
 

111 

 

Ⅵ．地域団体商標の効果的な活用方策について 

委員会での検討や、アンケート調査及びヒアリング調査の結果を踏まえ、地域団体商標の効

果的な活用方策についてとりまとめた。 

１．調査結果に基づく地域団体商標の効果 

中国地域の地域団体商標を取得している団体を対象としたアンケート調査では、地域団体商 

標は、取得しただけではその効果は限定的で、活用してはじめて期待した通りの、あるいは期 

待以上の効果が得られるという結果が出た（P16参照）。 

また、地域団体商標を活用している団体の中でもより高い効果をあげている団体は、ターゲ

ットを明確にした上で、商品・サービスの特徴や魅力を再認識するとともに、それを分かりや

すくターゲットに伝えるため、訴求効果の高いプロモーションを実施するなど、戦略的な取り

組みを行っていた。 

このことから、地域団体商標の活用において、マーケティングの４Ｐ（※）を上手く組み合

わせることが有効であると考え、地域団体商標を戦略的に活用している「玉造温泉」の事例で

検討を行った。 

 

（※）お客様（ターゲット）に適合する「商品（Product）」、「価格（Price）」、「流通（Place）」、「販 売促進（Promotion）」

を効果的に組み合わせ、顧客満足の実現を通じて組織の目標（利益の確保、地域のイメージアップ、産業振興

など）を達成する取り組みをマーケティングといい、マ ーケティングを展開するための４つのツール「商品

（Product）」、「価格（Price）」、「流通（Place）」、「販売促進（Promotion）」を、それぞれの頭文字を取って「マ

ーケティングの４Ｐ」と呼ぶ。 

 

＜地域団体商標の戦略的活用事例＞ 

 

 

 

 

●商品（Product）：泉質の良さを活かした『美肌・姫神の湯』 

・科学的分析に基づく美肌効果のある温泉（1300年伝わる玉造温泉の効能）。 

・泉質の良さを感じられる関連商品（化粧品等）。 

・地域団体商標「玉造温泉」という旗印のもと、地域一体となった最高のおもてなし。 

・まちを回遊させるための仕掛けづくり（玉作湯神社の「願い石」、足湯、ゆかたレンタル

など）。 

 

●価格（Price）：オンリーワンの魅力提供を武器とする適正な価格設定 

・「美肌」と地域の観光素材を関連づけた体験や、ここにしかないおもてなしの提供で他地

域との差別化を図り、価格競争に左右されない適正な価格設定を実現している。 

・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、お客様の支持にもつながっている。 

 
 

・地域団体商標：「玉造温泉」 

・テーマ   ：「美肌・姫神の湯」 

・コンセプト ：「若い女性」をターゲットに「美肌温泉」という価値を提供 
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●流通（Place）：ネットエージェントや直予約での販売も重視 

・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、複数のチャネルを活

用することで、宿を予約するお客様の利便性を高めている。 

・インターネットの口コミを大切にしている。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る。 

 

●販売促進（Promotion）：予算の無駄遣いをやめ、ＰＲ方法の統一化 

・チラシやポスターなどを全て廃止し、「姫神さまのふりぃぺーぱー」（年４回）という着

地型パンフレットで統一的なＰＲを行っている。 

・イラストのみの絵手紙集のようなパンフレットが、女性観光客からの友人へのお土産と

して渡されるようになり、このことが新規顧客の獲得につながっている。 
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効果 ポイント 地域団体商標 ページ

