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第１章 事業の実施方針 
 

 

１. 事業実施の基本方針等 

 

（１）事業の趣旨と目的 

 

① 本事業の背景 

平成２９年７月、日本政府は欧州連合（ＥＵ）との経済連携協定（ＥＰＡ）交渉が大枠合

意したことを宣言し、平成３１年の早い段階の発効を目指している。今回の大枠合意では、

地理的表示（ＧＩ）を認め合う仕組みが合意されるなど、ブランドを保護することで地域産

品の評価を高め日本からＥＵへの輸出に弾みがつくことが期待される。このように、ブラン

ドの重要性が改めて認識される中、中小企業がブランド構築を実現し、海外販路開拓を行う

ための支援が求められている。 

中国地域においては、伝統工芸品等の地場産業や農林水産物等を活用した食品産業が数多

く存在していることから、中国経済産業局としても、地域資源や食品分野への支援、具体的

には、地域産品等の付加価値向上を図るとともに、商標制度等の活用を通じた権利保護の普

及啓発を積極的に行っているところである。 

 

②本事業の目的と業務 

本事業は、こうした政策的背景を踏まえ、ブランド構築や商標の専門家を講師としたセミ

ナー開催や個別企業への訪問指導を行い、商標を活用したブランド構築による付加価値向上

への理解を促し、海外販路開拓・拡大を図ることを目的として実施した。 

 

■事業の趣旨と目的 
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（２）事業実施の基本方針 

 

本事業の実施にあたっては、【中国地域の地域産品製造中小企業】を対象に、【地域資源活

用型商品】の海外展開に向けたブランド化を図るため、「視点１．仕向け先の消費者意識を踏

まえたブランド価値向上支援」及び「視点２．言語を超える感性マーケティングで商品価値

を再評価」を重視して事業を実施した。 

その上で、２つの視点を展開する上でのキーワードを設定し、専門家の指導を仰ぐことと

した。 

「視点１．仕向け先の消費者意識を踏まえたブランド価値向上支援」においては、「仕向け

先の消費者意識の反映」「地域資源活用商品のブランド化」を事業の実施において具体化して

いくこととした。 

一方、「視点２．言語を超える感性マーケティングで商品価値を再評価」においては、感性

マーケティングの発想に立った商品の「ストーリー」の再考とそれを踏まえた「ネーミング」

の検討、「パッケージ」への反映を図ることとした。 

 

■基本方針と重視する視点 
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（３）事業展開フロー 

 

調査実施の基本方針に基づき下記の事業を実施した。なお、事業ごとに基本方針を反映さ

せるため、表のとおりの反映ポイントを設定した。 
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第２章 セミナー開催 
 

１. セミナーの開催概要 

 

（１）セミナー開催の目的 

 

海外への販路開拓・拡大に必要なブランド構築（パッケージデザインやラベル等）や商標

活用の重要性を地域資源・食品分野の地域企業に幅広く認識してもらうためのセミナーを開

催した。対象は、海外に向け販路を開拓・拡大したい具体的商品を持つ中小企業とし、講師

は、ブランディング専門家＊１、商標専門家＊２、海外展開支援専門家＊３、海外展開を支

援するデザイナー＊４とした。 

 

＊１「ブランディング専門家」 

海外に受入れられやすいパッケージデザインやラベル等の助言を行うことで海外に向けた

ブランド構築の支援を行い、地域産品等の付加価値向上に寄与する者。 

 

 

＊２「商標専門家」 

国内の弁理士等で模倣品対策も含めた商標活用について助言を行う者 

 

＊３「海外展開支援専門家」 

国内の中小企業等の海外展開に向けた実務上の法律及び商習慣、知財活用に精通し、実際

の海外展開支援経験を活かした助言、指導を行う者。 

 

＊４「海外展開を支援するデザイナー」 

海外での企業向けデザイン製作等の経験を有し、海外の消費者意識を踏まえたパッケージ

デザインについて助言、指導を行うとともに、対象商品パッケージの改善案を製作し、提案

する者。 

 

（２）セミナーの概要 

 

①開催の基礎条件 

・海外への販路開拓・拡大に必要なブランド構築（パッケージデザインやラベル等）や商標

活用の重要性を地域資源・食品分野の中小企業に幅広く認識してもらうために、中国地域

において、セミナー（1回 3時間）を２回（広島市内１回、松江市内１回）開催した。 

・セミナーでは、ブランディング専門家や海外展開支援専門家、海外展開を支援するデザイ

ナーから商標の活用を含めたブランド構築の必要性について説明し、中小企業に対する普

及啓発を図った。 

・対象は、海外に向け販路を開拓・拡大したい具体的商品を持つ中小企業とし、対象人数は

各会場とも３０名程度とした。 

・参加中小企業者のうち、海外に向け販路を開拓・拡大したい具体的商品を持つ者は持参す

ることとし、ブランディング専門家や海外展開支援専門、海外展開を支援するデザイナー

による当該商品に対するアドバイスを「ブラッシュアップ・カフェ」として実施した。 

・開催するセミナーの構成イメージは以下のとおり。 

① ブランディング専門家や海外展開支援専門、海外展開を支援するデザイナーによる海外

向けデザインの重要性や商標を活用したブランド構築の必要性についての講演  
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② ブランディング専門家や商標専門家による具体的商品に対するアドバイス 

③ 質疑応答 

 

 上記②③はブラッシュアップ・カフェ＊として開催。 

 

＊ブラッシュアップ・カフェ 

事業者が持参した海外に向け販路を開拓・拡大したい商品を対象に、講師及び参加者が意

見交換しながら、強みと課題の意見を集約し、可視化するワークショップ。 

 

②セミナータイトル 

 セミナータイトル及びサブタイトルは以下のとおり設定した。 

 

地域商品の海外向けブランド化支援セミナー 

～海外で売れるブランドづくりの秘訣をお伝えします～ 

 

③講演テーマ及び講師の選定 

 本セミナーの講演テーマと講師の選定は以下のとおり設定した。 

 

◎「ブランディング専門家」兼「商標専門家」講師と選定理由 

≪講師≫ 

吉長 成恭氏（県立広島大学 MBA客員教授、(一社)Kansei Project Committee 理事長） 

≪選定理由≫ 

言語の違いを超えた五感を活かしたコミュニケーションマーケティング手法として注目さ

れている、感性マーケティングの専門家で、広島県内などでの海外展開に向けたブランド化

調査及び支援の実績を有するとともに、知財活用によるブランド化にも詳しい専門家である

こと。 

 

◎「海外展開支援専門家」講師と選定理由 

≪講師≫ 

長光 正明氏（株式会社パシフィック物産 代表取締役社長、JETRO認定貿易アドバイザー） 

≪選定理由≫ 

JETRO 認定貿易アドバイザーとして、国内の中小企業等の海外展開に向けた実務的な指導

にあたるとともに、国・地域ごとの貿易事情に精通し、知財活用の重要性を貿易の現場視点

で語ることのできる専門家であること。 

 

◎「海外展開を支援するデザイナー」講師と選定理由 

≪講師≫ 

洪 昌督氏（株式会社益田工房 代表取締役会長） 

≪選定理由≫ 

 海外での WEB デザインアウォードなどで受賞経験を有し、海外（オーストラリア）と国内

（島根県益田市：本社、松江市、東京都内）を拠点に、ローカル商品をグローバルな観点か

らデザインにあたる専門家であること。 

 

 講演テーマ 講師 開催地 

① 海外展開に向けた知

的財産活用の基礎知

吉長 成恭氏 

・県立広島大学 MBA客員教授 

広島 

松江 
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識とマーケティング

手法 

・(一社) Kansei Projects Committee理事長 

② 海外展開に向けた貿

易実務の基礎知識 

長光 正明氏  

・株式会社パシフィック物産 

代表取締役社長 

・JETRO認定貿易アドバイザー 

広島 

③ 海外で通用する商品

価値を伝える 

ローカルデザイン 

洪 昌督氏 

・株式会社益田工房 代表取締役会長 

・アートディレクター、フォトグラファー 

松江 

 

 

■講師の経歴 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

  

洪 昌督 氏 

(株)益田工房 代表取締役会長 

アートディレクター。フォトグラファー。 

日本映画学校にて映画製作を学び、卒業後、映像作家に師事。自主映画製作や楽曲 

制作といったアーティスト活動を 2007 年頃まで行う。 

2008 年、家業の事業継承のため益田市に U ターン。 

2010 年株式会社益田工房設立。 

2014 年東京オフィス設立。2017 年松江オフィス設立。 

主な受賞暦 

Tokyo International photo Awards 2016 : Silver 

Moscow International photo Awards 2017 : Silver 

International Photography Awards 2017 : Honorable Mention 

その他、チームとして島根広告賞にて入賞多数。 

2017 年アーティストネーム cole として、アルバム『songs of remedy』をリリース。 
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④ブラッシュアップ・カフェの概要 

 

海外展開をめざす商品や開発中サンプル品への講師からの助言を希望する参加事業者に、

該当商品等の持参を依頼し、講師及び参加者が意見を交わし、さまざまな層の声を活かした

商品ブラッシュアップ（磨き上げ）を行うことを目的に実施した。 

広島会場では、講師と参加者が 3 品中２品について対象商品別に２グループに分かれ、残

る 1品（「かきグラまん」）については、合同で意見交換を行う形式で実施した。 

松江会場では、講師と参加者がすべての対象商品 6 品を全体で意見交換を行う形式で実施

した。 

 

１）持参企業による商品説明 

商品を持参した企業担当者が、海外ブランド化に向けての商品説明、狙いをプレゼンテー

ションする。 

 

≪プレゼンポイント≫ 

 商品名（海外向けのネーミングアイデアがあればあわせて紹介） 

 価格帯（国内・海外展開での想定価格） 

 商品の特徴（特に海外展開で PRしたい点） 

 対象層（輸出想定国があれば国や地域名称、消費ターゲット層など） 

 来場者の意見がほしいポイント 

 講師の助言希望ポイント 

 

２）参加者意見の書き出し 

参加者は以下のような意見を付箋に書き出した。 

１）商品に「いいね！」と共感する点 

２）商品等について質問したいこと 

３）そのほかのこと 

 

３）参加者意見に基づく意見交換 

模造紙に貼り出した上で、意見が記入された付箋をもとに意見交換を行った。 

 

４）講師助言 

企業からの「講師の助言希望ポイント」と参加者意見をもとに、ブラッシュアップ・アド

バイスを行った。 
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２. セミナー開催の広報展開 

 

（１）広報展開 

 

①告知チラシの制作  

 

 開催にあたっては、広島国税局の後援を受けて実施した。 
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②フェイスブックページ開設 

 

 告知ツールとしてフェイスブックページを開設し、広報を実施した。 

 

 
 

  
 

 

③その他 

 

 上記①②のほか、中国経済産業局のホームページ、同局産業部国際課メルマガ等を活用し

た広報等を実施した。 
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３. セミナー開催結果 

 

（１）広島会場の実施結果 

①開催概要 

 広島会場の開催会場、タイムテーブル等は以下のとおり。 

 

■開催日時 2017年 12月 6日（水） 

■会場   広島合同庁舎 2号館 2F第 1会議室（広島市中区上八丁堀 6番 30号） 

■参加者数 25名 

 

■タイムテーブル 
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②講演概要 

 

１）長光 正明氏 （株式会社パシフィック物産 代表取締役社長） 

【講演「これだけは知っておきたい貿易実務の基礎知識＜入門編＞」】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■講演のサマリー 

 

１）－１ 国債売買取引の本質 

 

１）－２ 貿易実務の基本用語 

 

１）―３ 貨物の引き渡し場所 

 

１）－４ CIFの費用構成 

 

１）－５ 輸出成功の秘訣 

 

１）－６ ジャパン・ブランドと知財活用 

 

１）－７ JETROなど専門支援機関の制度等活用 
 

■知的財産活用に関するポイント 

 海外市場では、日本製品への信頼は高い。 

 商標などの知的財産に関わる法律については、国ごとに定められている。国内で商標権

を取得していたとしても、輸出先の国では効力を持たない。 

 知財対策に関する情報を JETOROのホームページで提供している。 

 

 

＊講師の意向を尊重し、講演内容については目次のみの掲載としています。 
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２）吉長 成恭氏（県立広島大学 MBA客員教授・（一社）Kansei Projects Committee 理事長） 

【講演「感性デザイン価値が拓く新たな海外市場」要旨】 

 

 
 

『海外取引における重要事項』 

 自身の海外展開指導実績に日本酒輸出に関する調査がある。その調査で得たひとつの結

論は、「海外展開には信頼できるインポーターとの連携が不可欠であり、知財や商慣行に

通じた貿易実務を行っている存在が不可欠」ということだった。 

 自社サイドと相手国のカウンターパートナーとの信頼関係づくりは極めて重要で、海外

取引においても、知財や法的理解の共有を含めた信頼関係が大事である。 

 

『感性デザインとマーケティングの付加価値』 

 感性デザインという領域は、近年注目を集めており、国や研究機関を中心に「プロダク

トの感性デザイン・イノベーション」に取り組んでいる。 

 マーケティングは、取引先や消費者に届くまでの阻害要因を乗り越えていくため、「ニー

ズ」「ウォント」「需要（対価としての支払い）」の各フェイズで分析する。 

 

『知的財産活用の重要性』 

 海外展開にあたっては、知的財産についての理解に基づき、対策等を立てないと模倣品

やモドキ品の被害を受けることは少なくない。 

 商標登録により、他の誰かの商標権を侵害することはないことを立証できる。 

 模倣品を排除するためには知財権が必要であるとともに、知財マネジメントを相手国の

カウンターパートナー、関係機関と連携し、体制をつくっておくことが海外展開を図る

上で重要な前提となる。 

 商標登録や特許などの知財の他、品質の国際標準化による戦略が必要である。 

 

