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第5章：モデル商品開発【しせいかい】 

しせいかい（本社：うるま市）は精神科医療を

行う医療法人社団志誠会の就労訓練工場で

ある。精神障がいを持つ方の社会復帰を支援

する同施設は製パン、農耕、食品加工、製麺

などを行っており、昨今では地域資源のビー

グ（いぐさ）やにんじんを活用した土産品を開

発し那覇空港への供給を果たし注目を集めて

いる。 

 

土産品開発の新鋭として意欲が高く、外国人

観光客からの人気の高いラーメンを既に発売

しており、ターゲットニーズに対応した柔軟な

商品開発力を保持している。また、小ロットか

らの生産対応が可能な為、こだわりの商品の

開発に長けており、食品加工業界とは異なる

業界に所属していることから、本事業のモデ

ル波及において、大きく貢献する可能性があ

ることから、本事業に参加した。 

 

 

しせいかい「Pascho OKINAWA」 

開発を進めていくにあたり、留意した点は「地

域資源の活用」と自社製造で得意とする「麺

類」の活用であった。開発に関わる担当者が全

て女性であることから、特にリゾートウェディングを

意識した商品開発に臨むこととなり、既存の沖縄

土産品にはないカテゴリーでの商品化を目指す

こととなった。 

 

その中でテーマに上がったのが「パスタ」製品の

製造であった。沖縄そば製造で培った技術を活

かしたパスタの商品化を進めながら、地域資源と

季節性をどのように付加させるかを検討していっ

た。メインターゲットをウエディング、サブターゲッ

トを海外（アジアに居住する西洋人）観光客に設

定したことから、ウエディングから想起できる「対」

のキーワードの具現化に取り組み、商品開発方

針として２つのパスタ（麺）と２つのソースのセット

を掲げ、それぞれの麺は「季節の島野菜」という 
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改良を重ねながら	

極力シンプルな麺とソースのセットへ	

共通点を持ち結ばれることで美味しさを増

すことを狙った。その「島の季節の味覚」を

持ち帰り、自宅で再現できるセットをコンセプ

トに掲げて試作品開発をスタートさせた。	

	

当初の商品設計では麺2種類とソース2種類

を春夏、秋冬のそれぞれで開発する方向で

進めていたが、専門家より「口のなかで麺と

ソースが喧嘩してしまっている」「沖縄らしさ

が感じにくい」「全体的に塩辛い印象がある」

といったように味と印象において、改善を要

求される結果となった。	

	

ネーミングにおいては沖縄そば風のパスタ

とするか、純粋パスタとするかが検討内容で

あったが、平麺になっていることや、商品の

イメージが明確になりやすいことから「沖縄

そば風」という表現でなく、ストレートにパスタ

と名乗ることとした。また、同社の特徴であ

る「就労訓練工場」は全面的に出さないほう

がよいとの助言を受けた。その理由として、

商品全面に押し出すのでなく、後でついて

くるのがブランディングとしてよく、 初に「

就労訓練工場」を打ち出すと本質が歪んで

しまうので、まず食としてのイメージをメイン

に持ってくる方が良いとの判断であった。	

	

開発当初のセットイメージ	

●春夏	

「ビーグ＆ピパーツ麺」と「ソース：トマト＆唐

辛子」「ビーグ＆島唐辛子麺」と「ソース：み

そ＆島らっきょう」のセット	

●秋冬	

「ビーグ＆からしな麺」と「ソース：豆乳と人参

、豆乳とかぼちゃ」「ビーグ＆津堅にんじん麺

」と「ソース：バジル＆よもぎ」のセット	

初期コンセプトのチェックの為に実施された

プロの料理人や料理メディア関係者へのモ

ニター調査においては、「組み合わせが複

雑であり素材もセットも内容が盛り込み過ぎ

ている為、シンプルに」という指摘があが

った。またソースによっては評価が分かれた

ことから、ここのソースの課題を修正していく

こととなった。改良の方向性としては「シン

プル」「分かり易さ（茹で方、食べ方）」「モノ

からコトへ、コトから価値への醸成」が掲げ

られた。	

	

このようなモニター調査を経て、再度専門

家のチェックが行われ、以下のような指導

を受けた。	

●味：麺を茹でた後に麺を置きすぎると「ね

っとり」してしまい麺が美味しくなくなる為、

調理方法や食べ方の留意点も情報発信す

ることを指摘された。	

●コンセプト：商品名の「Chocotto」は、か

わいいが、少ない＝ネガティブにも映るので

、表現に配慮する。（その後、商標上の問題

もあり商品名は変更）	

●使用方法：小分けにして食べるという使

い方が、買い手に伝わりにくいので、パッケ

ージでその考え方が伝わるよう工夫を。	

●その他：買い手にとってのベネフィットが

伝わるショルダーコピーを付加したい。「ソ

ース＋麺」の適量を考慮することや「本セッ

トと合わせる料理のアイディアを伝達する」

といった、より細部に渡る商品設計の指導

を受けた。	
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しせいかい：商品好感度調査（料理関係者：定量・定性） 
（2016年8月-9月：シェフ＋メディア） 