ニセモノ対策 地域団体商標の取得でニセモノを排除 下関ふく（しものせきふく） 44

ニセモノ対策
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

広島針（ひろしまはり） 48

ニセモノ対策
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（おおちょうみかん） 60

品質の維持・向上
3団体での地域団体商標取得によるブランドの底上げ
（品質の維持・向上）

長門ゆずきち（ながとゆずきち） 46

品質の維持・向上
「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（ちやぎゅう） 68

視認性の向上 ロゴマークの作成・展開 石州瓦（せきしゅうかわら） 42

視認性の向上 ブランドマークの作成・展開 下関ふく（しものせきふく） 44

視認性の向上 ロゴマークの作成・展開 千屋牛（ちやぎゅう） 68

品質保証
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」は安全の保証）

下関ふく（しものせきふく） 44

品質保証
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
を獲得

千屋牛（ちやぎゅう） 68

付加価値の向上
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

広島針（ひろしまはり） 48

付加価値の向上 泉質の良さを伝えるために「玉造温泉」関連商品を開発 玉造温泉（たまつくりおんせん） 56

付加価値の向上 コラボレーションによる相乗効果 広島針（ひろしまはり） 48

プレミアムブランド より付加価値の高いトップブランドの創出 大山ブロッコリー（だいせんぶろっこりー） 62

ブランド枠の拡大
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

しまね和牛（しまねわぎゅう） 70

ブランド枠の拡大
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（複数品種を商標で括り長期展開）

岡山白桃（おかやまはくとう） 66

以上のとおり、マーケティングの４Ｐに基づく分析及び戦略策定によって、それぞれの商品

やサービスに合った地域団体商標の活用方策がみえてくることから、ヒアリング調査先の各団

体の取り組みについても、マーケティングの４Ｐの視点で次のとおり分析・分類を行い、戦略

的活用による地域団体商標の効果について整理を行った。これら効果に関する情報は、地域団

体商標取得による効果を実感できていない団体が、今後、地域団体商標の効果的な活用方策を

検討する際の参考情報となると考える。 

 

 （1）商品（Product）に関する効果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ニセモノ対策 

複数の団体が、地域団体商標の取得によってニセモノが減少したことを実感している。ただ

し、ニセモノを見つけた時に、積極的な対応をしている団体はほとんどなく、地域団体商標の

抑止効果で、ニセモノが自然に減っていくことが期待されている。 

 

○品質の維持・向上 

地域団体商標を使用できる商品・サービスの範囲（品質の基準）や、商標の使用方法などを

ルール化し、そのルールを関係者全員が遵守している団体においては、品質の維持・向上が図

られている。 
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効果 ポイント 地域団体商標 ページ

高値取引
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

玉造温泉（たまつくりおんせん） 56

高値取引
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る

隠岐牛（おきぎゅう） 64

高値取引 ブランド力を武器に高値での取引を実現 しまね和牛（しまねわぎゅう） 70

高値取引・価格の安定
認知度の高まりはブランド価値を高め、高値販売につな
がる

岡山白桃（おかやまはくとう） 66

価格の安定 3団体での地域団体商標取得による価格の安定 長門ゆずきち（ながとゆずきち） 46

○品質保証・視認性の向上 

地域団体商標を活用したロゴマークやブランドマークを商品に表示し、品質保証の証として

いる。デザイン性の高いロゴマークが、視認性の向上や、商品イメージの向上につながってい

るという声も聞かれた。 

 

○付加価値の向上 

地域団体商標を前面に出し、パッケージデザインをギフト向けとすることで、土産物需要の

掘り起こしに成功している。 

地域ブランド同士のコラボレーションが、商品の付加価値向上につながるということで、コ

ラボレーションに積極的に取り組んでいる事例がある。 

 

○プレミアムブランド 

より厳しい品質基準のもと、プレミアムブランドを展開することで、商品全体のブランドイ

メージの向上が図られている。 

 

○ブランド枠の拡大 

既存の複数ブランドを地域団体商標に統一したり、既存のブランドから外れた商品を地域団

体商標に含めたりすることで、ブランド枠が拡大できている。 

 

 （2）価格（Price）に関する効果 

 

 

 

 

 

 

 

 

○高値取引 

品質の良さやオンリーワンの魅力で差別化を図ることで、適正な価格設定が実現できる。 

大消費地での認知度が高まり、高単価で安定して売れるようになった事例がある。 

 