『海外市場を見据えたブランディング』 

 現在、国において日本食の安全基準を検討している。日本の食の安心・安全を担保する

ため、ISO化する方向で「おいしい」「ヘルシー」などの価値が出てくる。 

 インバウンドで増加している海外観光客などを対象に、良い商品を開発・販売していく

には、「企業の努力」と「地域の努力」の両方が大切。商品を売る前に商品を生み出す「地

域」を売らないといけない。パーソナルブランドが非常に大事になってくる。 

 日本の強み（文化性、安全性、健康志向、精神性など）がブランドを支持している。 

 

『感性デザインによる海外ブランド化』 

 感性の定義は「対象に対する知覚・認識に基づく印象」となっている。感覚からの情報

入力がどのように認識されるか。 

 感性価値を測るには、物理量と心理量を計測し、商品に反映するかが重要となる。 

 定量化にあたっては個人差や状況依存もあることを考慮する必要がある。 

 感性デザインでは、発注者とデザイナーの両方が感性デザイン手法を用いて分析し、数
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値化、共有化し作成する。 

『感性工学に基づく分析』 

 感性工学では、物理量、心理量、生理量を計り、その数値を組み合わせてパッケージ化

する。例えば、知覚温度と実際の温度が異なるということがある。同じ表面温度でも素

材が異なると感じ方が変わる。これは、物理量としての温度は同じでも、知覚する温度

は異なることに要因がある。温度という物理量に知覚が影響を受ける。 

 

『間をデザインする』 

 現在、人と人の間、場所と場所との間、時間と時間の間をデザインして価値をつける取

り組みを進めている。 

 神戸市立図書館では、キーワードを出し、対象となる空間がどうなっているかを抽出す

る。これをもとにポジショニングマップをつくり、目指す空間にするにはどうすればよ

いか、音や香りなどを使った設計していく。 

 空間はハードなので動かないが、空気は動く。感性や知覚の評価を利用して、空間を目

指す方向に向けていくという取り組みをしている。 

 

『感性デザインの付加価値』 

 感性デザインの付加価値は、空間提供者側ではなく、そこを利用するユーザー側が知覚

状態を開いて、お互いに安心・安全を担保できる形に仕上げていったり、経済的価値の

高いデザインパッケージにしたり等に活用できる。 

 ぜひ今回の機会に自社や地域の取り組みに感性デザイン価値を取り入れてほしい。 
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③ブラッシュアップ・カフェの概要 

広島会場における参加事業者と商品は以下のとおり。 

 

NO 企業名 持参品 

１  島田水産（株式会社フィールランド）  かきグラまん 

２  ABC スタジオ 

 蜜蝋キャンドル 

 またきて四角 

（瀬戸内レモン使用の 

スイーツ） 

 ジャム 

３  フジミツ株式会社  真空魚肉練り商品 

 

■ブラッシュアップ・カフェの様子 
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④各商品への意見 

 

１）島田水産（株式会社フィールランド）「かきグラまん」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１）－１ 参加者の意見 

 

「いいね！」と共感する点 

 デザインについて 

 赤と黄色（金色）のパッケージデザインは中国では縁起のいい色 

 焼き印が素敵だと思った。 

 外箱の裏に「こだわり～」の文章が書いてあるのが良い。 

 ターゲットについて 

 実際の観光客の反応を見て海外を意識されたのは良い。 

 中国向けに“まんじゅう”はスムーズに受入れられそうで良い。 

 すぐに（簡単に）食べられる牡蠣料理は受けると思う。 

 水産加工品は売れる。 

 かき小屋では 1個 250円だが、海外ではもっと高く売れる。 

 その他 

 美味しそう。 

 水揚げ体験ができることが良いと思いました。 

 利便性（食べやすさ）は受ける！ 
 

そのほか気づいた点 

 デザインについて 

 パッケージデザインで「かき」入りを強調しないと、価格が高いという印象を持たれ

るのではないか。 

 箱は中身がもう少し見えてもいいのかなと思いました。中身のわかりやすい工夫。 

 今のパッケージは商品内容が伝わらない。「まんじゅう」とわかるデザインにしては？ 

 商品について 

 他の味でもおいしそう。 

 外国人にも受けると思う、もっと PRを。 

 牡蠣小屋、イートインやフードコート的な 1個単位で買えるようにしてみては 

 個人的にはサイズを一口サイズにして、牡蠣がしっかり味わえる＆個数が沢山あると

嬉しい（おやつ感覚）。 

 アヒージョタイプの牡蠣と生地も合いそう。 

 トマトクリームタイプの牡蠣と生地も合いそう。 

 値段が高いし小さいと思う。牡蠣だけだとどうしても高くなるので他のものを入れて

増量してみては。入れるものでインパクトも与える。 

かきグラまん 
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 牡蠣＋オイスターソース＋広島菜の組み合わせはお勧め。 

 クラムチャウダーが合うと思う。アジアではなくヨーロッパ向けの味。 

 

１）－２ 講師からの助言 

 輸出に向けた助言 

 輸出にあたっては ISO9001の取得を検討したほうがよい。 

 中国などでの牡蠣の価格帯を考えると単価が安すぎる。単価設定は現地の市場調査を

行った上で行うべき。 

 安心安全、健康、マレーシアなどでは健康食ブーム。 

 宮島の鳥居は国際線の日本 PR映像で必ず出てくる。イメージ戦略に活用できる。 

 国によってエリアカラーがある。好まれる色は異なる。情報収集をするといい。 

 知財に関する助言 

 中国への輸出は、国の統計でも他国以上に模倣品被害が発生するリスクが高い。商標

取得などについての取り組みを並行して進めてほしい。 

 

 

２）フジミツ株式会社 「真空魚肉練り商品（各種）」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）－１ 参加者の意見 

 

「いいね！」と共感する点 

 デザインについて 

 中身が絵になっているのが分かりやすいと思う。 

 イラストが分かりやすい。 

 味の想像のつく絵入りがよい。 

 素材の絵が入っているのは伝わりやすいと思う。 

 アイコンイメージ、例えばカニの絵入りなど分かりやすくなっている。どの商品がど

の味かわかる。 

 アイコンは女性をターゲットにしたパッケージを意識されている。 

 青パッケージは日本・和を意識されている。 

 日本産が目立つように工夫されている。 

 JAPANらしい青色のデザインがよい。 

 海の波が書いてあるパッケージが統一感があってかわいい。 

 中心にロゴが入っている。 

 ふぐに山口という地域、ブランドを入れているところはブランディング戦略がされて

いると思った。 

 

真空魚肉練り商品（各種） 
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 商品について 

 手を汚さずに食べられる簡便さは、中国とか屋台で食べ物買って食べ歩きの多いとこ

ろでは特によい。 

 

そのほか気づいた点 

 デザインについて 

 デザインがしぶい。 

 パッケージの印象が暗い。 

 商品が見えにくい。 

 商品名の色がなじんでしまってインパクトに欠ける。 

 青いパッケージがかわいいが、商品が見えない。 

 商品名等は現地語で表示した方が良いのでは。 

 そのほかのこと 

 シンガポールは多民族、多宗教。イスラム教向けなどの対策が気になる。 

 セット販売で単価アップできる。 

 

２）－２ 講師の助言 

 輸出に向けた助言 

 イラストにあるウィンナーの切れ込みは日本独自のものなので注意すべき。 

 気軽に食べられる商品のわりに商品名がすべて名詞なのが気になる。形容詞で表現す

ることで商品の背景にある感性が伝わる。例えば「かわいい〇〇」のような。 

 商品名やデザインなどの感性価値を測る手法を活かして検討すると効果が期待され

るタイプの商品だと思う。 

 輸出先の価格帯や練り物への食習慣などの現地情報については、JETRO での相談サー

ビス等を利用するとよい。 

 知財に関する助言 

 イラスト製作やネーミングについて、日本の固定観念で製作すると他国では認識でき

ない、文化的に受け入れられにくい、といったケースや既にある輸出先国の商品の権

利を知らないうちに侵害してしまうケースもある。事前に知財の専門家に助言を受け

ておくことが大切。 
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３）ABCスタジオ「蜜蝋キャンドル」「またきて四角（瀬戸内レモン使用のスイーツ）」 

「ジャム」 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

３）－１ 参加者の意見 

 

「いいね！」と共感する点 

 デザインについて 

≪ジャム≫ 

 紙、英語の日本語マップ 

 ジャムのフタの紙がおしゃれ 

≪またきて四角≫ 

 重量感があって高級感を感じる 

 国内向けのネーミングとしてはいい。 

≪蜜蝋キャンドル≫ 

 キャンドルかわいい！！ 

 そのほかのこと 

 海外だけの販売でなく、ブーメラン効果を狙うのはとても良い。 

 ヨーロッパでは柚子が人気。パリでは 1個 500円。 

 

そのほか気づいた点 

 世界水準で動かないと五輪に間に合わないのではないか。 

 瀬戸田レモンの生産量は足りていない状況 

 

３）－２ 講師の助言 

 輸出に向けた助言 

 プロモーションが優秀。メーカーではなくデザイン会社とのことで納得。 

 かなりの完成度の中で動いていると思う。ジェトロなどの機関をもっと利用してほし

い。 

 収穫、梱包、輸送など。現在の商品形態での輸出は難しい、とあきらめないで専門機

関に相談しながら現在の完成度のままでの輸出戦略を考えてほしい。 

 よいディストリビューターが見つかれば必ず成功する。気づいてもらえる良い商品。 

 エコレモン（環境ホルモンに疑いのある農薬は一切使わない瀬戸田産のレモン）の契

約の形はライセンスと輸出と別のものとして考えたほうがよい。 

 知的財産 

 良いモノはすぐに模倣されるので早めに商標を取るなどの対策が必要。 

 商標についてはそれぞれの国で取得するものであり、ある国で取得したらほかの国で

も楽に取れるという認識は誤り。  

蜜蝋キャンドル 

ジャム 

またきて四角 
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⑤参加者アンケート結果 

 

問 1 参加満足度 

 

 セミナーに参加したことへの満足度（満足＋まあ満足）は、87.6％であった。 

 

 
 

 満足した まあ満足した あまり満足してない 満足していない 

回答割合 56.3% 31.3% 12.5% 0.0% 

実数 9 5 2 0 

 

 

問２．貿易知識の深まり度 

 

 貿易知識の深まり度（深まった＋どちらかといえば深まった）は、87.6％であった。 

 

 
 

 深まった どちらかといえば

深まった 

あまり変わらない まったく 

変わらない 

回答割合 31.3% 56.3% 6.3% 6.3% 

実数 5 9 1 1 
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問３．海外ブランド化に向けたデザインへの理解 

 

 ．海外ブランド化に向けたデザインへの理解の深まり度（深まった＋どちらかといえば

深まった）は、75.1％であった。 

 

 
 

 深まった どちらかといえば

深まった 

あまり変わらない まったく 

変わらない 

回答割合 31.3% 43.8% 25.0% 0.0% 

実数 5 7 4 0 

 

 

問４．新たなマーケティングへの理解 

 

 新たなマーケティングへの理解の深まり度（深まった＋どちらかといえば深まった）は、

87.6％であった。 

 

 

 

 深まった どちらかといえば

深まった 

あまり変わらない まったく 

変わらない 

回答割合 31.3% 56.3% 12.5% 0.0% 

実数 5 9 2 0 

 

 

  



 

22 

 

問５．知的財産への理解 

 

 知的財産への理解の深まり度（深まった＋どちらかといえば深まった）は、50.0.％であ

った。 

 

 
 

 深まった どちらかといえば 

深まった 

あまり変わらない まったく 

変わらない 

回答割合 25.0% 25.0% 43.8% 6.3% 

実数 4 4 7 1 

 

問６．自由記述回答（主な内容を掲載） 

 

【講演について】 

 基本をよくカバーしていただいた。時間が短く残念。 

 役立ったが時間が短い。 

 もう少しセミナーの時間を長くしたほうが良い。 

 講演部分はやや短く感じた。 

 前半レクチャーが短かった。 

 感性デザインは的外れ 

 

【ブラッシュアップ・カフェについて】 

 ブラッシュアップ・カフェは楽しく参加させていただいた。 

 さまざまな意見を聞くことができとても良い経験になった。 

 後半のワークショップはためになった。 

 参加者と商品をブラッシュアップという企画は新鮮だった。 

 実践的でとてもよかった。 

 ブラッシュアップ・カフェではいろいろな会社の方の意見が聞けてよかった、また開催

してください。 

 さまざまな企業、年齢の方の意見が聞けた。 

 講演、ワークといろいろプラスになる話が多く聞けてよかった。 

 今回の内容をステップアップさせた内容でのセミナーをお願いします。 
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（２）松江会場の実施結果 

①開催概要 

 

 松江会場の開催会場、タイムテーブル等は以下のとおり。 

 

■開催日時 2017年 12月７日（木） 

■会場   タウンプラザしまね６F大会議室 （島根県松江市殿町８番地） 

■参加者数 20名 

 

■タイムテーブル 
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②講演概要 

 

１）洪 昌督氏 （株式会社益田工房 代表取締役会長） 

【講演「海外市場で共感を生む ローカルデザインの可能性」要旨】 

 

 
 

『益田工房の基本哲学』 

 世界中の人たちに評価される作品を作りたいという思いで仕事をしている。国内外関係

なく評価されるものを作るというのがフィロソフィー。 

 地方発のクリエーティブ・カンパニーとして、【make it】をテーマに、チームとしてグ

ローバルへの展開とグローカルへの根ざし方を探求している。 

 

『クリエーターとしての知財意識』 

 インターネットが普及して、世界中同時に情報やカルチャーがキャッチされる時代にな

っている。 

 世界中で模倣品への意識が高まっている背景にはこうした技術革新と生活様式の変化が

ある。 

 世界中のユーザーやクリエーターが感覚を共有するのに、タイムラグが全くなくなった

時代。 

 こうした時代の中でユーザーに響くものを作らなければならない。 

 