ソース 

「トマト＋唐辛子」 

●辛さがかなり辛いことから賛否両論あり。 

●「辛すぎる」と評される一方、「クセになる」

「パンチの効いた味が好評」との意見も。 

 

「バジル＋ヨモギ」 

●ヨモギに反応あり。ヨモギがクセがあること

から全量をヨモギにすることには否定的。 

 

「カボチャ＋豆乳」 

●普通、これといって特徴が見いだせない。 

 

「島らっきょう＋味噌」 

●独特の味わいにやや否定的。 

●（全体を通じて）あれもこれも盛り込み過ぎ

や、本ソースは甘みが強いとの意見もあること

から改良へ 

 

①好感度
担当者 評価 点数 合計 加重平均ポイ ント

den 悪い -100
フロリレージュ 大変良い 100
KEISUKE.M 悪い -100
OGINO 悪い -100
ROCKFISH 良い 80
②味の評価
担当者 評価 点数 合計 加重平均ポイ ント

den 悪い -100
フロリレージュ 大変良い 100
KEISUKE.M 悪い -100
OGINO 悪い -100
ROCKFISH どちらともいえない 0

-120 -24

-200 -40

麺 

●麺自体の味の違いがあまり明確には分からない 

●麺に味がついていることは購入動機につながら

ない 

●ソースとの組み合わせは自由にした方が良い 

 

全体評価 

●多数の食材、味の為、つぎはぎしたパッチワーク

のようになってしまい、1品ごとが印象に残らない 

●4種の味を試食いただいたので組み合わせが複

雑との回答あり。（実際は２つのソースに２つの麺の

セットということが伝わりきらなかった可能性あり） 

●少量使いには良いが、全て現状の味だと持て余

してしまうとの声も 

 

その他 

●茹で方や本品以外の料理の合わせ方の提案を

求める声あり 

■シェフ ■メディア関係者 

①好感度
担当者 評価 点数 合計 加重平均ポイント

A どちらともいえない 0
B どちらともいえない 0
C どちらともいえない 0
D どちらともいえない 0
E どちらともいえない 0
②味の評価

担当者 評価 点数 合計 加重平均ポイント

A 良い 80
B どちらともいえない 0
C 良い 80
D どちらともいえない 0
E 良い 80

0 0

240 48
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しせいかい：商品好感度調査（海外：定性） 
（2016年12月：香港在住の西洋人の方） 

【ヒアリング内容】 

①今回試食したものの商品全体の印象は？

（味、パッケージ、素材をトータルで考えて） 

②パッケージデザインについての印象 

③特別なお土産として幾らぐらいであれば購

入したいか？ 

④その他、フリートーク 

 

試食商品：ビーグ入りパスタ・パスタソース（島

とうがらし＆パイン、フーチバー＆バジル 

試食方法：会場でパスタを茹で、ソースは湯せ

んして混ぜて試食 

 

味 

●パスタもソースも美味しい（ヨモギはジェノ

ベーゼより苦みが有るが美味しい） 

●ヨモギは沖縄では日常的に食べているの

か？（薬草としてのイメージが強い） 

●チリソースはカレーの様に辛さのレベルが

有った方が良い 

●パスタも凄く美味しい。イタリア人の夫に食

べさせたいぐらい 

●２つとも大人向けの味 

●い草は食用としてのイメージが無いので驚

いた（少し抵抗が有る） 

 

パッケージ（紙袋と箱のどちらが良いか） 

●紙袋タイプ＝ファストフードのテイクアウトの

イメージで安っぽい 

●紙袋はポップコーンを入れて食べるイメージ 

●みんさー織のデザイン＝インド製やネイティ

ブアメリカンのものに見える 

●紙袋タイプより箱の方が強度もあって良い。 

 

ラベル 

●パインソースは「チリ」の表記をした方が良い（間

違えて子供に食べさせてしまう） 

●アレルギー人向けに原料の表記も必要 

●調理方法は画像付きが良い（文字は読まない） 

 

規格 

●西洋人は少しづつのシェアはあまりしないので、

麺４つ、ソース２つのパッケージだと使い切りで買

いやすい 

●ソースは瓶の規格でもいいと思う 

●麺は４つ、ソースは２つの規格が良い 

 

特別なお土産として幾らぐらいであれば購入した

いか 

●日本では蕎麦のイメージは有るがパスタのイ

メージは無いので、お土産には選びにくい（イタリ

アでは買う） 

●2,000円～2,500円だと許容範囲 

 

全体のイメージ 

●ネーミングも良い 

●沖縄の野菜と沖縄そばを使用しているのがとて

も良い 

●沖縄の特徴を生かしていて良い商品だが、お土

産よりは日常的な商品に入る 

●お土産として販売するなら試食は必要（日本＝

パスタのイメージが無いのと、味は良いので試食を

させたら購入率は確実に上がると思う） 

 

その他 

●ソースと麺がそれぞれ２つ入っているアイコンの

表現が良い 