○価格の安定 

同じ商品を扱う複数の団体で地域団体商標を取得し、協議しながら価格戦略を進めていくこ

とで、価格の安定が図られている。
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効果 ポイント 地域団体商標 ページ

販路開拓・新市場開拓
組合員による「石州瓦」売り込みのための新たな取り組
み（商品開発で新市場を開拓）

石州瓦（せきしゅうかわら） 42

販路開拓・新市場開拓 地域団体商標を前面に押し出すことで販路を拡大 広島針（ひろしまはり） 48

販路開拓・新市場開拓
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（量が増えたことで量販店との取引を実
現）

千屋牛（ちやぎゅう） 68

大都市での展開
東京市場に出して一定の評価を得ることは認知度向上
の近道となる

隠岐牛（おきぎゅう） 64

大都市での展開
地域団体商標の活用による競合との差別化で大都市で
の販路開拓に成功

岡山白桃（おかやまはくとう） 66

大都市での展開
特に優秀な肥育農家が肥育した牛を選んで大消費地に
出荷し高い評価を獲得

しまね和牛（しまねわぎゅう） 70

海外進出
「石州瓦」の海外での新たな市場づくり（行政の支援を受
けて進出したロシアで高い評価）

石州瓦（せきしゅうかわら） 42

市場への適合
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る

玉造温泉（たまつくりおんせん） 56

市場への適合 取扱量や取扱期間に応じた地域団体商標の使い分け

広島レモン（ひろしまれもん）と大長レモン
（おおちょうれもん）
広島みかん（ひろしまみかん）と大長みか
ん（おおちょうみかん）

60

 （3）流通（Place）に関する効果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○販路開拓・新市場開拓 

地域団体商標を活用して新商品開発に取り組み、既存の市場とは異なる市場への参入を果た

している。農産品においては、食品メーカーなどに対し、加工品の提案を行いながら、原料供

給先を開拓している事例がある。 

 

○大都市での展開 

品質の高さと、地域ブランドの強み（希少性・商品の背景となる物語の魅力）を武器に、大

都市で流通している競合商品との差別化を図り、大都市での販路開拓に成功している。 

 

○海外進出 

地域団体商標を通じて「日本製」をアピールし、海外進出を果たした事例がある。 

地域団体商標を取得していることが、海外進出に際しての行政の支援につながっている。 

 

○市場への適合 

・同一の商品に対して複数の地域団体商標が使用できる場合に、販路に応じた使い分けを行

っている。たとえば、取扱量が多い大都市の量販店との取引においては、「県名＋商品名」

といった広いエリアでの地域団体商標を使用して欠品を防いでいる。その一方で、「特定の

地域名＋商品名」といった狭いエリアでの地域団体商標を使用して、商品の背景となる物

語や商品の希少性をアピールし、消費者の支持を獲得している。 

・ネット販売をはじめとする販売チャネルの拡充を図ることで、消費者の多様なニーズに対

応することが可能となり、新規顧客の獲得につながっている。 
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効果 ポイント 地域団体商標 ページ

加工品・関連品の展開で
知名度向上

加工品（オジリナル商品・地域団体商標の名前を使用し
た取引先の商品）によるブランドＰＲ

長門ゆずきち（ながとゆずきち） 46

加工品・関連品の展開で
知名度向上

規格外品の活用によるＰＲ（加工品がのＰＲ大使として
機能）

福山のくわい（ふくやまのくわい） 50

加工品・関連品の展開で
知名度向上

独自開発の加工品によるＰＲ
大長みかん（おおちょうみかん）
大長レモン（おおちょうれもん）

60

加工品・関連品の展開で
知名度向上

泉質の良さを伝えるために「玉造温泉」関連商品を開発 玉造温泉（たまつくりおんせん） 56

コラボによる注目度の
アップ

コラボレーションによる相乗効果 広島針（ひろしまはり） 48

行政の支援・行政との連
携

行政と連携したＰＲ活動で全国ブランドに育成 広島レモン（ひろしまれもん） 58

行政の支援・行政との連
携

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（だいせんぶろっこりー） 62

集中的な販売促進 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 大長みかん 60

集中的な販売促進
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（おかやまはくとう） 66

ＰＲツールによる顧客獲
得

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（たまつくりおんせん） 56

 （4）販売促進（Promotion）に関する効果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○加工品・関連品の展開で知名度向上 