『海外で通用する日本のデザイン』 

 デザインを行う上で心がけていることは、第一に「美しさ」へのこだわり。次に、商品

で伝えたいこと、「らしさ」ということ。 

 東京で創作活動をして、島根に戻ったときに、周りにあるデザインがダサいと感じた。

なぜこんなものに囲まれて暮らしているのかという違和感を抱いた。自身でデザイン会

社をつくれば、それらをかっこよくできるだろうと思った。 

 日本人のセンスがよくないということではない。戦後、あまりにも欧米文化への優位性

が浸透し、日本文化よりかっこいい、美しいと刷り込まれていたのではないか。 

 日本には、日本独自の文化がある。それを誇りとして作れていればよいが、アルファベ

ットが入ってきてから模倣品のような表現になってしまっている。パッケージもなにも

全てが説明的すぎるからだ。 

 

『海外ユーザーに響くのは、売れるデザインか美しいデザインか』 

 いまの日本社会は美しさを度外視している社会になっているのではないかと感じている。

デザインの仕事をしているとクライアントの要求の第一は「売れるデザイン」というこ

とになる。そして、国内では「売れるデザイン」の原則は、「情報が伝わるデザイン」と

いう傾向にある。この日本独特の気質が、美しいデザインを壊している。 

 これに対して、海外の企業と仕事をするときには、「美しいデザイン」をリクエストされ
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る。海外では「売れるデザイン」を作るようには言われない。 

 海外のユーザーの気持ちに刺さるのは、「美しいデザイン」であることを知ってほしい。 

海外ユーザーは直感で物を買う傾向が強いからだ。 

 デザインにはさまざまな意味や理屈を込めるが、一番の必要なのはセンス。センスをど

れくらい磨いておくかということが重要。ヨーロッパは、教育の課程でセンスが磨かれ

ている。 

 

『よいデザインは世界共通の価値を発信しようとするメッセージが生む』 

 本当に力のある、価値ある商品ができた。これを売ろうとするときに、誰に何を、どう

伝えたいかということをビジュアル化することがデザインの仕事だと思っている。 

 消費者は商品パッケージから商品や産地、生産者、そして企業までイメージを広げてい

く。 

 こうしたことを考えて、「売るためのデザイン」だけでなく「売れることによりどのよう

な地域イメージ、企業イメージを伝えたいか」を考えることが重要である。 

 その核心になるものが企業から消費者へのメッセージであり、このメッセージに共感す

ることにより強い顧客が生まれる。 

 売るためにやるべきことはデザイン以外にもたくさんある。会社の商品がロングランで

愛されるためには、自社のデザイン・メッセージを考えておくこと。「自社や自社の商品

を誰に、どのように認知されたいか」ということが大切だ。そこからよいデザインが生

まれる。 

 そこに国内向けか海外向けかは関係がない。世界共通の価値をメッセージとして発信す

ることがデザインの意義だ。その価値を理解できる感覚こそがセンスだ。 

 海外展開でのブランド化を図る上でのデザインのあり方については、日本国内とは違っ

た感覚で、直感的に美しさを求めることを意識されるといいと思う。 
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２）吉長 成恭氏（県立広島大学 MBA客員教授・（一社）Kansei Projects Comittee理事長） 

【講演「感性デザイン価値が拓く新たな海外市場」要旨】 

 

 
 

 

＊下記記載以外の講演要旨は、広島会場での要約を参照のこと。 

 

 

『知的財産活用の重要性』 

 海外展開にあたっては、知的財産についての理解に基づき、対策等を立てないと模倣品

やモドキ品の被害を受けることは少なくない。 

 商標登録により、他の誰かの商標権を侵害することはないことを立証できる。 

 模倣品を排除するためには知財権が必要であるとともに、知財マネジメントを相手国の

カウンターパートナー、関係機関と連携し、体制をつくっておくことが海外展開を図る

上で重要な前提となる。 

 商標登録や特許などの知財の他、品質の国際標準化による戦略が必要である。 

 地域ブランドを確立する上で知っておくべき制度に国の地域団体商標登録制度がある。

地域の食、工芸品、温泉などについて、地域性に関する基準を満たす地域内の複数事業

者等が連携して組織する協同組合や NPO を対象に、申請に基づく審査がなされ、認証さ

れている。 

 これは、国内だけではなく、イベリコ豚のように海外製品が日本国内でこの認証を取得

しているケースもある。 

 このように地理的表示を多国間で認め合う枠組みを制度化しようとする動きが世界的に

進められている。こうした地域性に基づくブランドを保護する動きを踏まえたブランド

化と海外展開についても検討を行っておくべきである。 
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③ブラッシュアップ・カフェの概要 

松江会場における参加事業者と商品は以下のとおり。 

 

NO 企業名 持参品 

１ シックス・プロデュース有限会社 
 Iwami Bean to Bar Chocolate 

 （板チョコレート） 

２  株式会社 大社木工  福こづち（木工品） 

３  株式会社 田部  たなべのたまごプリン  

４  株式会社ちいきおこし  八百万だし 

５  宮本食品 株式会社  はりはりキムチ 

６  株式会社 吉田ふるさと村  おたまはん 

 

■ブラッシュアップ・カフェの様子 
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④各商品への意見 

 

１）シックス・プロデュース有限会社「Iwami Bean to Bar Chocolate（板チョコレート）」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１）－１ 参加者の意見 

 

「いいね！」と共感する点 

 商品について 

・価格が適正。 

・チョコレートと他の製品との組合せが面白い。 

・ゆずなど日本（地元）のフレーバを使って特色（←日本初の理由）を出している。 

・学校給食で牛乳と混ぜるとすぐできるチョコレートミルクなどがあると面白い。 

・相性のよいカカオにこだわり抜いている点がいい。 

・日本らしいチョコレート～和風の飲みものとしてのココア。 

・自然放牧の牛乳とベストマッチ。 

・個人的にはホットチョコレートが身近ではなかったので、手軽にできたらいいと思う。 

・ドリンクはいろんな場面で使えるのでいい。 

・乳製品製造会社がつくるチョコレート、という点が面白い。 

・地元産のフレーバーを使用している。 

・地域資源活用 →美都産ゆず、斐川産紅茶 使用。 
 

そのほか気づいた点 

 デザインについて 

・チョコレートのイメージがわかない。 

・日本らしさはパッケージの柄やフレーバーで出したらどうか？ 

 商品について 

・海外で日本らしさといえば抹茶のイメージがあると思うが、消費者イメージにあうのか？ 

・ターゲットが明確ではない。 

・輸出コストを含めると高額になることが想定される。現地の競合品との差別化が必要。 

・渋谷富ヶ谷に美しい・かっこいいチョコ屋さんがある。 

・日本らしさを出したいのならば、日本茶と日本酒と合うチョコレートにしてはどうか？ 

 そのほか 

・サロン・デュ・ショコラへの出展がんばってください！ 

  

Iwami Bean to Bar Chocolate 

（板チョコレート） 
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１）－２ 講師からの助言 

・海外のチョコレート市場は激戦で、高品質の商品が多く、パッケージも優れているものが

たくさんある。そのなかで日本製チョコレートで勝負するには、輸出想定先であるフラン

スなどヨーロッパに人がイメージする「日本」や「日本製品」のイメージに寄せていくほ

うが効果的。 

・パッケージではデザインだけでなく、包装紙素材を和紙にするなどの工夫がいる。また、

日本人のものづくりへの丁寧さというイメージから、「日本人がつくるチョコレートだから

精巧で丁寧な仕事をしているはず」という期待を与えるようなデザインにすることが重要。 

・ネーミングは変えたほうが良い。気持ちはわかるが、長すぎて商品名を覚えられない。 

・酪農から乳製品加工、そしてチョコレートに行き着いたこだわりのストーリーを動画にま

とめ、動画サイトで公開するなどのプロモーションが有効ではないか。 

 

 

２）株式会社ちいきおこし「八百万だし」 

 

 
 

２）－１ 参加者の意見 

 

「いいね！」と共感する点 

 デザインについて 

・神話にちなんだネーミングが良い。 

・和風のデザインが海外で受け入れられるのでは！ 

・八百万だし（◎かわいい / ◎ドライフルーツが人に送りやすい） 

・イベント向けに英語表記等すれば日本的なパッケージなら良いのでは？ 

 商品について 

・ドライフルーツいいですね。 

・「だし」は昨今注目ですね。 

 

そのほか気づいた点 

・販売ターゲット誰なのか？ 

・インバウンドがあれば特にストーリーが重要だと思います（名称的にも）。 

・神様＝出雲（大社）のイメージが強い。 

・パッケージと商品のイメージが合っていないように見える。 

・パッケージは中身が見えるが、インパクトが弱い。 

・漢字を多用したネーミングだと中国と間違えられる可能性はないか。 

 

  

八百万だし 
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２）－２ 講師からの助言 

・デザインはよくできていると思うが、ひとつの提案としては包装を和テイストの有機的な

素材にするといいと思う。ステッカーもそうした素材感を出すと「八百万」という神話イ

メージに近づくと思う。 

・近年、出汁カフェが流行っている。「うまみ」体験をして販売促進する手法としての展開だ

が、展示会などでそうした出汁カフェのような展開を行ってもいいと思う。 

 

 

３）株式会社大社木工「福こづち」 

 

 
 

１）－１ 参加者の意見 

 

「いいね！」と共感する点 

 デザインについて 

・ストーリー性は“出雲大社”補足説明し、強調して良いと思う。 

・出雲大社のブランドを反映してはどうか。 

・縁結びはどの国においても関心のある事だと思う。海外の方に出雲大社について説明する

資料を同梱してはどうか。 

 商品について 

・金色製品を東南アジアでは好まれる。 

・価格帯のバリエーションが幅広くてよい。（高価格帯は別ブランドにするのもいい） 

・4万 5千円は安すぎる。 

・福こづち（日本らしい点 / 日本の文化的な面→海外の方）海外には無い形では。 

・中国や台湾はお正月も派手。縁起ものとしてもっと高額でもいいのでは。 

・15万が中間の価格になるように、30万、15万、5万の価格帯にしてはどうか。 

・オリジナリティーがある。 

・海外をターゲットにして開発した商品ではないが、結果的に外国人に求められる商品であ

る点がいい。 

・ローカル文化を伝えていきたい点に共感。 

・出雲大社のお膝元らしさがある。 

・サイズのバリエーションを増やしてみては！ 
 

そのほか気づいた点 

・海外の購入客が何の目的でどのような用途で買っているのか気になる。 

・ローカル文化をどのように伝えようとしているのか気になった。 

 

 

福こづち 



 

31 

 

３）－２ 講師からの助言 

・商品としては一番インパクトがあった。 

・パッケージはいまの路線がいいと思う。 

・箱を組子細工にしていくなどすれば高級感が増すと思う。 

・出雲神話や出雲大社といった背景や福こづちにまつわるストーリー性はウェブサイトで展

開するといい。 

・感性デザインの考え方に「幸せ」を「お金」に換算する調査がある。販売実績のあるシン

ガポールは年間平均所得が日本よりも高く、幸せ満足度も日本より高い。こうした国で販

売実績があるということを掘り下げ、購入者のプロファイルを分析し、販売戦略を立てて

いくことが重要。 

・「ラッキーハンマー」というネーミングで輸出するとのお考えだが、「フォーチュン・ハン

マー」ではどうか。ターゲットになりそうな華僑の人には「フォーチュン・クッキー」の

ような文化がある。対象国の文化に寄せていく発想がいる。 

・「福こづち」は出雲大社でお祓いを受けた商品であることが重要なので、そこは検討された

ほうがいい。 

・金額へのこだわりが少ない縁起物、贈答品商品なので、中国や華僑の人が好む「八」を使

って価格設定するほうがよい。 

 

 

４）株式会社田部「たなべのたまごプリン」 

 

 
 

４）―１ 参加者の意見 

 

「いいね！」と共感する点 

 商品について 

・常温保存が売り。 

・常温保存は贈答で使いやすそう。 

・常温物流が可能なのは輸出向き。 

・たなべのたまごプリン（180日・常温→うれしい！）。 

・賞味期限が 180日かつ常温流通なのがよい（最近は 10ヶ月～1年を求められる傾向が強い。

（特に欧米）） 

・こだわりの卵は武器になると思う。いかにこだわった卵かを説明する必要あり。 

 

そのほか気づいた点 

・パッケージが地味。 

 

  

たなべのたまごプリン 
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４）－２ 講師からの助言 

・もともと海外の商品であるプリンを海外展開するという点でどのような競争力を有するか

悩ましいアイテム。 

・自然放牧の卵を使用した高級プリンでは、海外では当たり前になっていてそこは売りにな

りにくい。 

・常温で 180日というスペックは輸出品としては強み。 

・販売チャネルの煩雑さを考えると BtoBで販売するほうがあっている商品ではないか。 

・パッケージはオーソドックスだが、もう少しインパクトのあるデザインを検討されてはど

うか。 

 

 

５）宮本食品株式会社「はりはりキムチ」 

 

 
 

５）－１ 参加者の意見 

 

「いいね！」と共感する点 

 デザインについて 

・商品の特徴が分かりやすい。 

・目を引くデザインがいい 

・ネーミングがいい！ 

 商品について 

・中国・韓国ではウケるのでは！ 

 

そのほか気づいた点 

・容器にしたり、透明ではない袋包装の方がおいしく見せられる。 

・中身をアピールできるパッケージになっていない。 

・消費者の声を入れてみるとか、キムチのイメージを強く出しては。 

・容器の形態を変えた方がいいのでは？ 

 

５）―１ 講師からの助言 

・韓国でもキムチはビニール袋に入って売られているので、透明の容器がおすすめ。 

・切り干し大根という素材は面白いので、イラストを加えるといいと思う。 

・「ネバネバ」で「シャキシャキ」という組み合わせはとても面白い。形容詞や副詞を用いた

商品ネーミングを検討してはどうか。 

 

  

はりはりキムチ 
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６）株式会社吉田ふるさと村「おたまはん」 

 

 
 

６）－１ 参加者の意見 

 

「いいね！」と共感する点 

 デザインについて 

・シンプルにこだわりを表現し、地域別の味の違いに対応していて良い。 

 商品について 

・海外の日本人に向けては。 

・日本のソウルフード（米・卵・しょうゆ） 

・関西風と関東風の 2種類ある点がいい。 

・“食文化”を伝えたいという思いがある。 

・日本のソウルフードを伝える商品。 

 

