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ECを活用するおみやげの開発！
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知っ得！マーケティング
information

　時代の変化、消費者の変化を捉えながら、消費者視点で商

品開発を学び、平成21年のスタートから数えて今年度で第14

回目となった「静岡おみやプロジェクト｣。

　変化のなかでも、｢贈る｣｢喜ばれる｣という行為や、そこで得

られる感情が、生活を潤すものであることは変わりません。

そして、商品を提供する事業者の立場では、自店のファンが、

商品を「贈る」という行動をとってくださることは大きな励みで

あり、ビジネス上の強みにもなります。

　「選ばれる」商品を作り育てることを目指し、今年度も参加

6社による10カ月のチャレンジが続いています！

第14回
「静岡おみやプロジェクト」
ECを活用するおみやげの開発！

P1 P4
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P3

お客様がインターネットで買いやすい商品とは？

スタッフブログ

～

https://bnest.eshizuoka.jp https://www.facebook.com/bnest.ShizuokaCityスタッフブログ Facebookフェイスブックやってます！

資金、マーケティング、商品開発、製造、営業など経営全般、創業、
新事業進出について、専門相談員が最善策をご提案します。

https://www.b-nest.jp/

ビ ジ ネ ス 相 談

B-nestホームページ

静岡市産学交流センター B-nest は
ビジネスチャレンジを応援します !

無 料

各支援機関のサービス、補助金情報などを取りそろえてい
ます。全国でも屈指のビジネス関連の情報、サービスを取り扱
う御幸町図書館（5F）と連携しているので、迅速な情報収集が
できます。

ビジネス情報提供無 料

静岡の産業活性化を目的に、様々なプロジェクトを実施してい
るので、多様な分野での人的ネットワークを構築しています。
お気軽にスタッフにお声かけください。

ネットワークづくり無 料

ビジネスにおいて会議や勉強会は必要不可欠。お手頃な価格で
会議室をご利用いただけます。

会 議 室 提 供有 料

まずはお気軽にB-nestへご連絡ください

054-275-1655Tel.



静岡おみやプロジェクト ECを活用するおみやげの開発!令和   年度4

4月～5月

7月～8月

10月～11月

12月～2月

●参加企業募集・決定

6月 ●キックオフ講演会　●参加企業訪問

●成果発表会（8日　B-nest）
●首都圏プロモーション

3 月

●戦略開発シミュレーション
●戦略策定ワークショップ

●戦略策定　●試作品製作・共有

●モニターによる試食意見交換会
●産業フェアしずおか

●Webプロモーション講座　●デザイン制作

9月

プロジェクト一年間の流れ

新谷 琴美さん

　新しい商品を開発する際に、いろいろな方の忌
憚のない意見がもらえることが素晴らしい部分で
あり、また商品だけでなく、「自社をどうブランディ
ングするのか」という深い部分まで考える機会に
なっています。
　そして、同期の仲間がいることが刺激になり、

情報交換ができることも良い点だと思います。
　プロジェクトに参加して、新商品が生まれるだけ
でなく、新しいお客様や多くの方との関りも生まれ
ます。
　自社を客観的に見直す良い機会になりますので、
気になったら、ぜひ参加してみては？と思います。

蒲 原 屋

角田 紀子さん

　コンセプトやターゲット設定など、戦略設計につい
て改めて勉強したことにより、業務上でも4Pシート
を思い浮かべて進めるクセがついてきました。
　消費者・バイヤーインタビューでは、客観的なご意
見をいただき改善点に気づくことができ、他社やOB
の方々の貴重な体験をお聞きする機会は、他ではな
かなかなく、見習うべき点が多かったです。

　また、11月末の産業フェアでは、実際に一般のお
客様の反応に触れることができ、今後の励みになり
ましたし、様々な会社の販売方法を見ることも勉強
になりました。
　プロジェクトに参加することで、社内だけでは出な
いアイディアや考え方を吸収することができ、商品を
より良くする貴重な機会が得られたと思います。

㈱ オリエ ン タ ル フ ー ズ

冨井 文生さん

　野菜や自然素材、日本の伝統食材などをできるだ
け日々の食事に採り入れられるように工夫したお惣
菜で、主婦のサポートをしたい！ それを伝えるには
どうしたら？ とプロジェクトに参加し、様々なご意見
に触れるなかで、客観的に自社の商品を見直すこと
ができました。

　私が考えていた強み、売りたい商品、客層と顧客
のニーズにズレがあり、実際に購入してくださるお
客様のことをより深く考えるきっかけになりました。
今回、様々な方向から商品を考えてブラッシュアッ
プしてきたのを機会に、オンラインショップをより充
実させていきたいです。

お か ず や m a s p i  



 ECを活用するおみやげの開発!