地域団体商標の名称を使った加工品や関連商品を展開することで、地域団体商標の知名度が

向上している。 

団体がオリジナル商品を開発した場合も、原料などの納入先が地域団体商標を使った加工品

を展開した場合も、ともに知名度の向上につながっている。 

 

○コラボによる注目度のアップ 

地域団体商標を活用したコラボ商品の開発はＰＲ効果が高く、地域ブランド同士のコラボレ

ーション、地元メーカーとのコラボレーション、情報発信力のある大手食品メーカーとのコラ

ボレーションなど、様々な事例がある。 

 

○行政の支援・行政との連携 

自治体の支援を受けながら、ＰＲイベントなどを展開している団体が複数あり、地域団体商

標の取得は、公的支援を引き出す上でも有利といえる。 

 

○集中的な販売促進・ＰＲツールによる顧客獲得 

ＰＲ効果を高めるために、特定のターゲット層に向けて、あるいは、需要が高まる時期に合

わせて販促活動を展開している団体が複数ある。 

特定のターゲットに特化した販促ツールの展開で新規客を獲得している事例もある。 
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効果 ポイント 地域団体商標 ページ

連携推進
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

比婆牛（ひばぎゅう） 52

合意形成 地域団体商標を旗印に関係者の合意形成を図る 玉造温泉（たまつくりおんせん） 56

構成員のモチベーション
アップ

地域団体商標の取得が、生産者の自信につながる 大山ブロッコリー（だいせんぶろっこりー） 62

 （5）組織に関する効果 

 

 

 

 

 

 

○連携推進 

地域団体商標を取得することで、地域ブランドとしてのアピール力が高まり、外部関連組織

との連携関係を構築しやすくなる。 

 

○合意形成 

地域団体商標を取得し、これを「旗印」として掲げることにより、「この地域のブランドを、

地域全体で育てていこう」という同じ目標のもとで、立場の異なる関係者がひとつにまとまり、

合意形成が図りやすくなる。 

 

○構成員モチベーションアップ 

地域団体商標の取得により、指定商品等について商品やサービスの名称を独占的に使用でき

ようになることで、自らの商品やサービスに対する自信や誇りにつながっている。 

地域団体商標の取得を契機にメディア等への露出が増えるなど、地域内外での評価が高まっ

たことによって、団体構成員のモチベーションアップにつながっている事例もある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜地域団体商標取得後の戦略的活用マニュアル作成＞ 

 ヒアリング調査結果を踏まえ、地域団体商標の取得効果があがっている団体とそうでな

い団体を比較してみると、取得効果があがっていない団体は、戦略性にやや欠け、地域団

体商標を上手く活用できていないことが明らかになった。 

地域団体商標の取得効果を高めるためには、商品やサービスのターゲットを明らかにし

た上で、ターゲットに適合するマーケティングの４Ｐを分析し、分析結果を具体的な戦略

に落とし込んでいくことが不可欠である。 

また、４Ｐには当てはまらないが、「組織」に関する点でも、地域団体商標は効果を発

揮する。 

以上のことを踏まえ、本事業の成果物として、マーケティング発想を取り入れて地域団

体商標を活用する方法をまとめたマニュアルを作成した。 
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２．団体が取り組むべき地域団体商標の効果的な活用方策 

「１．ヒアリング調査結果に基づく地域団体商標の効果」から導き出された、団体が取り組

むべき、地域団体商標の効果的な活用方策は以下の通り。 

 