そのほか気づいた点 

・別の用途を検討する。 

・使い方が伝わるか？ 

・生卵用にこだわる必要はないと思う。 

・たまごかけごはんとして使うのではなく、別の料理に使えることを伝えては。 

・レシピ開発と合わせた方が良い。 

・海外で生卵は難しい。 

・田部のプリンに合う醤油として使えるようにしてはどうか。 

・パッケージにたまごを説明する必要はないと思う。 

・オムレツ、カルボナーラの隠し味、スクランブルエッグなどに使うレシピを考える。 

・こだわり抜いた原料（国産大豆醤油、本かつお、本みりん）でアイスクリームやジェラー

トをつくる。 

・リゾットに使う。 

・海外の食の好みに合わせた改良を。 

・たまごかけご飯以外の使用方法を提案できれば面白い。 

・「おたまはん」のバージョン違いで勝負するべきではないか？ 

・たまごかけごはん以外の使い方（レシピ）紹介。 

・生卵ではなく、ゆで卵ご飯の提案など  

おたまはん 
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６）－２ 講師からの助言 

・海外では大手の醤油メーカーしかない、こだわりの醤油を置けば海外の日本人は購入する

層は多いと思う。 

・たまごかけごはんにこだわるのであれば、それ以外の仕様は認めない、といった線で進め

るということもあり得ると思う。 

・海外のおしゃれなダイナーなどのテーブルに置いておいて、現地の若者の発想で「使う文

化」を創らせてしまうという戦略もあると思う。 

・有名な商品になった要因は、ピンポイントでニッチマーケットを狙ったマーケティングを

行った点にある。これを横展開することは難しい。 

・半熟卵への利用を考えてはどうか？カルボナーラなどがそうだ。カルボナーラの語源は「カ

ーボン」＝炭。炭焼きのパスタ料理。炭焼きはたたらも関係の深い仕事。そこでストーリ

ーを立てていくことができるのではないか。 
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⑤参加者アンケート結果 

 

問 1 参加満足度 

 

 セミナーに参加したことへの満足度（満足＋まあ満足）は、100.0％であった。 

 

 
 

  
満足した まあ満足した あまり 

満足してない 

満足していない 

回答割合 61.5% 38.5% 0.0% 0.0% 

実数 8 5 0 0 

 

問２．貿易知識の深まり度 

 

 貿易知識の深まり度（深まった＋どちらかといえば深まった）は、38.5％であった。 

 

 
 

 深まった どちらかと 

いえば深まった 

あまり 

変わらない 

まったく 

変わらない 

回答割合 15.4% 23.1% 53.8% 7.7% 

      実数 2 3 7 1 
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問３．海外ブランド化に向けたデザインへの理解 

 

 ．海外ブランド化に向けたデザインへの理解の深まり度（深まった＋どちらかといえば

深まった）は、92.3％であった。 

 

 
 

 深まった どちらかと 

いえば深まった 

あまり変わらない まったく 

変わらない 

回答割合 53.8% 38.5% 7.7% 0.0% 

実数 7 5 1 0 

 

 

問４．新たなマーケティングへの理解 

 

 新たなマーケティングへの理解の深まり度（深まった＋どちらかといえば深まった）は、

92.4％であった。 

 

 
 

 深まった どちらかと 

いえば深まった 

あまり変わらない まったく 

変わらない 

回答割合 46.2% 46.2% 7.7% 0.0% 

実数 6 6 1 0 
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問５．知的財産への理解 

 

 知的財産への理解の深まり度（深まった＋どちらかといえば深まった）は、33.4％であ

った。 

 
 

 深まった どちらかと 

いえば深まった 

あまり変わらない まったく 

変わらない 

回答割合 16.7% 16.7% 66.7% 0.0% 

実数 2 2 8 0 

 

 

問６．自由記述回答（主な内容を掲載） 

 

【講演について】 

 感性デザインという考え方は大変参考になった。 

 感性、直感という内容。 

 感性に関する部分は改めてどのように大切か重要か勉強になった。 

 海外で売れるデザインのポイントを学ぶことができた。 

 

【ブラッシュアップ・カフェについて】 

 まだ販売ルートに卸していない商品について、みなさんの意見が聞けてとても助かった。

方向性を考えるヒントになった。 

 普段なかなか意見がもらえないのでよい経験になりました。 

 デザインの評価をもらうことができた。 

 ブラッシュアップ・カフェで多くの方の意見が聞けてよかった。 

 ブラッシュアップ・カフェはもっと長い時間やりたい。 

 たまごかけごはん以外で考える発想は社内では出ない。社外の方の意見が聞けて良かった。 

 ブラッシュアップ・カフェ、実践的でよかった。 

 全員参加型セミナーでいろいろなアイデアが出てよかった。 

 聞く側も受け身に終わらず満足度は高かったと思う。 

 一度にたくさんの意見を聴ける貴重な場となった。 

 ブラッシュアップ・カフェ面白かった。いろいろな人の意見を聞けてよかった。 

 セミナー進行がスムーズで参加しやすかった。  
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（３）セミナーにおける知的財産・商標活用の啓発 

①本セミナーにおいてテーマとした知的財産・商標活用に関する講義、助言 

本セミナーにおいては、3人の講師が、a「貿易実務」b「海外展開向けマーケティング」c

「海外展開向けデザイン」の専門領域から、講演及びブラッシュアップ・カフェにおいて、

それぞれの立場から知的財産の重要性についての指導を行った。 

それぞれの指導ポイントは下記のとおりであった。 

 

NO 講師名 専門領域 指導ポイント 

a 長光 正明氏 

 
株式会社 

パシフィック 

物産 

代表取締役社長 

 

貿易実務  海外市場では、日本製品への信頼は高い。 

 商標などの知的財産に関わる法律については、国ご

とに定められている。国内で商標権を取得していた

としても、輸出先の国では効力を持たない。 

 知財対策に関する情報を JETOROのホームページで

提供している。 

b 吉長 成恭氏 

 
県立広島大学 

MBA客員教授 

 

海外展開 

向け 

マーケ 

ティング 

 

商標 

 海外展開にあたっては、知的財産についての理解を

きちんと行い、対策を立てないと模倣品やモドキ品

の被害を受けることは少なくない。 

 商標には「自他商品等識別」「出所表示」「品質保証」

「広告宣伝機能」の機能がある。 

 自社ブランドで商売をするなら商標権について理

解しておいてほしい。輸出国における商標登録を受

けることで、模倣品被害をリスクヘッジできる。 

 また、輸出先国の事業者が既に保有している知的財

産を侵害する商品ではないことを立証できる。 

 以上の模倣品対策は長期的な輸出事業を検討する

上では欠かせない。 

 模倣品を排除するためには知財権が必要であると

ともに、知財マネジメントを相手国のカウンターパ

ートナー、関係機関と連携し、体制をつくっておく

ことが海外展開を図る上での重要な前提となる。 

 海外展開にあたっては、知的財産についての理解に

基づき、対策等を立てないと模倣品やモドキ品の被

害を受けることは少なくない。 

 商標登録により、他の誰かの商標権を侵害すること

はないことを立証できる。 

 模倣品を排除するためには知財権が必要であると

ともに、知財マネジメントを相手国のカウンターパ

ートナー、関係機関と連携し、体制をつくっておく

ことが海外展開を図る上で重要な前提となる。 

 商標登録や特許などの知財の他、品質の国際標準化

による戦略が必要である。 

 地域ブランドを確立する上で知っておくべき制度

に国の地域団体商標登録制度がある。地域の食、工

芸品、温泉などについて、地域性に関する基準を満

たす地域内の複数事業者等が連携して組織する協

同組合や NPO を対象に、申請に基づく審査がなさ

れ、認証されている。 
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 これは、国内だけではなく、イベリコ豚のように海

外製品が日本国内でこの認証を取得しているケー

スもある。 

 このように地理的表示を多国間で認め合う枠組み

を制度化しようとする動きが世界的に進められて

いる。こうした地域性に基づくブランドを保護する

動きを踏まえたブランド化と海外展開についても

検討を行っておくべきである。 

c 洪 昌督氏 

 
株式会社 

益田工房 

代表取締役会長 

海外展開 

向け 

デザイン 

 インターネットの普及により、誰でも世界のデザイ

ン、意匠を簡単に知ることができる時代になった。 

 実際に「日本のあるデザインが海外商品に似てい

る」、またはその逆のケースを指摘されるケースが

増えているといわれている。 

 これは、ネットの普及によるもので、世界中でデザ

インの模倣や著作権などへの意識が高まっている

のもこうしたことにある。 

 特にデザイン領域では非言語領域の表現要素が強

いことから、「世界に通用する」創作意識と知的財

産意識を高く持つことが求められている。 

 

②参加者にとっての効果 

本セミナーにおけるアンケート結果からは、ほとんどの参加者の関心が、「売れる商品」づ

くりのためのマーケティング手法、海外で受け入れられるデザインにおいて高く、さらに海

外展開を行うための「貿易実務」にも意識が向いている状況が指摘される。 

これは、参加者のほとんどが海外展開に向けて検討をはじめた段階にあり、直近の課題で

ある「売れる商品づくり」に意識が集中していることによるものと考えられる。 

また、ブラッシュアップ・カフェでの意見交換においても、「売れる商品」づくりへの視点

として、商品の品質（高品質化、安全性の徹底、原材料等地域性へのこだわり）を基本価値

とする意識が高いことが改めて把握できた。 

一方、セミナー講師による講演で指導のあったように、前述のような商品開発・製造意識

の高さから「高品質・安全」という海外からの信頼を勝ち得ている日本製品であるからこそ、

模倣対象となるリスクが高まっているという状況がある。 

さらに、高品質化を求め、よい商品（パッケージ等を含む）ができたとしても、輸出先国

で既に商標権を取得している商品等があった場合、知らないままに他社の知的財産を侵害し

てしまうリスクもある。 

以上のように、参加者にとっては、本セミナー参加を通じて、海外展開においては、「商品

開発・販売戦略と知的財産活用」は不可分の関係にあることへの理解を促進する機会となっ

た。 

アンケート結果では、海外展開には知的財産活用の取り組みが重要であることが理解でき

たとの回答もあり、参加者の海外展開に向けた取り組みが進行する段階で、海外展開におけ

る知的財産活用の重要性の認識もさらに深まることが期待される。 

 

■本セミナー受講生にとっての展開ポイント 

 海外展開においては、「商品開発・販売戦略と知的財産活用」は不可分の関係にあること

への理解を促進する機会となった。 

 参加者の海外展開に向けた取り組みが進行する段階で、海外展開における知的財産活用

の重要性の認識もさらに深まることが期待される。  
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４．企業訪問対象企業の選定 

 

（１）企業訪問対象企業と選定理由 

 

対象企業名 シックス・プロデュース有限会社 

住所 島根県邑智郡邑南町矢上 3119-3 

代表者 代表取締役 洲濱 正明 

電話 0855-95-0118 

想定する商品 Iwami Bean to Bar Chocolate（板チョコレート） 

選定理由 経営者自らが選び抜いたカカオによる商品開発に取り組み、カカオ

配合率 72％による個性的なチョコレートの味覚を発見したことに

よるグローバル商品として魅力があること。今後、地元で収穫され

る規格外品果実を活用したドライフルーツをフレーバーに活かす

ことで、ローカルチョコレートとしてのアイテムの横展開にグロー

カルな発想としての価値が認められること。さらに、本業の牛乳生

産加工販売事業をもとに、新事業に挑戦する若い生産者であり経営

者の意欲と「グローカル」な発想に期待しての選定となった。 

 

 

 

企業名 島田水産（株式会社フィールランド） 

住所 広島県廿日市市宮島口西１丁目２−６ 

代表者 代表取締役社長 島田 俊介 

電話 0829-56-2004 

想定する商品 かきグラまん 

選定理由 香港などアジアでもブランド化されている広島県産の牡蠣を活か

し、中国、香港、台湾などでなじみのある点心系の商品として展開

している点。すでにアジアからの旅行者に評判がよいことなどか

ら、海外展開の可能性が高い商品であることから選定となった。 

 

 

 

対象企業名 宮本食品株式会社 

住所 島根県出雲市上塩谷２７８５ 

代表者 代表取締役社長 宮本 憲吉 

電話 0853-23-0410 

想定する商品 はりはりキムチ 

選定理由 「ねばり」＊「シャキシャキ」というキムチとして類似品がなく、

商品としての特徴が際立っている。 
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海外展開においても、キムチの日本的展開として食味の面白さが訴

求する可能性があるとともに、健康志向にも訴求できる可能性があ

る。パッケージとしては手作りのもので、海外展開用に転換する際

にブランドを再構築することで商品価値を高めることができると

考えられることから選定となった。 

 

 

 

企業名 株式会社吉田ふるさと村 

住所 島根県雲南市吉田町吉田 1047-2 

代表者 代表取締役社長 高岡 裕司 

電話 0854-74-0500 

想定する商品 おたまはん 

選定理由 日本の伝統的な食文化である「たまごかけごはん」をよりおいしく

食べることのできる専用醤油として、新しいジャンルを開拓したパ

イオニア商品。生卵を食べる習慣のない海外で、「たまごかけごは

ん」や「出汁醤油としての新たな食の提案」など、日本食の新たな

魅力発信と並行した海外展開に挑戦することで、海外においても新

しい「日本食ジャンル」のパイオニアになる可能性に期待しての選

定となった。 
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第３章 個別企業訪問指導 
 

１. 個別企業訪問指導の概要 

 

（１） 個別企業訪問指導の目的 

 

対象企業の選定商品について、仕向け地に合ったデザイン、海外展開時における登録商標

保護に係る留意点の伝授等、中小企業における商標を活用したブランド構築を図るための商

品パッケージデザイン案の製作を目的として実施した。 

 

（２） 個別企業訪問指導の概要 

 