杉山浩之 さん代表取締役

「地域企業のEC活用」と

今年度の「静岡おみやプロジェクト」　
株式会社 販売促進研究所

参加者からのメッセージ

　プロジェクトに関わるようになった当初からお伝えしてきたこととして、
世の中の流れに従って、「“おみやげ”の定義が変わってきた」という事
象があります。世間一般に、贈答やおつきあいの用途が縮小し、自分へ
のおみやげや自家消費など、パーソナルな消費が増えています。併行し
て、「顧客志向」「お客様の声に耳を傾ける」ということも、より深く考える
必要性が高まり、消費が多様化していくなかに「コロナ」という要素が加
わってきました。「巣ごもり消費」と同時進行で「ふるさと納税」がより一般
化しており、この２つのきっかけによって、インターネットでの食品購入や
地域の特産品の需要が変化・拡大しています。
　今年度のプロジェクトは、この、より地域性や特色のある、「作っている
人たちが食べている食べ方や、地元の人たちが美味しいと言っている

もの、話題になっているものを体験してみたい」という流れを踏まえて、
参加各社にとっての「ECの活用」を考えてみることに取り組んでいます。
世の中の変化に合わせ、販路に適した商品を設計するためのコンセ
プト・ターゲット設定を実践し、6社それぞれのチャレンジが進んでいます。
　ダイレクトにお客様とつながり、インターネットで買ってもらうためには、
まずはお客様と直接会って話せる場所が必要で、プロジェクトでは例年
行っている消費者モニターやバイヤーの方々からのヒアリングに加え、
東京でのプロモーションイベントを企画しています。
　地域のニッチブランドの皆さんとお客様が出会い、直接対話ができ、
こうしたブランド体験によって、選んでもらう理由を積み重ねる。そういう
関係は1度でできあがるわけではないので、事業者さんたちに、まず新た
なお客様との接点を体験してもらう。「ここから始めていきましょう」という
提案です。
　間違えてはいけないのは、「認知度を高める」ことはもちろん重要だけ
れども、いくら認知度を高めてもそれだけでモノは売れない、ということ。
「知っている。けれど買わない」ことは多々あります。では、どこに力を注
げばいいのかといったことを、じかにお客様と接しながら探っていく。それ
がいま、マーケティングでもっとも大切なことになっています。

6社の皆さんとの奮闘も残り僅か！　3月8日（水）には、成果発表会を予

定しています。今年度の商品の仕上がりにぜひご注目ください！！

望月 洋佑さん

　メーカーということもあり、これまでの商品開発は小売
店やバイヤー目線で行っていました。ターゲット顧客の設
定や競合との差別化があやふやで、知識も未熟だったと思
います。ECサイトを立ち上げＢ２Cでの販売を模索しはじ
めたところで、消費者にとって魅力的な商品づくり、アピー
ル方法に苦悩しており、参加できて大変幸運だったと考え
ています。個別相談で、不明点のケアも念入りに行ってい

ただけて、これまでに足りなかった点を見直す機会となり、
また今後の指針になっています。
　恥ずかしながら、参加することのメリットは新商品デザイ
ンやプロモーションをあまり手間をかけず、格安でできる
程度に考えていました。しかし今では、たびたびの講座や
面談を通し、新しい視点で自社商品を見つめなおすことが
できるようになったことが一番の収穫だと思っています。

長島 佑樹さん

　マーケティング面からECへの知識を深められるだ
けでなく、同じ志の参加企業様との繋がりなど、新た
なご縁や事業成長の種が生まれました。
　事業の成長に終わりはなく、経営には、日々、悩み、
葛藤が付き物で、苦しい日々を過ごすこともあるかと
思います。そうしたときに、社外に、知らない知識や

仲間を増やせる場があるというのは、素晴らしい機会
だと思っています。終わったあとにも、皆さんとのつ
ながりが続いていったら嬉しいです。
　今回は、自店の人気商品のシュークリームを、より
広くご利用いただける商品にと検討を進めています。
3月の発売を楽しみにしていただけたらと思います！

田中 勇介さん

　主業務は業務用商品の製造卸ですので、直接消
費者と接する機会は少なく、今回、実際に自社商品
の味付けやコンセプト等が受け入れていただけて
いるという実感が得られ、参加して良かったです。
　商品開発にあたっては、一人で考え、試行錯誤す

るのも製造の醍醐味かもしれませんが、こうしたプ
ロジェクトに参加する事で、新たな道が開けること
もあると思います。違った観点を取り入れながら商
品開発をしてみるのも楽しいことだと感じました。

㈱ ふ か くら

パ ティシ エ・エ ヌトー ク

㈱ 大 晃

平成29年度 第9回からアドバイザーを務め、「静岡おみやプロジェ

クト」6年の歩みを見守っていただいている㈱販売促進研究所 杉山

浩之社長に、今年度のプロジェクトを通じて目指していることや、

プロジェクトを通して学ぶ「マーケティング」について伺いました。



information

B-nest経営応援団による、マーケティングに関するミニコラム

妹川 聡  先生
（水曜担当）

　まだまだ新型コロナ感染症は治まりませんが、それでも経済活動は「今後」に
向けての動きに変わろうとしています。
　私がコロナ禍を振り返って感じていることの一つに、お客様との関係性の大
切さがあります。飲食店を例に取ると、コロナ禍でも常連さんが助けてくれた、
という話を良く聞きます。お客様からすると、お店につぶれてほしくない、という
気持ちもあったのでしょう。
　全国展開をする大企業でない限り、商圏には限りがあります。中小事業者は
日本国民全員をお客様としなくてよく、商圏内で自分の店のお客様になってい
ただける一部の層のみをターゲットにすればよいのです。このターゲットに合わ
せて、品揃え、価格、接客やサービス、店舗内外装などを整えていきます。ター
ゲットを絞ることは、経営資源を効率的に活用する点からも大変重要です。　
　さらに、利用していただいているお客様から常連さん作り、つまり利用頻度を