(1)商標管理規程の整備 

商標管理規程を定め、規程に基づいた商標使用を徹底することで、ニセモノの発生を未然に

防止することができる。 
 

(2)品質管理規程の整備 

品質管理規程を定め、商品・サービスの質を維持向上させる。品質管理規程をホームページ

などで情報公開することは、消費者の支持にもつながる。 
 

(3)地域ブランド戦略の策定 

お客様（ターゲット）を明確にし、競合との差別化を図りつつ、ターゲットに適合する「商

品」「価格」「流通」「販売促進」の組み合わせについて戦略を策定し、ブランドとしての確立と

成長を目指す。 
 

(4)商品開発・加工品への取り組み強化 

地域団体商標の名称を使った商品を展開することで、地域団体商標の認知度を向上させるこ

とができる。収穫期間が限定的な農産品なども、加工品であれば通年展開が可能であり、規格

外品の活用方策としても有効である。 
 

(5)商品開発におけるコラボレーション 

地域団体商標同士のコラボレーションはＰＲ効果が高い。また、それぞれの販路を活かすこ

とができるなど、展開上のメリットが多い。 
 

(6)プレミアムブランドの創出 

プレミアムブランドを作り商標または地域団体商標を取得することで、ブランド全体のイメ

ージの底上げを図ることができる。 
 

(7)地域団体商標の使い分け 

・狭いエリアの地域団体商標 

特別感を演出し消費者の興味を引き付けることができる。物語を作りやすい。希少性がある。 

・広いエリアの地域団体商標 

まとまった量を確保でき、量販店などとの取引において有利。 
 

(8)ブランドマーク・ロゴマークの作成 

マークを通じてブランドイメージをより強く訴えることができる。マークを商品のパッケー

ジなどに表示して、選択の目安とする。ブランドを守るため、マークの商標を取得することが

望ましい。 
 

(9)構成員のモチベーション向上 

地域団体商標は、立場の違う組織などをひとつにまとめる「旗印」としての役割を果たす。 
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＜展開イメージ＞ 

３．国の支援でより高い効果が期待できる地域団体商標の活用方策 

「２．団体が取り組むべき地域団体商標の効果的な活用方策」に掲げた項目は、いずれも団

体が独自に取り組むことができるものではあるが、以下の項目については、国が支援すること

で、より高い効果が引き出せると考えられる。 

 

◇ コラボレーションによる訴求効果の拡大支援 

地域団体商標を効果的に活用しながら、商品やサービスの認知度向上、顧客満足の増大、高

単価での取引、新規取引の獲得や新市場の開拓を実現している団体がある一方で、地域団体商

標の取得効果が実感できない団体や、地域団体商標の活用について試行錯誤を繰り返している

団体もあることが、調査を通じて明らかになった。 

地域団体商標を保有する各団体が、地域団体商標を有効活用しながら、商品やサービスのブ

ランド力を高めていくためには、地域団体商標を保有する団体同士の「出会い」、「学び」、そし

て「実践」の場を提供することが必要である。 

具体的には、個々の団体で取り組むことが難しい、異分野・異業種の「コラボレーション」

をテーマとする事業を展開し、地域団体商標を保有する各団体が、互いの商品やサービスに対

する理解を深め、共感し、そこから新たな商品・サービスを生み出すプロセスを支援する。 

こうしたコラボレーションの実践を通じ、新市場への販路開拓等を通じた訴求効果の高め方

を実感する機会を創出することは、事業に参画した団体の知財活用意識を高め、地域団体商標

の、より高度で戦略的な活用を促すことができると考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○異分野・異業種の情報交換 

 知的財産、商品開発、マーケティング、組織体制の整備などについ

ての学びの場の創出 

 

○複数の地域ブランドのコラボレーション 

 新たな商品・サービスを生み出し、新市場への販路開拓等を実感し

てもらう機会の創出 

コラボレーションによる訴求効果の拡大支援 

地域団体商標の戦略的な活用の促進 