ブランディング専門家や海外展開を支援するデザイナーが、セミナーに参加した事業者の

うち海外への販路開拓・拡大が見込める商品を持つ中小企業で、専門家が選定した４社を各

2回訪問した。 

訪問にあたっては、当該商品の歴史、原材料、製造工程等を把握した上で、海外の仕向地

に合ったデザイン、海外展開時における登録商標保護に係る留意点の伝授等、中小企業にお

ける商標を活用したブランド構築に向けた意見交換や助言を実施した。 

訪問後は、当該 4 社が海外展開をめざしている商品について、専門家の指導により、海外

展開に向けたブラッシュアップ・コンセプトをまとめるとともに、具体的なパッケージデザ

イン案を製作した。 

なお、2回に分けての個別企業訪問指導は、それぞれ以下の目的による。 

 

■第１回個別企業訪問指導の目的 

実地において当該商品の歴史、原材料、製造工程等を把握した上で、海外の仕向地に合

ったデザイン、海外展開時における登録商標保護に係る留意点の伝授等、中小企業にお

ける商標を活用したブランド構築を目的に実施した。 

 

■第２回個別企業訪問指導の目的 

第１回に把握した当該商品の基礎情報をもとに、当該 4 社が海外展開をめざしている商

品について、商標専門家の知的財産活用の留意点ヒアリングを元に、海外展開に向けた

ブラッシュアップ・コンセプトをまとめるとともに、具体的なパッケージデザイン案の

製作を目的に実施した。 

 

（３） 個別企業訪問指導の体制 

 

個別企業訪問指導にあたっては、海外展開を支援するデザイナーとして、アートディレク

ターである洪 昌督氏（株式会社益田工房 代表取締役会長）、同社クリエイティブ・ディレク

ター井上 望氏、同じくグラフィック・デザイナー桑原 宏之氏により実施した。 

洪氏をはじめ、井上氏、桑原氏は、海外展開におけるデザイン製作についてチームで活動して

おり、いずれも海外展開に向けたブランド化にかかる知見に基づく指導が可能であること、さら

に、より精度の高いパッケージ製作が可能になることを踏まえ、チームによる指導体制で実施した。  
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２．個別企業訪問指導の実施 

 

（１）第 1回訪問の実施概要 

 

①シックス・プロデュース有限会社 訪問日 平成 29年 12月 14日（木） 

 

a 商品が 

生まれた背景 

➢ チョコレート 

・当初チョコレート味のジェラートを製造した際、品質に満足のい 

くチョコが使用できなかったことからこだわるようになった。 

・現在はミルクに入る一歩手前まで完成。 

・牛乳の価値を上げたいというのが発想の第一歩。牛乳だけでは 

安い商品と思われてしまう傾向がある。 

牛乳の価値をもっと発信したいが、理解を広げてもらうため、チ 

ョコレートをパートナーとして商品を製造し。価値を高めたい 

・最終の目的は牛乳を売ること 

b 原材料の 

特徴製造 

工程 

➢ 牛乳：通年、24時間の自然放牧基準を満たす牧場の生乳を使用。 

➢ 地域で生産されている果実 

➢ カカオ豆：マダガスカル、タンザニア、キューバ産商社を通じて仕入

れ。今後はフィリピン産、ベトナム産を自社で直接調達の考え。酸味、

香り、などそれぞれ個性があり、発酵の度合いによっても異なる。キ

ューバ産は香りと均質性が担保できない。 

➢ 砂糖は北海道産 

c 商品の特徴、 

こだわり 

ポイント 

➢ チョコレート 

商品開発中。海外で通用する和製チョコレートとして展開を図りたい。 

一番の強みはミルクと合うということ。自分も生産者なので、カカオの

生産者の顔が見える展開がしたい。 

➢ ミルクジャム（本事業ではなく海外展開を想定） 

保存期間が長いことから候補として検討中。 

商談会で、商品への印象、可能性について聞き取りを行ってきた。その

なかで、バイヤーからミルクジャムは半年持つのでアジアでは行けると

言われた。 

d 現在の 

デザイン 

コンセプト 

・生産的に今のデザインが扱いやすかった。 

・製造的だけではなく、持ち運びにも便利で食べやすい。 

・紙包装よりもっと気楽に食べてもらうことを考えた。 

・酸化を防ぐ遮光や空気遮断が要件。 

・ネーミングは「豆から板チョコへ」「ファームトゥーバー」 

e 海外展開へ 

の意欲 

➢ 地元のドライレーズン、柚子などを加え、日本の田舎でないと作れな

いチョコをつくりたい。これが訴求できるようになれば海外の本場で

も受け入れられるのではないか。 

➢ 本場でも通じるところまでレベルアップさせたい。 

f 対象国、 

対象層 

➢ アジアをターゲットに最終的にはフランスで受け入れられる品質を目

指したい。 

g 想定価格帯 未定。 

h 吉長講師 

の助言 

➢ チョコレート 

・類似商品では農園の名前を出して差別化を図るケースが多い、 

・カカオ豆も自社産牛乳のように、農園のこだわりを明確に打ち出すほう
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がよい。 

・コーヒー豆の場合、農園をクローズアップした Webサイトなどが人気。 

・カカオもこれくらいの嗜好品になると、カカオ情報を発信し、自社製品

の特徴はどのあたりのポジションか、「こだわりの可視化」が必要。 

・ワインに代表されるように、こだわりが深くなると時期や製造年による

出来の良い／悪いなどにも消費者が関心を持つようになり、消費者の食

べ物に対する思考のこだわりが満たされ、購買意欲が高まる。ビンテー

ジカカオのようなことも出てくるのではないか。 

・カカオはアロマオイルのような利用法もニーズがあると思う。 

カカオの楽しみ方を供給してあげることが重要。 

・香り、酸味、苦みなど、評価基準を設計するとよい。 

・カカオ、牛乳など品質にこだわりを持っている人を対象にする。 

・生産者も消費者もこだわりのある人でそろえる戦略があっている。シッ

クス・プロデュースのこだわりを消費者に楽しんでもらう。食の嗜好を

満たしてあげる。 

・素人だからこそ感じる商品の「バリュー」を可視化するデザイン がよ

いのではないか 

・海外原料を主原料としながらオリジナルな日本製品として海外で 人気

のある商品事例ではウィスキーがある。日本のウィスキーは海外で人気、

特にオーストラリアの若い人の間ではとても人気がある。 

・醸造所、ブレンドだけで勝負して大きくなっている会社も出てきている。 

・ブレンディング技術が評価の背景。日本人の技術の中にブレンド力、目

利きの部分、キュレーションがある。この価値軸を洲濱さんは持ってい

ると思う。モノづくりの価値をどう表現するか。 

・過去のチョコレートブランディングの歴史でも、ベルギーなどは牛乳の

おいしさを強みに訴求してきた。 

・チョコレートの名産地は、カカオがおいしいところではなく、ミルクが

おいしいところ。 

・洲濱さんの目利き部分や石見の風土など、何かがあるはず。カカオの素

材の味がうまく溶けていくクオリティを見つけることが大切。 

・ブレンド比率７２という数字も魅力、直観的にこれはいいと思った。こ

こに何か秘密がありそう（洲濱氏：72がもっともいいと判断している。

80になるとえぐみが出る。） 

 

【現在のデザインについて】 

・最初はチョコと思わなかったカカオ豆としての認知ができ 

なかった。仮にチョコレート売場に置いてあっても材料に見える 

チョコレートのポジショニングなのに顔が迷う。 

・外資系高級ホテル、枕元のナイトキャンドルのようなものとして提供さ

れている。欧米ではそう。そこに置かれる日本のチョコレートとしては、

今のパッケージでは厳しい。 

・シーンやチャネル、ターゲットを想定すべき。 

・ブランド価値は下から上は無理。こだわりの商品でいくなら上から。「72」

で価値を深堀していった方がいい 

➢ ミルクコンフィチュール 

・海外展開に向けて、ネーミングが重要になる。 

・ジャムなのかコンフィチュールなのか 

・既存の商品群におけるポジショニングから考えていく必要がある 
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i 益田工房 

 井上氏からの

意見 

➢ チョコレート 

・生産者が製造している商品であることが強み 

・ちょっとマニアックな「わかっているからこそ」というデザインをイメ

ージしたい。 

・シックス・プロデュースならではの色を出すため、「商品のこだわり」を

可視化できるストーリーがほしい。 

・牛乳の価値、物語が外せないと思う。 

・今のパッケージではシールになるが、シールは高級感が出にくい 

・元がクラフト紙であれば色も限定される。 

・「入れやすさ、遮光、外気が入らない」という３条件を満たす材質を考え

てみる 

（洲濱氏：ネーミング、パッケージは高級路線で自由に提案してほしい。

裏面の製造者シールは必須） 
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②島田水産（株式会社フィールランド） 訪問日 平成 29年 12月 26日（火） 

 

a 商品が 

生まれた背景 

・冷凍や加工など、少しでも牡蠣の販路を拡大したいという思いがスター

ト。小籠包という企画もあった。中国などを対象にさらに開発していこ

うと考えている。 

・広島の牡蠣は有名だがこれというお土産がなく、少しでも広島の生産者

の力になるように、生鮮品に頼らないお土産などができたらと考えた。

少しでも海外販路を握れれば広島全体が助かる、早急の課題として考え

ている。 

・1月末に中華まんフェス（埼玉イオン）に出店が選ばれた。 

300 種類を全国から集めるイベント。先日、東京の物産展に出店。牡蠣

丸ごとは今までなかったので、良いということになって選ばれた。 

・生産者が 1 から 10 まで作っている。1 日に 200～300 くらいを半日かけ

てつくっている。2，3人で。 

・島田社長の先祖が広島牡蠣販売の始祖。元禄元年 1688年、牡蠣船で大阪

に行ったのが始まり。 

・会社のフロンティアスピリットを全国、世界に広めたい。歴史と技術が

誇り。技術は、県内トップ２％しか認めないプレミアムトップ牡蠣に選

ばれている。 

・牡蠣小屋も広島で最初にやった。テーブル 1 つから、屋根なしで始まっ

た。 

・現在、利用者数は多い日には 1日 500人。知名度は上がってきている。 

b 原材料の 

特徴製造 

工程 

・ホワイトソースは既製品を使用していたが、現在、専用レシピを開発中。

味はかなり変わる。 

・牡蠣の味が引き立つよう、ホワイトソースそのものにペースト、煮汁を

入れている。具とソースがポイント。ふつうはそんな贅沢な使い方はで

きない。煮汁、身、丸ごとも入っている。煮汁については隠し味。旨み

が増す。オイスターソースのように旨みを出すため。 

c 商品の特徴、 

こだわり 

ポイント 

・ホワイトソースにした理由は、牡蠣グラタンなどで牡蠣と相性がよく、

それをイメージした。 

・使っている牡蠣は臭みがないものを使用。 

・賞味期限は、検査では 1か月。 

・半年以上は持たせたい。 

・ネット商品は、冷凍して送って、解凍して 3日は保証済み。 

・食べ方としては電子レンジだが、一番おいしいのは蒸し器。 

d 現在の 

デザイン 

コンセプト 

・皮の焼き印には女性客から「かわいいイメージ」にしてほしいとの声が

あり、意見を取り入れた。 

・お土産屋販売品として製造しているので、6個入り。2,000円前後で売れ

るよう設定。6 個入りで 2,000 円。通常は 1,800 円、イベントでは箱と

保冷剤を入れて 2,000 円。ネット上では 1,800 円（1 個 300 円）これは

ぎりぎりのコスト。 

・効率を考え、箱を採用。数が増えたときに工数がかからないように採用。

手間がかからなければ形が変わってもよい。 

・現状は商品化中身が分かるように、型抜きしている。 

・冷凍冷蔵で変わるので製品ごとにシールで対応。固定情報は印刷。変動

情報はステッカー。 

・6個入りであるが、3個入りも検討している。大きめを作っていれば、大
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は小を兼ねるとの発想。大きなサイズにして 3 個入り、5 個入りなどの

展開も考えていた。今のところは 6個入り。 

・箱の単価は毎回 2000個オーダーで、単価 120～130円程度。10,000 個発

注なら単価 50～60円ではないか。 

・キーカラーの「赤」は中華のイメージ。 

・中身とあまりにもかけ離れたパッケージではよくないと思う。 

e 海外展開へ 

の意欲 

・インバウンドの中国人観光客には「牡蠣が丸ごと入っているのにとても

安い」と好評であり、海外展開により単価を上げることができないかと

考えている。 

・牡蠣小屋は香港からの利用客が一番多い。日本の感覚でいうところの「フ

カヒレ食べ放題」のようなイメージでつかっているのでは。牡蠣は海外

に比べると安い。 

・牡蠣味の小籠包がないので、良いのではないか。という話がある。 

・現地市場調査について相談中。 

・海外向商談会を 2月 20日に参加予定。今回のイメージを活用できれば。 

f 対象国、 

対象層 

・中国、香港などアジアがターゲット。 

g 想定価格帯 ・現在牡蠣小屋では 1個 250円で販売しているが、広島県産牡蠣の丸ごと

使用、という特徴からは高級路線のイメージで展開したい。 

・シンガポールなどでの類似品は 1個 1,000円程度。 

h 吉長講師 

の助言 

・東アジアで牡蠣は縁起物。価格帯も弾んで出す傾向にあり高価。 

※フカヒレ、ツバメの巣のような感覚 

・価格が高いのはほとんど冷凍コスト 

・ロンドンのシーフードレストランの生ガキはそこまで高くはなかった。6

個入り 3,000円、グラスシャンパン入れて 5,000円。 

・香港の高級スーパー「シティスーパー」では、殻付き生ガキは大変高価

なアイテム。 

・現地の牡蠣単価を考慮すると 6 個入り「かきグラまん」では、１万円単

位の価格で売れる可能性もある。 

・牡蠣は縁起物でハレの食べ物だが、まんじゅうに加工することで、食品

としては縁起物とはいえなくなり、飲茶の部類に入るメニューになる。 

・高級饅頭カテゴリで攻める。設備投資を行い量を増やす戦略はリスキー

であり、現地の牡蠣単価を調査した上で、単価を高額に設定することで

売り上げ、収益を上げる方法が現実的。 

・プライシングは生ガキ 100倍、加工品なら 10倍から 50倍として考える

べき。 

i 益田工房 

 井上氏からの

意見 

・お土産っぽいイメージ。手土産として買っていくイメージ。 

その辺りを調べて贈り物にしやすいデザインも 

・「美味しい」アピールだけでなく、ストーリーを出してはどうか？ 

・箱ごと電子レンジに入れる人もいると思うので、中に紙を入れるのも考

える。いまイメージしているのは高級路線。 

・焼き印には合わせながらもガラッと印象を変えるかもしれない 

あとは、現地の人にどのようなデザインが受けるかを相談しながら考え

たい。ストーリーなどを中に入れるのか、裏面に書くのかは考えてみる。 

・既存の情報はそのまま英語版へ。翻訳は今回デザイン外。 

・今日の話とマーケティング担当の吉長先生と調整し、デザインを考えて

みる。 
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③株式会社宮本食品 訪問日 平成 29年 12月 12日（火） 

