド全体の底上げにつながっています。徹底した品質管理による

味の良さに絶対の自信を持っているので、県外流通においては、小売店、飲食店ともに、問屋を通さず、

サンプルを送り納得いただいた上で、直接取引に近い形で取引しています。 

 

〇営業担当者の知財意識の重要性 

「長州どり」（文字商標）と「長州黒かしわ」（ロゴ商標）の商標を登録しています。「長州地どり」と

「長州黒かしわ」は、地域団体商標を出願中です。「長州どり」は、文字商標を取得することができまし

たが、「長州地どり」と「長州黒かしわ」の場合は文字商標の取得が難しく、地域団体商標を取得するこ

とにしました。なお、「長州黒かしわ」のロゴ商標については、出願した当時はまだ地域団体商標の周知

性要件を満たすことができなかったので、とりあえずロゴ商標を押さえておこうということで取得した

のですが、デザインが非常に良いとバイヤーや料理店に評価していただいています。 

ロゴ商標にはＲマーク（登録商標マーク）を入れるようにしています。Ｒマークを入れることで、外

部的にはもちろん、内部的にも、これは商標であるという意識を高めることができます。 

商標権については、商品を売っていく上での大前提として取得しておくことが大切です。特に、大手

メーカーとの取引においては、商品に名前を使って良いことの証として、商標権の保有が求められます

ので、営業担当者はとりわけ知財意識をしっかりと持っておかなくてはなりません。 

 

〇地域一体となったＰＲをきっかけに販路を地元から首都圏へ拡大 

「長州黒かしわ」の販売は、地元から開始しました。地元の旅館やホテルでは早い時期から使ってい

ただいています。また、首都圏の富裕層を対象に売りたいという思いがあったため、県と一緒に首都圏

の高級スーパーへ営業に行ったのですが、最初は相手にしてもらえませんでした。1 団体でのＰＲ力が

弱かったのだと思います。そこで県の担当者が、オール山口で売り込むことを提案し、県の産品を期間

限定で扱う「山口フェア」を開催しました。「山口フェア」の中で、「長州黒かしわ」を扱っていただき、

その時に試食したお客さんの反応が良く、「また買いたい」という声が多くあがったことをきっかけに、

取り扱いを開始することになりました。現在は首都圏への出荷が、全体の 2割を占めています。高級ス

ーパーは、自店の取扱商品に大変なこだわりを持っていますので、取扱いがあること自体がステイタス

になりますし、消費者へのＰＲにもなります。取引を継続するためには、高い品質とブランド力を維持

することが求められますが、信頼されるブランドだからこそ、価格の主導権を組合が握ることを認めら

れています。

 

左から、長州どり、長州地どり、長州黒かしわのロゴマーク 