上げる仕組み作りに取り組みます。ちょっとした常連さんへのえこひいき、
と言ったら響きがよくないかもしれませんが、利用頻度によって特典をお渡し
する、常連さん向けに品揃えを充実する、といった感じです。店舗ですと常連さ
んの顔と名前を覚えた上で接客する、というのも良いでしょう。新規のお客様よ
りも常連さん向けのプロモーションの方が、ずっとコストがかからないことは
容易に想像できると思います。
　もちろん新規のお客様の獲得も大切です。そこは常連さんが営業を担ってく
れます。常連さんがお店の評判をSNSや口コミなどで広めていただいたおか
げで、新しいお客様の獲得につながった、といった具合です。
コロナ禍の影響でお客様との接点が希薄になりがちな今こそ、お客様との関係
性を強める取組はますます大切になることと思います。

お客様との
関係性の大切さ　

テ
ー
マ

　近年、商品やサービスの案内はネット上のサイトで見ることが多くなりました。そのせいか、たまにカタログやパンフレ
ットなどをいただくと、温かみさえ感じられる気がします。
　本書では、商品の紹介パンフを始め、学校案内や地域のガイドマップなど、日本全国各地から集められた冊子や折りの
カタログやパンフレットが紹介されています。中には12面の蛇腹折りのリーフレットや、テントの形をイメージした特殊
折りなどもあり、元は一枚の紙でも、折りによって全く違った印象になるのが驚きです。
　デザインの参考におすすめの一冊です。

冊子&折りパンフの構図とレイアウト
パイインターナショナル／編著　パイインターナショナル／発行　2022年7月

月曜日～土曜日（祝日を除く）

13:00～19:00（月～金曜日）

静岡市産学交流センター6F

相談日

時  間

場   所

※令和4年８月～令和5年2月は
10:00～19:00（月～金曜日）
10:00～17:00（土曜日）

10:00～17:00（土曜日）
困った時の駆け込み寺

無料窓口相談
※予め予 約をお取りする事を
　お 勧めします

創業したいが、何から準備したらいいの？

ビジネスプランが不安・・・

SNSの活用方法を知りたい！

webで販路を開拓したい！

資金繰りを見直したい・・etc

中小企業診断士とITの専門家で構成する「B-nest経営応援団」があなたの悩みを解決！
創業・経営（webマーケティング含）に係るちょっとした疑問でもお応えします！

疑問はB-nestで解決！

御幸町図書館がビジネスの現場で
役立つ本をご紹介します。

創業・経営関連サービス

御幸町図書館 ビジネス
パーソンが
勧める

御幸町図書館

スタッフがビジネス情報の探索のお手伝いや、資料の使用方法についてアドバイスします。お気軽にお声がけください。

いつも身近な図書館をカシコク利用しましょう！

ビジネス支援サービス
５Fビジネス書・静岡資料コーナー
ビジネスに役立つ資料が充実。地元・静岡に関する郷土資料
や行政資料なども取り揃えております。

５F電子図書館コーナー
企業情報や経営関連情報などを検索できるデータベース席を
ご用意しています。インターネット席で調べものもできます。

お問い合わせ／０５４-２５１-１８６８　ホームページ／https://toshokan.city.shizuoka.jp

〒420-0857　静岡県静岡市葵区御幸町3番地の21　ペガサート6階・7階
Tel 054-275-1655　Fax 054-275-1656　Mail info@b-nest.jp
ホームページ https://www.b-nest.jp
■開館時間／9:30～22:00　■休館日／日曜日、国民の祝日、振替休日、年末年始（12月28日～1月5日）

静岡市産学交流センター

〒420-0857　静岡県静岡市葵区御幸町3番地の21　ペガサート4階・5階
Tel 054-251-1868　Fax 054-251-9217　
ホームページ［静岡市御幸町図書館］https://www.toshokan.city.shizuoka.jp
■開館時間／平日（月～金曜日）9:30～20:00　土・日・国民の祝日9:30～17:00
■休館日／毎月第2月曜日、毎月第4水曜日（国民の祝日のときは次の平日）、国民の祝日の次の平日、
　　　　　図書館資料点検期間、年末年始（12月28日～1月5日）

静岡市立御幸町図書館 御幸町図書館

検  索

検  索

来館は公共交通機関のご利用が便利ですが（静鉄電車・バス「新静岡」下車）、自家用車で来館の方にはペガサート駐車場（有料）がご利用いただけます。交 通 手 段

駿府城公園

市役所
静岡庁舎

Den bill
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