 

a 商品が 

生まれた背景 

・平成 11 年に工場が火災焼失。事業を再開するにあたり、漬物製品の卸は

撤退するつもりでいたが、東日本大震災発災により漬物の品薄での問い

合わせが相次いだ。取り急ぎ問い合わせをいただいた３～４品に対応し

たところ、改めて自社の強みを確認した。 

・「はりはりキムチ」は以前から細々とやっていたが、評判のよい商品で、

特に県外販売先からの引き合いが多い息の長い商品。 

・ねばりのある食味なのにシャキシャキ感を楽しめるキムチ商品というの

はなく、保存期間も比較的長いので販売先も取り扱いやすいとの評価。 

b 原材料の 

特徴製造 

工程 

・白菜が主流のキムチ製品のなかで、干し大根を原料とし、スルメや昆布が入

れることにより「ネバネバ」を出している。 

・大阪鶴橋の韓国街で作られる大きめの干し大根でつくったキムチはあるが、

触感も味付けも違う。 

・「はりはりキムチ」は甘めの味つけ。小学生も食べられる程度の辛さ。 

c 商品の特徴、 

こだわり 

ポイント 

・「ネバネバ、パリパリ。納豆に混ぜてもおいしい」といった食べ方の提案

をあわせて行うことで、特徴を説明することで購入意欲の枠商品。試食

販売で売れるタイプの商品 

・高級感を追いかけるような商品ではないと思っている。普段使いで初見

の人に引っかかってもらえる何かがあれば 1 度買ってもらえれば続くの

は今までの実績がある。 

d 現在の 

デザイン 

コンセプト 

・透明の袋に入れて真空パックにした商品とパック商品。真空パックとパ

ックでは価格帯も変えている。パックは中身が分かるが、真空パックは

見ても何かわからない。 

【デザイン改訂への意向】 

①パッケージ 

・袋はそのままで、シールだけデザインしてほしい。 

②ネーミング 

・海外販路となると既存の商品とはまったく違う商品として扱っても良い

ので、ネーミングも提案して欲しい。 

③国内商標 

・「いずも だんだん」で商標取得。 

・次回更新時にはカテゴリが狭くなるので、漬物について再度取得予定。 

・ロゴマークは会社名とともに表記に使用している。 

・昔の屋号としては「かねい」があるが、「だんだん」を活かしたい。 

ただし、必須情報ではない。 

④商品説明書 

・商談の時に使うのは資料によって行う。 

・印刷袋なら説明を入れたいが、ロットが太いので今回はシールで実施。 

⑤シール 

・現在のシールより大きくても良い。 

・サイズは既製品パックのサイズに合わせている。 

⑥キーカラー 

・特にない。 

e 海外展開へ 

の意欲 

・要説明商品で、海外市場はハードルが高い気もするが、視覚的に商品の

特徴が伝わるパッケージができれば可能性が広がると期待している。 

f 対象国、 ・もっとも需要が高く本場である韓国に向けたい。 
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対象層 

g 想定価格帯 ・国内販売価格に輸出経費を加えた程度で検討している。 

h 吉長講師 

の助言 

【ネーミング】 

・『シャキシャキ』より『ネバシャキ』という触感が共通体験になるのが良

い。『ネバシャキ』が病みつきになる、このあたりに商品の強みを置いた

らと思う。 

・仕向け先が韓国想定ということで、韓国産の「カクテキ」に対し、 

「千切り・ネバシャキ」という点を売りたい。 

・『ネバシャキ』という表現をハングル語で、音で絡むようなコピーライト

ができないか。 

【ポジショニングについて】 

・「キムチ」カテゴリに『ネバシャキ系』というジャンルを立てる。 

・ネイティブな韓国人とキャッチボールし、『ネバシャキ』という音からプ

ロモーションを始める。 

【パッケージ】 

・パッケージにネーミングを明確に打つことが必要な商品。 

・「大丈夫」を「ゲンチャナヨ」に置き換えるような、流行語になるような

言葉を。『ネバ』『シャキ』という音で商品作るイメージ。 

・色は韓国のキムチの色でいいが『ネバシャキ』がグラフィックに乗らな

くてはならない。 

・「サントリー・ハイボール」では訴求ポイントは「氷の音」。ハイボール

は音で売れた要因がある。 

・衛生上の要因で真空パックなどのケースになる場合でも「ネバシャキ感」

が出るような工夫が必要。今のパックでは持った時に『ネバ』だけで『シ

ャキ』が伝わらない。 

【WEB展開との連動＊今回は WEBがあるとの想定で】 

・サントリー提供の東京 FM（アバンティ・サタデイ・ウェイティング・バ

ー）の架空のバー設定。氷の音が主にあって、シーンを音で表現してい

た。今回も『ネバシャキ』シーンを設定することで、食音感を前に出し

た演出するのは有効。 

 

【キムチの本場韓国での訴求性】 

・キムチが日本に来て、日本で作ったら『ネバシャキ』になった、という

ストーリー。「キムチの日本スタイル」というポジショニング。 

i 益田工房 

 井上氏からの

意見 

・ネーミングを変えるのはよくも悪くも冒険。 

・暖色系の方が食品にはあう。青などは向かない。 

・サイズはあまり大きくしないほうが良い。大きくすると中身がわからな

くなる。 

・以前使用されていた屋号の図案は見た目にもかっこいい。 
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④株式会社吉田ふるさと村 訪問日 平成 29年 12月 29日（金） 

 

a 商品が 

生まれた背景 

・鶏卵業者とお互いの長所を活かせる商品として、2002年にたまごかけご

飯専用醤油を開発 

・社員によるブレストで企画を作成し、たまごかけごはんの専用醤油を発

想した。当初は一種類だったが、市場に展開するなかで、関西風、関東

風を製作した。 

b 原材料の 

特徴製造 

工程 

➢ 国産丸大豆醤油使用（森田醤油） 

➢ 三河本味醂使用（㈱角谷文治郎商店）＊工場見学に行った。 

➢ 食品添加物不使用 

c 商品の特徴、 

こだわり 

ポイント 

・国産丸大豆醤油をベースにした、たまごかけごはん専用醤油。ご飯と卵

の味が絡まるよう、鰹だしと三州三河の本味醂で旨味を出した。味醂の

量を抑え、甘さ控えめの関東風と味醂を効かせた少し甘めの関西風の２

種類。 

・ブームの際には生産が追いつかないほどのペースになったときもあるが、

その際も手作りにこだわった。、 

・リピーターが多い。出荷先は首都圏が多い。 

d 現在の 

デザイン 

コンセプト 

・たまごかけごはんを想像してもらえるパッケージ。 

・素朴さ、懐かしさを感じるイメージ。 

・原料のこだわりや食品添加物不使用もＰＲしている。 

 

e 海外展開へ 

の意欲 

➢ 現時点ではアメリカに輸出。アメリカ在住の日本人を対象としている。 

➢ ＴＢＳ番組「あさチャン」で、第３次たまごかけごはんブームとして、

世界中の人々がインスタグラムで絶品のたまごかけご飯を紹介してい

ると放送。和食ブームも含め、新たな食文化として海外へ展開したい。 

f 対象国、 

対象層 

➢ 東アジア、東南アジア（香港、シンガポール、日本の新鮮な卵が空輸

可能なエリア） 

➢ 日本のソウルフードに関心をもってもらいたい。 

g 想定価格帯 １本３２０円（税別） 

h 吉長講師 

の助言 

・調味料であり、メインになりにくい。 

・たまごかけごはんは海外展開を行う上では市場が未知数。 

・米粉の田守り麺とのセットが考えられないか？米粉麺のカルボナーラの

ような卵メニューとあわせた展開。 

・カルボナーラ＝カーボン＝炭焼き。たたら炭という特徴をもったストー

リーを組み合わせる。本来はベーコンではなく、豚の頬肉（トントロ）

のみを使用する。鍛冶屋が食べていたメニュー。黒コショウの替わりに

吉田の「奥出雲山椒」が生かせる。カルボナーラソースの味付けに「お

たまはん」を加えるローカリティで攻めていく。 

・インバウンドでたたらを来訪する外国人は少数で、海外への訴求できる

機会が少ない。 

・海外の高級スーパーのひとつ「シティスーパー」にも白だし醤油は置い

てあり、人気。白だし醤油のほうがハイエンド。 

・スペースマーケティングの発想からいえば、冷蔵庫の調味料群に「おた

まはん」が常備されていることで調理バリエーションが豊かになるか？

という視点で検討することが必要。 

・パッケージを海外向けに変更するだけでは展開が難しい。利用法とシー
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ンづくりから展開を考える必要がある。 

・本品の成功要因は日本の伝統的な食生活習慣の上にニッチな商品企画で

ブランド化した。海外の食生活に合う使用法を考える戦略はあり得る。 

・売る側が説明しきれない商品。同商品で用途別（たまごかけごはん用ラ

ベル・カルボ用ラベル）にラベルを変更する。 

・出汁醤油の展開として海外で最も知られた使用法はすき焼きの「わりし

た」。「おたまはん」からスピンアウトした「わりした」として、この市

場に入れないか？ 

・付加価値型調味料なので、シーンが共有できないと販売市場が見つから

ない。 

i 益田工房 

 井上氏からの

意見 

・海外で販売するとなるとかなり高額になると思う。 

・海外で生食可能な安全な生卵を購入できる層は所得の高い層。 

・ラベルだけで高級感を出すのは難しい。 

・ボトルも含めて考えられると良い。 

・女性ターゲットの商品ではないか？ 

・要説明商品なので、使用法説明とセットにしたい。 
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（２）海外展開におけるブランド化に向けたコンセプト設定 

 

第 1 回訪問を踏まえ、知的財産分野の専門家（商標専門家）として、海外展開における知

的財産活用にかかる指導実績を有し、中国経済産業局における知的財産に関する調査の委員

などを歴任するなど、知的財産に関して豊富な知見を有する弁理士の専徳院 博氏（専徳院特

許事務所）を選定し、海外展開に向けた知財活用の留意点について指導を仰いだ。 

さらに、マーケティング領域から指導をいただいた吉長 成恭氏（県立広島大学 MBA客員教

授）との協議を行い、各商品のコンセプトシートを作成し、あわせて、デザイン（パッケー

ジ）担当講師の洪 昌督氏（株式会社益田工房）をはじめとする製作チームに資料を提供し、

デザイン案の製作を開始した。 

 

①商品の海外展開に向けたブランド化に関する知財活用の留意事項ヒアリング 

■開催日時 平成 30年 1月 8日（月） 

■場所   広島市中区 

■指導   専徳院 博氏（専徳院特許事務所 弁理士） 

 

a.海外展開における知的財産リスク 

海外展開においては知的財産活用が欠かせない。知的財産活用への意識が低く、必要な手

続きや対策を行っていない事業者には、以下のようなリスクが発生していると認識すべき。 

 

■海外展開において知的財産活用を行っていないことによるリスク 

 海外での自社の知的財産が十分に保護されていない。 

 相手国状況の調査不足により、第三者の知的財産権を侵害する可能性がある。 

 第三者による成り済ましにより出願・登録されてしまう可能性がある。 

 侵害品・模倣品が出回ってしまう可能性がある。 

 

b.輸出対象国での出願 

知的財産にかかる法律や制度は国ごとに定められている。日本の知的財産は、著作権を除

き、海外での権利は生じないので、対象国での知的財産を取得する必要がある。この手続き

がなされていないと、当該国で他社に模倣されても、自社の権利を主張できない。 

一方、対象国で必要な知的財産を取得している場合には、当該国で他社に対して、侵害の

差止め、損害賠償の請求、実施料の徴収等を行うことが可能になる。 

 

c.対象国の絞り込み 

出願にあたっては、出願費用、権利維持費用が発生することことから、費用対効果に基づ

く対象国の絞り込みを行うことが大切である。 

また、輸出想定国については、事前にその国の知的財産に関する制度や環境にかかる情報

を収集しておくことが求められる。 

 

d.商標申請にかかる実務 

商標取得は国内弁理士事務所で代行し、仕向け先の関係機関と調整、申請を行うことが可

能である。仕向け先での商標取得により、当該国（地域）における不当な権利侵害から自社
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商品を守るとともに、仕向け先で自社が他社の権利を侵害することなく、安全な輸出取引を

進めることが可能になることから、極めて重要な意義をもっている。 

 

e.海外向け商品包装意匠などにかかる知的財産の活用保護の視点から 

海外向け商品の包装意匠などについての個別の指導は、完成品（商品）の商標登録の申請

を行うにあたっての指導となるが、知的財産全般についての知識や情報を収集した上で、製

作を行うことで、より効果的に知的財産対策を商品や販売戦略に反映できることから、はや

めの相談を行うことが重要である。 

例えば、近年の事案では、仕向け先の「宗教」「人種・民族」「固有文化」などの背景への

配慮が足りず、事業者の意図とは別に、商品名や意匠が仕向け先の文化にあわず、人々に不

快を与えてしまったケースなどが散見される。 

こうしたこと事案を事前に理解しておくことで、商品開発や販売戦略にもよい影響を与え

る可能性もある。 

商品のネーミングや意匠の製作にあたっては、文化的背景として受容しにくい「ことば（綴

り、音）」「図案」と誤解されないよう留意すべきである。 
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②対象企業４社各商品のコンセプト協議 

■開催日時 平成 30年 1月 9日（火） 

■場所   東京都品川区内 

■指導   吉長成恭氏（県立広島大学 MBA客員教授） 

 

１）シックス・プロデュース有限会社「Iwami Bean to Bar Chocolate」コンセプトシート 

 

 

２）島田水産（株式会社フィールランド）「かきグラまん」コンセプトシート 
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３）株式会社宮本食品「はりはりキムチ」コンセプトシート 

 

 

４）株式会社吉田ふるさと村「おたまはん」のコンセプトシート 
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（３）第 2回訪問の実施概要 

 

第 2回訪問では、第 1回企業訪問での現況把握及びその後、商標専門家からの知的財産活

用の留意点ヒアリング、さらにブランディング専門家からの海外市場での展開に向けたコン

セプト設定を踏まえて製作した商品パッケージ案（一部ネーミング案を含む）のプレゼンテ

ーションを行った。 

 

≪海外向け商品パッケージ製作体制≫ 

〇全体監修           洪 昌督氏 （株式会社益田工房 代表取締役会長） 

〇グラフィック・デザイナー   桑原 宏幸氏（株式会社益田工房 代表取締役） 

〇クリエイティブ・ディレクター 井上 望氏 （株式会社益田工房） 

 

①シックス・プロデュース有限会社「Iwami Bean to Bar Chocolate」 

 

■訪問の様子 

 
 

■パッケージの改良前（左）後（右）  
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■海外向け商品のコンセプト 

 日本のやさしい美味しさを届ける。 

 

■海外向け商品ネーミング案 

『七十二』 

 

■海外向け商品パッケージ案の説明 

 
 

■事業後の事業者の反応 

・パッケージデザインは、事前に期待していたイメージにとても近い。 

・既存競合品にありがちな茶色やオレンジといった暖色系ではないところが新しい。 

・水引でくくるアイデア、透ける和紙を使うという点が「和」を醸し出していて、外国の人

の興味を引きそう。 

 

■今後の展開に向けた意識 

・本商品の輸出に向けては強い思いがあり、今後、提案されたパッケージデザインの使用を

検討したい。 

・焙煎に使用したカカオは現在肥料などに再利用しているが、商品のブランド化とあわせた

関連アイテム開発の材料としても活用を検討したい。  
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②島田水産（株式会社フィールランド）「かきグラまん」 

 

■訪問の様子 

 

 
 

■パッケージの改良前（左）後（右） 
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■海外向け商品のコンセプト 

 おいしく、楽しい、高級饅 

■海外向け商品ネーミング案 

『大吉 牡蠣包』 

■海外向け商品パッケージ案の説明 

 
 

■事業後の事業者の反応 

・パッケージデザインを改良するにあたって、輸出想定先での瀬戸内産牡蠣の市場性や価格

帯についての情報を知ることができたことは大きな収穫だった。 

・縁起物の贈答品需要を想定したデザインで、ターゲット国の文化、市場性を背景として製

作されており、販売展開を図る上で親和性が高い。 

 

■今後の展開に向けた意識 

・輸出想定先の市場規模や価格帯をさらに検討し、海外向けの販売戦略を確立したい。 

・輸出における課題は、アイテムの多様化と生産量の規模拡大。市場性を見極めながら、 

今後、設備投資なども検討していきたい。 
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③株式会社宮本食品「はりはりキムチ」 

 

■訪問の様子 

 
 

■パッケージの改良前（左）後（右） 
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■海外向け商品のコンセプト 

 辛くないキムチでどう戦うか！ 

■海外向け商品ネーミング案 

『宮本さんちのお漬物』 

■海外向け商品パッケージ案の説明 

 
 

 

■事業後の事業者の反応 

・ラベルの大きさや情報など、全体の雰囲気は期待以上にいい。 

・あえてキムチではなく、お漬物というネーミングで攻めていくというのはいいいと思う。

そこに日本的なアピールがあると思う。 

 

■今後の展開に向けた意識 

・「日本のお漬物」という価値をつけていただいたので、今後、提案されたパッケージデザイ

ンの使用を検討し、韓国の消費者にとってなじみのある食材でありながら、日本的な食品

として展開できるよう体制を整えたい。 

・特に知的財産活用については、これまでほとんど着手していなかったので、今後、さらに

知識を修得していきたい。国などのセミナーがあれば情報提供をお願いしたい。 

・本事業に参加して商標関係は必要性は理解できたが、実際には小規模事業者で取得するの

は人的、コスト的にハードルが高い。こうした面での国等の公的な支援があると取り組み

やすい。 
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④株式会社吉田ふるさと村「おたまはん」 

 

■訪問の様子 

 

 
 

■パッケージの改良前（左）後（右） 
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■海外向け商品のコンセプト 

 日本の食べ方ごと、輸出 

■海外向け商品ネーミング案 

『おたまはん』（国内と同名） 

■海外向け商品パッケージ案の説明 

 
 

 

■事業後の事業者の反応 

・たまごのイメージをシンプルなデザインに落とし込んであるのがいい。 

・商品に情報タグをつけるというアイデアも面白い。 

・自社としては、やはり「たまごかけご飯に使う醤油」という部分に、こだわってみたい。 

 

■今後の展開に向けた意識 

・生卵をセットでパッケージにするなど、海外での販促戦略を具体化させていきたい。 

・香港などでは規制緩和により生卵を輸出している。こうした機運を活かしながら在留邦人

などへの訴求から取り組んでいけたらと思っている。 
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（４）個別企業訪問指導におけるまとめ 

 

 個別企業訪問指導では、前述の弁理士の専徳院 博氏に指導を受けた「商品の海外展開に向

けたブランド化に関する知財活用の留意事項」を踏まえたアドバイスを行った。 

専徳院氏の指導事項は以下のとおり（抜粋して再掲）。 

 

a.海外展開における知的財産リスク 

 海外での自社の知的財産が十分に保護されていない。 

 相手国状況の調査不足により、第三者の知的財産権を侵害する可能性がある。 

 第三者による成り済ましにより出願・登録されてしまう可能性がある。 

 侵害品・模倣品が出回ってしまう可能性がある。 

 

b.輸出対象国での出願 

 知的財産にかかる法律や制度は国ごとに定められている。 

 対象国での知的財産を取得する必要がある。 

 手続きがなされていないと、当該国で他社に模倣されても、自社の権利を主張できない。 

 対象国で必要な知的財産を取得している場合には、当該国で他社に対して、侵害の差止

め、損害賠償の請求、実施料の徴収等を行うことが可能になる。 

 

c.対象国の絞り込み 

 出願にあたっては、費用対効果に基づく対象国の絞り込みを行うことが大切である。 

 輸出想定国については、事前にその国の知的財産に関する制度や環境にかかる情報を収

集しておくことが求められる。 

 

d.商標申請にかかる実務 

 商標取得は国内弁理士事務所で代行し、仕向け先の関係機関と調整、申請を行うことが

可能である。 

 仕向け先での商標取得により、当該国（地域）における不当な権利侵害から自社商品を

守るとともに、仕向け先で自社が他社の権利を侵害することなく、安全な輸出取引を進

めることが可能になることから、極めて重要な意義をもっている。 

 

e.海外向け商品包装意匠などにかかる知的財産の活用保護の視点から 

 知的財産全般についての知識や情報を収集した上で、製作を行うことで、より効果的に

知的財産対策を商品や販売戦略に反映できることから、はやめの相談を行うことが重要

である。 

 商品のネーミングや意匠の製作にあたっては、文化的背景として受容しにくい「ことば

（綴り、音）」「図案」と誤解されないよう留意すべきである。 
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第４章 事業実施報告 
 

１．事業実施報告会の開催 

 

（１）事業実施報告会「中国地域中小企業（地域資源・食品分野）の海外展開に係る 

ブランド構築支援事業」報告会の概要 

 

①開催目的 

１）本事業の成果報告 
海外展開に向けたブランド構築を行うため、専門家から受けた助言を目に見える形と

してパッケージデザインに反映した。海外に販路拡大するために必要な改善点等につい

てデザイナーが説明を行い、他の事業者の参考となりえる先行事例として紹介する。 

２）企業紹介 

本事業に参加した事業者及び当該事業者が海外に販路拡大を目指す商品のＰＲの場

を提供する。 

 

②開催日時 

平成３０年２月８日（木）14:15～14:40 

 

③会場 

   定例「局長プレス懇談会」会場（広島合同庁舎２号館 ２階 第１会議室Ａ） 

 

④出席者 

所属 氏名/役職 

≪中国経済産業局≫ 波留 静哉 局長 

 森分 幸雄 調査室長 

 藤村 真琴 国際課長 

 東岡 晋二 広報担当参事官 

≪プレス機関≫  

中国放送 藤森 専任部次長 

山陽新聞 中原 支社長 

中国新聞 村上 記者 

日刊工業新聞 清水 記者 

日本経済新聞 佐藤 記者 

≪説明者≫  

㈱益田工房 井上 望 氏 

コピーライター クリエイティブディレクター 

島田水産 

（㈱フィールランド） 

島田 俊介 代表取締役 

大島 久典 広報担当 

≪受託機関≫  

株式会社シーズ総合政策研究所 藤原 啓 代表取締役社長 
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⑤次第 

１）事業概要説明 

【説明者：国際課長 藤村 真琴氏】 

 

 
 

２）海外向けパッケージデザイン変更内容報告 

【説明者：㈱益田工房 コピーライター クリエイティブディレクター 

井上 望氏】 

３）事業者発表 

【説明者：島田水産（㈱フィールランド） 

代表取締役 島田 俊介氏、広報担当 大島 久典氏】 

 
⑥報告内容 

 

１）海外向けパッケージデザイン変更内容報告（要旨） 

㈱益田工房 コピーライター クリエイティブディレクター 井上 望氏 

 
 

■海外展開に向けたパッケージデザイン製作にあたって 

・今回実施した 4 社は、いずれも地域に根差した事業を展開され、ローカルの価値をグロー

バルに展開されていた。益田工房の事業展開と共通する展開でもあり、事業価値への共感

を大切に事業に取り組んだ。 

 

≪シックス・プロデュース有限会社 「Iwami Bean to Bar Chocolate」≫ 

■商品コンセプト 

・島根県邑南町で酪農生産者としてスタートし、その後、乳製品加工販売サービスを事業化。

今回、新たにチョコレート製造に取り組み、海外向け商品に挑戦する意欲にあふれた起業

家である洲濱社長のパーソナル・キャラクターと自然環境とともに事業に取り組む同社の

企業活動を踏まえ、商品コンセプトを「日本のやさしい美味しさを届ける。」と設定した。 
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■商品ネーミング案 

・社長がこだわる配合率７２％の味覚を軸に、日本製であることを強調して訴求するため、

あえて漢字表記の『七十二』を商品名に提案した。 

 

■展開にあたって 

・日本のイメージを訴求することにこだわり、包装は和紙を使用し、水引をアクセントに用

いた。 

・キーカラーは同社が牛乳生産者であることを伝える乳白色として、やさしいテイストに仕

上げた。 

・縦のリボンはパッケージのアクセントになっているとともに、カラーリングによりアイテ

ムのバリエーションを表現することを可能にした。 

 

≪島田水産（株式会社フィールランド） 「かきグラまん」≫ 

■商品コンセプト 

・世界遺産厳島神社に近い広島県廿日市市の宮島口を拠点に展開する事業者。 

・輸出想定国である中国等、東アジアで正月料理などに用いられる牡蠣。さらに、「安全でお

いしい」瀬戸内産の牡蠣を贅沢に使用していることを強調することが商品の基本価値と考

え、高級饅としての縁起の良い、贈答品利用を想定した。以上から商品コンセプトを「お

いしく、楽しい、高級饅」として設定した。 

 

■海外向け商品ネーミング案 

・高級な縁起物として贈答品利用を促すことが伝わる『大吉 牡蠣包』として提案した。 

 

■展開にあたって 

・キーカラーは、中国で縁起のよい色の代表である「赤」を効果的に使用し、高級感のある

「金」と組み合わせた。 

・食にも縁起を求めるお国柄を踏まえ、6 個入り商品のうち 1 個の台紙に「大吉」などの縁

起物を印刷することで、縁起占いを楽しめる「フォーチュン饅」として演出した。 

・贈答品として店頭販売シーンをイメージし、箱の上部の一部に透明フィルムを用いて実物

を見せること、視覚的に購買意欲を高めるよう工夫した。また、同じ販売シーンのイメー

ジから、商品が棚に積み上げられても認識できるよう箱の側面にもデザインを施した。 

 
≪株式会社宮本食品 「はりはりキムチ」≫ 

■商品コンセプト 

・島根県出雲市で漬物製造に取り組んできた。本商品は、キムチでありながら日本独特の「う

まみ」と「甘味」が特徴で、子どもにも食べられることが人気となっている。この点は韓

国のキムチにはない特徴である。また、切り干し大根を用いたキムチであることから、独

特の食感がある。以上から商品コンセプトを「辛くないキムチでどう戦うか！」とした。 

 

■商品ネーミング案 

・韓国ではこの商品は、味の特徴からいって「キムチ」としては認知されないことが予測さ

れる。この特徴を生かし、日本で親しまれている、韓国風味のお漬物であることを訴求す

るため、『宮本さんちのお漬物』として提案した。 

 

■展開にあたって 

・同社の要望で、透明フィルム製の容器を用いて、ラベルは貼りやすい円形シールとした。 

・キーカラーは同社のキーカラーである「赤」を用いた。加えて中心のアイキャッチとなる

小さな円形のマークは「白」とし、「逆日の丸」とすることで日本の食品であることを印象
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付けようとしている。 

・中心の小さな円形のマークは、切り干し大根の集合体をイラスト化したものであり、商品

の特徴を表現するアイコンとなっている。 

 
≪株式会社吉田ふるさと村 「おたまはん」≫ 

■商品コンセプト 

・島根県雲南市で地元食材と無添加食品にこだわり続ける同社のヒット商品が素材。生卵を

食べる習慣がない海外で、たまごかけごはん専用醤油としての販売にこだわりたいという

同社の方針を踏まえ、海外では未知の日本の伝統食として新ジャンルを開拓することをめ

ざし、「日本の食べ方ごと、輸出」をコンセプトとした。 

 

■商品ネーミング案 

・日本のヒット商品であることを伝えることで、未知の日本食レシピに興味をもってもらう

ことをねらい、国内と同名の『おたまはん』での展開を提案した。 

 

■展開にあたって 

・容器そのものに白い塗装を施し、醤油が垂れる上部とそれを受ける下部、さらに縦につな

がる「おたまはん」の文字の箇所は、透明の切れ込みとすることで、使用に伴い内容量が

減るごとに透明箇所の醤油色が、透明に変わっていく変化を楽しめるデザインにした。 

・たまごかけごはんのレシピとともに販売することが求められる商品であることから、商品

にタグをつけ、つくり方、食べ方を表記することにした。 

 

 

２）事業者発表 

説明者：島田水産（㈱フィールランド） 

代表取締役 島田 俊介氏 広報担当 大島 久典氏 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

■はじめに 

島田水産は、1884年創業の老舗で、広島かきの養殖・販売一筋に事業を展開してきた。こ

れまでの取り組みをもとに、今回の事業で「かきグラまん」の海外展開の可能性に挑戦する

こととした。 

 

■商品の特徴 

商品の特徴は以下の４点である。 

１）自社社が生産した、かきが丸ごとひと粒入った中華まん。 

２）地元のシェフが監修した、かきと相性の良いホワイトソースを使用。 

３）観光地でのテイクアウトやお土産を想定して小ぶりなサイズとした。 

４）全て素材にこだわった、安心安全な手作り商品。  
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■開発経緯 

・2015年、かき小屋のお土産として販売する商品を山陽女子短大との産学連携で取り組んだ

中で、学生のアイデアのひとつに中華まんがあり、商品化の可能性を検討しはじめた。 

・その後、2017年に大野町商工会の専門家派遣制度を利用して、料理家の指導により商品化

に着手。同年、10月にレシピとパッケージが完成し、販路開拓に取り掛かった。さらに 11

月末に廿日市市の紹介で、本事業の紹介を受けエントリーした。 

 

■国内向け商品開発について 

・本商品は、当初、国内向けをメインに考えていたため、日本人が考える中華料理をイメー

ジしてパッケージを検討した。 

・商品自体はアジア圏でも需要が見込まれると考えていたが、この時点では海外向けのパッ

ケージは考えていなかった。 

 

■想定したターゲット 

・ターゲットは宮島に旅行で訪れる 20-30代の女性。 

・旅の目的はご当地料理を食べることで、食べ歩きしながら色んな料理を楽しみたい層。気

に入ったらお土産として、家族や友人に購入する、といった行動シーンを想定した。 

 

■本事業で得られたこと 

・我々の考えていなかった海外を意識したデザインや海外事情を知ることができた。 

・特に以下については、本事業で初めて知ることができた。 

１）日本らしさを大切にするが重要。 

２）アジア圏では牡蠣の価値が非常に高いので高級感を出す。 

３）中国では牡蠣が縁起物として重宝されている。 

４）中国ではお菓子に「くじ」を入れると喜ばれる。 

５）国内より高単価で販売できる可能性がある。 

 

■今後の展開について 

１）かきを使った商品を継続開発し、加⼯商品の点数を増やしていきたい。 

２）商品のブランドイメージを統一し、国内外に広島かきを広めていきたい。 

 

■最後に 
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⑤報告後プレス取材及び試食会 

   定例「局長プレス懇談会」終了後に、発表を行った島田水産（株式会社フィールラン

ド）のほか、対象 4社の商品を試食できる場を同会場内において設定した。 

 

≪主な取材内容≫ 

・商品開発の契機となった大学との連携はどのような経緯で行われたのか。 

・商品開発で工夫した点はどこか。 

・なぜホワイトソースを用いたのか。 

・海外展開に期待するものは何か。 

・海外展開に向けてはどのような課題があるか。 

・取材に行く上でのイベントなどでの実演販売の予定はないか。 
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２．メディア掲載 

 

報告会に参加したメディア機関のうち、RCC（㈱中国放送）において、ニュース番組で事業

者の活動と本事業について紹介する報道がなされた。 

 

■RCCニュース 6 
【広島カキを海外へ!生産者が新商品開発】 

2018 年 2 月 15 日（木）  18 時 15 分～18時 56 分 

・広島カキを海外へ！  

夢の詰まった新商品「かきグラまん」 

 

 

 

 

 

 

 

≪本事業に関連する紹介内容≫ 

・「かきグラまん」の海外展開を考えるなか、中国経済産業局の海外への販路開拓を支援する

事業に選ばれた。 

・これにより海外展開の実績のあるデザイナーにアドバイスをもらい、海外向けのパッケー

ジデザインが出来上がった 

・若い従業員たちは、「将来的には年商を大幅アップさせたい」「世界中の人に島田水産のカ

キを食べて、おいしいと言ってもらいたい」「かきグラまんは中国でも売れると思う」など

期待を寄せている。 

・海外展開する上で、島田社長は売れ行きを見ながら生産設備の拡大を検討していきたいと

考えている。「広島カキを広め、次の世代につなげたい」と思いを語った。 
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３．本事業のまとめ 

 

本事業においては、主に下記の２つの取り組みにより、海外展開におけるブランド化に向

けた知的財産活用促進と意識啓発を行った。 

（１）セミナー開催を通じた参加者への意識啓発 

（２）海外展開を希望する事業者（4社）の商品ブラッシュアップ機会への知的財産活用 

促進 

 

上記２つの取り組みにかかる知的財産・商標活用に関する講義、助言等、それぞれの実施

内容とその実施成果については、以下のとおりであった。 

 

（１）セミナー開催を通じた参加者への意識啓発（再掲） 

①実施内容 

セミナーにおいては、3人の講師が、a「貿易実務」b「海外展開向けマーケティング」c「海

外展開向けデザイン」の専門領域から、講演及びブラッシュアップ・カフェにおいて、それ

ぞれの立場から知的財産の重要性についての指導を行った。 

それぞれの指導ポイントは下記のとおりであった。 

 

NO 講師名 専門領域 指導ポイント 

a 長光 正明氏 

 
株式会社 

パシフィック 

物産 

代表取締役社長 

 

貿易実務  海外市場では、日本製品への信頼は高い。 

 商標などの知的財産に関わる法律については、国ご

とに定められている。国内で商標権を取得していた

としても、輸出先の国では効力を持たない。 

 知財対策に関する情報を JETOROのホームページで

提供している。 

b 吉長 成恭氏 

 
県立広島大学 

MBA客員教授 

 

海外展開 

向け 

マーケ 

ティング 

 

商標 

 海外展開にあたっては、知的財産についての理解を

きちんと行い、対策を立てないと模倣品やモドキ品

の被害を受けることは少なくない。 

 商標には「自他商品等識別」「出所表示」「品質保証」

「広告宣伝機能」の機能がある。 

 自社ブランドで商売をするなら商標権について理

解しておいてほしい。輸出国における商標登録を受

けることで、模倣品被害をリスクヘッジできる。 

 また、輸出先国の事業者が既に保有している知的財

産を侵害する商品ではないことを立証できる。 

 以上の模倣品対策は長期的な輸出事業を検討する

上では欠かせない。 

 模倣品を排除するためには知財権が必要であると

ともに、知財マネジメントを相手国のカウンターパ

ートナー、関係機関と連携し、体制をつくっておく

ことが海外展開を図る上での重要な前提となる。 

 海外展開にあたっては、知的財産についての理解に

基づき、対策等を立てないと模倣品やモドキ品の被

害を受けることは少なくない。 

 商標登録により、他の誰かの商標権を侵害すること
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はないことを立証できる。 

 模倣品を排除するためには知財権が必要であると

ともに、知財マネジメントを相手国のカウンターパ

ートナー、関係機関と連携し、体制をつくっておく

ことが海外展開を図る上で重要な前提となる。 

 商標登録や特許などの知財の他、品質の国際標準化

による戦略が必要である。 

 地域ブランドを確立する上で知っておくべき制度

に国の地域団体商標登録制度がある。地域の食、工

芸品、温泉などについて、地域性に関する基準を満

たす地域内の複数事業者等が連携して組織する協

同組合や NPO を対象に、申請に基づく審査がなさ

れ、認証されている。 

 これは、国内だけではなく、イベリコ豚のように海

外製品が日本国内でこの認証を取得しているケー

スもある。 

 このように地理的表示を多国間で認め合う枠組み

を制度化しようとする動きが世界的に進められて

いる。こうした地域性に基づくブランドを保護する

動きを踏まえたブランド化と海外展開についても

検討を行っておくべきである。 

c 洪 昌督氏 

 
株式会社 

益田工房 

代表取締役会長 

海外展開 

向け 

デザイン 

 インターネットの普及により、誰でも世界のデザイ

ン、意匠を簡単に知ることができる時代になった。 

 実際に「日本のあるデザインが海外商品に似てい

る」、またはその逆のケースを指摘されるケースが

増えているといわれている。 

 これは、ネットの普及によるもので、世界中でデザ

インの模倣や著作権などへの意識が高まっている

のもこうしたことにある。 

 特にデザイン領域では非言語領域の表現要素が強

いことから、「世界に通用する」創作意識と知的財

産意識を高く持つことが求められている。 

 

 

②参加者にとっての効果（抜粋して再掲） 

 

■本セミナー受講生にとっての展開ポイント 

 海外展開においては、「商品開発・販売戦略と知的財産活用」は不可分の関係にあること

への理解を促進する機会となった。 

 参加者の海外展開に向けた取り組みが進行するとともに、重要性の認識も深まることが

期待される。 
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（２）海外展開を希望する事業者（４社）の商品ブラッシュアップ機会への知的財産活用 

促進 

 

①実施内容 

 

１）海外展開に向けた知財活用の留意事項ヒアリング（抜粋して再掲） 

■指導 専徳院 博氏（専徳院特許事務所 弁理士） 

 

a.海外展開における知的財産リスク 

 海外での自社の知的財産が十分に保護されていない。 

 相手国状況の調査不足により、第三者の知的財産権を侵害する可能性がある。 

 第三者による成り済ましにより出願・登録されてしまう可能性がある。 

 侵害品・模倣品が出回ってしまう可能性がある。 

 

b.輸出対象国での出願 

 知的財産にかかる法律や制度は国ごとに定められている。 

 対象国での知的財産を取得する必要がある。 

 手続きがなされていないと、当該国で他社に模倣されても、自社の権利を主張できない。 

 対象国で必要な知的財産を取得している場合には、当該国で他社に対して、侵害の差止

め、損害賠償の請求、実施料の徴収等を行うことが可能になる。 

 

c.対象国の絞り込み 

 出願にあたっては、費用対効果に基づく対象国の絞り込みを行うことが大切である。 

 輸出想定国については、事前にその国の知的財産に関する制度や環境にかかる情報を収

集しておくことが求められる。 

 

d.商標申請にかかる実務 

 商標取得は国内弁理士事務所で代行し、仕向け先の関係機関と調整、申請を行うことが

可能である。 

 仕向け先での商標取得により、当該国（地域）における不当な権利侵害から自社商品を

守るとともに、仕向け先で自社が他社の権利を侵害することなく、安全な輸出取引を進

めることが可能になることから、極めて重要な意義をもっている。 

 

e.海外向け商品包装意匠などにかかる知的財産の活用保護の視点から 

 知的財産全般についての知識や情報を収集した上で、製作を行うことで、より効果的に

知的財産対策を商品や販売戦略に反映できることから、はやめの相談を行うことが重要

である。 

 商品のネーミングや意匠の製作にあたっては、文化的背景として受容しにくい「ことば

（綴り、音）」「図案」と誤解されないよう留意すべきである。 
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②対象事業者にとっての成果 

 

対象事業者への商品パッケージの改善指導については、以下のような成果と今後に向けた

課題を整理した。 

 

成果 課題 

 海外展開に向けて必要となる基礎的な

知識と情報、講師の知見を具体的に得る

ことができた。 

 輸出想定先の市場性や文化を踏まえた

上で、自社の強み、日本製であることの

強みをパッケージデザインに表現でき

た。 

 輸出事業を本格化する上で、販路開拓、

知的財産活用などを担当するための人

材面、事業化にあたってのコスト面など

で公的な支援を得られると取り組みを

進める上で推進力になる。 

 輸出想定先ごとの知的財産制度に関す

る情報提供や先行調査等の相談につい

て気軽に利用できる窓口が欲しい。 

 

 

（３）新たに海外での販路開拓を図る事業者にとっての事業効果 

 

本事業に参加した中国地域の中小事業者は、海外展開におけるブランド化については検討

段階または事業着手間もない段階であった。こうした事業者は、まず海外向けの商品改良や

販売戦略に意識が向かいがちである。しかし、海外における日本製品は総じて高い評価を得

ており、このため「海外市場での商品の魅力向上や販売機会の拡充には、常に模倣品被害が

発生する潜在的な可能性がある」ことについて本事業において指導を受け、事業者が海外展

開における知的財産活用に関する理解を深める機会となった。 

以上のように、検討段階や事業着手間もない段階で、知的財産活用に関する意識の啓発を

図り、その重要性を踏まえた商品開発及び販売戦略の立案に反映させていくことの重要性が

明らかになったことは、今後、海外販路開拓を図る中小企業にとって非常に有意義であると

言える。 

以上から、中国地域の中小企業者には、海外展開に向けたブランド化など、販売戦略と知

的財産活用を並行して学び、その相乗効果の重要性を認識できる機会の提供が有効といえる。 

また、実際の知的財産活用に向けては自社のみでの取り組みに不安を感じているケースが

あり、公的支援の情報提供やハンズオン支援が求められていると言える。
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